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2. 技術紹介

 技術概要

●技術開発の背景

· 空気浄化フィルター

微細なほこりを除去する従来のエアフィルターHEPA（High Efficiency Particulate Air Filter）の重要な問題を克

服する技術の必要性。

HEPAの問題点

1）洗浄が不可能でFilter内の危険な微生物が生息し、増殖される環境が造成され、細菌などの感染症に弱い。

2）使用後には廃棄が必要なので、新しい汚染を引き起こせる。

· バイオフィルター

がんによる死亡原因は、血液を通してがん細胞の二次転移による死亡がほとんどである。現在発症の位置でのが

んの治療方法は多く発展しており、治療が可能であるが、血液中に移動するがん細胞の除去技術は、不十分な

現実であり、がんの除去は、人類のがん征服が必須である。本研究では、このような血液内のがん細胞を除去する

技術を開発することである。



2. 技術紹介

 技術概要

●技術の重要性

· 空気浄化フィルター

環境汚染の原因である空気内PM2.5の効率的除去だけでなく、耐熱・耐食材料を用いたエアフィルターの開発で

PM2.5の発生原因となる部分から遮断することができる方法の開発が台頭された。これを削除する時、別の公害を発生

させない新技術が必要。

· バイオフィルター

血液内のがん細胞を容易に分析することができると同時に、血液内のがん細胞を除去することができる技術を確保する

場合、現在、世界で最も多い病気の死亡原因であるがんの征服を成し遂げることができる。また大きな費用負担なしに

診断/治療が可能な手術方式の開発は非常に重要である。

● 技術の動向

· 空気浄化フィルター

HEPA前段にプラズマなどの微生物除去機器等の設置、またはSilver nano particleなどを利用する技術が紹介された

· バイオフィルター

現在診断用のために遠心分離装置と及び様々なprecursorを通じた吸着診断方式が研究されている。



2. 技術紹介

 技術特徴

 事業的特徴

- 世界初polymer filmの大面積マイクロ加工技術。
- 単純な表面への加工技術ではなく、filmを貫通させる技術。
- 耐食性と洗浄が可能polymerの特徴をそのまま利用できる技術。
- 半導体技術photo lithographyと継いだ技術で微細均一工程が可能。
- 環境に優しい触覚工程で、工程の副産物の発生がない。

- 既存polymer加工の場合water jet laserを使用。小さな面積を一つ一つ加工して高コストがかかるが
本技術は、大面積をいっぺんに触覚して、コスト的に優れた技術である。

- エアフィルターの場合無数の市場性が保証される。
- がん細胞フィルタ-の場合、医学界に宿願実験であり過程からの売上高が予想される。
- Polymerの特徴を利用して、事業的拡張性が非常に広い。
- 環境にやさしい技術で公害誘発がない工程。
- 製造された製品もリサイクルが可能で、環境にやさしい製品。
- ポリマー触覚装置およびプロセスを独自に開発して、セキュリティとコストの削減。



2. 技術紹介

既存技術との比較

区分 当社技術の優位性 Water jet laser

費用 - 大面積加工が可能 - 小面積、高費用

精密度 - Lithography と連動 (Nano 可能) - 現在 30 mが限界

均一度 - 90 % 以上
- 均一度確保のための装置が必要

(高いコスト)

技術の壁 - 装置、工程すべて当社のみ保有 - Laser 装置メーカー/stageメーカーに依存

Photo
Resist

イオン



2.技術紹介

技術適用範囲及び応用分野

1) 空気浄化フィルター
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Flexible film Homogeneous micro sized hole Electrostatic  force

Heat resistant + 
Corrosion resistant + 

Washable



2.技術紹介

技術適用範囲及び応用分野

1) 空気浄化フィルター
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Air flow fan

Filter 15 m

Most dusts can be captured by the polymer air filter
which has high electrostatic force.

Film filter



2.技術紹介

技術適用範囲及び応用分野

1) 空気浄化フィルター

10

Closed chamber

0

100

200

300

400

500

600

0 200 400 600 800

m
ic

ro
 g

ra
m

/,
3

Time (min)

Micro Dust
(No Air filter)

Micro Dust
(Air filter)

Without Air filtering system:
Maintain serious state (over 500)
Upto 6 hours

Air measurement system

Film air filter

Air polluted by mosquito repellent incense 

0

100

200

300

400

500

600

0 5 10 15 20 25

m
ic

ro
 g

ra
m

/,
3

Time (min)

Micro Dust
(No Air filter)

Micro Dust
(Air filter)

Optimal state

With Air filtering system:
Reach clean state 
after 20 min.



2.技術紹介

技術適用範囲及び応用分野

1) 空気浄化フィルター

Flow rate: 100m3/hour

Particle size (m) Initial fractional efficiency (%)

0.3~0.5 27.9

0.5~1.0 45.2

1.0~3.0 55.3

3.0~5.0 64.6

5.0~10.0 78.2

Just one film filter can cover all sizes of dusts!

The region where 
only our filter can 
cover !

15 m hole catch 
300 nm dusts by 
electrostatic force
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2.技術紹介

技術適用範囲及び応用分野

2) バイオフィルター

University of Oklahoma Medical

http://www.biologyreference.com/Oc-Ph/Oncogenes-and-Cancer-Cells.html
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血液内がん細胞を選択的に除去

がん細胞の転移



2.技術紹介

技術適用範囲及び応用分野

2) バイオフィルター
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Circulating Tumor Cell (Cancer Cell)



2.技術紹介

技術適用範囲及び応用分野

2) バイオフィルター
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http://www.nexcelom.com/landing/NCI-60-cell-table.php

Under 4%

15 m



3.市場現況及び見込み

 韓国市場現況及び見込み 社会経済的費用（単位：₩）

５大死亡原因順位（単位：名/１０万名）

がん

心臓病

糖尿病

自殺

脳血管病

がん 自殺 脳血管病 心臓病 糖尿病

資料：健康保険政策研究院

年度別国内空気清浄機市場
規模及び販売量

市場規模（ウォン）
販売量（台）

１兆

６，０００億

4，０００億

３，０００億

４０万

7０万

9０万

115万

韓国の空気清浄機の輸出規模及び主な輸出国

■中国■アメリカ■タイ■その他
（千ドル）

資料：関税庁、ハナ大投証券

１位



3.市場現状及び見込み

 国内外での製品販売実績 (契約含む)

取引先 内容 契約日

サンヨン自動車

1次ベンダー
車両用エアフィルター 2017.12.18



3.市場現況及び見込み

 売上高現況

NO 製品名 取引先 契約日 金額

1 sn 工程 recipe用 ソウル科学技術大学 2016-03 1,188,000

2
プラズマクリーナーパー

ワー
韓国産業技術大学

産学協力団
2016-06 23,650,000 

3 sample for dry etching ハビゾン 2017-03 1,182,500

4 プラズマエッチング機器 インドク大学 2017-06 24,310,000



4.権利獲得現況

国内特許登録現況

番号 出願状態 特許番号 登録日 特許名

1 登録
10-1800321-

00-00
2017-11-16 乾式エッチング装置

2 出願
10-2016-
0137827

2016-10-21
乾式エッチング装置

及びその制御方法

3 出願
10-2016-
0047035

2016-04-18
乾式エッチング装置

の制御方法



4.権利獲得現況

ノウハウ及びその他保有技術現況

1.公式認定

2017.02.15韓国ベンチャーキャピタル協会ベンチャー企業認定

2017.10.26韓国産業技術振興協会、企業付設研究所認定

2.受賞履歴

2012.04.26 金属材料学会最優秀論文選定

（Resistive Switching Property of Copper Sulfide and its Dependence on Electrode）

2013サムスン電子金工（1.1μm2世代ピクセル開発）



5.マーケティング目標

技術移転、投資誘致、輸出、共同研究、代理店など

• 製品1: 空気浄化フィルター

•1. フィルターの流通及び日本総代理店支社の設立 ( 2018年 6月以内 )

•2. 必要に応じて合作会社設立可能 (2018年 6月以内 )

•3. 東南アジア進出のために認証手続きを行う

•製品2: バイオフィルター ( blood cancer filter )

•共同研究及び関連研究協議会を 2018年 8月以内までに完成する予定

•

•1. がん関連研究機関との共同課題または共同研究を行う

•2. 日本の大学との共同研究

•3. 共同研究所または合作会社の設立



5.マーケティング目標

 予想需要先

1．空気浄化フィルター
- 製品の応用度が多いため需要先に関する制限なし。

２．バイオフィルター( blood cancer filter )

- 日本の大学との共同研究


