
第４回 「もっとビジネス研究会」 のご案内 

 

ご清祥のこととお喜び申し上げます。 

さて、ご案内のとおり「第４回もっとビジネス研究会」を開催いたします。 

ご返信は、下記の内容でお知らせいただけますようお願いいたします。 

 

日 時 ：平成２５年１０月２２日(火) １８：２０～２０：３０ 

場 所 ：「札幌エルプラザ」 ４階大研修室 A/B 室 

   

18：20～1830  松井 義孝 

          ⎡もっとビジネス研究会の運用会則(案)⎦についての説明 

18：30～18:45   話題提供  工藤昇(技術士) 氏 

一般社団法人技術士リングネット 副理事長 

話 題： 「マイクロバブル簡易機器（実用新案特許）の新規開発」 

 

18:45～20：30  グループ・ディスカッション （全員参加グループ方式）    

テーマ：「マイクロバブル簡易機器（実用新案特許）商品化へのマーケティングを考える」         

         ビジネスプラン作成に向けたか客価価値や標品化ストーリー ： WHO,WHAT,HOW 

  ～ 皆さんの柔軟な視点に合わせます ～ このグループワークを参考にプロジェクトチームを立ち上げます 

20:45～      交流会 （近くのお店  2,500 円/人） 

 

申込書  「第４回もっとビジネス研究会」のご案内  (10月22日（火）)  

連絡先(事務局) 一般社団法人技術士リングネット Fax:011‐699‐6429  e-Mail:sap.office@pe-ringnet.or.jp 

専務理事 松井義孝 (技術士/MBA/Ph.D)  常務理事 須川清一 (技術士/MBA) 

 

今後予定： 次回（第5回）予定 11月26日（火）18：30～ 札幌エルプラザ（会議室）                        

話題提供予定者 能勢一之技術士 「北海道のイノべーション」 

意見交換討論    「 我らのイノベーション 」 

 

         次々回（第6回）予定 １月28日（火）18：30～ 札幌エルプラザ[札幌駅北口] 

            話題提供予定者  （マイクロバブル機器の標品化ビジネスプラン（予定））  

   

第４回 もっとビジネス研究会 参加申込書 １０月２２日（火） MLでの出欠入力でもOK! 

（ふりがな） 

お名前 

（                      ）                         

所属名  

電話番号  

E―Mail  

情報交換会の参加       参加する             参加しない 

 締め切りは 10 月 21 日（月）といたします     前回（準備会）参加者は、お名前のみの記載で結構です。 

 

 



話題提供者：工藤 昇 技術士 

 経 歴 生年：1937年生まれ 

学部：北海学園大短期部土木科1964年卒業 

職歴：北海道開発局（1959-1994） 

財団法人河川環境管理財団（1994～1999） 

株式会社建設維持管理センター（1999～2013） 

一般社団法人技術士リングネット（2009/10～） 副理事長 

技術士：1994年 建設部門＜河川、砂防および海岸、海洋＞ 
社 会 活 動 北海学園大学 測量学講師（1995～1998） 

平取町文化的景観検討委員（2005～2007） 

石狩市環境審議委員（2011～2013） 
研 究 等 

主 な 論 文 

石狩川の河道計画について（1965～1966） 

石狩川の流出解析の手法と問題点（1971） 

豊平川におけるダム管理の最適解について（1972） 

本道における計画降雨の提案と地域特性に関する研究（1973） 

桂沢ダムの再評価（1973） 

二風谷ダムダム・平取ダムの環境影響評価について（1982） 

滝里ダムの洪水調節計画 ～一定開度一定放流方式～（1973） 

泥炭性超軟弱地盤改良工法「パイルネット工法」の開発とその適応性について（1981） 

貯留関数を応用したＳＳの流出シミュレーション（1986） 

旧川における治水及び環境機能に関する検討（1987） 

胆振海岸における緩傾斜護岸について（1999） 

水産協調による胆振海岸の人工リーフについて（2000） 

都市河川と生物の共生をめざして（2003） 
雑誌等搭載 土木施工：パイルネット工法による泥炭超軟弱地盤の改良（1982/5） 

土木技術：カワセミなどの野鳥の人工営巣を配慮した「生物環境型川づくり」 特集：河川

自然と生態系の保全・創出（1993/12） 

学研「４年の学習」：鳥にやさしく魚にやさしい川がいい！ カワセミ飛んだ！（1993/7） 

コンサルタンツ北海道：北海道技術士センター会誌７８：「自然との共生」Feb-96 

日経コンストラクション（特集●悩める他自然型川づくり）～カワセミが営巣するブロッ

クを設置（石狩川ほか）～1993/5 
授 賞 等 研究論文：1975年（昭和50年）桂沢ダムの再評価（北海道開発協会長賞）、北海道におけ

る確率降雨分布と地域特性について（土木学会北海道支部論文賞）、都市河川と生物との共

生をめざして、1994 年（平成６年）コンクリート護岸と野鳥巣づくりの実験（北海道開発

協会長賞） 

土木学会技術功労賞：1999年に地域対策、環境アセス、現場技術等が評価 

瑞宝双光章：平成20年春の叙勲 

注目発明選定証（1995）：野鳥の営巣用ブロック及び営巣構造物（科学技術庁長官） 

（カワセミに関する資料を皇室に寄贈、紀宮さまがお忍びで観察された） 



提出日 平成２５年９月１０日 

 

第4回もっとビジネス研究会 話題提供要旨 

文責(松井義孝) 

氏 名   工藤 昇 (技術士) 

 

話題提供のタイトル名 

 

 

⎡マイクロバブル簡易機器（実用新案）の新規開発⎦ 

 

 

 

話題提供の概要 

 

 

 

 

 

本実用新案は、工藤技術士が若いころから水に関する仕事や研究に携わっ

たことから生まれた成果である。よく、ことわざに⎡動く水は腐らない⎦といわれ

るように人間の健康や生活・産業の開発にとって水質は大事な要素である。

世間では、その研究も進んでいるようである実用化にコストがかかる。 
そこで、其の機器が何とか手軽に作成でき、コストが安価にならないかと試

行錯誤を繰り返し水質改善装置にたどり着き、特許庁の実用新案の登録に

至った。これは、自宅の水道の蛇口に取り付け、種々の試みの結果、水もお

いしく、臭いも不快感もなく健康に良いようである。よって、それを多角的活用

に向けてマーケティングやビジネスプランへの展開を図っていきたいと考えて

いる。委細は添付書を参照されたい。 

 

 

社会のニーズ性 

 

 

国内においては、健康ブームに拍車をかけ美味しい水や美容などへの活用

へとの要求度が高い。国外においては、アフリカでは水の影響で多くの子供

らの生命への危機感、東南アジア等においても水を絡む生活に安全な水が

求められている。 

 

 

グループワークで検討 

したいタイトル・内容など 

 

 

 

⎡マイクロバブル簡易機器（実用新案特許）のマーケティングを考える⎦ 
グループワークでは、話題提供をうけこの実用新案をどのように商品ベースに

乗せるかを MBA の方々の知識を活用して考えていく。たとえばどのようなマ

ーケ―チィングプランを構築し、バリューチェーン戦略、プロモーション戦略な

ど多角的な論点から検討願いたい。グループワークでは、時間的制限もあり

Who/What/How を軸としたマーケティングミックスのような論点になるかもしれ

ないが、最終的には有志者らによるビジネスプランに展開したい。 

 

 

 

期待したいこと 

その他 

 

 

 

グループワークの多角的な視点を参考に有志者らによるビジネスプラニング

を構築してもらいたい。課題は、実際に工作可能な製造者の確定が必要であ

る。それらから経済産業省や北海道などへの助成がかう工房に図る方向を導

きたいと考えている。 

実現化に向けた有志を募りたい。 



 



 



  
 

噴霧化して「電解」「電離」が行われ、原子や分子が電子を放出または取り入れて
塩素などの電解質（電解質にはセシウムなどの放射物質も含まれます）が水な
どに溶けてイオンになると云われています（大辞泉）。自然界における滝の浄化
作用が再現される仕組みで、本装置の通過水には目に見えない粒子の気泡
（一般的にはマイクロバブル＆ナノバブル）が沢山含まれています。 

(2)本装置の体験効果（台所、洗面所、風呂、トイレ、戸外に付けました） 
ⅰ 水道水の塩素消毒によるカルキ臭と塩素カスの付着が消えた 
ⅱ 身体の静電気を忘れた 
ⅲ カビの発生や、かび臭さがなくなった 
ⅳ 洗浄力が強く、よごれやカスの付着が改善され、洗剤激減した 
ⅴ 風呂のお湯が柔らく温泉のように温まり、肌もすべすべ清潔状態となった 
ⅵ 頭髪はシャンプーなしの水洗い抜け毛激減、化粧品なしで毎日つやつや 

3．何と不思議な水の率直な体験感想記 

本実用新案「水質改善装置」は、自然界の法則を巧みに活用した単純構成であ

るから、薬品や特別工作等の製品に比較して、副作用等の障害の心配がなく

特に安価に製造ができる特徴を有し、安全・安心の元、着実にその効果を得

ることが可能です。なお、速効性が低いので持続的に使い続けることが肝心で

す。 

実用新案【水質改善装置】の主たる特徴 

１．自然水の特性 

(1)水に関する子ども時代からの豆知識 
ⅰ 動く水は腐らない 船の飲み水は時間と共に美味しくなる 
ⅱ 流れの速い川の水は、三尺（１ｍ）下れば清流に戻る 
ⅲ 湧水や沢水を飲むときは、臭いをかみ、口の中で何度も含み呑みをする 
ⅳ ユスリカの幼虫が激しく動くので、水辺の水質をきれいにする 
ⅴ 風や音楽の波動によって水質浄化が行われ、水の結晶が変化する 
ⅵ 良く掻き混ぜ泡立ちのよい抹茶ほど美味しい 
 (2)滝の水にはマイナスイオンが多量に含まれ、癒し効果が抜群 
ⅰ 滝の周辺には、1cc当たり 1万～1万 8000個というマイナスイオンが存在し、体内に取り込まれると、酸素運搬能力が高まり
新陳代謝が促進されて、疲労軽減や精神の安定作用があるといわれています（yahoo辞書）。 

ⅱ イオンとは電気を帯びた原子または分子のことで、原子や分子が電子を失うと陽、陰イオンになる（広辞苑）。マイナスイオ
ン水は、身体の静電気をカットし、「免疫力」「疲れ」「ストレス」「貧血」「肩凝り」などに効果的といわれています。 

2．本装置の特徴 

(1) 本装置は、単純な構造による水道水と大気構成から成り、安全・安心が基本です。水流が、蛇口ホース中の球体部を激流となっ
て通過し、球体後部にカルマン渦列真空域が発生します。そこに挿入してあるパイプにより大気が吸い込まれ、水分子が攪乱、 

 
 ボドル水のバブル 左の事例と比べ、右の工藤式バブル粒

度は最小粒径が 1～10μｍグループ
とシャープな 10～60μｍグループに
分布している 



 
      

水に混入した電解物

質は、電気分解で溶

け「イオン化」となり、

「マイナスイオン

水」がつくられます。

「マイナスイオン」

を多い水とマイクロ＆
ナノレベルのバブル

（気泡）が多く含まれ

た「軟水」になります。

健康保

持管理

この「軟水」が、抗菌

力、洗浄力、除菌

力、脱臭力を高め、
魔力水となります。

湖沼水

質管理

環境衛

生管理

滝の水には「電気分

解」が行われています。

ホース入れた球体により、乱れた速い流れと、球体後

部に渦流ができ、挿入されたパイプから大気が混入

し、滝の原理水が創出され、目に見えない沢山の気

泡を含んだ「改善水（軟水）」ができます。

「水質改

善装置」

仕組みと

効果

連絡先：（一社）技術士リングネット副理事長 工藤 昇 技術士＜建設部門＞ 
℡011-699-6428 （（一社）技術士リングネット） 
E-mail： n-kudou@emobile.ne.jp 

図 自然作用の原理をそのまま活用 
実用新案「水質改善装置」で行われる仕組みと活用 


