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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　密閉可能な閉空間を構成し、内部をクリーンな環境に維持することができる包囲体と、
　上記閉空間内に配置された吸入口と排出口と送風動力とを有する塵埃フィルターとを有
し、
　上記塵埃フィルターの吸入口と排出口の内の少なくとも一方が、上記閉空間に対する相
対位置を変えることができるように構成され、
　上記塵埃フィルターの吸入口と排出口との間隔の最大値、或いは排出口の大きさの何れ
か大きい方をｘとし、
　上記ｘが定義される方向の上記閉空間の長さをＸとしたとき、
　比ｘ／Ｘが０．４以上１．０以下である方向が少なくともひとつあり、
　上記包囲体内にダストカウンターを設置し、上記包囲体内で被験者が睡眠中のダスト微
粒子数の時間依存性を測定することにより上記被験者の睡眠状態とダスト微粒子数の時間
変化との相関性を測定することを特徴とする高清浄環境システム。
【請求項２】
　密閉可能な閉空間を構成し、内部をクリーンな環境に維持することができる包囲体と、
　上記閉空間内に配置された吸入口と排出口と送風動力とを有する塵埃フィルターとを有
し、
　上記塵埃フィルターの吸入口と排出口の内の少なくとも一方が、上記閉空間に対する相
対位置を変えることができるように構成され、
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　上記塵埃フィルターの吸入口と排出口との間隔の最大値、或いは排出口の大きさの何れ
か大きい方をｘとし、
　上記ｘが定義される方向の上記閉空間の長さをＸとしたとき、
　比ｘ／Ｘが０．４以上１．０以下であるように、上記包囲体に対し、上記塵埃フィルタ
ーが設置され、
　上記包囲体内にダストカウンターを設置し、上記包囲体内で被験者が睡眠中のダスト微
粒子数の時間依存性を測定することにより上記被験者の睡眠状態とダスト微粒子数の時間
変化との相関性を測定することを特徴とする高清浄環境システム。
【請求項３】
　上記塵埃フィルターは上記包囲体内に可動な状態で配置されていることを特徴とする請
求項１または２に記載の高清浄環境システム。
【請求項４】
　上記塵埃フィルターは上記包囲体の底面に可動な状態で配置されていることを特徴とす
る請求項３に記載の高清浄環境システム。
【請求項５】
　密閉可能な閉空間を構成し、内部をクリーンな環境に維持することができる包囲体と、
　上記閉空間内に配置された吸入口と排出口と送風動力とを有する塵埃フィルターとを有
し、
　上記塵埃フィルターの吸入口と排出口の内の少なくとも一方が、上記閉空間に対する相
対位置を変えることができるように構成され、
　上記塵埃フィルターの吸入口と排出口との間隔の最大値、或いは排出口の大きさの何れ
か大きい方をｘとし、
　上記ｘが定義される方向の上記閉空間の長さをＸとしたとき、
　比ｘ／Ｘが０．４以上１．０以下である方向が少なくともひとつある高清浄環境システ
ムの上記包囲体内にダストカウンターを設置し、上記包囲体内で被験者が睡眠中のダスト
微粒子数の時間依存性を測定することにより上記被験者の睡眠状態とダスト微粒子数の時
間変化との相関性を測定することを特徴とする睡眠状態とダスト微粒子数の時間変化との
相関性の測定方法。
【請求項６】
　密閉可能な閉空間を構成し、内部をクリーンな環境に維持することができる包囲体と、
　上記閉空間内に配置された吸入口と排出口と送風動力とを有する塵埃フィルターとを有
し、
　上記塵埃フィルターの吸入口と排出口の内の少なくとも一方が、上記閉空間に対する相
対位置を変えることができるように構成され、
　上記塵埃フィルターの吸入口と排出口との間隔の最大値、或いは排出口の大きさの何れ
か大きい方をｘとし、
　上記ｘが定義される方向の上記閉空間の長さをＸとしたとき、
　比ｘ／Ｘが０．４以上１．０以下であるように、上記包囲体に対し、上記塵埃フィルタ
ーが設置されている高清浄環境システムの上記包囲体内にダストカウンターを設置し、上
記包囲体内で被験者が睡眠中のダスト微粒子数の時間依存性を測定することにより上記被
験者の睡眠状態とダスト微粒子数の時間変化との相関性を測定することを特徴とする睡眠
状態とダスト微粒子数の時間変化との相関性の測定方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は高清浄環境システムに関し、特に、有害ガス、粉塵等がシステム内で発生し
ても、速やかに外部に排出することが可能であり、粉塵や菌などのダスト微粒子の数を一
定値以下に維持したり、あるいは外部からこれらの混入のないクリーンエア(空気)環境で
あり、かつ酸素濃度が適正に保持される環境の実現に適用して好適なものである。
【背景技術】
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【０００２】
　電子工業・精密機械工業・精密印刷などの用途の精密製品の高品質化と歩留まり向上と
を図るために塵埃を除去するクリーンルームが必要とされている。また、清浄環境は、医
療環境、特に、インフルエンザなどの空気感染性の疾病の予防、花粉症の抑制、傷んだ呼
吸器官の回復などの上からも重要となってきている。国際半導体技術ロードマップ（Inte
rnational Technology Roadmap for Semiconductor, ＩＴＲＳ）によれば、局所クリーン
化の進展により２０１８年には通常の大気レベルの環境までクリーンルームの要求清浄度
は緩和されるとしているが、現時点ではまだそれからはほど遠い。また、空気清浄機等の
市場導入はなされているものの、定量的に評価されたクリーンエア(空気)環境の家庭住環
境への導入は、未だ進行しているとはいいがたい。
【０００３】
　クリーンルームを用いることなくクリーンな作業空間を提供する技術については従来よ
り提案されている。例えば、クリーンな環境での作業を可能とする作業台として、作業空
間の開口部から外気を取り入れ、この空気をフィルターでろ過して作業空間の上部から作
業空間内に吹き出す作業台であって、作業空間の側面または背面に作業空間と外部とを連
通する連通路を設け、この連通路に物体収納空間を形成し、物体空間の両側に外部と作業
空間とを仕切る開閉手段を設けたものが提案されている（特許文献１参照）。
【０００４】
　また、単位室体を順次連結して、全体として一定容積の清浄空間を構成する連結式クリ
ーン空間装置において、単位室体毎に、その内部において清浄な空気を循環させる空気循
環手段および粉塵除去手段を備え、清浄空間と遮断して空調手段設置空間を設けた連結式
クリーン空間装置が提案されている（特許文献２参照）。
【０００５】
　また、空気循環手段と粉塵除去手段および空調手段とをそれぞれ備えて単位室体を順次
連結して、全体として一定容積の清浄空間を構成する連結式クリーン空間装置において、
上記単位室体の内部空間を連結する開口部に、上記開口部を横切る方向に空気が吹き出る
ように空気吹き出し口を設け、あるいは、上記単位室体の内部空間を連結する開口部に開
閉自在な扉を設けることが提案されている（特許文献３参照）。
【０００６】
　また、上方に外気を取り入れ下面の空気吹き出し口から作業域内に清浄空気を吹き出す
空気浄化部を備え、下方にこの空気浄化部を支える脚を有する移動可能な清浄作業室にお
いて、作業室同士の脚を互いに結合する脚部結合手段と、作業室同士の空気浄化部を互い
に結合する空気浄化部結合手段とを備え、上記空気浄化部結合手段は空気浄化部の側面に
設けられ、該側面の幅方向全長にわたり上下方向に結合する１対の結合部材からなり、上
記結合部材の少なくとも一方はその上下方向の結合部を圧縮可能な密封材で構成され、作
業室同士の結合、分離が自在である清浄作業室が提案されている（特許文献４参照）。
【０００７】
　また、フィルターを通して清浄な空気を吹き出すブロウユニットと、ブロウユニットか
ら供給される空気をフィルターを通して吸い込むドレンユニットとを間隔をおいて対向配
置することでクリーンベンチを構成することが提案されている（特許文献５参照）。
【０００８】
　また、完全循環型で密閉された構造を持つクリーンユニットおよび連結クリーンユニッ
トが提案されている（特許文献６参照）。これによれば、クリーンな環境に維持すること
ができる作業室の後部、上部および下部のうちの少なくとも一つならびに少なくとも一方
の側部にそれぞれ連結部を設けたクリーンユニットの作業室の上部に送風動力を有する塵
埃フィルター（ＨＥＰＡ（high efficiency particulate air)フィルター）を一つ設ける
とともに、作業室の側面などに気密性を有する管を直結し、かつ上述の塵埃フィルターの
入り口に繋げることにより気体が循環するように構成する。このクリーンユニットの清浄
度の平均値および最高値はクラス１０並の値が得られている。また、このクリーンユニッ
トは、その連結部を利用して、実行しようとするプロセスに応じて、折れ線状配置、ルー
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プ状配置などで複数連結することにより所望のクリーンユニットシステムを容易に構成す
ることができる。上述のようにクリーンユニットを循環型に構成することにより高い清浄
度が達成されるメカニズムについては報告されている（非特許文献１、２参照）。
【０００９】
　このクリーンユニットを図３１示す。図３１に示すように、このクリーンユニットにお
いては、作業室３１１の上面に送風動力を有する塵埃フィルター３１２が取り付けられ、
この塵埃フィルター３１２の入口と作業室３１１とを連結するように循環ダクト３１３が
取り付けられており、作業室３１１の内部を例えばクラス０．００００１～０．１程度の
高清浄環境に維持することができるようになっている。
【００１０】
　しかしながら、図３１に示す従来のクリーンユニットは、完全に密閉された構造となっ
ているため外気の供給がなされず、作業室３１１内に生物や細胞などを入れて酸素が消費
されると、作業室３１１内の酸素濃度が減少してしまうという問題点があった。即ち、密
閉循環系では、その密閉性故に、内部のガス成分の消費がなされたり、新たなガス成分の
発生があった場合、内部環境のガス成分が設置環境のガス成分からかけ離れていく問題が
あった。このため、このクリーンユニットを通常のクリーンブースの規模に拡張して、作
業室３１１内に人が入って長時間安全に作業をするといったことは不可能であった。
【００１１】
　また逆に、人が入れるような従来型のクリーンルーム、クリーンブースでは、その清浄
度を高くすることが非常に難しいか、あるいは極めて高いコストがかかっていた。特に、
密閉循環型のクリーンユニットに比べ、著しく低い清浄度しか得られなかった。
【００１２】
　この問題を解消するために、本発明者は、密閉可能に構成され、内部をクリーンな環境
に維持することができる作業室と、この作業室に設けられた送風動力を有する塵埃フィル
ターと、この作業室に設けられた通風孔と塵埃フィルターの入口とを気密性を持って接続
する気体流路とを有し、この作業室の通風孔から流出する気体の全てが気体流路を通って
塵埃フィルターの入口に入るように構成され、作業室の少なくとも一つの壁の一部に、ダ
スト微粒子を通さず、気体分子は通す隔壁が取り付けられているクリーンユニットを提案
した（特許文献７参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１３】
【特許文献１】特開平２－１５９８４号公報
【特許文献２】特開平５－１０６８８８号公報
【特許文献３】特開平５－２２３３００号公報
【特許文献４】特開昭６３－１２３９３７号公報
【特許文献５】特開２００３－９０５７６号公報
【特許文献６】国際公開第０４／１１４３７８号パンフレット
【特許文献７】国際公開第０８／１３６２１５号パンフレット
【非特許文献】
【００１４】
【非特許文献１】A.Ishibashi, H.Kaiju, Y.Yamagata and N.Kawaguchi : Electron. Let
t.41,735(2005)
【非特許文献２】H.Kaiju, N.Kawaguchi and A.Ishibashi : Rev. Sci. Instrum. 76, 08
5111(2005)
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
　しかしながら、特許文献７で提案されたクリーンユニットでは、人の治療、診察、静養
などの手段としての使用に関して具体的な提案はなされていない。一方、ＮＯx やＳＯx 
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などの排気ガス由来の粉塵に晒されたり、喫煙者の近傍での生活における副流煙に晒され
たりする人は、肺や気管を休める必要があるところ、簡易にかつ低コストでこの目的を達
成することはできなかった。
【００１６】
　また、特許文献７で提案されたクリーンユニットでは、循環ダクトが装置の壁面に組み
込まれていることから、塵埃フィルターの吸気口と排気口の絶対位置および相対位置は完
全に固定されたものとなっており、内部に格納する装置や実験の特性に応じて、塵埃フィ
ルターの吸気口の位置を変えることができないという問題があった。このため、このクリ
ーンユニットの内部に格納する装置によっては、クリーンユニットの清浄能力を１００％
生かした上で作業することが不可能であった。
　また、在来型のスーパークリーンルームは、陰圧または陽圧の開放系のシステムであっ
た為、清浄環境内での細菌の爆発的な増殖が起こった際など、ハザード発生時の緊急事態
抑制機構が複雑になるという問題があった。
【００１７】
　一方で、組込み型および据置き型の空気清浄機が商品化され市場に流通して久しく、同
装置を導入した室内清浄環境システムは、現在に至るまで一般に広く使用されている。し
かし、同システムの清浄特性および性能は、空気清浄機についてのみ評価されることはあ
っても、システム全体、即ち空気清浄機が置かれた部屋全体については、部屋の密閉性、
部屋内部の空気循環などを考慮に入れた上で評価されることはなかった。
【００１８】
　また、空気清浄性能を向上するために、光触媒による化学物質等（化学物質および細菌
、ウィルスなどの有機物を示す。以下同じ）の分解効果を利用した塵埃フィルターを用い
た空気清浄装置があるが、長期間運転すると塵埃によるフィルター目詰まりが起こり、そ
の結果として光触媒に対し充分な光が照射されなくなり、光触媒による化学物質等の分解
効果を長時間維持することは難しかった。また従来の光触媒を利用した塵埃フィルターを
用いた空気清浄装置では、清浄される気体の光触媒部の通過が一回のみであったので、分
解効率も高くなかった。
【００１９】
　そこで、この発明が解決しようとする課題は、巨大なクリーンルームを用いることなく
、極めて簡単な構成でクラス１またはそれ以上の極めて高い空気清浄度の清浄空間を得る
ことができ、清浄能力が部屋内部に格納する装置や実験の特性によらず、部屋全体が常に
高い空気清浄性能を維持することができるような空気清浄システムを構築することで、高
清浄環境を必要とするあらゆる状況への適用を簡易かつ低コストで実現することができる
高清浄環境システムを提供することである。特に、人が内部に入ることが可能な高清浄環
境システムにおいては、従来の内部における酸素濃度維持と低塵埃密度性が両立可能な、
密閉可能に構成され、内部をクリーンな環境に維持することができる作業室と、この作業
室に設けられた送風動力を有する塵埃フィルターと、この作業室に設けられた通風孔と塵
埃フィルターの入口とを気密性を持って接続する気体流路とを有する構成(以下密閉循環
フィードバック系)を更に進化させ、塵埃フィルターに防塵機能と共に光触媒機能とを併
せ持つことで、作業者が高清浄環境システムの内部で安全に活動できるのみならず、塵埃
フィルター自身が自浄能力を持つ究極の高清浄環境システムを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００２０】
　上記課題を解決するために、この発明は、
　密閉可能な閉空間を構成し、内部をクリーンな環境に維持することができる包囲体と、
　上記閉空間内に配置された吸入口と排出口と送風動力とを有する塵埃フィルターとを有
し、
　上記塵埃フィルターの吸入口と排出口の内の少なくとも一方が、上記閉空間に対する相
対位置を変えることができるように構成され、
　上記塵埃フィルターの吸入口と排出口との間隔の最大値、あるいは排出口の大きさの何
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れか大きい方をｘとし、
　上記ｘが定義される方向の上記閉空間の長さをＸとしたとき、
　比ｘ／Ｘが０．３よりも大きく、好ましくはｘ／Ｘが０．３５以上、最も好ましくはｘ
／Ｘが０．４以上であって、１．０以下の範囲にある方向が少なくともひとつあることを
特徴とする高清浄環境システムである。
　上記高清浄環境システムは、典型的には、
　上記高清浄環境システムの閉空間内で行う作業によって発生する有害ガスあるいは粉塵
を閉空間外へ排気せしめる塵埃フィルター付き排気手段と、
　この排気流量に応じて閉空間外部から閉空間内部へ空気を供給する塵埃フィルター付き
の給気手段、および給気流路を有する構成である。
　また、上記吸気手段における塵埃フィルターが給気流路に対して直列に入っておらず、
給気の流れに対して側面から浄化することを特徴とする高清浄環境システムである。
【００２１】
　ここで、上記塵埃フィルターのダスト微粒子の阻止率（透過率）は、好適には、少なく
とも９０％以上（１０％以下）、より好適には９９％以上（１％以下）である。
　更に、上記塵埃フィルターのダスト微粒子の阻止率（透過率）はフィルターの形状、お
よびその装着方法によっても飛躍的に向上させることも可能であって、その解決手段は
　上記塵埃フィルターが、平面が折り込まれたフィルターであり、
　上記送風動力の吸気口部と同一の円形の形状を有し、回転対称性の軸を上記送風動力と
共有し、
　この軸と折りたたみの山と谷が非平行であることを特徴とする構成である。
　上記塵埃フィルターは、典型的には、
　平面が折り込まれたフィルターであり、
　シロッコファンの吸気口部と同一の円形の形状を有し、回転対称性の軸をシロッコファ
ンと共有し、
　この軸と折りたたみの山と谷が非平行であることを特徴とする構成である。
上記塵埃フィルターは、更に典型的には、
　上記塵埃フィルターが、平面が折り込まれたフィルターであり、
　上記送風動力の吸気口部と同一の円形の形状を有し、望ましくは回転対称性の軸を上記
送風動力と共有し、
　上記送風動力の吸気口部を完全に閉塞して装着され、
　この軸と折りたたみの山と谷が非平行であり、
　この軸の周りに放射状に、折りたたまれた塵埃フィルターの山と谷が開いていくことを
特徴とする構成である。
【００２２】
　送風動力を有する塵埃フィルター（以下ファン・フィルターユニット）とは、塵埃フィ
ルターが、ろ材を用いた塵埃フィルター自体を意味するところ、特にこの塵埃フィルター
が送風動力を伴っていることを規定するものであり、具体的には、塵埃フィルターの外部
に、この塵埃フィルターと一体的に、あるいは、この塵埃フィルターが置かれた気体流路
の途中にこの塵埃フィルターから離れて送風ファンが設けられ、この送風ファンによる送
風動力を有することを意味するものである。
【００２３】
　以下、必要に応じて、塵埃フィルターから流出する気体を塵埃フィルターの吸入口に導
くための気密性の気体流路をフィードバック気体流路と称する。このフィードバック気体
流路内を流れる気体は、基本的に、ダスト微粒子を１００％は通さない隔壁を貫くような
マクロなマスフローを生じないため、包囲体の外部から包囲体の内部へのダスト微粒子の
侵入が防止され、包囲体の内部の清浄度は悪化することがない。
【００２４】
　この発明において、ダスト微粒子密度をｎ（ｔ）、単位面積・単位時間当たりのダスト
微粒子の脱離レートをσ、ＨＥＰＡフィルターのダスト捕集効率をγとすると、閉空間内
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の流れが均一ではなく場所依存性がある場合には、ダスト微粒子密度ｎ（ｔ）は場所の関
数となり、同じく単位面積・単位時間当たりのダスト微粒子脱離レートσも最も一般的に
場所の関数と考えられる。この時注目している閉空間Ｖの内部で、塵が発生したり、消滅
したりすることはなく、閉空間Ｖ内の位置ベクトルｘ0における時刻ｔのダスト微粒子密
度ｎ（ｘ0、ｔ）は、閉空間内側、即ち包囲体内壁面からの影響が伝播することで、その
変化が決まり、
【数１】

なる微分方程式を満たす。
【００２５】
　ここで、ベクトルｘ'sは、閉空間の内表面に対応する位置ベクトルである。おなじく、
ファン・フィルターユニットに対する吸入口にあたる部分に対応する位置ベクトルをｘ'i
nlet、排出口にあたる部分に対応する位置ベクトルをｘ’outletとする。Ｇ（ｘ，ｘ'，
ｔ）は、位置ｘ'における塵の発生あるいは消失が、主に気体の流れによる伝播と、拡散
による伝播により、位置ｘへ影響を及ぼすことを表す伝播関数である。ｆinは、ファン・
フィルターユニットの吸入口における風速を、ｆoutは、ファン・フィルターユニットの
排出口における風速を表す。
【００２６】
　ここで、クリーン空間、即ち包囲体内部の閉空間の体積をＶ、その閉空間の内面積をＳ
、高清浄環境システムの設置環境（即ち外気）のダスト微粒子密度をＮ0、風量をＦとし
、ファン・フィルターユニットにより引き起こされるところの、閉空間Ｖ内の空気の流れ
が至るところ均一で場所依存性が無い場合は、式（１）の各項は、

【数２】

にそれぞれ収束し、式（１）は
【数３】

という時間のみ関数となる。このとき、密閉循環系では、その設置環境によらず、
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【数４】

なる究極の清浄度が得られることが発明者により示されている（非特許文献１）。
【００２７】
　ここで、ファン・フィルターユニットに使用されるフィルターは、塵埃フィルターに対
し光触媒機能フィルターを組み合せたフィルターとすること、あるいは塵埃フィルターに
対し光触媒による機能を併せ持たせることで、フィルターに複数の機能を併せ持たせる多
機能フィルターとすることが有効である。
　多機能フィルターを実現するにあたり、フィードバック気体流路内における気体の流れ
に留意し、塵埃フィルターの上流側に光触媒による有機物の分解機構を配置することで、
十分な光照射を受けつつ、かつ清浄空間への光触媒材料の流入を防ぐことができる。
　即ち、本発明のフィードバック気体流路を備え、流出する気体の全てが気体流路を通っ
て塵埃フィルターの入口に流入するように構成されたもの（以下１００％循環フィードバ
ック系）において、更に塵埃除去機能と光触媒機能とを併せ持つ多機能フィルターを用い
ることにより、化学物質濃度も極限まで下げることができる。これは、塵埃および細菌な
どに対し式（１）から式（２）への収束が成り立つと共に、式（２）のｎを気体中の化学
物質濃度、σを化学物質の発生レート、γを、光触媒による化学物質分解効率と読み替え
た式もまた成り立つことから言うことができる。
　一方で、通常のシステムに光触媒機能を付加した場合では、外気を外部空間からフィル
ターを介して取り込んだのち、これを外部空間へ放出するので、取り込まれた外気がフィ
ルターを通る回数は一回に限られ、化学物質等の光触媒効果による分解も一回限りの通過
でしかなされない。
　これに対し、本発明では、１００％循環フィードバック系により、外気が取り込まれた
後に何度も光触媒機構を通過することで、光触媒効果による化学物質等の分解効率を従来
例に比べ飛躍的に高めることができる。
　従来型クリーンルームにおいて、特に、常に高ダスト雰囲気に接している塵埃フィルタ
ーを備える空気清浄システムにおいては、単に塵埃フィルターに光触媒機能を付加した場
合、高ダスト雰囲気に接している側の集塵フィルター面には激しい目詰まりが起こり、こ
の塵埃フィルターの目詰まりが光触媒に対しての充分な光の照射を妨げることで、光触媒
効果による化学物質等の分解効率が著しく低下する。
　本発明の、密閉循環フィードバック系は塵埃フィルターを外部空間から隔離された場所
に設置するので、直接外気に触れることがない。更に、密閉循環フィードバック系に塵埃
フィルターを組み込むことで、密閉循環フィードバック系の特徴である複数回の循環によ
って塵埃数を数桁のオーダーで低減させることができる特性を生かし、塵埃フィルターの
目詰まりの割合を従来の数千～１万分の一以下に落とすことができ、これは同時に、フィ
ルターの目詰まりによる光触媒の化学物質等の分解機能低下の問題を解決することができ
る。
　また、本発明の特徴である集塵効率γが必ずしも１に極めて近い必要のないことを利用
し、集塵効率γの値を抑えることで目詰まりを回避し、高い清浄度と化学物質等の分解効
率の両立を図ることができる。
　この集塵効率γの条件が緩和されたことにより、酸化チタン、あるいは白金、パラジウ
ムを担持した酸化タングステンなどよりなるポーラス形状の光触媒セラミックフィルター
のみを用いて、光触媒による化学物質等の分解機能と塵埃除去機能を統合しても低塵埃環
境の実現が可能となり、これは即ち、ポーラス形状の光触媒セラミックフィルターのみで
、光触媒による低有害物質環境と塵埃フィルターによる超清浄環境が同時に実現できると
いうことである。従来のようにＨＥＰＡと光触媒フィルターのタンデム配置などを取らず
とも済むので、システムのコンパクト化が図れると同時に、フィルターによる圧力損失を
小さく抑えることができ、非常に効率的であるとともに、送風動力の負荷を減少させるこ
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とで、省エネルギー化にも貢献できる。また、チタニアやタングステンオキサイドなどの
光触媒材料を含浸させた不織布（ポリエステル、モダアクリルなどを成分とする）よりな
る高密度フィルターを用いることもできる。
　特に、単に光触媒を壁などに用いた場合に比べ、本システムは、閉空間内の気体を、塵
埃除去機能と光触媒による機能を併せ持ったフィルターに、能動的に通過せしめるので、
気体中の汚染物質の分解効率が飛躍的に高まる。また、塵埃フィルター表面に光触媒機能
を付加することにより、塵埃フィルターに捕獲された菌や塵などを二酸化炭素と水に分解
することができるので、塵埃フィルターの清掃および交換が不要となり、半永久的に使用
可能な塵埃フィルターとすることもできる究極のシステムとなる。
　また、塵埃フィルターに対し光触媒機能フィルターを組み合せたフィルターとする構成
は上述の形態に限られず、例えば、図３１に示すような密閉循環フィードバック系におい
ても有効である。即ち、
　密閉可能に構成され、内部をクリーンな環境に維持することができる包囲体と、
　上記包囲体に設けられた送風動力を有する塵埃フィルターとを有し、
　上記塵埃フィルターに光触媒機能が組み込まれており、
　上記光触媒機能が組み込まれている塵埃フィルターから流出する気体の全てが気密性の
気体流路を通って上記塵埃フィルターの入り口に入るように構成されたことを特徴とする
高清浄環境システムである。
【００２８】
　具体的には、縦、横、奥行き、各１ｍの閉空間を風量Ｆ＝１ｍ3／分の風量で密閉循環
させると場合を考えると、Ｖ／Ｆ＝１ｍ3／（１ｍ3／分）～１分となるので、１分毎に、
粒子数は約２．８分の一に減っていくことがわかる。また、縦、横、奥行き、各２ｍのク
リーンブースの場合、風量８ｍ3／分のファンユニットを一台用いる（あるいは、風量２
ｍ3／分のファンユニットを４台用いるなどの）ことにより、同じタイムスケールで、内
部の清浄度を上げていくことができる。
　特に、従来のクリーンルームの定常状態のダスト微粒子密度は環境のダスト微粒子密度
Ｎ0に依存し、かつこの為できるだけダストの捕集効率γが１に近い高品質の塵埃フィル
ターが必要であったのに対し、本発明では、定常状態のダスト微粒子密度ｎ（ｔ）はＮ0

に依存せず、かつγが分母に入っているので、設置環境を選ばず安価な塵埃フィルターで
も非常に高い清浄度を実現できる。また、側壁の一部が塵・粒子の通過を抑制し、空気の
成分分子は透過させる膜からなる場合には、内部のガス成分と設置環境のガス成分の交換
が効率的に行われるため、粒子に関しては、完全密閉環境を、ガス成分に対しては、拡散
による交換可能な環境を実現することができる。
【００２９】
　一方、閉空間内の気体の流れが一様ではなく時間の関数として変化している場合、つま
り閉空間内の気体の流れが非定常な場合には、式（１）は式（２）に収束しない。式（１
）は、右辺第１項の包囲体内表面からこぼれ落ちてくる塵埃成分を、右辺第２項と第３項
の作用によって、減じていくことによって、ダスト微粒子密度ｎを下げていくことが可能
であることを示すものであるが、ファン・フィルターユニットによる吸入と排出が閉空間
内の小さな局所領域で行われる、所謂ショートサーキットが起きているような場合には、
閉空間全体に亘って、粒子数を下げることは極めて時間が掛かり、この間に閉空間内表面
からの塵の湧き出しが閉空間内に蓄積（ビルドアップ）するということであるので、結局
、式（２）には収束せずに式（１）によって支配される。これは、式（１）の級数が低い
項数の段階で収束することで、清浄度が下げ止まってしてしまうことを意味しており、こ
れ以上ファン・フィルターユニットを連続運転させて清浄化を続けたとしても、到達清浄
度は向上しない。
【００３０】
　しかし、式（１）の右辺第２項が働く場所、即ちファン・フィルターユニットに対する
吸入口の位置と、式（１）の右辺第３項が働く場所、即ち排気口の位置を、離れた位置に
あるように設定した場合、つまり、閉空間内に、吸入口と排出口を有する可動なファン・
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フィルターユニットが配置されており、吸入口と排出口との間隔（あるいは、両口が有限
の広がりを有する場合は、吸入口と排出口の間隔の分布の最大値ｘ）が、間隔が定義され
る方向の閉空間の長さＸに対して、その比ｘ／Ｘが０．３よりも大きく、好ましくはｘ／
Ｘが０．３５以上、最も好ましくはｘ／Ｘが０．４以上であって、１．０以下の範囲にあ
るとき、ｘ／Ｘがそれらより小さい範囲である場合と比較して、式（１）の級数が高い項
数において収束、あるいは式（２）のような無限級数となることで、ファン・フィルター
ユニットを連続運転させたときの閉空間内での塵粒子数密度の減少率が格段に大きくなり
、その結果、格段に到達清浄度を高くすることができる。
【００３１】
　これは閉空間内において、（原点を、ｆin、ｆout が存在する地点の中点として）ｆin

、ｆout が存在するところの位置ベクトルをｒとすると、閉空間内の空気を掻き混ぜるの
に寄与する実効的な距離は、構成するシステムの大きさに応じて、適宜、区分して考えて
、離散的に扱うこと、即ち、式（１）の第２項と第３項からの寄与をｆで正規化（ノーマ
ライズ）した量、

【数５】

を考えることにより、近似的に与えられる。区分数は、当然多いほど精度が向上するが、
注目する領域が、一般に十～数十に分割されていれば十分である。また、ｄの値が大きい
ほど、ファン・フィルターユニットの吸入口と排出口の間の実効的な距離が長いというこ
とあるから、ファン・フィルターユニットによって生じる気流が循環する空間体積の割合
が全閉空間体積に対して大きくなり、式（１）の左辺ごみ密度の減少率が大きくなる。つ
まり、ファン・フィルターユニットによっては、清浄されるべき全体積に対して循環する
空気の積算流量の割合が高くすることができるということである。つまり、排出口から出
た空気が、閉空間内の空気をより多く巻き込んだ上で吸入口に戻るので清浄効率が高いと
いえる。以下、清浄されるべき全体積に対する単位時間当たりの全循環流量の割合を「循
環効率」と定義する。実際において、閉空間の３つの軸方向の内、もっとも奥行きが小さ
いものをＬとすると、

【数６】

において、Ｄ＜０．３のとき、好ましくはＤ＝０．３５、最も好ましくはＤ＝０．４のと
き、それよりもＤが小さい条件のときと比較して格段に高い清浄度が得られる。式（５）
においても、区分数は、当然多いほど精度が向上するが、注目する領域が、一般に十～数
十に分割されていれば十分である。また、量｜Σｒ×ｆout｜／｜ｆout｜は、吸入口、あ
るいは排出口における流速分布および面広がりが無視できる近似においては、吸入口と排
出口の間の距離となることは容易に導き出せる。吸入口、あるいは排出口における流速分
布が無視できないときは、次元解析から分かるように、式（３）で与えられる上述した量
は、吸入口と排出口の間の実効的な距離を与える。
【００３２】
　また、式（１）の右辺第３項について式（４）を考慮にいれた上で検討すると、循環効
率を高くする方法は、式（１）の右辺第３項が働く場所つまり排出口において、式（４）
のｄが０．３を超えるようなｆoutを定めることである。これは、つまりｆoutの値を大き
くすることのみならず、排出口の方向を変えることでΣｒ×ｆoutの値を大きくすること
も有効である。第１の典型的な例では、ファン・フィルターユニット自体を可動にして、
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閉空間に対する吸気口あるいは排出口の相対位置を可変とする。第２の典型的な例では、
ファン・フィルターユニット本体は不動であるが、吸入口と排出口の間の距離を可変にす
る。第３の典型的な例では、ファン・フィルターユニット本体は不動で、吸入口と排出口
の間の距離も不動であるが、ファン・フィルターユニットの排出口からの流速ベクトルの
向きを可変にする。第４の典型的な例では、ファン・フィルターユニットの排出口を上向
きにして、天井に排出気流を衝突させ分散させることによって閉空間内空気の循環効率を
上昇させることは、いずれも有効である。
【００３３】
　ここで、特に、吸入口、排出口が有限の広がりを有するファン・フィルターユニットが
、閉空間に設置されている場合について考える。
　図１は包囲体１１によって作られた閉空間１０内に吸入口１４、排出口１５および送風
機１３を備えたファン・フィルターユニット１２が設置されている。この場合ｘのとるべ
き値は、吸入口と排出口の間隔の分布の最大値であり、図１中であればｘmaxである。ま
た、ｘmaxに対応する閉空間の距離ＸはＸmaxである。
ここで、ｘmax／Ｘmaxを考えると、ｘmaxとＸmaxは同一の方向成分を有しており、
ｘ＝ｘmaxｃｏｓθ、Ｘ＝Ｘmaxｃｏｓθであるので、
【数７】

となり、結局、吸入口、排出口が有限の広がりを有する場合であっても、吸入口、排出口
の最大距離の垂直成分の比であるｘ／Ｘというパラメーターにより、良い近似で議論がで
きる。
【００３４】
　ダスト微粒子を１００％は通さず、気体分子は通す隔壁は、典型的には、包囲体の側壁
に設けられ、好適には側壁のほぼ全部がこの隔壁により構成される。塵埃フィルターの設
置位置は必要に応じて選ばれるが、第１の典型的な例では、塵埃フィルターは包囲体の上
部の壁に取り付けられ、この場合、気体流路は包囲体の側壁の下部に設けられた通風孔と
塵埃フィルターの入口とを接続するように包囲体の外部に設けられる。第２の典型的な例
では、塵埃フィルターは包囲体の内部の下部に取り付けられ、この場合、気体流路は塵埃
フィルターの出口と包囲体の上部の壁に設けられた通風孔とを接続するように包囲体の内
部および外部に設けられる。第３の典型的な例では、塵埃フィルターは包囲体の内部の下
部に取り付けられ、この場合、気体流路は塵埃フィルターの出口と包囲体の内部の空間の
上部とを接続するように包囲体の内部に設けられる。第４の典型的な例では、包囲体の底
部の壁の上に気密性の第１の気体流路、塵埃フィルターおよび気密性の第２の気体流路が
順次設置され、第１の気体流路の側壁の下部に吸気口が設けられ、第２の気体流路の側壁
の上部に吹出口が設けられる。隔壁は、例えば、塵埃フィルター、ガス透過性フィルム、
塵埃フィルターとガス透過性フィルムとの複合膜などからなる。塵埃フィルターは、ポリ
テトラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ）をろ材に用いたＵＬＰＡ（ultra low penetration 
air)フィルターやガラス繊維をろ材に用いたＨＥＰＡフィルターなどである。
【００３５】
　包囲体の壁に設けられる開閉機構としては種々のものを用いることができ、必要に応じ
て選ばれるが、例えば、ファスナー（ジッパー）、着脱自在の布製テープ（マジックテー
プ（登録商標））、両面テープ留め機構、アコーディオン－カーテンの開閉機構などを用
いることができる。包囲体の大きさは、高清浄環境システムの用途などに応じて適宜選ば
れるが、一つの典型的な例では、内部に人が入ることができる大きさを有する。例えば、
包囲体の内部に人が入り、椅子に座ったり、車椅子に乗ったり、ベッドの上で横になった
りする場合には、包囲体はこれらの椅子、車椅子、ベッドを設置することができる大きさ
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を有する。他の物品を包囲体の内部に収容する場合には、包囲体はその物品が入る大きさ
とする。包囲体の側壁の全部または一部をカーテン状に構成してもよい。必要に応じて、
包囲体の壁、特に側壁の全部または一部を凹凸、例えばひだ状に構成してもよい。
【００３６】
　包囲体の内部に人に加えて椅子、車椅子、ベッドなどの物品を設置する場合、塵埃フィ
ルターは、好適には、包囲体の内部の下部に取り付けられる。この場合、椅子、車椅子、
ベッドなどの物品は、塵埃フィルターの上側に設置される。言い換えれば、これらの物品
の下側に塵埃フィルターが設置される。
【００３７】
　包囲体の形状は、種々の形状であってよく、必要に応じて選ばれるが、具体例を挙げる
と、円筒状、直方体状（立方体状を含む）、直方体を変形した形状、競技場のトラックの
形状（直線と半円とを組み合わせた形状）の断面形状を有する柱状などであってよい。包
囲体の内壁からの発塵を抑えるために、例えば、この内壁の全部または一部にポリテトラ
フルオロエチレンのコーティングを施すようにしてもよい。包囲体は、この包囲体を構成
する材料の強度などに応じて、自立式に構成しても吊り下げ式に構成してもよい。
　包囲体は、底部の壁を非通気性のフィルムで形成して外部との遮断を行ってもよいし、
包囲体の側壁の底辺（包囲体が置かれる床と接する部分）にパッキンなどのシール部材を
設けて外部との遮断性を高めるようにしてもよい。この場合は、包囲体の底部の壁として
高清浄環境システムが設置される部屋の床そのものを使うことができる。
【００３８】
　閉空間外へ排気せしめる塵埃フィルター付き排気手段とは、高清浄環境システムの閉空
間内で行う作業によって発生する有害ガスあるいは粉塵を閉空間外に排出するための手段
であって、排気手段には送風装置、送風機構などが必要に応じて選ばれ、塵埃フィルター
は前述したものに限られず必要に応じて選ばれる。
　また、閉空間外部から閉空間内部へ空気を供給する塵埃フィルター付きの給気手段は、
排気手段による空気の排気流量に応じて、閉空間外から閉空間内に空気を供給するもので
あり、給気手段には送風装置、送風機構などが必要に応じて選ばれ、塵埃フィルターは前
述したものに限られず必要に応じて選ばれる。
　また、閉空間内で行う作業などによって発生する有害ガスあるいは粉塵を閉空間外に排
出する際は、塵埃フィルター付き排気手段を通過する気流に対するインピーダンスＺout

と、その排気流量に応じて、閉空間外から閉空間内に空気を供給する塵埃フィルター付き
給気手段を通過する気流に対するインピーダンスＺinについて
【数８】

であることが望ましい。式（６）の条件を満たしていれば、停電などで送風能力が停止し
た場合においても、空気の逆流を最小に抑えることができる。優れたフェイルセーフ機構
となる。
【００３９】
　また、閉空間外部から閉空間内部へ空気を供給する給気流路には、給気流路に対して側
面から浄化する方向で装着されたファン・フィルターユニット(以下カウンターバランス
用給気浄化ファン・フィルターユニット)を複数備えることもでき、給気浄化ファン・フ
ィルターユニットの運転を排気手段と同期させ、複数の給気浄化ファン・フィルターユニ
ットのうちいずれかの運転を停止させることで、給気側の塵埃フィルターに必要以上に負
担をかけることが無く、給気側塵埃フィルターの消耗を抑制可能な給気システムとするこ
とができる。
　また、包囲体との側壁の一部であるガス交換膜を通して酸素を外部から取り込むことが
でき、給気システムも包囲体とガス交換用インレットを介して側壁の一部であるガス交換
膜を通して酸素を外部から取り込むことが可能なように装着することができる。これによ
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り、密閉された閉空間であっても、閉空間内部の酸素の濃度を非密閉環境におけるそれら
の濃度と同じに維持することができる。
【００４０】
　気体流路は、一般的には管状に構成され、その管を構成する材料も必要な強度を得るこ
とができ、しかも発塵が少ないものが選ばれる。この気体流路は、好適には、金属製の管
またはアルミニウム製の蛇腹からなる。この場合、この金属製の管またはアルミニウム製
の蛇腹を介して熱交換を行うことにより包囲体の内部の温度を調整することができる。特
に、この金属製の管またはアルミニウム製の蛇腹に対してファンにより強制的に風を送っ
て冷却することにより、包囲体の内部の気体と十分に熱交換を行って適度に冷却すること
ができ、包囲体の内部に人が入った場合、快適に過ごすことができる。
【００４１】
　この高清浄環境システムは、必要に応じて、複数、互いに連結することができる。連結
は典型的には高清浄環境システムの側壁同士を結合することにより行うことができる。こ
の連結された複数の高清浄環境システムの間の側壁には、これらの高清浄環境システムの
用途などに応じて、開口部やグローブなどが設けられる。例えば、医師が感染症の診断や
治療などを行う場合、一つの高清浄環境システムの包囲体の内部に医師が入り、この高清
浄環境システムに連結された高清浄環境システムの包囲体の内部に診断や治療を受ける患
者が入ることにより、外部から隔離された環境でしかも医師も患者から隔離された環境で
患者の診断や治療などを行うことができる。
【００４２】
　高清浄環境システムの包囲体の内部で各種の作業（プロセスの実行、クリーニングなど
のメンテナンスの実施など）を行う場合は、包囲体の内部に外部から手を入れて作業空間
のほぼ全体に届く大きさであることが望ましく、一般的には通常の室内に格納されうる大
きさの範囲内で選ばれる。しかし一方で、包囲体の大きさがあまりに小さすぎると、内部
に人が入ったり、生命体を配したり、あるいは内部で作業を行うに際して支障を来すおそ
れがあるため、一般的には１ｍ程度以上に選ばれるが、これに限定されるものではない。
包囲体の内部に人が入って作業を行う必要がない場合、例えば作業を自動化する場合、あ
るいは、高清浄環境システムを試料などを入れたまま携帯する場合などには、包囲体の大
きさをより小さくすることが可能である。この高清浄環境システムは、例えば、材料処理
、養鶏、養蚕、微生物培養などに用いることができる。この材料処理には、無機材料、有
機材料、生体材料などの各種の材料の処理が含まれる。複数の高清浄環境システムを連結
する場合、例えば、上述した複数の高清浄環境システムにループ状配置で高清浄環境シス
テムが連結された部分を設けることにより、トータルな一連のプロセスフローの中で複数
回現れる同種類のプロセスを、同一の高清浄環境システムにおいて実行可能となる。
【００４３】
　高清浄環境システムを物品などの製造に用いる場合、その包囲体の内部には、使用目的
に応じて、各種のプロセス装置、ラッピング装置、解析装置（例えば、光学顕微鏡、走査
型電子顕微鏡（ＳＥＭ）、原子間力顕微鏡（ＡＦＭ）などの走査プローブ顕微鏡（ＳＰＭ
）など）、反応装置、マイクロケミカルシステム、マイクロケミカルリアクター、露光装
置、エッチング装置、成長装置、加工装置、殺菌装置、粒径フィルター、人工光源、バイ
オ装置、食品加工装置、検査装置、メディカルデバイス、内視鏡部品、コンタクトレンズ
作製機器、透析機器、医療用ディスポーザル製造装置、製薬装置などを収容することがで
きる。人工光源は、例えば、細胞系の育成、植物体の育成、遺伝子実験などを行う場合に
用いられる。細胞系の育成や植物体の育成を行う場合、人工光源としては、好適には、ス
ペクトル半値幅が３０ｎｍ以下の発光ダイオードや半導体レーザ、特にパルス駆動半導体
レーザが用いられる。
【００４４】
　また、高清浄環境システムの包囲体の内部環境は様々な方式で制御することができる。
この内部環境の制御手段は、例えば、温度制御装置、湿度制御装置、気体成分制御装置、
吸着装置、除害装置、特定波長照明器、密閉／開球環境選択機構などである。内部環境は
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、例えばコンピュータにより制御することができる。また、この包囲体の内部のガス濃度
を制御して医療に利用することもできる。この高清浄環境システムは、治療用プラットフ
ォーム、無菌室、無菌動物飼育環境などとしても利用することができる。さらに、包囲体
を小型化して手で持つことができる（ハンドキャリーできる）ボックス状に構成すること
により、例えば無菌動物輸送環境を実現することができる。
【００４５】
　高清浄環境システムを連結する場合、ナノテクノロジー、バイオテクノロジー、植物工
場技術などの分野に亘ってトータルな一連のプロセスフローに対応して各種の材料の処理
プロセスを高いフレキシビリティーを持って低コストで簡便に実行可能な材料処理方法、
トータルな一連のプロセスフローに対応して無機材料または有機材料を用いた各種の素子
（ＬＳＩ、発光ダイオード、半導体レーザなど）の製造プロセスを高いフレキシビリティ
ーを持って低コストで簡便に実行可能な素子製造方法、トータルな一連のプロセスフロー
に対応して植物体育成プロセスを高いフレキシビリティーを持って低コストで簡便に実行
可能な植物体育成方法などの実現が可能となる。また、空気感染性の病原菌を排除した養
鶏や養豚などが可能となり、人獣共通感染症による人類社会への脅威を低減することがで
きる。また、近隣でＳＡＲＳ（サーズ）などが発生した場合でも、養鶏中の鶏の処分など
を行う必要がなくなる。また、この高清浄環境システムはインフルエンザ対策にも用いる
ことができる。特に、この高清浄環境システムを病院の緊急外来の待合室に利用すること
で、無用の院内感染を極力抑えることができる。さらに、この高清浄環境システムを航空
機内に用いることで、キャビン内での相互感染を有効に抑制することができる。
　在来型のスーパークリーンルームは、陰圧または陽圧の開放系のシステムであった為、
清浄環境内での細菌の爆発的な増殖が起こった際などの、所謂ハザード発生時における緊
急事態抑制機構が複雑になるという問題に対しては、設置環境と等圧な密閉系である本発
明の高清浄環境システムに、更にハザード抑制機構をビルトインしたことで上述した問題
を解決した。よって本発明の高清浄環境システムによって清浄された閉空間内は極めて安
全であるといえる。
【発明の効果】
【００４６】
　この発明によれば、包囲体内部に可動な状態で設置されている送風動力を有する塵埃フ
ィルターの吸入口と排出口の絶対位置および相対位置を選択可能とし、吸入口と排出口の
絶対位置および相対位置が、塵埃フィルターから排出される気体のすべてを塵埃フィルタ
ーに吸入されるように構成されていることにより、包囲体内部の包囲体の内部のダスト微
粒子の数を極限的に減少させることができ、包囲体の内部を高清浄環境に維持することが
できる。更に、閉空間内から閉空間外へ排気せしめる塵埃フィルター付き排気手段と、排
気手段による空気の排気流量に応じて、閉空間外から閉空間内に空気を供給する塵埃フィ
ルター付きの給気手段を設けることにより、閉空間内で行う作業などによって発生する有
毒ガスあるいは粉塵を速やかに閉空間外へ排気せしめることができ、塵埃フィルター付き
排気手段を通過する気流に対するインピーダンスＺoutと、その排気流量に応じて、閉空
間外から閉空間内に空気を供給する塵埃フィルター付き給気手段を通過する気流に対する
インピーダンスＺinを同一の値にしたことで、停電などで送風能力が停止した場合におい
ても、空気の逆流が最小に抑えることができる。
【００４７】
　一方で、これまでの防塵機能に加えて、内部で発生する有害化学物質等を光触媒効果に
よって分解する機能も統合したので、塵埃・菌数のみならず、ガス成分中の化学物質等を
も僅少にすることができ、かつフィルターの自浄機能も有する本発明の高清浄環境システ
ムは、究極の清浄環境を恒久的に得ることができる。
　特に、本発明では、化学物質等の分解の為に専用の新たな装置を増設するのではなく、
送風動力を有する塵埃フィルターに光触媒機能をも併せ持たせることで、極めて低コスト
に高清浄環境を得ることができる。さらに、この統合された機能により、フィルター自体
の目詰まり（クロッギング）をも分解除去することができ、これにより、連続運転をして
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も殆どメンテナンスフリーで、かつ、経年劣化の極めて小さい、究極の高清浄度・低環境
負荷・エコシステムを実現することができる。
【００４８】
　開示された技術的思想により、現状で進んでいる空気清浄機などの市場導入と相まって
、定量性を持ったクリーン環境の家庭住環境への導入が実現する。また、受動喫煙防止の
簡便にして高性能なシステムが可能となる。禁煙条例の施行に伴い、苦戦を強いられてい
る中小の居酒屋などの経営効率向上に寄与する。
　また従来型のクリーンルーム技術では、対応が難しい、パンデミックな蔓延が危惧され
る感染症対策が、本技術により可能となり、空気感染抑制機能を有する公共輸送機関、た
とえばバス、タクシー、電車・列車・地下鉄・モノレール・ケーブルカーなどが可能とな
る。今後は、航空機を含め、許容できる価格帯にて全公共輸送機関に防塵・防菌機能を付
与し、空気感染を防止することができる。かかる防塵機能は、個人所有の車、いわゆるマ
イカーに設けることも可能となる。排気ガスなどに起因する車内の粉じんを低減できるた
め、特に乳幼児を乗せた各家庭の車、幼稚園・保育園の送迎バスなども実現する。
　特に、防塵・防菌機能は、救急車に用いると救護隊員の健康を守る意味で大変効果的で
あり、廉価で高性能なクリーンルーム機能付きの救急車が可能となる（怪我人あるいは急
病人が、空気感染性の病気に感染していた場合などに、救急隊員を無用の感染から守るこ
とができる）。また、密室で撮影を行っているエックス線技師・医師・看護師を、結核菌
をはじめとする空気感染症から守ることのできる診察室、巡回式のレントゲン撮影車など
が低価格に実現する。
　空港や港などにおける検疫を、効率化ならびにより安全にすることができる。さらに公
共スペース、特に不特定多数が利用する官公庁の建物、ホテル、展示会会場、ドーム球場
、屋内プール、体育館、地下通路、地下街、地下駐車場、予備校ビデオ個人学習室などの
、密閉空間あるいは空気の入れ替えが小さい準密閉空間における空気感染症対策、防塵対
策を行い、より安心・安全にすることができる。
【００４９】
　本技術により、無塵・無菌スペースをモバイル化することができるので、震災などの災
害発生現場における廉価かつ高性能で、軽くて機動力に富むクリーン環境システムが可能
となる。特に、巨大な設備投資の負担に耐えることのできない、発展途上国や貧困国の通
常の医療活動が飛躍的に進歩すると期待される。先進国においても、本発明の無塵・無菌
スペースは、在宅医療用のクリーンスペースを提供できる。
　更に、花粉症対策や都市部においては排気ガス由来の粉塵、ハウスダストの空気中への
舞い上がり状態などを低減することができる。一般家庭の玄関などに十分な特性を以て、
導入することができる。花粉症対策としては、特に、玄関スペース並びに玄関にあるコー
ト掛けを包むように用いることも可能となる。
　花粉症対策や都市部においては排気ガス由来の粉塵、空気中への舞い上がったハウスダ
ストの低減を、マンションや戸建ての部屋へ、障子様などの日本に馴染んだ室内景観を維
持しながら、実現できる。特に。オフィス、戸建て住宅の複数の部屋の総合空調技術を飛
躍的に進化させることができる。
　無塵・無菌スペースは、病院の診療室・処置室など、いわばプロユースの場所に、得意
中小の一般の病院・診療所へ展開できるようになる。患者にとって朗報となる。
　防塵・防菌機能が、部屋のレベルではなく、布団の周りの局所空間に適用することがで
きるようになる。（断食が消化器系を休める意味で、健康上有効であることの、呼吸器系
版として「吸引する空気中の菌・塵埃密度をほぼゼロにした」いわば“肺断食”のシステ
ム）が実現する。
　特に、生後間もない、乳児の過ごす環境、たとえばベビーベッドと結合し、抵抗力の弱
い新生児や環境弱者を守ることが、より廉価かつ容易にできるようになる。
　人の周りの局所空間の空気清浄化を、エステやリラクゼーションあるいは、酸素リッチ
ボックスにおける休息、カプセルホテルなどに適用して、より効果的な施術を可能とする
（本発明の、高清浄環境は、アロマ効果、マイナスイオン効果、加湿効果など、人体をリ
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ラックスさせる機能と相乗効果を醸し出すことができる）。
【００５０】
　また、科学技術上、精密部品加工・組み立て上とても重要な、装置の周りのみを無菌・
無塵化することも可能となる。
　さらに、上述したような科学技術への応用以外にも、たとえば、無菌化により、低塩分
で干物を作る装置、あるいは、東京都内の排気ガス由来の粉塵が多い環境でも、天日干し
の状態で干物をつくるといった、主に、食品・加工分野での応用も可能となる（東京など
大都市のビル街の屋上でも、排気ガスの粉塵を気にすることなく、安心・安全なおいしい
日干しをつくることができる）。
　卓上の食品（例えば朝の残りを昼や晩まで保つなど）を冷蔵庫を使うことなく、常温で
守るという目的にも有効となる。また、コンビニエンスストアなどで行われているおでん
などの販売なども、衛生状況が格段に向上することができる。宝飾品や時計などの物品の
展示箱においても、ゴミや埃による見かけの悪さに陥ることのない展示が可能となる。
　有機材料の取り扱い現場、有機反応プロセスの現場、歯科技工作業、歯科治療の現場、
喫煙ルームの副流煙による受動喫煙防止などに有効な局所排気システムと密閉循環式清浄
システムの結合が、イニシャルコストおよびランニングコストを抑制しつつ可能となる。
　最後に、国境や人種を超えて２１世紀の地球環境のすみずみまで恩恵をもたらす無塵・
無菌システムの基幹原理を小型、軽量、モバイルにデモするミニチュアシステムが実現す
る。
【００５１】
　以上により、巨大なクリーンルームを用いることなく、極めて簡単な構成でクラス１ま
たはそれ以上の極めて高い清浄度の清浄空間を得ることができ、かつその清浄空間を設置
環境と同一の酸素濃度に維持することができ、人の治療、診察、静養などへの適用を簡易
かつ低コストで実現することができる高清浄環境システムを得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００５２】
【図１】この発明の測定位置を示した模式図である。
【図２】この発明の第１の実施の形態による高清浄環境システムを示す斜視図である。
【図３】この発明の第１の実施の形態による高清浄環境システムの包囲体の内部のダスト
微粒子数の時間依存性を調べる実験を行った結果を示す略線図である。
【図４】この発明の第１の実施の形態に対する比較例による高清浄環境システムを示す斜
視図である。
【図５】この発明の第１の実施の形態に対する比較例による高清浄環境システムの包囲体
の内部のダスト微粒子数の時間依存性を調べる実験を行った結果を示す略線図である。
【図６】この発明の第２の実施の形態による高清浄環境システムを示す斜視図である。
【図７】この発明の第２の実施の形態による高清浄環境システムの包囲体の内部のダスト
微粒子数の時間依存性を調べる実験を行った結果を示す略線図である。
【図８】この発明の第３の実施の形態による高清浄環境システムを示す斜視図である。
【図９】この発明の第３の実施の形態による高清浄環境システムの包囲体の内部のダスト
微粒子数の時間依存性を調べる実験を行った結果を示す略線図である。
【図１０】この発明の第３の実施の形態による高清浄環境システムの包囲体の内部のダス
ト微粒子数の時間依存性を調べる実験を行った結果を示す略線図の拡大図である。
【図１１】この発明の第４の実施の形態による高清浄環境システムを示す斜視図である。
【図１２】この発明の第５の実施の形態による高清浄環境システムを示す斜視図である。
【図１３】この発明の第６の実施の形態による高清浄環境システムの包囲体の内部のダス
ト微粒子数の時間依存性を調べる実験を行った結果を示す略線図である。
【図１４】この発明の第６の実施の形態による高清浄環境システムを示す斜視図である。
【図１５】この発明の第６の実施の形態による高清浄環境システムの包囲体の内部のダス
ト微粒子数の時間依存性を調べる実験を行った結果を示す略線図である。
【図１６】この発明の第６の実施の形態による高清浄環境システムの包囲体の内部のダス
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ト微粒子数の時間依存性を調べる実験を行った結果を時定数で割り出しした略線図である
。
【図１７】この発明の第７の実施の形態による高清浄環境システムを示す斜視図である。
【図１８】この発明の第８の実施の形態による高清浄環境システムを示す正面図である。
【図１９】この発明の第９の実施の形態による高清浄環境システムを示す正面図である。
【図２０】この発明の第９の実施の形態による高清浄環境システムを示す側面図である。
【図２１】この発明の第１０の実施の形態による高清浄環境システムを示す正面図である
。
【図２２】この発明の第１０の実施の形態による高清浄環境システムの包囲体の内部のダ
スト微粒子数の時間依存性を調べる実験を行った結果を示す略線図である
【図２３】この発明の第３の実施の形態と、第１０の実施の形態とを組み合わせた高清浄
環境システムを示す斜視図である。
【図２４】この発明の第１１の実施の形態による高清浄環境システムに使用するフィルタ
ーと、それを利用したフィルターエレメントの形態を示す斜視図である。
【図２５】この発明の第１１の実施の形態による高清浄環境システム使用するフィルター
エレメントの形態を示す上面図である。
【図２６】この発明の第１１の実施の形態による高清浄環境システム使用するシロッコフ
ァンにフィルターエレメントを装着した形態を示す斜視図および上面図である。
【図２７】この発明の第１１の実施の形態による高清浄環境システムを示す斜視図である
。
【図２８】この発明の第１１の実施の形態による高清浄環境システムに使用するファン・
フィルターユニットの形態を示す正面図である。
【図２９】この発明の第１１の実施の形態による高清浄環境システムの包囲体の内部のダ
スト微粒子数の時間依存性を調べる実験を行った結果を示す略線図である
【図３０】この発明の第１２の実施の形態による高清浄環境システムを示す正面図である
。
【図３１】従来のクリーンユニットの正面図である。
【図３２】比ｘ／Ｘと閉空間内の清浄度の関係を調べる実験を行った結果を示す略線図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００５３】
　以下、発明を実施するための形態（以下、実施の形態という）について図面を参照しな
がら説明する。
【００５４】
　図２は第１の実施の形態によるクリーンブース状の高清浄環境システムを示す。
　図２に示すように、この高清浄環境システムは、直方体状の包囲体２１を有し、この包
囲体２１の上面はダスト微粒子を通さない壁により閉塞されている。この包囲体２１の底
面はダスト微粒子を通さない壁により閉塞してもよいし、この高清浄環境システムが設置
される場所の床そのものを壁として閉塞してもよい。閉空間２０の大きさは包囲体２１の
内寸と同一である。
　この高清浄環境システムでは、閉空間２０内に、吸入口２４と排出口２５を有するファ
ン・フィルターユニット２２が配置されており、この吸入口２４と排出口２５の間隔分布
のうち最も距離が長いものｘが、ｘが定義される方向の閉空間２０の距離Ｘに対して、そ
の比ｘ／Ｘが０．３よりも大きく、好ましくはｘ／Ｘが０．３５以上、最も好ましくはｘ
／Ｘが０．４以上であって、１．０以下の範囲にある方向が少なくともひとつあるように
構成されていることを特徴とするものである。
　比ｘ／Ｘが０．３より大きい場合、閉空間２０内において、空気の流れが局所的な領域
ではなく、全体の領域を通る形でファン・フィルターユニット２２による吸入と排出が行
われることとなるため、閉空間２０内の粒子のフィルターによる捕捉が効率的に行われ、
ダスト微粒子密度ｎの減少率が大きくなり、その結果、到達清浄度も高くすることができ
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る。
【００５５】
　第１の実施の形態を例に挙げて説明する。包囲体２１によって形成される閉空間２０の
外寸は、幅０．８０ｍ、奥行き０．６０ｍ、高さ０．８０ｍとなっている。ファン・フィ
ルターユニット２２は、ＴｗｉｎＢｉｒｄ社の空気清浄機（ＡＣ－４３１７）で、その外
寸は幅約０．３４ｍ、奥行き０．１２ｍ、高さ０．２８ｍで、閉空間２０内で設置位置を
変更することが可能である。ファン・フィルターユニット２２内の塵埃フィルターは、フ
ァン・フィルターユニット２２の正面（０．３４ｍ×０．２８ｍ）中央部に約０．２ｍ×
０．２ｍの領域を占めており、これが同時に吸気口の大きさに対応している。他方、排出
口は、上面（０．３４ｍ×０．１２ｍ）のうち、約０．１ｍ×０．０５ｍを占める。
　閉空間２０内に設置されている、吸入口２４と排出口２５とを有するファン・フィルタ
ーユニット２２の、吸入口２４と排出口２５の間隔ｘは約０．２７ｍであり、ｘが定義さ
れる方向の閉空間２０の内寸の長さＸ（約０．７４ｍ）に対して、その比ｘ／Ｘ（約０．
３６５）が０．３よりも大きい。
【００５６】
　図３は上述した条件の下でこの高清浄環境システムを通常環境の部屋に設置し、ファン
・フィルターユニット２２の風量Ｆを約０．８ｍ3 ／分で運転したときの、閉空間２０内
の内部のダスト微粒子のカウント数の時間依存性の測定を行った結果を示したものである
。
　上述した測定は、高清浄環境システムの閉空間２０内にダストカウンター（図示せず）
を設置することで行う。ダストカウンターは、Ｐａｒｔｉｃｌｅ　Ｍｅａｓｕｒｉｎｇ　
Ｓｙｓｔｅｍｓ　Ｉｎｃ．社製のＬＡＳＡＩＲ（登録商標）３１０を使用した。
　図３の縦軸は１ｃｆ当たりの粒径０．５μｍ以上の大きさのダスト微粒子の数の総和、
横軸は高清浄環境システムの運転開始時からの経過時間である。
　図３に示すように運転開始後、約５分経過後に０．５μｍ以上の粒子の総和が１立方フ
ィートあたり約２００個（クラス２００）となり、その後もダスト微粒子の減少は続き、
最終的にはクラス１００級の清浄度を得ることができる。また、この結果は、塵埃除去機
構と光触媒による機能とを併せ持ったフィルターに対しては、塵埃・菌に対し式（１）か
ら式（２）への収束が成り立つと共に、式（２）のｎを気中の化学物質濃度、σを化学物
質の発生レート、γを、光触媒による化学物質分解効率と読み替えた式もまた成り立つの
で、化学物質濃度に関しても迅速に下げうることを示唆している。即ち、本発明が可能と
した１００％循環フィードバックにより、何度も光触媒部分を通過することで、化学物質
等の分解の効率が従来例に比べ飛躍的に高めることができる。
【００５７】
　図４は第１の実施の形態に対する比較例を示したものであり、以下に例に挙げて説明す
る。
　図４に示すように、この高清浄環境システムは、人が入ることができる大きさの縦長の
直方体状の包囲体４１を有し、この包囲体４１の上面はダスト微粒子を通さない壁により
閉塞されている。この包囲体４１の底面はダスト微粒子を通さない壁により閉塞してもよ
いし、この高清浄環境システムが設置される場所の床そのものを壁として閉塞してもよい
。包囲体４１の内寸は、幅約０．６０ｍ、奥行き約１．０ｍ、高さ１．８ｍであって、包
囲体４１内部には、包囲体４１の内寸と同一の大きさの閉空間４０を構成している。閉空
間４０内には、吸入口４４と排出口４５と、塵埃フィルターと、その上に設けられた送風
機用のファンとからなる象印マホービン株式会社の空気清浄機（型番ＰＡ－ＷＢ０８）な
るファン・フィルターユニット４２（寸法：幅０．２４ｍ×奥行０．２３５ｍ×高さ０．
２４５ｍ）が設置されている。風量は、約０．７ｍ３/分である。吸入口４４と排出口４
５とは閉空間４０内に設けられ、その間隔ｘは、もっとも大きく見積もっても０．３ｍ（
実質０．２５ｍ程度）である。また、このファン・フィルターユニット４２の塵埃フィル
ターは包囲体４１の外部環境と接触していない。
【００５８】



(19) JP 5943284 B2 2016.7.5

10

20

30

40

50

　上述した条件の下で、ファン・フィルターユニット４２を運転し、第１の実施の形態と
同様の方法で閉空間４０内の内部のダスト微粒子のカウント数の時間依存性の測定を行っ
た。この高清浄環境システムの閉空間４０内にダストカウンター（図示せず）を設置して
この閉空間４０内の内部のダスト微粒子のカウント数の時間依存性の測定を行った結果を
図５に示す。
　図５の縦軸は１ｃｆ当たりの粒径０．５μｍ以上の大きさのダスト微粒子の数の総和、
横軸は高清浄環境システムの運転開始時からの経過時間である。
　図５に示すように、ファン・フィルターユニット４２の運転開始から３分後には粒径０
．５μｍ以上の大きさのダスト微粒子の数の総和が１立方フィートあたり４００個程度で
下げ止まってしまい、これ以降ファン・フィルターユニット４２を連続運転しても第１の
実施の形態における測定結果ほどには到達清浄度は向上しないことが分かる。
【００５９】
　この理由としては、前述した閉空間４０内における吸入口４４と排出口４５との間隔ｘ
はもっとも大きく見積もっても０．３０ｍ（実質０．２５ｍ程度）であり、他方、間隔ｘ
が定義される方向の閉空間４０の長さＸは、少なくとも閉空間４０の高さ１．８ｍである
ので、その比ｘ／Ｘ～１/６＝０．１７が、第１の実施の形態での比ｘ／Ｘ（約０．３１
）よりも小さく、ファン・フィルターユニット４２による吸入と排出が閉空間４０内の局
所的な領域で行われる、所謂ショートサーキットが起きており、閉空間４０内の空気が有
効に循環されない。このため、第１の実施の形態と比較して閉空間４０内の全空気が塵埃
フィルターを通過するのに要する実効的な時間が長くなり、これは、この間の閉空間４０
の内表面からの塵の湧き出しが閉空間４０内に蓄積（ビルドアップ）するということであ
るので、結局、閉空間４０内における最終的な粒子数密度が大きく、到達清浄度が高くな
いという状況が生まれるからであると考えられる。
【００６０】
　図６は第２の実施の形態によるクリーンブース状の高清浄環境システムを示す。
　図６に示すように、この高清浄環境システムは図４に示した実施の形態と同一形態のダ
スト微粒子を通さない包囲体６１を有し、包囲体６１の内寸は、幅約０．６０ｍ、奥行き
約１．０ｍ、高さ１．８ｍであって、包囲体６１内部には包囲体６１の内寸と同一の大き
さの閉空間６０を構成している。また、包囲体６１の上面はダスト微粒子を通さない壁に
より閉塞されている。この包囲体６１の底面はダスト微粒子を通さない壁により閉塞して
もよいし、この高清浄環境システムが設置される場所の床そのものを壁として閉塞しても
よい。包囲体６１によって囲まれる閉空間６０の大きさは包囲体６１の内寸と同一である
。
　閉空間６０内には、吸入口６４と排出口６５と、塵埃フィルターと、その上に設けられ
た送風機用のファンとからなるファン・フィルターユニット６２が設置されている。
　吸入口６４と排出口６５は閉空間内６０に設けられ、この吸入口６４と排出口６５のう
ち少なくとも一方に、気流を案内すると共に閉空間６０から隔絶するダクト６３が取り付
けられ、ファン・フィルターユニット６２の閉空間６０に対する、吸入口６４或は排出口
６５の間隔が延長されており、この延長された吸入口６４と排出口６５との間隔分布のう
ち最も距離が長いものの大きさｘが、間隔ｘが定義される方向の閉空間６０の長さ、また
は閉空間６０の高さ・幅・奥行きの長さのうち最も値が大きいＸに対して、その比ｘ／Ｘ
が０．３よりも大きく、好ましくはｘ／Ｘが０．３５以上、最も好ましくはｘ／Ｘが０．
４以上であって、１．０以下の範囲にある方向が少なくともひとつあるように構成されて
いることを特徴とするものである。
【００６１】
　第２の実施の形態を例に挙げて説明する。包囲体６１によって形成される閉空間６０の
外寸は、幅０．６０ｍ、奥行き１．０ｍ、高さ１．８ｍとなっている。ファン・フィルタ
ーユニット６２の外寸はおよそ、幅０．２４ｍ、奥行０．２３５ｍ、高さ０．２４５ｍで
、閉空間６０内で設置位置を変更することが可能である。ファン・フィルターユニット６
２内の塵埃フィルターは、ファン・フィルターユニット６２の正面（約０．２４ｍ×０．
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２４５ｍ）の中央部に約０．２ｍ×０．２ｍの領域を占めており、これが同時に吸気口の
大きさに対応している。他方、排出口６５は、上面（０．２３５ｍ×０．２４ｍ）のうち
、約０．１６ｍ×０．１ｍの領域を占めており、高さ方向には、排出口６５の面積がファ
ン・フィルターユニット６２の排出口６５部の面積と同一で、高さが１．６ｍのダクト６
３が取り付けられている。
　ここで、吸入口６４と排出口６５との間隔が、間隔が定義される方向の閉空間６０の長
さＸ＝１．８ｍに対してその比がｘ／Ｘ＝０．９と大きく、０．３よりも大きいとの条件
を満たしている。
【００６２】
　上述した条件の下で、ファン・フィルターユニット６２を連続運転させた時の、閉空間
６０内部のダスト微粒子の時間依存性の測定結果を図７示す。測定条件、測定装置および
測定方法は第１の実施の形態と同一である。図７の縦軸は１ｃｆ当たりの粒径０．５μｍ
以上の大きさのダスト微粒子の数の総和、横軸は高清浄環境システムの運転開始時からの
経過時間である。図７に示すように運転開始後、３分を経過しても閉空間６０内のダスト
微粒子の減少は続き、最終的には数分後に０．５μｍ以上の粒子の総和が１立方フィート
あたり約２００個（クラス２００）となり、図４に対応する第１の実施の形態に対する比
較例と全く同じ包囲体６１を用いたにもかかわらず、清浄度は約２倍に向上していること
が分かる。
【００６３】
　このように吸入口６４と排出口６５が離れることで閉空間６０内において、空気の流れ
が局所的な領域ではなく、全体的な領域を通った上でファン・フィルターユニット６２に
よる空気の吸入と排出が行われることとなるため、閉空間６０内の空気をより多く掻き回
すことなり、それにより閉空間６０内全体における空気循環効率が向上し、その結果とし
て、ダスト微粒子数密度ｎの減少率が大きくなり、その結果、到達清浄度も高くなる。つ
まり閉空間６０内部のより大きな領域に対して、ファン・フィルターユニット６２による
吸入と排出が行われることとなるため、閉空間６０内の空気循環効率が向上することで、
閉空間６０内の粒子の清浄効率が大幅に向上し、結果として、到達清浄度を大幅に向上さ
せることができる。
【００６４】
　図８は第３の実施の形態によるクリーンブース状の高清浄環境システムを示す。
　図８に示すように、この高清浄環境システムは、人が入ることができる大きさの縦長の
直方体状の包囲体８１を有し、包囲体８１の内寸は、幅約０．６０ｍ、奥行き約１．０ｍ
、高さ１．８ｍであって、包囲体８１内部には、包囲体８１の内寸と同一の大きさの閉空
間８０を構成している。包囲体８１の少なくとも一つの側面はダスト微粒子を１００％は
通さず、気体分子は通す隔壁８６で構成されており、隔壁８６には、外殻がビニールシー
トである入退出用機密ファスナー８７が備えられており、そこから人の出入りが可能であ
る。更にこの包囲体８１の上面はダスト微粒子を通さない壁により閉塞されている。この
包囲体８１の底面はダスト微粒子を通さない壁により閉塞してもよいし、この高清浄環境
システムが設置される場所の床そのものを壁として閉塞してもよい。
　閉空間８０内には、吸入口８４と排出口８５と、塵埃フィルターと、その上に設けられ
た送風機用のファンとからなるファン・フィルターユニット８２（アズワン社のＰｕｒｅ
Ｓｐａｃｅ（登録商標）[ＰＳ－１００Ｎ]）が設置されている。吐出風量は約１ｍ3／分
である。
　この吸入口８４と排出口８５との間に気流を案内しつつ閉空間８０から隔絶する気体流
路であるフィードバック気体流路８３が取り付けられ、ファン・フィルターユニット８２
の閉空間８０に対する、実効的な吸入口８４あるいは排出口８５の間隔が拡大されており
、この隔離された吸入口８４と排出口８５の間隔分布のうち最も距離が長いものの大きさ
ｘが、閉空間８０の高さ・幅・奥行きの内、最も小さなものｙ、または間隔ｘが定義され
る方向の閉空間８０の長さＸに対して、その比ｘ／ｙまたはｘ／Ｘが０．３よりも大きく
、好ましくはｘ／ｙまたはｘ／Ｘが０．３５以上、最も好ましくはｘ／ｙまたはｘ／Ｘが
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０．４以上であって、１．０以下の範囲である方向が少なくともひとつあり、閉空間８０
を囲む包囲体８１の側面の一部が、ダスト微粒子を１００％は通さず、気体分子は通す隔
壁８６よりなるよう構成されていることを特徴とするものである。
【００６５】
　上述した条件の下で、ファン・フィルターユニット８２を連続運転させた時の、閉空間
８０内部のダスト微粒子の時間依存性の測定結果を図９に示す。測定装置および測定方法
は第１の実施の形態と同一である。図９に示されている下向きの矢印はそれぞれ、ファン
・フィルターユニット８２の運転を開始した時刻を９０、閉空間８０の密閉度を調整した
時刻を９１、患者の出入りがあった時刻をそれぞれ９２ａ，ｂ，ｃ、ファン・フィルター
ユニット８２の運転終了の時刻を９３として示している。図１０は図９の９２ａにおける
拡大図であり、ファン・フィルターユニット８２運転中に患者の入りがあったときのダス
ト微粒子の時間依存性の時間変化である。図９に示すように、人の出入り時には、閉空間
８０内の大きさ０．５ミクロン以上の粒子の総和が１立方フィート当たり１万個と、上昇
するものの、入退出用ファスナー８７を閉じて、数分たつと、図１０に示すように、内部
に平服の人が立っているにもかかわらず、安静時には、上記粒子密度が１立方フィート当
たり１００個（クラス１００相当）になり、良好な清浄度が得ることができる。
　このように、本実施の形態においては、特に平衡状態において約１５分で、無人時にお
いてはクラス１～１０を達成し、また、有人時においてはクラス１００～３００を達成す
ることができる。また、測定時における外部環境はクラス数百万の塵・菌密度なので、こ
れと比較して、菌・塵の数を１０００分の１～１００００分の１に減じた環境を実現する
ことができ、例えば隔離が必要な患者の待機室として使用することができる。
【００６６】
　図１１(ａ)，(ｂ)は第４の実施の形態によるクリーンブース状の高清浄環境システムを
示す。
　図１１(ａ)に示すように、この高清浄環境システムは、人が入ることができる大きさの
縦長の直方体状の包囲体１１１を有し、包囲体１１１の内寸は、幅約０．６０ｍ、奥行き
約１．０ｍ、高さ１．８ｍであって、包囲体１１１内部には、包囲体１１１の内寸と同一
の大きさの閉空間１１０を構成している。包囲体１１１の少なくとも一つの側面はダスト
微粒子を１００％は通さず、気体分子は通す隔壁１１６で構成されており、隔壁１１６に
は、外殻がビニールシートである入退出用機密ファスナー１１７が備えられており、そこ
から人の出入りが可能である。更に、この包囲体１１１の上面はダスト微粒子を通さない
壁により閉塞されている。この包囲体１１１の底面はダスト微粒子を通さない壁により閉
塞してもよいし、この高清浄環境システムが設置される場所の床そのものを壁として閉塞
してもよい。包囲体１１１および閉塞壁の材質については必要に応じて適宜選択する。ま
た、包囲体１１１によって囲まれる閉空間１１０の大きさは包囲体１１１の内寸と同一で
ある。
　閉空間１１０内には、吸入口１１４と排出口１１５と、塵埃フィルターと、その上に設
けられた送風機用のファンとからなるファン・フィルターユニット１１２が設置されてい
る。
　この吸入口１１４と排出口１１５との間に気流を案内しつつ閉空間１１０間から隔絶す
る気体流路であるフィードバック気体流路１１３が取り付けられ、ファン・フィルターユ
ニット１１２の閉空間１１０に対する、実効的な吸入口１１４あるいは排出口１１５の間
隔が拡大されており、この隔離された吸入口１１４と排出口１１５の間隔分布のうち最も
距離が長いものの大きさｘが、閉空間１１０の高さ・幅・奥行きの内、最も小さなものｙ
、または間隔ｘが定義される方向の閉空間１１０の長さＸに対して、その比ｘ／ｙまたは
ｘ／Ｘが０．３よりも大きく、好ましくはｘ／ｙまたはｘ／Ｘが０．３５以上、最も好ま
しくはｘ／ｙまたはｘ／Ｘが０．４以上であって、１．０以下の範囲にあり、閉空間１１
０を囲む包囲体１１１側面の一部が、ダスト微粒子を１００％は通さず、気体分子は通す
隔壁１１６よりなるよう構成されており、閉空間１１０を構成する柱をはじめとする骨格
の部分は図１１(ａ)に示すように、弾力をもつチューブ１１８からなっており、その内部
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に空気などを注入口１１９より封入することにより張力を持って自身ならびに閉空間１１
０の側面を支えることができることを特徴とするものである。また、ｘ／ｙが１を超えた
範囲の方向を考えないことから、結局、間隔ｘが定義される方向の閉空間１１０の長さＸ
との比ｘ／Ｘの範囲と結果として同様な値となるので、閉空間１１０の形態が明らかであ
ればｘの値を測定するだけで、Ｘの値を測定することなく簡易に掻き回しの効果の有無の
判断が可能となる。
　また、本実施の形態であれば、閉空間１１０を極めてコンパクトに押しつぶした状態で
、例えば鞄やアタッシュケースにいれて移動し、日常活動の現場やビジネス先でこれを立
体化し、無菌・無塵環境を災害地医療、実験や解析に用いることができる。
　また、このシステムをミニチュア化することができるので、無菌・無塵環境が、極めて
簡便に低コストで実現できることを目の前で示すデモシステムが可能となるので、啓蒙活
動を行う支援ツールとして有効利用できる。
【００６７】
　図１２は第５の実施の形態による高清浄環境システムを示す。
　図１２に示すように、この高清浄環境システムは、箱状の包囲体１２１を有し、この包
囲体１２１によって囲まれない面および面の一部はダスト微粒子を通さない壁により閉塞
されている。また、包囲体１２１によって囲まれる閉空間１２０の大きさは包囲体１２１
の内寸と同一である。
　閉空間１２０内には、吸入口１２４と排出口１２５とを有するＴｗｉｎＢｉｒｄ社の空
気清浄機（ＡＣ－４３１７）がファン・フィルターユニット１２２として配置されている
。吸入口１２４と排出口１２５の間隔ｘは約０．２７ｍで、ｘが定義される方向の閉空間
１２０の内寸の長さＸ（約０．３８ｍ）に対して、その比ｘ／Ｘ（約０．７）が０．３よ
りも大きい。さらに、閉空間１２０内部に顕微鏡１２８などの機器を内包することにより
、清浄空間において当該機器に纏わる作業を高効率かつ高品位におこなえることを特徴と
するものである。
　この条件の下で、ファン・フィルターユニット１２２を連続運転させた時の、閉空間１
２０内部のダスト微粒子の時間依存性の測定結果を図１３に示す。図１３に示すように、
ファン・フィルターユニット１２２の運転開始後約１分で粒子数をほぼ０にすることがで
きる。これは、試料出し入れ口１２７から試料を出し入れして、待つこと約６０秒で、本
格的な実験、細胞ハンドリングなどができることになり、有効性が極めて高い。また、こ
の結果は、塵埃除去機構と光触媒による化学物質等の分解機能を併せ持ったフィルターに
対しては、式（２）のnを気体中の化学物質濃度、σを化学物質の発生レート、γを、光
触媒による化学物質分解効率と読み替えた式が成り立つので、よりコンパクトな系では、
化学物質濃度に関しても、極めて迅速に下げうることを示唆している。
【００６８】
　図１４は第６の実施の形態による高清浄環境システムを示す。
　図１４に示すように、この高清浄環境システムは人が横向き寝ることができる大きさの
扁平箱上状の包囲体１４１を有し、包囲体１４１の天井部あるいは側面の一部が、ダスト
微粒子を１００％は通さず、気体分子は通す隔壁１４６よりなるよう構成されている。包
囲体１４１の大きさの一例を挙げると、包囲体１４１の内寸は奥行き２．０ｍ、幅０．９
０ｍ、高さ(頭部側０．３ｍ、脚部側０．６ｍ)であって、包囲体１４１によって囲まれる
閉空間１４０の大きさは包囲体１４１の内寸と同一である。
　閉空間１４０の中に、吸入口１４４と排出口１４５を有するファン・フィルターユニッ
ト１４２が配置されており、ファン・フィルターユニット１４２における吸入口１４４と
排出口１４５の配置が、包囲体１４１の長手方向に沿っており、排出口１４５が矩形のい
わゆる平面噴流の場合、閉空間１４０内における気流の循環効率を決定するパラメーター
は吸入口１４４と排出口１４５の間隔ではなく、排出口１４５のトランスバース方向長さ
ｘと、閉空間１４０の高さ・幅・奥行きのうち、最も大きなものＸに対して、その比ｘ／
Ｘが０．３よりも大きく、好ましくはｘ／Ｘが０．３５以上、最も好ましくはｘ／Ｘが０
．４以上であって、１．０以下の範囲にある方向が少なくともひとつあるように構成され
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ていることを特徴とするものである。
　本実施の形態においては、排出口１４５のトランスバース方向長さが約０．２ｍであり
、閉空間１４０の高さ０．３ｍとほぼ同じであり、ファン・フィルターユニット１４２の
形態は０．２５ｍの立方体形状であり、送風量は、Ｆ＝１ｍ3／分である。排出口１４５
のトランスバース方向長さｘと、ｘが定義される方向の閉空間１４０の長さＸに対する比
は、ｘ＝０．２２ｍ、Ｘ＝０．３０ｍより、ｘ／Ｘ＝０．７３と大きく、上述の理論のと
おり、閉空間１４０内における空気循環効率を著しく高くすることができ、空気清浄効果
を飛躍的に向上させることができる。
【００６９】
　図１５は、上述した条件で、ファン・フィルターユニット１４２を連続運転させた時の
、閉空間１４０内部のダスト微粒子の時間依存性の測定結果を示す。
　図１６は、図１５における結果から被験者が特に安静であると考えられる時間帯の閉空
間１４０内部のダスト微粒子の時間依存性の測定結果を示す。
　図１５に示すように、寝返りなどを打った時は、パジャマなどの普通の生地の服を纏っ
て寝ているので塵の発生が極めて大きいが、深い眠りの時（非ＲＥＭ睡眠時）には、清浄
度は、ＩＳＯクラス１にさえ相当しうる時間帯があることが分かる。
　また、図１６は、図１５の一部時間帯を切り取って対数プロットしたものであるが、こ
こに示すように、被験者が安静となった時点から約４分後に粒径０．５μｍ以上の大きさ
のダスト微粒子の数が１０００分の１となり、約１０分後においてはダスト微粒子数をほ
ぼ０にすることができ、閉空間１４０内部の清浄度を短時間で飛躍的に向上させることが
できる。
【００７０】
　図１７は第７の実施の形態による建築物ビルトイン型の高清浄環境システムを示す。
　図１７に示すように、この建築物ビルトイン型の高清浄環境システムは、オフィスある
いは家屋の部屋を包囲体１７１とし、閉空間１７０は包囲体１７１によって囲まれる空間
、ここでは部屋の内空間のことをいう。
　閉空間１７０内には、吸入口１７４と排出口１７５を有するファン・フィルターユニッ
ト１７２が配置されており、排出口１７５の下には、好ましくは、空気流出面における単
位面積当たりの流出流量を流出面全体において均一化することができる整流機構を備えた
天井１７８が設置されている。この吸入口１７４と排出口１７５との間に気流を案内しつ
つ閉空間１７０から隔絶する気体流路であるフィードバック気体流路１７３が、取り付け
られている。
　この吸入口１７４と排出口１７５との距離は、閉空間１７０の高さ、つまり部屋の高さ
とほぼ同一であり、かつ、排出口１７５の幅が、当該部屋の天井の広がりとほぼ同一であ
り、閉空間１７０内における気流の循環効率の高さを示す比の大きさが、２つの方向にお
いて０．３を超えるという条件を満たしている。この閉空間１７０の一側面は、その一部
が、ダスト微粒子を１００％は通さず、気体分子は通す隔壁１７６よりなっている。また
、これらの部屋を連ねて、全体的統一的空調システムへと拡張することも可能である。ま
た、図１７に示す高清浄環境システムを一般のオフィスや病院の病室に適用することもで
きる。特に、オフィスや病室を連ねたフロア全体を、この清浄化システムで低塵・低菌環
境とすることができる。
　具体的な例としては、鉄筋コンクリート工法における区画構造を利用することも挙げら
れる。即ち、閉空間１７０を区画する内壁を作るときに、一部を２重壁にすることで実現
できる。建物を支えるコンクリート面である包囲体１７１と上記内壁との間に一定の間隔
を用意し、その間隔によって作られる空間によって建物を包む外気との導通を確保し、望
ましくは防湿などを行ったうえで、外気と閉空間１７０との空気の成分および濃度を、特
に酸素濃度を近い、望ましくは等しい状態にすることができる。これは、当該内壁の一部
にガス交換膜を有せしむ事により達成できる。この交換膜を通じて気体を交換することに
より、内壁（側壁・天井を含む）と窓および床で囲まれた閉空間１７０の空気の成分およ
び濃度を、特に酸素濃度を外気と近い、望ましくは等しい状態にすることができる。
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　閉空間１７０に上述の、空気循環効率の高い高清浄環境システムを組み合わせることで
、粒子・塵・菌については密閉しつつも、気体成分および濃度に関しては非密閉環境と同
等の系を実現することができる。
【００７１】
　図１８は第８の実施の形態による高清浄環境システムを示す。
　図１８に示すように、この高清浄環境システムは作業室などの部屋である包囲体１８１
を有し、包囲体１８１の天井部あるいは側面の一部が、ダスト微粒子を１００％は通さず
、気体分子は通す隔壁１８６よりなるよう構成されている。包囲体１８１によって囲まれ
る閉空間１８０の大きさは包囲体１８１の内寸と同一である。
　閉空間１８０内には、吸入口１８４と排出口１８５を有するファン・フィルターユニッ
ト１８２が配置されており、吸入口１８４と排出口１８５との間隔の最大値、あるいは排
出口１８５の開口部長さの最大値のいずれか大きい方ｘが、ｘが定義される方向の閉空間
１８０の長さＸに対して、その比ｘ／Ｘが０．３よりも大きく、好ましくはｘ／Ｘが０．
３５以上、最も好ましくはｘ／Ｘが０．４以上であって、１．０以下の範囲にある方向が
少なくともひとつあり、また、隔壁１８６を備えない包囲体１８１の壁面のいずれか一面
に、高清浄環境システムの閉空間１８０内で行う作業によって発生する有害ガスあるいは
粉塵等１８１０を閉空間１８０外へ排気せしめる塵埃フィルター付き排気手段１８７と、
この排気流量に応じて閉空間１８０外部から閉空間１８０内部へ空気を供給する塵埃フィ
ルター付きの給気手段１８８とを有する。
　更に、包囲体１８１の側壁の一部にある隔壁１８６にガス交換膜を選ぶことで、酸素を
外部から取り込むことができるので、包囲体１８１の内部の酸素濃度を非密閉環境と同等
の濃度に維持することができる。
【００７２】
　本実施の形態における塵埃フィルター付き給排気の実施に際しては、閉空間１８０内で
行う作業によって発生する有害ガスあるいは粉塵等１８１０を閉空間１８０外へ排気する
塵埃フィルター付き排気手段１８７を通過する気流に対するインピーダンスＺoutと、こ
の排気流量に応じて外部から補う塵埃フィルター付きの給気手段１８８を通過する気流に
対するインピーダンスＺinについては

【数８】

の関係であることが望ましい。式（６）の条件を満たしていれば、停電などで送風能力が
停止した場合においても、空気の逆流を最小に抑えることができる優れたフェイルセーフ
機構となる。
【００７３】
　図１９は第９の実施の形態による高清浄環境システムを示す。
　図２０は第９の実施の形態による高清浄環境システムの給気側側面を示す。
　図１９に示すように、この高清浄環境システムは作業室などの部屋である包囲体１９１
を有し、包囲体１９１の天井部あるいは側面の一部が、ダスト微粒子を１００％は通さず
、気体分子は通す隔壁１９６よりなるよう構成されている。包囲体１９１によって囲まれ
る閉空間１９０の大きさは包囲体１９１の内寸と同一である。
　閉空間１９０の中に、吸入口１９４と排出口１９５を有するファン・フィルターユニッ
ト１９２が配置されており、吸入口１９４と排出口１９５との間隔の最大値、あるいは排
出口１９５の開口部長さの最大値のいずれか大きい方ｘが、ｘが定義される方向の閉空間
１９０の長さＸに対して、その比ｘ／Ｘが０．３よりも大きく、好ましくはｘ／Ｘが０．
３５以上、最も好ましくはｘ／Ｘが０．４以上であって、１．０以下の範囲にある方向が
少なくともひとつあり、高清浄環境システムの閉空間１９０内で行う作業によって発生す
る有害ガスあるいは粉塵等１９１０を閉空間１９０外へ排気せしめる塵埃フィルター付き
排気手段１９７と、この排気流量に応じて閉空間１９０外から閉空間１９０内へ空気を供
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　更に、包囲体１９１の側壁の一部にある隔壁１９６にガス交換膜を選ぶことで、酸素を
外部から取り込むことができるので、包囲体１９１の内部の酸素濃度を非密閉環境と同等
の濃度に維持することができる。
【００７４】
　上記の系における塵埃フィルター付き給排気の実施に際しては、給気手段１９８に関し
て塵埃フィルターの消耗を緩和するべく、給気流路１９１８に対して側面から浄化する方
向で複数の送風機構を備えた塵埃フィルター１９１５が装着されたカウンターバランス用
給気浄化用ファン・フィルターユニット１９１４を取り付け、複数の送風機構を備えた塵
埃フィルター１９１５の運転を排気手段１９７の排気運転と同期させ、排気手段１９７が
停止する場合は、送風機構を備えた塵埃フィルター１９１５の複数装着されたうちのいず
れか又は全ての運転を停止させることで、給気流路１９１８のみを気体流路として用いる
こともできるので、給気側の塵埃フィルターに必要以上に負担をかけることが無く、給気
側塵埃フィルターの消耗を抑制可能な給気システムとすることができる。
【００７５】
　また、内部で有害ガスや粉塵が発生したときは、排気手段１９７の排気運転を開始する
ので、閉空間１９０と外部との間に圧力差が生じ、ガス交換膜１９６を介して閉空間１９
０内に外部から気体が流入する。この流入する気体の塵埃密度を下げるため、カウンター
バランス用給気浄化用ファン・フィルターユニット１９１４に備えられた送風機構を備え
た塵埃フィルター１９１５の運転を開始し、図２０に示すように、流入する流れに対し側
面から１００％循環フィードバックをかけることにより、この内部を流れるエアの塵埃数
を劇的に下げることができる。
　また、カウンターバランス用給気浄化用ファン・フィルターユニット１９１４は、停電
などで送風能力が停止した場合でも、空気の逆流が最小に抑えることが可能であり、優れ
たフェイルセーフ機構となっている。
【００７６】
　図２１は第１０の実施の形態による高清浄環境システムを示す。
　図２１に示すように、この高清浄環境システムは作業室などの部屋である包囲体２１１
を有し、包囲体２１１の天井部あるいは側面の一部が、ダスト微粒子を１００％は通さず
、気体分子は通す隔壁２１６よりなるよう構成されている。包囲体２１１によって囲まれ
る閉空間２１０の大きさは包囲体２１１の内寸と同一である。
　閉空間２１０の中に、吸入口２１４と排出口２１５を有するファン・フィルターユニッ
ト２１２が配置されており、吸入口２１４と排出口２１５との間隔の最大値、あるいは排
出口２１５の開口部長さの最大値のいずれか大きい方ｘが、ｘが定義される方向の閉空間
２１０の長さＸに対して、その比ｘ／Ｘが０．３より大きく、好ましくはｘ／Ｘが０．３
５以上、最も好ましくはｘ／Ｘが０．４以上であって、１．０以下の範囲にある方向が、
少なくとも一つあり、高清浄環境システムの閉空間２１０内で行う作業によって発生する
有害ガスあるいは粉塵等２１１０を閉空間２１０外へ排気せしめる塵埃フィルター付き排
気手段２０７と、この排気流量に応じて閉空間２１０外部から閉空間２１０内部へ空気を
供給する塵埃フィルター付きの給気手段２１８とを有する。
　更に、包囲体２１１の側壁の一部にある隔壁２１６にガス交換膜を選ぶことで、酸素を
外部から取り込むことができるので、包囲体２１１の内部の酸素濃度を非密閉環境と同等
の濃度に維持することができる。
【００７７】
　また、閉空間内２１０で行う作業などによって発生する有害ガスあるいは粉塵を閉空間
２１０外に排出する際は、塵埃フィルター付き排気手段２１７を通過する気流に対するイ
ンピーダンスＺoutと、その排気流量に応じて、閉空間２１０外から閉空間２１０内に空
気を供給する塵埃フィルター付き給気手段２１８を通過する気流に対するインピーダンス
Ｚinについて
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【数８】

の関係であることが望ましい。式（６）の条件を満たしていれば、停電などで送風能力が
停止した場合においても、空気の逆流を最小に抑えることができる優れたフェイルセーフ
機構となる。
【００７８】
　図２２は、本実施の形態における高清浄環境システムのダスト微粒子のカウント数と酸
素残量の時間依存性の測定結果である。条件は閉空間２１０の体積は約８ｍ3、ファン・
フィルターユニット２１２の風量は０．２～０．４ｍ3／分である。測定装置および測定
方法は第１の実施の形態と同一である。図２２に示すように、塵の多い設置環境に閉空間
２１０を置いているにもかかわらず、閉空間２１０外部へ排気および、それに伴う閉空間
２１０内への給気を行いつつも、約５０分で、クラス１０の清浄度が得ることができる。
【００７９】
　図２３は、第３の実施の形態と第１０の実施の形態とを組み合わせた高清浄環境システ
ムの上位変形例を示す。
　図２３に示すように、図２１に示すような実施の形態１０の高清浄環境システムに、図
８に示すような実施の形態３の高清浄環境システムを組み合わせた、多用途・多目的に適
用が可能な高清浄環境システムであって、各々の包囲体により閉空間８０からなる前室と
、閉空間２１０からなる本体とからなる構成を有しており、上記前室と上記本体との間に
は、間仕切りのドア（図示せず）があり、上記前室を連結したことにより高い清浄度を保
ったまま外部から本体、即ち閉空間２１０へ入ることができる。
　このように、使用の用途・目的に応じて上述の実施の形態の高清浄環境システムを組み
合わせて新たなシステムを構築することによって、従前では不可能であった、一般的な部
屋環境に前室を備えた本格的クリーンルームを設置することが可能となり、専用のクリー
ンルームを建設することなしに、超高清浄環境を実現することができる。
これは、個別にシステムを構築するよりも設置の点で省スペース、送風動力を共通化する
ことで省エネルギー化を図ることができ、また、組合せを変えることにより、容易に実験
、測定目的に合わせたクリーンルームを構築することができる。更に一般的な部屋環境に
クリーンルームを設置することが可能としたので、専用のクリーンルーム施設を建設する
必要がなくなり、大幅な低コスト化を図ることができる。
　実施の形態の組み合わせは、上述した実施の形態に限らず、本明細書で開示した全ての
実施の形態において可能である。
【００８０】
　図２４(ａ)，(ｂ)および図２５は第１１の実施の形態による高清浄環境システムにおい
て使用されるフィルターエレメントを示す。
　図２４(ａ)に示すように、このフィルターエレメント２４４は、通気性のない円柱２４
１と、シート状のフィルター材が折り畳まれたフィルター２４２とが、通気性のない円柱
２４１を内円とした同心円となるように構成され、フィルター２４２の折り目は同心円の
中心軸と非並行であって、望ましくは同心円の半径方向に放射状に伸びており、図２５に
示すように同心円の内円を構成する円柱２４１の半径をｒ、フィルターの折りの総数(山
折り、谷折り)をＮ、フィルターの厚みをｄとすると、

【数９】

であり、同心円の内円を構成する円柱２４１の半径ｒは
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【数１０】

の関係を満たす。
　更に、フィルター２４２は円筒２４３に格納され、円筒２４３で囲まれる閉空間を通過
する気体、液体は全てフィルター２４２を通過するように、フィルター２４２と同心円の
内円を構成する円柱２４１、および円筒２４３はそれぞれ密閉接合又は密閉接着され、図
２４(ｂ)および図２５に示すようなフィルターエレメント２４４を形成する。
【００８１】
　図２６(ａ)，(ｂ)は、第１１の実施の形態による高清浄環境システムにおいて使用され
るシロッコファン２６２にフィルターエレメント２４４を取り付けた構成を示している。
　図２６(ａ)に示すように、フィルターエレメント２４４はシロッコファン２６２の吸入
口２６３の面に密着して装着され、フィルター部２４２がシロッコファン２６２の吸入口
２６３を完全に塞ぎ、望ましくはフィルターエレメント２４４とシロッコファン２６２の
吸入口２６３とが同心円上になるような配置で重ね合わせて取り付けられる。
　また、図２６(ｂ)に示すように同心円の内円を構成する円柱２４１の半径ｒは、シロッ
コファン２６２がモーター内蔵型であったときのモーター又はモーターケーシング２６１
の半径Ｒ0と
【数１１】

の関係を満たす。
　このようにフィルターエレメント２４４とシロッコファン２６２、吸入口２６３の開口
部面積に対して、フィルター部２４２の表面積を著しく大きくすることができ、空気清浄
能力を飛躍的に向上することができる。
【００８２】
　図２７は第１１の実施の形態による高清浄環境システムを示す。
　図２８は第１１の実施の形態による高清浄環境システムに使用される、ファン・フィル
ターユニットを示す。
　図２７に示すように、この高清浄環境システムは直方体状の包囲体２７１を有し、包囲
体２７１は直方体のいずれかの一面を開放とし、それ以外の面は外部から完全密閉となる
ように構成されている。包囲体２７１によって囲まれる閉空間２７０の大きさは包囲体２
７１の内寸と同一である。また、包囲体２７１の開放された面には、ファン・フィルター
ユニット２７２が、外部から密閉され、閉空間２７０の一面を構成する形態で装着されて
いる。
　図２８に示すように、ファン・フィルターユニット２７２は、外部から密閉された構成
を持つ直方体状の筐体である包囲体２７１と、包囲体２７１の面のうち閉空間２７０を構
成する面に吸入口２７４と排出口２７５と、筐体２７１の内部にシロッコファン２６２を
備え、シロッコファン２６２の吸入口の面には、フィルターエレメント２４４が密着して
装着されている。また、吸入口２７４と排出口２７５の位置は、吸入口２７４と排出口２
７５の間隔の最大値、あるいは排出口２７５の開口部長さの最大値のいずれか大きい方ｘ
が、ｘが定義される方向の閉空間２７０の長さＸに対して、その比ｘ／Ｘが０．３よりも
大きく、好ましくはｘ／Ｘが０．３５以上、最も好ましくはｘ／Ｘが０．４以上であって
、１．０以下の範囲にある方向が少なくともひとつあるように構成されている。
【００８３】
　図２９は、フィルターエレメント２４４を装着したシロッコファン２６２を運転開始後
の閉空間２７０内部のダスト微粒子の時間依存性の測定結果を示したものである。測定装
置および測定方法は第１の実施の形態と同一である
　図２９に示すように、フィルターエレメント２４４を装着したシロッコファン２６２を
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使用することで、シロッコファン２６２運転開始後、４分後にはＩＳＯクラス１（大きさ
が０．１ミクロン以上の塵の総和が１ｍ3当り１０個）以下となり、在来型のスーパーク
リーンルーム（ＩＳＯクラス３）より数百倍清浄度が高い性能を実現することができ、高
清浄環境システムの清浄性能を飛躍的に向上させることができる。
【００８４】
　図３０は第１２の実施の形態による高清浄環境システムを示す。
　図３０に示すように、この高清浄環境システムはオフィスあるいは家屋などの部屋であ
る包囲体３０１を有し、包囲体３０１によって囲まれる閉空間３００の大きさは包囲体３
０１の内寸と同一である。
　閉空間３００の中に、吸入口３０４と排出口３０５を有するエアコンディショナーある
いはファン・フィルターユニット３０２が配置されており、エアコンディショナーあるい
はファン・フィルターユニット３０２の下部には、気体流路３０３が配置され、吸入口３
０４と排出口３０５の間隔を大きくすることで、閉空間３００の高さとほぼ同一となるよ
うに構成する。このように構成することで、吸入口３０４と排出口３０５との間隔ｘと、
この間隔が定義される方向の部屋の大きさＸとの比ｘ／Ｘが約１．０となり、空気循環効
率の高さを示す比ｘ／Ｘの大きさが、０．３よりも大きいという条件を満たし、空気清浄
度は飛躍的に向上するとともに、冷暖房の効率も向上させることができる。この閉空間３
００の一側面は、その一部が、ダスト微粒子を１００％は通さず、気体分子は通す隔壁よ
りなっている構成でもよい。
【００８５】
　また、これらの部屋を連結し、一軒家全体の統一的空調システムへと拡張することも可
能である。また、本実施の形態の構成を一般のオフィスや病院の病室に適用することもで
きる。
【００８６】
　図３２は、ファン・フィルターユニットを、任意の閉空間内で運転させたときの、吸入
口と排出口との間隔（あるいは、両口が有限の広がりを有する場合は、吸入口と排出口と
の間隔の分布の最大値ｘ）と、上記間隔が定義される方向の上記閉空間の長さＸとの比ｘ
／Ｘと上記閉空間内の清浄度の関係をそれぞれ示したものであり、本明細書において、こ
れまでに開示した実施の形態における測定結果を総括したものとなっている。
　図中の点ＺＪは象印マホービン株式会社の空気清浄機（型番ＰＡ－ＷＢ０８：寸法　幅
０．２４ｍ×奥行き０．２３５ｍ×高さ０．２４５ｍ：消費電力（急速）３５／３７Ｗ（
標準）２１Ｗ（静音）１１／１２Ｗ）のファンとフィルターに自作のフィルターを結合し
たファン・フィルターユニットを運転した時の、比ｘ／Ｘと上記閉空間内の清浄度の関係
である。
【００８７】
　図中の点ＴＢはＴｗｉｎＢｉｒｄ社の空気清浄機（型番ＡＣ－４３１７：寸法(約)幅０
．３４ｍ×奥行０．１２ｍ×高さ０．２８ｍ：消費電力強：３２／３０Ｗ 弱：２３／２
１Ｗ、風量強：０．８ｍ３／分 弱：０．６ｍ３／分、集じんフィルター寸法　幅０．１
９ｍ・奥行０．０１３ｍ・高さ０．１９ｍ）のファンとフィルターに自作のフィルターを
結合したファン・フィルターユニットを運転した時の、比ｘ／Ｘと上記閉空間内の清浄度
の関係である。
　図中の点ＰＳはアズワン社のＰｕｒｅＳｐａｃｅ（登録商標）（ＰＳ－１００Ｎ）なる
ファン・フィルターユニットを運転した場合の、比ｘ／Ｘと上記閉空間内の清浄度の関係
である。
【００８８】
　図３２に示すとおり、各社ファン・フィルターユニットの性能により、到達清浄度に差
があるが、任意の閉空間内の清浄度が明確に向上するのは、ｘ／Ｘが０．３よりも大きく
、好ましくはｘ／Ｘが０．３５以上、最も好ましくはｘ／Ｘが０．４以上であって、１．
０以下の範囲であるということが言える。
【００８９】
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　以上、この発明の実施の形態について具体的に説明したが、この発明は、上述の実施の
形態に限定されるものではなく、この発明の技術的思想に基づく各種の変形が可能である
。
　特に、この発明の実施の形態については、上記閉空間を形成するための壁の一部をエア
カーテンにより構成することができる。このエアカーテンの噴流流下方向距離は、人間の
典型的な身長（およそ２ｍ）よりも長く、上記エアカーテンを平行多層の噴流群により構
成することも有効である。また、上記噴流群の複数の噴流に挟まれた（仕切られた）上記
閉空間に対して、残る固体壁の２側面を利用して、ファン・フィルターユニットを伴う１
００％循環フィードバック系を有する機構を設けることで、擬似的な前室として機能させ
ることが有効である。
　さらに、清浄される流体は気体に限ったものではなく、液体でも例えば水であっても可
能である。
【００９０】
　例えば、上述の実施の形態において挙げた数値、材料、形状、配置などはあくまでも例
に過ぎず、必要に応じて、これらと異なる数値、材料、形状、配置などを用いてもよい。
【符号の説明】
【００９１】
１０　　　閉空間
１１　　　包囲体
１２　　　ファン・フィルターユニット
１４　　　吸入口
１５　　　排出口
８３　　　フィードバック気体流路
８６　　　隔壁
１２７　　試料出し入れ口
１８７　　排気装置
１８８　　給気装置
２４４　　フィルターエレメント
１９１４　カウンターバランス用給気浄化用ファン・フィルターユニット
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