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会社紹介

• 設立 ２０１６年１０月２７日

• 資本金 １０００万円

• 株式会社 ポエマ

• 本社住所 大阪市淀川区三津屋南3丁目17番30号

• 事業内容 水質改善・冷熱関連製品の製造・販売
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野菜乾燥機(試作機）

風呂用バブル発生装置
（炭酸・電池式）

中型水槽～
バブル発生装置

小型水槽・実験用
バブル発生装置



１.概要
（１） マイクロナノバブルについて
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５μｍ
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球径がマイクロメートルからナノメートルサイズの気泡
ＭＢ

NB

気液界面のイオ
ンの力で収縮



1（２） マイクロナノバブル粒子径分布
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０．５μm ５μm

島津製作所SAID-7500による測定



1（３） マイクロナノバブル生成方法
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マイクロナノバブルの生成法： 旋回液流式、加圧溶解式など

「超微細孔式」によるマイクロナノバブル生成法

流体

気体

超微細孔セラミック

マイクロナノバブル流体バブル

水 マイクロナノバブル水



1（４） マイクロナノバブル底質改善について
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好気性バクテリア

ヘドロ（嫌気性バクテリア）

マイクロナノバブル滞留
溶存酸素量増加

マイクロナノバブル 溶存酸素量増
ミリ気泡より水底滞留時間長い

好気性バクテリア活性化

ヘドロ有機物の分解

＜湖沼・閉鎖性海域＞



1（５） 湖沼（淡水） ヘドロ改善試験事例
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琵琶湖のヘドロ、微細気泡で分解 立命館大など実証

モジュールはヘドロ層を閉じ込める25立方メートルの空
間。ここに酸素濃度を90%に高めた直径50マイクロ（マイ
クロは100万分の1）メートル以下の気泡を130日間続け

て散布した。水中の微生物が酸素で活性化し、ヘドロを
分解するという。

実験の結果、モジュール内のヘドロ量が大幅に減少、湖
底に1メートルほど堆積していたヘドロの厚みが平均58
センチ減ったことを確認した。

2014/1/17付日本経済新聞記事



２．試験準備
２．１ 実証試験実施場所
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環境省指定閉鎖性海域８８箇所 阿蘇海

阿蘇海シーブルー事業：覆砂事業

京都府資料より

天の橋立

宮津湾

阿蘇海



２．２ ヘドロ減容水槽実験 事前確認

• 阿蘇海筏付近のヘドロを採集し水槽にてマイクロナノバブルによる減容を確認
しました。

2日後試験開始時 2週間後

ヘドロ特有の異臭が漂い、黒
く濁っていました。

異臭は無臭化して、透明度も
改善しました。

透明度がより改善しヘドロは
無機の砂・泥となりました。
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２．３（１） へドロ減容実証実験装置
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ＰＣ制御

マイクロナノバブル発生部

マイクロナノバブル水

制御盤

１．５ｍ

１．５ｍ

酸素発生器



２．３（２） ヘドロ減容実証試験装置仕様
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重量　　　:　　360kg

外形寸法　　：　　1.1ｍ　ｘ　１．３　ｍ　ｘ　高さ　１．３ｍ

バブル放出部　　：　40Aサイズ　4連方式

主装置構成　　　：　マイクロナノ発生部　、酸素発生器　、　ポンプ　、制御盤

付帯機能　　　　：　WI-FI通信による遠隔操作、水中カメラ監視システム

処理能力　：　　酸素発生器　４NL/min　、　ポンプ　０．０８㎥/min

電力消費量：　酸素発生器　４００Ｗ　、　ポンプ　２５０Ｗ　、

ファン他　１５０Ｗ　　　　　合計　８００Ｗ
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２．４ 海底設置評価枠

透明アクリル枠

ホース口

宮津市溝尻
京都府漁協船揚場

マイクロナノバブル水の拡散
を抑え滞留時間延長

評価枠内海底部の変化を水中カメラで常時
撮影しインターネット回線により遠隔監視



2.5m 5m 7.5m
10m

試験装置

（コンプレッサー）

評価区域枠

評価位置目印棒(参考）

ホース吐出部

水中カメラ

へドロ深さ
９０ｃｍ

水深４．５ｍ

～３０m

陸上設置
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取水口

２．５ 試験機材の配置



３．実証実験
３．１ 海底設置撮影・DO測定ほか

海底撮影カメラ 多項目水質計
試験装置テント設置
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潜水夫撮影

評価場所

水質測定状況



３．２ 海水及び汚泥初期検査
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試験場所近傍の溶存酸素量

水深 水温 溶存酸素量
mg/ｌ

０ １６．８ ９．５

１ １６．４ ９．９

２ １５．４ １０．２

３ １５．３ ９．９

４ １４．８ ９．０

５ １４．２ ８．１

５．９ １３．５ ４．３

対象 分析項目 単位 評価
点

２．５ｍ
沖合

５ｍ
沖合

海水ー
底層部

BOD mg/ l 1.1 1 1.6

COD mg/l 2.4 1.9 2.4

全窒素 mg/l 0.13 0.16 0.27

全燐 mg/l 0.052 0.054 0.07

底質
汚泥

泥硫化水
素

mg/g 1 1.3 0.99

泥COD mg/g湿
泥

2.2 2.2 2.1

熱勺減量 ％ 6.6 7.7 5

底層海水および底質汚泥分析データ



３．３ 経過観察＆試験装置内モニター
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取水配管流量計

取水量 ５１L/min

正常動作緑色点灯

試験装置内監視画像

画面１．
水中画像

画面２



３．４（１） 経過観察：試験開始後３週間
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試験前

海底表層に小さな
凸凹が出来ている

評価枠内中央部
に目印棒設置

底層はさらさらで黒色へドロ堆積

底層部モニター写真



３．４（２） 経過観察：試験開始後４週間
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試験前

大きな窪みが出来つつある

底層部モニター写真



３．４（３） 経過観察：試験開始後６週間
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試験前

窪みが深く広がっている

底層部モニター写真



３．４（４） 経過観察；試験開始後７週間
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試験前

底層部モニター写真

窪みが増えている



３．４．（５） 経過観察：試験開始後８週間
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凹み深くなり拡大している

試験前

底層部モニター写真



３．５ 試験中断 集中豪雨試験場への土砂流入
土砂浚渫のため試験装置撤去

流入した土砂

試験装置撤去
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2018年７月９日集中豪雨の翌朝

7月中旬に潜水夫による海底部へドロ変化量調査および写真撮影中止

実証実験に際して、自然災害発生時への備え、データ取得など十分なる想定検討が必要

流入した土砂



３．６ 試験場所経過調査
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流入した土砂は浚渫され元通りに現状復帰

潜水夫調査：評価試験枠内試験枠は健在
海が荒れて濁っていた為、海底写真撮影は不可
底層水の採水と底質ヘドロ採泥実施。



３．７ 底層水及び底質汚泥分析データ
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対象 分析項目 単
位

評価点 ２．５ｍ 沖合 ５ｍ沖合

試験前 試験後 試験前 試験後 試験前 試験後

海水ー
底層部

BOD mg/ l 1.1 0.1 1 0.4 1.6 0.1未満

COD mg/l 2.4 2.1 1.9 2.1 2.4 2.1

全窒素 mg/l 0.13 0.2 0.16 0.16 0.27 0.19

全燐 mg/l 0.052 0.03 0.054 0.033 0.07 0.053

底質
汚泥

泥硫化水素 mg/g 1 0.82 1.3 0.09 0.99 0.09

泥COD mg/g
湿泥

2.2 2.2 2.1 2.2 2.1 2.2

熱勺減量 ％ 6.6 10.3 7.7 9.2 5 9.8

底層海水および底質汚泥分析データ

試験前：4月19日 、 集中豪雨7月8日、 試験停止7月9日、 試験後8月9日採水採泥



評価枠回収

３．８ 試験評価枠回収
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2018年9月6日阿蘇海海底

透明なアクリル板に生成物付着



３．９ 付録１ 試験評価枠内への魚類遊泳
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3.9 付録２ 評価枠内に集まる魚類(夜間）

夜間枠内の中央部に集まる小魚類
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中央目印棒
水中カメラのLED照明に照らされる小魚類



４．試験成果と考察
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（１）マイクロナノバブル水とヘドロは両者が接する表面積が広くなるほど分解が進む。
（２）マイクロナノバブル水とヘドロは、静的な接触より、粒子がはなれ汚濁しながら進む
接触の方がヘドロ分解は早く進む傾向がある。

⑴底層ヘドロは軟質状態から砂利状に変わっていった。
(2)底層部では、ヘドロ部が部分的に凹んでいき、減容していく傾向が見られた。
(3)底層近くの水質には、BOD及び全リンにおいて減少が見られた。また、底質汚泥
では、底質硫化水素の減少が見られた。

考察

試験成果

課題

投入マイクロバブル水総量とヘドロ減容総量の定量的データが取れていない
（マイクロナノバブルによるヘドロ減容実用化に不可欠）
次期実証試験にてデータ取り計画



５． 次期実証実験構想（海水及び淡水）
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検証；（１）定量的計測データが取れていない。
（災害による試験中断）

（２）評価面積が１．５ｍｘ１．５ｍ狭い範囲。
（３）モニター写真鮮明度悪い

対策：（１）月１回潜水調査データ取り
（災害想定し試験場所選定）

（２）評価面積１０ｍｘ１０ｍ＝～１００㎡
バブル水放流 ４箇所分散

（３）モニターカメラ増設２~４台
潜水による水中写真撮影

（４）減少量の定量的計測・凹み量測定
試験期間を成果が出るまで延長

５～１０ｍ

５～１０ｍ

バブル水放流ホース４本

水底評価枠

マイクロナノバブル発生装置

陸上設置

水中モニターカメラ ２~４台

深さ３～１０ｍ

取水ホース

底層水：BOD,COD，DO、全窒素、全リン
底層汚泥：泥硫化水素、泥COD、熱勺減量

分析評価項目

取水口フィルター



６．今後の展望
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● 次の実証実験；マイクロナノバブルによる定量的ヘドロ減少量の把握
淡水と海水条件での減容相違点を明確化

● マイクロナノバブル設備投資費用と投資効果の把握
実用可能な投資効果の上がる適用面積範囲の把握

● 浚渫対策、水交換対策など他方式との組合せ事業検討

対象海域・湖沼選定
限定的適用・事業化提案 事業予算化へ

エメラルドグリーンの海・ 天然の湖沼



単語の説明
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BOD : Biochemical oxygen demand 生物化学的酸素消費量 数値が大きいほど水質が悪い。
COD : Chemical oxygen demand     化学的酸素消費量 水中の有機物の量が多い。水質汚濁が大きい
Do   : Dissolved oxygen 溶存酸素量
泥硫化水素 ： 植物プランクトンや残餌などの懸濁有機物質の多い水域では貧酸素状態となりやすく

嫌気性バクテリアの働きで泥中には硫化水素が発生する。底層中に溶出し酸素と反応
するためにDOを著しく減少させる。

熱勺減量：強熱減量(土壌や水質の有機物の量を示す指標）と処理が似ており焼却物が完全燃焼した
かの指標。


