
第35回空気清浄とｺﾝﾀﾐﾈｰｼｮﾝｺﾝﾄﾛｰﾙ研究大会（早稲田大学国際会議場2018.04.24）pp. 38-41 

 

孤立・閉鎖系高清浄環境クリーンユニットシステムプラットフォーム 
 

Clean unit system platform (CUSP) based upon 100% feed-back closed-system 
 

○石橋 晃 (北海道大学)*1、野口伸守（㈱石橋建築事務所)*2、 

     江藤月生(近代設備設計事務所)*3、松田順治(飛栄建設㈱)*4、 

大橋美久(シーズテック㈱)*5 

 

Abstract 
Clean unit system platform (CUSP), having fan-filter-unit (FFU) with 100% feedback and Gas Exchange Unit (GEU) 

consisting of multi-stacked Gas Exchange Membranes (GEMs), is shown theoretically and experimentally to be 

versatile in reducing airborne particles[dusts and microbes]-density with controlling gas-molecule 

concentrations in any closed space based upon scaling rules. The gas-molecule concentration control is achieved 

by diffusion of molecules through GEM when concentration gradient exists across the GEM in marked contrast 

to conventional systems in which the concentration control is done by ventilation. Providing us with personal 

clean environment (PCe), the CUSP in its full line-up would be the clean space for all of us. 
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１ 序論 

 現代文明の進歩に伴い、人間活動に対して地球の有限

性が無視し得なくなり、社会の「持続性」が大きな課題

となっている。そうした背景にあって、人間の活動を、

生産活動等の「動脈」部分から、その結果生じる副産物

を処理する「静脈」部分まで、包括的に一体として対処

できる環境産業基盤造りが重要である。そして、そのサ

ステナビリティのためには、その維持コストを極力下げ

ることが強く要請される。人類は現在、コンピュータ技

術の発展に伴い、情報処理・通信環境に関しては、有史

以来かつて無い高度で便利な環境を実現し、いわば脳に

とっては刺激的かつ申し分のない良好な場を実現して

いると言えようが、反面、体に相応しい環境としては、

汚染物質の増加や空気中の塵埃（PM2.5）1)、さらには放

射性同位元素を含む塵埃の可能性等、必ずしも良好な環

境とは言い難い。２１世紀に入り、環境の重要性が益々

高まる中、かつて計算機の世界で大型コンピューター

（メインフレーム）の恩恵に与れない人々へ、”Computer 

for the rest of us”を掲げてパーソナルコンピュータ

が齎されたが、この“クリーン環境版”として、大規 

模クリーンルーム 2)というもう一つのメインフレームの

恩 恵 に 与 れ な い 個 々 の 人 々 に Personal Clean 

environment(PCe)を提供していくことが待望される。コ

ンスーマーの世界にクリーンスペースをもたらすこと

は、”Clean space for all of us”であり、その潜在普

及規模はグローバルなものとなる。現時点で、確かに空

気清浄機等の市場導入はなされているものの、定量性を

伴ったクリーン環境の家庭住環境への導入は、未達の状

態である。家庭環境、医療環境、教育環境として、室内

において注目する各気体分子濃度を適正に制御しつつ、

高清浄環境を低導入・維持コストにて実現することは必

須で、上記の強い要請の方向性とも合致する。 

 

２ 室内ガス分子濃度制御性を有する高清浄環境の構築  

  室内生活における体に優しい環境を、上述の現状認識

及び将来展望に則り、如何にして実現するか考える。体

に優しいとは、活動空間即ち室内において空気質(IAQ)

が良好であること捉えられる。即ち、1)室内空気に含ま

れる塵埃・菌の数が少なく、2)注目する種々の気体分子

濃度が生体の維持・活動に際して適正な範囲内に制御さ

れている状態である。このような部屋空間の例として以

下に示すような２つが挙げられよう。図１a は在来型の

クリーンルームあるいはクリーンブースである。送風能

力のあるファンと 塵埃除去フィルタの結合した系であ
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Fig. 1. (a) Conventional clean system and (b) 

Clean Unit System Platform (CUSP).Oxygen is 

assumed to be consumed with rate B.  
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るファンフィルターユニット（FFU）は、外界と室内（ク

リーン空間）の界面に位置する。外気を取りこみ、これ

を濾過して得られる清浄空気を室内に送りこむことに

より室内の塵埃や菌の濃度を薄めつつ、この空気を室外

に排出することで、室内の浮遊塵埃・菌が減少する。こ

のシステムでは、FFU で濾過・導入した外気もろとも室

外に排出する結果として室内が清浄化するのであり、室

内の塵埃を当該 FFUで除去することのないパッシブな清

浄化機構といえるであろう。このやり方では、室内の清

浄化後も、FFU は依然として同じレートで目詰まりをし

続ける（当該 FFUにとっては過酷な状況が続き、必然的

に維持コストが高まり、序に述べた要請とは相容れな

い）。また外部と内部の間で正味の気体のマスのやり取

りがある解放系であり、室内は相対的に陽圧で室内塵

埃・菌が排出される外界にとっては”いい迷惑”である。 

ダスト密度を n 、クリーン空間（室内）の体積を V 、

その内表面積を S、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、クリーン空間の設置環境であ

る外界(即ち外気)のダスト密度を No、FFUの風量を F,γ

を当該フィルターのダスト捕集率とすると、ダスト微粒

子密度 n は（空間 V内の空気が十分良くかき回されるこ

とで）場所依存性が無いと近似され、その時間変化は 
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で与えられる。第一項は内在物表面から発生する塵埃に

よる増分、第２項は、その時点の塵埃数密度の内気が風

量 Fで排出されることによる減少分、第３項はこのシス

テムが解放系である故、排気風量 Fと同量の塵埃数密度

No の外気が流入しようとする[のをフィルターでろ過す

ることで、その内の（1-γ）分のみが流入する]ことに

伴う増分である。式１の解は、 
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で与えられる(t＝0 で、n(t)=No との境界条件を取った)。

図１a に示すような従来の系では、十分時間がった後で

も（上式の第 1, 2 項が残り）外界の清浄度 Noに依存し

続けるが、γが１に近い高級なフィルター（ HEPA, 

ULPA）を用いれば、その影響を下げ得る。但し、フィル

ターの目が細かいほど、目詰まりに注意する必要がある。 

そこで我々は、図 1b に示す Clean Unit System 

Platform (CUSP)3)を提案する。用いる FFUの吐出エアの

全量をその給気側へ戻す 100％循環システムを構成し、

内外でマスとしての空気のやり取りのない孤立・閉鎖系

を構成している。この系では FFUは外界と隔絶して存在

することも図１a の系と大きく異なる。また室内の塵埃

を FFUで直接取りに行って清浄化を達成するアクティブ

なシステムであり、図 1a の在来系と好対照をなす。そ

の孤立・閉鎖性により、CUSP系で使用する FFUは室内が

清浄化した後は、無負荷運転に近い状態となり、フィル

ターの目詰まりはほぼゼロとなる。また、FFU から気体

を吐出する陽圧の部分は、その全量を当該 FFUの給気側

で吸引する陰圧の部分で相殺するので、室内と外界は基

本的に等圧となっている。従って、このシステムは、（後

に述べるガス交換膜を介して室内と外界が接している

場合でも）外部と内部の間を跨ぐ風流はゼロであり、上

述のとおり、室内外間で気体のマスとしてのやり取りに

関しては孤立・閉鎖系を構成する（但し後述の通り、気

体の分子に対しては、室内外間でそのやりとりを許す）。 

この系では、ダスト微粒子密度 n の時間変化は、 
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で与えられる。第一項、第２項は、図１a（即ち式１)の

場合と同様である。第３項はこのシステムが閉鎖系であ

るために、式１の Noが、その時点の内部塵埃密度 n(t)で

置き替わる。式２は、t＝0で n(t)=Noとの境界条件の下、 
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を解として持つ。清浄到達時間に関し、V/F によるスケ

ーリングが成り立つことが分かる。これにより図 2a～h

に示すように、小から大まで寸法にして２桁に亘り、

CUSPのフルラインアップが既に実用化されている。 

CUSP系では、十分時間が経ち、定常状態になると（第

2項はゼロとなり）、到達ダスト密度 nは 

F

S
n
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となる。図１bの CUSP系では、清浄度を支配するパラメ

ータが従来のクリーンルーム・ブース（図１a）とは全

く異なる。式 1の解が示す通り、従来のクリーンルーム

で重要となってくる要素はフィルターの粒子捕集効率

γであり，勿論これが１に限りなく近い方が良い。この

ために，高額な ULPA や HEPA フィルターが使われるが，

このフィルターシステムの片側は、常に外気に接してい

るために、（プレフィルターを併用しても）メインフィ

ルターは１～２年程度で取り替えられている。他方，図

1b の CUSP 系では，フィルターの粒子捕集効率γは支配

的ではない（例えばγ～0.9 でも、式 4 から分かるよう

に、n は ULPA使用時に比べ高々11％しか増加しない）。 

更に清浄度に加え、この体積Ｖをもつ居住空間（室内）

におけて注目する気体分子濃度を適切に制御する必要

がある。図 1aの在来型では、FFUを通して流入する風量

 

Fig.2. Full CUSP line-up, a) personal iBox, b) 

hand-carry mobile CUSP, c) CUSP for dental 

processing, d) Super clean CUSP [ISO class minus 1], 

e) CUSP with main chamber and pre-chamber (L-CUSP), 

f) Tent-like CUSP, g) CUSP for training (Tr-CUSP), h) 

a whole building equipped with CUSP. 
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Ｆの外気にて自動的に換気がなされる。その際、室内の

空気は十分良くかき回され、室内に存在する各ガス分子

濃度は十分早く均一化するものとする（これにより部屋

内部でのガス分子の空間座標依存性を無視することが

できる）。この部屋で、図 1a に示すように酸素消費量

B(m3/s)の活動（例えば燃焼、或いは呼吸）がなされてい

るとすると、時刻 t における部屋内部の酸素濃度をη(t)、

外界の酸素濃度（及び室内酸素濃度の初期値）をηoとし

て、時刻 t＋δt における酸素の体積Ｖη(t＋δt) は、 

   tFttFtBtVttV o  )()()(    (5) 

と記すことができる。第 1項は時刻ｔにおける酸素体積、

第 2項は、時間間隔（t, t＋δt）における上記酸素消費に

伴う酸素体積の減少、第 3項はその間に風量 F の換気を

通じて外界の酸素濃度ηo の空気が入ってくることによ

る酸素体積の増加、第 4項は（上述の風量 F の外気給気

に伴い）同量の酸素濃度η(t)の内気が排出されることに

よる酸素体積の減少を示す。右辺第一項を左辺に移項し

て両辺をδt で除することにより、微分方程式 
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を得る。時刻 t=0 で室内の酸素濃度はηoであるから、式

6の解は、 
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と求まる。十分時間がたつと系は定常状態に達し、式 7

の指数関数部がゼロになる（或は式 6の左辺がゼロとな

る）ことから求まり、内部の酸素濃度は一定値 

F

B
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に収束する。 

他方、CUSP系においては、内外等圧の孤立閉鎖系で

あることから、上述の通り，内外の気体のマスとしての

遣り取りがない。即ち、室内に流れ込む風量（＝外界へ

流れ出る風量）Ｆはゼロである。その代わり、図 1b の

ように、内外境界面の一部にガス交換能力を有する膜

（Gas Exchange Membrane: GEM）より成る隔壁を形成す

る。この膜の面積をＡ，厚みをＬ，この膜を通過する気

体分子の拡散定数をＤとする。図 1b の室内において、

単位時間あたりＢ[m3/s]にて酸素が消費されるとすると、

アボガドロ数をＮA 、系の置かれた圧力（～１気圧）に

おける１モルあたりの気体体積をＣ、上記隔壁（GEM）

の面積をＡ、GEM を通して室内に入ってくる酸素のフラ

ックスをｊとして、時刻 t＋δt における酸素の体積 は、

時刻 t における酸素体積 Vη(t) を使って 
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で与えられる（ここでも[例えば 100％循環フィードバッ

クを構成する FFUが発生させる空気流 F等により、室内

の空気は良くかき回され、内気に含まれるガス分子濃度

は十分早く均一化することから]室内の各種ガス分子濃

度の空間座標依存性を良い近似で無視することができ

ることを用いた）。右辺第 3 項は、上記ガス交換膜の両

側（即ち室内と外界との間）での酸素濃度差（濃度勾配）

の為に流入する酸素の体積である。式 9におけるフラッ

クスｊは、ガス交換膜を挟んだ濃度勾配に比例し、 

 Dj           (10)                                       

で与えられる（ここでφは包囲体の内部の単位体積当た

りの注目する気体[ここでは酸素の]分子数、Ｄはガス交

換膜中の当該気体分子の拡散定数で、∇は GEMに垂直な

方向の微分演算子である）。ガス交換膜の厚みは極めて

薄く、部屋の寸法に比べ３桁以上小さいので、式 10 に

おける微分は、良い近似で差分にて置き換えることがで

き、式 10は、 
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と書き換えられる。ηo は外界の酸素濃度であり、通常

20.9％程度である。式 11より、微分方程式 

L

t
ADB

dt

td
V o ))(()(  

              (12) 

が導かれる。式 12の厳密解は、η(0)= ηoより  
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と求まる。十分時間がたった後の気体分子濃度は 

ADBLt o  )(                (14) 

となる。 

 ここで式７と式 13(或は、式 8と式 14)を比べると、 

          LADF                (15) 

と同定することで、風量Ｆにて換気した時と同様に、部

屋内部の注目するガス分子濃度を定量的に制御するこ

とができることが解る。即ち、一般に室内の空気質を良

好に保つには、一つには、直接的に風量Ｆで換気して、

上記の式 5～式 8 に従って、室内の気体分子濃度を制御

することが挙げられるが、もう一つ別の方法として、式

9～式 14に従って、部屋と外界を隔てるガス交換膜の両

側の気体分子濃度差（濃度勾配）に伴う分子拡散を通じ

て部屋内部の注目するガス分子濃度を制御することが

可能である。従来の風量Ｆの外気導入による室内ガス分

子濃度制御（風流換気）が”全血献血”に相当するとこ

ろ、GEM付き CUSP系における濃度勾配に伴う拡散による

室内ガス分子濃度制御（拡散換気）は、”成分献血”に

相当すると考えると理解しやすい（内外に存在して中立

な N2分子を動かすことが無い分、拡散換気は風流換気よ

りエネルギー効率を高め得、序に述べた要請を満たしや

すいと期待される）。次元解析を行うと風量Ｆは[m３/s]

の次元を持つが、 式 15 の右辺は、次元[(m２・m２/s)/ 

m]=[ m３/s]であり、まさに風量の次元をもつことから、

風流換気と拡散換気の等価性が裏付けられる。GEM とし

ては障子紙も利用可能である 4）。こうして平安時代より

存在する日本古来の障子の有効性が、厳密な定量性を以

って普遍的な世界標準にて理解される。拡散換気に際し

ては、 GEMを多数枚集積して、各膜面の両側を内気と外

気が層状に流れるようにした一体物（Gas Exchange 

Unit : GEU）を用いることも有効である。機密性の高い

部屋等の閉空間内部への必要なガス成分（例えば酸素）

の外界からの供給、あるいは、或る閉空間内部からの不

必要ガス成分(例えば二酸化炭素やホルムアルデヒド等

分子)の外界への排出が可能である。 

今注目する気体の例として酸素を考えてみる。安心

安全に居住するために許容できる最低限の酸素濃度を
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ηとすると、常にη(t)≧ηであることが必要で、 

  ADBLt o)(  
が成り立つ。これは、酸素体積の初期値を Voとすると部

屋の体積 Vを用いて、Vo =ηoVと書けるので 
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と表すことができる。右辺は、無換気の場合に燃焼レー

トから決まるタイムリミットであり、左辺は部屋のジオ

メトリーだけで決まる分子 V/A を、GEM の性質だけで決

まる分母 D/Lで除した時間次元を持つ量であるが、この

(V/A)/(D/L)を上記リミットより小さく設定すべしとい

う指針が得られる。有用なスケーリング則がガス分子濃

度制御においても、CUSP 系で成立することが示された。 

 

３ CUSP及び GEU(或いは GEM)の応用展開 

  障子紙よりなるトータル面積約 2 m2の GEMを有する

GEUを内包した図 2gに示す CUSPシステム（体積約2.6 m3）

を用いて、清浄度度測定実験を行った結果が図 3a であ

る。市販の空気清浄機を用い、その中性能フィルターに

図 3a 内挿図に示す金属筐体(厚み＞γ線飛程)を装着し

て放射線含有塵埃対応能力を与えた FFU とすると、式 4

が教える通り、約 20分で US209D クラス 100の清浄度が

得られることが示された。原子力・放射線施設における

非常時対応・シェルター用としても展開が可能である。 

次にこの CUSP において、ろうそくを燃焼した際の

酸素濃度および二酸化炭素濃度の時間変化を測定し、ま

ず当該 GEUにおける酸素分子、二酸化炭素分子の実効拡

散定数を各々約 1.1×10-7[m2]/s]、約 0.94×10-7[m2]/s]

と求めた。二酸化炭素の回復の方が酸素のそれよりやや

小さいのは、室温の熱エネルギーkTで分子が運動する速

さが、二酸化炭素分子の方が小さいことを反映している

と考えられる。以上の結果をもとに、図 2gに示す Tr-CUSP

の中で、被験者が高速歩行運動した時の酸素濃度および

二酸化炭素濃度の時間変化をプロットしたものを図 3b

に示す。運動中の二酸化炭素濃度の変化量と酸素濃度の

変化量との比は(9200-1600)ppm/(20.9-19.8%)～0.7 で

あり、脂質を代謝した際の呼吸商に一致していることが

分かる。当該 GEUのガス交換能力は、上記の拡散定数の

実測値から分かっているので、測定される二酸化炭素濃

度から、糖質系の燃焼或いは脂質系の燃焼であるか等、

消費カロリー量を、運動負荷の関数として非接触・非侵

襲で、且つ呼吸器による有酸素運動時の浮遊塵埃取り込

みをほぼゼロに抑えながら被験者毎に算出することの

できる究極のエアロビクスの可能性が実証された。 

 また一般に、日常生活において遵守すべき二酸化炭素

濃度を与えるいくつかの基準がある。建築物環境衛生管

理基準では 1000ppm以下、学校環境衛生基準では 1500ppm

以下であることが望ましいとされるが、例えば学校の実

際の教室で状況によって 2500～3000ppm 超になった際、

居眠りが増えたり、計算力が落ちることが報告されてい

る 5)。衛生的な限界値は、5000ppm 程とされている。上

記の値を参照して GEUを設計し活用することで、将来的

には気密性が高いながらも昼食後の授業でも余り眠く

ならない高機能教室設計も可能となると期待される。 

 

４ 結論と展望 

マスとしての空気のやり取りを外界と行わない孤

立・閉鎖系である CUSP は、高性能のクリーン環境とし

て一旦内部で清浄化が成立すれば、以降 FFUがほぼ無負

荷運転となる低維持コストシステムであり、未来社会の

要請に応えることができると期待される。室内のガス分

子濃度制御についても、在来システムが風流 Fによる換

気を行うのに対し、CUSP 系では、面積 A、厚み L，拡散

定数 Dのガス交換膜を通して、内外で濃度勾配が生じた

際のみ、当該ガス分子の拡散により実行する。またこの

２つの独立なガス分濃度制御方法について、内気が十分

良くかき回されている場合には、定量的な対応原理 F 

=AD/L によりシステム設計できることを示した。クリー

ン環境についても、かつてコンピュータの世界で起こっ

たようにメインフレームがもたらしてきた恩恵をパー

ソナルに享受できるようになる。特に、PM2.5、花粉や

排気ガス由来の粉塵を低減することができる。マンショ

ンや戸建ての部屋において空気中を漂うハウスダスト

の低減を、障子様の日本に馴染んだ室内景観を維持しな

がら、実現できる。CUSPの孤立・閉鎖性を生かして、原

子力・放射線施設における非常時対応用としても展開が

期待される。 
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Fig. 3.  a) Cleanliness and b) Gas concentration control in 

Tr-CUSP. The inset in a) is FFU with metal sheath for dusts 

with radioactivity.  


