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略歴 

１９4２年生。東海大学大学院工学研究科機械工学専攻を経て、東海大学工学部生産機械工学科助手、助教授、 

生産機械工学科・機械工学科教授（１９８６年）。 

現在、一般財団法人 向科学技術振興財団 非常勤理事。大生工業株式会社 非常勤顧問。 東海大學名誉教授 

研究実績 
マイクロ(ナノ)バブルの生成装置の開発及びその応用（農業､養殖､環境､水処理への応用）  
マイクロ(ナノ)バブル生成装置の開発(特許取得 2016) 
旋回流型マイクロ(ナノ)バブルジェット装置の特性と洗浄効果 
気体､液体サイクロンフィルター等の開発 
高速飛翔物体の抗力低減に対する最適表面構造とその流動メカニズム 
平板に施されたキャテイ形状の特性による境界層制御 
微細管の断面構造による流動特性、拍動流を伴う血管狭窄の構造に対する流動特性 
ウエブ（柔軟媒体）の搬送における Web 挙動現象の究明 
特殊な断面形状を有するノズルの噴流特性 
ジェットポンプの最適設計、拘束噴流の構造に対する性能と内部流れ 
旋回型ガスタービン燃焼器の旋回流の強さの変化に対する特性 
放水銃の最適消火に対する放水特性と散水分布特性（防災関係） 
湖沼水面で低速回転する攪拌装置によって誘起される湖沼内流れ（環境関係） 
ジェットポンプの特性を利用した固体粒子や穀物輸送における最適構造、（環境関係） 
管路系の流れに適した最適整流板､整流格子の開発 
固・液二相流､気・液二相流、キャビテーションを伴う問題 
人工弁､人工心臓の開発及び特性 
レーザドップラー流速計(LDV)の開発 
スポーツボールの流体工学観点からの特性に対する最適設計法（ゴルフボール､バレーボール､サッカーボール､軟式野球ボール等） 

所属学会 

一般社団法人 可視化情報学会 

一般社団法人 日本機械学会 

一般社団法人 ターボ機械協会 

公益社団法人 自動車技術会 

公益社団法人 計測自動制御学会 

青木 克巳 
東海大學名誉教授 

https://escuela-de-platino.jp/course-list/
http://www.mukai-zaidan.or.jp/
http://www.taiseikogyo.co.jp/
https://www.vsj.jp/
https://www.jsme.or.jp/
https://www.turbo-so.jp/index.html
https://www.jsae.or.jp/
https://www.sice.jp/


青木講師インタビュー 
 

東海大学工学部において流体工学等を長年研究してこられた青木先生。今回の講座のテーマ、マイクロバブル・ナノ

バブルについて、ご研究歴を通じての関わりからお伺いしました 

――今回の先生の講座は「マイクロバブル・ナノバブル」をテーマにしていらっしゃいますね。日本での研

究初出は約 20 年前からのようですが、先生はいつ、どのようなきっかけでこちらを研究テーマとされる

ようになったのでしょうか 

青木：まず、わたしの専門は流体力学、流体工学、流体機械、可視化情報工学であり大学での講義・研究もこの

分野の領域です。流体工学の研究領域の一部は、内部流れ、外部流れ問わず、種々の場における、流体の

エネルギー損失をいかに低減できるかという、そのメカニズムの追求であろうと考えています。 

大学院での研究テーマは、自然エネルギーの有効利用、環境への貢献ということで、指導教員から「ジェ

ットポンプの特性を利用した固体粒子の水力輸送」と「ジェットポンプの空気吸引特性」のテーマが提示

されました。どちらもジェットポンプの特性利用の研究であり、かつ被動流体の違いによるジェットポン

プの性能と最適設計の研究であります 

――「ジェットポンプ」とは、このようなものですね？ 

青木：原理はその通りです。ジェットポンプは、自然エネルギー（自然界の落差による位置エネルギー：これを

hydraulic head、水頭またはヘッドと呼びます）をノズルにより速度エネルギーに変換し、そのエネルギー

を目的に応じて有効利用できる、非可動部のポンプ構造です。その利用範囲は広く、医療用アスピレータ

の小さいものから、固体粒子の水力輸送や港湾の浚渫作業（吸い込み管路径 1200m ㎜）にまで種々の分野

で扱われています。 

後者のテーマ、「空気吸引型ジェットポンプの特性」の研究の狙いですが、まず、有用な鉱物を収集するた

めに、水槽内に鉱物を界面活性剤などと共に投入し、バブルを発生させ、バブルと共に浮上する物と沈む

物で分け有用な鉱物を収集する浮遊選鉱（flotation method）という手法があります． 

この手法に相応しいバブル生成器への応用、また一般的に浮遊選鉱においては廃水の水質が問題となりま

すが、その改善としてのバブルを注入することによる水質の清純化への応用、バブル混入時の流体挙動特

性の応用、浮遊選鉱をさらに効率化するこれらの応用につき研究しました 

――「浮遊選鉱」とは、このようなものですね？ 

この絵もそうですが、なかでも「泡沫浮選」という泡沫、バブルを利用しておこなう浮遊選鉱が現在も主

流であると伺いました。100 年以上昔の発明が現在も活きているのですね  

アスピレータの原理を応用したポンプ．図に示すように，水あるいは蒸気をノズルにより噴射して得

られるジェットをベンチュリーノズルの中心に吸い込み，その周辺に生じる負圧によって目的の液を

吸い込み，それをジェットに伴って吐出する装置である．ジェットポンプのうちで，インジェクターは蒸

気で液体を吸い込み，吐出圧力が蒸気ならびに同伴流体のはじめの圧力よりも高くとれるので，同

伴流体を昇圧して輸送するのに用いられる．エジェクターは動作流体，同伴流体ともにガスまたは

液体のいずれでもよく，吐出圧力は両流体のはじめの圧力の中間にあり，同伴流体を排出するの

に用いられる．                        出典 森北出版「化学辞典（第 2版）」 

https://ja.wikipedia.org/wiki/浮遊選鉱  より 



青木：現在はさらに、これまでのバブルに対しファインバブルにより、油汚染土壌の浄化、油汚染土壌からの油

分分離及び油―水エマルジョンにおける油水分離等まで、利用技術が行われております。今回の講座でも

触れていきます 

話を卒研に戻しますが、このように、ジェットポンプにより空気吸引によるバブル生成に効果的な最適構

造と流体挙動の関係を、他方、水中において空気混入ジェットが物体に衝突するときの挙動、即ち物体に

バブルジェットが衝突するとき物体に一連の発振特性が生じていることを研究により明らかにしてきま

した 

――院生時代のこの研究からして後年のマイクロバブル、ナノバブルに至る伏線となっているのですね！ 

青木：大学院修了後、大学に勤務し研究を続行し、1969 年、東海大学の学術論文誌である「東海大学紀要 工学

部」にこの論文を掲載しました 

青木克巳、興津史郎「水中噴射時における気泡生成と発振現象」東海大学紀要 工学部、1969-1、(1969)、65-74 

かいつまんでどのような内容かといいますと、水中にノズルを介して水を噴射すると外気より空気が旋回

吸引されます。これをスロートの混合部で微細気泡に生成させるための最適構造と性能の関連を明らかに

し、またバブルジェットが物体に衝突した時に発振特性が生じていることを明らかにしています。この発

振特性によりバブル風呂（水中、温泉、公衆浴場）等において、この微細バブルの周期的振動がマッサー

ジ効果や血行促進等にも効果的であること、さらに超音波洗浄と同様に洗浄に有益な効果であることを述

べています。 

今考えると、自分の研究してきた内容は、ジェットを利用する研究が少なからずあり、気泡等がキーワー

ドとして常に存在してきたように思われます 

――この、先生おっしゃるところの「微細気泡」「微細バブル」、それまでの「バブル」よりかちいさいもの

ということですよね？ 

青木：そうですね。この実験では気泡の直径を正確に測定したのではありませんが、写真撮影の可視化画像から

直径 1 ㎜以下の気泡を微細気泡としており、ノズルから遠ざかるにつれ直径 1㎜前後の気泡も混じていま

す。したがって、ノズル径 3～5m ㎜ですと、その下流 10㎝程度までは比較的濃度の濃い微細気泡が発生

していたと思います。 

その後、1995 年に大成博文氏がカキ、ホタテ、真珠貝の二枚貝等の大量斃死問題に対しマイクロバブルを

適用したところ生物活用作用を示し、顕著な成長促進作用を示すことを新聞紙上や学会の講演会で明らか

にされました。これを契機に、マイクロバブルの基礎、応用研究が活発になり、この分野の業界にも広ま

りました 

――原論文まで遡れればその着想まで記されていたのではないかと思うのですが、残念ながら捜し当てられ

ませんでした。恐らく内容的にはこれの元となった論文ですよね 

森元光雄・大成博文・佐賀孝徳・前田邦男・斎藤隆 

「閉鎖性水域における汚水浄化法の開発」土木学会論文集 No. 553/VI-33, 33-40, 1996. 12 

日本人研究者、しかも高専の教授による発表がここまで発見的であったことが驚きです 

 

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jscej1984/1996/553/1996_553_33/_pdf


青木：バブルは古くから排水処理の活性汚泥法による水質浄化等で利用されてきたものの、「マイクロバブル」の

特性に「生理活性の効果」があることにびっくりしました。 

これを契機に自己の過去の研究から「バブル」ではなく、マイクロバブルを意識した研究として「エジェ

クター型マイクロバブルの生成特性」として、基礎研究を続行してきています。 

この研究の成果を基に、大学退職後中小企業の顧問として、若手技術者に製品化の指導を行い、3 年目で

特許取得と同時に洗浄、水質浄化、切削・工作機械、植物の育成、養殖等に対応した「製品」が完成しま

した。 

若手技術者に開発そのものの喜びを伝授しながら成果出しもできたこの二重の喜びを感じつつ、さらに次

の開発へと繋げたいと思っています 

――ところで「エジェクター型構造」のエジェクターというのはさきほどのジェットポンプのご説明にあり

ましたね。ここも連続的なテーマなのですね 

青木：エジェクターもジェットポンプも原理・構造上は同じようなものですね。目的により最適性能が得られる

よう構造を究明するのは楽しいものです。 

マイクロバブル技術は日本が世界に先行して見いだした革新技術であり、製造、利用、応用の各分野にわ

たって技術開発を行ってきています。近年では洗浄水や植物の生育促進用など広範囲で産業応用が期待さ

れており、今後、各国で急速に利用が進む技術であると考えられているものの、ファインバブルの生成・

挙動や作用のメカニズムといった基礎的・基盤的な技術の解明・開発について課題が残っており、本格的

な産業応用には至っていません．しかしながら基礎研究による解明を反映して、技術の発展は今後さらに

拡大するものと信じています。国としても、経産省は日本発の技術である第 6次産業として推し進めてい

ます 

――第１次産業×第２次産業×第３次産業＝第６次産業ですね。元が二枚貝等の大量斃死問題のソリューシ

ョンから端を発しているのですから納得です。 

ところで用語が「マイクロ（ナノ）バブル」「（ウルトラ）ファインバブル」とありますけれども、それぞ

れの定義はどのような定義となっているのでしょうか。特性が異なるゆえ名前も違うのでしょうが、言葉

の使い分け、応用分野の使い分けについて教えてください 

青木：本講座では、これまでの研究者の分野により、マイクロバブル、ナノバブルの定義も異なっていることを

提示しています。これは決して悪いわけではありませんが。 

しかしながら、現在 ISO ではマイクロバブルとナノバブルを総称してファインバブル（微細気泡:FB）と

称することにしています。特にナノバブルを指すときはウルトラファインバブル（超微細気泡：UFB）と

称することに定められています 

――タマゴに例えれば白身がマイクロバブルとすると、黄身がナノバブル＝ウルトラファインバブル。そし

て全卵がファインバブルということでしょうかね、ISO の定義では 

青木：国際標準化機構（ISO）では 2017 年 6 月にファインバブル技術の専門委員会が設置され、ファインバブル

のサイズが定義されました。 

この定義では、マイクロバブルの直径は 1μm 以上１００μm 未満、ウルトラファインバブルの直径は 1

μm未満と定義されています・・・本講座ではこのようなところからこの微細バブルの特徴、特性を説明

していきます。近年、この特性を利用した種々の分野の産業が活発化してきています。ここではファイン



バブルの特性が通常バブルと性質が全く違うことなどから詳述していくつもりです 

――自分はメカニカル技研に入社する前、畜産系の団体職員だったのですけれども、「マイクロバブル」とい

う言葉、職場で毎月供覧で回ってくる業界誌の広告ではじめて見かけて「これはよくあるウォータービジ

ネス？」と半信半疑でした。畜産の世界では動物薬や畜舎消毒薬の残留、重いマターなんです。国内流通

だけでも制約ありますが、特に現在、農水省は輸出に第１次産業の命運かけてもいますから。薬品でなし

に水＋気体で消毒から代謝促進から飼養環境改善から済むのは夢のようなお話で、「ホントに？」となり

ます。そんなうまい話が、なぜいまごろ、と。これほどまでに応用範囲の広い技術が 

青木：その通りです、ファインバブルの特性の物理・化学的現象のメカニズムといった基礎的・基盤的な技術の解

明・開発についてはさきほどもお話ししたとおり課題も残っており、本格的な産業応用にはまだ至っていま

せん。生成法によっても特性が異なるともいわれていますし、ファインバブルの特性についても各分野の研

究者、技術者の取り組みや基礎研究の分野が進めばさらに応用面に利用されるでしょう。現在、ファインバ

ブル技術の応用分野には、洗浄分野、水処理分野、農業・植物栽培分野、医療・薬品分野、化学分野、食品・

飲料水分野、化粧品分野、半導体、新機能材料分野などがあります・・・本講座では広い分野での応用事例

を提示したいと思います 

――なるほど、「いまごろ」というより「いまなお」未知数を孕んでいるという。そういうことなんですね 

さて、そのなかでも先生のお得意とされるのは「洗浄」と耳にしました。細かいことはわかりませんが半

導体では洗浄は必要不可欠なのだそうですね。研究は 20 年前からあったにせよ、民生化はここ 10 年弱

のお話で、先生ご退官されて民間企業に移られてからかと存じますが、先生の主導された研究開発のエピ

ソードをお聞かせください 

青木：現在、200 名の社員を有するある企業の顧問をしております。 

この企業はオイルクーラント、オイルフイルタ、エアフイルタ、オイル分析等を主流製品としており、設

立当時十数名程度であった社員は現在 250 名にも達し、この業界では知名度もある企業として発展してき

ています。 

小生の退職話の出た折、50 年来の仕事を通じての知己であるこの企業の創設者から、「現在の企業体制を、

町工場からエンジニアリング企業にレベルアップしたい、これまで現在の製品は安定供給・健全経営され

ているので、技術者のレベル、意識、技術開発できる社員に育ててくれないか」と懇願されたのがきっか

けです。この企業の生産工場の設備等を見学した時、加工製品の洗浄が溶剤にて行われていました。溶剤

洗浄は作業者にも不健康で、溶剤の廃液処理を含め地球環境にもやさしくないことも承知の設備でありま

した。そこで、洗浄設備をこれまでの「溶剤洗浄」から「溶剤レス洗浄」に改革するため、役員会議の場

で「マイクロバブル・ナノバブルの特性」を説明しました。これまでの「溶剤を伴った洗浄」から、新技

術であるマイクロバブルの特性を活用した「溶剤レス洗浄」へと問題なく移行できるのか、半信半疑であ

りましたが、社長の鶴の一声で開発が承認されスタートしました。 

若手技術者数名に対し、定期的に数時間程度指導をしていった結果、約 3年間にて文字通り、マイクロバ

ブルの特性を利用した、油汚れや種々の汚れに対する部品や、工業製品の洗浄を「溶剤レス」にて「洗浄」

できる装置が製品化されました。本当にうれしい限りです。特許取得（特許第 6169749 号）後、「ファイ

ンバブル発生器、HELIX NOZZLE」として、ファインバブル量を小～大流量型（8～94L/min、4型式）

までとした商品化が達成されました。本製品開発中は構造のパラメータにつき何百回もの実験を重ね、フ

ァインバブル径の分布計測、データの整理（図表化）、考察等をパワーポイントでの発表形式にて若手技術

者らに説明も行わせ、技術的議論の重要性を感じてもらい、調査能力も若干ではありますが身に着いたよ

http://www.taiseikogyo-fb.jp/
http://www.taiseikogyo-fb.jp/


うであります。さらに最終的には 4 つの学会にて講演発表にもチャレンジし、マイクロバブル生成装置、

特性、結果に関してのデイスカッションも行い、自己のファインバブル装置の技術的自信にも繋がったよ

うに感じました。このことにより、自分を招聘してくれたこの会社の創設者、社長の熱意にも少なからず

報いることもできたと感じました。今後ともよい発展をサポートしていきたく願っております 

――マイクロナノバブル、先生、下地があったにせよその産業化は還暦を過ぎてから取り組まれたテーマと

存じます。生涯に亙って新規テーマを手掛けられてきたことについて、この講座の受講生へ伝えたいこと

などありましたら、お聞かせください 

青木：研究・技術開発には常に好奇心を抱き、歳を超えた柔軟な発想・思考・信念、実行力が重要ですね。テー

マには「興味」を持って接し、日々の努力と探求心・継続、失敗を恐れず最後までやり抜く信念ですね、

そうすれば、未知の世界をつかむこともできましょう。境遇に即して前途を開拓しましょう 

――「興味」はもちろん、研究者として一等大切ですよね。そして地味ながらこの「境遇に即して」という

のが、とっても重要であると、短からぬ自分のいままでの人生を通じて痛感いたします 

青木：さて、アメリカの詩人でサムエル・ウルマン（1840）という人をご存じと思いますが、彼の不朽の名詩「青

春」という詩は、戦後の日本人に勇気と希望を与え、高度経済成長の原動力の一つにもなったと言われて

います。詩の内容からして産業界のトップリーダーを始め、中高年層に愛好者が多かったようですが、自

分自身が青春のつもりでこれを愛誦致しております 

  

青 春  サムエル・ウルマン 

青春とは人生のある期間ではなく、心の持ち方を言う。 

薔薇の面差し、紅の唇、しなやかな肢 

体ではなく、たくましい意志、ゆたかな想像力、もえる情熱をさす。 

青春とは人生の深い泉の清新さをいう。 

青春とは怯懦さを退ける勇気 安易を振り捨てる冒険心を意味する。 

ときには、２０歳の青年よりも６０歳の人に青春がある。 

年を重ねただけで人は老いない。 

理想を失うとき はじめて老いる。 

歳月は皮膚にしわを増すが、熱情を失えば心はしぼむ。 

苦悩、恐怖、失望により気力は地にはい精神は芥（あくた）になる。 

６０歳であろうと１６歳であろうと人の胸には、驚異に魅かれる心、おさな児のような未知への探求心 

人生への興味の歓喜がある。 

君にも我にも見えざる駅逓が心にある。 

人から神から美・希望・喜悦・勇気・力の霊感を受ける限り君は若い。 

霊感が絶え、精神が皮肉の雪におおわれ 

悲嘆の氷にとざされるとき 

２０歳だろうと人は老いる。 

頭を高く上げ希望の波をとらえるかぎり、８０歳であろうと人は青春の中にいる。 



――この詩、サミュエル・ウルマン 70 代の作品なのだそうです。 

信仰を棄てないユダヤ人亡命者であったにもかかわらず、アメリカ市民から心底敬愛された人物である

という史実が、詩の心を裏打ちしますね。 

 

長いお時間お付き合いくださりありがとうございました。この詩にあるとおりの、先生のこれからをわた

くしからもお祈り申し上げます 

 

この話題となった「マイクロバブル・ナノバブル」をテーマとした講座がこちらになります 

  担当講座ご案内   
 

https://escuela-de-platino.jp/course-list/

