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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　液体流路が形成されたノズル本体と、
　前記液体流路を液体入口側の流入室と液体出口側の流出室とに区画する隔壁部と、前記
隔壁部に貫通形成され前記流入室と前記流出室とを互いに別経路にて連通させる複数の絞
り孔と、前記絞り孔の内面から各々突出するとともに外周面に周方向の山部と高流速部と
なる谷部とが複数交互に連なるように形成された衝突部とからなる処理コア部とを備え、
前記液体流路にガスが溶存した液体を供給し前記衝突部に前記液体を衝突させることによ
り、該液体が前記谷部内にて増速するときの減圧沸騰作用により微細気泡を生じさせるよ
うにした液体処理ノズルであって、
　前記絞り孔は、それら絞り孔の軸断面積の合計と等価な円の直径をｄｅ、前記絞り孔の
長さをＬとして、Ｌ／ｄｅにて定義される絞り孔アスペクト比が３．５以下に設定されて
なり、かつ、前記ノズル本体の前記軸線と直交する平面への投影において、前記隔壁部の
投影領域の中心位置に定められた基準点から複数の前記絞り孔の内周縁までの距離Ｔが該
絞り孔の内径ｄよりも小さくなる程度に近接配置されてなることを特徴とする液体処理ノ
ズル。
【請求項２】
　前記投影において、複数の前記絞り孔の内周縁に対する外接円の面積をＳｔ、前記絞り
孔の投影領域の合計面積をＳｒとしたとき、Ｋ≡Ｓｒ／Ｓｔにて定義される絞り孔集約率
Ｋが０．２以上である請求項１記載の液体処理ノズル。



(2) JP 6182715 B2 2017.8.23

10

20

30

40

50

【請求項３】
　前記外接円の面積Ｓｔが前記隔壁部の投影面積の９０％以上である請求項２記載の液体
処理ノズル。
【請求項４】
　前記絞り孔の前記衝突部よりも下流に位置する区間の長さをＬｐとし、前記絞り孔の投
影領域の合計面積Ｓｒと等価な円の直径をｄｅとしたとき、Ｌｐ／ｄｅにて定義される残
区間アスペクト比が１．０以下に設定されてなる請求項１ないし請求項３のいずれか１項
に記載の液体処理ノズル。
【請求項５】
　前記処理コア部において複数の前記絞り孔のそれぞれに、前記ノズル本体の前記軸線と
直交する平面への投影において前記衝突部が孔中心軸線を取り囲む十字形態に４つ配置さ
れるとともに、
　前記処理コア部には前記絞り孔が、前記液体流路の中心軸線を挟んで互いに対称な位置
関係で２個又は３個形成され、それら前記絞り孔にそれぞれ形成される前記衝突部の組は
前記ノズル本体の壁部外周面側から先端が前記絞り孔内へ突出するようにねじ込まれる４
本のねじ部材により形成されるとともに、それら４つのねじ部材の組は、２つの前記絞り
孔の間で軸線方向にて互いにずれた位置に配置されてなる請求項１ないし請求項４のいず
れか１項に記載の液体処理ノズル。
【請求項６】
　前記ノズル本体には、該ノズル本体の外周面に開口し、複数の前記衝突部の少なくとも
一つのものよりも上流にて前記絞り孔に連通するガス導入孔が、複数の前記絞り孔の一部
のものについてのみ形成されている請求項１ないし請求項５のいずれか１項に記載の液体
処理ノズル。
【請求項７】
　請求項１ないし請求項６のいずれか１項に記載の液体処理ノズルの前記液体入口に液体
を供給し、該液体を前記衝突部に接触させて前記液体出口から流出させることを特徴とす
る液体処理方法。
【請求項８】
　前記液体が気体を溶存させた水であり、前記液体出口から溶存した前記気体に由来する
微細気泡を含有した微細気泡含有水として流出させる請求項７に記載の液体処理方法。
【請求項９】
　前記液体処理ノズルを、トイレの便器洗浄水供給配管の途上に設け、該配管内の洗浄水
を前記液体処理ノズルにて前記微細気泡含有水としたのち前記便器に供給することにより
、前記便器及び便器の汚水排管内を洗浄する請求項８記載の液体処理方法。
【請求項１０】
　請求項１ないし請求項６のいずれか１項に記載の液体処理ノズルの前記衝突部に液体と
ガスとの混相流を供給して前記ガスを前記液体に溶解させた状態で前記液体出口から流出
させることを特徴とするガス溶解方法。
【請求項１１】
　前記液体が水であり、前記ガスが炭酸ガスである請求項１０記載のガス溶解方法。
【請求項１２】
　前記液体処理ノズルとして、前記投影において、複数の前記絞り孔の内周縁に対する外
接円の面積をＳｔ、前記絞り孔の投影領域の合計面積をＳｒとしたとき、Ｋ≡Ｓｒ／Ｓｔ
にて定義される絞り孔集約率Ｋが０．２以上とされ、前記液体出口側を開放して前記液体
入口に動圧が０．１ＭＰａとなるように水を流通させたとき、前記液体出口から流出する
水流量をＱとし、前記絞り孔の内面と前記衝突部との間に形成される液体流通部の前記処
理コア部における合計断面積をＳｅとしたときの水流束Ｑ／Ｓｅが０．５Ｌ・ｍｍ２／分
以上確保されたものが使用され、
　前記混相流を形成するための炭酸ガス流量をＱ１、水流量をＱ２としたとき、液体入口
側の動水圧を０．０１５ＭＰａ以上０．３ＭＰａ以下、炭酸ガス／水流量比Ｑ１／Ｑ２を
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０．０５以上１．３以下として、前記液体処理ノズルに水及び炭酸ガスを１パス又は循環
供給することにより、前記炭酸ガスを前記水に対し溶解効率５０％以上にて溶解させる請
求項１１記載のガス溶解方法。
【請求項１３】
　前記液体が水であり、前記ガスが窒素である請求項１０記載のガス溶解方法。
【請求項１４】
　前記液体処理ノズルとして、前記投影において、複数の前記絞り孔の内周縁に対する外
接円の面積をＳｔ、前記絞り孔の投影領域の合計面積をＳｒとしたとき、Ｋ≡Ｓｒ／Ｓｔ
にて定義される絞り孔集約率Ｋが０．２以上とされ、前記液体出口側を開放して前記液体
入口に動圧が０．１ＭＰａとなるように水を流通させたとき、前記液体出口から流出する
水流量をＱとし、前記絞り孔の内面と前記衝突部との間に形成される液体流通部の前記処
理コア部における合計断面積をＳｅとしたときの水流束Ｑ／Ｓｅが０．５Ｌ・ｍｍ２／分
以上確保されたものが使用され、
　前記水は初期溶存酸素濃度が３ｐｐｍ以上のものが使用され、前記混相流を形成するた
めの窒素流量をＱ１、水流量をＱ２としたとき、液体入口側の動水圧を０．０１５ＭＰａ
以上０．３ＭＰａ以下、窒素／水流量比Ｑ１／Ｑ２を０．０５以上０．５以下として前記
液体処理ノズルに１パス又は循環供給することにより、前記水の溶存酸素濃度を１ｐｐｍ
以下とする請求項１３記載のガス溶解方法。
【請求項１５】
　前記液体が水であり、前記ガスが酸素である請求項１０記載のガス溶解方法。
【請求項１６】
　前記液体処理ノズルとして、前記投影において、複数の前記絞り孔の内周縁に対する外
接円の面積をＳｔ、前記絞り孔の投影領域の合計面積をＳｒとしたとき、Ｋ≡Ｓｒ／Ｓｔ
にて定義される絞り孔集約率Ｋが０．２以上とされ、前記液体出口側を開放して前記液体
入口に動圧が０．１ＭＰａとなるように水を流通させたとき、前記液体出口から流出する
水流量をＱとし、前記絞り孔の内面と前記衝突部との間に形成される液体流通部の前記処
理コア部における合計断面積をＳｅとしたときの水流束Ｑ／Ｓｅが０．５Ｌ・ｍｍ２／分
以上確保されたものが使用され、
　前記混相流を形成するための酸素流量をＱ１、水流量をＱ２としたとき、液体入口側の
動水圧を０．０１５ＭＰａ以上０．３ＭＰａ以下、酸素／水流量比Ｑ１／Ｑ２を０．０５
以上０．５以下として前記液体処理ノズルに水及び酸素を１パス又は循環供給することに
より、前記水の溶存酸素濃度を１０ｐｐｍ以上４０ｐｐｍ以下とする請求項１５記載のガ
ス溶解方法。
【請求項１７】
　前記液体が水であり、前記ガスが水素である請求項１０記載のガス溶解方法。
【請求項１８】
　前記液体処理ノズルとして、前記投影において、複数の前記絞り孔の内周縁に対する外
接円の面積をＳｔ、前記絞り孔の投影領域の合計面積をＳｒとしたとき、Ｋ≡Ｓｒ／Ｓｔ
にて定義される絞り孔集約率Ｋが０．２以上とされ、前記液体出口側を開放して前記液体
入口に動圧が０．１ＭＰａとなるように水を流通させたとき、前記液体出口から流出する
水流量をＱとし、前記絞り孔の内面と前記衝突部との間に形成される液体流通部の前記処
理コア部における合計断面積をＳｅとしたときの水流束Ｑ／Ｓｅが０．５Ｌ・ｍｍ２／分
以上確保されたものが使用され、
　前記混相流を形成するための水素流量をＱ１、水流量をＱ２としたとき、液体入口側の
動水圧を０．０１５ＭＰａ以上０．３ＭＰａ以下、水素／水流量比Ｑ１／Ｑ２を０．０５
以上０．５以下として前記液体処理ノズルに１パスまたは循環供給することにより、前記
水の溶存水素濃度を０．３ｐｐｍ以上とする請求項１７記載のガス溶解方法。
【請求項１９】
　請求項１ないし請求項６のいずれか１項に記載の液体処理ノズルと、前記液体処理ノズ
ルの前記衝突部に液体とガスとの混相流を供給する混相流供給手段と、を備え、前記ガス
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を前記液体に溶解させた状態で前記液体出口から流出させるようにしたことを特徴とする
ガス溶解装置。
【請求項２０】
　前記混相流供給手段は水と炭酸ガスの混相流を供給するものであり、
　前記液体処理ノズルから送出される前記炭酸ガスが溶解した前記水に対し、次亜塩素酸
ナトリウム水溶液を定量供給する次亜塩素酸ナトリウム水溶液供給部をさらに備える請求
項１９記載のガス溶解装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は液体処理ノズル、特に、微細気泡の効率的発生やガス溶解能力に優れた液体
処理ノズルに関し、また、それを用いて実現される液体処理方法、ガス溶解方法及びガス
溶解装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、マイクロバブル（ファインバブル）あるいはナノバブル（ウルトラファインバブ
ル）と称される微細気泡が多くの用途に応用され、種々の気泡発生機構が提案されている
。特許文献１に開示された二相流旋回方式のものは、外気を旋回流に巻き込んで強制粉砕
することにより微細化を図るものであるが、気泡径が１μｍ未満となるナノバブルの発生
効率が悪い欠点がある。
　一方、水の流路にベンチュリやオリフィスにより絞り孔を設け、水が高流速化して通過
する際のベルヌーイの定理に由来して生ずる減圧効果により、溶存空気を微細気泡として
析出させる、いわゆるキャビテーション方式による微細気泡発生機構も種々提案されてい
る（特許文献２～１０）。特に、特許文献６～１０に開示された方式は、絞り孔の途中に
ねじ部材を配置し、そのねじ谷、あるいは対向するねじ部材間に形成されたギャップにて
水流のさらなる高速化を図るものであり、キャビテーション効率を向上させてより高密度
にナノバブルを発生することができる。特許文献６及び７においては、ナノ領域の気泡が
実際に得られることがレーザー回折式粒度計などを用いた気泡測定により示されている。
　また、ねじ部材で形成された衝突部を水流が通過する際に、流れ迂回に基づいて発生す
るガルマン渦と、キャビテーションによる減圧沸騰現象とにより水流は激しく撹拌される
。そこで、水流に空気やオゾンなどのガスを混合して混相流とした状態でノズルに供給す
ると、ねじ部材が作る強撹拌域にガスが巻き込まれ、効率よくこれを溶解できる。また、
溶存しきれなかったガス相も撹拌流で微細化し、ナノバブルの形で溶存ガスとともに共存
させることができる。このようなガス溶解方式については、特許文献８及び特許文献１０
に開示されている。
　特許文献７においてすでに言及されているごとく、特許文献２～５の機構は絞り孔が１
か所設けられているのみなので、絞り孔通過時の流通抵抗が上昇し、孔内壁面からラジア
ル方向の背圧も受けやすい。その結果、水流量が極度に減少しやすく、たとえばシャワー
などに適用しようとした場合に水量感や洗浄力の不足を招きやすい。特に洗浄力の不足は
、極度の断面縮小に伴う流体抵抗により、ねじ部を通過するときに流速が頭打ちになるの
で、それに由来したキャビテーション効果の不足ひいては微細気泡の発生量不足も、大い
に関係するものと考えられる。
　この点に鑑みれば、特許文献６に開示の機構も絞り孔が１か所のみであってまったく事
情は同じである。また、特許文献７には特許文献２～４の課題を解決したと称するノズル
が開示されているが、つまるところ絞り孔内部に３本以上のねじを配置して、その分絞り
孔の内径を拡大することにより、流量増加とキャビテーション効率の向上を図ろうとする
ものであって、絞り孔の個数が１個である点に何ら変わりはない。その結果、通常の圧力
で十分なキャビテーションを起こすに足る流速を、絞り孔内に確保しようとすれば、絞り
孔の内径もある程度小さくせざるを得ず、断面積不足による流量低下はいずれにしても解
決されないし、断面径のみを増やせば、流量や流速は上がっても流量あたりに配分される
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ねじ谷の数が減るのでキャビテーション効果が低下するというジレンマが避けがたい。
　こうした問題を解決するために、図３９に示すように、上記特許文献に開示された単一
の絞り孔を有するノズル６０１を分岐継手６０２等により複数並列に接続し、ノズルユニ
ット６００を形成する方法がある。このようにすると、ノズル６０１の絞り孔内径を、流
速確保を優先して小さく設定した場合も、ノズル１本あたりの流量は小さくなるが、ユニ
ット６００全体ではキャビテーション効果を犠牲にすることなく十分な流量が確保できる
ようになる、と考えられる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００８－２２９５１６号公報
【特許文献２】特開２００８－　７３４３２号公報
【特許文献３】特開２００７－２０９５０９号公報
【特許文献４】特開２００７－　５０３４１号公報
【特許文献５】特開２００６－１１６５１８号公報
【特許文献６】ＷＯ２０１０／０５５７０２号公報
【特許文献７】ＷＯ２０１３／０１２０６９号公報
【特許文献８】特開２０１１－２４０２０６号公報
【特許文献９】ＷＯ２０１３／０１１５７０号公報
【特許文献１０】特開２０１３－２１５４２１公報
【特許文献１１】特開２００８－２９００５１公報
【特許文献１２】特開２０１１－２４５４７２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、本発明者らが詳細に検討を行ったところ、図３９に示すようなユニット
６００においては、流量は確かに確保しやすくなるものの、微細気泡の発生効率は必ずし
も十分ではないことがわかった。これは、例えば洗髪したときの洗浄力や体感（特に髪の
保湿性など）が不足しやすいことにもつながるが、こうした問題は、特に、ユニットに給
水する際の水圧が不足している場合に起きやすい。また、本発明者らがさらに検討したと
ころ、ユニットを床置きのボックス内に縦向きに組み込み、これにシャワーホースをつな
いで使用した場合と、シャワーホースの中間にぶら下がり形態でつないで使用した場合と
で、微細気泡の発生効率ひいては体感等に大きな差が生じやすいことが判明した。具体的
には、ユニットを床置きのボックス内に縦に固定して使用した場合は、微細気泡の発生効
率は比較的良好であるが、シャワーホースの中間につないで使用した場合は微細気泡の発
生効率が悪化しやすく、保湿や洗浄の体感においても不足を感じやすいと、多くの使用者
が述べていることがわかった。
　このことの原因は、図３９において、継手６０２において分岐した流れが、各ノズル６
０１，６０１の絞り部に対し、互いに分離した長い流路を経て到達する構造になっている
ため、流れがどちらかのノズル６０１に偏る、いわゆる編流現象が起きやすくなっている
ためであると考えられる。特に、シャワーホースの中間につないで使用する場合等では、
ホースの中間にぶら下がったユニット６００は空間での姿勢が不安定であり、一方のノズ
ル６０１が他方のノズル６０１よりも少しでも下方に位置する状態になると、重力の影響
を受けて流れが下方ノズル６０１に偏りやすくなる。
　また、こうした編流現象は分岐した流路の長さが大きくなるほど、また、絞り部の区間
長が長くなるほど起きやすくなる。特に、図３９のユニット６００では、分岐継手６０２
へのノズル両端の接続部が長いことも相まって、ねじが取り付けられている絞り部の区間
長に対し、各ノズル６０１を含む分岐流路の全長は、その１５倍前後と非常に長くなって
おり、偏流が極めて起きやすくなっているものと考えられる。
　一般に多分岐配管系で偏流を防止するためには、個々の分岐配管に十分な流体圧が付加
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できるよう流体の供給圧を十分に高める必要がある。しかし、圧変動が生じやすく、地域
によっては水圧不足も懸念される水道を使用する場合、ブースターポンプを導入しない限
り対策の方法は極めて限られている。また、分岐流路の長さが大きい場合、水圧が不足す
ると、たとえユニット６００を縦に固定して使用しても、重力以外の要因（例えば、圧力
の瞬時的な低下や、よどみ、乱流といった分岐継手内での流れ不均一化、継手やノズル内
面の平滑度ばらつきなど）により偏流は容易に発生しうる。そして、一旦生じた偏流状態
は、水圧が相当の高レベルで復帰しない限りは、容易には解消されないのである。
　本発明の課題は、キャビテーションを生じさせるための衝突部を設けた絞り部を有しつ
つも、比較的低い流体圧で十分な流量を確保でき、かつ偏流の影響を解消して十分なキャ
ビテーション効果、ひいてはそれによる微細気泡発生効果ないしガス溶解効率を引き出す
ことができる液体処理ノズルと、それを用いた液体処理方法、ガス溶解方法及びガス溶解
装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記の課題を解決するために、本発明の液体処理ノズルは、液体流路が形成されたノズ
ル本体と、液体流路を液体入口側の流入室と液体出口側の流出室とに区画する隔壁部と、
隔壁部に貫通形成され流入室と流出室とを互いに別経路にて連通させる複数の絞り孔と、
絞り孔の内面から各々突出するとともに外周面に周方向の山部と高流速部となる谷部とが
複数交互に連なるように形成された衝突部とからなる処理コア部とを備え、液体流路にガ
スが溶存した液体を供給し衝突部に液体を衝突させることにより、該液体が谷部内にて増
速するときの減圧沸騰作用により微細気泡を生じさせるようにする。そして、絞り孔は、
それら絞り孔の軸断面積の合計と等価な円の直径をｄｅ、絞り孔の長さをＬとして、Ｌ／
ｄｅにて定義される絞り孔アスペクト比が３．５以下に設定され、ノズル本体の軸線と直
交する平面への投影において、隔壁部の投影領域の中心位置に定められた基準点から複数
の前記絞り孔の内周縁までの距離Ｔが該絞り孔の内径ｄよりも小さくなる程度に近接配置
されてなることを特徴とする。
　また、本発明の液体処理方法は、上記本発明の液体処理ノズルの液体入口に液体を供給
し、該液体を衝突部に接触させて液体出口から流出させることを特徴とする。
　上記本発明によると、ノズル本体において液体の流れは、衝突部に衝突してその下流に
迂回する際に、谷部内にて絞られることにより増速して激しいキャビテーションを起こし
、その減圧沸騰作用により気泡を生じつつ液体を激しく撹拌する。これに、衝突部を高速
流が迂回する際に生ずる渦流も加わり、衝突部の周辺及び直下流域には非常に顕著な撹拌
領域が形成されることとなる。気泡を析出する減圧域は衝突部周囲の谷底付近に限られて
おり、高速の液体流はほとんど瞬時的に該領域を通過してしまうから、発生した気泡はそ
れほど成長せずに上記の撹拌領域に巻き込まれ、微細気泡が効率的に発生することとなる
。
　そして、本発明の液体処理ノズルにおいては、ノズル本体の液体流路の中間に隔壁部を
形成し、隔壁部に複数個の絞り孔を設け、山部と谷部とを交互に形成した衝突部、すなわ
ち、谷部を高流速部としてキャビテーションを発生させるための衝突部を各絞り孔内に突
出配置する。つまり、図３９のユニット６００では絞り部前後の流路が複数のノズルとし
て独立配置されていた構造を、１個のノズルの隔壁部に複数の絞り部を形成し、その前後
の流路区間を、該隔壁部が区画する流入室ないし流出室に集約して、それら複数の絞り部
により共有化させる構造に改めるのである。これにより、流路が複数系統に分岐する区間
は隔壁部に形成された絞り孔のみに短縮することができ、分岐流路が長くなることに由来
した偏流発生の防止に大きく貢献する。しかし、単にこの構造を採用するだけでは偏流防
止を十分に果たすことはできない。その理由は以下の通りである。
・隔壁部の厚みが大きくなり断面積の小さい絞り孔自体の長さが増すと、その前後の区間
が流入室ないし流出室として集約されていたとしても、偏流は発生しやすくなる。
・隔壁部に形成する複数の絞り孔が、管内壁との流体摩擦により低流速化する隔壁部外周
領域に形成されていると、その流速低下の影響により偏流が発生しやすくなる。
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　したがって、偏流防止のためには、上記２点を抑制するための条件が必須となるのであ
り、本発明においては、
（１）絞り孔の軸断面積の合計と等価な円の直径をｄｅ、絞り孔の長さをＬとして、Ｌ／
ｄｅにて定義される絞り孔アスペクト比を３．５以下に設定し、
（２）隔壁部の投影領域の中心位置に定められた基準点から複数の絞り孔の内周縁までの
距離（絞り孔変位）Ｔが、該絞り孔の内径ｄよりも小さくなる程度に、それら絞り孔を基
準点周りに近接配置すること、
　により上記の問題を解決する。
　すなわち、（１）の要件により、偏流の原因となる分岐区間の長さ、すなわち、衝突部
を配置する絞り孔の長さが十分短くなり、（２）の要件により、絞り孔は、高流速となる
隔壁部の中央に集約される、つまり、全ての絞り孔が隔壁部の中心に近い位置に集めて配
置される。その結果、絞り孔内での流速の低下ないし不均一化が抑制され、偏流を確実に
防止することができる。すなわち、衝突部を有する絞り孔を複数形成することで十分なキ
ャビテーション効果と十分な流量とを両立することができ、かつ、個々の絞り孔が上記（
１）（２）の要件を充足することにより、複数の絞り孔間での偏流が効果的に抑制され、
キャビテーション効果に基づいた微細気泡発生を安定的に継続できるようになる。
　Ｌ／ｄｅにて定義される絞り孔アスペクト比が３．５以下になるか、あるいは絞り孔変
位Ｔが絞り孔の内径ｄよりも小さくなるか、のいずれが欠けた場合でも、絞り孔内での流
速低下ないし偏流に由来して、微細気泡の発生効率が十分でなくなる。絞り孔アスペクト
比Ｌ／ｄｅの値は、望ましくは３以下であること、より望ましくは２．５以下であるのが
よい。また、絞り孔変位Ｔは絞り孔の内径ｄの望ましくは１／２以下であるのがよい。
　なお、絞り孔内の流量損失を抑え、かつ、偏流を防止する観点にあっては、Ｌ／ｄｅに
て定義される絞り孔アスペクト比の値は、衝突部を配置するために必要なスペースを絞り
孔内面に確保できる範囲内で、なるべく小さく設定することが望ましいといえる（後述す
るごとく、流入室と流出室の内面を、各々隔壁部に向けて縮径するテーパ面とする場合は
、このテーパ面を直結し、その結合位置に衝突部を形成する構成もあり得るが、この場合
の絞り孔の長さは、衝突部の突出基端位置での外径であるものとして定義する）。また、
絞り孔変位Ｔの値も、絞り孔内の流速を高める観点から、なるべく小さく設定することが
望ましく、たとえば隔壁部中心位置で２つの絞り孔が互いに接するか、あるいは連結され
る場合など、ゼロとなることを妨げない。
　以下、本発明の液体処理ノズルを構成する幾何学的要素の概念を明確にするための、必
要な定義について列挙する。
（定義１）絞り孔は流れ軸線方向に均一な断面を有する孔としてもよいし、中間部で縮径
する不均一断面を有する孔としてもよい。本明細書において、「絞り孔の軸断面積」とは
、流れ軸線方向にて最もその値が小さくなる位置での軸断面積を意味するものとする。
（定義２）絞り孔の軸断面形状はたとえば円形にすることが望ましいが、過度の損失を生
じない限り、楕円や正多角形状（正方形、正六角形、正八角形等）の軸断面形状も可能で
ある。このとき、絞り孔の内径ｄは、定義１で規定する絞り孔の軸断面積と等価な面積を
有する円の直径を意味するものとする。複数の絞り孔は、軸断面積を異ならせることも可
能であるが、この場合、絞り孔の内径ｄは、それら複数の絞り孔についての平均値を意味
するものとする。絞り孔の長さについても同様。
（定義３）隔壁部の投影領域の中心位置とは、投影領域が円形の場合はその中心を意味す
る。しかし、隔壁部の投影領域が正多角形状や楕円状となることも発明概念上は許容され
、この場合は当該投影領域の幾何学的重心位置を中心位置として定める。
　なお、本発明と同様の隔壁部を有し、これに絞り孔を複数形成した液体処理ノズルは、
たとえば特許文献９の公報図２、あるいは特許文献１１の公報図６などにも開示されてい
る。しかし、特許文献９の構成は、その要部を図４０に示す如く、ねじ部材５１３がそれ
ぞれ１本ずつ配置された４つの絞り孔６１２のアスペクト比（Ｌ／４ｄ）が、公報図２か
ら読み取れる寸法を用いて前述の定義に従って計算すると４以上と大きい値となる。そし
て、隔壁部に相当する部材本体６１１の軸断面中心に対する絞り孔変位Ｔは、絞り孔内径
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ｄの２倍程度にも及ぶ。特許文献９に開示された寸法通りに実際にノズルを作成し、通水
してテストしところ（後述の表１の試験結果、番号１７の試験品）、微細気泡の発生効率
は低く、水圧０．１ＭＰａでの水流束（流量）は０．３２Ｌ・ｍｍ２／分と小さい値とな
ったことを付言しておく。なお、図４０のノズルでは、隔壁中央領域に調整孔６１４が１
個形成されているが、この調整孔６１４は、キャビテーションの主体となる４つの隔壁部
外周領域の絞り孔６１２に流れるべき流速を奪うので、各絞り孔６１２における低流速化
あるいは偏流発生をさらに助長する心配がある。
　特許文献１１の構成は、そもそも絞り孔に衝突部が配置されておらず、良好なキャビテ
ーション特性が得られないことは明らかである。そして、隔壁部には中心点を囲むように
周方向に２列の絞り孔（ベンチュリ）が形成されており、アスペクト比は、絞り孔の個数
が図面上特定できないので計算できないが、公報図６の断面を見る限り明らかに本発明の
範囲外となっている。また、外周側のものはもちろん内周側のものも含めてすべての絞り
孔の変位はその内径（ベンチュリ絞り位置）よりも明らかに大きく、これも本発明の範囲
外である。それゆえ、特許文献１１のノズルの絞り孔に仮に衝突部を付加しても、上記本
発明の効果が達成できないことは明らかである。
　絞り孔アスペクト比Ｌ／ｄｅを３．５以下とし、絞り孔変位Ｔを絞り孔の内径ｄよりも
小さくした本発明の液体処理ノズルでは、液体出口側を開放して液体入口に動圧が０．１
ＭＰａとなるように水を流通させたときの液体出口から流出する水流量をＱとし、絞り孔
の内面と衝突部との間に形成される絞り液体流通部の処理コア部における合計断面積をＳ
ｅとして、水流束Ｑ／Ｓを０．５Ｌ・ｍｍ２／分以上を確保することも容易である。これ
は、同じ供給水圧で絞り液体流通部の合計断面積が同じである場合、本発明者らが確認し
た特許文献９のノズルの１．５倍以上の流量が取れることを意味している。
　衝突部に形成する複数巻の山部は、らせん状に一体形成することができる。このように
すると、山部の形成が容易になるほか、流れに対し山部が傾斜することで、山部の稜線部
を横切る流れ成分が増加し、流れ剥離に伴う乱流発生効果が著しくなるので、気泡のさら
なる微細化を図ることができる。この場合、衝突部は、脚部末端側が流路内に突出するね
じ部材にて形成しておくと、該ねじ部材の脚部の外周面に形成されるねじ山を山部として
利用でき、製造が容易である。本発明の液体処理ノズルの場合、たとえばコア部に形成さ
れる絞り孔の個数を２～４個とし、絞り液体流通部の合計断面積を１３ｍｍ２以上２５ｍ
ｍ２以下とすれば、液体入口に動圧が０．１ＭＰａとなるように水を流通させたとき、液
体出口を開放して測定した流量にて、７Ｌ／分以上２０Ｌ／分以下を得ることが可能とな
る。すなわち、一般水道圧レベルの供給水圧を前提としたとき、微細気泡発生効果あるい
は後述のガス溶解効果を損ねることなく、特許文献６～１１のいずれに開示されたノズル
よりも大きな流量を確保できる。キャビテーションポイントとして作用する谷部の個数や
谷の深さを十分確保して、キャビテーション効果ひいては微細気泡発生効果をより高める
ためには、衝突部を呼び径Ｍ１．２以上Ｍ２．０以下（望ましくは、Ｍ１．２以上Ｍ１．
６以下）のねじ部材により形成することが望ましい。
　本発明の液体処理ノズルは、絞り孔の衝突部よりも下流に位置する区間の長さ（以下、
残区間という）をＬｐとし、絞り孔の軸断面積の合計と等価な円の直径をｄｅとしたとき
、Ｌｐ／ｄｅにて定義される残区間アスペクト比は１．０以下に設定されていることが望
ましい。これにより、複数の絞り孔にてそれぞれ衝突部を通過した液体が流出室にて合流
するまでに、析出気泡を含んだ流れの、流体抵抗の大きい絞り孔の残区間の通過距離が短
くなり、ひいては個々の絞り孔の衝突部下流に生ずる強撹拌領域も流出室内で一体化し、
気泡の微細化効果が一層高められる。
　また、本発明の液体処理ノズルにおいて、その絞り孔に関しては、隔壁部の中央付近（
基準点周り）に近接配置する要件を、さらに以下のように具体化することができる。すな
わち、ノズル本体の軸線と直交する平面への投影において、複数の絞り孔の内周縁に対す
る外接円の面積をＳｔ、絞り孔の投影領域の合計面積をＳｒとしたとき、Ｋ≡Ｓｒ／Ｓｔ
にて定義される絞り孔集約率Ｋを０．２以上とする。例えば、寸法と形成個数が一致する
複数の絞り孔の組同士の場合、絞り孔変位Ｔが大きくなるほど外接円面積も大きくなる。
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したがって、上記絞り孔集約率Ｋは隔壁部中央領域への絞り孔の集中度を表すパラメータ
となりえ、該Ｋを０．２以上とすることにより、偏流抑制効果は一層顕著となり、微細気
泡の発生効率やガス溶解効率の更なる向上に貢献する。たとえば、図４０に示す特許文献
９のノズルの場合、図面から読み取ることができる絞り孔集約率Ｋは０．１１である。
　なお、「外接円」は、前記投影における複数の絞り孔（最小径郎）の内周縁に対し、そ
のすべてと外接する円として定義する。また、すべての絞り孔の内周縁に外接する円が幾
何学的に描けない場合は、「１以上の絞り孔の内周縁と外接し、残余の絞り孔の内周縁と
は交わらない最大の円」として定義する。
　上記の外接円の面積Ｓｔは、隔壁部の投影面積の９０％以上であることが望ましい。こ
れにより、隔壁部にて絞り孔の外側に形成される流れ遮断領域の面積を小さくでき、こう
した領域に特有に発生する流れのよどみや渦流に基づく損失を軽減することができる。絞
り孔に対する外接円径が、液体入口の開口径よりも絞られている場合は、隔壁部の投影面
積を９０％以上とする上で、液体入口に続く流入室の内周面を、隔壁部に向けて縮径する
テーパ面とすることが有効である。外接円の面積Ｓｔは、隔壁部の投影面積と等しくする
こともできる。
　液体処理ノズルは、処理コア部において複数の絞り孔のそれぞれに、ノズル本体の軸線
と直交する平面への投影において衝突部が孔中心軸線を取り囲む十字形態に４つ配置され
てなり、それら４つの衝突部が形成する十字の中心位置に液体流通ギャップが形成された
構成とすることができる。十字形態に衝突部を配置することにより、高流速部（キャビテ
ーションポイント）となる谷部の絞り孔内における個数を増やすことができる。また、十
字の中心位置に液体流通ギャップを形成すると、最も高流速となる断面中央の流れ（中心
流）が液体流通ギャップの形成により妨げられにくくなり、各衝突部にて、それよりも外
側に位置する谷部に向かう流束が中心流の衝突・迂回により乱されにくくなる。その結果
、絞り孔内でのキャビテーション発生効率、ひいては微細気泡の発生や後述のガス溶解の
効率をさらに高めることができる。液体流通ギャップの形成による上記の効果は、４つの
衝突部の液体流通ギャップを形成する先端面を平坦に形成し、前述の投影において液体流
通ギャップが正方形状に形成されている場合に特に顕著である。
　絞り孔にそれぞれ形成される十字形態の衝突部の組は、ノズル本体の壁部外周面側から
先端が絞り孔内へ突出するようにねじ込まれる４本のねじ部材により容易に形成できる。
しかし、複数の絞り孔のそれぞれに、ノズル本体の外側からそれぞれ４本ものねじ部材を
ねじ込もうとしたとき、幾何学的なレイアウトを誤ると、ねじ同士の干渉や、ある絞り孔
に向けてねじ込まれたねじ部材が別の絞り孔内を貫通したりするなど、不具合を生じる。
本発明者らが検討した結果、ノズル本体の壁部外周面側から絞り孔に向けてねじ込まれる
ねじ部により衝突部を形成する場合、こうした不具合を生じることなく絞り孔を隔壁部の
中心領域に近接して形成する構成としては、処理コア部に絞り孔を、液体流路の中心軸線
を挟んで互いに対称な位置関係で２～４個のいずれかで形成するのが最適であることがわ
かった。そして、前述のねじ部材の干渉を回避するには、各絞り孔に組み込む４つのねじ
部材の組は、それら絞り孔の間で軸線方向にて互いにずれた位置に配置することが適当で
ある。偏流と流量損失を抑制する観点から、この場合の絞り孔の配置個数は２個ないし３
個が好適であり、ノズル作製の容易性を考慮すれば２個とするのが最適である。
　また、同一の絞り孔内にて複数の衝突部を、該絞り孔の軸線方向（流れ方向）にて互い
にずれた位置に配置することも可能である。このようにすると、衝突部を流れ方向に複数
設けることができ、キャビテーションポイントとなる谷部に流れを繰り返し接触させるこ
とが可能となる。これは、微細気泡の発生効率や後述のガス溶解効率の更なる向上に寄与
する。
　次に本発明のガス溶解方法は、上記本発明の液体処理ノズルの衝突部に液体とガスとの
混相流を供給してガスを液体に溶解させた状態で液体出口から流出させることを特徴とす
る。また、本発明のガス溶解装置は、上記本発明の液体処理ノズルと、該液体処理ノズル
の衝突部に液体とガスとの混相流を供給する混相流供給手段と、を備え、ガスを液体に溶
解させた状態で液体出口から流出させるようにしたことを特徴とする。
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　本発明の液体処理ノズルに液体を供給すると、衝突部の周辺及び直下流域に非常に顕著
な強撹拌領域が形成される。キャビテーションにより発生した気泡はそれほど成長せずに
上記の強撹拌領域に巻き込まれ、微細気泡が効率的に発生する。このとき、供給する液体
に積極的に外部からガスを導入し、液体とガスとの混相流として処理コア部に供給すると
、混相流を形成するガスは衝突部下流の強撹拌領域に巻き込まれることで液体との混合が
顕著に進み、ガス溶解をきわめて効率的に行うことができる。
　衝突部の下流域に強撹拌領域が形成される大きな要因の一つは、前述のごとく、供給す
る液体中に溶存しているガス（注：混相流を作るために外部から導入するガスが、一旦溶
存したものも含みうる）のキャビテーションによる減圧沸騰析出である。溶存ガスの減圧
彿騰をきっかけとして衝突部の下流域に生ずる強撹拌領域では、外部から導入されるガス
の撹拌・溶解が、減圧沸騰で損なわれるガス量を桁違いに上回る規模により進行する。ま
た、液体に溶解しきれなかったガスも、浮上速度の非常に小さい微細気泡として液中に留
まり、微細気泡特有の種々知られている効果（たとえば、洗浄効果、液体の浸透性促進効
果など）がガスの種別に応じて発揮される利点もある。また、同一のガスが溶存ガスと微
細気泡の両方の形態で液体中に共存することで、当該ガスの分圧を有さない雰囲気に暴露
したとき、溶存ガスのみが存在する液体と比較して、見かけの溶存ガス濃度の減少速度が
低下して高濃度の状態をより長時間維持するようになる。これは、溶存ガスの蒸発速度が
低下するのではなく、微細気泡中のガスが周囲の液体に溶出することに起因するものであ
る。これにより、雰囲気開放された状態で一定レベル以上のガス溶存濃度が必要とされる
目的に該液体を供する場合、その高濃度を維持する寿命を延長できる、といった利点も生
ずる。そして、本発明の液体処理ノズルにおける前述の偏流抑制効果は、上記のごとくガ
ス溶解にこれを利用する場合、より大きな技術的意義を発揮することになるのである。
　順に説明すると、まず、前述の特許文献に開示された絞り孔が単一のノズルに混相流を
供給した場合、ガスの液体に対する供給体積比をそれほど大きく取ることができず、結果
としてガス溶解量は低くならざるを得ない。これは、ガスの供給体積比が過剰になった場
合、衝突部を混相流が通過する際にガス相との接触が主体的になる結果、衝突部の周囲流
れが過剰なガスによってホールドアップし、結果、液相と衝突部との接触期間が極度に少
なくなって、ガスを溶解させる強撹拌領域形成の原動力となるキャビテーションが十分に
起きなくなるためである。
　図３９に示す参考例や特許文献９（図４０）の構成のように、混相流を通過させる流路
を複数に分岐させ、そのそれぞれに衝突部を設けておくと、一つの分岐流路がガス偏流に
よりホールドアップしても、残余の分岐流路をバイパス路とする形で液相流量を確保でき
、ガス溶解を継続することができる。しかし、これらの構成では液相流のみの場合でも前
述のごとく偏流を起こしやすいのであるから、液相よりも比重の小さいガス相との混相流
になると、浮上分離しようとするガス相はより激しい偏流を起こし、分岐流路の一部のも
のにガス相流が集中してホールドアップを生じやすくなる。すると、ガス相の大半が撹拌
溶解能力の低下したホールドアップ側の分岐流路に流れてしまい、ガス溶解効率は結局の
ところ期待するほどには改善されないのである。
　しかしながら、本発明の液体処理ノズルは、隔壁部に形成する絞り孔アスペクト比が３
．５以下に設定され、絞り孔変位が絞り孔の内径ｄよりも小さくなるよう、隔壁部の中央
付近（基準点周り）に近接配置されることで、ガス相の偏流が効果的に抑制され、ガス相
の偏流集中による衝突部のホールドアップが生じにくくなって、ガス溶解効率（あるいは
微細気泡化効率）を飛躍的に高めることができるのである。
　また、絞り孔の衝突部よりも下流に位置する残区間の長さＬｐを、前述の残区間アスペ
クト比が１．０以下となるように設定することは、ガス溶解を行う場合においてさらに有
効となる。すなわち、ガス相が一部の絞り孔に若干偏ったとしても、残区間長さＬｐが小
さくなっていることで、衝突部の下流では、ガス相が集中しない残余の絞り孔が形成する
顕著な強撹拌領域に速やかに導くことができる。つまり、絞り孔の一部でガスが偏って、
その絞り孔でのキャビテーション効果ひいては強撹拌領域の形成能力が低下しても、キャ
ビテーション効果が健全な他の絞り孔の強撹拌領域を流出室内で共有化することができる
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ので、より効率的なガスの溶解・粉砕が可能となるのである。このとき、流出室の内周面
は、液体出口に向けて拡径するテーパ面としておくことで、個々の絞り孔で作られる強撹
拌領域を、流出室内で損失させることなくスムーズに合体させることができる。
　絞り孔の残区間Ｌｐは、個々の絞り孔の強撹拌領域を流出室内でより効率的に合体させ
るためにはなるべく小さいことが望ましく、したがって上記残区間アスペクト比Ｌｐ／ｄ
ｅもなるべく小さいことが望ましく、理想的にはゼロであるのがよい。
　本発明のガス溶解方法においては、液体処理ノズルの衝突部に混相流を供給する方式と
して、液体処理ノズルの絞り孔に対し衝突部よりも上流にてガスを流入させる方式を採用
可能である。この方式では、絞り孔でのベンチュリ効果による減圧吸引効果により、溶解
するべきガスを比較的低圧で吸い込むことができ、また、衝突部に近い位置でのガス供給
となることから導入したガス気泡が速やかに粉砕され、溶解効率を向上させやすい利点が
ある。この場合、使用する液体処理ノズルの構成として、そのノズル本体に、該ノズル本
体の外周面に開口し、複数の衝突部の少なくとも一つのものよりも上流にて絞り孔に連通
するガス導入孔を形成したものを採用可能である。ガス導入孔の該ノズル外周面側の入口
にガス供給配管を接続すれば、絞り孔内に溶解するべきガスを簡単に導入することができ
る。この場合、本発明のガス溶解装置の混相流供給手段は、液体処理ノズルの液体入口に
液体を供給する液供給部と、ガス導入孔にガスを供給するガス供給部とを備えるものとし
て構成しておけばよい。
　このとき、ガス導入孔は、複数の絞り孔のすべてのものに形成し、すべての絞り孔にガ
スを分配供給するようにしてもよいが、絞り孔の一部のもの（たとえば、１つのもの）に
ついてのみ形成することも可能である。後者の構成では、ガス導入孔を設けた絞り孔にガ
スが偏って供給されることになるが、残余の絞り孔には液体が十分な流速で供給されるの
で、ガス導入孔から流入させたガスを、各絞り孔からの強撹拌領域が合一する流出室内で
十分に溶解・粉砕することができる。この効果は、前述のごとく、絞り孔の残区間アスペ
クト比が１．０以下に設定されている場合に特に著しい。
　本発明のガス溶解方法においては、絞り孔の上流にて液体処理ノズルの流入室か、又は
液体処理ノズルの液体入口よりも上流の液供給経路上にてガスを流入させる方式を採用し
てもよい。この方式では、ガスの供給に際して絞り部での減圧吸引効果は利用できないの
で、ガス供給圧力を若干高める必要はあるが、液体処理ノズルの各絞り孔に均一にガスを
供給しやすい利点がある。この場合、本発明のガス溶解装置の混相流供給手段は、液体処
理ノズルの液体入口に液体を供給する液供給部と、液体入口に接続されるノズル本体とは
独立したガス供給ノズルを含むガス供給部とを備えるものとして構成すればよい。
　本発明のガス溶解方法はガスの溶解効率に優れるので、最も簡易には、液体処理ノズル
に対し液体を１パスだけ流通させつつガスを溶解させる方式を採用することができる。こ
の場合、本発明のガス溶解装置の混相流供給手段（具体的には、その液供給部）は、外部
の液供給源につながる液供給管を接続するための液供給管接続部を備え、液体処理ノズル
の液体出口からは液体処理ノズルにてガスを１パスにて溶解させたガス溶解済み液体を流
出させるようになっており、該液体出口側にガス溶解済み液体の排出管を接続するための
液排出管接続部を設けた構成とすればよい。こうした簡易な１パスによる溶解装置であっ
ても、本発明の液体処理ノズルを用いることにより、従来のノズルよりもはるかに高濃度
に種々のガスを溶解することができるようになる。一方、ノズルから流出した液体を、ポ
ンプを介して再びノズルに戻しつつ循環させながらガス溶解することも可能である。これ
により、より高濃度のガス溶解が可能になるほか、微細気泡として液中に共存させるガス
量も顕著に増大させることができる。この場合、ガス溶解装置の混相流供給手段（具体的
には、その液供給部）は、液体を貯留する液体貯留部から液体処理ノズルを経て液体貯留
部に戻る循環配管と、該循環配管により液体貯留部内の液体を、ガス供給部からのガスと
混合しつつ液体処理ノズルを流通させたのち液体貯留部内に戻す形で循環送液させる送液
ポンプとを備えるものとして構成できる。
　本発明のガス溶解方法にあっては、ガスを溶解させる液体の種別は特に限定されないが
、すでに言及しているごとく水（水溶液や水を溶媒とするコロイド溶液も概念として含む
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）を用いることができる。また、水以外では、アルコール（及びその水による希釈体）や
化石燃料（ガソリン、軽油、重油等）などの有機液状物である。他方、溶解させるガスの
種別も同様に限定されないが、たとえば酸素、窒素、炭酸ガス、水素、オゾン、塩素、ア
ルゴン、ヘリウムなどであり、それらより選ばれる２種以上の混合ガスであってもよい。
　以下、液体が水の場合について、本発明のガス溶解方法がとりわけ顕著に効果を発揮で
きる具体化内容を説明する。第一の事例は炭酸ガスを溶解させる場合である。この場合、
本発明のガス溶解装置の混相流供給手段は、炭酸ガスと水の混相流を供給するものとして
構成される。
　炭酸ガスは水に対する溶解度が非常に高く、２０℃の水の場合の１気圧（常圧：０．１
ＭＰａ）での飽和溶解度は１８００ｐｐｍにも達する。たとえば、常圧下で５００ｐｐｍ
を超える高濃度の炭酸水を得るためには、常温にて水の体積の３０％を超える炭酸ガスを
溶解しなければならず、通常は炭酸ガス分離膜を反転利用してガス溶解効率を高める装置
が使用されるが、炭酸ガス分離膜を用いたガス溶解ユニットが非常に高価であり、寿命も
短い難点がある。また、エジェクタ等を用いた従来の気液混合方式では炭酸ガスの溶解効
率が低く、水の体積流量の３０％を超える炭酸ガスを１パスで溶解するようなことは非常
に困難である。しかしながら、本発明の液体処理ノズルは、ノズルに炭酸ガスと水の混相
流を供給するだけで、０．１ＭＰａ程度の水圧でも、水の体積の３０％程度の炭酸ガスで
あれば１パスでも楽に溶解できる性能を発揮する。
　本発明の液体処理ノズルは、前述の投影において、複数の絞り孔の内周縁に対する外接
円の面積をＳｔ、絞り孔の投影領域の合計面積をＳｒとしたとき、Ｋ≡Ｓｒ／Ｓｔにて定
義される絞り孔集約率Ｋが０．２以上とすることにより、液体出口側を開放して液体入口
に動圧が０．１ＭＰａとなるように水を流通させたとき、液体出口から流出する水流量を
Ｑとし、絞り孔の内面と衝突部との間に形成される絞り液体流通部の処理コア部における
合計断面積をＳｅとしたときの水流束Ｑ／Ｓｅが０．５Ｌ・ｍｍ２／分以上確保できる（
以下、このように構成した本発明の液体処理ノズルを「標準構成の液体処理ノズル」とい
う）。そして、混相流を形成するための炭酸ガス流量をＱ１、水流量をＱ２としたとき、
液体入口側の動水圧を０．０１５ＭＰａ以上０．３ＭＰａ以下、炭酸ガス／水流量比Ｑ１
／Ｑ２を０．１以上１．３以下（ただし、ガス流量は圧力０．１ＭＰａ換算での体積流量
：以下、同じ）として、液体処理ノズルに水及び炭酸ガスを１パス又は循環供給すれば、
炭酸ガスを水に対し溶解効率５０％以上にて溶解することができるのである。液体入口側
の動水圧は０．３ＭＰａを超える高圧に設定することももちろん可能であり、溶解効率５
０％以上は当然達成できるが、このような高い溶解効率を０．３ＭＰａ以下の低水圧でも
実現できるところに、本発明の液体処理ノズルをあえて採用することの利点がある。
　そして、液体処理ノズルに水／炭酸ガスの混相流を１パスしか供給しない場合でも、炭
酸ガス／水流量比Ｑ１／Ｑ２を０．６以上に設定すれば、液体出口側で得られる溶存炭酸
濃度を６００ｐｐｍ以上とすることができる。炭酸ガスの溶解効率が高いので、溶解しき
れなかった廃炭酸ガスの体積が少なく、ノズルから流出する水に炭酸ガスの粗大な気泡が
吹き出しにくくなるので、シャワーヘッド等を接続したときの水流も静かであり、脈動等
も生じにくい。
　なお、炭酸ガスを溶解する場合、水としては、次亜塩素酸ナトリウム水溶液を使用する
こともできる。炭酸ガスが効率よく溶解することで、次亜塩素酸ナトリウム水溶液のｐＨ
値が例えば４．３～６前後の弱酸性に保たれ、殺菌や消毒に有効な解離状態の次亜塩素酸
濃度を大幅に高めることができるとともに、炭酸特有のｐＨ緩衝作用によりｐＨ値の変動
も小さくすることができる。例えば、従来行われていた塩酸や酢酸添加によるｐＨ調整方
式よりも、ｐＨ値が４以下の低い値にアンダーシュートする現象が極めて生じにくくなり
、有害な遊離塩素ガスの発生も抑えることができる。該効果を高める観点において、次亜
塩素酸ナトリウム水溶液は、次亜塩素酸イオン濃度が１０ｐｐｍ以上１０００ｐｐｍ以下
に調整されていることが望ましく、炭酸ガスの溶解濃度は２００ｐｐｍ以上１５００ｐｐ
ｍ以下に調整されることが望ましい。次亜塩素酸イオン濃度が１０ｐｐｍ未満では消毒作
用が不足し、１０００ｐｐｍを超えると次亜塩素酸ナトリウム水溶液のコストアップを招
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く。また、炭酸ガスの溶解濃度は２００ｐｐｍ以上１５００ｐｐｍ以下に調整されること
で、次亜塩素酸ナトリウム水溶液のｐＨ値を４．３～６の、消毒効果が最適化されるｐＨ
域に安定して維持することができる。
　また、次亜塩素酸ナトリウム水溶液を用いず、通常の水に先に炭酸ガスを本発明の方法
により溶解し、追って次亜塩素酸ナトリウム水溶液を添加するようにしてもよい。このよ
うにすると、特に液体処理ノズルの衝突部の材質に要求される耐化学薬品性を大幅に軽減
することができる。この場合、本発明のガス溶解装置に対しては、液体処理ノズルから送
出される炭酸ガスが溶解した水に対し、次亜塩素酸ナトリウム水溶液を定量供給する次亜
塩素酸ナトリウム水溶液供給部を設けることで、上記方式を実現可能である。
　第二の事例は窒素を溶解させる場合である。この場合、本発明のガス溶解装置の混相流
供給手段は、窒素と水の混相流を供給するものとして構成される。ボイラー給水等の水処
理分野では、水中の溶存酸素に起因するボイラーや配管の腐食を防止するために、水の脱
酸素処理が行われており、その一つの方式として窒素式がある。窒素式脱酸素装置は、原
水を窒素ガスと接触させることにより、つまり窒素ガスを溶解させることにより、原水中
の溶存酸素を窒素と置換する形で除去するものである。本発明のガス溶解方法を利用した
場合、ベンチュリ管エジェクタやスタティックミキサなどを用いた従来の方式と比較して
、窒素ガスの溶解効率が高くなることにより、より少ない窒素ガス流量及び循環時間にて
、原水の酸素濃度を低減することができる。
　窒素溶解済みの水を再び大気に接触させると、大気中の酸素の再溶解が直ちに開始され
るため、従来の方法により窒素溶解・脱酸素を行った場合は溶存酸素濃度の上昇速度はか
なり早い。しかし、本発明の方法を用いた場合、導入した窒素は溶存状態だけではなく、
気泡径１μｍ以下の微細気泡の形でも多量に含有されることとなり、気泡からの窒素の溶
解が大気からの酸素の溶解を抑制する結果、低溶存酸素濃度状態を長期間保つことができ
るようになる。
　標準構成の液体処理ノズルを用いる場合は、前述の構成の混相流を形成するための窒素
流量をＱ１、水流量をＱ２としたとき、液体入口側の動水圧を０．０１５ＭＰａ以上０．
３ＭＰａ以下、窒素／水流量比Ｑ１／Ｑ２を０．１以上０．３以下として液体処理ノズル
に１パス供給するか循環供給することにより、水の溶存酸素濃度を１ｐｐｍ以下とするこ
とができる。なお、循環供給するときのパス数とは、ポンプ循環の場合、ポンプ送液流量
をＱＰ（Ｌ／分）、循環時間をＴ（分）、タンク内の水体積をＶ（Ｌ）としたき、ＱＰ×
Ｔ／Ｖにて定義する．
　第三の事例は酸素を溶解させる場合である。この場合、本発明のガス溶解装置の混相流
供給手段は、酸素と水の混相流を供給するものとして構成される。魚の飼育槽や、活魚（
貝類も含む）を養生するための生簀、あるいは農業用水（特に、水耕栽培用水）において
は、魚や植物が水中の溶存酸素を消費する結果、エアレーション等による酸素の恒常的な
補給が必要であり、粗大気泡の浮上により無駄に消費される酸素量も大きい。本発明のガ
ス溶解方法を利用した場合、ベンチュリ管エジェクタやスタティックミキサなどを用いた
従来の方式と比較して、酸素ガスの溶解効率が高くなることにより、より少ない酸素ガス
流量及び循環時間にて原水の溶存酸素濃度を顕著に上昇ないし維持させることができる。
　用いるガスとしては純酸素を用いてもよいし、空気など窒素と酸素の混合ガスを用いて
もよい。空気よりも高濃度の酸素ガスを供給すると、得られる水の溶存酸素濃度は常温常
圧での大気平衡溶存濃度（約８ｐｐｍ）より高くすることができるし、これよりも酸素が
欠乏した水を原水とする場合は、空気を溶解させることで溶存酸素濃度レベルを向上でき
るようになる。
　大気平衡溶存濃度よりも高濃度に酸素を溶解した水を再び大気に接触させた場合は、大
気平衡溶存濃度に減少するまで酸素の蒸発が進行する。また、水中で魚や貝を飼育ないし
養生する場合は、これらの魚や貝により酸素が消費されて酸素濃度は、より急激に減少す
る。これらの場合、従来の方法により酸素溶解を行うと溶存酸素濃度の低下速度はかなり
早い。しかし、また、本発明の方法を用いた場合、導入した酸素が溶存状態だけではなく
、気泡径１μｍ以下の微細気泡の形でも多量に含有されることとなり、蒸発や消費により
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減耗する酸素が気泡から溶解する酸素により補われる結果、高溶存酸素濃度状態を長期間
保つことができるようになる。また、酸素の溶解効率が高いので、酸素消費体が存在する
場合も、高溶存酸素濃度状態を維持するために必要な酸素供給流量も大幅に削減すること
ができる。
　たとえば標準構成の液体処理ノズルを用いる場合は、前述の構成の混相流を形成するた
めの酸素流量をＱ１、水流量をＱ２としたとき、液体入口側の動水圧を０．０１５ＭＰａ
以上０．３ＭＰａ以下、酸素／水流量比Ｑ１／Ｑ２を０．１以上０．３以下として液体処
理ノズルに１パスないし循環供給することにより、水の溶存酸素濃度を１０ｐｐｍ以上４
０ｐｐｍ以下とすることができる。
　第四の事例は水素を溶解させる場合である。この場合、本発明のガス溶解装置の混相流
供給手段は、水素と水の混相流を供給するものとして構成される。水中の溶存水素は顕著
な還元性を示し、酸化防止効果や活性酸化種の不活性化効果を発揮し、飲用や摂取により
生体内への取り込むことを前提とした製品も多数存在する。酸素や窒素と異なり、水素は
水への飽和溶解度が低いばかりでなく、全ガスの中でも最も比重が小さいために、一旦溶
解した水素の再蒸発が著しいため、高濃度の水素水を得るためには加圧溶解工程が必須で
あると考えられてきた。しかし、本発明のガス溶解方法を利用した場合、加圧を行わなく
とも、液体処理ノズルを水と水素の混相流として通過させるだけで、高濃度の水素水を非
常に簡便に得ることができる。また、本発明の方法を用いた場合、導入した水素が溶存状
態だけではなく、気泡径１μｍ以下の微細気泡の形でも多量に含有されることとなり、蒸
発により減耗する水素が気泡から溶解する水素により補われる結果、大気に開放した状態
であっても、加圧により溶存水素のみを含有させた水素水と比較して、高溶存水素濃度状
態を従来のたとえば数倍から数１０倍の長期間保つことができるようになる。
　例えば標準構成の液体処理ノズルを用いる場合は、前述の構成の混相流を形成するため
の水素流量をＱ１、水流量をＱ２としたとき、液体入口側の動水圧を０．０１５ＭＰａ以
上０．３ＭＰａ以下、水素／水流量比Ｑ１／Ｑ２を０．１以上０．３以下として液体処理
ノズルに１パスないし循環供給することにより、水の溶存水素濃度を０．３ｐｐｍ以上１
．８ｐｐｍ以下とすることができる。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明の作用及び効果の詳細については、「課題を解決するための手段」の欄にすでに
記載したので、ここでは繰り返さない。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
　図１は、本発明の液体処理ノズルの一実施形態を示す横断面を、そのＡ矢視拡大ととも
に示す図である。
　図２は、図１の液体処理ノズルの処理コア部の詳細を示す断面図である。
　図３は、図２の一つの絞り孔における、衝突部となるねじ部材の配置形態を実体的に描
いた拡大図である。
　図４は、図３の変形例を示す拡大図である。
　図５は、図２の処理コア部におけるねじ部材の流れ軸線方向の配置を拡大示す図である
。
　図６は、図５の変形配置例を示す図である。
　図７は、衝突部における山部と谷部の作用説明図である。
　図８は、衝突部の作用を示す平面図である。
　図９は、図１の液体処理ノズルを用いた液体処理方法の作用説明図である。
　図１０は、比較例のノズルによる液体処理方法の作用説明図である。
　図１１は、処理コア部において、複数の絞り孔の一部を重ねて一体化した実施形態を示
す図である。
　図１２は、図１の液体処理ノズルの各絞り孔の４つのねじ部材を同一平面上に配置する
変形例を示す図である。
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　図１３は、処理コア部において、３つの絞り孔を形成する例を示す模式図である。
　図１４は、衝突部とノズル本体を射出成型により一体形成する場合の変形例を示す図で
ある。
　図１５は、絞り孔を４つとし、衝突部となるねじ部材を各絞り孔に１本のみ配置する変
形例を示す図である。
　図１６は、図２の処理コア部におけるねじ部材の配置の変形例を示す図である。
　図１７は、衝突部の全周に山部を形成しない例を示す図である。
　図１８は、本発明の液体処理ノズルをシャワーホースの途上に組み込む例を示す模式図
である。
　図１９は、本発明の液体処理ノズルをトイレの便器洗浄に利用する例を示す模式図であ
る。
　図２０は、ガス導入孔を設けた液体処理ノズルの実例を示す図である。
　図２１は、図２０のノズルの両端に継手を接続した様子を示す図である。
　図２２は、本発明の液体処理ノズルを用いたガス溶解方法の作用説明図である。
　図２３は、図２０の液体処理ノズルからガス導入孔を省略した変形例を示す図である。
　図２４は、図２３のノズルを用いて、ノズル上流側でガス導入して本発明のガス溶解方
法を実施するときの作用説明図である。
　図２５は、同じく別の作用説明図である。
　図２６は、図２０の液体処理ノズルを用いたガス溶解装置の例を示す断面図である。
　図２７は、図２６のガス溶解装置の使用方法の一例を示す模式図である。
　図２８は、図２４の液体処理ノズルを用いたガス溶解装置の一例を示す断面図である。
　図２９は、図１の液体処理ノズルを用い、１パスで水素溶解を行うようにしたガス溶解
装置の例を示す模式図である。
　図３０は、図２６のガス溶解装置に送液ポンプを組み込んだ例を示す断面図である。
　図３１は、図３０のガス溶解装置の使用方法の一例を示す模式図である。
　図３２は、図１の液体処理ノズルを用い、液をポンプ循環しながらガス溶解を行うよう
にした装置の例を示す模式図である。
　図３３は、図３２の装置を、オゾン溶解が可能となるように変形した例を示す模式図で
ある。
　図３４は、図３０のガス溶解装置に、次亜塩素酸ナトリウム水溶液を定量供給できる機
構を追加した例を示す断面図である。
　図３５は、実施例２の炭酸ガス溶解の結果を示す第一のグラフである。
　図３６は、同じく第二のグラフである。
　図３７は、実施例２の水素ガス溶解の結果を示す第一のグラフである。
　図３８は、同じく第二のグラフである。
　図３９は、従来の液体処理ノズルユニットの例を示す図である。
　図４０は、従来の液体処理ノズルの例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下、本発明を実施するための形態を添付の図面を用いて説明する。
（実施の形態１）
　図１は、本発明の一実施形態をなす液体処理ノズルの横断面を、液体入口側の軸線方向
（Ａ矢視）からの拡大側面とともに示すものである。この液体処理ノズル１は、液体流路
３が形成されたノズル本体２を備える。ノズル本体２は円筒状に形成され、その中心軸線
Ｏの向きに円形断面の液体流路が貫通形成されている。ノズル本体２には、液体流路３を
液体入口４側の流入室６と液体出口５側の流出室７とに区画する隔壁部８と、隔壁部８に
貫通形成され流入室６と流出室７とを互いに別経路にて連通させる複数の絞り孔９と、絞
り孔９の内面から各々突出する衝突部１０とからなる処理コア部ＣＯＲＥが形成されてい
る。図１において、隔壁部８に絞り孔２は中心軸線Ｏに関して軸対象となるように、同一
内径にて２個形成されている。図３は、そのうちの一方を拡大して示すものであり、衝突
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部１０は外周面に周方向の山部１１と高流速部となる谷部１２とが複数交互に連なるよう
に形成されている。衝突部１０は、この実施形態では、脚部末端側が流路内に突出するね
じ部材（以下、「ねじ部材１０」ともいう）であり、結果、衝突部に形成される複数巻の
山部１１は、らせん状に一体形形成されている。なお、山部及び谷部は、らせん状に一体
化せず、周方向に閉じたものを衝突部の軸線方向に複数密接配列してもよい。また、山部
及び谷部は、衝突部の周方向に全周形成されている必要は必ずしもなく、図１７に示すよ
うに、キャビテーションポイントとしての機能を発揮しにくい流れ方向（白矢印）の下流
側において、衝突部１０の外周面に軸線方向の溝部１０ａ等を形成することにより、山部
１２及び谷部１０を周方向の一部区間で切り欠いた構成としてもよい。
　図１に戻り、ノズル本体２の材質は、たとえばＡＢＳ、ナイロン、ポリカーボネート、
ポリアセタール、ＰＴＦＥなどの樹脂であるが、ステンレス鋼や真鍮などの金属やアルミ
ナ等のセラミックスとしてもよく、用途に応じて適宜選択される。また、ねじ部材１０の
材質はたとえばステンレス鋼であるが、用途に応じて、より耐食性の高いチタンやハステ
ロイ、インコネル（いずれも商標名）などの耐熱合金を用いてもよいし、耐摩耗性、耐食
性等が問題となる場合は石英やアルミナなどのセラミック材料を用いることも可能である
。特に、金属コンタミを嫌う分野（たとえば半導体分野）への適用には、石英の採用が好
適であり、樹脂製のノズル本体２はたとえばＰＴＦＥで構成するとよい。
　衝突部１０は、処理コア部ＣＯＲＥにおいて複数の絞り孔９のそれぞれに、ノズル本体
２の軸線Ｏと直交する平面への投影において、各絞り孔９の中心軸線を取り囲む十字形態
に４つ配置されている。図３に示すように、各絞り孔９において、４つの衝突部１０が形
成する十字の中心位置には、液体流通ギャップ１５が形成されている。液体流通ギャップ
１５を形成する４つの衝突部１０の先端面は平坦に形成され、前述の投影において液体流
通ギャップ１５は正方形状に形成されている。なお、図４に示すように、ねじ部材１０の
先端部１０ｔは円錐状に形成してもよく、この場合、液体流通ギャップ１５は十字状に形
成される。
　図２は処理コア部ＣＯＲＥを拡大して示すものである。絞り孔９にそれぞれ形成される
衝突部の組は、ノズル本体２の壁部外周面側から先端が絞り孔９内へ突出するようにねじ
込まれる４本のねじ部材１０である。図１のＡ矢視拡大にて破線で示すように、ねじ部材
１０は、ノズル本体２の壁部に貫通形成されたねじ孔１９にねじ込まれ、各ねじ孔１９の
ねじスラスト方向途中位置には、ねじ頭下面を支持するための段付き面１９ｒが形成され
ている。該段付き面１９ｒの形成位置は、ねじ部材１０をねじ込んだ時に、絞り孔９内に
突出するねじ脚部（すなわち、衝突部となる部分）の長さが、液体流通ギャップ１５を形
成するのに適正となるように調整されている。ねじ孔１９とねじ部材１０との間は接着剤
等によりセッティング固定されている。
　なお、ノズル本体２の外周面には、ねじ孔１９が開口するため、これを隠ぺいするため
にノズル本体２の外周面を覆う筒状のカバー１８が接着等により取り付けられている。な
お、カバー部材１８の外周面には、メッキや塗装による装飾が施されていてもよい。また
、ノズル本体２の両端部外周面には、流入側接続部１６と流出側接続部１７とが形成され
ている。
　また、図２に示すように、複数の絞り孔９の間でねじ部材１０の干渉を回避するために
、各絞り孔９に組み込む４つのねじ部材１０の組は、それら絞り孔９の間で軸線方向にて
互いにずれた位置に配置されている。また、図２においては、同一の絞り孔９内の複数の
ねじ部材１０Ａ，１０Ｂと１０Ｃ，１０Ｄとは、該絞り孔９の軸線方向（流れ方向）にて
互いにずれた位置に配置されている。具体的には、各絞り孔９において、同一平面上で互
いに直交する位置に配置されたねじ部材の対１０Ａ，１０Ｂ及び１０Ｃ，１０Ｄが、それ
ぞれ流れ方向において互いに異なる位置（図中、上側の絞り孔９については下流側のＡ及
びＢの位置に、下側の絞り孔については上流側のＣ及びＤ位置）に配置されている。それ
ぞれ図１の中心軸線Ｏと直交する平面への投影では、Ａ及びＢの位置の４つのねじ部材１
０Ａ，１０Ｂ、及びＣ及びＤ位置の４つのねじ部材１０Ｃ，１０Ｄが、それぞれ十字形態
をなすように配置されることとなる。図３のごとく、各ねじ部材１０の対は、先端面外周
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縁で接する形で（あるいは、液体流通ギャップよりも狭い隙間を介して先端面外周縁間を
近接させ形で）、もう一対のねじ部材１０とともに正方形状の液体流通ギャップを形成し
ている。
　図１６は、各ねじ部材の対の配置にかかる変形例を示すものである。図１６においては
、ねじ部材の２つの対１０Ａ，１０Ｂのそれぞれにおいて、一方のねじ部材の脚部末端１
０ｂを絞り孔９の中央に位置させる一方、その脚部末端１０ｂの周側面に他方のねじ部材
の先端面１０ｅを接触（又はギャップを介して対向）させ、絞り孔９の中央に位置する側
の脚部末瑞１０ｂ同士を、両対の間でノズル本体２（図１）の軸線方向に互いにずらせて
配置している。このようにすると、流速の早い絞り孔９の中心付近にも、脚部末端１０ｂ
の谷部を配置することができ、キャビテーション効果、ひいては気泡微細化効果をより高
められる。
　図１に戻り、複数の絞り孔９のそれぞれに、ノズル本体２の外側からそれぞれ４本もの
ねじ部材１０をねじ込もうとしたとき、幾何学的なレイアウトを誤ると、ねじ同士の干渉
や、ある絞り孔９に向けてねじ込まれたねじ部材１０が別の絞り孔９内を貫通したりする
など、不具合を生じやすくなる。絞り孔９の形成個数は図１では２個であるが、ノズル本
体２の壁部外周面側から絞り孔９に向けてねじ部材１０をねじこんで衝突部を形成する場
合は、液体流路３の中心軸線を挟んで互いに対称な位置関係で２～４個のいずれかで形成
するのが最適である。
　次に、図１において、絞り孔９は、それら絞り孔９の軸断面積の合計と等価な円の直径
をｄｅ、絞り孔９の長さをＬとして、Ｌ／ｄｅにて定義される絞り孔アスペクト比が３．
５以下に設定されている。図５において、２つの絞り孔９の内径が互いに異なる一般の場
合（ｄ１，ｄ２）は、絞り孔アスペクト比は、Ｌ／（ｄ１２＋ｄ２２）１／２となる。図
１では、２個の絞り孔９は内径と長さが互いに等しい円筒面をなすように形成されており
、２つの絞り孔９の内径をｄとして、絞り孔アスペクト比は０．７１Ｌ／ｄである。絞り
孔アスペクト比Ｌ／ｄｅの値は、望ましくは３以下であること、より望ましくは２．５以
下であるのがよい。
　図１に戻り、ノズル本体２の軸線Ｏと直交する平面への投影において、隔壁部８の投影
領域の中心位置に定められた基準点Ｏから複数の絞り孔９の内周縁までの距離（絞り孔変
位）Ｔが該絞り孔９の内径ｄよりも小さくなるように、複数の絞り孔９は基準点Ｏの周り
に近接配置されている。絞り孔変位Ｔは絞り孔９の内径ｄの望ましくは１／２以下である
のがよい。さらに、本実施形態では、同じ投影において、複数の絞り孔９の内周縁に対す
る外接円２０の面積をＳｔ、絞り孔９の投影領域の合計面積をＳｒとしたとき、Ｋ≡Ｓｒ
／Ｓｔにて定義される絞り孔９集約率Ｋが０．２以上とされている。
　すなわち、液体処理ノズル１は、以下の条件を充足するものとなっている（標準構成）
。
・Ｌ／ｄｅにて定義される絞り孔アスペクト比が３．５以下；
・絞り孔変位Ｔが絞り孔９の内径ｄよりも小；
・絞り孔集約率Ｋが０．２以上。
　これにより、液体出口５側を開放して液体入口４に動圧が０．１ＭＰａとなるように水
を流通させたとき、液体出口５から流出する水流量をＱとし、絞り孔９の内面と衝突部１
０との間に形成される液体流通領域（図３参照：主流通領域２１と液体流通ギャップ１５
とを含む）の処理コア部ＣＯＲＥにおける合計断面積をＳｅとしたときの水流束Ｑ／Ｓｅ
を０．５Ｌ・ｍｍ２／分以上確保することが可能である。
　また、上記の外接円２０の面積Ｓｔは、隔壁部８の投影面積の９０％以上（図１では１
００％）とされている。隔壁部８にて絞り孔９の外側に形成される流れ遮断領域の面積が
小さいので、こうした領域にて特有に発生する流れのよどみや渦流に基づく損失が軽減さ
れている。図１からも明らかなごとく、絞り孔９に対する外接円２０の径は、液体入口４
の開口径よりも絞られており、液体入口４に続く流入室６の内周面が隔壁部８に向けて縮
径するテーパ面１３とされている。
　また、図５に示す如く、絞り孔９の衝突部１０よりも下流に位置する区間の長さ（以下
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、残区間という）をＬｐ（Ｌｐ２～Ｌｐ４の平均値）とし、絞り孔９の軸断面積の合計と
等価な前述の円の直径をｄｅとして、Ｌｐ／ｄｅにて定義される残区間アスペクト比は１
．０以下に設定されている。また、流出室７の内周面も、液体出口５に向けて拡径するテ
ーパ面１４とされている。図５では、最も下流側に位置するねじ部材１０Ａに関しては、
残区間の長さがゼロであるが、図６に示す如く、ねじ部材１０Ａに関し残区間がゼロでな
い長さＬｐ１を有する場合は、上記残区間長さＬｐはＬｐ１～Ｌｐ４の平均値となる。
　図１の液体処理ノズル１に対し、たとえば、液体出口５側を開放して液体入口４に動圧
が０．１ＭＰａとなるように水を流通させた場合の作用について説明する。この水はたと
えば水道水であり、大気と平衡する濃度に空気が溶存しているものとする（たとえば、２
０℃（常温）での酸素濃度は約８ｐｐｍ）。水流はまず一括してテーパ部１３で絞られ、
さらに個々の絞り孔９へ分配されて、図３に示すように、ねじ部材１０と絞り孔９内周面
との間に形成される主流通領域２１と液体流通ギャップ１５とからなる液流通領域により
個別に絞られて、ねじ部材１０に衝突しながらこれを通過する。
　ねじ部材１０の外周面を通過するときに、図７に示すように流れは谷部に高速領域を、
山部に低速領域をそれぞれ形成する。すると、谷部の高速領域はベルヌーイの定理により
負圧領域となり、キャビテーションすなわち溶存空気の減圧析出により、気泡ＦＢが発生
する。谷部はねじ部材１０の外周に複数巻形成され、かつねじ部材１０が絞り孔９内に４
本配置されていることから、この減圧析出は絞り孔９内の谷部にて同時多発的に起こるこ
ととなる。すると、図８に示すように、水流がねじ部材１０に衝突する際に谷部での減圧
析出が沸騰的に激しく起こり、さらにねじ部材１０の下流に迂回する際に生ずる渦流にこ
れを巻き込んで激しく撹拌する。これに、衝突部１０の周辺及び直下流域には、微小渦流
ＦＥを無数に含んだ顕著な強撹拌領域ＳＭが形成されることとなる。気泡を析出する減圧
域は衝突部１０周囲の谷底付近に限られており、高速の液体流はほとんど瞬時的に該領域
を通過してしまうから、発生した気泡ＦＢはそれほど成長せずに上記の撹拌領域に巻き込
まれ、気泡径が１μｍ未満の微細気泡が効率的に発生する。
　図１の液体処理ノズル１においては、隔壁部８に複数の絞り部を形成し、その前後の流
路区間を、該隔壁部８が区画する流入室６ないし流出室７に集約して、それら複数の絞り
部により共有化させる構造を採用することにより、流路が複数系統に分岐する区間は隔壁
部８に形成された絞り孔９のみとなる。ここで、図１０に示す参考例のノズル７１０よう
に、隔壁部７０８の厚みが大きくなり断面積の小さい絞り孔７０９自体の長さが大きくな
ると、白矢印で示すごとく、重力や孔内面粗さのばらつき等の影響により、複数の絞り孔
７０９のいずれかに偏った流れ、すなわち偏流が発生しやすくなる。また、絞り孔７０９
が隔壁部７０８の中心から離れ、外側周縁領域に偏っていても、流速の大きい中央流れが
隔壁部７０８の中央領域に衝突・迂回する際の損失により、絞り孔７０９には流速（水圧
）を落として供給されるので、偏流がやはり発生しやすくなる。
　しかし、図１の本発明の液供給ノズル１の構成によれば、図９に示すごとく、
（１）前述のＬ／ｄｅにて定義される絞り孔アスペクト比（図５参照）を３．５以下に設
定しており、偏流の原因となる分岐区間の長さ、すなわち、衝突部１０を配置する絞り孔
９の長さを十分短くできる。
（２）絞り孔変位Ｔ（図１参照）が該絞り孔９の内径ｄよりも小さくなる程度に、それら
絞り孔９が基準点Ｏの周りに近接配置されており、絞り孔９は、高流速となる隔壁部８の
中央に集約されている。
　その結果、絞り孔９内での流速の低下ないし不均一化が抑制され、偏流を確実に防止す
ることができる。すなわち、衝突部１０を有する絞り孔９を複数形成することで十分なキ
ャビテーション効果と十分な流量とを両立することができ、かつ、複数の絞り孔９間での
偏流が効果的に抑制され、キャビテーション効果に基づいた微細気泡発生を安定に継続す
ることができる。
　さらに、図１の液体処理ノズルでは、Ｌｐ／ｄｅにて定義される残区間アスペクト比（
図５参照）が１．０以下に設定されている。図９に示すように、絞り孔９にてそれぞれ衝
突部１０を通過した液体が流出室７にて合流するまでに、析出気泡ＦＢを含んだ流れの、
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流体抵抗の大きい絞り孔９の残区間の通過距離が短くなり、ひいては個々の絞り孔９の衝
突部１０下流に生ずる強撹拌領域ＳＭが流出室７内で一体化するので、気泡の微細化効果
がさらに高められる。残区間残区間アスペクト比が大きい図１０のノズル７１０の場合は
、強撹拌領域ＳＭが流出室７０７内で一体化するには至らず、偏流により流速が低下した
側（図１０の上側の絞り孔７０９）の析出気泡は、流速が大きい側の顕著な強撹拌領域Ｓ
Ｍによる粉砕作用に与ることができないので、微細気泡の発生効率が下がらざるを得なく
なる。
　以下、図１の液体処理ノズルの変形例について列挙する。図１の液体処理ノズルとの共
通点も多いので、共通の構成要素には同一の符号を付与しつつ、おもにその相違点につい
て説明する。まず、図１１に示すごとく、複数の絞り孔９は、前述の投影において、隔壁
部８の中心を含む領域において一部重なるように一体形成してもよい。その重なり領域の
投影面積は、各々の絞り孔９の面積の３０％以内に収まっていることが望ましい。
　図１２に示す液体処理ノズル５１では、各絞り孔９に配置する４本のねじ部材１０の組
を、Ａ－Ａ及びＢ－Ｂ断面に示すごとく、各々同一平面上に配置している。この構成でも
、良好な微細気泡発生効果を達成できるが、図２のごとく、直角に配置されたねじ部材１
０の対を軸線方向にずらせて配置すれば、両対の間には液体流通ギャップ１５の位置にて
、流れの軸線方向にも隙間が形成され、高速の中心流に対する抵抗損失がさらに軽減され
て、ねじ部材１０の先端付近により高速で流れが供給される結果、気泡微細化効果が一層
向上するという利点がある。
　図１３は、隔壁部８に対して絞り孔９を３つ形成した例である。３つの絞り孔９の間で
ねじ部材１０の流れ方向の位置は、ねじ外径よりも大なる距離にて互いにずれて定められ
ている。また、３つの絞り孔９は、前述の投影において、ねじ孔９の内径よりも大きい距
離をもって正三角形の各頂点をなす位置に配置されており、図２あるいは図１２と同様に
、前記投影にて十字状の配置をなす４つのねじ部材１０の組が、１つの絞り孔９に対する
残余の絞り孔９の対の側に延びるねじ孔１９が、それら残余の絞り孔９の対の間を貫くよ
うに、ねじ部材１０の組の配置角度が定められている。これにより、すべてのねじ孔１９
が、絞り孔９と干渉することなく、かつノズル本体２の外周面に開口するように形成でき
る。
　図１４は、衝突部１０Ｆを、ノズル本体２の隔壁部８と一体に射出成型により形成した
例を示す。複数の絞り孔９の衝突部１０Ｆを一体に射出成型するには、すべての衝突部１
０Ｆの中心軸線が同一平面上に位置するようにして、流入室を形成するための第一の金型
コアと、流出室を形成するための第二の金型コアとの各先端面に衝突部１０Ｆ及び隔壁部
８の成型キャビティを設け、上記平面を分割面としてこれら金型コアを突き合わせた状態
で成型を行えばよいのである。
　図１５は、隔壁部８に対して絞り孔９を４つ形成した例である。４つの絞り孔９は、そ
れぞれ直径方向に１本のねじ部材１０がねじ込まれて衝突部が形成されている。具体的に
は４つの絞り孔９は、前述の投影において正方形の各頂点をなす位置に配置されており、
ノズル本体２の外周面側から各絞り孔９に対し、ノズル本体２の中心軸線Ｏに向けて絞り
孔９の直径方向にねじ部材９がねじ込まれている。なお、ねじ部材１０はインサート成型
によりノズル本体２に組み込んでもよく、図１４と同様に、ノズル本体２とともに衝突部
を射出成型により一体化してもよい。
　以下、本発明の液体処理ノズルの使用例（つまり、液体処理方法の実施形態）について
説明する。図１８は、一般浴室用（あるいは美容室等の業務用）のシャワーホース流路の
中間に図１の液体処理ノズルを接続し、シャワーヘッドから処理済みの温水（すなわち、
微細気泡を含有した温水）を噴射できるようにした使用例である。図１のノズル本体２に
は液体入口４側に流入側接続部１６として、図１８の湯水混合栓４０８に液体処理ノズル
１を、流入側ホース４０５を介して接続するための第一のホース接続ねじ部（以下、符号
１６を援用する）が、液体出口５側に流出側接続部１７として、シャワーヘッド４０１と
液体処理ノズル１を、流出側ホース４０２を介して接続するための第二のホース接続ねじ
部（以下、符号１７を援用する）が、それぞれ形成されている。各ねじ部１６，１７は、
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おねじ部（たとえば、Ｒ１／２ないしＧ１／２）として形成され、ホース４０２及び４０
５は、水栓金具４０３、４０４、４０６及び４０７を介して、シャワーヘッド４０１、液
体処理ノズル１及び湯水混合水栓４０８に接続されている。この状態で湯水混合栓４０８
を開けば、温水が液体ノズル１に供給されシャワーヘッド４０１から噴射される。気泡発
生機能を有さない既存のシャワーヘッドを用いても、液体処理ノズル１を通過する際に微
細気泡が大量に温水中に混入でき、人体皮膚や髪に対する水の浸透性を高めて保湿性を向
上したり、頭皮や体表面の汚れを効果的に落としたり、といった効果を享受できる。そし
て、シャワーホースの中間にノズル１が接続されていても、偏流の影響を受けにくく、微
細気泡発生効果を安定的に享受することができる。
　図１９は、液体処理ノズル１をトイレ洗浄に利用する例を示すものである。トイレの便
器１０５には洗浄水供給配管１０３が接続され、該配管１０３を経て洗浄水１０９が便器
内面に沿って供給・流下することにより洗浄を行う。本発明の液体処理ノズル１は洗浄水
供給配管１０３の途上に設けられ、該配管内の洗浄水は該液体処理ノズル１を通過する際
に微細気泡含有水１０９となったのち便器１０５に供給され、便器１０５及び便器１０５
の汚水排管１０７，１０８を洗浄する。これにより、便器１０５や汚水排管１０７，１０
８を長期にわたって清浄に保つことができ、尿石等の付着・堆積も生じにくくなる。
　図１９の事例では便器１０５は小便器として構成され、洗浄水供給配管１０３の途上で
便器１０５の使用者を検知できる位置には周知のセンサ付バルブユニット１０４が設けら
れている。上方に設けられた洗浄水タンク１０１に水道配管１０２からの浄水が貯留され
るとともに、供給配管１０３は該洗浄水タンク１０１に接続されている。センサ付バルブ
ユニット１０４は、便器１０５に接近する使用者の検知状態を所定時間以上継続した場合
に、待機状態から洗浄準備状態に遷移する。洗浄準備状態では、該使用者が便器１０５か
ら離間して非検知状態になるに伴いバルブを開状態として便器１０５内に必要量の洗浄水
を流下させ、その後バルブを再び閉状態として洗浄待機状態に戻る。便器からの排水とと
もに汚水管１０８に集約され、下水道ないし浄化槽等に向け排出される。洗浄後の排水は
便器１０５の下側に連通する個別排水管１０７を通り、図示しない他の便器からの排水と
ともに汚水管１０８に集約され、下水道ないし浄化槽等に向け排出される。
（実施の形態２）
　次に、本発明の液体処理ノズルを用いたガス溶解方法の具体的な実施形態について説明
する。図２０は、図１の液体処理ノズル１と処理コア部ＣＯＲＥを同様に構成しつつ（従
って、前述の標準構成となっている）、これにガス溶解機能を付加した液体処理ノズルの
一例を示すものである。液体処理ノズル７１は、そのノズル本体２に、該ノズル本体２の
外周面に開口し、複数の衝突部１０よりも上流にて絞り孔９に連通するガス導入孔２８を
形成したものである。図２を援用して説明すれば、図２０の構成においても、各絞り孔９
において、同一平面上で互いに直交する位置に配置されたねじ部材１０の対が、流れ方向
において互いに異なる位置（図中、上側の絞り孔９については下流側のＡ及びＢの位置に
、下側の絞り孔については上流側のＣ及びＤ位置）に配置されている。ガス導入孔２８は
、２つある絞り孔９のうち、ねじ部材１０が下流側であるＡないしＢ位置に取り付けられ
ている図面上側のノズル孔９に対し、最も下流のねじ部材１０Ａ位置よりも上流側に開口
するように、ノズル本体２の壁部に対し半径方向に孔設されている。ガス導入孔２８のノ
ズル本体２の外周面側の開口にはガス供給管を接続するためのガス導入用継手３０を取り
付けるためのめねじ孔２９が形成されている。図２０では、ねじ部材の対１０Ａ及び１０
Ｂのいずれよりも上流にてガス導入孔２８が開口しているが、ねじ部材の対１０Ａ及び１
０Ｂの流れ方向の配置間隔を広げ、両者の中間位置にガス導入孔２８を開口させてもよい
。
　ガス導入用継手３０（ガス供給部）にガス供給配管を接続すれば、絞り孔９内に溶解す
るべきガスを簡単に導入することができる。この実施形態において液体処理ノズル７１の
ノズル本体２の両端部は、図２１に示すような、ワンタッチ接続部２０２ｃとねじ接続部
２０２ｒとを備えたワンタッチ管継手２０２を接続するための、ストレート形状の流入側
接続部２６及び流出側接続部２７とされており、ガス導入用継手３０を接続する軸線方向
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中間部は、流入側接続部２６及び流出側接続部２７よりも径大の鍔状部２ａとされている
。図２１において、液流入側のワンタッチ管継手２０２にはポンプ等の送液手段や水道に
接続される液供給管が接続され、液供給部としての役割を外部の送液手段とともに担う。
したがって、ワンタッチ管継手２０２とガス導入用継手３０とが本発明のガス溶解装置の
混相流供給手段を構成することとなる。
　図２２に示すように、液体処理ノズル７１の液供給口４に液体を供給すると、図９と同
様に衝突部１０の周辺及び直下流域に非常に顕著な強撹拌領域ＳＭが形成される。この状
態で、ガス導入孔２８に溶解するべきガスを導入し、液体とガスとの混相流として処理コ
ア部ＣＯＲＥに供給すると、混相流を形成するガスは衝突部１０の下流の強撹拌領域ＳＭ
に巻き込まれることで液体との混合が顕著に進み、ガス溶解をきわめて効率的に行うこと
ができる。
　衝突部１０の下流域に強撹拌領域ＳＭを形成する要因は、液体入口４から供給される液
体中にもとから溶存しているガス（すなわち、ガス導入孔２８から導入されるガスではな
い）のキャビテーションによる減圧沸騰析出である。溶存ガスの減圧沸騰により衝突部１
０の下流域には微細渦流ＦＥを無数に伴う形で形成される強撹拌領域ＳＭが形成され、ガ
ス導入孔２８から導入されるガスがこれに巻き込まれることで、減圧沸騰で損なわれるガ
ス量を桁違いに上回る規模によりガスの撹拌・溶解が進行する。そして、液体に溶解しき
れなかったガスも、浮上速度の非常に小さい微細気泡ＦＢとして液中に留まり、微細気泡
特有の種々知られている効果（たとえば、洗浄効果、液体の浸透性促進効果など）がガス
の種別に応じて発揮されることとなる。また、同一のガスが溶存ガスと微細気泡の両方の
形態で液体中に共存することで、溶存ガスを含有しない雰囲気に暴露したとき、溶存ガス
のみが存在する液体と比較して、見かけの溶存ガス濃度の減少速度が低下して高濃度の状
態をより長時間維持するようになる。
　液体処理ノズル７１もまた、図１及び図５と同様に、隔壁部８に形成する絞り孔アスペ
クト比が３．５以下に設定され、絞り孔９変位が絞り孔９の内径ｄよりも小さくなるよう
、隔壁部８の中央付近（基準点周り）に近接配置されている。また、絞り孔９の衝突部１
０よりも下流に位置する残区間の長さＬｐを、前述の残区間アスペクト比が１．０以下と
なるように設定されている。この実施形態では、２つある絞り孔９，９の一方にしかガス
導入孔２８が形成されていないから、図２２に示すように、溶解するべきガス相ＧＢはも
っぱら片方の絞り孔９に偏って供給される。
　しかし、絞り孔アスペクト比が３．５以下に設定されていることで処理コア部ＣＯＲＥ
全体での流量損失は小さく、ガス導入される側の絞り孔９内の流れＦ２においても、ガス
が導入される分だけ他方の絞り孔９内の流れＦ１よりは流量は低くなるものの、これが過
度に損なわれることがない。そして、残区間長さＬｐが小さくなっていることで、導入さ
れたガスを衝突部１０の下流で合体・拡大した強撹拌領域ＳＭに速やかに導くことができ
る。つまり、ガスが非導入となる絞り孔９側で主に作られる強撹拌領域ＳＭを、流出室７
にてガス導入側となる絞り孔９からの流れが共有できるのである。ガスが片方の絞り孔９
に偏って流れ込む形になっているにも拘わらず、極めて効率的なガスの溶解・粉砕が可能
である。
　ガス導入孔２８は、もちろんすべての絞り孔９（図２０の例では２つ）に対して設けて
もよく、この場合は、ガスは両方の絞り孔９（の衝突部１０）に対して分配されつつ供給
される。また、図２３の液体処理ノズル１７１（図２１の液体処理ノズル７１からガス導
入孔２８を省略したものに相当）のように、ノズル本体２にガス導入孔を設けない構成を
採用し、液体入口４よりも上流の液供給経路上にてガスを流入させる方式としてもよい。
この方式では、ガスの供給に際して絞り部での減圧吸引効果は利用できないので、ガス供
給圧力を若干高める必要はあるが、液体処理ノズル１７１の各絞り孔９に均一にガスを供
給しやすい利点がある。また、絞り孔９の上流にて液体処理ノズル１７１の流入室６にガ
ス導入孔を設ける構成も可能である。
　この場合もガスは両方の各絞り孔９に対して分配されつつ供給されるが、ノズル本体２
の姿勢によりガスの各絞り孔９への分配状況が変化する特性がある。図２４は、図２１の
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液体処理ノズル１７１を流れ方向が水平になるように配置してガス溶解を行う様子を示す
ものである。液体入口４から混相流を導入したとき、そのガス相をなす気泡Ｇは重力によ
って上に偏って流れやすくなり、上方に位置する絞り孔９にガス相が偏りやすくなる。こ
の場合は、絞り孔９の一方にガス導入孔２８を形成する図２２の場合と同様に、ガス相流
量の小さい下側の絞り孔９側での液体流Ｆ１により主に作られる強撹拌領域ＳＭを、流出
室７にてガス相流量の大きい上側の絞り孔９からの流れＦ２が共有できるので、同様に良
好なガスの溶解・粉砕が可能である。
　一方、図２５は、図２１の液体処理ノズル１７１を流れ方向が垂直になるように配置し
てガス溶解を行う様子を示すものである。ガスを導入する液体入口４は当然下側に位置す
るようにして混相流を導入することとなる。複数の絞り孔９は絞り孔アスペクト比が小さ
く、かつ、隔壁部８の中央付近に近接配置されているので、液相・ガス相ともに偏流は生
じにくく、ガス相ＧＢは各絞り孔９に均一に分配され、一様なガス溶解が可能となる。た
だし、ガス供給流量が極度に大きくなりすぎると、衝突部との液体との接触確率がどの絞
り孔９でも小さくなってしまうので、強撹拌領域ＳＭの形成が顕著でなくなり、ガス溶解
効率が急減する恐れもありうる。
　このように考えた場合、図２２のごとく、複数の絞り孔９の一部のものについてのみガ
ス導入孔２８を形成する態様であれば、ガス導入孔２８に多量のガスを供給して当該側の
絞り孔９にガス相が過度に偏ったとしても、残余の絞り孔９にはガスは全く流れ込まず、
液体の流量を常に十分に維持できるから、強撹拌領域ＳＭの形成は図２４の場合よりも安
定であり、より多量のガスを溶解したい場合には有利であるともいえる。また、流速が上
昇する絞り孔９でのガス導入となることから、ベンチュリ効果による減圧吸引効果により
、溶解するべきガスを比較的低圧で吸い込むことができ、また、衝突部１０に近い位置で
のガス供給となることから導入したガス気泡が速やかに粉砕され、溶解効率を向上させや
すくなる、等の利点もある。
　本発明のガス溶解方法では、最も簡易には、液体処理ノズル１に対し液体を１パスだけ
流通させつつガスを溶解させる方式を採用することができる。図２６に、該方式を具現化
できる本発明のガス溶解装置の一例を示し、図２７にその使用例を示す。ガス溶解装置２
００は、混相流供給手段をなす液供給部が、外部の液供給源（たとえば水道や給湯器の湯
水混合栓４０８（図２７））につながる液供給管（流入側ホース）４０５（図２７）を接
続するための液供給管接続部２０２Ｂ（取付ねじ部２０２ｒを有する）にて構成される。
液供給管接続部２０２Ｂの先には図２０の液体処理ノズル７１が設けられ、その液体出口
からは液体処理ノズル７１にてガスを１パスにて溶解させたガス溶解済み液体が流出する
ようになっている。該液体出口５側にガス溶解済み液体の排出管（流出側ホース）４０２
（図２７）を接続するための液排出管接続部２０２Ａ（取付ねじ部２０２ｒを有する）が
設けられている。簡易な１パスによるガス溶解装置２００であるが、本発明の液体処理ノ
ズル７１を用いることにより、従来のノズルよりもはるかに高濃度にガスを溶解すること
ができるようになる。
　以下、ガス溶解装置２００の詳細についてさらに説明する。ガス溶解装置２００は本体
ケース２０１を備え、その表面に金属製のねじ付管継手で構成された液排出管接続部２０
２Ａと液供給管接続部２０２Ｂが取り付けられている。液供給管接続部２０２Ｂには内部
液配管２０５が接続され、さらに流れセンサ（フロースイッチ）２０４及び管継手２０３
を介して図２０の液体処理ノズル７１の液体入口側が接続される一方、液体処理ノズルの
液体出口側が液排出管接続部２０２Ａにつながっている。
　本体ケース２０１の表面には、外部のガス供給源につながるガス供給配管を接続するた
めのガス供給口継手２１１が取り付けられている。そして、液体処理ノズル７１のガス導
入用継手３０とガス供給口継手２１１とは、ガス供給配管２１０により互いに接続されて
おり、その途上には液体処理ノズル７１側から逆止弁２０７、電磁バルブ２０８及び圧力
センサ２０９がこの順序で配置されている。逆止弁２０７は、ガス供給配管２１０内のガ
ス供給流が途絶えた場合に、液体処理ノズル７１側からの液体流の逆流を防止するための
ものであり、電磁弁２０８はガス供給配管２１０内のガス供給流を遮断状態と供給状態と
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の間で切り替えるためのものである。また、圧力センサは、ガス供給配管２１０内のガス
圧を検知して、ガス供給流の有無を判断するためのものである。
　本体ケース２０１内には、さらに電源回路２１３、ガス供給配管２１０内のガス供給流
を遮断状態と供給状態との間で切り替え制御するガス供給制御手段をなす制御基板２１２
が設けられ、本体ケース２０１の表面には電源スイッチ２１４と、電源ランプ２１５が取
り付けられている。電源スイッチ２１４からのスイッチ信号ＳＳ、流れセンサ２０４及び
圧力センサ２０９からの検知信号ＳＦ及びＳＰは制御基板２１２に入力される。また、制
御基板２１２にはガス流制御操作部２１６からの操作信号も入力される。電源回路２１３
は電源コード２１７ｃ及及び電源プラグ２１７（あるいはプラグ付ＡＣアダプタ）を介し
て商用電源から駆動電源電圧を受電し、制御基板に各所の駆動電圧や信号源電圧を出力す
る。
　制御基板２１２は次のような制御動作を行う。
（１）電源スイッチ２１４がオンとなるに伴い電源電圧の受電を検知し、電源ランプ２１
５を点灯させる。
（２）以下のすべての条件が成立している場合に、電磁弁２０８に駆動信号ＳＶＤを出力
し、電磁弁２０８を開状態に駆動する（これにより、液体処理ノズルにガス供給配管２１
０を介してガスが供給される）。
ａ．流れセンサ２０４が、内部液配管２０５内の液体流れを検知している検知信号ＳＦを
出力していること、
ｂ．圧力センサ２０９がガス供給配管２１０内のガス供給圧力の検知信号ＳＰを出力して
いること、及び、
ｃ．ガス流制御操作部２１６がガス供給を許可する操作状態となっていること。
（３）（２）のａ～ｃのどれか一つでも不成立になっている場合は、電磁弁２０８を閉状
態に保つ。
　図２６のガス溶解装置２００の使用例と、その場合の動作について図２７により説明す
る。ここでは、ガス溶解装置２００の適用先が美容室等の洗髪台であり、ガスとして炭酸
ガスを用い、該炭酸ガスを溶解した洗髪用温水をシャワー４０１から供給する形態を例に
とる。給湯器の湯水混合栓４０８とガス溶解装置２００の液供給管接続部２０２Ｂは水栓
金具４０６及び４０７により液供給管をなす流入側ホース４０５を介して接続されている
。また、シャワーヘッド４０１とガス溶解装置２００の液排出管接続部２０２Ａとは、水
栓金具４０３及び４０４により排出管としての流出側ホース４０２を介して接続されてい
る。そして、ガス供給源となる炭酸ガスボンベ４１０の減圧弁４１１とガス溶解装置２０
０のガス供給口継手２１１とがガス供給チューブ４１２により接続されている。
　図２６のガス溶解装置２００は次のように動作する。
　電源スイッチ２１４がオンになっており、炭酸ガスボンベ４１１のバルブが開となって
いる場合、この状態で湯水混合栓４０８を開けば、温水がガス溶解装置２００に供給され
シャワーヘッド４０１から噴射される。このとき、図２６の流れセンサ２０４は温水の流
れを検知し、圧力センサ２０９はガス供給配管２１０を経て供給される炭酸ガス圧を検知
しているので、制御基板２１２には液体流れの検知信号ＳＦとガス供給圧力の検知信号Ｓ
Ｐが入力されている。したがって、この状態で、ガス流制御操作部２１６がガス供給を許
可する操作状態とされれば制御基板２１２は駆動信号ＳＶＰを電磁弁２０８に出力し、電
磁弁２０８が開き、温水が流れ込む液体処理ノズル７１に炭酸ガスが供給され、溶存炭酸
ガスと微細気泡とを含んだ温水となってシャワーヘッド４０１から噴射される。他方、ガ
ス流制御操作部２１６におけるガス供給を許可する操作状態が解除されれば制御基板２１
２は駆動信号ＳＶＰの出力を停止し、電磁弁２０８が閉じて液体処理ノズル７１への炭酸
ガスの供給が止まる。その結果、溶存空気による微細気泡のみを含んだ温水がシャワーヘ
ッド４０１から噴射される。
　この実施形態では、ガス流制御操作部２１６はフットスイッチとして構成され、該フッ
トスイッチ２１６を足により付勢した状態がガス供給を許可する操作状態として定められ
ている（もちろん、逆であってもよい）。たとえば、美容師等の洗髪作業者は、シャワー
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ヘッド４０１を握って顧客等の洗髪を行う際に、フットスイッチ２１６を踏んている期間
は炭酸ガスが供給され、フットスイッチ２１６から足を外せば炭酸ガスの供給が直ちに停
止する。したがって、フットスイッチ２１６の操作により炭酸微細気泡水と非炭酸微細気
泡水との使用の切り替えを速やかにきめ細かく行うことができるのである。
　炭酸微細気泡水のモードでは、頭皮への炭酸ガス浸透による血行促進効果（ひいてはそ
れに伴うリラックス効果：いわゆるヘッドスパ効果）が得られること、また、髪のキュー
ティクルを開いて水分を髪にしみ込みやすくする作用などが顕著である。さらに、アミン
系の毛染め剤を使用して毛染め作業を行う場合、炭酸微細気泡水で毛染め剤を洗い流すこ
とにより、アルカリ反応による髪へのダメージを炭酸による中和効果で和らげたり、また
、長い髪でも均一に美しく染め上げたりすることができる、といった利点を享受できる。
他方、皮脂や頭皮汚れ、毛穴を埋める角栓質の除去といった洗浄効果や、髪の保湿性アッ
プ、さらには作業者の皮膚保湿の維持による手荒れ防止などの効果は、微細気泡が主体と
なって発揮されるものであり、炭酸微細気泡水と非炭酸微細気泡水とのいずれのモードで
も享受できる。また、皮脂汚れが特に強い場合には、温水のｐＨが酸性に傾いていないほ
う、つまり非炭酸微細気泡水のほうが皮脂の除去効果が顕著であるとの報告もある。炭酸
微細気泡水モードでは当然炭酸ガスの消費が伴うから、上記炭酸特有の効果が特に必要で
ない状況では非炭酸微細気泡水を使うことにより、炭酸ガス消費を抑えるほうが経済的で
ある。このように、炭酸微細気泡水と非炭酸微細気泡水との各モードは、シーンに応じて
適宜使い分けることが望ましいといえる。
　次に、図２７において湯水混合栓４０８を閉じると、図２６の電磁弁２０８が自動的に
閉じ、炭酸ガスボンベ４１０のバルブが開いていても、無駄な炭酸ガスがシャワーヘッド
４０１から流失する恐れがない。また、炭酸ガスボンベ４１０が空になった場合は、圧力
センサ２０９によりガス圧力低下が検知され、同様に電磁弁２０８が閉じる。これにより
、非炭酸微細気泡水モードで温水の使用を継続している場合でも、ガス供給配管２１０を
経由して炭酸ガスボンベ４１０側へ水が逆流する心配がない。逆止弁２０７も水の逆流を
防止するように作用するはずであるが、チェックバルブ式の市販のガス用逆止弁の多くは
低圧の液体の逆流は止められないことが多く、電磁弁２０８を用いて確実に逆流防止を図
ることが有効である。
　図２８は、図２０の液体処理ノズル７１に替えて、ガス導入孔を有さない図２３の液体
処理ノズル１７１を用い、図２６と同様の機能を実現するガス溶解装置２５０の例を示す
ものである。この構成においては、液体処理ノズル１７１の上流側（ここでは、流れセン
サ２０４との間）に、ティー継手（ベンチュリ型のエジェクタでもよい）を用いたガス導
入部２１９を設けており、その分岐開口にガス導入用継手１３０が取り付けられ、ガス供
給配管２１０は該ガス導入用継手１３０に接続されている。ガス導入部２１９は混相流形
成手段を構成している。その余の構成及び基本動作については図２６と同じであるから、
共通する構成要素には図２６と同一の符号を付与し、説明は省略する。
　（実施の形態３）
　図２９は、本発明の液体処理ノズルを用いて液体に水素を１パスにて溶解させる場合の
装置の例を示している。原料水（水溶液やコロイド溶液も概念として含む）５０２はタン
ク５０１に貯留されるとともに、該タンク５０１から延出する原料水供給配管５１の途上
に、エジェクタ等で構成されるガス導入部２１９、送液ポンプ５０５及び本発明の液体処
理ノズル１（図１及び図２参照）がこの順序で設けられている。ガス導入部２１９には減
圧弁４１１及びガス供給チューブ４１２を介して水素ガス供給源としての水素ボンベ４２
０から水素ガスが供給されるようになっている。なお、水素ガス供給源としては水素ボン
ベ以外に、電解式水素発生装置や、可逆的に水素を吸着・脱着する水素吸蔵合金を水素ガ
ス貯留部として使用し、加熱による水素吸蔵合金からの水素脱着により水素ガスを放出す
る水素合金キャニスターを使用してもよい。また、送液ポンプ５０５は、気液混相流の送
液に適したベーンポンプ、渦流ポンプあるいはダイアフラムポンプにて構成され、特にベ
ーンポンプを用いることが望ましい。
　送液ポンプ５０５を動作させると、タンク５０１からの原料水はガス導入部２１９にて
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水素ボンベ４２０から水素ガスが供給されて水／水素ガスの混相流となり、送液ポンプ５
０５に吸い込まれる。このとき、送液ポンプ５０５の内部では水素ガスがポンプ内撹拌流
に巻き込まれることにより、水素ガス相があらかじめ５０～１０００μｍ程度の気泡に予
備粉砕されて、ポンプ下流側の液体処理ノズル１に供給されるので、水素ガスの溶解効率
及び１μｍ以下の微細気泡への粉砕効率が一層高められる。水素ガス溶解済みの処理済み
水５１４は流出口５１１から回収容器５１２に回収される。たとえば、この水を飲用とし
て供する場合には、流出口５１１に図示しないボトリング用ノズルを取り付け、回収容器
５１２に注入せず、水素透過性が低いアルミボトルやアルミパウチなどの個別容器にボト
リングし、密封するようにしてもよい。
　液体処理ノズル１が前述の標準構成となっていることで、を用いる場合は、前述の構成
の混相流を形成するための水素流量をＱ１、水流量をＱ２としたとき、液体入口側の動水
圧を０．０１５ＭＰａ以上０．３ＭＰａ以下、水素／水流量比Ｑ１／Ｑ２を０．１以上０
．３以下として、上記のごとく１パス供給すれば、処理済み水５１４の溶存水素濃度は瞬
時にして０．３ｐｐｍ以上に高められる。特に動水圧を０．０５ＭＰａ以上０．３ＭＰａ
以下として、水素／水流量比Ｑ１／Ｑ２を０．１５以上０．３以下とすれば、溶存水素濃
度は１パスであるにも関わらず１ｐｐｍ以上に高めることができる。なお、水素ガスの導
入位置は、ポンプ５０５の吸引側ではなく、ノズル１とポンプ５０５の間に設定してもよ
いし、図２０のノズル７１を用いて、そのガス導入孔２８に水素を導入するようにしても
よいが、この場合は、ポンプ５０５による水素ガスの予備粉砕効果は得られない。
（実施の形態４）
　次に、図３０のガス溶解装置２６０は、液体処理ノズルから流出した液体を、ポンプを
介して再びノズルに戻して循環させながらガス溶解するようにした例を示すものであり、
図３１はその使用例を示すものである。混相流供給手段（具体的には、その液供給部）は
、液体を貯留する液体貯留部４３０から液体処理ノズル７１（図３０）を経て液体貯留部
４３０に戻る循環配管４２２，４２５と、該循環配管４２２，４２５により液体貯留部４
３０内の液体を、ガス供給部４１０からのガスと混合しつつ液体処理ノズル７１（図３０
）を流通させたのち液体貯留部４３０内に戻す形で循環送液させる送液ポンプ２１８とを
備えるものとして構成されている。
　図３０に戻り、ガス溶解装置２６０の構成についてさらに説明する。該ガス溶解装置２
６０は、内部液配管２０５の途上に送液ポンプ２１８を組み込んだ点を除くと、図２６の
ガス溶解装置２００と同一の構成を有するので、以下、主にその相違点についてのみ説明
し、共通する構成要素には図２６と同一の符号を付与して、詳細な説明は省略する。すな
わち、該構成では、内部液配管２０５がポンプ入口側の第一配管２０５Ａとポンプ出口側
の第二配管２０５Ｂとに分割され、それぞれ送液ポンプ２１８の吸入側と吐出側に接続さ
れている。該送液ポンプ２１８は電源回路２１３より駆動電圧を受電する。
　また、図２６のフットスイッチは省略されており、制御基板２１２は次のような制御動
作を行う。
（１）電源スイッチ２１４がオンとなるに伴い電源電圧の受電を検知し、電源ランプ２１
５を点灯させる。
（２）以下のすべての条件が成立している場合に、電磁弁２０８に駆動信号ＳＶＤを出力
し、電磁弁２０８を開状態に駆動する（これにより、液体処理ノズルにガス供給配管２１
０を介してガスが供給される）。
ａ．流れセンサ２０４が、内部液配管２０５内の液体流れを検知している検知信号ＳＦを
出力していること、
ｂ．圧力センサ２０９がガス供給配管２１０内のガス供給圧力の検知信号ＳＰを出力して
いること、及び、
（３）（２）のａ，ｂのいずれかが不成立になっている場合は、電磁弁２０８を閉状態に
保つ。
　図３０のガス溶解装置２６０の使用例を、その場合の動作とともに図３１により説明す
る。ガス溶解装置２００の適用先は風呂であり、液体貯留部としての浴槽４３０内の温水
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をガス溶解装置２６０により循環させつつ、ガスとして炭酸ガス又は水素を溶解させる、
いわゆる炭酸風呂ないし水素風呂として活用するものである。ガス溶解装置２６０の液供
給管接続部２０２Ｂには、浴槽４３０内の温水をガス溶解装置２６０に戻す、前述の循環
配管の一部をなす戻り側配管４２５が接続されている。また、ガス溶解装置２６０の液排
出管接続部２０２Ａには、浴槽４３０内にガス溶解装置２６０にてガスを溶解済みの温水
を吐出する、循環配管の一部をなす吐出側配管４２２が接続されている。そして、ガス供
給源となる炭酸ガスボンベ４１０（又は、水素ガスボンベ４２０：以下、説明は炭酸ガス
ボンベ４１０の場合で代表させる）の減圧弁４１１とガス溶解装置２６０のガス供給口継
手２１１とがガス供給チューブ４１２により接続されている。
　図３１において、まず浴槽４３０に対し図示しない給湯器から温水を満たす。そして、
炭酸ガスボンベ４１１のバルブを開とし、電源スイッチ２１４（図３０）をオンにする。
すると、ポンプ２１８が動作を開始し、浴槽４３０内の温水を、戻り側配管４２５を経て
吸い込み、液体処理ノズル７１を通過させつつ吐出側配管４２２を経て浴槽４３０に戻す
ように循環流動させる。このとき、図３０にて、流れセンサ２０４は温水の流れを検知し
、圧力センサ２０９はガス供給配管２１０を経て供給される炭酸ガス圧を検知しているの
で、制御基板２１２には液体流れの検知信号ＳＦとガス供給圧力の検知信号ＳＰが入力さ
れている。したがって、制御基板２１２は駆動信号ＳＶＰを電磁弁２０８に出力し、電磁
弁２０８が開いて液体処理ノズル７１に炭酸ガスが供給され、溶存炭酸ガスと微細気泡と
を含んだ温水となって循環が継続される。図３１に示すごとく、炭酸ガスの供給を継続し
ながらの循環となるため、循環時間の経過とともに浴槽４３０内の温水の炭酸ガス濃度は
増加する。そして、好みの炭酸ガス濃度となったところで電源スイッチ２１４をオフにす
ると、循環が停止する。すると、図２６の電磁弁２０８が自動的に閉じ、炭酸ガスボンベ
４１０のバルブが開いていても、無駄な炭酸ガスが流失する恐れがない。
　この状態で入浴すると、炭酸ガスを用いた場合は、皮膚への炭酸ガス浸透による血行促
進効果が得られることは周知のとおりである。しかし、微細気泡が多量に含有されている
ことにより、皮膚の保湿性向上や汚れ落としの効果も合わせて達成される。また、炭酸ガ
スが微細気泡としても含有されていることにより、装置２６０による循環を停止した後も
、溶存炭酸ガス濃度が長時間持続する利点も生ずる。
　一方、炭酸ガスボンベ４１０が空になるか、炭酸ガスボンベ４１０のバルブが閉じられ
ると、圧力センサ２０９によりガス圧力低下が検知され、同様に電磁弁２０８が閉じる。
このとき、電源スイッチ２１４がオンになっていると、炭酸ガスが供給されない状態で浴
槽４３０内の温水が循環されるが、この場合は浴槽４３０内の温水は微細気泡含有水とな
る。
　一方、水素ガスを用いた場合は、次のような効果が期待される。すなわち、溶存水素分
子の寸法が非常に小さいため、細胞の隙間など、皮膚表面からの速やかな吸収が期待され
るほか、油面から蒸発する水素ガスを、呼吸によっても取り込むことができる。肌内部の
細胞に浸透した溶存水素は皮膚組織内の活性酸素を、その還元作用により不活性化し、活
性酸素が原因となる不具合（一般には、シミ、シワ、皮膚炎症、乾燥などの要因として活
性酸素が関連付けられることが多い）の抑制が期待できる。
　（実施の形態４）
　図３２は、本発明の液体処理ノズルを用いて液体を循環させつつ、これに水素、窒素、
あるいは酸素を溶解させる場合の装置の例を示している。該装置５５０は、実施の形態３
の図２９の装置５００と多くの部分において共通しているが、タンク５０１から延出する
配管５０７が、１パスの原料水供給配管ではなく、タンク側出口５０６からガス導入部２
１９、送液ポンプ５０５及び液体処理ノズル１を経てタンク側入り口に戻る循環配管とし
て形成されている点が相違する（その余の構成要素については図２９の装置５００と同一
であるので、同じ符号を付与し、説明は繰り返さない）。そして、図２９と同様に、ガス
導入部２１９には減圧弁４１１及びガス供給チューブ４１２を介して水素ガス供給源とし
ての水素ボンベ４２０から水素ガスが供給される。
　送液ポンプ５０５を動作させると、タンク５０１からの原料水はガス導入部２１９にて
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水素ボンベ４２０から水素ガスが供給されて水／水素ガスの混相流となり、送液ポンプ５
０５で水素ガス相が予備粉砕された後、液体処理ノズル１にて水素ガスの溶解及び微細気
泡への粉砕処理がなされ、タンク５０２に戻る。以降、タンク５０２内の水は循環しなが
ら水素ガスの溶解及び微細気泡への粉砕が継続され、水素ガスの溶存濃度あるいは微細気
泡の形成濃度が、図２９の１パスの場合よりも高められることとなる。こうして得られる
循環水は、タンクに設けられたバルブ５０４を有する取出口５０３から回収される。
　また、水素の溶存濃度が飽和値（たとえば常温常圧にて１．６ｐｐｍ）に到達した後も
水素ガスを供給しながら循環を継続すると、溶存水素濃度は頭打ちとなるが、微細気泡の
形成濃度は増加し続ける。その結果、たとえば加圧等により水素ガスを溶存させただけの
水と比較して、溶存水素濃度自体には大きな差は見られないが、循環停止後に水を大気開
放して放置したときの高溶存水素濃度の持続時間は、微細気泡水素（水素ナノバブルある
いはコロイド状水素）を多量に含む分、水素ガスを溶存させただけの水よりも相当長くな
るのである（図３７、図３８：後述）。
　図３２においては、水素ボンベ４２０に替えて窒素ボンベ４３０を用いると、原料水５
０２の窒素溶解処理、ひいてはそれによる脱酸素処理が可能となる。窒素ガスの溶解効率
が高くなることにより、より少ない窒素ガス流量及び循環時間にて、原料水５０２の酸素
濃度を低減することができる。窒素微細気泡の形成により、低溶存酸素濃度状態を長期間
保つことができるようになる。液体処理ノズル１が前述の標準構成となっていることで、
液体処理ノズル１の入口側でのポンプ送水圧をたとえば０．０１５ＭＰａ以上０．３ＭＰ
ａ以下、窒素／水流量比Ｑ１／Ｑ２を０．１以上０．３以下として、たとえば高々３循環
程度までで、水の溶存酸素濃度を１ｐｐｍ以下とすることができる。このような酸素低減
水は生鮮食品の洗浄（特に野菜洗浄機）に導入することで、酸素により酸化が抑制される
ことから、洗浄される食品の鮮度向上に大きく貢献する。また、酸素低減水を凍結して得
られる氷は窒素氷と称され、鮮魚などの低温保存に使用することで、これもその鮮度維持
等に大きな威力を発揮する。また、原料水５０２を、酒やワインなどのアルコール飲料と
することも可能である。その結果、循環前に溶存していた酸素が窒素置換により排出され
、アルコール飲料の酸化防止を図ることができる。これにより、飲料の酸化防止に添加さ
れていた亜硝酸塩等の酸化防止剤の添加量を削減したり、あるいは廃止したりすることが
可能となる。そして、窒素微細気泡が大量に導入される結果、アルコール飲料中の酸素濃
度はその後も上昇しにくくなり、長期にわたる品質保持も可能となる。
　また、図３２において、水素ボンベ４２０に替えて酸素ボンベ４４０を用いると、原料
水５０２の酸素溶解処理が可能となる。少ない酸素ガス流量及び循環時間にて溶存酸素濃
度を顕著に上昇させることができる。タンク５０１に替えて、魚の飼育槽や、活魚（貝類
も含む）を養生するための生簀とすることもでき、魚や貝などの酸素消費体が存在してい
ても、より少ない酸素ガス流量にて高溶存酸素濃度を維持でき、ひいては魚や貝の鮮度維
持、あるいは飼育密度の向上などに大いに貢献する。ガスとしては純酸素を用いてもよい
し、元から酸素が欠乏する原水を使用する場合は、空気など窒素と酸素の混合ガスを用い
てもよい。標準構成の液体処理ノズルを用いる場合は、前述の構成の混相流を形成するた
めの酸素流量をＱ１、水流量をＱ２としたとき、液体処理ノズル１の入口側でのポンプ送
水圧を０．０１５ＭＰａ以上０．３ＭＰａ以下、酸素／水流量比Ｑ１／Ｑ２を０．１以上
０．３以下として循環供給することにより、水の溶存酸素濃度を１０ｐｐｍ以上４０ｐｐ
ｍ以下に上昇させることができる。なお、酸素ガス源あるいは窒素ガス源には、ボンベ以
外にも、ＰＳＡ（Ｐｒｅｓｓｕｒｅ　Ｓｗｉｎｇ　Ａｄｓｏｒｐｔｉｏｎ）方式による酸
素濃縮器あるいは窒素濃縮器を用いてもよいし、大規模にガス溶解を実施する場合は液体
酸素ないし液体窒素を利用する気化式ガス発生装置を利用することも可能である。
　図３３の装置５６０は、図３２の装置を、オゾンの循環溶解が可能となるように変形し
たものである（図３２の装置５５０と共通の部分には同じ符号を付与し、説明は省略する
）。まず、オゾン発生源として、原料となる酸素ガスの供給源、ここでは酸素ボンベ４４
０と、該酸素ボンベからの酸素をオゾン化するオゾン発生器（オゾナイザ）５６３とを有
し、ガス供給チューブ４１２にはオゾン発生器５６３より、たとえば濃度１０ｐｐｍ以上
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１００ｐｐｍ以下のオゾン含有ガス（オゾン以外の部分はオゾン化しなかった酸素）が供
給される。図３２と同様に循環処理を行うことにより、原料水を、オゾン／酸素混合気の
微細気泡を含有したオゾン水とすることができる。標準構成の液体処理ノズルを用いる場
合は、前述の構成の混相流を形成するためのオゾン流量をＱ１、水流量をＱ２としたとき
、液体処理ノズル１の入口側でのポンプ送水圧を０．０１５ＭＰａ以上０．３ＭＰａ以下
、オゾン含有ガス／水流量比Ｑ１／Ｑ２を０．１以上０．３以下として循環供給すること
により、水の溶存オゾン濃度を１ｐｐｍ以上２０ｐｐｍ以下に上昇させることができる。
なお、循環させる気液混相流中のガス相は大半が酸素であるから、溶解しなかった廃酸素
／オゾン混合気（以下、廃オゾンガスという）は、タンク５０１内にて浮上する。そこで
、本実施形態では、この浮上する廃オゾン（＋酸素ガス）をオゾン発生器に戻して再利用
する廃オゾンガス帰還経路４１３が設けられており、酸素及びオゾンの有効利用が図られ
ている。なお、酸素源としては空気を用いることも可能である。
　溶存オゾン水は一般に、大気に暴露した場合（特に、紫外線の照射下）に、オゾンの分
解により、たとえば５ｐｐｍ程度の溶存オゾンは数分程度で消失することが知られている
。しかし、本発明の方法を用いると、得られるオゾン水にはオゾンを含有した微細気泡が
多量に含有される。これにより、大気に暴露した場合の溶存オゾン濃度の持続時間を飛躍
的に高めることができるようになる。
（実施の形態５）
　炭酸ガスを溶解する場合、水としては、次亜塩素酸ナトリウム水溶液を使用することも
できる。これにより、次亜塩素酸ナトリウム水溶液のｐＨ値が例えば４．３～６前後の弱
酸性に保たれ、殺菌や消毒に有効な解離状体の次亜塩素酸濃度を大幅に高めることができ
るとともに、炭酸特有のｐＨ緩衝作用によりｐＨ値の変動も小さくすることができる。次
亜塩素酸ナトリウム水溶液は、次亜塩素酸イオン濃度が１０ｐｐｍ以上１０００ｐｐｍ以
下（３０ｐｐｍ～２００ｐｐｍ以下が特に望ましい）であり、炭酸ガスの溶解濃度は２０
０ｐｐｍ以上１５００ｐｐｍ以下である。
　たとえば、目標濃度の次亜塩素酸ナトリウム水溶液をあらかじめ用意し、これを図示し
ないタンク等に貯留して、図２６あるいは図２８のガス溶解装置２００，２５０の液流入
管接続部２０２Ｂ側から外部ポンプ等を用いて送液して炭酸ガスを溶解させ、次亜塩素酸
ナトリウム水溶液のｐＨを４．３～６に調整した後、液排出管接続部２０２Ａ側から取り
出して消毒等に用いることができる。
　一方、次亜塩素酸ナトリウム水溶液を用いず、通常の水にガス溶解装置２００，２５０
を用いて炭酸ガスを溶解し、追って次亜塩素酸ナトリウム水溶液を添加するようにしても
よい。このようにすると、特に液体処理ノズルの衝突部（ねじ部材）の材質に要求される
耐化学薬品性を大幅に軽減することができる。この場合、液排出管接続部２０２Ａ側から
取り出した炭酸ガス溶解済みの水に、目標濃度よりも高濃度の次亜塩素酸ナトリウム水溶
液を添加することにより、ｐＨ調整済みの次亜塩素酸ナトリウム水溶液として用いること
が可能である。
　一方、図２６、図２８あるいは図３０のガス溶解装置２００，２５０，２６０において
、液体処理ノズルから送出される炭酸ガスが溶解した水に対し、次亜塩素酸ナトリウム水
溶液を定量供給する次亜塩素酸ナトリウム水溶液供給部を組み込んだ装置を構成すること
も可能である。図３４の装置２７０は、図３０のガス溶解装置２６０に組み込んだ例を示
すものであり、次亜塩素酸ナトリウム水溶液供給部３１０は、次亜塩素酸ナトリウム水溶
液を保持する水溶液タンク３１１と、液体処理ノズル７１の下流に組み込まれた水溶液供
給ノズル３１７と、水溶液タンク３１１の次亜塩素酸ナトリウム水溶液を水溶液供給ノズ
ル３１７に定量送液する送液ポンプ３１２とを有する。この実施形態では、水溶液供給ノ
ズル３１７はティー継手（ベンチュリ型のエジェクタでもよい）を用いて構成し、その分
岐開口に液導入用継手３３０が取り付けられ、水溶液タンク３１１からの液供給配管３１
４が送液ポンプ３１２を介して液導入用継手３３０に取り付けられている。その余の構成
及び基本動作については図２６と同じであり、共通する構成要素には図２６と同一の符号
を付与してある。
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　電源スイッチ２１４をオンにすると、ポンプ２１８が動作し、液流入管接続部２０２Ｂ
側から原料水を取り込みつつ図２９と同一の動作にて液体処理ノズル７１により炭酸ガス
が溶解する。これと同時に送液ポンプ３１２が動作し、液体処理ノズル７１下流側で水溶
液供給ノズル３１７から次亜塩素酸ナトリウム水溶液が定量注入される。送液ポンプ３１
２の流量は、添加する次亜塩素酸ナトリウム水溶液の濃度と、ポンプ２１８が送液する原
料水の流量に応じ、液排出管接続部２０２Ａ側で得られる次亜塩素酸イオン濃度が１０ｐ
ｐｍ以上１０００ｐｐｍ以下となるように設定される。
　なお、次亜塩素酸ナトリウム水溶液の注入中に、炭酸ガスの供給・停止を手動又は自動
により切り替え可能に構成することも可能である。図３４においては切り替えスイッチ３
３１を追加し、その切り替え信号ＳＣを受けた制御基板２０１が、図２６の装置における
フットスイッチ２１６の作用と同様に電磁弁２０８の開閉を行い、炭酸ガスの供給・停止
を切り替える。このようにすると、炭酸ガスの供給モードでは液排出管接続部２０２Ａか
らは殺菌性の高い弱酸性次亜塩素酸水が得られ、炭酸ガスの停止モードでは洗浄性の高い
アルカリ性の次亜塩素酸ナトリウム水溶液（つまり、タンク３１１内の次亜塩素酸ナトリ
ウム水をポンプ２１８が送液する原料水で希釈しただけのもの）が得られる。たとえば、
炭酸ガスの停止モードで得られるアルカリ性の次亜塩素酸ナトリウム水溶液を用いて先に
油脂やタンパク系の汚れを洗浄・除去した後、炭酸ガスの供給モードに切り替えて弱酸性
次亜塩素酸水により除菌処理を行うなど、より高水準の衛生維持に貢献できる。
【実施例】
【０００９】
　以下、本発明の液体処理ノズルの効果を確認するために種々の試験を行った。
（実施例１）
　ノズルの形態はガス溶解を行わない試験については図２３に示すノズル１７１を、ガス
溶解を行う試験については図２０に示すノズル７１を使用した。これら、両ノズルは、ノ
ズル本体２の鍔状部２ａにおけるガス導入孔２８の有無のみである。ノズル本体２の材質
はＡＢＳ樹脂であり、液体入口４と液体出口５の内径はφ１４ｍｍ（後述の表１：比較例
である番号１７，１８は１８ｍｍ）、流入室６及び流出室７の流れ方向の長さはそれぞれ
３０ｍｍである。コア部ＣＯＲＥについては、絞り孔９の形成個数を図２に示す配置にて
２個、ないし図１５に示す４個のいずれかとし、絞り孔９の内径ｄはφ３．０～φ４．６
ｍｍ種々の値に、絞り孔変位Ｔについては０．９～５．５ｍｍの種々の値にそれぞれ設定
した。隔壁部８については、その外周縁が、絞り孔９の内径ｄと絞り孔変位Ｔの値に応じ
、図１及び図１５の投影に示すごとく、液体流路３の中心軸線Ｏを中心とした絞り孔９内
周縁への外接円２０とほぼ一致するように形成し、その厚みを７．０～２０．０ｍｍの種
々の値に調整した。流入室６及び流出室７の内周面は、各々液体入口４と液体出口５との
内周縁から、隔壁部８の対応する側の外周縁に至る連続テーパ面として形成した。これに
より、各ノズルの絞り孔アスペクト比は１．５２～６．６７、絞り孔集約率Ｋは０．１１
～０．５５の種々の値に設定されている。
　次に、衝突部１０は脚部先端面が平坦に形成されたねじ部材により、具体的にはＭ１．
４ないしＭ１．６のＪＩＳ並目ピッチのなべ小ねじ（ＳＵＳ３０４ステンレス鋼製）を使
用して形成した。このうち、図１型のレイアウトによる、絞り孔９の数が２個のノズルに
ついては、各絞り孔に対して４本のねじ部材を図２に示す形態で配置した。図６に示すご
とく、各絞り孔９について互いにずれて配置される二組のねじ対１０Ａ，１０Ｂないし１
０Ｃ，１０Ｄの軸線方向の距離Ｊは、使用したねじ部材の外径（１．４ｍｍないし１．６
ｍｍ）と等しく設定してある。また、絞り孔９に対する軸線方向のねじ対の配置位置は、
個々のねじ対についてねじ孔９の残区間長Ｌｐ１～Ｌｐ４が、その平均値（残区間平均長
）にて２．８～１３．８ｍｍの種々の値となるように設定している。他方、流入室側につ
いては、図６のごとく、最も上流側のねじ部材対１０Ｄの上流側の縁の位置を隔壁部８の
端面と一致するように定めている。一方、図１５型の絞り孔９の数が４個のノズルについ
ては、各絞り孔に対して１本のねじ部材を、絞り孔９に対する残区間長Ｌｐが０～７ｍｍ
となるように配置している。また、図２０のガス導入孔２８については、内径をφ２ｍｍ
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として、対応する絞り孔９内でねじ部材よりも上流に開口する形で形成している。
　また、個々のノズルのコア部ＣＯＲＥにおける合計流通断面積Ｓｅは、液流入口４側か
ら内部の実体写真を撮影し、その写真から液流通領域（つまり、図３等においてねじ部材
１０に遮られない主流通領域２１及び液体流ギャップ１５の合計）の面積（以下、合計流
通断面積Ｓｅという）を画像解析することにより算出した。該合計流通断面積Ｓｅの値も
含め、コア部ＣＯＲＥにおける主要寸法及びパラメータの数値を表１にまとめて示してい
る。このうち、＊を付与した番号のノズルは、表中同様に＊を付与した寸法ないしパラメ
ータの値にて本発明の範囲外となっていることを示すものである。
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　以上のノズルを用いて、次の試験を行った。結果を表２にまとめて示している。
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【表２】

（１）一定水圧での流量の測定
　元圧０．２ＭＰａの水道蛇口から延びる配管を各ノズルの流入口側に接続し、かつ、そ
の入口側に水圧計を取り付けた。そして、その状態で水道蛇口の開きを、水圧計の指示圧
が０．１ＭＰａとなるように調整し、ノズルの流出口から流出する水道水（溶存酸素濃度
：８ｐｐｍ）の流量（水流量Ｑ：Ｌ／ｍｉｎ）を測定した。また、この水流量Ｑを表１の
合計流通断面積Ｓｅで除した値を水流束Ｑ／Ｓ（Ｌ・ｍｍ２／ｍｉｎ）として算出した。
（２）平均気泡径の測定
　（１）にて、ノズルの流出口から流出する水道水をレーザー回折式粒度分布測定装置（
（株）島津製作所：ＳＡＬＤ７１００Ｈ）の測定セルに導き、平均気泡径を測定した。ノ
ズルから流出した水は１Ｌのビーカーに採取した後、１分間放置して粗大な気泡を浮上さ
せたのち測定に供している。レーザー回折式粒度分布測定装置は、測定セルにレーザー光
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ビームを一定角度で入射し、気泡と水との屈折率差及び気泡径に応じ、気液界面で生じる
光散乱の立体的な散乱分布が異なることを利用して、角度別の散乱光強度を個別の光検出
器により検出し、各センサの検出強度分布から気泡径分布に係る情報を得るものである。
得られる分布は体積気泡径分布であるが、装置付属のソフトウェアにより、気泡を球形近
似することにより数平均径分布に変換し、これに基づいて算出した数平均気泡径を表示し
ている。また、上記測定装置にはセルを通過するレーザー光の吸光度を測定する機能が付
随しており、この吸光度が高いほどセル内には高濃度で気泡が存在することを意味する。
該吸光度の値は相対的なものであり、気泡濃度の絶対値の情報は得られないが、同時に測
定する複数試料の気泡濃度を相対的に比較することが可能であり、表２には該吸光度の値
も合わせて表示している（なお、装置が表示する吸光度の最大値は０．２である）。
（３）炭酸ガス溶解テスト
　図２６のガス溶解装置２００のノズル７１として表１の種々のノズルを組み込み、給湯
器を用いて水温３５℃の温水を、液供給管接続部２０２Ｂ側に取り付けた水圧計にて動水
圧が０．１ＭＰａとなるように調整し流しつつ、ガス供給口継手２１１から炭酸ガスを、
供給圧０．２ＭＰａ、炭酸ガス流量が水流量と同じになるように供給することにより、炭
酸ガスを溶解させ温水を液流出管接続部２０２Ａに接続したホースより回収して、市販の
炭酸ガス濃度計を用いて炭酸ガス濃度を測定した。
（４）水素ガス溶解テスト
　図３２に示す装置５５０に表１の種々のノズル（ただし、ガス導入孔なし）を組み込み
、タンク５０１を逆浸透膜処理した精製水１８０Ｌで満たすとともに、ポンプ循環流量を
ノズル１とポンプ５０５との間で測定した供給圧が０．１ＭＰａとなるように調整した。
この状態でガス導入部２１９から水素ガスを、供給圧力０．３ＭＰａ、水素ガス流量が常
圧換算にて循環流量の２０％となるように調整しつつ供給して水素ガス溶解を行った（タ
ンク上部は大気開放）。循環時間は、タンク内精製水の体積をポンプ循環時間で除した時
間と等しくなるように定めた。循環停止後、水素ガス溶解済みの水を取出口５０３から開
口径１８ｃｍの樹脂製ビーカーに５Ｌだけ採取し、隔膜ポーラ口電極式の溶存水素計にて
溶存水素濃度を直ちに測定した。
（５）窒素ガス溶解テスト
　図３２に示す装置５５０に表１の種々のノズル（ただし、ガス導入孔なし）を組み込み
、タンク５０１を３０Ｌの水道水（溶存酸素濃度８ｐｐｍ）で満たすとともに、ポンプ循
環流量をノズル１とポンプ５０５との間で測定した供給圧が０．１ＭＰａとなるように調
整した。この状態でガス導入部２１９から窒素ガスを、供給圧力０．３ＭＰａ、窒素ガス
流量が常圧換算にて循環流量の２０％となるように調整しつつ供給して窒素ガス溶解を行
うとともに（タンク上部は大気開放）、タンク内の水の溶存酸素濃度を光学式溶存酸素計
にて継続的に測定し、酸素濃度が１ｐｐｍ未満の値となるまでに要する時間を特定した。
（５）酸素ガス溶解テスト
　図３２に示す装置５５０に表１の種々のノズル（ただし、ガス導入孔なし）を組み込み
、周知の減圧脱気処理により脱酸素した水３０Ｌにてタンク５０１を満たすとともに、ポ
ンプ循環流量をノズル１とポンプ５０５との間で測定した供給圧が０．１ＭＰａとなるよ
うに調整した。この状態でガス導入部２１９から純酸素ガスを、供給圧力０．３ＭＰａ、
酸素ガス流量が常圧換算にて循環流量の２０％となるように調整しつつ供給して酸素ガス
溶解を行った（タンク上部は大気開放）。循環時間は、タンク内精製水の体積をポンプ循
環流量で除した時間と等しくなるように定めた。循環停止後、酸素ガス溶解済みの水を取
出口５０３から開口径１８ｃｍの樹脂製ビーカーに５Ｌだけ直ちに採取し、光学式溶存酸
素計にて溶存酸素濃度を測定した。
　以下、得られた結果について説明する。
（Ａ）水流束と微細気泡の発生効率について
　本発明の液体処理ノズルの要件、すなわち絞り孔アスペクト比３．５以下、及び（絞り
孔変位Ｔ）＜（絞り孔の内径ｄ）を充足する実施例ノズル（番号１～１４）は、これら２
つの条件をいずれも充足しない番号１７及び１８の比較例ノズル（このうち、番号１８の
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ノズルは図４０に示した特許文献９のノズルとほぼ同一の構成を有するものである）より
も、同じ水供給圧力にて得られる水流束値が大幅に高い。また、レーザー散乱式粒度計に
よる気泡数平均径の値は１２０ｎｍ～２９０ｎｍと非常に小さく、かつ、こうした微細気
泡の濃度を反映した吸光度の値が比較例ノズル１７，１８より数倍ないし数十倍高い。す
なわち、比較例ノズルよりも大流量であって、かつ微細気泡の発生効率に優れた液体処理
ノズルが実現されていることが明らかである。また、絞り孔アスペクト比と絞り孔変位Ｔ
の一方のみが本発明の条件を充足しない番号１５及び１６の比較例ノズルは水流束及び吸
光度の値は若干改善されるものの、本発明実施例である番号１～１４の液体処理ノズルに
は及ばない。
　また、番号１～１４の実施例ノズルにおいては、絞り孔アスペクト比の値が小さくなる
ほど、また、絞り孔変位Ｔの絞り孔の内径ｄからの隔たりが大きくなるほど水流束の値は
大きくなり、また、気泡径の数平均値の値は小さくなり、気泡形成密度を反映した吸光度
の値は大きくなる傾向にある。この場合、残区間平均長の値以外を同じに設定した番号６
と番号７の結果を比較すれば明らかな通り、残区間アスペクト比が小さい番号６のノズル
は、残区間アスペクト比が大きい番号７のノズルと水流束の値はほぼ同じであるが、気泡
径の数平均値の値は番号６のノズルのほうが小さく、吸光度の値は大きくなる傾向にある
。すなわち、絞り孔の残区間長が短いノズルのほうが、微細気泡の発生効率が高いことが
わかる。
　また、合計流通断面積、絞り孔変位及び絞り孔アスペクト比がほぼ同じ値に設定された
ノズルのうち、絞り孔９の数を２つとし、各絞り孔９に図２のごとくに４本のねじ部材を
配した番号１のノズルと、図１５のごとく絞り孔９の数を４つとし、各絞り孔９に１本の
ねじ部材を配した番号１１のノズルの場合を比較すると、水流束の値はそれほど大きな開
きはないものの、図２型の構成を採用した番号１のノズルのほうが、微細気泡の発生効率
に優れていることがわかる。
（Ｂ）ガスの溶解効率について
　本発明の液体処理ノズルの要件を充足する実施例ノズル（番号１～１４）は、これら２
つの条件をいずれも充足しない番号１７及び１８の比較例ノズルよりも、同じ水供給圧力
及び同じガス／水流量比で溶解を行っているにもかかわらず、炭酸ガス濃度、溶存水素濃
度、及び溶存酸素濃度のいずれも高く、優れたガス溶解能力を発揮することがわかる。特
に、水への溶解度が高く水との混合比が非常に大きくならざるを得ない炭酸ガスは、１パ
ス溶解であるにも関わらず、実施例ノズルは比較例ノズルの２～４倍以上の濃度にて溶解
できていることがわかる。絞り孔アスペクト比と絞り孔変位Ｔの一方のみが本発明の条件
を充足する番号１５及び１６の比較例ノズルは、炭酸ガス濃度は若干上昇するものの、実
施例ノズルとの差は依然非常に大きい。また、水への体積溶解率が非常に小さい水素に関
しても、比較例ノズルを用いた場合は非常に低い溶存水素濃度しか得られていないが、実
施例ノズルでは高濃度で水素が溶解できており、条件によっては、溶存水素の飽和値であ
る１．６ｐｐｍないしそれを超える溶存水素の測定値が得られている。隔膜ポーラ口グラ
フ式溶存水素計においては、水素の微細気泡が多量に含まれている場合、飽和濃度以上の
溶存濃度測定値を示す現象が見られる。また、体積溶解度がさらに小さい窒素の場合、実
施例ノズルは溶存酸素濃度が１ｐｐｍに到達するまでの時間が比較例ノズル（番号１５，
１６）よりも短く、窒素置換による脱酸素能力にも優れていることがわかる（なお、比較
例１７，１８は循環１５分を経過しても溶存酸素濃度を１ｐｐｍ未満とできなかったので
、テストを途中で打ち切った）。
　また、番号１～１４の実施例ノズルにおいては、絞り孔アスペクト比の値が小さくなる
ほど、また、絞り孔変位Ｔの絞り孔の内径ｄからの隔たりが大きくなるほどガスの種別に
よらずその溶解効率が向上していることがわかる。この場合、残区間平均長の値以外を同
じに設定した番号６と番号７の結果を比較すれば明らかな通り、残区間アスペクト比が小
さい番号６のノズルは、残区間アスペクト比が大きい番号７のノズルと水流束の値はほぼ
同じであるが、どのガスについても番号７よりもはるかに高い溶解性能を示している。ま
た、合計流通断面積、絞り孔変位及び絞り孔アスペクト比がほぼ同じ値に設定されノズル
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のうち、前述の番号１のノズルと番号１１のノズルの場合を比較すると、図２型の構成を
採用した番号１のノズルのほうが、ガスの種別によらず番号１１の２倍以上の溶解性能を
示していることもわかる。
　（実施例２）
　表１のノズルのうち、特にガス溶解性能の高かった番号１のノズルについて、炭酸ガス
及び水素ガスの溶解能力をさらに詳細に調べた結果について説明する。まず、炭酸ガスに
ついては、実施例１と同じ装置にて、水圧と炭酸ガス／水流量比を種々の値に設定し、得
られた水のｐＨ及び炭酸ガス濃度を測定した。具体的には、水流量（水流束）を種々の値
に固定しつつ、炭酸ガスの流量（ガス圧力は実施例１と同じ）を変更しながら、上記の測
定を行った。また、得られた水の炭酸ガス濃度から溶存炭酸ガス体積を計算し、流した炭
酸ガスの総流量に基づいて炭酸ガスの溶解効率と、溶解しきれず廃ガスとなる流量（排ガ
ス流量）とを算出した。以上の結果を表３に示すとともに、水流束の値ごとに各炭酸ガス
／水流量比に対し炭酸ガス濃度測定結果をプロットしたグラフを図３５に、同様に炭酸ガ
ス溶解効率の計算結果をプロットした結果を図３６にそれぞれ示す。

【表３】
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　ノズルの水流束が０．３５Ｌ・ｍｍ２／ｍｉｎ以上が確保されている条件では、炭酸ガ
ス／水流量比に対し、図３５のごとく炭酸ガスの溶解濃度はほぼ直線的に増加していくが
、図３６に示すように、炭酸ガスの溶解効率は逆に直線的に低下していく傾向にある。そ
して、炭酸ガスの溶解効率は、水流束が高くなるほど上昇することもわかる。注目するべ
きは、表３に示すごとく、一般家庭の供給される水道圧力レベルの０．１ＭＰａないしそ
れよりもはるかに低い水圧レベルでも、５０％～１２０％もの広い炭酸ガス／水流量比に
て常に５０％ないしそれ以上の溶解効率が達成され、８００ｐｐｍ以上、多くの条件にて
１０００ｐｐｍ以上の極めて高い炭酸ガス溶解濃度が、１パス流通にて安定的に得られて



(37) JP 6182715 B2 2017.8.23

10

20

30

40

50

いる点である。なお、炭酸ガス／水流量比が１１５％を超える条件では、未溶解の炭酸ガ
スによる水流の脈動が顕著となり特にシャワーヘッドを接続した場合は、脈動に伴う騒音
が増加した。
　また、図３７は、同じ番号１のノズルを用い、実施例１と同じ条件で水素を導入しつつ
水を循環させた時の、溶存水素濃度の測定値と循環時間の関係を示すグラフである（タン
ク上部は大気開放）。表２によると、番号１のノズルの水圧０．１ＭＰａでの流量は１５
．７Ｌで／分であり、タンク内の水１８０Ｌを一巡させるのに約１２分が必要である。す
なわち、１２分後の溶存水素値は、同じ条件で水素を流通しながらノズルに水を１パス流
通させた時に得られる水素濃度値をほぼ反映していると考えられるが、図３７のグラフに
よると、１２分後の溶存水素濃度はすでに１ｐｐｍを超えていることがわかり、水素ガス
を向き込みながら水道圧レベルの水圧でノズルを通すだけで、加圧などの処理を施さずと
も、極めて簡単に高濃度の水素を溶解できることがわかる。そして、その後、ほぼ二巡目
に相当する２４分後には水素濃度は常温常圧での飽和値１．６ｐｐｍに到達し、その後３
０分を経過した時点で飽和値を超える１．８ｐｐｍ前後となったのち、６０分後までほぼ
同じ溶存水素値を維持し続けた。
　そして、６０分まで循環を行った水を、開口径１８ｃｍの樹脂製ビーカーに５Ｌ採取し
、これを気温２０℃の条件で大気中に暴露しながら、溶存水素濃度の変化を調べた。なお
、比較のため、５Ｌの水を圧力容器に入れ、０．１５ＭＰａの圧力にて水素ガスを加圧し
１時間保持した後圧力解除したものの溶存水素濃度の変化を同時に測定した。その結果を
図３８に示す。比較例の水は溶存水素のみを含んでいると推定されるが、溶存水素濃度の
初期値はほぼ飽和値の１．６ｐｐｍを示したものの８時間後には初期値の半分を大きく下
回る０．５ｐｐｍとなり、１６時間後には０．２ｐｐｍまで減少した。これに対し、実施
例の水は、１６時間を経過してもなお、１．２ｐｐｍもの非常に高い溶存水素濃度を示す
ことがわかる。このような持続性の高い溶存水素水が、上記のごとく極めて簡単な方法で
得られることは特筆に値する。
　ヘンリーの法則に従う溶存水素の蒸発はヘルツ・クヌーセンの式に従って進行し、接触
雰囲気における液面直上の水素濃度、すなわち溶存水素濃度に比例して蒸発速度が増加す
ることが知られている。すなわち、同じ溶存水素濃度を示す瞬間であれば、実施例の水も
比較例の水も同じ蒸発流束で溶存水素が揮散していると考えなければならない。したがっ
て、溶存水素濃度の測定値の減少速度が小さくなるということは、水素の蒸発速度そのも
のが低下しているからではなく、実施例の水が溶存水素以外に水素微細気泡を大量に含ん
でおり、溶存水素が蒸発して濃度が減少しようとしても、微細気泡からの水素が新たに周
囲の水に溶出して補われる結果、溶存水素の減少速度が見かけ上小さくなっていることに
他ならない。
　なお、溶存水素の蒸発速度は、ヘルツ・クヌーセンの式によれば、容器内での液面の面
積に比例し液体積に反比例して変化する。従って、溶存水素濃度の持続時間を測定する場
合、同じ形状の容器に同じ量だけ液体を入れて測定したデータ同士でなければ、直接比較
ができないことを付言しておく。
【符号の説明】
【００１０】
１，５１，７１，１７１　液体処理ノズル
２　ノズル本体
Ｏ　中心軸線
３　液体流路
４　液体入口
５　液体出口
６　流入室
７　流出室
８　隔壁部
９　絞り孔
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１０　衝突部（ねじ部材）
ＣＯＲＥ　処理コア部
１１　山部
１２　谷部
１５　液体流通ギャップ
１６　流入側接続部（ねじ部）
１７　流出側接続部（ねじ部）
２０　外接円
２８　ガス導入孔
２００，２６０，２７０，５００，５５０，５６０　ガス溶解装置

【図１】 【図２】
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