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 技術紹介 

❑ 技術概要 

•  空気中浮遊ウイルス及びばい菌を殺菌し、有害物質を除去して、コロナ時代の空気感染からの拡散を阻

止するに役立つように、空気滅菌技術の開発を推進する。 

 

•  強力及び安定した低温プラズマ放電特許技術が適用されている。 

 プラズマ殺菌方法は、医療用に使用される技術で迅速かつ完全な殺菌が行われる。オゾン（O₃）が発

生するおそれがあり、これまでは民間分野で適用されなかったが、本技術は、プラズマが放電されたと

きに発生するオゾンを殺菌内で完全に除去して、安全性を高めた技術で人にやさしい多量のクラスタマ

イナスイオン（Cluster Ion）を放出する。 

  

•具体的には、低温プラズマ技術を基に設計されたMSPT（Multi Streamer Plasma Technology）は、空
気との接触面積を広げても多数のcell内ストリーマ放電が均一に生成されるように設計されたことが特徴
である。 

 多数のcell内ストリーマプラズマが形成されるときに先端の電子速度が光速に迫るほどのエネルギーの
大きい電子が空間に放出され、有害物質及び空気と衝突して活性種を生成させる。また電子と活性種（
OH radical 、O3など）が形成され、二重に有害物質と反応され劇的に除去効率を高めた新技術であり、
他のプラズマ技術（ARC Plasma、DBD Plasma）と比べて単位エネルギー当たり除去効率が優れている
。 

 

 

 



 技術紹介 

❑ 技術特徴 

•  既存浄化装置は、ほこりを除去するフィルタと悪臭を吸着する活性炭などを組み合わせたものがほとん

どであり、プラズマを利用した装置もまた、反応区間と浄化区間が離隔で清浄効率が低下するものが多

かった。このような装置は、プラズマの長所であるラジカルの利用が難しく清浄効率が落ちる欠点があ

る。 

 

•  図1(次のページ）の空気殺菌機の内部の構造図を見ると、大きく2、3は、電気エネルギーを利用した有

害物質（ウイルス、細菌、ほこりを含む）を除去する区間であり4、5はオゾンを分解する区間、6、 7は

微量の残留臭気物質やオゾンを分解し、脱臭物質を生成して完全に清浄させる区間に分けられている。 

 

•  特に2段階のプラズマ反応機を見ると、83個のセル（格子）内に 

それぞれ4つの針極を有する放電極が装着され332個の針極から発生される 

ストリーマプラズマがセル内の流動場に蜘蛛の巣のように形成されて 

有害物質との接触を最大化させ、高速流でセル内部を通過する 

有害物質の接触面積を高め清浄効率を極大化させる技術である。 
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 技術紹介 

❑ 技術特徴 

[ 図 1 ] 

BLDC FAN（またはBlower） 

-強力な吸引力で室内の空気を吸入 

 

UVCモジュール 

 －微量の残留オゾンを最終的に光分解してオゾンを完全に削除 

 

Activated caarbon（活性炭） 

 －微量の臭い物質の吸着除去 

 

Ozone decomposition catalysts 

 －プラズマ生成時に形成されたオゾンを分解 

 

 

Alumina（水分除去） 

 －moisture 

 

 

 

plasma Ion collector 

 －微細粒子状の物質除、去洗浄するだけで最適な状態を維持 

 

 

plasma reactor using MSPT 

 －強力なストリーマープラズマを生成 

 

 

Demister（Pre-filter対応） 

 －初期汚れの除去と空気渦防止 



  技術紹介 

❑既存技術との比較 

区分 

当社技術の優位性 

MSPT(Multi Streamer Plasma 
Technology) 

既存技術 

DBD(Dielectric Barrier 
Discharge) or ARC Plasma 

処理面積 

(殺菌力) 

空気と触れる表面積が広いため 

単位面積当たりの大容量の流量処理に優れ
ている。（殺菌幾の内部に吸入される空気
が直ちに殺菌されて殺菌効果が高い） 

空気との接触面積が少ないため、大容量の
流量処理が困難（清浄機内で表面殺菌され
て殺菌力が落ち、かなり時間がかかる） 

 

拡張性 
モジュール式で拡張性及び色々なところへ
の適用性が優秀 

拡張性の制限 

連続可動性 連続稼動が可能 
熱によるプラズマソースの破損問題で連続
稼動が困難 

オゾン発生 オゾンを完全に制御 大量のオゾン発生の恐れ 



 技術紹介 

❑既存技術との比較 

区分 AHA (Multi Streamer Plasma Technology) Sharp (Plasma Cluster Ion) 

  

プラズマ方式 

 8.5KV, 1~2mA, 20Wを使用した True Plasma  

 Streamer 型 

 1W未満の電力で Plasmaの 放電効果の期待が難しい 

  (=プラズマによる殺菌効果の期待が困難)  

  

有害物質の除去方
法 

 電子が光速で衝突して分解 (Kineticエネルギー) 

 電子の +/-を放射して有害物質に付けた後 +と-が合わせ
て水に分解され有害物質がなくなるとの仮設 

  

 ほこり除去方式 
ほこりのイオン化を通じた削除方法で0.01umまで 

 PM2.5の除去が可能 
 HEPA Filter に依存 

 メンテナンス 
プラズマイオンコレクタを水で洗うだけで簡単（
Sliding方法で作業が容易、costが かからない） 

 Totally replacement 

効率性 
瞬間殺菌力が優れている。空気が通じる製品内の
プラズマリアクタの面積に通過した瞬間直ちにに

殺菌される。 

 瞬間殺菌力が良くない 

 殺菌力  Outstanding 
 Poor  

 (殺菌幾より HEPA filterによる単純な空気清浄機) 

 オゾン 

プラズマを活用するため、必然的にオゾンが発生
するが、発生されたオゾンをUVC / UVAなど、製
品内部で 完全に消滅させ、0.05ppmで管理可能（
WHO基準を満たしている） 

プラズマと主張するが、オゾンが発生しないため、プラ
ズマ方式と言えない。オゾンが発生していないとの主張
は根拠がない。そのため初期と違ってplasma cluster ion

からplasmaという単語を削除している。 



 技術紹介 

❑技術適用範囲及び応用分野 

• 殺菌力が強いため防疫ネットワークづくりが可能 

• ペット人口の増加に伴う脱臭市場への先取り  

•  PM2.5除去ソリューションの提供 

•  悪臭防止ソリューションを提供  

•  モジュール型で容量及び分野別の適用が容易  

•   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

製品イメー
ジ 



 市場現況及び見込み 

❑ 日本市場現況及び見込み 

•  2020年、日本の清浄機市場規模はUS $ 867M（約9千8百億ウォン）であり、年平均6.6％成長し、2028年には

US $ 1,450 M（約1兆6000億ウォン）の市場を形成すると予想される。 

 
  - Application (市場)別区分を見ると、一般家庭よりcommercial sectorが8.7％の年平均成長及び最も高い割合を
占めている。 

  空気滅菌機も初期価格と公共性を検討しCommercial sectorの発掘が市場拡大及び発展に非常に重要な影響要
因になると予想される。  

 

 

 

 

 

 

 

 
  空気清浄機の主要メーカーはSharpとパナソニック、ダイキン工業であり、流通構造は、ネットショッピング
の割合が最近5年間で増加しているが、まだ店舗ベースの販売が78％（2019年）の割合を占めている。その中
ビッグカメラ、ヨドバシカメラなどの電子機器専門店の割合が70％である。しかし、日本メーカーに対する選
好度（1〜9位、Euromonitor調査）で、海外ブランドは低い。 

 
 B2B取引も約13.5％の割合で維持されており、韓国の場合収入金額が2019年8千万ドル（8.5％の割合）で、前
年比10.9％の成長率を見せている。 

[ 参考 : Grand View Research,  2021. 3月 ] 



 市場現状及び見込み 

❑ 国内外での製品販売実績 (契約含む) 

現在開発完了及び量産段階で、主な国内及び海外の取引先にSampleを供給されビジネス協議中で
ある。  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COEX 

(150㎡) 

シルバータウン (50

㎡）) 
 TV  スタジオ (50 

㎡) 
児童病院 (50 ㎡) 



 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 特許登録完了 10-2068476 20180219 自動車用空気殺菌装置 

2 特許登録完了 10-1533060 20091015 イオン発生装置 

3 特許登録完了 10-1320291 20110811 
局部の消毒及び殺菌可能な 

ハンドピース型プラズマ装置 

4 特許登録完了 10-2061299 20190828 自動車用空気清浄装置 

5 特許登録完了 10-1502099 20081002 空気調和機の熱交換機殺菌装置 

6 特許登録完了 10-2050278 20190527 殺菌機能を用いた空気清浄機 

7 特許登録完了 10-1253567 20051215 換気機能を備えた空気調和装置及びその制御方法 

8 特許登録完了 10-2287838 20201203 
多数の格子型の放電構造を用いたモジュールタイプ
のプラズマ発生装置及びこれを用いた空気清浄装置 

9 特許登録完了 10-2036283 20171211 空気質に応じた可変型換気装置 

10 特許登録完了 10-1168738 20040602 空気清浄機 

11 特許出願中 10-2020-0153516 20201117 
空気中の有害物質及びウイルス除去性能が改善され

た空気清浄機 

12 特許出願中 10-2020-0189375 20201231 
洗浄が容易なモジュール型イオン式集塵機及びこれ

を利用した空気清浄機 



 権利獲得現況 

❑ノウハウ及びその他保有技術現況 

空気殺菌清浄器のほか、Health Care製品（Smart Passを含む）およびEdTech関連電子黒板、電子教卓、 スマー
トテーブル、タブレットモニターなど計73件の特許保有  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 マーケティング目標 

❑ Go-To-Market 

•   

 

 

 

 

 

 

 

AHA Japan Office & Factory 

埼玉県北葛飾郡松伏町大字田島612-1 

612-1 Tajima, Matsubushi-machi, Kitakatsushika-gun,  

Saitama-ken 343-0105 Japan 

Website: http://www.ahatouch.jp  

❖ 日本法人を活用し、日本地域内のメンテナンス体制を構築 

 

❖ 空気の殺菌力に対する Product Leadershipを基づき低価格の一般

製品とは異なる殺菌機の流通システムの確保が必要      

    Commercial Sector : 病院,学校, 事務室, 体育館, 飲食店, カフェ,ジム,ヘアサロン, 

     図書館, デパート, 映画館, 公園所, 政府官公署など 

 

• Medical 製品のオンライン販売メーカー(web site) 

- Amazon Japanにて online marketing実施中 

• Dentist, 皮膚科に部品を納品するメーカー 

 

• ビル空調機のsupplier 

• Office機材 System Integrator メーカー 

• 防疫関連販売店 

• 病院用 Air Purifier供給メーカー 

 

❖  細菌、m-RNA type MS2とデルタ株まで、実質的なコロナ殺菌力

Test report、FDA登録および製品技術プロモーションビデオ（

YouTube）を活用 



  マーケティング目標 

❑アメリカFDA Registration完了 


