
マイクロ・ナノバブル発生装置

アクアトランスファ

【特許第6691716号】微細個法発生方法及び装置



ベンチュリ効果により生み出されるマイクロナノバブルは、ノズルの先端から秒速4メートル前後の速度で飛

び出します。マイクロナノバブルは、水槽や池の中で緩やかな旋回流をつくり、撹拌装置がなくても隅々ま

で行き渡らせます。

飛び出す！ マイクロナノバブル

MWN05R

MWN10R
MWN20R

MWN40R

詰まり難い構造

空気と水が接触(衝突)する部分は360°のスリッ

トになっているため、例え空気チャンバー内にゴ

ミが混入したとしても、目詰まりによる性能低下

が起こる心配はありません。また、万が一、ゴミ

が混入した場合でも、フランジのボルトを外せば

簡単に分解清掃ができます。

強力な吐出力

ベンチュリ効果により、ノズル先端から水が高速

で放出されるため、比較的広い水域でも、隅々ま

でマイクロナノバブルを行き渡らせます。

様々な液体に対応

標準品の材質は、腐食に強いステンレスSUS316

を採用しています。また、海水など腐食性の強い

液体を扱う場合は、ジュラコン(POM)製も用意し

ています。腐食がご心配の場合は、ご相談くださ

い。

常に同一条件で使用

付属の空気供給装置により、誰が使用しても、い

つも同じ条件で使うことができます。

真空ゲージを見ながら、ニードル弁を微調整する

ことで、常に安定した濃度のマイクロナノバブル

を作ることができます。

種類

アクアトランスファは、最小口径(5mm)のMWN05型から50mmのMWN50型まで6機種取り揃えていま

す。また、材質は耐食性のあるステンレスSUS316を標準品とし、海水など腐食性が強い液体用として

ジュラコン(POM)製も用意しています。

－ 2 －



原理

ベンチュリ効果により生み出されるマイクロナノバブルは、ノズルの先端から秒速4メートル前後の速度で

飛び出し、水槽や池に緩やかな旋回流をつくり、撹拌装置がなくても隅々までマイクロナノバブルが行き

渡ります。加圧水の流路と直角に設けられた気体吸引孔は、ノズル胴体の中心から少し偏心した位置に設

けてあるため、吸引した気体はエアチャンバー内を旋回しながら加圧水と衝突し、効率的にマイクロナノ

バブルを生成させ、ラッパ状の吐出管内を螺旋を描きながら飛び出していきます。

活用法

加圧水

気体
(自吸)

マイクロナノバブル

エアチャンバ－

アクアトランスファノズルは、水中ポンプあるいは陸上ポンプなどの水を圧送する機械と組み合わせて使

用します。

水中ポンプタイプ 陸上ポンプタイプ
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効果

生理活性洗浄

微生物活性 固液分離
表面にマイナスの電荷を帯びたマイクロナノ

バブルは、プラスの電荷をもった異物(汚れ)

に付着し、浮上分離させます。特に、n-hex

が多く含まれる食品廃水処理に用いられる加

圧浮上装置に利用することで効果を発揮しま

す。
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稲作や野菜作りに必要な肥沃な土壌は、バク

テリアや微生物の働きによるものです。また、

汚れた水を浄化するために、バクテリアや微

生物が利用されています。マイクロナノバブ

ルは、これらのバクテリアや微生物を活性化

し、その働きをより促進します。

マイクロナノバブルと接することにより、血

液の循環がよくなり、体温が上昇したり、魚

介類や植物の成長が促進されることがわかっ

ています。そのため、浴槽や足湯、水産養殖、

水耕栽培など、多方面で利用されています。

O2、O3の溶解
マイクロナノバブルは微小気泡であるため、

浮力が小さく長時間水中に滞留することがで

きます。この特徴を利用して、酸素やオゾン

を効率的に溶解させることができます。

酸素マイクロナノバブルやオゾンマイクロナ

ノバブルとして、養殖や農業、水質浄化など

に活用できます。

マイクロナノバブルは、まだ未知の部分が多くあります。一方、洗浄効果や固液分離効果など、その効果

が認められ、すでに利活用が進められている分野も多くあります。

ノズルから吐出する大量のマイクロナノバブ

ルは、その表面にマイナスの電荷をもってい

るため、異物(汚れ)表面に付着し、剥がし洗

浄します。特に、マイクロナノバブルはわず

かな隙間にも入り込み、汚れを剥離させてい

くため、洗剤などの使用量を削減できます。



仕様

※ 材質については、ステンレスSUS316を標準品にしていますが、樹脂製品も取り揃えています。

※ 吐出水量と最大気体吸気量は、使用するポンプの能力により変動します。ポンプの選定はご相談ください。

空気供給装置

アクアトランスファノズルは、内部に加圧水を通過させ、

負圧域をつくりだし、気体を自吸する構造です。この時、

気体吸引口を全開にしておくと、大量の気体を吸引するた

め、マイクロナノバブルだけでなく比較的粒径の大きな気

泡も混入します。そのため、空気吸引量を絞り、発生する

マイクロナノバブルの粒径と濃度を微調整するための装置

が“空気供給装置”です。

空気供給装置には真空ゲージが付いており、いつも最適な

空気量を再現することができます。

また、空気吸引口には、異物の混入を防止するためのフィ

ルタが付いています。

気体

※ オゾンや純酸素に対応する空気供給装置も用意しています。
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アクアトランスファノズルには、液体通過路の極小部の口径違いにより、6種類のノズルを標準機種と

して用意しています。

MWN05R MWN10R MWN20R MWN30R MWN40R MWN50R

5 10 20 30 40 50

20 80 300 700 1,250 1,900

（ｍ）

5以上 20以上 75以上 175以上 320以上 475以上

15A(R1/2) 20A(R3/4) 50A(R2) 50A(R2) 75A(R3) 100A(R4)

φ38×L120 φ55×L196 φ78×L286 φ98×L361 φ120×L498 φ146×L524

0.8 1.4 4.4 9.5 16.3 27

項 　目
型 　式

流体最少通過径 (mm)

材              質 SUS316

吐  出  水  量 (L/min)

圧  力  損  失 15ｍ以上

最大気体吸気量 (L/min)

接  続  口  径

外  形  寸  法 (mm)

重　  　　量 (kg)



〒530-0044大阪市北区東天満2丁目2番3号
ダイアパレス南森町304

電話：06-6809-6620 FAX：06-6809-6621
mail：wn-info@waternavi.co.jp
URL：https://www.waternavi.co.jp/

【改良などにより仕様等を変更することがあります】

MWN10RL

配管の途中にノズルを設置するインラインタイプを発売しました。陸上ポンプと組み合わせ、水槽の

側面にインラインタイプのノズルを取り付けることができます。

アクアトランスファ インラインタイプ

気体

水槽

加圧ポンプ

仕様

アクアトランスファ インラインタイプ

参考図

MWN05RL MWN10RL MWN20RL MWN30RL MWN40RL MWN50RL

5 10 20 30 40 50

20 80 300 700 1,250 1,900

（ｍ）

5以上 20以上 75以上 175以上 320以上 475以上

15A(R1/2) 20A(R3/4) 50A(R2) 50A(R2) 75A(R3) 100A(R4)

15A(R1/2) 20A(R3/4) 50A(R2) 65A(R2･1/2) 75A(R3) 100A(R4)

φ38×L110 φ55×L181 φ78×L286 φ98×L361 φ120×L468 φ146×L524

0.8 1.4 4.4 9.5 16.3 27

0.4 0.75 2.2 5.5 3.7 5.5

最大気体吸気量 (L/min)

項 　目 型 　式

流体最少通過径 (mm)

材              質 SUS316

吐　 出　 水　 量 (L/min)

圧 　力 　損 　失 15ｍ以上

推奨ポンプ電気容量 (kW)

重　　　　量 (kg)

外　 形　 寸　 法 (mm)

接  続

口  径

入口

出口

※ 材質については、ステンレスSUS316を標準品(MWN○○RL)にしていますが、ジュラコン(POM)製の

製品(MWN○○ML)も用意しています。


