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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】固定部の内周面と回転部の外周面にそれぞれ設
けられた第１、第２の磁石のうち互いに対向しない磁石
を１組以上設けることで、回転時に大きな駆動力を必要
としない回転装置及びそれを備えた泡発生装置を提供す
る。
【解決手段】水中モータが設けられた固定部２と、固定
部２の内部で回転可能に設けられ、水中モータからの回
転力が伝達される回転部３と、固定部２の回転部３の外
周面３ｂに対向する環状ブロック体８の内周面８ａで該
固定部２の軸方向に所定のピッチで配置された第１の磁
石９と、回転部３の固定部２の内周面８ａに対向する外
周面３ｂで該回転部３の軸方向に所定のピッチで配置さ
れた第２の磁石10とを有し、前記第１、第２の磁石９，
10同士は、互いに対向する側が斥力が作用する同極磁石
、或いは互いに対向する側が引力が作用する異極磁石で
構成され、該第１、第２の磁石９，10のうち互いに対向
しない磁石が１組以上設け構成した。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
回転駆動力を付与する回転駆動源が設けられた固定部と、
　前記固定部の内部で回転可能に設けられ、前記回転駆動源からの回転力が伝達される回
転部と、
　前記固定部の前記回転部の外周面に対向する内周面で該固定部の軸方向に１つ以上の所
定のピッチで配置された第１の磁石と、
　前記回転部の前記固定部の内周面に対向する外周面で該回転部の軸方向に１つ以上の所
定のピッチで配置された第２の磁石と、
　を有し、
　前記第１、第２の磁石同士は、互いに対向する側が斥力が作用する同極磁石、或いは互
いに対向する側が引力が作用する異極磁石で構成され、該第１、第２の磁石のうち互いに
対向しない磁石が１組以上設けられたことを特徴とする回転装置。
【請求項２】
前記固定部の前記回転部の外周面に対向する内周面に設けられた第１の磁石と、前記回転
部の前記固定部の内周面に対向する外周面に設けられた第２の磁石との取り付け数が異な
ることを特徴とする請求項１に記載の回転装置。
【請求項３】
前記固定部の前記回転部の外周面に対向する内周面に設けられた第１の磁石相互の離間ピ
ッチ、或いは前記回転部の前記固定部の内周面に対向する外周面に設けられた第２の磁石
相互の離間ピッチのうち少なくとも１つが異なることを特徴とする請求項１に記載の回転
装置。
【請求項４】
前記固定部の前記回転部の外周面に対向する内周面が該固定部の軸方向に複数に分割され
、該分割されたそれぞれの内周面に設けられた前記第１の磁石が配置される位相を該固定
部の軸方向に複数に分割されたそれぞれの内周面毎に該内周面の周方向にずらして配置し
たことを特徴とする請求項１に記載の回転装置。
【請求項５】
前記回転部の前記固定部の内周面に対向する外周面が該回転部の軸方向に複数に分割され
、該分割されたそれぞれの外周面に設けられた前記第２の磁石が配置される位相を該回転
部の軸方向に複数に分割されたそれぞれの外周面毎に該外周面の周方向にずらして配置し
たことを特徴とする請求項１に記載の回転装置。
【請求項６】
前記固定部は該固定部の軸方向に分割された複数の環状ブロック体を有して構成され、該
環状ブロック体の内周面が前記回転部の外周面に対向すると共に、該環状ブロック体の内
周面で前記固定部の軸方向に所定のピッチで前記第１の磁石が配置され、前記環状ブロッ
ク体を固定するための固定部材を前記固定部の軸方向に複数に分割されたそれぞれの環状
ブロック体毎に前記固定部の周方向にずらして配置したことを特徴とする請求項１に記載
の回転装置。
【請求項７】
前記固定部の筒体ケース内に該固定部の軸方向に分割された複数の環状ブロック体が収容
され、該環状ブロック体の内周面が前記回転部の外周面に対向すると共に、該環状ブロッ
ク体の内周面で前記固定部の軸方向に所定のピッチで前記第１の磁石が配置され、前記筒
体ケース内に収容される前記環状ブロック体を固定するために該筒体ケースに設けられる
固定穴を前記固定部の軸方向に複数に分割されたそれぞれの環状ブロック体毎に前記筒体
ケースの周方向にずらして配置したことを特徴とする請求項１に記載の回転装置。
【請求項８】
前記回転部は該回転部の軸方向に分割された複数の柱状ブロック体を有して構成され、該
柱状ブロック体の外周面が前記固定部の内周面に対向すると共に、該柱状ブロック体の外
周面で前記回転部の軸方向に所定のピッチで前記第２の磁石が配置され、前記柱状ブロッ
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ク体を固定するための固定部材を前記回転部の軸方向に複数に分割されたそれぞれの柱状
ブロック体毎に前記回転部の周方向にずらして配置したことを特徴とする請求項１に記載
の回転装置。
【請求項９】
前記固定部側、前記回転部側にそれぞれ設けられる前記第１、第２の磁石の長手方向の少
なくとも一方を前記回転部の回転軸方向に対して傾斜させると共に、該回転部の回転に伴
って該第１、第２の磁石が長手方向に互いに交差して対向することを特徴とする請求項１
に記載の回転装置。
【請求項１０】
請求項１～９の何れか１項に記載の回転装置を備え、
　前記回転部と連結されて該回転部と一体的に回転する回転翼と、
　前記回転翼の回転により発生する負圧により前記固定部と前記回転部との間に形成され
る間隙に処理液を吸入する吸液口と、
　前記回転翼の回転により発生する負圧により前記固定部と前記回転部との間に形成され
る間隙に気体を吸入する吸気口と、
　前記吸液口から吸入された処理液と、前記吸気口から吸入された気体とが前記固定部と
前記回転部との間に形成される間隙内で混合され、その混合液を外部に排出する排出口と
、
　を有することを特徴とする泡発生装置。
【請求項１１】
前記固定部と前記回転部との間に形成される間隙に処理液を吸入する管が設けられ、前記
管に交差して接続して連通された合流管から前記固定部と前記回転部との間に形成される
間隙に気体を吸入することを特徴とする請求項１０に記載の泡発生装置。
【請求項１２】
前記管の前記合流管が交差する位置の近傍上流側に小径部が設けられ、該管の小径部から
大径部に向けて流れ込む処理液の流速を大きくして前記合流管から吸入される気体の吸入
力を大きくする負圧を発生させることを特徴とする請求項１１に記載の泡発生装置。
【請求項１３】
前記吸液口から吸入された処理液と、前記吸気口から吸入された気体とが前記固定部と前
記回転部との間に形成される間隙の近傍上流側に該間隙に流れ込む処理液の流速を大きく
して前記吸気口から吸入される気体の吸入力を大きくする負圧を発生させると共に気体の
混合を促進させる挟隙流路が形成されたことを特徴とする請求項１０に記載の泡発生装置
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、磁場を利用した回転装置及びそれを備えた泡発生装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、磁場を利用した回転装置としては、特許第３９７７８６０号公報（特許文献１）
に記載されたように、固定部の内周面と回転部の外周面とにそれぞれ対向する磁石が複数
対配置されたものが提案されている。また、特開平１１－１６８８７３号公報（特許文献
２）の図１には内側の磁石と外側の磁石の数を異なるように設けたものが提案され、更に
図３には内側の磁石と外側の磁石の長手方向が回転軸に対して同じ方向に傾斜したものが
提案されている。
【０００３】
　一方、池、堀、運河、湖沼、河川、湾岸水等々に係る水質浄化処理、水槽、川、内海等
々を利用した養殖漁場に係る水質浄化処理、または飲料水（例えば水道水やミネラルウォ
ーター）に係る水質浄化処理に利用される種々の水質浄化処理装置が提案されている。
【０００４】
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　例えば、特許第３２２７５６７号公報（特許文献３）には、回転式散水板と導水板とに
より遠心ポンプを構成し、外部筒に設けられた吸気孔から空気を、吸水口から処理対象水
をそれぞれ吸引し、内部筒の高速回転により激しい渦流により空気を処理対象水に混合し
て無数の微小な気泡を発生させ、更に散水板の回転により分割、微小化させ、更に散水板
や外部筒内面、内部筒外面等に設けた永久磁石によるポンピング作用と電磁作用との相乗
作用によりサブミクロン（１０，０００分の１ミリメートル；１０－７）オーダーの極微
細気泡を処理対象水中に生成し、気泡中の酸素成分をより多く処理対象水中に溶け込ませ
ることで水質浄化を図ることが記載されている。
【０００５】
　また、特開２００３－０５３３７３号公報（特許文献４）には、固定筒の内周面と回転
筒の外周面とにそれぞれ断面略台形状の突条を該固定筒ないし回転筒の長さ方向に複数本
形成することにより、これら各突条間を断面略逆台形状の溝とし、これら各溝内に永久磁
石を配設したものが提案されている。
【０００６】
【特許文献１】特許第３９７７８６０号公報
【特許文献２】特開平１１－１６８８７３号公報
【特許文献３】特許第３２２７５６７号公報
【特許文献４】特開２００３－０５３３７３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、前述の特許文献１、３、４の技術では、固定部の内周面と回転部の外周
面とにそれぞれ対向する磁石が複数対配置されるため磁石同士の吸引力或いは反発力に抗
して回転させるための駆動力がその磁石対の数の分だけ余分に必要となり回転起動時及び
連続回転時に大きな駆動力が必要となっていた。これが回転装置の駆動部にとって大きな
負荷となるため回転不良の原因となったり、或いは、過大な駆動容量が必要となり、特に
起動トルクが大きくなり、停止時にも急激な停止を招き、機械的にも過大な負荷を与える
ものとなっていた。
【０００８】
　また、特許文献２の技術は、当該特許公開公報の国際特許分類（Int. Cl.）にも明示さ
れたように「永久運動を行なう回転電機であると主張するもの」であり、内側の磁石と外
側の磁石の数を異なるように設けたこと、内側の磁石と外側の磁石の長手方向が回転軸に
対して同じ方向に傾斜したことの作用効果も不明確である。
【０００９】
　本発明は前記課題を解決するものであり、その目的とするところは、固定部の内周面と
回転部の外周面にそれぞれ設けられた第１、第２の磁石のうち互いに対向しない磁石を１
組以上設けることで、磁石同士の吸引力或いは反発力を緩和して回転起動時及び連続回転
時に大きな駆動力を必要としない回転装置及びそれを備えた泡発生装置を提供せんとする
ものである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　前記目的を達成するための本発明に係る回転装置の第１の構成は、回転駆動力を付与す
る回転駆動源が設けられた固定部と、前記固定部の内部で回転可能に設けられ、前記回転
駆動源からの回転力が伝達される回転部と、前記固定部の前記回転部の外周面に対向する
内周面で該固定部の軸方向に１つ以上の所定のピッチで配置された第１の磁石と、前記回
転部の前記固定部の内周面に対向する外周面で該回転部の軸方向に１つ以上の所定のピッ
チで配置された第２の磁石とを有し、前記第１、第２の磁石同士は、互いに対向する側が
斥力が作用する同極磁石、或いは互いに対向する側が引力が作用する異極磁石で構成され
、該第１、第２の磁石のうち互いに対向しない磁石が１組以上設けられたことを特徴とす
る。
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【００１１】
　また、本発明に係る回転装置の第２の構成は、前記第１の構成の回転装置において、前
記固定部の前記回転部の外周面に対向する内周面に設けられた第１の磁石と、前記回転部
の前記固定部の内周面に対向する外周面に設けられた第２の磁石との取り付け数が異なる
ことを特徴とする。
【００１２】
　また、本発明に係る回転装置の第３の構成は、前記第１の構成の回転装置において、前
記固定部の前記回転部の外周面に対向する内周面に設けられた第１の磁石相互の離間ピッ
チ、或いは前記回転部の前記固定部の内周面に対向する外周面に設けられた第２の磁石相
互の離間ピッチのうち少なくとも１つが異なることを特徴とする。
【００１３】
　また、本発明に係る回転装置の第４の構成は、前記第１の構成の回転装置において、前
記固定部の前記回転部の外周面に対向する内周面が該固定部の軸方向に複数に分割され、
該分割されたそれぞれの内周面に設けられた前記第１の磁石が配置される位相を該固定部
の軸方向に複数に分割されたそれぞれの内周面毎に該内周面の周方向にずらして配置した
ことを特徴とする。
【００１４】
　また、本発明に係る回転装置の第５の構成は、前記第１の構成の回転装置において、前
記回転部の前記固定部の内周面に対向する外周面が該回転部の軸方向に複数に分割され、
該分割されたそれぞれの外周面に設けられた前記第２の磁石が配置される位相を該回転部
の軸方向に複数に分割されたそれぞれの外周面毎に該外周面の周方向にずらして配置した
ことを特徴とする。
【００１５】
　また、本発明に係る回転装置の第６の構成は、前記第１の構成の回転装置において、前
記固定部は該固定部の軸方向に分割された複数の環状ブロック体を有して構成され、該環
状ブロック体の内周面が前記回転部の外周面に対向すると共に、該環状ブロック体の内周
面で前記固定部の軸方向に所定のピッチで前記第１の磁石が配置され、前記環状ブロック
体を固定するための固定部材を前記固定部の軸方向に複数に分割されたそれぞれの環状ブ
ロック体毎に前記固定部の周方向にずらして配置したことを特徴とする。
【００１６】
　また、本発明に係る回転装置の第７の構成は、前記第１の構成の回転装置において、前
記固定部の筒体ケース内に該固定部の軸方向に分割された複数の環状ブロック体が収容さ
れ、該環状ブロック体の内周面が前記回転部の外周面に対向すると共に、該環状ブロック
体の内周面で前記固定部の軸方向に所定のピッチで前記第１の磁石が配置され、前記筒体
ケース内に収容される前記環状ブロック体を固定するために該筒体ケースに設けられる固
定穴を前記固定部の軸方向に複数に分割されたそれぞれの環状ブロック体毎に前記筒体ケ
ースの周方向にずらして配置したことを特徴とする。
【００１７】
　また、本発明に係る回転装置の第８の構成は、前記第１の構成の回転装置において、前
記回転部は該回転部の軸方向に分割された複数の柱状ブロック体を有して構成され、該柱
状ブロック体の外周面が前記固定部の内周面に対向すると共に、該柱状ブロック体の外周
面で前記回転部の軸方向に所定のピッチで前記第２の磁石が配置され、前記柱状ブロック
体を固定するための固定部材を前記回転部の軸方向に複数に分割されたそれぞれの柱状ブ
ロック体毎に前記回転部の周方向にずらして配置したことを特徴とする。
【００１８】
　また、本発明に係る回転装置の第９の構成は、前記第１の構成の回転装置において、前
記固定部側、前記回転部側にそれぞれ設けられる前記第１、第２の磁石の長手方向の少な
くとも一方を前記回転部の回転軸方向に対して傾斜させると共に、該回転部の回転に伴っ
て該第１、第２の磁石が長手方向に互いに交差して対向することを特徴とする。
【００１９】
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　また、本発明に係る泡発生装置の第１の構成は、前記第１～第９の構成の回転装置を備
え、前記回転部と連結されて該回転部と一体的に回転する回転翼と、前記回転翼の回転に
より発生する負圧により前記固定部と前記回転部との間に形成される間隙に処理液を吸入
する吸液口と、前記回転翼の回転により発生する負圧により前記固定部と前記回転部との
間に形成される間隙に気体を吸入する吸気口と、前記吸液口から吸入された処理液と、前
記吸気口から吸入された気体とが前記固定部と前記回転部との間に形成される間隙内で混
合され、その混合液を外部に排出する排出口とを有することを特徴とする。
【００２０】
　また、本発明に係る泡発生装置の第２の構成は、前記第１の構成の泡発生装置において
、前記固定部と前記回転部との間に形成される間隙に処理液を吸入する管が設けられ、前
記管に交差して接続して連通された合流管から前記固定部と前記回転部との間に形成され
る間隙に気体を吸入することを特徴とする。
【００２１】
　また、本発明に係る泡発生装置の第３の構成は、前記第２の構成の泡発生装置において
、前記管の前記合流管が交差する位置の近傍上流側に小径部が設けられ、該管の小径部か
ら大径部に向けて流れ込む処理液の流速を大きくして前記合流管から吸入される気体の吸
入力を大きくする負圧を発生させることを特徴とする。
【００２２】
　また、本発明に係る泡発生装置の第４の構成は、前記第１の構成の泡発生装置において
、前記吸液口から吸入された処理液と、前記吸気口から吸入された気体とが前記固定部と
前記回転部との間に形成される間隙の近傍上流側に該間隙に流れ込む処理液の流速を大き
くして前記吸気口から吸入される気体の吸入力を大きくする負圧を発生させると共に気体
の混合を促進させる挟隙流路が形成されたことを特徴とする。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明に係る回転装置の第１の構成によれば、固定部の内周面と回転部の外周面にそれ
ぞれ設けられた第１、第２の磁石のうち同時に互いに対向しない磁石を１組以上設けるこ
とで、磁石同士の吸引力或いは反発力を緩和して回転起動時及び連続回転時に大きな駆動
力を必要としない。
【００２４】
　また、本発明に係る回転装置の第２の構成によれば、固定部の内周面と回転部の外周面
にそれぞれ設けられた第１、第２の磁石の取り付け数が異なることで、同時に互いに対向
しない磁石を１組以上設けることができ、磁石同士の吸引力或いは反発力を緩和して回転
起動時及び連続回転時に大きな駆動力を必要としない。
【００２５】
　また、本発明に係る回転装置の第３の構成によれば、固定部の内周面と回転部の外周面
にそれぞれ設けられた第１、第２の磁石のそれぞれの磁石相互の離間ピッチのうち少なく
とも１つが異なることで、同時に互いに対向しない磁石を１組以上設けることができ、磁
石同士の吸引力或いは反発力を緩和して回転起動時及び連続回転時に大きな駆動力を必要
としない。
【００２６】
　また、本発明に係る回転装置の第４の構成によれば、固定部の内周面を該固定部の軸方
向に複数に分割し、その分割された内周面毎に第１の磁石の配置位相を該内周面の周方向
にずらして配置したことで、同時に互いに対向しない磁石を１組以上設けることができ、
磁石同士の吸引力或いは反発力を緩和して回転起動時及び連続回転時に大きな駆動力を必
要としない。
【００２７】
　また、本発明に係る回転装置の第５の構成によれば、回転部の外周面を該回転部の軸方
向に複数に分割し、その分割された外周面毎に第２の磁石の配置位相を該外周面の周方向
にずらして配置したことで、同時に互いに対向しない磁石を１組以上設けることができ、
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磁石同士の吸引力或いは反発力を緩和して回転起動時及び連続回転時に大きな駆動力を必
要としない。
【００２８】
　また、本発明に係る回転装置の第６の構成によれば、固定部の軸方向に複数に分割して
設けられた環状ブロック体を固定するための固定部材を該環状ブロック体毎に該固定部の
周方向にずらして配置したことで、同時に互いに対向しない磁石を１組以上設けることが
でき、磁石同士の吸引力或いは反発力を緩和して回転起動時及び連続回転時に大きな駆動
力を必要としない。
【００２９】
　また、本発明に係る回転装置の第７の構成によれば、固定部の筒体ケース内に収容され
、該固定部の軸方向に複数に分割して設けられた環状ブロック体を固定するための固定穴
を該環状ブロック体毎に該筒体ケースの周方向にずらして配置したことで、同時に互いに
対向しない磁石を１組以上設けることができ、磁石同士の吸引力或いは反発力を緩和して
回転起動時及び連続回転時に大きな駆動力を必要としない。
【００３０】
　また、本発明に係る回転装置の第８の構成によれば、回転部の軸方向に複数に分割して
設けられた柱状ブロック体を固定するための固定部材を該柱状ブロック体毎に該回転部の
周方向にずらして配置したことで、同時に互いに対向しない磁石を１組以上設けることが
でき、磁石同士の吸引力或いは反発力を緩和して回転起動時及び連続回転時に大きな駆動
力を必要としない。
【００３１】
　また、本発明に係る回転装置の第９の構成によれば、固定部側、回転部側にそれぞれ設
けられる第１、第２の磁石の長手方向の少なくとも一方を回転部の回転軸方向に対して傾
斜させて配置し、該回転部の回転に伴って該第１、第２の磁石が長手方向に互いに交差し
て対向するように配置することで、第１、第２の磁石の互いに対向する側が斥力が作用す
る同極磁石による互いに近付く際の回転方向に対する抑止力、或いは第１、第２の磁石の
互いに対向する側が引力が作用する異極磁石による互いに遠退く際の回転方向に対する抑
止力における力の分散が出来、それらの回転抑止力を低減させることが出来る。
【００３２】
　即ち、固定部側、回転部側にそれぞれ設けられる第１、第２の磁石の長手方向は、互い
に異なった角度に傾斜しており、例えば、第１、第２の磁石の長手方向を線として考える
と、Ｎ極－Ｎ極が対向する場合、或いはＮ極－Ｓ極が対向する場合にその瞬間が線接触で
はなく点接触となり回転抑止力の低減が可能となるものである。
【００３３】
　一方、回転部の回転により固定部と回転部との間に形成される間隙内を流れる処理液は
斜行して流れるため、例えば、第１、第２の磁石の長手方向が回転部の回転軸方向に平行
である場合、斜行して流れる処理液に対して第１、第２の磁石が向き合うのは瞬間的とな
るため磁力の作用も瞬間的であるが、本発明のように第１、第２の磁石の長手方向を傾斜
させた場合には、長手方向を傾斜させた第１、第２の磁石との交点が連続移動し、斜行し
て流れる処理液に対して連続的に磁力が作用することとなる。このことにより、固定部と
回転部との間に形成される間隙内の処理液は微小気泡の数と溶解気体の量とを増加させな
がら第１の磁石と第２の磁石による電磁作用との相乗作用を受けて該間隙内に流入した処
理液中の微小気泡について分割と再分割とがより効果的になされ、極微細気泡がより多く
生成されると共に、該各極微細気泡中の気体成分が処理液中に更に溶解される。
【００３４】
　また、本発明に係る泡発生装置の第１の構成によれば、回転翼の回転により発生する負
圧により吸液口から吸入された処理液と、吸気口から吸入された気体とを固定部と回転部
との間に形成される間隙内で混合して処理液中に微細な気泡を発生させると共に包含させ
、その混合液を排出口から外部に排出することが出来る。
【００３５】
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　また、本発明に係る泡発生装置の第２の構成によれば、固定部と回転部との間に形成さ
れる間隙に処理液を吸入する管に交差して接続して連通された合流管から固定部と回転部
との間に形成される間隙に気体を吸入することができ、管を流れる処理液の流速により合
流管に負圧を発生させて吸気口から気体を吸入することが出来る。
【００３６】
　また、本発明に係る泡発生装置の第３の構成によれば、合流管が交差する位置の近傍上
流側に設けられた管の小径部を流れる処理液の流速が大きくなり、該管の小径部を流れる
処理液の流速により合流管に更に大きな負圧を発生させて吸気口から気体を吸入すること
が出来る。
【００３７】
　また、本発明に係る泡発生装置の第４の構成によれば、固定部と回転部との間に形成さ
れる間隙の近傍上流側に形成された挟隙流路を流れる処理液の流速が大きくなり、該挟隙
流路を流れる処理液の流速により大きな負圧を発生させて吸気口から気体を吸入すること
が出来、気体の混合を促進させることが出来る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３８】
　図により本発明に係る回転装置及びそれを備えた泡発生装置の一実施形態を具体的に説
明する。図１は本発明に係る回転装置及びそれを備えた泡発生装置の第１実施形態の構成
を示す断面説明図、図２は本発明に係る回転装置の第１実施形態の固定部の内周面に設け
られる第１の磁石と、回転部の外周面に設けられる第２の磁石との配置構成を示す断面説
明図、図３は固定部の筒体ケースの構成を示す断面説明図、図４は筒体ケース内に収容さ
れる環状ブロック体の構成を示す断面説明図、図５は筒体ケース内に複数の環状ブロック
体が周方向に１０度づつずらして配置された様子を示す図、図６は回転部の構成を示す断
面説明図、図７～図10は本発明に係る回転装置の作用効果を説明する図である。
【００３９】
　図１～図６において、１は回転駆動力を付与する回転駆動源となるモータであり、円筒
状の固定部２に設けられている。固定部２の内部には回転部３が回転可能に設けられてお
り該回転部３には回転駆動源となるモータ１からの回転力がモーターシャフト１ａ、連結
部材４、回転部３の回転軸３ａを介して該回転部３に伝達される。
【００４０】
　尚、モーターシャフト１ａ及び回転軸３ａは、該回転軸３ａの図示しない一方の軸受部
材及び他方の軸受部材６により回転可能に軸支されている。
【００４１】
　本実施形態の固定部２は、図３に示す筒体ケース７と、図４に示すように、該筒体ケー
ス７内に収容され、該固定部２の軸方向（図１（ａ）の左右方向）に分割された複数の環
状ブロック体８とを有して構成され、複数段の環状ブロック体８が軸方向に直線状に配列
される。
【００４２】
　各環状ブロック体８の内周面８ａは回転部３の外周面３ｂに対向すると共に、該環状ブ
ロック体８の内周面８ａで固定部２の軸方向（図１（ａ）の左右方向）に所定のピッチで
第１の磁石９が配置されている。
【００４３】
　図３に示すように、筒体ケース７内に収容される環状ブロック体８を固定するために該
筒体ケース７に設けられる固定穴７ａは固定部２の軸方向（図３（ｂ）の左右方向）に複
数に分割されたそれぞれの環状ブロック体８毎に筒体ケース７の周方向にずらして配置さ
れている。
【００４４】
　このように、第１の磁石９は、図４に示すように、固定部２の回転部３の外周面３ｂに
対向する環状ブロック体８の内周面８ａで該固定部２の軸方向（図１（ａ）の左右方向）
に所定のピッチで配置されている。
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【００４５】
　一方、第２の磁石10は、図５及び図６に示すように、回転部３の固定部２の環状ブロッ
ク体８の内周面８ａに対向する外周面３ｂで該回転部３の軸方向（図１（ａ）の左右方向
）に所定のピッチで配置されている。
【００４６】
　ここで、第１、第２の磁石９，10同士は、互いに対向する側が斥力が作用する同極磁石
（例えば、第１、第２の磁石９，10の互いに対向する側の双方がＮ極か、第１、第２の磁
石９，10の互いに対向する側の双方がＳ極）、或いは互いに対向する側が引力が作用する
異極磁石（例えば、第１の磁石９の対面する側がＮ極で第２の磁石10の対面する側がＳ極
、或いは第１の磁石９の対面する側がＳ極で第２の磁石10の対面する側がＮ極）で構成さ
れ、該第１、第２の磁石９，10のうち互いに対向しない磁石が１組以上設けられている。
【００４７】
　また、図４及び図６に示すように、固定部２の回転部３の外周面３ｂに対向する環状ブ
ロック体８の内周面８ａに設けられた第１の磁石９は６個配置されており、回転部３の固
定部２の環状ブロック体８の内周面８ａに対向する外周面３ｂに設けられた第２の磁石10
は８個配置されており、第１、第２の磁石９，10の取り付け数が異なるように構成されて
いる。
【００４８】
　図１及び図５に示すように、固定部２の回転部３の外周面３ｂに対向する環状ブロック
体８の内周面８ａが該固定部２の軸方向（図１（ａ）の左右方向）に複数に分割され、該
分割されたそれぞれの環状ブロック体８の内周面８ａに設けられた第１の磁石９が配置さ
れる位相を該固定部２の軸方向（図１（ａ）の左右方向）に複数に分割されたそれぞれの
環状ブロック体８の内周面８ａ毎に該内周面８ａの周方向にずらして配置している。
【００４９】
　即ち、本実施形態では、図１及び図５に示すように、固定部２は該固定部２の軸方向（
図１（ａ）の左右方向）に分割された複数の環状ブロック体８を有して構成され、該環状
ブロック体８の内周面８ａが回転部３の外周面３ｂに対向すると共に、該環状ブロック体
８の内周面８ａで固定部２の軸方向（図１（ａ）の左右方向）に所定のピッチで第１の磁
石９が配置され、環状ブロック体８を固定するための固定部材となる筒体ケース７の固定
穴７ａに挿通され、環状ブロック体８の径方向に所定ピッチで設けられた固定ネジ孔８ｂ
に螺合締結される固定ネジ11を固定部２の軸方向（図１（ａ）の左右方向）に複数に分割
されたそれぞれの環状ブロック体８毎に固定部２の周方向にずらして配置したものである
。
【００５０】
　図７～図９は本発明に係る回転装置の作用効果を説明する図である。先ず、図７～図９
における前提条件として、第１、第２の磁石９，10が相対した時に「１」という力を発揮
するものとする。中間点では磁力は「０（ゼロ）」とする。他の磁石の影響はないものと
する。固定部２及び回転部３の円周方向及び径方向とも同じ考えとする。
【００５１】
　図７では考え方を容易にするため、回転部３の外周面３ｂ或いは固定部２の環状ブロッ
ク体８の内周面８ａの円周長を「１０」とし、固定部２の環状ブロック体８の内周面８ａ
側に配置する第１の磁石９を５個とし、回転部３の外周面３ｂ側に配置する第２の磁石10
を４個とした場合の簡易計算例を示す。即ち、第１の磁石９はピッチ「２」で、第２の磁
石10はピッチ「２．５」の配置とした例である。図７の最上段では第１の磁石９は「０」
、「２」、「４」、「６」、「８」の位置に配置され、第２の磁石10は「０」、「２．５
」、「５」、「７．５」の位置に配置されている。また、磁力は距離に反比例するとして
計算したものである。
【００５２】
　21は回転部３の外周面３ｂ或いは固定部２の環状ブロック体８の内周面８ａの円周長を
「１０」とした時の回転角度を示しており、第２の磁石10が「０．２５」、「０．５」、
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「０．７５」、「１．０」、「１．２５」、「１．５」、「１．７５」回転した状態を示
している。
【００５３】
　図７（ａ）は、第１、第２の磁石９，10の向きは互いに対向する側が同極(斥力)とした
場合の一例を示し、第１、第２の磁石９，10の向きは互いに対向する側が異極(引力)では
23に示す回転力の方向(±)が逆になる。
【００５４】
　図７（ａ）の回転角度21に示すように、「－α」は相対する第１、第２の磁石９，10が
近づく時の方向を示し、「＋α」は相対する第１、第２の磁石９，10が遠ざかる時の方向
を示す。そして、回転力23は最大でも「－α」の時には「－１」(回転阻害力)、「＋α」
の時に「１」(反発力)でしかない。第１、第２の磁石９，10が５個の同数の場合には回転
力は最大「５」となることは明らかである。尚、回転力23が「０（ゼロ）」となる位置は
回転角度「０．２５」、「０．７５」、「１．２５」、「１．７５」である。
【００５５】
　図７（ｂ）に示す円図は、第１、第２の磁石９，10を固定部２及び回転部３の径方向断
面で考えた時の力のバランスを示しており、バランスが崩れて「１」という力が働いてい
る様子を示したものである。第１、第２の磁石９，10が均等配置されているような場合に
は同時に相対する第１、第２の磁石９，10の組数としては例えば１組を避けることで、回
転軸３ａにかかる合力のバランスを維持することができる。
【００５６】
　本実施形態では、図４及び図６に示すように、固定部２の環状ブロック体８の内周面８
ａ側に第１の磁石９が６個で各第１の磁石９相互は６０度づつ均等配置され、回転部３の
外周面３ｂ側に第２の磁石10が８個で各第２の磁石10相互は４５度づつ均等配置されてお
り、図３及び図５に示すように、筒体ケース７の内部に８段の環状ブロック体８が各段１
０度づつの位相を設けて取り付け挿入されている。
【００５７】
　図８（ｂ）は各段の磁石配置を示したものである。即ち、回転部３の外周面３の外周面
３ｂ側に設けられた第２の磁石10が「０度」、「４５度」、「９０度」、「１３５度」、
「１８０度」、「２２５度」、「２７０度」、「３１５度」にそれぞれ配置され、環状ブ
ロック体８の内周面８ａ側に設けられた第１の磁石９が、第１段目では＃１「４５度」、
＃２「１０５度」、＃３「１６５度」、＃４「２２５度」、＃５「２８５度」、＃６「３
４５度」にそれぞれ配置され、第２段目では＃１「５５度」、＃２「１１５度」、＃３「
１７５度」、＃４「２３５度」、＃５「２９５度」、＃６「３５５度」にそれぞれ配置さ
れ、第３段目では＃１「５度」、＃２「６５度」、＃３「１２５度」、＃４「１８５度」
、＃５「２４５度」、＃６「３０５度」にそれぞれ配置され、第４段目では＃１「１５度
」、＃２「７５度」、＃３「１３５度」、＃４「１９５度」、＃５「２５５度」、＃６「
３１５度」にそれぞれ配置され、第５段目では＃１「２５度」、＃２「８５度」、＃３「
１４５度」、＃４「２０５度」、＃５「２６５度」、＃６「３２５度」にそれぞれ配置さ
れ、第６段目では＃１「３５度」、＃２「９５度」、＃３「１５５度」、＃４「２１５度
」、＃５「２７５度」、＃６「３３５度」にそれぞれ配置されていることを示す。
【００５８】
　図９は、図７と同様に第１、第２の磁石９，10が相対したときに「１」という力を発揮
するものとし、中間点では磁力は「０（ゼロ）」とし、他の磁石の影響は無いものとした
。但し、距離との関係では図７では距離に反比例としたが、図９では磁力は距離の２乗に
反比例するとして計算した結果である。αは図７と同様とし、「－α」の場合についての
み計算した。また、固定部２にかかる力としての計算であるが、回転部３にはこの力の反
作用の力がかかることとなる。「Ｆ」は合計した力で「＋」は固定部２に回転方向の力が
働くことを意味し、「－」は固定部２に回転方向とは逆の力即ち阻害力が働くことを意味
する。従って、回転部３にはその反作用として、それぞれ回転方向と逆の力（阻害力）、
回転方向の力が作用することとなる。
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【００５９】
　図10（ａ）は一段目の環状ブロック体８の第１の磁石９の磁石配置と、回転部３の第２
の磁石10の磁石配置を示し、図９による計算結果をもとに第１の磁石９にかかる力を図示
したものである。一段目環状ブロック体８の第１の磁石９には総合して「２」の力が発生
し、回転部３にはこの反作用として「２」の回転阻害力が発生している。図10（ｂ）は一
段目の環状ブロック体８の第１の磁石９の磁石配置による固定部２及び回転部３の回転方
向に作用する力関係を示し、Ａ、－Ａ、Ｂ、－Ｂは回転部３に作用する力、Ｘ、－Ｘ、Ｙ
、－Ｙは固定部２に作用する力であり、軸にかかる合力がバランスしていることを示して
いる。即ち、本実施形態のような第１、第２の磁石９，10が均等配置されているような場
合には同時に相対する第１、第２の磁石９，10の組数としては例えば１組を避けることで
、回転軸３ａにかかる合力のバランスを維持することが簡単にでき、特に段数の少ない構
成では有効である。
【００６０】
　図７では、固定部２の環状ブロック体８の内周面８ａ側に設けられる第１の磁石９が５
個で、回転部３の外周面３ｂ側に設けられる第２の磁石10が４個の場合で、回転部３の回
転力として説明した。図８、図９では固定部２の受ける力として、磁力は距離の２乗に反
比例するとして計算した結果で、回転部３に対しては固定部２にかかるこの力の反作用と
して回転力が生じる。このような条件で計算した最大回転力は前述の実施形態では固定部
２に「４．００」の力が発生し、回転部３にはこの反作用として「－４．００」（回転阻
害力）が発生することとなる。
【００６１】
　例えば、比較例として、全ての磁石が対向する配置とする固定部２の環状ブロック体８
の内周面８ａ側に設けられる第１の磁石９が８個、回転部３の外周面３ｂ側に設けられる
第２の磁石10が８個で筒体ケース７の内部に６段の環状ブロック体８が設けられた場合の
最大回転力は「４８」となる。また、第１、第２の磁石９，10のどちらかを２つずつ抜い
て対向する第１、第２の磁石９，10をそれぞれ８個、６個の各６段とした場合には最大回
転力は「３６」となる（図８（ａ）参照）。
【００６２】
　また、上記磁石配置で回転部３の外周面３ｂ側に設けられる第２の磁石10の２個を外し
て６個とし、固定部２の環状ブロック体８の内周面８ａ側に設けられる第１の磁石９を８
個、筒体ケース７の内部に６段の環状ブロック体８が設けられた場合の最大回転力は３６
となる（図８参照）。
【００６３】
　図10（ａ）は図８（ｂ）に示す磁石配置の環状ブロック体８の１段目の状態を表したも
のであるが、固定部２の第１の磁石９には回転力「２」の力が総合してかかっていること
がわかる。回転体３の第２の磁石10にはこの反作用として「－２」の回転阻害力が作用す
ることとなる。また、図10（ｂ）に示すように、第１、第２の磁石９，10を固定部２及び
回転部３の径方向断面で考えた時の力のバランスは円周上で相対する磁石が各２組ずつと
なり、全体として(力が「０（ゼロ）」）となってバランスする。
【００６４】
　また、環状ブロック体８が複数段に及ぶ磁石配置では、各段の環状ブロック体８の内周
面８ａに設ける第１の磁石９の配置に位相を設ける。位相は環状ブロック体８の内周面８
ａに設ける第１の磁石９の配置に位相を設けることでも良いし、回転部３の外周面３ｂに
設ける第２の磁石10の配置に位相を設けることでも良いし、第１、第２の磁石９，10の両
方の配置に位相を設けることでも良い。
【００６５】
　各段の環状ブロック体８の内周面８ａに設ける第１の磁石９の位相、或いは回転部３の
外周面３ｂに設ける第２の磁石10の位相は、円周上の配置数と段数から全体が均等近くに
なる度数とする。円周上の配置数と段数の組合せを適宜選択すると、位相の効果を最大に
出来る。尚、位相の方向は、目的により、進ませるか遅らせるかのどちらでも良い。
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【００６６】
　また、第１、第２の磁石９，10が同数配列の場合である場合には対向配置でなく、位置
をずらすことが出来る。
【００６７】
　これにより１段当たりの磁石の総数に関わらず、内外同時に相対し吸引力、反発力を高
める磁石配置を、１対あるいは２対に抑制できる。
【００６８】
　また、多段の軸方向でも、同時に相対する磁石配置を１段、或いは２段等に抑制できる
。
【００６９】
　本実施形態では、磁石配置は、回転部３の外周面３ｂに第２の磁石10を８列、固定部２
の環状ブロック体８の内周面８ａに第１の磁石９を６列、環状ブロック体８を固定部２の
軸方向（図１（ａ）の左右方向）に６段で、回転部３をモータ１により回転させている。
各段の環状ブロック体８には順次１０度の位相を設けて配置している。
【００７０】
　このことにより、従来、特許文献１のような回転装置では停止時に回転部３がロック状
態になり全く手で回すことができなかったが、本発明では回転部３を指先で容易に回せる
ようになった。
【００７１】
　また、定常運転時の電流も特許文献１のような回転装置に比べて５％程度抑制されるよ
うになり、停止操作をした時に、特許文献１のような回転装置では急ブレーキがかかった
ような急停止をするが、本発明では空転するようになり、機械的な無理な停止が抑制でき
た。
【００７２】
　このように、目的に合わせて第１、第２の磁石９，10を多数配置しながら、固定部２の
環状ブロック体８の内周面８ａ及び回転部３の外周面３ｂとも円周上の磁石配置は均等で
滑らかな回転負荷を保ち、しかも磁石の回転負荷影響を極力抑制できることで、回転装置
の円滑な回転駆動、或いは適正な駆動源容量の回転装置を提供できるものである。
【００７３】
　上記構成によれば、固定部２の環状ブロック体８の内周面８ａと回転部３の外周面３ｂ
にそれぞれ設けられた第１、第２の磁石９，10のうち同時に互いに対向しない磁石を１組
以上設けることで、磁石同士の吸引力或いは反発力を緩和して回転起動時及び連続回転時
に大きな駆動力を必要としない。
【００７４】
　また、固定部２の内周面８ａと回転部３の外周面３ｂにそれぞれ設けられた第１、第２
の磁石９，10の取り付け数が異なることで、同時に互いに対向しない磁石を１組以上設け
ることができ、磁石同士の吸引力或いは反発力を緩和して回転起動時及び連続回転時に大
きな駆動力を必要としない。
【００７５】
　また、固定部２の環状ブロック体８の内周面８ａを該固定部２の軸方向（図１（ａ）の
左右方向）に複数に分割し、その分割された環状ブロック体８の内周面８ａ毎に第１の磁
石９の配置位相を該内周面８ａの周方向にずらして配置したことで、同時に互いに対向し
ない磁石を１組以上設けることができ、磁石同士の吸引力或いは反発力を緩和して回転起
動時及び連続回転時に大きな駆動力を必要としない。
【００７６】
　また、固定部２の軸方向（図１（ａ）の左右方向）に複数に分割して設けられた環状ブ
ロック体８を固定するための固定部２材を該環状ブロック体８毎に該固定部２の周方向に
ずらして配置したことで、同時に互いに対向しない磁石を１組以上設けることができ、磁
石同士の吸引力或いは反発力を緩和して回転起動時及び連続回転時に大きな駆動力を必要
としない。
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【００７７】
　また、固定部２の筒体ケース７内に収容され、該固定部２の軸方向（図１（ａ）の左右
方向）に複数に分割して設けられた環状ブロック体８を固定するための固定穴７ａを該環
状ブロック体８毎に該筒体ケース７の周方向にずらして配置したことで、同時に互いに対
向しない磁石を１組以上設けることができ、磁石同士の吸引力或いは反発力を緩和して回
転起動時及び連続回転時に大きな駆動力を必要としない。
【００７８】
　尚、前記実施形態では、筒体ケース７の内部に複数の環状ブロック体８を挿入して構成
した場合の一例について説明したが、筒体ケース７を省略して複数の環状ブロック体８を
それぞれピンやビス等により締結する種々の固定方法により連結することで、前述と同様
に分割されたそれぞれの環状ブロック体８の内周面８ａ毎に第１の磁石９が配置される位
相を該内周面８ａの周方向にずらして配置することも出来る。
【００７９】
　前記実施形態では、第１、第２の磁石９，10のそれぞれの離間ピッチを同ピッチとした
が、他の構成として、固定部２の回転部３の外周面３ｂに対向する環状ブロック体８の内
周面８ａに設けられた第１の磁石９相互の離間ピッチ、或いは回転部３の固定部２の環状
ブロック体８の内周面８ａに対向する外周面３ｂに設けられた第２の磁石10相互の離間ピ
ッチのうち少なくとも１つが異なるような構成にすることも出来る。
【００８０】
　このような構成によれば、固定部２の環状ブロック体８の内周面８ａと回転部３の外周
面３ｂにそれぞれ設けられた第１、第２の磁石９，10のそれぞれの磁石相互の離間ピッチ
のうち少なくとも１つが異なることで、同時に互いに対向しない磁石を１組以上設けるこ
とができ、磁石同士の吸引力或いは反発力を緩和して回転起動時及び連続回転時に大きな
駆動力を必要としない。
【００８１】
　また、前記実施形態では、固定部２の回転部３の外周面３ｂに対向する環状ブロック体
８の内周面８ａが固定部２の軸方向に複数に分割された場合の一例について説明したが、
他の構成として、回転部３の固定部２の環状ブロック体８の内周面８ａに対向する外周面
３ｂが該回転部３の軸方向（図１（ａ）の左右方向）に複数に分割され、該分割されたそ
れぞれの回転部３の外周面３ｂに設けられた第２の磁石10が配置される位相を該回転部３
の軸方向（図１（ａ）の左右方向）に複数に分割されたそれぞれの外周面３ｂ毎に該外周
面３ｂの周方向にずらして配置した構成とすることも出来る。
【００８２】
　このような構成によれば、回転部３の外周面３ｂを該回転部３の軸方向に複数に分割し
、その分割された外周面３ｂ毎に第２の磁石10の配置位相を該外周面３ｂの周方向にずら
して配置したことで、同時に互いに対向しない磁石を１組以上設けることができ、磁石同
士の吸引力或いは反発力を緩和して回転起動時及び連続回転時に大きな駆動力を必要とし
ない。
【００８３】
　また、前記実施形態では固定部２の軸方向に分割された複数の環状ブロック体８を有す
る構成としたが、他の構成として、回転部３は該回転部３の軸方向（図１（ａ）の左右方
向）に分割された図示しない複数の柱状ブロック体を有して構成され、該柱状ブロック体
の外周面３ｂが固定部２の内周面８ａに対向すると共に、該柱状ブロック体の外周面３ｂ
で回転部３の軸方向に所定のピッチで第２の磁石10が配置され、該柱状ブロック体を固定
するための固定部２材を回転部３の軸方向（図１（ａ）の左右方向）に複数に分割された
それぞれの柱状ブロック体毎に回転部３の周方向にずらして配置した構成とすることも出
来る。
【００８４】
　このような構成によれば、回転部３の軸方向（図１（ａ）の左右方向）に複数に分割し
て設けられた図示しない柱状ブロック体を固定するための固定部材を該柱状ブロック体毎
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に該回転部３の周方向にずらして配置したことで、同時に互いに対向しない磁石を１組以
上設けることができ、磁石同士の吸引力或いは反発力を緩和して回転起動時及び連続回転
時に大きな駆動力を必要としない。
【００８５】
　尚、図１に示すモータ１は水中モータ１で構成され、該水中モータ１が取り付けられた
側と反対側には吸液口となる吸液管12と吸気口となる吸気管13が設けられており、本発明
に係る回転装置が泡発生装置として構成された一例である。
【００８６】
　水中モータ１のモーターシャフト１ａには連結部材４が取り付けられており、該連結部
材４には回転翼となるポンプ羽根14が取り付けられている。また、連結部材４には固定部
２の他端部に設けられた軸受部材６により回転自在に軸支された回転軸３ａが取り付けら
れている。また、回転軸３ａの軸方向（図１（ａ）の左右方向）において、連結部材４か
ら回転部３の軸方向（図１（ａ）の左右方向）の全長に対応する位置には拘束部材15が取
り付けられており、これにより水中モータ１のモーターシャフト１ａ、連結部材４、ポン
プ羽根14、回転軸３ａ及び拘束部材15が一体的に回転するように構成されている。
【００８７】
　前述した構成を有する泡発生装置は、例えば、処理対象水内に設置して水質浄化装置と
して作用させることが出来る。吸気管13は外気に連通されて固定部２内に気体の一例とし
て空気を取り入れ、吸液管12は泡発生装置が設置される処理液となる処理対象水を取り入
れる。吸気管13としては長尺且つ可撓性の管体（ホース）を用いて構成することが出来、
外気に連通する剛性の管体を用いて構成することも出来る。吸気管13の数は１個或いは複
数設けることが出来る。
【００８８】
　吸気管13は固定部２への接続口の吸入口径を大きくし、泡発生装置が水没して設置され
る場合に吸気管13の口径を液面以上まで大きく構成されている。また、図１（ｂ）に示す
ように、吸気管13は固定部２への接続口の吸入口を固定部２内における液の流れ方向に対
して接線方向になるように設けられている。
【００８９】
　これにより、泡発生装置が水没して設置される水中の縣濁物質が吸気管13に逆流しても
大きな吸引力が作用して縣濁物質を吸気管13から排除することが出来、該吸気管13の詰ま
りを防止することが出来る。特許文献１の吸込圧は数十ｃｍＡｑ(水柱圧）程度であった
が、本実施形態の吸込圧は１．５ｍＡｑ(水柱圧）程度まで向上することが出来た。
【００９０】
　固定部２のポンプ羽根14に対応する部位には図示しない排出口が設けられており、ポン
プ羽根14により送り出された極微細気泡を含有する処理対象水が外部に送出される。
【００９１】
　吸液管12の先端12ａは水中モータ１側に配置され、水中モータ１と吸液管12の先端12ａ
は、不測のゴミ流入防止のために、フィルターとしての金網等のゴミ除（よ）け16が設け
られている。
【００９２】
　回転部３の外周面３ｂに設けられた第２の磁石10は、図６に示すように、該回転部３の
円周方向に所定のピッチで設けられた断面台形状の突起部３ｃの傾斜面に取り付けられて
おり、この突起部３ｃが遠心ポンプにおける回転羽根の役割も兼ねる。
【００９３】
　回転部３の外周面３ｂと固定部２の環状ブロック体８の内周面８ａとの間に形成された
間隙17において吸気管13から吸入した空気を吸液管12から吸入した処理対象水に混合させ
て無数の微小な気泡を生成させると共に、該各気泡中の酸素成分を該処理対象水中に溶解
させる。
【００９４】
　水中モータ１を回転させると、モーターシャフト１ａに接続された連結部材４、ポンプ
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羽根14、回転軸３ａ及び拘束部材15に回転駆動力が伝達され、水中モータ１と回転部３と
が一体的に回転する。
【００９５】
　一方、水中モータ１と一体的に回転するポンプ羽根14により遠心ポンプと同様な役割を
果たす。即ち、ポンプ羽根14が回転すると、間隙17に連通された隙間18内の処理対象水が
ポンプ羽根14により図１（ａ）の上下方向に掻き出されて図示しない排出口から外部に放
出され、隙間18内の水圧が低下して大気圧以下（負圧）となる。
【００９６】
　そのため、隙間18に連通する間隙17内も負圧となって固定部２内の水面が降下し、吸気
管13から空気が流入すると共に、吸液管12から処理対象水が流入する。
【００９７】
　間隙17内に流入した処理対象水は回転部３の高速回転に引き摺られて高速で回転する。
それによって、固定部２内における降下した水面は激しく波立つと同時に泡立ち、当該水
面下では２次流れとしての無数の小渦が発生する。この時の渦発生現象はテイラー渦流れ
(Taylor Couette Flow或いはTaylor Vortex)と呼ばれている現象である。
【００９８】
　ここで、テイラー渦とは、大きな円筒からなる固定部２とその中に小さな円筒或いは円
柱からなる回転部３があり、その２つに挟まれた空間である間隙17には処理対象水が満た
されており、回転部３の回転により、その付近の処理対象水は遠心力を受けて固定部２方
向へ押し出される。そして、状態平衡を保つように処理対象水には作用・反作用力が働き
、外側へ押し出される一方で、回転部３側へ戻ってくる作用が起きる。これにより無数の
小渦が発生する。
【００９９】
　そのため、吸気管13から流入した空気は吸液管12から流入した処理対象水に効率的に混
合され、無数の微小な気泡となる。また、発生した各微小気泡中の酸素成分は酸素不足の
当該処理対象水中に効率的に溶け込む。
【０１００】
　間隙17内の処理対象水は微小気泡の数と溶解酸素の量とを増加させながら第１の磁石９
と第２の磁石10による電磁作用との相乗作用を受けて該間隙17内に流入した処理対象水中
の全ての微小気泡について分割と再分割とがなされ、極微細気泡が生成されると共に、該
各極微細気泡中の酸素成分が処理対象水中に更に溶解される。
【０１０１】
　極微細気泡と溶解酸素を含んだ処理対象水は、ポンプ羽根14の回転によるポンピング作
用によって、図示しない排出口から図１（ａ）の上下方向に放出され、泡発生装置が設置
された処理対象水域に拡散される。このようにして成る極微細気泡と溶解酸素とは、処理
対象水域内から短時間で浮上してしまうことがなく、同水域中に極めて長時間留まってい
ることが出来、同水域全般に拡散することが出来る。
【０１０２】
　各個の水分子は、良く知られているように、水素－酸素－水素の結合状態が、直線的で
なく、且つ、電子の確率分布が対称でなく、電気双極子を成している。それ故、それらの
水分子は、液相では単体では存在せず、水素結合により幾つかが寄り集まってクラスター
を形成している。クラスターの大きさや形は、溶存する不純物の種類や量、それに温度に
よって、様々に変化する。
【０１０３】
　電気双極子を成す水分子（イオン水）は、固定部２の環状ブロック体８の内周面８ａと
回転部３の外周面３ｂとにそれぞれ設けられた第１の磁石９及び第２の磁石10による磁界
との相対運動、更にはその相対運動が与えられると、それによってエネルギー（主に分子
の回転運動のエネルギー、それに伸縮運動や並進運動のエネルギー）が与えられ、エネル
ギー準位が引き上げられる。
【０１０４】
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　即ち、水分子が活性化された結果、当該水分子のクラスターはより小さくなり、従って
、極微細気泡中の酸素がクラスター間に溶け込み易くなり、また、極微細気泡が分割され
易くなる。更に、導電性流体である処理対象水と磁場とが相対運動をすると、処理対象水
中に電流が誘起する。同時に、Ｂ２／２μの等方的な圧力（磁気圧）と、Ｂ２／μの磁力
線の方向（ここでは垂直方向）への張力とが発生する。尚、Ｂは磁力の強さ、μは磁束の
透磁率である。これらの現象もまた、水分子のクラスターをより小さくする。
【０１０５】
　一方、酸素分子は磁気双極子を成す常磁性であるから第１の磁石９と第２の磁石10とに
より形成される磁界との相対運動が与えられると、それによってエネルギー（主に分子の
回転運動のエネルギー、それに並進運動のエネルギー）が与えられエネルギー準位が引き
上げられる。その結果、磁界内の酸素分子は活性化され、気泡表面の酸素分子は水の境界
面を突破してその中に溶け込み易くなる。
【０１０６】
　処理対象水中に放出された極微細気泡の直径が微細化すればするほど全ての極微細気泡
が短時間で水面に浮上してしまうことがなく、従ってその滞水時間が限りなく長くなり極
微細気泡全体の表面積、即ち極微細気泡全体と処理対象水との接触面積が限りなく大きく
なる。
【０１０７】
　このように、処理対象水中域に拡散されたイオン水は、種々の対象物を効率的に酸化（
Ｎ極反発)または、アルカリ化（Ｓ極反発)する。酸化によって生じたイオン水は、病原菌
や微生物だけを殺菌する。アルカリ化によって生じたイオン水は、タンパク質や油脂分の
分解をし優れた洗浄力を発揮する。
【０１０８】
　また、太陽光が存在するときは浮遊性の藻類（例えばアオコ等）を死滅・凝集させるこ
とが出来る。浮遊性藻類の死滅・凝集によって生じた微小浮遊物質は気泡と付着して水面
に浮上し、浮上スカム（かす）と成る。更に、この極微細気泡は水底のヘドロ（微生物層
）に無数に結合してそれらに浮力を与え、大きな単位で浮上させることも出来る。
【０１０９】
　尚、浮上スカムは定期的に捕集され、且つ廃棄されることによって対象水域についての
水質浄化処理が達成される。
【０１１０】
　また、固定部２の環状ブロック体８の内周面８ａ及び回転部３の外周面３ｂに設けられ
た第１の磁石９及び第２の磁石10の働きによって間隙17内の各点において回転部３の半径
方向の磁界が発生しており、前述した磁界と水分子との相互作用、誘起電流と水分子との
相互作用、並びに磁界と酸素分子との相互作用、そしてそれらの相乗効果によって、より
微細な気泡を間隙17内の処理対象水中に生成させ、また、該極微細気泡中の酸素成分をよ
り多く該処理対象水中に溶解させることが出来る。
【０１１１】
　上記泡発生装置に各種気体発生装置を適宜併用することが出来る。例えば、オゾン発生
装置または活性空気発生装置は地上に設置され、長尺且つ可撓性の吸気管を介して固定部
２の吸気管13に気密且つ水密に接続される。
【０１１２】
　吸気管は処理対象水域景観が損われることがないようにするために、運転時には同水域
の水面下に敷設される。それらの装置で発生したオゾン或いは活性空気は可撓性の吸気管
から吸気管13を介して固定部２の内部に送り込まれる。
【０１１３】
　外気の代りに、オゾン入りの空気または活性空気を吸気管13に送り込むことにより、そ
れらと極微細気泡化との相乗作用によって、水質浄化作用を更に増進させることが出来る
。
【０１１４】
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　処理対象水域に雨水等が流入してその水面が変動すると、吸気管13の水深と水圧が変動
して処理対象水と空気との最適な混合比が崩れる場合があるため処理対象水域の水面変動
に対応して泡発生装置本体を適宜の浮子に結合して水底から浮上させ、水面が変動したと
きでも同泡発生装置本体の水深位置が変動しないように、また、吸気管13の水深と水圧が
変動しないようにすることが出来る。
【０１１５】
　処理対象水の汚れや酸性化が酷い時は、即時の改善を計るために、初めの期間のみであ
るが、中和剤及び／または凝集剤等の薬剤を散水または散布することが出来る。これによ
って有機物が強制浮上され、ｐＨ度が改善される。薬剤による改善後は泡発生装置によっ
て水質浄化を続行することが出来る。水質浄化がある程度進んだ段階でバクテリア（好気
性バクテリア或いはアンモニア分解バクテリア）を投入する。以上の相乗効果によって処
理対象水を十分に水質浄化することが出来る。
【０１１６】
　次に図11及び図12を用いて本発明に係る回転装置及びそれを備えた泡発生装置の第２実
施形態について説明する。図11は本発明に係る回転装置及びそれを備えた泡発生装置の第
２実施形態の構成を示す断面説明図、図12は第２実施形態の磁石配置を説明する図である
。尚、前記第１実施形態と同様に構成したものは同一の符号を付して説明を省略する。
【０１１７】
　本実施形態では、図11及び図12に示すように、回転装置の固定部２側及び回転部３側に
それぞれ設けられる第１、第２の磁石９，10の長手方向（図11の上下方向）の少なくとも
一方を回転部３の回転軸３ａ方向（図11の上下方向）に対して所定角度傾斜させると共に
、該回転部３の回転に伴って該第１、第２の磁石９，10が長手方向（図11の上下方向）に
互いに交差して対向するように構成されたものである。
【０１１８】
　本実施形態の回転部３は、回転駆動源となるモータ１のモーターシャフト１ａに連結部
材４により回転軸３ａが片持ち支持されて回転される。本実施形態の回転軸３ａは、図12
に示すように、断面正方形状に形成されており、その４つの側面3a1にそれぞれ第２の磁
石10の長手方向（図12（ａ）の上下方向）が回転軸３ａ方向（図12（ａ）の上下方向）に
対して所定角度傾斜してビス35により止め付けられている。本実施形態では第２の磁石10
の傾斜角度αを回転軸３ａ方向に対して４．３度程度に設定したものである。尚、本実施
形態の固定部２に取り付けられる第１の磁石９の長手方向（図11の上下方向）は回転軸３
ａ方向（図11の上下方向）と同じ方向に設定して固定されている。
【０１１９】
　回転翼となるポンプ羽根14はモーターシャフト１ａに固定され、回転部３と連結されて
該回転部３と一体的に回転する。吸液口となる吸液管31は直管で構成され、回転翼となる
ポンプ羽根14の回転により発生する負圧により固定部２と回転部３との間に形成される間
隙17に処理液となる処理対象水を吸入する。吸気口となる吸気管13は、直管で構成される
吸液管31に交差（直交）して接続して連通された合流管からなり、回転翼となるポンプ羽
根14の回転により発生する負圧により固定部２と回転部３との間に形成される間隙17に気
体の一例として空気を吸入する。吸液口となる吸液管31から吸入された処理液と、吸気口
となる吸気管13から吸入された空気とが固定部２と回転部３との間に形成される間隙17内
で混合され、第１実施形態で前述したように極微細気泡と溶解酸素を含んだ処理対象水か
らなるその混合液をポンプ羽根14の回転によるポンピング作用によって、排出口36から図
11の左右方向に外部に排出する。
【０１２０】
　直管からなる吸液管31の合流管からなる吸気管13が交差する位置の近傍上流側（図11の
右側）には吸液管31内に小径管32が挿入されて小径部が設けられており、該直管からなる
吸液管31内に設けられた小径管32の内径からなる小径部において吸入される処理液の流速
が大きくなって合流管により構成される吸気管13から吸入される空気の吸入力を大きくす
る負圧を発生させることが出来る。
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【０１２１】
　固定部２と回転部３との間に形成される間隙17と吸液管31の出口との間の流路には、挟
隙ブロック33ａ，33ｂが固定部２に対してビス37により着脱可能に取り付けられており、
該挟隙ブロック33ａ，33ｂにより間隙17の近傍上流側に挟隙流路34が形成されている。尚
、挟隙ブロック33ｂは固定部２の内径に対応する外径を有する環状部材により構成され、
ビス37により固定部２に対して着脱可能に取り付けられる。また、固定部２の底板の中央
部に取り付けられる挟隙ブロック33ａは回転部3の大きさに合わせて上方に向かって小径
となる略円錐台形状で構成されているが、狭隙間34との関係で形状が決められることとな
る。
【０１２２】
　このような挟隙流路34を通過する処理液の流速は大きくなるため吸気口となる吸気管13
から吸入される空気の吸入力を大きくする負圧を発生させると共に空気の混合を促進させ
ることが出来る。即ち、吸液口となる吸液管31から吸入された処理液と、吸気口となる吸
気管13から吸入された空気とが固定部２と回転部３との間に形成される間隙17の近傍上流
側に該間隙17に流れ込む処理液の流速を大きくして吸気口となる吸気管13から吸入される
空気の吸入力を大きくする負圧を発生させ、空気の混合を促進させることが出来る。
【０１２３】
　上記構成によれば、固定部２側、回転部３側にそれぞれ設けられる第１、第２の磁石９
，10の長手方向（図11の上下方向）の少なくとも一方を回転部３の回転軸３ａ方向に対し
て所定角度傾斜させて配置し、該回転部３の回転に伴って該第１、第２の磁石９，10が長
手方向（図11の上下方向）に互いに交差して対向するように配置することで、第１、第２
の磁石９，10の互いに対向する側が斥力が作用する同極磁石による互いに近付く際の回転
方向に対する抑止力、或いは第１、第２の磁石９，10の互いに対向する側が引力が作用す
る異極磁石による互いに遠退く際の回転方向に対する抑止力における力の分散が出来、そ
れらの回転抑止力を低減させることが出来る。
【０１２４】
　即ち、固定部２側、回転部３側にそれぞれ設けられる第１、第２の磁石９，10の長手方
向（図11の上下方向）は、互いに異なった角度に傾斜しており（本実施形態の第１の磁石
９の回転部３の回転軸３ａ方向に対する傾斜角度は０°である。）、例えば、第１、第２
の磁石９，10の長手方向（図11の上下方向）を線として考えると、Ｎ極－Ｎ極が対向する
場合、或いはＮ極－Ｓ極が対向する場合にその瞬間が線接触ではなく点接触となり回転抑
止力の低減が可能となる。
【０１２５】
　一方、固定部２と回転部３との間に形成される間隙17内を流れる処理対象水は回転部３
の回転により見かけ上、斜行して流れるため、例えば、第１、第２の磁石９，10の長手方
向が回転部３の回転軸３ａ方向に平行である場合、見かけ上、斜行して流れる処理対象水
に対して第１、第２の磁石９，10が向き合うのは瞬間的となるため磁力の作用も瞬間的で
あるが、上記のように第１、第２の磁石９，10の長手方向を所定角度傾斜させた場合には
、長手方向を傾斜させた第１、第２の磁石９，10との交点が連続移動し、見かけ上、斜行
して流れる処理対象水に対して連続的に磁力が作用することとなる。このことにより、固
定部２と回転部３との間に形成される間隙17内の処理対象水は微小気泡の数と溶解気体の
量とを増加させながら第１の磁石９と第２の磁石10による電磁作用との相乗作用を受けて
該間隙17内に流入した処理対象水中の微小気泡について分割と再分割とがより効果的にな
され、極微細気泡がより多く生成されると共に、該各極微細気泡中の気体成分が処理液中
に更に溶解させることが出来る。
【０１２６】
　また、回転翼となるポンプ羽根14の回転により発生する負圧により吸液口となる吸液管
31から吸入された処理液と、吸気口となる吸気管13から吸入された空気とを固定部２と回
転部３との間に形成される間隙17内で混合して処理液中に微細な気泡を発生させると共に
包含させ、その混合液を排出口36から外部に排出することが出来る。
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【０１２７】
　また、固定部２と回転部３との間に形成される間隙17に処理液を吸入する直管からなる
吸液管31に交差して接続して連通された合流管からなる吸気管13から固定部２と回転部３
との間に形成される間隙17に空気を吸入することができ、直管からなる吸液管31を流れる
処理液の流速により合流管からなる吸気管13に負圧を発生させて吸気口となる吸気管13か
ら空気を吸入することが出来る。
【０１２８】
　また、合流管からなる吸気管13が交差する位置の近傍上流側に設けられた直管からなる
吸液管31内に設けられた小径管32の内壁からなる小径部を流れる処理液の流速が大きくな
り、該直管からなる吸液管31の小径管32からなる小径部を流れる処理液の流速により合流
管からなる吸気管13に更に大きな負圧を発生させて吸気口となる吸気管13から空気を吸入
することが出来る。
【０１２９】
　また、固定部２と回転部３との間に形成される間隙17の近傍上流側に形成された挟隙流
路34を流れる処理液の流速が大きくなり、該挟隙流路34を流れる処理液の流速により大き
な負圧を発生させて吸気口となる吸気管13から空気を吸入することが出来る。
【０１３０】
　このような構成により、空気の吸入力を大きくすることが出来、泡発生装置が水深深く
に設置された場合であっても空気の吸い込みが容易に出来る。
【０１３１】
　また、循環水量を維持確保しながら、処理液が隙間17へ流入する前に気泡の予備混合を
促進させる。更に空気の吸入力を大きくして、泡発生装置が水深深くに設置された場合で
あっても空気の吸い込みを容易にし、あるいは処理液によっては極めて重要となる詰まり
対策で太い吸気管13を使用しながらも、広い吸気量範囲で安定して気泡を発生することが
出来る。さらには、負圧の調整や液流量の調整のために固定部2に液流路としての小孔を
設けることができる。
【０１３２】
　本実施形態では、処理液を吸入する吸液管31として直管としたが、液流の抵抗を大きく
妨げないものであれば曲管とすることも可能である。また吸液管31に交差する合流管を直
交させたが、傾斜して取り付けることも可能である。
【０１３３】
　以下に具体的な実施例Ａ～Ｃと比較例の吸気圧の実測結果について説明する。図11に示
す定格出力４００Ｗの水中モータ１を有し、固定部２内に挟隙ブロック33ａ，33ｂを設け
た泡発生装置を水深１ｍの位置に設置し、吸気管13の水上部に図示しない開閉コック、流
量計、圧力計を接続して吸気圧を実測した。以下の表１に示す比較例は、固定部２のハウ
ジングの２箇所に直径１６ｍｍの孔を設け、内径直径１９ｍｍの吸気管13を固定部２のハ
ウジングに直接連結したものである。また、以下の表１に示す実施例Ａは固定部２のハウ
ジングの１箇所に直径１６ｍｍの孔を設け、他の１箇所の孔の代わりに固定部２のハウジ
ングに吸液管31が接続され該吸液管31の内部に設けられた小径管32の内径直径を１６ｍｍ
とし、内径直径１９ｍｍの吸気管13を合流させたものである。
【０１３４】
　各比較例及び実施例Ａにおいて、吸気管13の水上部に設けた図示しない開閉コックを開
閉して吸気量をそれぞれ０（リットル/ｍｉｎ）、５（リットル/ｍｉｎ）、７（リットル
/ｍｉｎ）、１２（リットル/ｍｉｎ）に設定した場合で、開閉コックを閉じて吸気量が０
（リットル/ｍｉｎ）のときの比較例の吸気圧を１００としたときの各比較例及び実施例
Ａの各吸気量における相対的な吸気圧を％で表示したものが以下の表１である。
【０１３５】
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【表１】

【０１３６】
　上記表１に示したように、比較例と比べて実施例Ａでは吸気量が大きくなっても長い間
大きな負圧が維持できることで安定した吸気量が得られるものである。
【０１３７】
　以下の表２は前記実施例Ａと同様な構成で、挟隙ブロック33ａ，33ｂが有る場合を実施
例Ｂとし、挟隙ブロック33ａ，33ｂを除去した場合を実施例Ｃとして吸気圧を実測したも
のである。尚、実施例Ｂ，Ｃでは小径管32の内径直径を１８ｍｍとした他は、前記実施例
Ａと同じ構成であり、開閉コックを閉じて吸気量が０（リットル/ｍｉｎ）のときの実施
例Ｃの吸気圧を１００としたときの実施例Ｂの吸気量が０（リットル/ｍｉｎ）における
相対的な吸気圧を％で表示したものが以下の表２である。
【０１３８】
【表２】

【０１３９】
　上記表２に示したように、挟隙ブロック33ａ，33ｂを除去した実施例Ｃと比較して挟隙
ブロック33ａ，33ｂを設けた実施例Ｂでは更に大きな負圧が発生し安定した吸気量が得ら
れることが分かる。
【０１４０】
　図13は挟隙流路34の他の構成を示す図である。本実施形態では、固定部２側に設けられ
た複数の挟隙ブロック33によりジグザグ形状の挟隙流路34が形成された一例であり、挟隙
ブロック33ｂは固定部２の内径に対応する外径を有する環状部材により構成され、図示し
ないビスにより固定部２に対して着脱可能に取り付けられる。他の構成は前記各実施形態
と同様に構成され、同様の効果を得ることが出来るものである。
【産業上の利用可能性】
【０１４１】
　本発明の活用例として、モータ等の回転駆動源に取り付けた磁場を利用した回転装置及
びそれを備えた泡発生装置に適用出来、水処理装置や液体処理装置において磁場を与えて
改質する装置への応用が可能である。
【図面の簡単な説明】
【０１４２】
【図１】本発明に係る回転装置及びそれを備えた泡発生装置の第１実施形態の構成を示す
断面説明図である。
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【図２】本発明に係る回転装置の第１実施形態の固定部の内周面に設けられる第１の磁石
と、回転部の外周面に設けられる第２の磁石との配置構成を示す断面説明図である。
【図３】固定部の筒体ケースの構成を示す断面説明図である。
【図４】筒体ケース内に収容される環状ブロック体の構成を示す断面説明図である。
【図５】筒体ケース内に複数の環状ブロック体が周方向に１０度づつずらして配置された
様子を示す図である。
【図６】回転部の構成を示す断面説明図である。
【図７】本発明に係る回転装置の作用効果を説明する図である。
【図８】本発明に係る回転装置の作用効果を説明する図である。
【図９】本発明に係る回転装置の作用効果を説明する図である。
【図１０】本発明に係る回転装置の作用効果を説明する図である。
【図１１】本発明に係る回転装置及びそれを備えた泡発生装置の第２実施形態の構成を示
す断面説明図である。
【図１２】第２実施形態の磁石配置を説明する図である。
【図１３】挟隙流路の他の構成を示す図である。
【符号の説明】
【０１４３】
　１…（水中）モータ
　１ａ…モーターシャフト
　２…固定部
　３…回転部
　３ａ…回転軸
　3a1…側面
　３ｂ…外周面
　３ｃ…突起部
　４…連結部材
　６…軸受部材
　７…筒体ケース
　７ａ…固定穴
　８…環状ブロック体
　８ａ…内周面
　８ｂ…固定ネジ孔
　９…第１の磁石
　10…第２の磁石
　11…固定ネジ
　12…吸液管
　12ａ…先端
　13…吸気管
　14…ポンプ羽根
　15…拘束部材
　16…ゴミ除け
　17…間隙
　18…隙間
　21…回転角度
　22…円周方向に１０等分した値
　23…回転力
　31…吸液管
　32…小径管
　33ａ，33ｂ…挟隙ブロック
　34…挟隙流路
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　35…ビス
　36…排出口
　37…ビス

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１３】
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