
菌とたたかう。空気を変える。
DFS Technology搭載

合同会社 ＬＩＦＥ－ＡＩＤ



日本初
DFS Technology搭載
空間除菌清浄機

菌とたたかう時代へ向けての
「mediAir（メディエアー）」という選択。



ＤＦＳテクノロジー
Intellipureの歴史
細菌戦争対策として米政府と共同開発

1972
細菌戦争を想定し、アメリカ
合衆国軍事補助金によってDFS
Technologyが開発

1993 アメリカ特許取得

2002
アメリカFDA「クラスⅡ分類
医療機器」認定

2005 NASA「新技術革新賞」受賞

2009
25種類の特許を世界40カ国
にて取得

2018
世界50カ国の公的機関や企業で
DFSシステムが採用



DFS Technologyとは
Disinfecting Filtration System フィルター5層構造

VOCプレフィルター
特殊処理された炭素繊維素材。
揮発性化合物及び化学物質を吸着。

クリーナブルプレフィルター
耐久性のあるメッシュ素材。毛や
糸くずなどを捕集。

ハイエナジーグリッド
電気的作用により粒子を帯電させ、0.007μmの
超微粒子を統合し、ろ過効率を向上。

メインフィルター
統合された微粒子を確実に
捕集。さらにハイエナジー
グリッドとの間に電磁フィ
ールドを生成し、ウイルス
や菌を閉じ込め不活化。

VOCポストフィルター
ホルムアルデヒド等のシックハウス
症候群の起因となる揮発性化合物を吸着。



DFS Technologyメカニズム
Disinfecting Filtration System 特許技術
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電気的作用により空気中にある0.007μmの超微粒子を帯電させ、統合。
電磁フィールドの中に捕集し、ウイルスや菌の繁殖・活動を不活化。
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マイクロメートル？
大きさの比較

髪の毛

スギ花粉

ハウス
ダスト

60〜80μm

30μm

PM2.5
2.5μm

細菌
0.5〜1μm

10μm

ウイルス
0.1μm

1μm=1,000分の1mm



ウイルスと細菌の違い？
似て非なるもの

ウイルス 細菌

インフルエンザ ノロ エボラ
SARS MERS HIV 等

人や動物に感染症を
引き起こす微生物

大腸菌 サルモネラ コレラ
赤痢 結核 ブドウ球菌 等

細菌はエサがあれば増殖できるが
ウイルスは細胞の中に入らないと増殖できない

ウイルスは厳密な意味で「生物」ではない



アメリカ軍施設で採用
細菌戦争対策

アメリカ軍施設・政府ビル、
軍事アプリケーションとして利用

今後起こるであろう細菌戦争を目的として
政府軍事補助金にて開発

2005年 NASA「技術革新賞」受賞

2012年 アラブ首長国連邦アブダビ首長国立病院
「シェイク・ハリーファ・メディカル・シティ」と提携

MERS（中東呼吸器症候群）対策に協力



世界中で採用されるDFS System
企業の空調設備インフラに

さらに、FBI内DNA情報保管室・米警察署・消防署・メイヨー
クリニック（全米病院ランキング1位）・中国銀行・中国移動

通信・テキサスインスツルメンツ等で採用



DFSとHEPAの比較
変わらない性能と劣化してゆく性能

DFS HEPA

0.007μm 0.3μm

捕集したウイルス・菌を不活化 捕集したウイルス・菌がフィルター
上で生息

超微粒子を統合するため音が大きく
ならない

集塵するほどフィルターの目が詰ま
り音が大きくなる

2年間メンテナンスフリー※ フィルターの目が詰まるため小まめ
な掃除をしないと性能が著しく低下

HEPAよりも40倍高効率！

※メインフィルター



DFSと次亜塩素酸噴霧機の比較
全てを賄うオールインワンスペック

DFS 次亜塩素酸噴霧機

空気中の花粉、ダニの死骸・糞、ハ
ウスダストなどの微粒子を捕集

花粉、ダニの死骸・糞、ハウスダス
トなどの微粒子は捕集できない

タバコのニオイを消臭 タバコのニオイには効果なし

室内の金属にやさしい 室内の金属が酸化・腐食（サビ）
精密機器に悪影響

2年間メンテナンスフリー※ こまめな掃除が必要

1台で室内空間を清浄 空気清浄機と2台運用が必須

※メインフィルター



イオン発生機他との比較一覧
集めて不活化するDFS

DFS イオン発生機 次亜塩素酸発生機

集塵サイズ 0.007μm※1 0.3μm※1 ☓

花粉・ハウスダスト・
ダニの糞、死骸

◯ ◯ ☓

金属・電子機器への影響 なし なし 金属を腐食

タバコのニオイ ◯ ◯ ☓

効果の範囲 部屋全体※2
吹き出す風が当た
る場所

部屋全体※2

付着菌の除菌 ☓ ☓ ◯

※1：インフルエンザウイルスサイズ 0.1μm
※2：適用床面積に対して



浮遊ウイルス抑制性能試験
一般財団法人 北里環境科学センター

試験機関：一般財団法人北里環境科学センター
試験方法：25㎥試験チャンバー（W3.3×D3.5×H2.2m）内でウイルスを噴霧し、
浮遊ウイルス数の経時変動を測定。



浮遊菌抑制性能試験
一般財団法人 北里環境科学センター

試験機関：一般財団法人北里環境科学センター
試験方法：25㎥試験チャンバー（W3.3×D3.5×H2.2m）内で細菌を噴霧し、
浮遊菌数の経時変動を測定。



集塵性能試験
暮らしの科学研究所株式会社

試験機関：暮らしの科学研究所株式会社
試験方法：30㎥ステンレスチャンバー（内寸W3570×D3360×H2500mm）内でJEM吸煙機を
用いてタバコを燃焼し試験粉塵を発生させ、粉塵濃度の経時変動を測定。



脱臭性能試験
暮らしの科学研究所株式会社

試験機関：暮らしの科学研究所株式会社
試験方法：1㎥アクリルチャンバー（内寸W1000×D1000×H1000mm）内でJEM吸煙機を
用いてタバコを燃焼し試験臭気を発生させ、臭気濃度の経時変動を測定。



近畿大学 薬学部 細胞生物学研究室にて培養室および大部屋実験室にて実施

落下細菌試験データ



近畿大学薬学部細胞生物学研究室薬学博士

益子高 教授

私がmediAirと出会ったのは２年ほど前です。前近畿大学副学長の村岡修先生か
ら比那社長を紹介され、mediAirを研究室に置かせていただきました。
私の専門は抗体医薬品の開発研究で、研究のプロセスで細胞培養が最も重要な
位置を占めます。抗体を分泌するハイブリドーマという細胞を長期間（1ヶ月〜
半年）培養しますが、途中で雑菌が混入すると全てやり直しです。
クリーンベンチというボックスで無菌操作をしますが、クリーンベンチのある
培養室の環境も、実験に影響します。
medAir導入後は、それまで失敗を繰り返していた学生の培養も順調で、その性
能を実感しました。
また、花粉症の学生が研究室に入ると、くしゃみが止まり、
目のかゆみがなくなることも経験し、mediAirは雑菌だけで
なくアレルゲンの除去にも効果的です。

近畿大学・薬学部・細胞生物学研究室 益子 高



空間粒子カウンター
空気汚染濃度測定器

0.5μm以上の
粒子の数

2.5μm以上の
粒子の数

約0.01立方フィート（1辺約6.7cm
の立方体に相当）内の

粒子の数を測定

3000+         ：VERY POOR
1050〜3000：POOR
300〜1050  ：FAIR
150〜300    ：GOOD
75〜150      ：VERY GOOD
0〜75          ：EXCELLENT



動物病院トパーズ犬猫クリニック
森のような空気に変化！

使用前数値
0.5μm=1,895
2.5μm=95

24時間後数値
0.5μm=55
2.5μm=18

臭いが気になるため、待合スペースには空気清浄機を置いていましたが、雄犬の
マーキングや皮膚病の子が来院すると、どうしても臭いがこもってしまい、他の
患者さんに嫌な顔をされることがあり、困っていました。
それが設置後「1900」近くあった数値が、少ない時で「12」まで減りびっくり！
動物病院特有の臭いが消え、妻には「まるで森のようだ」と言われました。



化粧品メーカー倉庫
カビ臭いニオイが消えた！

使用前数値
0.5μm=3,853
2.5μm=17

23時間後数値
0.5μm=126
2.5μm=8

地下の倉庫のため、通気性が悪く、
カビ臭くて、入るだけで喉がイガイ
ガする場所で、廃棄置き場にしか使
い物にならなかったスペースが、清
浄化され、有効利用できるようにな
りました。



製品仕様
空間除菌清浄機「mediAir」

■本体寸法：W270×D340×H770mm

■本体重量：12.25kg

■消費電力：5W〜95W

■電気代：約3円／日

※電力単価1kWh=27円目安 消費電力5w静音24時間運転にて計算

■運転音：18dB〜59dB（ターボ設定）

■適用床面積：36畳（19.86坪・65.66m2）

■風量：9段階調整

■モーター：ブラシレスECモーター

■生産国：アメリカ


