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ベンチュリ管内の気泡流の流動状態の解析 
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Abstract 

Venturi tube fine bubble generator has been focused in the recent studies due to its simple structure, high generation 

efficiency and low power consumption. In this work, the small fine bubble generator is developed. The venturi tube is 

embedded in an oral irrigator for fine bubble generation. The flow state and generation performance are investigated by 

numerical simulations and experiments. In the numerical simulation, the models with the same geometrical parameters 

with the real applications are made and Ansys Fluent is used to implement 3D CFD simulation to analyze the internal flow 

state and evaluate the generation performance. In the experiment, the flow states in the nozzle are photographed with a 

high-speed camera, and the area ratios of the bubbles in the tank are calculated to analyze the production volume of the 

bubbles. Both of the simulation results and experimental results show that the generation performance is dependent on the 

geometrical parameters of venturi tube, and the effective divergent angle and divergent length of venturi tubes, 

demonstrated the best performance compared with others. 
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１．緒  論 

 

 直径100 m 未満の気泡はファインバブルと呼ばれ，洗

浄や殺菌，消毒，脱臭などの性質を持ち，農業や食品，医

療分野など幅広く利用され，応用に向けたさらなる研究

が行われているが（1），その発生方法の1つとして，ベンチ

ュリ管が利用されている。通常，ベンチュリ管は管内の断

面積変化を利用して流量計測に用いられるが，断面積変

化により圧力変化も生じる。そのため，ベンチュリ管に給

水すると，流量などの条件によっては最小断面積部（以下，

スロートと呼称）で大気圧以下まで減圧され，水中の溶存

酸素が気泡となり，スロート下流での断面積の増加によ

る流れの減速，圧力上昇によって気泡が微細化される。こ

のようにベンチュリ管を用いたファインバブルの生成装

置は，構造が簡単でバブル生成のための外部電力が不要

であり，発生効率も良好であることから注目されている

が，バブルの生成量の向上や，一層の微細化には，ベンチ

ュリ管内の気液二相流の流動状態や気泡の挙動，ベンチ

ュリ管の形状が及ぼす影響などを明らかにする必要があ

る。 

 本研究室では，従来からベンチュリ管方式のファイン

バブルの生成に関する研究（2）を行っているが，用途や作

動条件に合わせたベンチュリ管の最適な設計手法につい

ては，まだ確立されていない。この原因として，ベンチュ

リ管スロート部下流の気液二相流および気泡の微細化の

解析が容易でないことが挙げられる。ファインバブルの

生成機構については，気液二相流では気泡の影響で音速

が低下するため，比較的低い速度で超音速の流れ場と同

等の性質を有し，流れの減速の際に衝撃波のような急激

な圧力変化が生じて気泡の微細化が促進させるとの解析
（3）（4）や，スロート下流で境界層がはく離して気泡と干渉

し，気泡の微細化が促進される（5）-（7）などの報告がなさ

れているが，計測や可視化の限界や広範な条件での解析

など，課題も多い。また，ファインバブルの生成に及ぼす

パラメータについては，ベンチュリ管のスロート出口の

断面積比，スロート下流のベンチュリ管壁面の広がり角，

スロート下流の長さ（5）-（7）が影響し，適正値が明らかに

なりつつあるが，生成機構と同様に，広範な条件での解析

など課題も多い。したがって，本研究室では，ファインバ

ブルを生成するベンチュリ管の設計条件の明確化のため

に，継続的に研究に取り組んでいる。本研究では，今後の

需要を想定して，ファインバブルの生成が可能なベンチ

ュリ管の小型化を目指しているが，流路が小型化される

と流体の粘性が流れ場に及ぼす影響が大きくなり，ベン

チュリ管内の気液二相流の流動状態や気泡の挙動の解析

が重要となる。そのため，本研究では，スロート部の直径

が1[mm] 程度の小型のベンチュリ管の開発を念頭に，ベ

ンチュリ管内の微小な流路中の気液二相流の流動状態や

気泡の挙動について，数値シミュレーションをもとに実

験を併用して調査し，さらに気泡の生成に最適なベンチ

ュリ管の形状について考察することを目的とする。 

 

２．解析方法 

 

 本研究で解析するベンチュリ管のモデルをFig.1に示す。

これまでの研究から，ベンチュリ管でのファインバブル

の生成は，スロート部下流の広がり角，スロート比d/D
（スロート部直径dとベンチュリ管出口直径Dの比）が影
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響を及ぼす(3)-(10)。本研究の目的である小型ベンチュリ管

の外形寸法は直径20[mm] 以下，全長50[mm] 以下を想定

しており，スロート部直径をd=1[mm] に固定し，Table 1
に示すように広がり角を=1.2～5[°]，スロート部下流の

長さをL=10～40[mm]で変化させた①～⑥の6種類のベン

チュリ管を設計し，解析する。 

α

d D

L
 

Fig.1 Geometric parameters of the venturi tube 
 

Table 1 Geometric parameters of the venturi tube 

Table 2 Simulation conditions 

Camera

Light

Nozzle

Pump Inverter

Pressure 
sensor
DC 
amplifierCompressor

Scanning
valve

Display

Flow 
sensor

Tank

 

Fig.2 Schematic layout of experimental apparatus 
２．１ 実験方法 

 本研究で使用した実験装置の系統図をFig.2に示す。実

験装置は，水槽，ノズル，ギアポンプ，圧力センサ，流量

センサにより構成されている。作動流体には水を使い，水

槽内の下底にベンチュリ管を装着し，インバータ装置に

よりポンプの回転数を変化させてベンチュリ管への供給

流量をQ=2，3 [L/min] に設定して水槽内にバブルを発生

させる。水槽内のファインバブルおよびノズル内の流動

状態をディジタルカメラおよびマイクロスコープで撮影

し，二値化処理を用いて気泡の面積比A*を計測し，バブル

の生成量とみなして解析する。さらに粒子径解析システ

ム用いて，生成される気泡の粒子径の測定を行う。 

 

２．２ 数値解析方法 

 本研究では，Fig.1に示すベンチュリ管を解析対象とし，

Table 1に示すベンチュリ管を計算モデルとして定義して

3次元シミュレーションを行う。ソルバーには，流体解析

の定番であるAnsys Fluentを使用し，本研究では気液二相

流を対象とすることから，計算モデとしてVOF圧縮流体気

液二相流モデルを使用し,内部の流れ状態の解析を行っ

た。現時点では，気泡の析出の過程の計算は難しいため，

ボイド率を与え，一定の気泡が生成された後の，気泡の微

細化について計算で調べる。シミュレーションの条件を

Table 2に，代表的な計算格子をFig.3に示す。 

 

３．結果と考察 

３．１ 実験結果と考察 

 マイクロスコープを用いて撮影した，気泡の撮影画像

をFig.4に示す。マイクロスコープによる撮影のため，水

槽の限られた領域での撮影結果であるが，一定量のファ

インバブルを観察することができる。よって，本研究で目

的とする，スロート部の直径が1[mm] の小型のベンチュ

リ管でもファインバブルの生成が可能であることが示さ

れた。 

 

(a) Venturi tube No.① 

 
(b) Venturi tube No.⑤ 

Fig.3 Samples of the simulation mesh 
 本研究では，Fig.4の撮影画像から，観察できる気泡の

最小径を計測した。Fig.5は実験で使用した6種類のベンチ

No. 
広がり角 

 [°] 
スロート径 

d [mm] 
出口径 
D [mm] 

スロート下流

長さ L [mm] 

① 1.2 1 2.7 40 

② 2.5 1 2.7 20 

③ 2.5 1 4.5 40 

④ 5 1 2.7 10 

⑤ 5 1 4.5 20 

⑥ 5 1 8 40 

Model two-phase flow-Population Balance 

Calculation 
function SST k- 

Particle 
diameters 

0.001mm, 0.002mm, 0.003mm, 
0.004mm, 0.006mm, 0.010mm 



  北九州工業高等専門学校研究報告第56号(2023年1月)                          9 
 

 

ュリ管で計測された気泡の最小径を示している。図より，

ベンチュリ管の形状で差があるものの，マイクロスコー

プで目視可能な測定で30[m] 程度の気泡が確認され，本

研究で製作したベンチュリ管でファインバブルが生成さ

れていることがわかる。 

 Fig.6は供給流量Qと水槽内に生成された気泡の面積比

A*との関係を示しており，Fig.6は実験結果で，Table 1に
示す6種類のベンチュリ管に対して，供給流量をQ=2，
3[L/min]と変化させて行った結果である。 

 

 

Fig.4 Sample picture of fine bubbles 

 

Fig. 5 Relationship between minimum diameter of 

         bubble and nozzle type 

 

Fig. 6 Relationship between area ratios of nozzles 
         different with the nozzle inlet flow rate 
図より，供給流量Q=2 [L/min]における気泡の面積比A*は

ベンチュリ管③と⑤が比較的大きいが，供給流量がQ=3 

[L/min]の場合の面積比A*はベンチュリ管⑤が最も大きく，

ベンチュリ管⑥と①も比較的大きいことがわかる。また，

ベンチュリ管③に着目すると，供給流量がQ=3 [L/min]の
場合の面積比A*に比べてQ=2 [L/min]における面積比A*の

方が大きい。この傾向は他のベンチュリ管の結果と相違

するが，これは流量Q=2 [L/min]で生成されたバブルの気

泡径が大きいことが原因だと考えられる。 

 以上の実験結果より，ファインバブルの生成が可能な，

スロート部の直径が1[mm] の小型のベンチュリ管の開発

に成功し，引き続き，安定してファインバブルを生成でき

る最適なベンチュリ管の形状を検討する必要がある。 

 

３．２ 数値シミュレーション結果と考察 

 数値シミュレーションより得られた，広がり角の異な

るベンチュリ管内のボイド率分布をFig.7に示す。図は6種
類のベンチュリ管のうち，No.①，No.②，No.⑤，No.⑥の

結果を示す。また，ボイド率の変化を色で示しており，青

色はボイド率が0，すなわち水を示し，青以外の濃い色は

ボイド率が0から1の気液二相流を示す。いずれの結果も

スロート部直後からベンチュリ管出口までの領域で気泡

が発生していることがわかる。また，気泡はベンチュリ管

中心，すなわち主流部より壁面付近に分布しており，さら

にベンチュリ管①と②では，スロートの直後，もしくはス

ロート下流の壁面付近に大量の気泡が生成されているこ

とがわかる。これに対して，ベンチュリ管⑤のボイド率の

変化は少なく，他の結果に比べて気泡の微細化などの変

化が少ないと考えられる。また，ベンチュリ管⑤とベンチ

ュリ管⑥は広がり角，スロート径dが同一で，スロート下

流の長さL，すなわちスロート比d/Dの影響を示す結果で

あり，図（c）より図（d）の方がスロートの直後，もしく

はスロート下流の壁面付近に大量の気泡が生成されてお

り，広がり角に加え，スロート比d/Dの影響も大きいこ

とを顕著に示している。 

 数値シミュレーションより得られた，広がり角の異な

るベンチュリ管の中央断面における拡大部の直径分布を

Fig.8に示す。直径の変化を色の変化で示しており，青か

ら赤に変化するにつれて，気泡の直径は増加する。図（d）
のベンチュリ管⑥では，スロート付近で気泡が結合し，図

（a）のベンチュリ管①では，気泡径が大きくなる領域が

最も広くなることがわかる。このことから，ベンチュリ管

スロート下流の広がり角と，スロート部下流の長さL，す
なわちスロート比d/Dはスロート下流の気泡の微細化に

強く影響し，壁面と主流部で現象が異なることから，流体

の粘性，壁面摩擦の影響を大きいと考えられ，特に本研究

の目的である小型のベンチュリ管の設計においては，ス

ロート下流の広がり角，スロート部下流の長さLもしく

はスロート比d/Dの適切な選定が重要であることがわか

る。 
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(a) Venturi tube No.① 

 

(b) Venturi tube No.② 

 

(c) Venturi tube No.⑤ 

 

(d) Venturi tube No.⑥ 

Fig. 7 Void fraction distributions inside the nozzles 
 

 

(a) Venturi tube No.① 

 

(b) Venturi tube No.② 

 

(c) Venturi tube No.⑤ 

 
(d) Venturi tube No.⑥ 

Fig. 8 Diameter distributions in the divergent part 
 

４．結 論 

 

 本研究では，ベンチュリ管の形状がファインバブルの

発生に与える影響について，数値シミュレーションと実

験により検討した。得られた結果を以下に要約する。 

（1）最小で30 [m] 程度の気泡が確認され，本研究の目

的とするスロート径が1[mm]の小型のベンチュリ管

でもファインバブルの生成が可能である。 

（2）気泡の微細化はスロート下流の主流部と壁面との間

の領域で観察され，粘性による速度差の影響が大き

いと考えられる。 

（3）スロート下流の広がり角，スロート部下流の長さL
もしくはスロート比d/Dがファインバブルの生成に

強く影響する。 
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