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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
気体を含む液体が流れる流路と、
前記流路内に設けられ、前記液体中で放電を生じさせる一対の電極と、
前記一対の電極間の前記液体中に微小気泡を生じさせるための乱流を発生させる乱流発
生部と、
を備え、
前記一対の電極は、それぞれの先端部が前記流路内に突出して前記液体が前記流路を流
れる流れ方向に沿って離間して並ぶように設けられており、
前記一対の電極のうち前記流れ方向の上流側に位置する電極は、前記流路外から前記流

10

路内に気体を供給するための貫通孔を有しており、
前記乱流発生部は、前記流路内に突出するように設けられた、絶縁性を有する突起部で
あり、
前記突起部は、前記一対の電極のうち前記流れ方向の下流側に位置する電極よりも前記
流れ方向の上流側であって、前記流れ方向において前記一対の電極と重ならない位置に設
けられていることを特徴とする液体処理装置。
【請求項２】
前記突起部は、複数設けられていることを特徴とする請求項１に記載の液体処理装置。
【請求項３】
前記貫通孔を介して前記流路内に気体を供給する気体供給部をさらに備えることを特徴
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とする請求項１又は請求項２に記載の液体処理装置。
【請求項４】
前記一対の電極のうち前記流れ方向の上流側に位置する電極は、前記貫通孔から前記流
路内に供給される気体が前記流路の内壁に沿って流れるように設けられていることを特徴
とする請求項１から請求項３のいずれか一項に記載の液体処理装置。
【請求項５】
前記一対の電極は、前記流れ方向に沿う同一直線上に並ぶように前記流路の内壁に設け
られており、
前記突起部は、前記流路における前記一対の電極が設けられた内壁と反対側の内壁に設
けられていることを特徴とする請求項１から請求項４のいずれか一項に記載の液体処理装
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置。
【請求項６】
前記流路は、その途中から前記流れ方向に沿って徐々に広がるように形成されており、
前記一対の電極のうち前記流れ方向の上流側に位置する電極は、前記流路が広がり始め
る箇所より前記流れ方向の上流側に設けられており、前記一対の電極のうち前記流れ方向
の下流側に位置する電極は、前記流路が広がり始める箇所より前記流れ方向の下流側に設
けられており、
前記突起部は、前記流路が広がり始める箇所に設けられていることを特徴とする請求項
１から請求項５のいずれか一項に記載の液体処理装置。
【請求項７】
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前記流れ方向は、下方向であり、
前記一対の電極は、前記下方向に前記放電を生じさせることを特徴とする請求項１から
請求項６のいずれか一項に記載の液体処理装置。
【請求項８】
前記流路に接続され、前記一対の電極による放電によって生じ、前記乱流発生部による
乱流によって分断されて微小気泡となったガスを加圧部による加圧によって前記液体に溶
解する溶解部をさらに備えることを特徴とする請求項１から請求項７のいずれか一項に記
載の液体処理装置。
【請求項９】
気体を含んで流路を流れる液体中に微小気泡を生じさせるための乱流を乱流発生部によ
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り発生させる工程と、
前記流路を流れる前記液体中に気体を気体供給部により供給する工程と、
前記乱流が生じて前記流路を流れる前記液体中で一対の電極により放電を生じさせる工
程と、
を有し、
前記一対の電極は、それぞれの先端部が前記流路内に突出して前記液体が前記流路を流
れる流れ方向に沿って離間して並ぶように設けられており、
前記乱流発生部は、前記流路内に突出するように設けられた、絶縁性を有する突起部で
あり、
前記突起部は、前記一対の電極のうち前記流れ方向の下流側に位置する電極よりも前記
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流れ方向の上流側であって、前記流れ方向において前記一対の電極と重ならない位置に設
けられており、
前記一対の電極のうち前記流れ方向の上流側に位置する電極は、前記流路外から前記流
路内に気体を供給するための貫通孔を具備しており、
前記気体を供給する工程では、前記貫通孔を介して前記液体中に前記気体を供給するこ
とを特徴とする液体処理方法。
【請求項１０】
前記流れ方向は、下方向であり、
前記放電を生じさせる工程では、前記下方向に前記放電を生じさせることを特徴とする
請求項９に記載の液体処理方法。
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【請求項１１】
前記放電によって生じ、前記乱流によって分断されて微小気泡となったガスを加圧部に
よる加圧によって前記液体に溶解する工程をさらに有することを特徴とする請求項９又は
請求項１０に記載の液体処理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明の実施形態は、液体処理装置及び液体処理方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
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液体処理装置は、液体中での放電によりその液体を処理する装置である。この液体処理
装置では、放電のために気体が必要となるが、例えば、水中プラズマ放電を用いる場合、
放電時に生じるジュール熱を利用して液体中の溶解ガスを気化させることで液体中に微小
気泡を発生させ、この微小気泡を介して放電を行う方法が提案されている。また、液体中
に気体を溶解する溶解タンクと液体中での放電を行う放電タンクとを分け、その放電タン
ク内での圧力調整により液体中に微小気泡を発生させる方法も提案されている（例えば、
特許文献１参照）。
【０００３】
このような液体処理装置の具体例としては、例えば、汚染水処理装置や基板処理装置な
どが開発されている。汚染水処理装置は、汚染水の液体中での放電によりオゾンやＯＨラ
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ジカルを発生させて汚染水を浄化する。また、基板処理装置は、液体中での放電によりオ
ゾンやＯＨラジカルを有する処理液を生成し、その処理液を半導体ウェーハやガラス基板
などの基板に供給することで、例えば、パーティクル除去や金属除去、レジスト剥離など
の各種処理を行う装置である。この基板処理装置は、例えば半導体装置や液晶表示装置な
どの製造工程に広く普及している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００１−１０８０８号公報
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
しかしながら、前述のようなジュール熱を用いて微小気泡を発生させる方法では、夏や
冬などの季節による温度差によって液中の溶解気体量が異なるため、発生する微小気泡の
量（数）が大きく異なり、放電効率が季節に応じて変化してしまう。また、前述のような
圧力調整により微小気泡を発生させる方法では、液体中に十分な量の微小気泡が得られず
、より高い電圧が必要となるため、放電効率が低下してしまう。これらのことから、放電
効率の安定化及びその向上が求められている。
【０００６】
本発明が解決しようとする課題は、放電効率の安定化及びその向上を実現することがで
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きる液体処理装置及び液体処理方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
実施形態に係る液体処理装置は、気体を含む液体が流れる流路と、流路内に設けられ、
液体中で放電を生じさせる一対の電極と、一対の電極間の液体中に微小気泡を生じさせる
ための乱流を発生させる乱流発生部とを備え、一対の電極は、それぞれの先端部が流路内
に突出して液体が流路を流れる流れ方向に沿って離間して並ぶように設けられており、一
対の電極のうち流れ方向の上流側に位置する電極は、流路外から流路内に気体を供給する
ための貫通孔を有しており、乱流発生部は、流路内に突出するように設けられた、絶縁性
を有する突起部であり、突起部は、一対の電極のうち流れ方向の下流側に位置する電極よ
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りも流れ方向の上流側であって、流れ方向において一対の電極と重ならない位置に設けら
れている。
【０００８】
実施形態に係る液体処理方法は、気体を含んで流路を流れる液体中に微小気泡を生じさ
せるための乱流を乱流発生部により発生させる工程と、流路を流れる液体中に気体を気体
供給部により供給する工程と、乱流が生じて流路を流れる液体中で一対の電極により放電
を生じさせる工程とを有し、一対の電極は、それぞれの先端部が流路内に突出して液体が
流路を流れる流れ方向に沿って離間して並ぶように設けられており、乱流発生部は、流路
内に突出するように設けられた、絶縁性を有する突起部であり、突起部は、一対の電極の
うち流れ方向の下流側に位置する電極よりも流れ方向の上流側であって、流れ方向におい
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て一対の電極と重ならない位置に設けられており、一対の電極のうち流れ方向の上流側に
位置する電極は、流路外から流路内に気体を供給するための貫通孔を具備しており、気体
を供給する工程では、貫通孔を介して液体中に気体を供給する。
【発明の効果】
【０００９】
本発明によれば、放電効率の安定化及びその向上を実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】第１の実施形態に係る液体処理装置の概略構成を示す図である。
【図２】図１のＡ１−Ａ１線断面図である。
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【図３】第２の実施形態に係る液体処理装置の概略構成を示す図である。
【図４】第１又は第２の実施形態に係る突起部の一例として三角柱形状の突起部を示す断
面図である（図２のＡ２−Ａ２線断面図に相当する図）。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
（第１の実施形態）
第１の実施形態について図１及び図２を参照して説明する。
【００１２】
図１に示すように、第１の実施形態に係る液体処理装置１は、汚染水などの液体を貯留
する貯留部２と、その液体を処理する処理部３とを備えている。この液体処理装置１とし
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ては、例えば、汚染水処理装置が挙げられる。
【００１３】
貯留部２は、上端開口の箱形状のタンクである。この貯留部２には、液体が循環する循
環流路となる循環配管４が接続されている。この循環配管４の途中には、液体循環用の駆
動源となるポンプ４ａが設けられている。このポンプ４ａの駆動により貯留部２内の液体
が循環配管４の流入口から吸い込まれ、循環配管４内を流れて処理部３に供給され、その
後、処理部３を通過した液体が循環配管４内を流れてその流出口から貯留部２内に戻る。
なお、貯留部２には、気泡（バブル）を分断する気泡分断部材２ａが設けられており、そ
の気泡分断部材２ａは循環配管４の流出口に取り付けられている。この気泡分断部材２ａ
としては、複数の貫通孔を有するパンチングメタルや金属メッシュなどを用いることが可
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能である。
【００１４】
処理部３は、液体が流れる流路１１ａを有する本体１１と、その本体１１に設けられた
一対の電極１２及び１３と、それらの電極１２及び１３の間に電圧を印加する電圧印加部
１４と、流路１１ａを流れる液体に気体を供給する気体供給部１５と、流路１１ａを流れ
る液体中に乱流を発生させる乱流発生部１６とを備えている。
【００１５】
本体１１は、循環配管４の途中に設けられており、その循環配管４につながる流路１１
ａを有している。この流路１１ａは、その途中から液体が流路１１ａを流れる方向、すな
わち液体の流れ方向Ｂ１に沿って徐々に広がるように、例えばテーパ形状（相対する面が
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対称的に傾斜している円錐状の部分の形状）に形成されている。この本体１１には、液体
が流入する流入口１１ｂと液体が流出する流出口１１ｃが形成されている。液体の流れ方
向Ｂ１に沿って、流入口１１ｂからは例えば断面円形のストレート孔部分が形成されてお
り、その途中からは先に述べた例えばテーパ形状部分とされており、さらに、その端部が
流出口１１ｃとされている。これらの流入口１１ｂ及び流出口１１ｃに循環配管４が接続
されている。なお、本体１１としては、例えば、ベンチュリ効果によって減圧状態を作り
出せるもの（アスピレータなど）を用いることが可能である。
【００１６】
一対の電極１２及び１３は、液体の流れ方向Ｂ１に沿って離間して並ぶように同一直線
上に位置付けられ、さらに、液体中での放電が可能な距離範囲内で本体１１に設けられて
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いる。なお本実施形態において、電極１２は、流路１１ａを形成するストレート孔部分に
設けられており、電極１３は、流路１１ａを形成するテーパ形状部分の下端側（流れ方向
Ｂ１の下流側）に設けられている。また、これらの電極１２及び１３は、その先端部分が
流路１１ａ内に突出するように互いに平行に配置されており、電圧（例えば、高圧パルス
）の印加に応じてそれらの間の液体中に放電を生じさせる。なお、流入口１１ｂ側の電極
１２はその内部に貫通孔１２ａを有しており、この貫通孔１２ａ内を気体が流れ、本体１
１内の流路１１ａに流れ込むことになる。したがって、貫通孔１２ａは気体供給流路とし
て機能する。
【００１７】
電圧印加部１４は、一対の電極１２及び１３の電極間に液体中での放電を可能とする電
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圧を印加する。この電圧印加部１４としては、例えば、高圧パルス電源を用いることが可
能である。なお、本実施形態では、流入口１１ｂ側の電極１２を正極とし、流出口１１ｃ
側の電極１３を負極として、それらの電極１２及び１３の間に電圧を印加することで、液
体の流れ方向Ｂ１に沿う放電を行う。
【００１８】
気体供給部１５は、気体供給流路となる気体供給配管１５ａにより電極１２の貫通孔１
２ａに接続されている。この気体供給部１５は気体供給配管１５ａ及び電極１２の貫通孔
１２ａを介して本体１１内の流路１１ａに対して気体を供給する。この気体としては、例
えば、酸素や空気、窒素、オゾンなどを用いることが可能であり、用途に応じて選択され
る。なお、本実施形態では、一例として酸素を用いる。特に酸素や空気を用いた場合には
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、後述の通り、ＯＨラジカル（活性酸素種）が生成され、液体中の有機物が効率的に分解
される。
【００１９】
乱流発生部１６は、流路１１ａの内壁に設けられた複数の突起部１６ａ（図２参照）に
より構成されており、これらの突起部１６ａにより効率良く液体中に乱流を発生させる。
なお、流路１１ａを流れる液体の流量は乱流発生部１６により乱流が発生する流量に設定
されている。各突起部１６ａは円柱状に形成されており、その材質は絶縁性を有する絶縁
体である。これらの突起部１６ａは、一対の電極１２及び１３の間であって放電を妨げな
い位置に設けられている。具体的には、各突起部１６ａは、流路１１ａにおける一対の電
極１２及び１３が設けられた内壁と反対側の内壁であって、本体１１の流路１１ａが広が
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り始める箇所、すなわちテーパ形状部分の上端側（流れ方向Ｂ１の上流側）に設けられて
いる。ここで、各突起部１６ａはテーパ形状部分の下端側に設けられていても良いが、前
述のようにテーパ形状部分の上端側に設けられていることによって、一対の電極１２及び
１３間において、乱流が発生している範囲が長くなり、より気泡が細分化されて気泡の量
（数）が多くなりやすいので、前述の上端側に設けられていることが好ましい。また、各
突起部１６ａは同じ高さ位置に設けられており（図１及び図２参照）、それぞれの軸心が
液体の流れ方向Ｂ１に交差するように、例えば直交するように取り付けられている。
【００２０】
なお、図２では、一例として、突起部１６ａが二個設けられているが、その数は限定さ
れるものではない。また、乱流発生部１６としては、突起部１６ａに限るものではなく、
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放電を妨げずに液体中に乱流を発生させることが可能な構造であれば良く、その構造は特
に限定されるものではない。
【００２１】
次に、このような構成の液体処理装置１が行う液体処理動作（液体処理方法）、具体例
として汚染水処理動作について説明する。
【００２２】
循環配管４途中のポンプ４ａが駆動されると、貯留部２内の汚染水である液体が循環配
管４を流れて循環し始める。その後、この液体の循環は浄化処理により液体が浄化される
まで継続される。この循環中、液体は処理部３の本体１１内の流路１１ａを流入口１１ｂ
から流出口１１ｃに向けて流れることになる。なお、浄化対象の汚染水は有機物を含んで
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いる液体である。
【００２３】
処理部３では、酸素ガスが気体供給部１５から気体供給配管１５ａ及び電極１２の貫通
孔１２ａを介して、流路１１ａを流れる液体中に供給される。この酸素ガスと液体が互い
の流れの衝突によって旋回及び攪拌され、酸素ガスはせん断される。これにより、液体中
にマイクロバブル（酸素バブル）が発生する。さらに、そのマイクロバブルを含む液体が
乱流発生部１６、すなわち各突起部１６ａに当たり、乱流が発生する。この乱流により、
マイクロバブルがさらに細分化され、マイクロナノバブル（酸素バブル）化する。
【００２４】
このような状態で、一対の電極１２及び１３には、電圧印加部１４により電圧（例えば
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、高圧パルス）が印加され、液体中でのプラズマ放電が行われる。このとき、乱流発生部
１６によって液体中にマイクロナノバブルが数多く発生し、その多数のマイクロナノバブ
ルを含む液体の流れ方向Ｂ１に沿ってマイクロナノバブルを介して放電が生じるため、数
多くのストリーマ放電（プラズマ放電の一種）が発生する。このストリーマ放電によって
酸素が励起されてオゾンが生成されるとともに、その放電により発生する紫外線によって
マイクロナノバブルの周辺部でＯＨラジカル（活性酸素種）が生成される。このようにオ
ゾンや紫外線が発生し、寿命が短時間であるが強力なＯＨラジカルが生成されるため、そ
れらのオゾンやＯＨラジカルにより液体中の有機物が酸化除去及び分解されることになる
。このとき、オゾンバブル及び酸素バブルも生成されている。なお、酸素ガスは電極１２
から流路１１ａ内の液体に直接供給されるため、常に新しいオゾンやオゾンバブルが生成
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されることになる。
【００２５】
また、前述の放電により液中の多数のマイクロナノバブルの一部は微小なナノバブル（
オゾンバブル及び酸素バブル）に粉砕される。すなわち、プラズマ放電時に液体中で発生
する衝撃波は、流路１１ａの容積が小さいため近距離で強力に伝達し、液体中のマイクロ
ナノバブルを圧壊してナノバブルを発生させる。詳しくは、プラズマ放電に伴う衝撃波の
刺激（外部刺激）により、液体中のマイクロナノバブルは圧壊され、ナノバブルとなる。
このナノバブルは、液体中のイオンと気泡周囲の電解質イオンの結合により気泡周囲に無
機質の殻を持つ性質を有しているため、長時間、液体中に溶解されることなく、液体中に
安定して存在することになる。
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【００２６】
このような液体中のナノバブル及びマイクロナノバブルは、処理部３から貯留部２まで
の循環配管４を流れる間も、消滅などによりラジカルを生成し、液体を浄化処理する。そ
の後、貯留部２まで到達した液体は気泡分断部材２ａを通過して貯留部２に流入する。こ
のとき、循環配管４内で大きくなったバブルは気泡分断部材２ａにより再度分断され、再
びマイクロバブルなどの微小気泡となる。
【００２７】
貯留部２では、ナノバブル、マイクロナノバブル及びマイクロバブルというような微小
気泡が存在し、浮上分離やラジカル発生などにより液体が浄化処理される。なお、微小気
泡は、液中に存在するパーティクルや油分などの異物と接触することで異物を吸着する性
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質を有している。すなわち、微小気泡が液体中の異物に付着することで、液面上に異物が
浮上し、図示しない回収機構などを用いて液体中から異物が除去される。なお、微小気泡
は液中での浮上速度が遅く液中に長く留まるため、その吸着及び除去効率は高い。
【００２８】
ここで、微小気泡は、マイクロバブル（ＭＢ）やマイクロナノバブル（ＭＮＢ）、ナノ
バブル（ＮＢ）などの概念を含む気泡である。例えば、マイクロバブルは１０μｍ〜数十
μｍの直径を有する気泡であり、マイクロナノバブルは数百ｎｍ〜１０μｍの直径を有す
る気泡であり、ナノバブルは数百ｎｍ以下の直径を有する気泡である。
【００２９】
このような液体処理工程によれば、一対の電極１２及び１３の間に多数のマイクロバブ
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ルやマイクロナノバブルなどの微小気泡を発生させ、それらの一対の電極１２及び１３の
間の液体中にプラズマ放電を発生させることによって、安定したプラズマ放電を行うこと
が可能となる。特に、放電の核となる大きさの揃った微小気泡を放電空間全体に万遍なく
効率的に発生させることができるため、高効率でプラズマ放電を行うことができる。加え
て、液体の流れに沿う放電、すなわち液体の流れ方向Ｂ１に放電を生じさせることによっ
て、液体中の微小気泡の移動方向に沿ってスムーズに放電が生じるため、数多くのストリ
ーマ放電（プラズマ放電の一種）を発生させることができる。なお、液体の流れに逆らう
放電を行った場合には、放電が安定せず、より高い電圧が必要となるため、放電効率は低
下することになる。
【００３０】
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また、前述の液体処理工程によれば、乱流発生部１６による乱流によって多数のマイク
ロナノバブルを生成することが可能となり、加えて、プラズマ放電により発生する衝撃波
によって液体中のマイクロバブルを圧壊し、ナノバブルを生成することが可能となる。こ
れにより、処理部３により処理された液中には、マイクロバブルに加え、マイクロナノバ
ブル及びナノバブルという微小気泡が存在するため、貯留部２の液中にも、ナノバブル、
マイクロナノバブル及びマイクロバブルという微小気泡が含まれることになる。このため
、前述のオゾンやＯＨラジカルの浄化処理に加え、貯留部２内でも微小気泡による浮上分
離やラジカル発生などによって液体を浄化することが可能となるので、高効率で液体を処
理することができる。さらに、貯留部２では、循環配管４内で大きくなったバブルが気泡
分断部材２ａにより分断されて微小気泡になることから、貯留部２に対して確実に微小気
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泡を供給することが可能となるので、高効率での液体処理を実現することができる。
【００３１】
以上説明したように、第１の実施形態によれば、気体を含む液体を流路１１ａに流し、
その流路１１ａを流れている液体中に乱流を発生させ、さらに、その乱流が生じた液体中
に放電を生じさせる。これにより、マイクロバブルやマイクロナノバブルなどの所望径の
微小気泡が多数発生し、安定した放電が可能となる。加えて、液体中に存在する微小気泡
が液体の流れ方向Ｂ１に沿って移動するため、放電効率を向上させることが可能となる。
したがって、放電効率の安定化及びその向上を実現することができる。特に、液体の流れ
方向Ｂ１と同じ方向に放電を発生させることによって、液体中の微小気泡の移動方向に沿
ってスムーズに放電が生じ、数多くのストリーマ放電が起こるので、放電効率をさらに向
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上させることができる。
【００３２】
また、複数の突起部１６ａにより乱流発生部１６を構成することによって、簡単な構成
で乱流発生部１６を構築することができる。さらに、各突起部１６ａを一対の電極１２及
び１３の間であって放電を妨げない位置に設けることによって、効率良く放電を行うこと
が可能となる。また、各突起部１６ａを流路１１ａが広がり始める箇所に設けることによ
って、微小気泡を生成するための乱流を確実に発生させることができる。
【００３３】
（第２の実施形態）
第２の実施形態について図３を参照して説明する。
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【００３４】
第２の実施形態は基本的に第１の実施形態と同様である。このため、第２の実施形態で
は、第１の実施形態との相違点について説明し、第１の実施形態で説明した部分と同一部
分は同一符号で示し、その説明も省略する。
【００３５】
図３に示すように、第２の実施形態に係る液体処理装置１０は、第１の実施形態に係る
各部に加え、液体にガス（気体）を溶解する溶解部１７を備えている。この溶解部１７は
、処理部３の液体流出側と貯留部２の液体流入側との間の循環配管４の途中に設けられて
いる。
【００３６】
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溶解部１７は、ポンプ（加圧部）４ａによる加圧によって液体にガスを再溶解するもの
である。この溶解部１７は、処理部３の一対の電極１２及び１３による放電によって液体
中に生じ、乱流発生部１６による乱流によって分断されて微小気泡となったガスを液体に
溶解する。なお、溶解部１７としては、例えば、溶解タンクなどを用いることが可能であ
るが、この溶解タンク以外にも、溶解膜などを用いる溶解手段を用いることも可能である
。
【００３７】
また、貯留部２には、液体中に気泡（バブル）を発生させるノズル２ｂが設けられてい
る。このノズル２ｂは、溶解部１７においてポンプ４ａによる加圧によってガスが溶解さ
れた液体を減圧し、貯留部２内に圧力開放することで、その液体中に気泡を発生させる構
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成になっている。
【００３８】
このような液体処理装置１０において、処理部３を通過した液体は循環配管４内を流れ
、溶解部１７を経由して貯留部２内に戻る。このとき、溶解部１７には、処理部３により
処理された、微小気泡を含む液体が供給される。この溶解部１７では、ポンプ４ａによる
圧力が気泡と液体に加わり、その圧力に応じた分、気泡のガスが液体に溶解される（加圧
溶解）。
【００３９】
なお、本実施形態では、処理部３に供給する気体として第１の実施形態と同様に、酸素
又は空気が用いられ、放電によって酸素が励起されてオゾンが生成されるとともに、その
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放電により発生する紫外線によってマイクロナノバブルの周辺部でＯＨラジカル（活性酸
素種）が生成される。このようにオゾンや紫外線が発生し、寿命が短時間であるが強力な
ＯＨラジカルが生成されるため、それらのオゾンやＯＨラジカルにより液体中の有機物が
酸化除去及び分解されることになる。このとき、オゾンバブル及び酸素バブルも生成され
ている。
【００４０】
詳しくは、処理部３では、放電によってオゾンバブルが発生し、そのオゾンバブルが乱
流によって微小化され、多数の微小気泡、すなわちオゾンマイクロバブルやオゾンナノバ
ブルが発生する。このオゾンマイクロバブルやオゾンナノバブルを含む液体が循環配管４
を介して溶解部１７に送られ、ポンプ４ａの駆動圧力分の圧力が溶解部１７に加わる。こ
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の加圧により、液体中のオゾンマイクロバブルやオゾンナノバブルのガス（オゾンや酸素
）が液体に再溶解される。その後、溶解部１７から流出した液体は循環配管４を介して貯
留部２まで到達する。到達した液体はノズル２ｂを通過し、このときの減圧及び圧力開放
によるバブル生成によって、高濃度オゾンマイクロバブルや高濃度オゾンナノバブルを含
んだ液体として貯留部２内に流入する。
【００４１】
貯留部２では、オゾンナノバブル、オゾンマイクロナノバブル及びオゾンマイクロバブ
ルというような微小気泡が存在し、浮上分離やオゾンによるラジカル発生などによって液
体が浄化処理される。なお、微小気泡は、液中に存在するパーティクルや油分などの異物
と接触することで、その異物を吸着する性質を有している。すなわち、微小気泡が液体中
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の異物に付着することで、液面上に異物が浮上し、図示しない回収機構などを用いて液体
中から異物が除去される。この微小気泡は液中での浮上速度が遅く液中に長く留まるため
、その吸着や除去、有機物の分解効率は高い。また、オゾンナノバブルは寿命が長いため
、貯留部２内で長時間、オゾン濃度を維持することができる。
【００４２】
以上説明したように、第２の実施形態によれば、第１の実施形態と同様の効果を得るこ
とができる。また、処理部３の液体流出側に溶解部１７を設けることによって、放電によ
り発生したガスのマイクロナノバブル（例えば、オゾンマイクロバブル）やナノバブル（
例えば、オゾンナノバブル）を無駄なく液体に溶解し、効率的に使用することが可能とな
る。特に、放電時に生じるガス（例えば、オゾンガス）を無駄なく使い、汚染水中のガス
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溶解効率を高めることが可能であるため、ガスの高濃度化を実現し、処理性能を向上させ
ることができる。
【００４３】
なお、前述の第１及び第２の実施形態においては、突起部１６ａを円柱形状に形成し、
その軸心が液体の流れ方向Ｂ１に直交するように設けているが（図１及び図２参照）、こ
れに限るものではなく、例えば、図４に示すように、突起部１６ａを三角柱形状に形成し
、その三角柱の側面のいずれか一つの頂上を液体の流れ方向Ｂ１の上流側に向け、その軸
心が液体の流れ方向Ｂ１に直交するように設けるようにしても良い。このように突起部１
６ａを三角柱形状に形成した場合には、三角柱の側面を液体の流れ方向Ｂ１の上流側に向
けて設けると、液体中に乱流を発生させることが困難になってしまう。ところが、前述の
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ように三角柱の側面のいずれか一つの頂上を液体の流れ方向Ｂ１の上流側に向けて設ける
ことによって、液体中に効率良く乱流を発生させることができる。
【００４４】
また、前述の第１及び第２の実施形態においては、突起部１６ａの突出量を固定として
いるが、これに限るものではなく、例えば、突起部１６ａの突出量の調整により乱流の発
生量を変更可能とするように突起部１６ａを形成しても良い。この場合の一例としては、
突起部１６ａを水平方向にスライド移動可能に形成し、そのスライド移動により突起部１
６ａの突出量を調整する。このような場合には、乱流の発生量を変更することが可能とな
るので、微小気泡の発生量（発生数）を簡単に調整することができる。
【００４５】
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また、前述の第１及び第２の実施形態においては、一対の電極１２及び１３を液体の流
れ方向Ｂ１に延びる同一直線上に位置付けて流路１１ａの内壁に設けているが、これに限
るものではなく、例えば、一対の電極１２及び１３を流路１１ａ内の対向する内壁に個別
に設けるようにしても良い。この場合にも、一対の電極１２及び１３は高さ方向に所定距
離だけ離間しており（図１参照）、この所定距離は液体中での放電が可能な距離範囲内で
ある。
【００４６】
また、前述の第１及び第２の実施形態において、電極１２の長手方向が本体１１に形成
されるストレート孔部分の接線方向に沿うように電極１２を配置すると、貫通孔１２ａか
ら供給される気体が本体１１の壁面に沿って流れやすくなり、より効率的に旋回させるこ
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とができる。
【００４７】
また、前述の第１及び第２の実施形態においては、液体処理装置１、１０の一例として
、汚染水処理装置を用いて説明を行っているが、これに限るものではなく、例えば、基板
処理装置などに用いる処理液を生成する処理液生成装置であっても良い。この場合には、
液体として純水や水溶液などが使用され、処理部３にて生成されたマイクロナノバブルや
ナノバブル、また、高濃度オゾンマイクロナノバブルや高濃度オゾンナノバブルを含有す
る、洗浄液やレジスト剥離液などの処理液が生成される。この処理液が半導体ウェーハや
ガラス基板などの基板に供給され、例えば、パーティクル除去や金属除去、レジスト剥離
などの各種処理が実行される。このとき、例えば、基板処理装置は、基板を回転させなが
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ら処理液を供給したり、あるいは、基板をローラ搬送しながら処理液を供給したりするが
、その供給方法は特に限定されるものではない。なお、このような基板処理装置に処理液
を供給する例においては、電極の片方もしくは両方を絶縁体（誘電体）で覆うことにより
、処理液生成途中に発生する不純物によって処理対象物である基板を汚染することがない
ようにすることができる。
【００４８】
以上、本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示
したものであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は
、その他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、
種々の省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の
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範囲や要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含
まれる。
【符号の説明】
【００４９】
１

液体処理装置

１０

液体処理装置

１１ａ

流路

１２

電極

１３

電極

１６

乱流発生部

１６ａ

突起部

【図１】
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【図２】
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【図３】

【図４】
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