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研究の概要

マイクロバブルや多孔質コンクリートブロックを用いて，河川や貯水池の水質改善効果について研究している．

マイクロバブルは

果が確認されている．

質浄化の効果について調べている．

 また，多孔質コンクリートブロック

ついて研究している．多孔質コンクリートブロックの実験の様子を下の写真に示す．

実験結果の例として，

度の一番高いケースが水質浄化効果の高いことが

分かってきた．
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マイクロバブルを適用するために，水流を作るためポンプが必要で電気代が多く必要となるが，納豆菌を封入し

た多孔質コンクリートブロックは電気などを必要とせず，水中に投入するだけで効果が期待できるため，非常に

経済的と考えられる．食品にも含まれる納豆菌類を用いるので環境への影響も少ないと考えられる．
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どの様な水質の水に対して効果があるのかを調べていけば，早期の実用化につながると期待している．

実河川や実際の貯水池での効果については，まだ，未知数のものである．

ランニングコストのかからない多孔質コンクリートブロックを用いた手法で河川や貯水池の水質が改善できれ

ば，非常に有用な手法であろう．
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水質改善，河川，貯水池

マイクロバブルや多孔質コンクリートブロックを用いて，河川や貯水池の水質改善効果について研究している．

の気泡径を有する気泡であり，生理活性効果や水質浄化の効

そこで，河川や貯水池で採水した水を実験室の水槽に注ぎ，水質変化の時系列データを取り，水

注目し，河川や貯水池の水質改善効果に

ついて研究している．多孔質コンクリートブロックの実験の様子を下の写真に示す．多孔質コンクリートブロックを用いた

種類の水温で実験をしているが，緑線で示した温

マイクロバブルを適用するために，水流を作るためポンプが必要で電気代が多く必要となるが，納豆菌を封入し

た多孔質コンクリートブロックは電気などを必要とせず，水中に投入するだけで効果が期待できるため，非常に

経済的と考えられる．食品にも含まれる納豆菌類を用いるので環境への影響も少ないと考えられる．

どの様な水質の水に対して効果があるのかを調べていけば，早期の実用化につながると期待している．

実河川や実際の貯水池での効果については，まだ，未知数のものである． 

ンニングコストのかからない多孔質コンクリートブロックを用いた手法で河川や貯水池の水質が改善できれ
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