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(57)【要約】
【課題】酸化処理剤による処理対象表面の酸化処理効果
を確実に得ることができる技術を提供することを課題と
する。
【解決手段】処理室２内の処理対象表面を酸化処理剤に
よって酸化させる処理を行う、酸化処理剤を用いた酸化
処理方法であって、処理室２内の処理対象表面に処理室
２内の水分を結露させる結露発生工程（ステップＳ１１
）を具備し、処理室２内の処理対象表面に結露が生じた
状態で、処理室２内の処理対象表面を酸化処理剤によっ
て酸化させる処理を行う（ステップＳ１２）、酸化処理
剤を用いた酸化処理方法とする。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　処理室内の処理対象表面を酸化処理剤によって酸化させる処理を行う、酸化処理剤を用
いた酸化処理方法であって、
　前記処理室内の処理対象表面に前記処理室内の水分を結露させる結露発生工程を具備し
、
　前記処理室内の処理対象表面に結露が生じた状態で、前記処理室内の処理対象表面を酸
化処理剤によって酸化させる処理を行う、
　酸化処理剤を用いた酸化処理方法。
【請求項２】
　前記結露発生工程は、前記処理室内の温度を低下させることによって行われる、
　請求項１に記載の酸化処理剤を用いた酸化処理方法。
【請求項３】
　前記結露発生工程は、前記処理室内に供給される酸化処理剤の温度を上昇させることに
よって行われる、
　請求項１に記載の酸化処理剤を用いた酸化処理方法。
【請求項４】
　前記処理室内の処理対象表面を酸化処理剤によって酸化させる処理を行った後、前記処
理室内の処理対象表面の結露を除去する結露除去工程を具備する、
　請求項１から請求項３のいずれか一項に記載の酸化処理剤を用いた酸化処理方法。
【請求項５】
　前記結露除去工程は、前記処理室内の温度を上昇させることによって行われる、
　請求項４に記載の酸化処理剤を用いた酸化処理方法。
【請求項６】
　前記酸化処理剤は、過酸化水素ガスとオゾンガスとの混合ガスである、
　請求項１から請求項５のいずれか一項に記載の酸化処理剤を用いた酸化処理方法。
【請求項７】
　前記酸化処理剤は、オゾンガスと過酸化水素水との混合流体である、
　請求項１から請求項５のいずれか一項に記載の酸化処理剤を用いた酸化処理方法。
【請求項８】
　前記酸化処理剤は、オゾンガスである、
　請求項１、請求項２、請求項４、または、請求項５のいずれか一項に記載の酸化処理剤
を用いた酸化処理方法。
【請求項９】
　処理室内の処理対象表面を酸化処理剤によって酸化させる処理を行うように構成される
、酸化処理システムであって、
　前記処理室内の処理対象表面に前記処理室内の水分を結露させる結露発生装置を具備し
、
　前記処理室内の処理対象表面に結露が生じた状態で、前記処理室内の処理対象表面を前
記酸化処理剤によって酸化させる処理を行うように構成される、
　酸化処理システム。
【請求項１０】
　前記処理室内の処理対象表面を酸化処理剤によって酸化させる処理を行った後、前記処
理室内の処理対象表面の結露を除去する結露除去装置を具備する、
　請求項９に記載の酸化処理システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、酸化処理方法および酸化処理システムの技術に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　従来、処理室内の処理対象を酸化処理して、これを殺菌、洗浄、または、脱臭等する酸
化処理方法または酸化処理システムの技術は種々知られている。
　前記酸化処理方法または前記酸化処理システムによって酸化処理される処理対象には、
例えば、医療機器や手術室内やクリーンルームや電子部品や電気製品等の固体の表面があ
る。
【０００３】
　また、前記酸化処理方法または前記酸化処理システムには、オゾンや過酸化水素等の酸
化処理剤を用いて処理室内の処理対象の酸化処理を行うものがある（特許文献１参照）。
　前記酸化処理方法または前記酸化処理システムでは、処理室内に酸化処理剤（例えば、
オゾンガスや過酸化水素ガス等）が供給されると、当該酸化処理剤が処理室内の処理対象
表面に接触することによって、処理対象表面の酸化が行われる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開昭６３－５９９６１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、前記酸化処理方法または前記酸化処理システムでは、処理室内に供給さ
れた酸化処理剤（オゾンガスや過酸化水素ガス等）のうち多くのものが、処理室内の処理
対象表面に接触せずに処理室内を浮遊し、処理対象表面の酸化を行う前に処理室内から排
気され、または、処理室内で酸素となる場合がある。
　このため、前記酸化処理方法または前記酸化処理システムでは、酸化処理剤による処理
対象表面の酸化処理効果を確実に得ることができない場合があった。
【０００６】
　本発明は以上の如き状況に鑑みてなされたものであり、酸化処理剤による処理対象表面
の酸化処理効果を確実に得ることができる技術を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の解決しようとする課題は以上の如くであり、次にこの課題を解決するための手
段を説明する。
【０００８】
　即ち、請求項１においては、処理室内の処理対象表面を酸化処理剤によって酸化させる
処理を行う、酸化処理剤を用いた酸化処理方法であって、前記処理室内の処理対象表面に
前記処理室内の水分を結露させる結露発生工程を具備し、前記処理室内の処理対象表面に
結露が生じた状態で、前記処理室内の処理対象表面を酸化処理剤によって酸化させる処理
を行うものである。
【０００９】
　請求項２においては、前記結露発生工程は、前記処理室内の温度を低下させることによ
って行われるものである。
【００１０】
　請求項３においては、前記結露発生工程は、前記処理室内に供給される酸化処理剤の温
度を上昇させることによって行われるものである。
【００１１】
　請求項４においては、前記処理室内の処理対象表面を酸化処理剤によって酸化させる処
理を行った後、前記処理室内の処理対象表面の結露を除去する結露除去工程を具備するも
のである。
【００１２】
　請求項５においては、前記結露除去工程は、前記処理室内の温度を上昇させることによ
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って行われるものである。
【００１３】
　請求項６においては、前記酸化処理剤は、過酸化水素ガスとオゾンガスとの混合ガスで
あるとしたものである。
【００１４】
　請求項７においては、前記酸化処理剤は、オゾンガスと過酸化水素水との混合流体であ
るとしたものである。
【００１５】
　請求項８においては、前記酸化処理剤は、オゾンガスであるとしたものである。
【００１６】
　請求項９においては、処理室内の処理対象表面を酸化処理剤によって酸化させる処理を
行うように構成される、酸化処理システムであって、前記処理室内の処理対象表面に前記
処理室内の水分を結露させる結露発生装置を具備し、前記処理室内の処理対象表面に結露
が生じた状態で、前記処理室内の処理対象表面を前記酸化処理剤によって酸化させる処理
を行うように構成されるものである。
【００１７】
　請求項１０においては、前記処理室内の処理対象表面を酸化処理剤によって酸化させる
処理を行った後、前記処理室内の処理対象表面の結露を除去する結露除去装置を具備する
ものである。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明の効果として、以下に示すような効果を奏する。
【００１９】
　即ち、本発明によれば、酸化処理剤による処理対象表面の酸化処理効果を確実に得るこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の第一実施形態に係る酸化処理システムの全体的な構成を示した模式図。
【図２】本発明の第一実施形態に係る酸化処理システムにおける処理室内の処理対象表面
の酸化処理を行う一連の動作を示したフローチャート図。
【図３】本発明の第一実施形態に係る酸化処理システムの全体的な構成を示した模式図。
【図４】本発明の第二実施形態に係る酸化処理システムの全体的な構成を示した模式図。
【図５】本発明の第二実施形態に係る酸化処理システムにおける処理室内の処理対象表面
の酸化処理を行う一連の動作を示したフローチャート図。
【図６】同じくフローチャート図。
【図７】同じくフローチャート図。
【図８】本発明の第二実施形態に係る酸化処理システムの全体的な構成を示した模式図。
【図９】同じく模式図。
【図１０】同じく模式図。
【図１１】同じく模式図。
【図１２】同じく模式図。
【図１３】本発明の第三実施形態に係る酸化処理システムの全体的な構成を示した模式図
。
【図１４】本発明の第三実施形態に係る酸化処理システムの混合器を示した断面図。～図
。
【図１５】本発明の第三実施形態に係る酸化処理システムにおける処理室内の処理対象表
面の酸化処理を行う一連の動作を示したフローチャート図。
【図１６】本発明の第四実施形態に係る酸化処理システムの全体的な構成を示した模式図
。
【図１７】本発明の第四実施形態に係る酸化処理システムの混合器を示した断面図。～図
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。
【図１８】本発明の第四実施形態に係る酸化処理システムのノズルを示した断面図。～図
。
【図１９】本発明の第四実施形態に係る酸化処理システムにおける処理室内の処理対象表
面の酸化処理を行う一連の動作を示したフローチャート図。
【図２０】同じくフローチャート図。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　次に、本発明の実施形態に係る、酸化処理剤を用いた酸化処理方法（以下、「酸化処理
方法」という）、および、酸化処理システム１、について図１から図３を用いて説明する
。
【００２２】
　まず、第一実施形態に係る酸化処理システム１について説明する。
　酸化処理システム１は、図１に示すように、処理室２を具備し、処理室２内の処理対象
表面を酸化処理剤によって酸化させる処理を行うものである。酸化処理システム１によっ
て処理対象表面が酸化処理されることにより、処理対象表面の殺菌、洗浄、または、脱臭
等が行われる。
　酸化処理システム１で用いられる酸化処理剤は、オゾン（Ｏ３）ガスである。
【００２３】
　酸化処理システム１の処理室２内では、酸化処理剤を用いて処理対象表面が酸化処理さ
れる。
　酸化処理システム１の処理室２には、例えば、精密機械工業、半導体工業、医薬品工業
等の製造設備や研究施設のクリーンルームやアイソレータ、手術室、殺菌装置の殺菌室、
歯科・眼科等の医院の居室、洗浄装置の洗浄室、食品製造工場、ホテルの客室、介護施設
、病院等の不特定多数が集う各種施設、食堂・レストラン等の厨房、または、有害な化学
物質や微生物が残留した施設等がある。
　酸化処理システム１の処理室２は、排気口２ａを有する。酸化処理システム１の処理室
２は、排気口２ａに過酸化水素分解触媒およびオゾン分解触媒が設けられて構成される。
【００２４】
　処理対象とは、酸化処理剤を用いてその表面が酸化処理されるものを示す。
　処理対象表面には、精密機械工業、半導体工業、医薬品工業等の製造設備や研究施設の
クリーンルームやアイソレータの内壁の表面、手術室の内壁の表面、殺菌装置の殺菌室の
内壁の表面、歯科・眼科等の医院の居室の内壁の表面、洗浄装置の洗浄室の内壁の表面、
食品製造工場の内壁、ホテルの客室の内壁表面、介護施設もしくは病院等の不特定多数が
集う各種施設の内壁表面、食堂・レストラン等の厨房の内壁表面、または、有害な化学物
質や微生物が残留した施設内の内壁表面等がある。また、処理対象表面には、クリーンル
ーム内やアイソレータ内、手術室内、殺菌装置の殺菌室内、歯科・眼科等の医院の居室内
、洗浄装置の洗浄室内、食品製造工場内、ホテルの客室内、介護施設もしくは病院等の不
特定多数が集う各種施設内、食堂・レストラン等の厨房内、または、有害な化学物質や微
生物が残留した施設内等に配置されるもの、例えば、クリーンルームやアイソレータ内の
装置や工具の表面、手術室内の手術用具の表面、殺菌装置の殺菌室内の衣類や容器の表面
、歯科・眼科等の医院の居室内の設置品や機器類の表面、洗浄装置の洗浄室内の電子部品
や電気製品等の表面、食品製造工場に設置された製造機器、食品工場内の雰囲気中の浮遊
菌、治具類、ケーキ、パイ、もしくは、そば等の原材料、ホテルの客室内のカーテン、ベ
ッド等の調度品、介護施設もしくは病院等の不特定多数が集う各種施設内の調度品、食堂
・レストラン等の厨房内の調度品や食器類の表面及び排気される臭い物質、または、有害
な化学物質や微生物が残留した施設内の設置物の表面等がある。
　このように、酸化処理システム１では、半導体の表面処理のように処理対象表面そのも
のの処理（酸化処理）が行われる。また、酸化処理システム１では、処理対象表面に付着
した化学物質または微生物の処理（酸化処理）が行われて、処理対象表面の臭い物質の低
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減（脱臭）、処理対象表面の有害物質の無害化、処理対象表面の微生物の殺菌等が行われ
る。
【００２５】
　なお、オゾンは強力な酸化剤であり、微生物である細菌やウイルスに対する強い不活化
効果を示すことが知られている。また、オゾンに加湿等の方法で水分を追加させることに
より、より強力な酸化力をもつＯＨラジカルを生成し、より強力な殺菌効果が得られるこ
とも知られている。
　オゾンを用いた脱臭は、大気汚染処理として排気の脱臭、排煙処理、室内の空気浄化あ
るいは、浴室、病院、老人施設等でも利用されている。臭い物質を構成する硫化物や有機
酸等を、オゾンの強い酸化反応を利用して分解するのが脱臭原理である。一般に、オゾン
は－ＳＨ、＝Ｓ、－ＮＨ２、＝ＮＨ、－ＯＨ、－ＣＨＯを持つ化合物との反応性が大きい
。悪臭物質の多くはこれらの基を持つので、オゾンによる脱臭は、多くの悪臭物質に対し
効果を持つことになる。
　オゾンは、各種難分解性化学物質とも、強力な酸化力により分解することが知られてい
る。例えば、塩素系農薬、有機リン系農薬、尿素系農薬等に対する水中での処理に関する
報告もある。
【００２６】
　酸化処理システム１は、オゾンガス発生装置３と、結露発生装置２１と、結露除去装置
２２と、を具備する。
【００２７】
　酸化処理システム１のオゾンガス発生装置３は、オゾンガスを発生させる装置である。
　酸化処理システム１のオゾンガス発生装置３には、酸素に放電することによりオゾンガ
スを発生するもの（放電式オゾンガス発生装置）、または、酸素に紫外線を照射すること
によってオゾンガスを発生するもの（紫外線式オゾンガス発生装置）等がある。
　酸化処理システム１は、オゾンガス発生装置３と処理室２内とがオゾンガス供給管６を
介して接続されて、構成される。
【００２８】
　そして、酸化処理システム１は、オゾンガス発生装置３の供給ポンプや酸素発生装置が
作動することによって、オゾンガス発生装置３で発生されたオゾンガスがオゾンガス供給
管６を介してオゾンガス発生装置３から処理室２内に供給されるように、構成される。
　酸化処理システム１は、オゾンガスが処理室２内に供給されることによって、処理室２
内の気体（オゾン、酸素等）が処理室２の排気口２ａから排気されるように構成される。
【００２９】
　酸化処理システム１の結露発生装置２１は、処理室２内の処理対象表面に処理室２内の
水分を結露させる装置である。
【００３０】
　酸化処理システム１の結露除去装置２２は、処理室２内の処理対象表面の結露を除去す
る装置である。
【００３１】
　次に、第一実施形態に係る酸化処理システム１における処理室内２の処理対象表面を酸
化処理剤によって酸化させる処理を行う一連の動作について説明する。
【００３２】
　前記酸化処理システム１の一連の動作は、図２に示すように、結露発生工程（ステップ
Ｓ１１）と、酸化処理工程（ステップＳ１２）と、結露除去工程（ステップＳ１３）と、
を具備するものである。
【００３３】
　ステップＳ１１は、酸化処理システム１の処理室２内の処理対象表面に処理室２内の水
分を結露させる工程である。
　ステップＳ１１では、酸化処理システム１の結露発生装置２１を作動させて、処理室２
内の処理対象表面に処理室２内の水分を結露させるように行われる。
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　このとき、酸化処理システム１の処理室２内に、予め水蒸気等の水分を供給して処理室
２内の湿度を上昇させることによって、処理室２内の処理対象表面に容易に結露させるこ
とができる。
　ステップＳ１１において酸化処理システム１の処理室２内の処理対象表面に結露させた
後、ステップＳ１２に移行する。
【００３４】
　ステップＳ１２は、酸化処理システム１の処理室２内の処理対象表面を酸化処理剤によ
って酸化させる処理を行う工程である。
　ステップＳ１２では、酸化処理システム１の処理室２内の処理対象表面に結露が生じた
状態（ステップＳ１１）で、オゾンガス発生装置３から処理室２内にオゾンガス（酸化処
理剤）を供給して、処理室２内の処理対象表面を酸化させるように行われる。
　ステップＳ１２において酸化処理システム１の処理室２内にオゾンガスが供給されると
、処理室２内のオゾンガス濃度が上昇する。そして、酸化処理システム１の処理室２内に
供給されたオゾンガスが処理室２内の処理対象表面に到達すると、当該処理対象表面が酸
化されることとなる。このとき、酸化処理システム１の処理室２内に供給されたオゾンガ
スは、処理対象表面の水分（結露）の存在によってオゾンの反応が促進されることとなる
。
　ステップＳ１２においてオゾンガス（酸化処理剤）によって処理対象表面を酸化させ後
、ステップＳ１３に移行する。
【００３５】
　ステップＳ１３は、酸化処理システム１の処理室２内の処理対象表面の結露を除去する
工程である。
　ステップＳ１３では、酸化処理システム１の処理室２内の処理対象表面をオゾンガス（
酸化処理剤）によって酸化させる処理（ステップＳ１２）を行った後、結露除去装置２２
を作動させて処理室２内の処理対象表面の結露を除去するように行われる。
【００３６】
　以上のように、酸化処理システム１は、結露発生装置２１を具備し、処理室２内の処理
対象表面に結露が生じた状態（ステップＳ１１）で、処理室２内の処理対象表面を酸化処
理剤（オゾンガス）によって酸化させる処理を行う（ステップＳ１２）ように構成される
。
　そして、酸化処理システム１では、処理室２内に酸化処理剤（オゾンガス）が供給され
て処理室２内の処理対象表面に到達すると、処理対象表面の水分（結露）の存在によって
オゾン（酸化処理剤）の反応が促進されることとなる。
　このようにして、酸化処理システム１では、処理室２内の酸化処理剤（オゾンガス）が
当該処理対象表面に到達して、当該処理対象表面が酸化されることとなる。
　したがって、酸化処理システム１によれば、酸化処理剤（オゾンガス）による処理対象
表面の酸化処理効果を確実に得ることができる。
【００３７】
　酸化処理システム１の酸化処理剤はオゾンガスである。
　このため、酸化処理システム１では、処理室２内の処理対象表面の結露されて湿度が高
くなるため、オゾンによる処理対象表面の殺菌効果を向上させることができる。
【００３８】
　酸化処理システム１は、結露除去装置２２を具備し、酸化処理システム１の処理室２内
の処理対象表面を酸化処理剤（オゾンガス）によって酸化させる処理（ステップＳ１２）
を行った後、結露除去装置２２を作動させて処理室２内の処理対象表面の結露を除去する
ように構成される。
　このように、酸化処理システム１では、結露除去装置２２によって処理室２内の処理対
象表面の結露を除去するため、処理室２内の処理対象表面を酸化処理剤（オゾンガス）に
よって酸化させる処理の後に処理対象表面の結露を拭取る等の処理が不要となる。
　したがって、酸化処理システム１によれば、酸化処理システム１が処理室２内の処理対
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象表面を酸化処理剤によって酸化させる処理を処理対象表面に結露が生じた状態で行う構
成であっても、当該処理対象表面を酸化させる処理の後処理の繁雑さを解消することがで
きる。
【００３９】
　酸化処理システム１の結露発生装置２１は、処理室２内の温度を低下させることによっ
て、処理室２内の処理対象表面に処理室２内の水分を結露させるように構成される。
　酸化処理システム１の結露発生装置２１は、例えば、処理室２内の温度を低下させる冷
却装置として構成され、処理室２内の壁、床、または、天井等に配置される。
　そして、酸化処理システム１は、結露発生装置２１を作動させて処理室２内の温度を低
下させて処理室２内の処理対象表面を冷却して、当該処理対象表面に処理室２内の水分を
結露させる（ステップＳ１１）ように構成される。
　このようにして、酸化処理システム１では、容易に、処理室２内の処理対象表面に結露
せることができる。
【００４０】
　酸化処理システム１の結露除去装置２２は、処理室２内の温度を上昇させることによっ
て、処理室２内の処理対象表面に処理室２内の水分を除去させるように構成される。
　酸化処理システム１の結露除去装置２２は、例えば、処理室２内の温度を上昇させる加
熱装置として構成され、処理室２内の壁、床、または、天井等に配置される。
　そして、酸化処理システム１の結露除去装置２２は、結露除去装置２２を作動させて処
理室２内の温度を上昇させて処理室２内の処理対象表面を加熱して、処理室２内の当該処
理対象表面の結露を除去させる（ステップＳ１３）ように構成される。
　このようにして、酸化処理システム１では、容易に、処理室２内の処理対象表面の結露
を除去させることができる。
【００４１】
　また、図３に示すように、酸化処理システム１は、オゾンガス発生装置３が処理室２内
に配置されて構成されてもよい。このとき、酸化処理システム１は、オゾンガス供給管６
を要さず、オゾンガス供給管６を備えない構成とされる。
　したがって、このように酸化処理システム１が構成されることにより、酸化処理システ
ム１の全体的な構成をコンパクトにすることができる。
　なお、このときの酸化処理システム１のオゾンガス発生装置３は、耐オゾン性を有する
ように構成される。
【００４２】
　次に、本発明の実施形態に係る、処理室２内の処理対象表面を酸化処理剤によって酸化
させる酸化処理方法について、図２を用いて説明する。
【００４３】
　酸化処理方法は、図２に示すように、結露発生工程（ステップＳ１１）と、酸化処理工
程（ステップＳ１２）と、結露除去工程（ステップＳ１３）と、を具備する。
【００４４】
　ステップＳ１１は、酸化処理システム１の処理室２内の処理対象表面に処理室２内の水
分を結露させる工程である。
　ステップＳ１１では、酸化処理システム１の結露発生装置２１を作動させて、処理室２
内の処理対象表面に処理室２内の水分を結露させるように行われる。
　このとき、例えば、酸化処理システム１の処理室２内に、予め水蒸気等の水分を供給し
て処理室２内の湿度を上昇させることによって、処理室２内の処理対象表面に容易に結露
させることができる。
　ステップＳ１１において酸化処理システム１の処理室２内の処理対象表面に結露させた
後、ステップＳ１２に移行する。
【００４５】
　ステップＳ１２は、酸化処理システム１の処理室２内の処理対象表面を酸化処理剤によ
って酸化させる処理を行う工程である。
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　ステップＳ１２では、酸化処理システム１の処理室２内の処理対象表面に結露が生じた
状態（ステップＳ１１）で、オゾンガス発生装置３から処理室２内にオゾンガス（酸化処
理剤）を供給して、処理室２内の処理対象表面を酸化させるように行われる。
　ステップＳ１２において酸化処理システム１の処理室２内にオゾンガスが供給されると
、処理室２内のオゾンガス濃度が上昇する。そして、酸化処理システム１の処理室２内に
供給されたオゾンガスが処理室２内の処理対象表面に到達すると、当該処理対象表面が酸
化されることとなる。このとき、酸化処理システム１の処理室２内に供給されたオゾンガ
スは、処理対象表面の水分（結露）の存在によってオゾンの反応が促進されることとなる
。
　ステップＳ１２においてオゾンガス（酸化処理剤）によって処理対象表面を酸化させ後
、ステップＳ１３に移行する。
【００４６】
　ステップＳ１３は、酸化処理システム１の処理室２内の処理対象表面の結露を除去する
工程である。
　ステップＳ１３では、酸化処理システム１の処理室２内の処理対象表面をオゾンガス（
酸化処理剤）によって酸化させる処理（ステップＳ１２）を行った後、結露除去装置２２
を作動させて処理室２内の処理対象表面の結露を除去するように行われる。
【００４７】
　以上のように、酸化処理方法は、結露発生工程（ステップＳ１１）を具備し、酸化処理
システム１の処理室２内の処理対象表面に結露が生じた状態で、処理室２内の処理対象表
面を酸化処理剤（オゾンガス）によって酸化させる処理を行う（ステップＳ１２）。
　そして、酸化処理方法では、酸化処理システム１の処理室２内に酸化処理剤（オゾンガ
ス）が供給されて処理室２内の処理対象表面に到達すると、処理対象表面の水分（結露）
の存在によってオゾン（酸化処理剤）の反応が促進されることとなる。
　このようにして、酸化処理方法では、酸化処理システム１の処理室２内の酸化処理剤（
オゾンガス）が当該処理対象表面に到達して、当該処理対象表面が酸化されることとなる
。
　したがって、酸化処理方法によれば、酸化処理剤（オゾンガス）による処理対象表面の
酸化処理効果を確実に得ることができる。
【００４８】
　酸化処理方法の酸化処理剤はオゾンガスである。
　このため、酸化処理方法では、酸化処理システム１の処理室２内の処理対象表面の結露
されて湿度が高くなるため、オゾンによる処理対象表面の殺菌効果を向上させることがで
きる。
【００４９】
　酸化処理方法は、結露除去工程（ステップＳ１３）を具備し、酸化処理システム１の処
理室２内の処理対象表面を酸化処理剤（オゾンガス）によって酸化させる処理を行った後
、結露除去装置２２を作動させて処理室２内の処理対象表面の結露を除去するように行う
。
　このように、酸化処理方法では、酸化処理システム１の結露除去装置２２によって処理
室２内の処理対象表面の結露を除去するため、処理室２内の処理対象表面を酸化処理剤（
オゾンガス）によって酸化させる処理の後に処理対象表面の結露を拭取る等の処理が不要
となる。
　したがって、酸化処理方法によれば、酸化処理方法が処理室２内の処理対象表面を酸化
処理剤によって酸化させる処理を処理対象表面に結露が生じた状態で行う構成であっても
、当該処理対象表面を酸化させる処理の後処理の繁雑さを解消することができる。
【００５０】
　酸化処理方法の結露発生工程（ステップＳ１１）は酸化処理システム１の、処理室２内
の温度を低下させることによって行われる。
　そして、酸化処理方法は、酸化処理システム１の結露発生装置２１を作動させて処理室
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２内の温度を低下させて処理室２内の処理対象表面を冷却して、当該処理対象表面に処理
室２内の水分を結露させる（ステップＳ１１）。
　このようにして、酸化処理方法では、容易に、酸化処理システム１の処理室２内の処理
対象表面に結露させることができる。
【００５１】
　酸化処理方法の結露除去工程（ステップＳ１３）は、酸化処理システム１の処理室２内
の温度を上昇させることによって行われる。
　そして、酸化処理方法は、結露除去装置２２を作動させて処理室２内の温度を上昇させ
て処理室２内の処理対象表面を加熱して、処理室２内の当該処理対象表面の結露を除去さ
せる（ステップＳ１３）。
　このようにして、酸化処理方法では、容易に、酸化処理システム１の処理室２内の処理
対象表面の結露を除去させることができる。
【００５２】
　次に、第二実施形態に係る酸化処理システム１について、図４乃至図１２を用いて説明
する。
　なお、第二実施形態に係る酸化処理システム１の説明は、第一実施形態に係る酸化処理
システム１と同様の構成の部分については適宜省略し、第一実施形態に係る酸化処理シス
テム１の構成と異なる部分を中心に説明する。
【００５３】
　酸化処理システム１で用いられる酸化処理剤は、オゾンガスおよび過酸化水素（Ｈ２Ｏ
２）ガスである。
　酸化処理システム１は、図４に示すように、処理室２と、オゾンガス発生装置３と、過
酸化水素ガス発生装置４と、ファン５と、結露発生装置２１と、結露除去装置２２と、を
具備する。
　酸化処理システム１の処理室２は、排気口２ａにオゾン分解触媒および過酸化水素分解
触媒が設けられて構成される。
　酸化処理システム１のオゾンガス発生装置３と、過酸化水素ガス発生装置４と、ファン
５とは、処理室２外に配置される。
【００５４】
　酸化処理システム１の処理室２内では、オゾンガスと過酸化水素ガスとを用いて処理対
象表面が酸化処理される。
　処理対象とは、オゾンガスと過酸化水素ガスとを用いてその表面が酸化処理されるもの
を示す。
【００５５】
　酸化処理システム１の過酸化水素ガス発生装置４は、過酸化水素ガスを発生させる装置
である。
　酸化処理システム１の過酸化水素ガス発生装置４は、過酸化水素水（例えば、３５ｗｔ
％過酸化水素水）を蒸発させて、過酸化水素ガスを発生させるように構成される。なお、
酸化処理システム１では、過酸化水素ガス発生装置４において過酸化水素ガスを発生する
ために用いられる過酸化水素水は、求められる効果、用途、または、過酸化水素ガス発生
装置４の仕様等に応じて、適切な濃度のものが選択されて用いられてもよい。
　酸化処理システム１は、過酸化水素ガス発生装置４と処理室２内とが過酸化水素ガス供
給管７を介して接続されて、構成される。
【００５６】
　酸化処理システム１のファン５は、過酸化水素ガス発生装置４に外気を供給して、過酸
化水素ガス発生装置４から処理室２内に、当該外気とともに過酸化水素ガスを供給するも
のである。
　酸化処理システム１のファン５は、処理室２外に配置される。酸化処理システム１のフ
ァン５は、過酸化水素ガス発生装置４の上流側に配置される。
　酸化処理システム１は、ファン５と過酸化水素ガス発生装置４とが配管８を介して接続
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されて、構成される。
【００５７】
　そして、酸化処理システム１は、ファン５が作動することによって、配管８を介してフ
ァン５から過酸化水素ガス発生装置４に外気が供給され、当該外気とともに過酸化水素ガ
ス発生装置４で発生された過酸化水素ガスが過酸化水素ガス供給管７を介して過酸化水素
ガス発生装置４から処理室２内に供給されるように、構成される。
　また、酸化処理システム１は、オゾンガス発生装置３の供給ポンプや酸素発生装置等が
作動することによって、オゾンガス発生装置３で発生されたオゾンガスがオゾンガス供給
管６を介してオゾンガス発生装置３から処理室２内に供給されるように、構成される。
　酸化処理システム１は、過酸化水素ガスまたはオゾンガスが処理室２内に供給されるこ
とによって、処理室２内の気体（過酸化水素、オゾン、酸素等）が処理室２の排気口２ａ
から排気されるように構成される。
【００５８】
　次に、第二実施形態に係る酸化処理システム１における処理室２内の処理対象表面を酸
化処理剤によって酸化させる処理を行う一連の動作について説明する。
【００５９】
　前記酸化処理システム１の一連の動作は、図５に示すように、結露発生工程（ステップ
Ｓ２１）と、酸化処理工程（ステップＳ２２）と、結露除去工程（ステップＳ２３）と、
を具備するものである。
【００６０】
　ステップＳ２１は、酸化処理システム１の処理室２内の処理対象表面に処理室２内の水
分を結露させる工程である。
　ステップＳ２１において酸化処理システム１の処理室２内の処理対象表面に結露させた
後、ステップＳ２２に移行する。
　なお、ステップＳ２１は、過酸化水素ガス発生装置４から処理室２内に過酸化水素ガス
（酸化処理剤）を供給して、過酸化水素ガスが含む水分によって処理室２内の湿度を上昇
させた状態で行うこともできる。
【００６１】
　ステップＳ２２は、酸化処理システム１の処理室２内の処理対象表面を酸化処理剤によ
って酸化させる処理を行う工程である。
　ステップＳ２２では、酸化処理システム１の処理室２内の処理対象表面に結露が生じた
状態（ステップＳ２１）で、過酸化水素ガスおよび／またはオゾンガス（酸化処理剤）を
処理室２内に供給して、処理室２内の処理対象表面を酸化させるように行われる。
　ステップＳ２２は、図６に示すように、促進酸化処理工程（ステップＳ２２１）を備え
る。
【００６２】
　ステップＳ２２１は、過酸化水素ガスの過酸化水素とオゾンガスのオゾンとが反応して
生成されるラジカルによって処理室２内の処理対象表面を酸化させる工程である。
　ステップＳ２２１では、酸化処理システム１の過酸化水素ガス発生装置４からの過酸化
水素ガスと、オゾンガス発生装置３からのオゾンガスと、をそれぞれ処理室２内に供給し
て、処理室２内においてラジカルを生成して、処理対象表面の促進酸化（ＡＯＰ（Ａｄｖ
ａｎｃｅｄ　Ｏｘｉｄａｔｉｏｎ　Ｐｒｏｃｅｓｓ））が行われる。促進酸化とは、ラジ
カルを利用して処理対象表面の有機物またはその他の物質を分解するものであることが知
られている。
　ステップＳ２２１では、酸化処理システム１の処理室２内に過酸化水素ガスとオゾンガ
スとが供給されると、処理室２内で過酸化水素とオゾンとが反応して、処理室２でラジカ
ルが生成される。前記オゾンと過酸化水素とが反応して生成されるラジカルには、ＯＨラ
ジカル（ヒドロキシカルラジカル）がある。
　そして、ステップＳ２２１では、前記酸化処理システム１の処理室２内で生成されたラ
ジカルによって処理対象表面が酸化されることとなる。
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　このようにして、ステップＳ２２（ステップＳ２２１）において処理対象表面を酸化さ
せる。
　ステップＳ２２（ステップＳ２２１）において処理対象表面を酸化させ後、ステップＳ
２３に移行する。
【００６３】
　ステップＳ２３は、酸化処理システム１の処理室２内の処理対象表面の結露を除去する
工程である。
　ステップＳ２３では、酸化処理システム１の処理室２内の処理対象表面を過酸化水素ガ
スまたはオゾンガス（酸化処理剤）によって酸化させる処理（ステップＳ２２）を行った
後、結露除去装置２２を作動させて処理室２内の処理対象表面の結露を除去するように行
われる。
【００６４】
　以上のように、酸化処理システム１は、過酸化水素ガスの過酸化水素とオゾンガスのオ
ゾンとが反応して生成されるラジカルによって、処理室２の処理対象表面を酸化させる（
ステップＳ２２１）ように構成される。
　つまり、酸化処理システム１は、過酸化水素とオゾンとが水中に溶解された処理水中に
処理対象を浸漬させて、処理対象表面の酸化処理（促進酸化）を行うものではない。
　このため、酸化処理システム１では、処理対象が処理水中に浸漬させることに適さない
もの（例えば、電子部品や電気製品等）であっても、前記多量の水分によって当該処理対
象が故障することを防止することができる。
　したがって、酸化処理システム１によれば、処理水中に処理対象を浸漬させて酸化処理
を行うことに適さない処理対象であっても、容易に、ラジカルによる処理対象表面の酸化
を行うことができる。
【００６５】
　また、ステップＳ２２は、図７に示すように、促進酸化処理工程（ステップＳ２２１）
に加えて、過酸化水素処理工程（ステップＳ２２０）を備えることもできる。
【００６６】
　ステップＳ２２０は、過酸化水素ガスによって処理対象表面を酸化させる工程である。
　ステップＳ２２０は、ステップＳ２２１の前に行われる。
　ステップＳ２２０では、酸化処理システム１の過酸化水素ガス発生装置４から処理室２
内に過酸化水素ガスを供給して、処理室２内の処理対象表面を酸化させるように行われる
。
　ステップＳ２２０において酸化処理システム１の処理室２内に過酸化水素ガスが供給さ
れると、処理室２内の過酸化水素濃度が上昇し、当該過酸化水素ガスによって処理室２内
（処理室２内の処理対象表面、処理室２の内壁、および、処理室２内の雰囲気）が酸化さ
れることとなる。また、酸化処理システム１の処理室２内において過酸化水素ガスが処理
対象表面に到達すると、処理対象表面が酸化されて処理対象表面に酸化膜が形成されるこ
ととなる。
　なお、酸化処理システム１では、ステップＳ２２０は、前述のように、ステップＳ２１
において処理室２内に供給された過酸化水素ガスによっても行うこともできる。つまり、
酸化処理システム１では、処理室２内に供給される過酸化水素ガスが含む水分（処理室２
内の水分）によって、ステップＳ２１とステップＳ２２０とを同時に行うこともできる。
　ステップＳ２２０において過酸化水素ガスによって処理対象表面を酸化させ後、ステッ
プＳ２２１に移行する。
【００６７】
　このときにおけるステップＳ２２１は、ステップＳ２２０において処理対象表面を酸化
させた後、オゾンガスを供給することによってラジカルを生成して当該ラジカルによって
処理対象表面を酸化させる（促進酸化を行う）。
　ステップＳ２２１は、ステップＳ２２０において過酸化水素ガスによって処理対象表面
を酸化させた後、オゾンガスを供給することによってラジカルを生成して当該ラジカルに
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よって対象表面を酸化させる（促進酸化を行う）工程である。
　ステップＳ２２１では、ステップＳ２２０において処理対象表面を酸化させた後、酸化
処理システム１のオゾンガス発生装置３から処理室２内にオゾンガスを供給することによ
って、処理室２内においてラジカルを生成して、前記ラジカルによって処理対象表面を酸
化させる。
　ステップＳ２２１では、酸化処理システム１の処理室２内にオゾンガスが供給されると
、処理室２内の処理対象表面または処理室内の雰囲気中に残存する過酸化水素とオゾンと
が反応して、処理室２内でラジカルが生成される。
　そして、ステップＳ２２１では、前記酸化処理システム１の処理室２内で生成されたラ
ジカルによって処理対象表面が酸化されることとなる。
　このようにして、ステップＳ２２（ステップＳ２２０およびステップＳ２２１）におい
て処理対象表面の酸化が行われる。
　ステップＳ２２（ステップＳ２２０およびステップＳ２２１）において処理対象表面を
酸化させ後、ステップＳ２３に移行する。
【００６８】
　以上のように、酸化処理システム１は、過酸化水素ガス発生装置４から処理室２内に過
酸化水素ガスを供給して処理対象表面を酸化させた後（ステップＳ２２０）、オゾンガス
発生装置３から処理室２内にオゾンガスを供給することによってラジカルを生成して、前
記ラジカルによって処理対象表面を酸化させる（ステップＳ２２１）ように構成される。
　そして、酸化処理システム１では、まず、過酸化水素処理工程（ステップＳ２２０）に
おいて過酸化水素が処理室２内で酸化反応するので、促進酸化処理工程（ステップＳ２２
１）において処理室２内でのオゾンの酸化反応が抑制されることとなる。
　このため、酸化処理システム１では、処理室２内において、過酸化水素と反応してラジ
カルを生成するためのオゾンの量を十分に確保することができる。
　したがって、酸化処理システム１によれば、ラジカルによって処理対象表面を酸化させ
る処理（酸化促進処理）を効果的に行うことができる。
【００６９】
　またこのため、酸化処理システム１では、過酸化水素と反応してラジカルを生成するた
めに要する処理室２内へのオゾンガスの供給量を低減させることができる。
　よって、酸化処理システム１では、オゾンガスの供給能力の低い小型または軽量のオゾ
ンガス発生装置３でも、酸化処理システム１を実現することができる。
　したがって、酸化処理システム１によれば、オゾンガス発生装置３を小型または軽量の
ものにして、酸化処理システム１の小型化・軽量化を図ることができる。
【００７０】
　酸化処理システム１は、過酸化水素ガスによって処理対象表面を酸化させた後（ステッ
プＳ２２０）、過酸化水素ガス発生装置４から処理室２内への過酸化水素ガスの供給を停
止した状態で、オゾンガス発生装置３から処理室２内にオゾンガスを供給するように構成
してもよい。
【００７１】
　また、酸化処理システム１は、オゾンガス発生装置３から処理室２内にオゾンガスを供
給しながら過酸化水素ガス発生装置４から処理室２内に過酸化水素ガスを供給することに
よって処理室２内で前記ラジカルを生成して、前記ラジカルによって処理対象表面を酸化
させる（ステップＳ２２１）ように構成してもよい。
　このように構成することにより、酸化処理システム１では、処理室２内（処理室２内の
処理対象表面、および、処理室２内の雰囲気）での過酸化水素濃度を高くすることができ
、処理室２内でのラジカルの生成量を増加させることができる。
　したがって、酸化処理システム１によれば、ラジカルによって処理対象表面を酸化させ
る処理（酸化促進処理）をより効果的に行うことができる。
　このとき、酸化処理システム１は、過酸化水素ガスによって処理対象表面を酸化させた
後（ステップＳ２２０）、過酸化水素ガス発生装置４から処理室２内への過酸化水素ガス
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の供給を継続して、オゾンガス発生装置３から処理室２内にオゾンガスを供給するように
構成してもよい。
　またこのとき、酸化処理システム１は、過酸化水素ガスによって処理対象表面を酸化さ
せた後（ステップＳ２２０）、過酸化水素ガス発生装置４から処理室２内への過酸化水素
ガスの供給を停止した状態で、オゾンガス発生装置３から処理室２内にオゾンガスを供給
し、その後、過酸化水素ガス発生装置４から処理室２内への過酸化水素ガスを供給するよ
うに構成してもよい。
【００７２】
　酸化処理システム１の結露発生装置２１は、処理室２内に供給される過酸化水素ガス（
酸化処理剤）の温度を上昇させることによって、処理室２内の処理対象表面に結露させる
処理を行うように構成されてもよい。
　このとき、酸化処理システム１の結露発生装置２１は、例えば、過酸化水素ガス供給管
７内の温度を上昇させる加熱装置として構成され、過酸化水素ガス供給管７内に配置され
る。
　そして、酸化処理システム１の結露発生装置２１は、結露発生装置２１を作動させて過
酸化水素ガス供給管７内の温度を上昇させて過酸化水素ガス供給管７内の過酸化水素ガス
（酸化処理剤）の温度を上昇させて、当該処理対象表面に処理室２内の水分を結露させる
（ステップＳ２１）ように構成される。
　このようにして、酸化処理システム１では、容易に、処理室２内の処理対象表面に結露
せることができる。
【００７３】
　ここで、酸化処理システム１では、過酸化水素ガスとオゾンガスとを処理室２内に供給
すると、多量のオゾンガスが処理室２内から排気されるため、処理室２内のオゾン濃度を
高くすることが困難な場合がある。
　そこで、酸化処理システム１は、図８に示すように、ファン５が外気を吸引せずに処理
室２内の気体（オゾンガスまたは過酸化水素ガス）を吸引するように構成されて、処理室
２内の少なくとも一部の気体（オゾンガスまたは過酸化水素ガス）が循環するように、構
成してもよい。
　このとき、酸化処理システム１のファン５は、処理室２内の気体を吸引して、過酸化水
素ガス発生装置４に当該処理室２内の気体を供給して、過酸化水素ガス発生装置４から処
理室２内に当該処理室２内の気体とともに過酸化水素ガスを供給するように構成される。
　酸化処理システム１の処理室２は、吸引口２ｂを備える。酸化処理システム１の処理室
２の吸引口２ｂは、処理室２内の気体がファン５に吸引されて処理室２内から取出される
ものである。
　酸化処理システム１は、処理室２内の吸引口２ｂとファン５と吸引管１４を介して接続
されて、構成される。
【００７４】
　そして、酸化処理システム１は、ファン５が作動することによって、吸引管１４を介し
て処理室２内から処理室２内の気体がファン５に供給されて、配管８を介してファン５か
ら過酸化水素ガス発生装置４に前記処理室２内の気体が供給され、当該処理室２内の気体
とともに過酸化水素ガス発生装置４で発生された過酸化水素ガスが過酸化水素ガス供給管
７を介して過酸化水素ガス発生装置４から処理室２内に供給されるように、構成される。
　このようにして、酸化処理システム１では、処理室２内の少なくとも一部の気体がファ
ン５に吸引されてファン５を介して循環する。そして、酸化処理システム１では、ファン
５からは外気とともに過酸化水素ガスが処理室２内に供給されない（外気が処理室２内に
供給されない）。
　このため、酸化処理システム１では、処理室２内の気体（オゾンガス）が処理室２の排
気口２ａから排気され難くなる。
　したがって、処理システム１によれば、多量のオゾンガスが処理室２内（排気口２ａ）
から排気されず、容易に、処理室２内のオゾン濃度を高くすることができる。
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【００７５】
　また、図９に示すように、酸化処理システム１は、過酸化水素ガス発生装置４が処理室
２内に配置されて構成されてもよい。このとき、酸化処理システム１は、過酸化水素ガス
供給管７を要さず、過酸化水素ガス供給管７を備えない構成とされる。
　このため、酸化処理システム１では、過酸化水素ガス発生装置４から処理室２内に過酸
化水素ガスを供給する供給管（過酸化水素ガス供給管７）を要さず、過酸化水素ガス発生
装置４で発生させた過酸化水素ガスが前記供給管内で結露することが生じない。
　このようにして、酸化処理システム１では、過酸化水素ガス発生装置４で発生させた過
酸化水素ガスを無駄なく処理室２内に供給することができる。したがって、このように酸
化処理システム１が構成されることにより、処理室２内に供給されない過酸化水素ガスが
生じることを防止することができる。
　また、このように酸化処理システム１が構成されることにより、酸化処理システム１の
全体的な構成をコンパクトにすることができる。
　なお、このときの酸化処理システム１の過酸化水素ガス発生装置４は、耐オゾン性及び
耐過酸化水素性を有するように構成される。
【００７６】
　さらに、図１０に示すように、酸化処理システム１は、過酸化水素ガス発生装置４とフ
ァン５とが処理室２内に配置されて構成されてもよい。
　このとき、酸化処理システム１のファン５は、処理室２内においてオゾンガスまたは過
酸化水素ガスを拡散させる拡散ファンとして構成される。つまり、酸化処理システム１は
、外気を酸化水素ガス発生装置４に供給して過酸化水素ガス発生装置４から処理室２内に
当該外気とともに過酸化水素ガスを供給するためのファンを要さない、構成とされる。
　このため、酸化処理システム１では、前記ファンから外気とともに過酸化水素ガスが供
給されず、処理室２内の過酸化水素ガスとオゾンガスとが処理室２の排気口２ａから容易
に排気されないこととなる。
　したがって、酸化処理システム１によれば、容易に、処理室２内のオゾン濃度を高くす
ることができる。
　またこのため、酸化処理システム１では、処理室２内においてオゾンガスがファン５に
よって拡散されることとなり、処理室２内の場所によってオゾン濃度のバラつきが生じる
ことを抑制することができる。
　なお、このときの酸化処理システム１のファン５は、耐オゾン性及び耐過酸化水素性を
有するように構成される。
【００７７】
　また、図１１に示すように、酸化処理システム１は、過酸化水素ガス発生装置４とオゾ
ンガス発生装置３とが処理室２内に配置されて構成されてもよい。
　このとき、酸化処理システム１は、オゾンガス供給管６を要さず、オゾンガス供給管６
を備えない構成とされる。
　したがって、このように酸化処理システム１が構成されることにより、酸化処理システ
ム１の全体的な構成をさらにコンパクトにすることができる。
【００７８】
　また、図１２に示すように、酸化処理システム１は、過酸化水素ガス発生装置４とオゾ
ンガス発生装置３とファン５とが処理室２内に配置されて構成されてもよい。
　このとき、酸化処理システム１のファン５は、処理室２内においてオゾンガスまたは過
酸化水素ガスを拡散させる拡散ファンとして構成される。つまり、酸化処理システム１は
、外気を酸化水素ガス発生装置４に供給して過酸化水素ガス発生装置４から処理室２内に
当該外気とともに過酸化水素ガスを供給するためのファンを要さない、構成とされる。
　このため、酸化処理システム１では、前記ファンから外気とともに過酸化水素ガスが供
給されず、処理室２内の過酸化水素ガスとオゾンガスとが処理室２の排気口２ａから容易
に排気されないこととなる。
　したがって、酸化処理システム１によれば、容易に、処理室２内のオゾン濃度を高くす
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ることができる。
　またこのため、酸化処理システム１では、処理室２内においてオゾンガスがファン５に
よって拡散されることとなり、処理室２内の場所によってオゾン濃度のバラつきが生じる
ことを抑制することができる。
【００７９】
　また、酸化処理システム１の酸化処理剤はオゾンガスおよび過酸化水素ガスである。
　そして、酸化処理システム１は、結露発生工程（ステップＳ２１）において、過酸化水
素ガス発生装置４から処理室２内に過酸化水素ガスを供給することによって処理室２内の
湿度を過酸化水素ガスが含む水分によって上昇させた状態で行うこともできる。
　このように結露発生工程（ステップＳ２１）を行うことにより、酸化処理システム１で
は、前記処理室２内に供給される過酸化水素ガスが含む水分を利用して、より確実に、処
理室２内の処理対象表面に結露させることができる。
【００８０】
　酸化処理システム１のオゾンガス発生装置３が紫外線式オゾンガス発生装置の場合には
、他のものに比べて圧力損失が少ないため、供給ポンプに代えてファンを用いてオゾンガ
ス発生装置３を構成することができ、オゾンガス発生装置３を耐オゾン性及び耐過酸化水
素性有するように構成することを容易に行うことができる。
【００８１】
　次に、本発明の実施形態に係る、処理室２内の処理対象表面を酸化処理剤によって酸化
させる酸化処理方法について、図５乃至図７を用いて説明する。
【００８２】
　酸化処理方法は、図５に示すように、結露発生工程（ステップＳ２１）と、酸化処理工
程（ステップＳ２２）と、結露除去工程（ステップＳ２３）と、を具備する。
【００８３】
　ステップＳ２１は、酸化処理システム１の処理室２内の処理対象表面に処理室２内の水
分を結露させる工程である。
　ステップＳ２１において酸化処理システム１の処理室２内の処理対象表面に結露させた
後、ステップＳ２２に移行する。
【００８４】
　ステップＳ２２は、酸化処理システム１の処理室２内の処理対象表面を酸化処理剤によ
って酸化させる処理を行う工程である。
　ステップＳ２２では、酸化処理システム１の処理室２内の処理対象表面に結露が生じた
状態（ステップＳ２１）で、過酸化水素ガスまたはオゾンガス（酸化処理剤）を処理室２
内に供給して、処理室２内の処理対象表面を酸化させるように行われる。
　ステップＳ２２は、図６に示すように、促進酸化処理工程（ステップＳ２２１）を備え
る。
【００８５】
　ステップＳ２２１は、過酸化水素ガスの過酸化水素とオゾンガスのオゾンとが反応して
生成されるラジカルによって処理室２内の処理対象表面を酸化させる工程である。
　ステップＳ２２１では、酸化処理システム１の過酸化水素ガス発生装置４からの過酸化
水素ガスと、オゾンガス発生装置３からのオゾンガスと、をそれぞれ処理室２内に供給し
て、処理室２内においてラジカルを生成して、処理対象表面の促進酸化が行われる。
　ステップＳ２２１では、酸化処理システム１の処理室２内に過酸化水素ガスとオゾンガ
スとが供給されると、処理室２内で過酸化水素とオゾンとが反応して、処理室２内でラジ
カルが生成される。
　そして、ステップＳ２２１では、前記酸化処理システム１の処理室２内で生成されたラ
ジカルによって処理対象表面が酸化されることとなる。
　このようにして、ステップＳ２２（ステップＳ２２１）において処理対象表面を酸化さ
せる。
　ステップＳ２２（ステップＳ２２１）において処理対象表面を酸化させ後、ステップＳ
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２３に移行する。
【００８６】
　ステップＳ２３は、酸化処理システム１の処理室２内の処理対象表面の結露を除去する
工程である。
　ステップＳ２３では、酸化処理システム１の処理室２内の処理対象表面を過酸化水素ガ
スまたはオゾンガス（酸化処理剤）によって酸化させる処理（ステップＳ２２）を行った
後、結露除去装置２２を作動させて処理室２内の処理対象表面の結露を除去するように行
われる。
【００８７】
　以上のように、酸化処理方法では、過酸化水素ガスの過酸化水素とオゾンガスのオゾン
とが反応して生成されるラジカルによって、処理室２の処理対象表面を酸化させる（ステ
ップＳ２２１）。
　つまり、酸化処理方法は、過酸化水素とオゾンとが水中に溶解された処理水中に処理対
象を浸漬させて、処理対象表面の酸化処理（促進酸化）を行うものではない。
　このため、酸化処理方法では、処理対象が処理水中に浸漬させることに適さないもの（
例えば、電子部品や電気製品等）であっても、前記多量の水分によって当該処理対象が故
障することを防止することができる。
　したがって、酸化処理方法によれば、処理水中に処理対象を浸漬させて酸化処理を行う
ことに適さない処理対象であっても、容易に、ラジカルによる処理対象表面の酸化を行う
ことができる。
【００８８】
　また、ステップＳ２２は、図７に示すように、促進酸化処理工程（ステップＳ２２１）
に加えて、過酸化水素処理工程（ステップＳ２２０）を備えることもできる。
　ステップＳ２２０は、過酸化水素ガスによって処理対象表面を酸化させる工程である。
　ステップＳ２２０は、ステップＳ２２１の前に行われる。
　ステップＳ２２０では、酸化処理システム１の過酸化水素ガス発生装置４から処理室２
内に過酸化水素ガスを供給して、処理室２内の処理対象表面を酸化させるように行われる
。
　ステップＳ２２０において酸化処理システム１の処理室２内に過酸化水素ガスが供給さ
れると、処理室２内の過酸化水素濃度が上昇し、当該過酸化水素ガスによって処理室２内
（処理室２内の処理対象表面、処理室２の内壁、および、処理室２内の雰囲気）が酸化さ
れることとなる。また、酸化処理システム１の処理室２内において過酸化水素ガスが処理
対象表面に到達すると、処理対象表面が酸化されて処理対象表面に酸化膜が形成されるこ
ととなる。
　ステップＳ２２０において過酸化水素ガスによって処理対象表面を酸化させ後、ステッ
プＳ２２１に移行する。
【００８９】
　このときにおけるステップＳ２２１は、ステップＳ２２０において処理対象表面を酸化
させた後、オゾンガスを供給することによってラジカルを生成して当該ラジカルによって
処理対象表面を酸化させる（促進酸化を行う）。
　ステップＳ２２１では、ステップＳ２２０において処理対象表面を酸化させた後、酸化
処理システム１のオゾンガス発生装置３から処理室２内にオゾンガスを供給することによ
って、処理室２内においてラジカルを生成して、前記ラジカルによって処理対象表面を酸
化させる。
　ステップＳ２２１では、酸化処理システム１の処理室２内にオゾンガスが供給されると
、処理室２内の処理対象表面または処理室内の雰囲気中に残存する過酸化水素とオゾンと
が反応して、処理室２内でラジカルが生成される。
　そして、ステップＳ２２１では、前記酸化処理システム１の処理室２内で生成されたラ
ジカルによって処理対象表面が酸化されることとなる。
　このようにして、ステップＳ２２（ステップＳ２２０およびステップＳ２２１）におい
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て処理対象表面の促進酸化が行われる。
　ステップＳ２２（ステップＳ２２０およびステップＳ２２１）において処理対象表面を
酸化させ後、ステップＳ２３に移行する。
【００９０】
　以上のように、酸化処理方法は、過酸化水素処理工程（ステップＳ２２０）と、促進酸
化処理工程（ステップＳ２２１）と、を具備し、過酸化水素ガスとオゾンガスとを用いて
処理対象表面を酸化させる処理を行う。つまり、酸化処理方法は、過酸化水素ガス発生装
置４から処理室２内に過酸化水素ガスを供給して処理対象表面を酸化させた後（ステップ
Ｓ２２０）、オゾンガス発生装置３から処理室２内にオゾンガスを供給することによって
ラジカルを生成して、前記ラジカルによって処理対象表面を酸化させる（ステップＳ２２
１）。
　そして、酸化処理方法では、まず、過酸化水素処理工程（ステップＳ２２０）において
過酸化水素が処理室２内で酸化反応するので、促進酸化処理工程（ステップＳ２２１）に
おいて処理室２内でのオゾンの酸化反応が抑制されることとなる。
　このため、酸化処理システム１では、処理室２内において、過酸化水素と反応してラジ
カルを生成するためのオゾンの量を十分に確保することができる。
　したがって、酸化処理システム１によれば、ラジカルによって処理対象表面を酸化させ
る処理（酸化促進処理）を効果的に行うことができる。
【００９１】
　またこのため、酸化処理方法では、過酸化水素と反応してラジカルを生成するために要
する酸化処理システム１の処理室２内へのオゾンガスの供給量を低減させることができる
。
　よって、酸化処理方法では、オゾンガスの供給能力の低い小型または軽量のオゾンガス
発生装置３でも、酸化処理方法を行うことができる。
【００９２】
　酸化処理方法の促進酸化処理工程（ステップＳ２２１）は、過酸化水素ガスによって処
理対象表面を酸化させた後（ステップＳ２２０）、過酸化水素ガス発生装置４から処理室
２内への過酸化水素ガスの供給を停止した状態で、オゾンガス発生装置３から処理室２内
にオゾンガスを供給して行ってもよい。
【００９３】
　また、酸化処理方法の促進酸化処理工程（ステップＳ２２１）は、酸化処理装置１のオ
ゾンガス発生装置３から処理室２内にオゾンガスを供給しながら過酸化水素ガス発生装置
４から処理室２内に過酸化水素ガスを供給することによって処理室２内で前記ラジカルを
生成して、前記ラジカルによって処理対象表面を酸化させるように行ってもよい。
　このように促進酸化処理工程（ステップＳ２２１）を行うことにより、酸化処理方法で
は、酸化処理システム１の処理室２内（処理室２内の処理対象表面、および、処理室２内
の雰囲気）での過酸化水素濃度を高くすることができ、処理室２内でのラジカル生成量を
増加させることができる。
　したがって、酸化処理方法によれば、ラジカルによって処理対象表面を酸化させる処理
（酸化促進処理）を効果的に行うことができる。
　このとき、酸化処理方法の促進酸化処理工程（ステップＳ２２１）は、過酸化水素ガス
によって処理対象表面を酸化させた後（ステップＳ２２０）、過酸化水素ガス発生装置４
から処理室２内への過酸化水素ガスの供給を継続して、オゾンガス発生装置３から処理室
２内にオゾンガスを供給するように行ってもよい。
　またこのとき、酸化処理方法の促進酸化処理工程（ステップＳ２２１）は、過酸化水素
ガスによって処理対象表面を酸化させた後（ステップＳ２２０）、過酸化水素ガス発生装
置４から処理室２内への過酸化水素ガスの供給を停止した状態で、オゾンガス発生装置３
から処理室２内にオゾンガスを供給し、その後、過酸化水素ガス発生装置４から処理室２
内への過酸化水素ガスを供給するように行ってもよい。
【００９４】



(19) JP 2013-158704 A 2013.8.19

10

20

30

40

50

　酸化処理方法の結露発生工程（ステップＳ２１）は、酸化処理システム１の処理室２内
に供給される過酸化水素ガス（酸化処理剤）の温度を上昇させることによって行われても
よい。
　このとき、酸化処理システム１の結露発生装置２１は、例えば、過酸化水素ガス供給管
７内の温度を上昇させる加熱装置として構成され、過酸化水素ガス供給管７内に配置され
る。
　そして、酸化処理方法では、酸化処理システム１の結露発生装置２１を作動させて過酸
化水素ガス供給管７内の温度を上昇させて過酸化水素ガス供給管７内の過酸化水素ガス（
酸化処理剤）の温度を上昇させて、当該処理対象表面に処理室２内の水分を結露させる（
ステップＳ２１）。
　このようにして、酸化処理方法では、容易に、酸化処理システム１の処理室２内の処理
対象表面に結露せることができる。
【００９５】
　また、酸化処理方法の酸化処理剤はオゾンガスおよび過酸化水素ガスである。
　そして、酸化処理方法では、結露発生工程（ステップＳ２１）において、過酸化水素ガ
ス発生装置４から処理室２内に供給することによって処理室２内の湿度を上昇させた状態
で行うこともできる。
　このように結露発生工程（ステップＳ２１）を行うことにより、酸化処理方法によれば
、前記処理室２内に供給される過酸化水素ガスが含む水分を利用して、より確実に、処理
室２内の処理対象表面に結露させることができる。
【００９６】
　次に、第三実施形態に係る酸化処理システム１について、図１３乃至図１５を用いて説
明する。
　なお、第三実施形態に係る酸化処理システム１の説明は、第一実施形態および第二実施
形態に係る酸化処理システム１と同様の構成の部分については適宜省略し、第一実施形態
および第二実施形態に係る酸化処理システム１の構成と異なる部分を中心に説明する。
【００９７】
　酸化処理システム１で用いられる酸化処理剤は、オゾンガスと過酸化水素ガスとの混合
ガスである。
　酸化処理システム１は、図１３に示すように、処理室２と、オゾンガス発生装置３と、
過酸化水素ガス発生装置４と、ファン５と、混合器３０と、結露発生装置２１と、結露除
去装置２２と、を具備する。
　酸化処理システム１のオゾンガス発生装置３と、過酸化水素ガス発生装置４と、混合器
３０と、ファン５とは、処理室２外に配置される。
【００９８】
　酸化処理システム１の処理室２内では、過酸化水素ガスとオゾンガスとの混合ガス（酸
化処理剤）を用いて、処理対象表面が酸化処理される。
　処理対象とは、過酸化水素ガスとオゾンガスとの混合ガスを用いてその表面が酸化処理
されるものを示す。
【００９９】
　酸化処理システム１のファン５は、過酸化水素ガス発生装置４に外気を供給して、過酸
化水素ガス発生装置４から混合器３０に、当該外気とともに過酸化水素ガスを供給するも
のである。
【０１００】
　酸化処理システム１の混合器３０は、オゾンガス発生装置３で発生されたオゾンガスと
、過酸化水素ガス発生装置４で発生された過酸化水素ガスと、を混合させて混合ガスとし
、当該混合ガスを処理室２内に供給するように構成される。酸化処理システム１の混合器
３０は、処理室２内よりも狭い空間内でオゾンガスと過酸化水素ガスとを混合させて混合
ガスとするように構成される。
　酸化処理システム１の混合器３０は、処理室２の上流側に配置される。酸化処理システ
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ム１の混合器３０は、オゾンガス発生装置３および過酸化水素ガス発生装置４の下流側に
配置される。
　酸化処理システム１は、混合器３０と処理室２内とが混合ガス供給管９を介して接続さ
れて、構成される。
【０１０１】
　酸化処理システム１の混合器３０は、例えば図１４に示すように、円筒部材３１と複数
個の混合羽根３２とを備え、処理室２内よりも狭い空間内でオゾンガスと過酸化水素ガス
とを混合させて混合ガスとするスタテックミキサとして構成される。
【０１０２】
　ここで、混合ガスは、オゾンガスと過酸化水素ガスとが混合されてなるものである。
　混合ガスでは、オゾンガスと過酸化水素ガスとが反応してラジカルが生成される。
【０１０３】
　そして、酸化処理システム１は、ファン５が作動することによって、配管８を介してフ
ァン５から過酸化水素ガス発生装置４に外気が供給され、当該外気とともに過酸化水素ガ
ス発生装置４で発生された過酸化水素ガスが過酸化水素ガス供給管７を介して過酸化水素
ガス発生装置４から混合器３０に供給されるように、構成される。
　また、酸化処理システム１は、オゾンガス発生装置３の供給ポンプが作動することによ
って、オゾンガス発生装置３で発生されたオゾンガスがオゾンガス供給管６を介してオゾ
ンガス発生装置３から混合器３０に供給されるように、構成される。
　さらに、酸化処理システム１は、オゾンガスと過酸化水素ガスとが混合器３０で混合さ
れて、当該混合ガスが混合ガス供給管９を介して混合器３０から処理室２に供給されるよ
うに、構成される。
　酸化処理システム１は、混合ガスが処理室２内に供給されることによって、処理室２内
の気体（過酸化水素、オゾン、酸素等）が処理室２の排気口２ａから排気されるように構
成される。
【０１０４】
　次に、第三実施形態に係る酸化処理システム１における処理室内２の処理対象表面を酸
化処理剤によって酸化させる処理を行う一連の動作について説明する。
【０１０５】
　前記酸化処理システム１の一連の動作は、図１５に示すように、混合工程（ステップＳ
３０）と、結露発生工程（ステップＳ３１）と、酸化処理工程（ステップＳ３２）と、結
露除去工程（ステップＳ３３）と、を具備するものである。
【０１０６】
　ステップＳ３０は、オゾンガスと過酸化水素ガスとを混合させて混合ガスとする工程で
ある。
　ステップＳ３０では、酸化処理システム１のオゾンガス発生装置３を作動させてオゾン
ガスを混合器３０に供給するとともに、過酸化水素ガス発生装置４を作動させて過酸化水
素を混合器３０に供給することで、オゾンガスと過酸化水素ガスとを混合器３０で混合す
るように行われる。このとき、酸化処理システム１の混合器３０においては、処理室２内
よりも狭い空間内でオゾンガスと過酸化水素ガスとを混合させて混合ガスとする。
　ステップＳ３０では、オゾンガスと過酸化水素ガスとが混合器３０で混合されると、混
合ガスとなる。混合ガスでは、オゾンガスと過酸化水素ガスとが反応して、ラジカルが生
成される。
　ステップＳ３０においてオゾンガスと過酸化水素ガスとを混合させて混合ガスとした後
、ステップＳ３１に移行する。
【０１０７】
　ステップＳ３１は、酸化処理システム１の処理室２内の処理対象表面に処理室２内の水
分を結露させる工程である。
　ステップＳ３１において酸化処理システム１の処理室２内の処理対象表面に結露させた
後、ステップＳ３２に移行する。
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　なお、ステップＳ３１では、混合器３０から処理室２内に混合ガス（酸化処理剤）を供
給して、混合ガスの過酸化水素ガスが含む水分によって処理室２内の湿度を上昇させた状
態で行うともできる。
【０１０８】
　ステップＳ３２は、酸化処理システム１の処理室２内の処理対象表面を酸化処理剤によ
って酸化させる処理を行う工程である。
　ステップＳ３２では、酸化処理システム１の処理室２内の処理対象表面に結露が生じた
状態（ステップＳ３１）で、混合ガス（酸化処理剤）を処理室２内に供給して、処理室２
内の処理対象表面を酸化させるように行われる。
　ステップＳ３２において混合ガス（酸化処理剤）によって処理対象表面を酸化させ後、
ステップＳ３３に移行する。
【０１０９】
　ステップＳ３３は、酸化処理システム１の処理室２内の処理対象表面の結露を除去する
工程である。
　ステップＳ３３では、酸化処理システム１の処理室２内の処理対象表面を混合ガス（酸
化処理剤）によって酸化させる処理（ステップＳ３２）を行った後、結露除去装置２２を
作動させて処理室２内の処理対象表面の結露を除去するように行われる。
【０１１０】
　以上のように、酸化処理システム１は、混合器３０を具備する。酸化処理システム１の
混合器３０は、処理室２内よりも狭い空間内でオゾンガスと過酸化水素ガスとを混合させ
て混合ガスとし、混合ガスを処理室２内に供給するように、構成される。
　このため、酸化処理システム１では、オゾンガスと過酸化水素ガスとが、処理室２内で
混合される場合よりもそれぞれ高い濃度で、混合器３０において混合されて混合ガスとな
る。
　よって、酸化処理システム１では、オゾンガスと過酸化水素ガスとを処理室２内で混合
させるものよりも、オゾンガスと過酸化水素ガスとの混合効率を向上させることができ、
ラジカルを効率よく生成することができる。
　したがって、酸化処理システム１によれば、処理室２内に供給された混合ガスのラジカ
ルによる処理対象表面の酸化処理効果を確実に得ることができる。
【０１１１】
　またこのように、酸化処理システム１では、ラジカルが効率よく生成されるので、オゾ
ンガスと過酸化水素ガスとを処理室２内で混合させるものよりも、処理室２から排気され
るオゾンの量と過酸化水素の量がそれぞれ少なくなり、処理室２の排気口２ａから排気さ
れるオゾンと過酸化水素との量を減少させることができる。
　したがって、酸化処理システム１によれば、処理室２の排気口２ａに設けられる過酸化
水素分解触媒およびオゾン分解触媒を少なくすることができる。
【０１１２】
　酸化処理システム１の酸化処理剤は、オゾンガスと過酸化水素ガスとの混合ガスである
。
　そして、酸化処理システム１では、結露発生工程（ステップＳ３１）において、混合器
３０から処理室２内に混合ガスを供給することによって処理室２内の湿度を混合ガスの過
酸化水素ガスが含む水分によって上昇させた状態で行うこともできる。
　このように結露発生工程（ステップＳ３１）を行うことにより、酸化処理システム１で
は、前記処理室２内に供給される混合ガスの過酸化水素ガスが含む水分を利用して、より
確実に、処理室２内の処理対象表面に結露させることができる。
【０１１３】
　次に、本発明の実施形態に係る、処理室２内の処理対象表面を酸化処理剤によって酸化
させる酸化処理方法について、図１５を用いて説明する。
【０１１４】
　酸化処理方法は、図１５に示すように、混合工程（ステップＳ３０）と、結露発生工程
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（ステップＳ３１）と、酸化処理工程（ステップＳ３２）と、結露除去工程（ステップＳ
３３）と、を具備する。
【０１１５】
　ステップＳ３０は、オゾンガスと過酸化水素ガスとを混合させて混合ガスとする工程で
ある。
　ステップＳ３０では、酸化処理システム１のオゾンガス発生装置３を作動させてオゾン
ガスを混合器３０に供給するとともに、過酸化水素ガス発生装置４を作動させて過酸化水
素を混合器３０に供給することで、オゾンガスと過酸化水素ガスとを混合器３０で混合す
るように行われる。このとき、酸化処理システム１の混合器３０においては、処理室２内
よりも狭い空間内でオゾンガスと過酸化水素ガスとを混合させて混合ガスとする。
　ステップＳ３０では、オゾンガスと過酸化水素ガスとが混合器３０で混合されると、混
合ガスとなる。混合ガスでは、オゾンガスと過酸化水素ガスとが反応して、ラジカルが生
成される。
　ステップＳ３０においてオゾンガスと過酸化水素ガスとを混合させて混合ガスとした後
、ステップＳ３１に移行する。
【０１１６】
　ステップＳ３１は、酸化処理システム１の処理室２内の処理対象表面に処理室２内の水
分を結露させる工程である。
　ステップＳ３１において酸化処理システム１の処理室２内の処理対象表面に結露させた
後、ステップＳ３２に移行する。
　なお、ステップＳ３１では、混合器３０から処理室２内に混合ガス（酸化処理剤）を供
給して、混合ガスの過酸化水素ガスが含む水分によって処理室２内の湿度を上昇させた状
態で行うともできる。
【０１１７】
　ステップＳ３２は、酸化処理システム１の処理室２内の処理対象表面を酸化処理剤によ
って酸化させる処理を行う工程である。
　ステップＳ３２では、酸化処理システム１の処理室２内の処理対象表面に結露が生じた
状態（ステップＳ３１）で、混合ガス（酸化処理剤）を処理室２内に供給して、処理室２
内の処理対象表面を酸化させるように行われる。
　ステップＳ３２において混合ガス（酸化処理剤）によって処理対象表面を酸化させ後、
ステップＳ３３に移行する。
【０１１８】
　ステップＳ３３は、酸化処理システム１の処理室２内の処理対象表面の結露を除去する
工程である。
　ステップＳ３３では、酸化処理システム１の処理室２内の処理対象表面を混合ガス（酸
化処理剤）によって酸化させる処理（ステップＳ３２）を行った後、結露除去装置２２を
作動させて処理室２内の処理対象表面の結露を除去するように行われる。
【０１１９】
　以上のように、酸化処理方法は、混合工程（ステップＳ３０）を具備する。酸化処理方
法は、混合工程では、処理室２内よりも狭い空間（混合器３０）内でオゾンガスと過酸化
水素ガスとを混合させて混合ガスとし、混合ガスを処理室２内に供給する。
　このため、酸化処理方法では、オゾンガスと過酸化水素ガスとが、処理室２内で混合さ
れる場合よりもそれぞれ高い濃度で、混合器３０において混合されて混合ガスとなる。
　よって、酸化処理方法は、では、オゾンガスと過酸化水素ガスとを処理室２内で混合さ
せるものよりも、オゾンガスと過酸化水素ガスとの混合効率を向上させることができ、ラ
ジカルを効率よく生成することができる。
　したがって、酸化処理方法は、によれば、処理室２内に供給された混合ガスのラジカル
による処理対象表面の酸化処理効果を確実に得ることができる。
【０１２０】
　酸化処理システム１の酸化処理剤は、オゾンガスと過酸化水素ガスとの混合ガスである
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。
　そして、酸化処理システム１では、結露発生工程（ステップＳ３１）において、混合器
３０から処理室２内に混合ガスを供給することによって処理室２内の湿度を混合ガスの過
酸化水素ガスが含む水分によって上昇させた状態で行うこともできる。
　このように結露発生工程（ステップＳ３１）を行うことにより、酸化処理システム１で
は、前記処理室２内に供給される混合ガスの過酸化水素ガスが含む水分を利用して、より
確実に、処理室２内の処理対象表面に結露させることができる。
【０１２１】
　次に、第四実施形態に係る酸化処理システム１について、図１６乃至図２０を用いて説
明する。
　なお、第四実施形態に係る酸化処理システム１の説明は、第一実施形態、第二実施形態
、および、第三実施形態に係る酸化処理システム１と同様の構成の部分については適宜省
略し、第一実施形態、第二実施形態、および、第三実施形態に係る酸化処理システム１の
構成と異なる部分を中心に説明する。
【０１２２】
　酸化処理システム１で用いられる酸化処理剤は、オゾンガスと過酸化水素水との混合流
体である。
　酸化処理システム１は、図１６に示すように、処理室２と、オゾンガス発生装置３と、
コンプレッサ１０と、混合器４０と、貯留槽１１と、ノズル５０と、結露発生装置２１と
、結露除去装置２２と、を具備する。
　酸化処理システム１のオゾンガス発生装置３と、過酸化水素ガス発生装置４と、混合器
４０と、ファン５とは、処理室２外に配置される。
　酸化処理システム１の処理室２内では、オゾンガスと過酸化水素水との混合流体（酸化
処理剤）を用いて、処理対象表面が酸化処理される。
　処理対象とは、オゾンガスと過酸化水素水との混合流体を用いてその表面が酸化処理さ
れるものを示す。
【０１２３】
　酸化処理システム１のコンプレッサ１０は、空気圧縮機であり、圧縮された空気流を吐
出可能に構成される。
　酸化処理システム１のコンプレッサ１０は、処理室２およびノズル５０の上流側に配置
される。
【０１２４】
　酸化処理システム１の混合器４０は、オゾンガス発生装置３で発生されたオゾンガスと
、コンプレッサ１０から吐出される空気と、を混合させて混合気とし、当該混合気（オゾ
ンガス）をノズル５０に供給するように構成される。酸化処理システム１の混合器４０は
、処理室２内よりも狭い空間内でオゾンガスと空気とを混合させて混合気とするように構
成される。
　酸化処理システム１の混合器４０は、処理室２およびノズル５０の上流側に配置される
。酸化処理システム１の混合器４０は、オゾンガス発生装置３およびコンプレッサ１０の
下流側に配置される。
【０１２５】
　酸化処理システム１の貯留槽１１は、過酸化水素水が貯留されるものである。
　酸化処理システム１の貯留槽１１には、高濃度の過酸化水素水（例えば、３５ｗｔ％過
酸化水素水）が貯留される。なお、酸化処理システム１では、過酸化水素ガス発生装置４
において過酸化水素ガスを発生するために用いられる過酸化水素水は、求められる効果、
用途、または、過酸化水素ガス発生装置４の仕様等に応じて、適切な濃度のものが選択さ
れて用いられてもよい。
　酸化処理システム１の貯留槽１１は、処理室２およびノズル５０の上流側に配置される
。酸化処理システム１の貯留槽１１は、オゾンガス発生装置３およびコンプレッサ１０の
下流側に配置される。
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【０１２６】
　酸化処理システム１のノズル５０は、二流体ノズルであり、混合気（オゾンガス）と過
酸化水素水とを混合させて混合流体として、当該混合流体（過酸化水素水）を霧化して処
理室２内に噴霧するように構成される。酸化処理システム１のノズル５０は、処理室２内
よりも狭い空間内で混合気（オゾンガス）と過酸化水素水とを混合させて混合流体とする
ように構成される。
　酸化処理システム１のノズル５０は、処理室２内に配置される。酸化処理システム１の
ノズル５０は、オゾンガス発生装置３、コンプレッサ１０、混合器４０、および、貯留槽
１１の下流側に配置される。
【０１２７】
　酸化処理システム１は、オゾンガス発生装置３と混合器４０とがオゾンガス供給管６を
介して接続されて、構成される。
　酸化処理システム１は、コンプレッサ１０と混合器４０とが空気供給管１４を介して接
続されて、構成される。
　酸化処理システム１は、混合器４０とノズル５０とが混合気供給管１２を介して接続さ
れて、構成される。
　酸化処理システム１は、貯留槽１１とノズル５０とが過酸化水素水供給管１３を介して
接続されて、構成される。
【０１２８】
　酸化処理システム１の混合器４０は、例えば、オゾンガスが空気に吸引されるようにし
て、オゾンガスと空気とが混合するように（アスピレータのように）構成される。
　このとき、酸化処理システム１の混合器４０は、図１７に示すように、オゾンガス流路
４１と、空気流路４２と、混合気流路４３と、を有して構成される。
　酸化処理システム１の混合器４０のオゾンガス流路４１は、オゾンガス供給管６を介し
て供給されたオゾンガスが混合器４０内を流通する流路である。酸化処理システム１の空
気流路４２は、空気供給管１４を介して供給された空気が混合器４０内を流通する流路で
ある。酸化処理システム１の混合気流路４３は、混合気が混合器４０内を流通して、混合
気供給管１２に流出する流路である。
　酸化処理システム１の混合器４０は、オゾンガス流路４１と空気流路４２とがそれぞれ
混合気流路４３に連通され、混合気流路４３にてオゾンガスと空気とが混合されるように
構成される。
　酸化処理システム１の混合器４０は、オゾンガス流路４１と混合気流路４３との連通す
る部分（オゾンガス流路４１の終端）の開口面積が混合気流路４３の断面積に比べて小さ
く形成されて、構成される。
【０１２９】
　酸化処理システム１のノズル５０は、例えば、図１８に示すように、混合気流路５１と
、過酸化水素水流路５２と、渦流室５３と、噴霧口５４と、を有して構成される。
　酸化処理システム１のノズル５０の混合気流路５１は、混合気供給管１２を介して供給
された混合気がノズル５０内を流通する流路である。酸化処理システム１のノズル５０の
過酸化水素水流路５２は、過酸化水素水供給管１３を介して供給された過酸化水素水がノ
ズル５０内を流通する流路である。酸化処理システム１のノズル５０の渦流室５３は、前
記ノズル５０内に供給された過酸化水素水がノズル５０内において渦状に旋回するように
流通する流路である。酸化処理システム１のノズル５０の噴霧口５４は、混合気（オゾン
ガス）と過酸化水素水とが混合されてなる混合流体（過酸化水素水）を霧化して噴霧する
開口である。
【０１３０】
　酸化処理システム１のノズル５０は、混合気流路５１と渦流室５３とが連通され、過酸
化水素水流路５２と渦流室５３とが連通され、渦流室５３と噴霧口５４とが連通されて構
成される。
　酸化処理システム１のノズル５０は、渦流室５３で、混合気（オゾンガス）と過酸化水
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素水とが混合されて混合流体とされるように構成される。また、酸化処理システム１のノ
ズル５０は、渦流室５３で、旋回力が付与された過酸化水素水に混合気が吹付けられて混
合流体（過酸化水素水）が霧化されて、当該霧化された混合流体が噴霧口５４から噴霧さ
れるように構成される。
【０１３１】
　そして、酸化処理システム１は、コンプレッサ１０が作動することによって、空気供給
管１４を介してコンプレッサ１０から混合器４０に空気が供給されるように構成される。
　酸化処理システム１は、オゾンガス発生装置３の供給ポンプが作動することによって、
オゾンガス発生装置３で発生された高濃度のオゾンガスがオゾンガス供給管６を介してオ
ゾンガス発生装置３から混合器４０に供給されるように、構成される。
　酸化処理システム１は、高濃度のオゾンガスと空気とが混合器４０で混合されて混合気
（中濃度のオゾンガス）とされ、当該混合気が混合気供給管１２を介して混合器４０から
ノズル５０に供給されるように、構成される。
　酸化処理システム１は、貯留槽１１の高濃度の過酸化水素水が、高濃度の過酸化水素水
のまま、過酸化水素水供給管１３を介して貯留槽１１からノズル５０に供給されるように
、構成される。
　酸化処理システム１は、ノズル５０で、混合気（中濃度のオゾンガス）と高濃度の過酸
化水素水とが混合されて混合流体とされるとともに霧化されて、これを処理室２内に噴霧
するように、構成される。
　酸化処理システム１は、処理室２内の気体（過酸化水素、オゾン、酸素等）が処理室２
の排気口２ａから排気されるように構成される。
【０１３２】
　次に、第四実施形態に係る酸化処理システム１における処理室２内の処理対象表面を酸
化処理剤によって酸化させる処理を行う一連の動作について説明する。
【０１３３】
　前記酸化処理システム１の一連の動作は、図１９に示すように、混合工程（ステップＳ
４０）と、結露発生工程（ステップＳ４１）と、酸化処理工程（ステップＳ４２）と、結
露除去工程（ステップＳ４３）と、を具備するものである。
【０１３４】
　ステップＳ４０は、図２０に示すように、オゾンガス混合工程（ステップＳ４００）と
、過酸化水素水混合工程（ステップＳ４０１）と、を備える。
【０１３５】
　ステップＳ４００は、オゾンガスと空気とを混合させて混合気とする工程である。
　ステップＳ４００では、酸化処理システム１のオゾンガス発生装置３を作動させてオゾ
ンガスを混合器４０に供給するとともに、コンプレッサ１０を作動させて空気を混合器４
０に供給することで、オゾンガスと空気とを混合器４０内で混合するように行われる。
　ステップＳ４００では、オゾンガスと空気とが混合器４０で混合されると、混合気とな
る。
　ステップＳ４００においてオゾンガスと空気とを混合させて混合気とした後、ステップ
Ｓ４０１に移行する。
【０１３６】
　ステップＳ４０１は、混合気（オゾンガス）と過酸化水素水とを混合させて混合流体と
する工程である。
　ステップＳ４０１では、混合器４０から供給される混合気（オゾンガス）と貯留槽１１
から供給される過酸化水素水とをノズル５０内で混合するように行われる。
　ステップＳ４０１では、混合器４０（オゾンガス）と過酸化水素水とがノズル５０で混
合されると、混合流体となる。混合流体では、オゾンガスと過酸化水素水とが反応して、
ラジカルが生成される。
　このようにして、ステップＳ４０が行われる。
　ステップＳ４０においてオゾンガスと空気とを混合させて混合気とし（ステップＳ４０
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０）、当該混合気（オゾンガス）と過酸化水素水とを混合させて混合流体とした後（ステ
ップＳ４０１）、ステップＳ４１に移行する。
【０１３７】
　ステップＳ４１は、酸化処理システム１の処理室２内の処理対象表面に処理室２内の水
分を結露させる工程である。
　ステップＳ４１において酸化処理システム１の処理室２内の処理対象表面に結露させた
後、ステップＳ４２に移行する。
　なお、ステップＳ４１は、混合器４０から処理室２内に混合流体（酸化処理剤）を供給
し、混合流体の過酸化水素水が含む水分によって処理室２内の湿度を上昇させた状態で行
うこともできる。
【０１３８】
　ステップＳ４２は、酸化処理システム１の処理室２内の処理対象表面を酸化処理剤によ
って酸化させる処理を行う工程である。
　ステップＳ４２では、酸化処理システム１の処理室２内の処理対象表面に結露が生じた
状態（ステップＳ４１）で、混合ガス（酸化処理剤）を処理室２内に供給して、処理室２
内の処理対象表面を酸化させるように行われる。
　ステップＳ４２において混合ガス（酸化処理剤）によって処理対象表面を酸化させ後、
ステップＳ４３に移行する。
【０１３９】
　ステップＳ４３は、酸化処理システム１の処理室２内の処理対象表面の結露を除去する
工程である。
　ステップＳ４３では、酸化処理システム１の処理室２内の処理対象表面を混合ガス（酸
化処理剤）によって酸化させる処理（ステップＳ４２）を行った後、結露除去装置２２を
作動させて処理室２内の処理対象表面の結露を除去するように行われる。
【０１４０】
　以上のように、酸化処理システム１は、ノズル５０を具備する。酸化処理システム１の
ノズル５０は、混合気（中濃度のオゾンガス）と高濃度の過酸化水素水とを混合させて混
合流体として、当該混合流体（過酸化水素水）を霧化して処理室２内に噴霧するように、
構成される
　このため、酸化処理システム１では、濃度の高いオゾンガスと過酸化水素水とがノズル
５０おいて混合されて混合流体とし、処理室２に噴霧されることとなる。
　よって、酸化処理システム１では、オゾンと過酸化水素とを処理室２内で混合させるも
のよりも、オゾンと過酸化水素との混合効率を向上させることができ、ラジカルを効率よ
く生成することができる。
　したがって、酸化処理システム１によれば、処理室２内に供給された混合流体のラジカ
ルによる処理対象表面の酸化処理効果を確実に得ることができる。
【０１４１】
　またこのように、酸化処理システム１では、ラジカルが効率よく生成されるので、オゾ
ンガスと過酸化水素水とを処理室２内で混合させるものよりも、処理室２から排気される
オゾンの量と過酸化水素の量がそれぞれ少なくなり、処理室２の排気口２ａから排気され
るオゾンと過酸化水素との量を減少させることができる。
　したがって、酸化処理システム１によれば、処理室２の排気口２ａに設けられる過酸化
水素分解触媒およびオゾン分解触媒を少なくすることができる。
【０１４２】
　酸化処理システム１の酸化処理剤は、オゾンガスと過酸化水素水との混合流体である。
　そして、酸化処理システム１では、結露発生工程（ステップＳ４１）において、ノズル
５０から処理室２内に混合流体を供給することによって処理室２内の湿度を混合流体の過
酸化水素水が含む水分によって上昇させた状態で行うこともできる。
　このように結露発生工程（ステップＳ４１）を行うことにより、酸化処理システム１で
は、前記処理室２内に供給される混合流体の過酸化水素水が含む水分を利用して、より確
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実に、処理室２内の処理対象表面に結露させることができる。
【０１４３】
　次に、本発明の実施形態に係る、処理室２内の処理対象表面を酸化処理剤によって酸化
させる酸化処理方法について、図１９または図２０を用いて説明する。
【０１４４】
　酸化処理方法は、図１９に示すように、混合工程（ステップＳ４０）と、結露発生工程
（ステップＳ４１）と、酸化処理工程（ステップＳ４２）と、結露除去工程（ステップＳ
４３）と、を具備する。
【０１４５】
　ステップＳ４０は、図２０に示すように、オゾンガス混合工程（ステップＳ４００）と
、過酸化水素水混合工程（ステップＳ４０１）と、を備える。
【０１４６】
　ステップＳ４００は、オゾンガスと空気とを混合させて混合気とする工程である。
　ステップＳ４００では、酸化処理システム１のオゾンガス発生装置３を作動させてオゾ
ンガスを混合器４０に供給するとともに、コンプレッサ１０を作動させて空気を混合器４
０に供給することで、オゾンガスと空気とを混合器４０内で混合するように行われる。
　ステップＳ４００では、オゾンガスと空気とが混合器４０で混合されると、混合気とな
る。
　ステップＳ４００においてオゾンガスと空気とを混合させて混合気とした後、ステップ
Ｓ４０１に移行する。
【０１４７】
　ステップＳ４０１は、混合気（オゾンガス）と過酸化水素水とを混合させて混合流体と
する工程である。
　ステップＳ４０１では、混合器４０から供給される混合気（オゾンガス）と貯留槽１１
から供給される過酸化水素水とをノズル５０内で混合するように行われる。
　ステップＳ４０１では、混合器４０（オゾンガス）と過酸化水素水とがノズル５０で混
合されると、混合流体となる。混合流体では、オゾンガスと過酸化水素水とが反応して、
ラジカルが生成される。
　このようにして、ステップＳ４０が行われる。
　ステップＳ４０においてオゾンガスと空気とを混合させて混合気とし（ステップＳ４０
０）、当該混合気（オゾンガス）と過酸化水素水とを混合させて混合流体とした後（ステ
ップＳ４０１）、ステップＳ４１に移行する。
【０１４８】
　ステップＳ４１は、酸化処理システム１の処理室２内の処理対象表面に処理室２内の水
分を結露させる工程である。
　ステップＳ４１において酸化処理システム１の処理室２内の処理対象表面に結露させた
後、ステップＳ４２に移行する。
　なお、ステップＳ４１では、混合器４０から処理室２内に混合流体（酸化処理剤）を供
給し、混合流体の過酸化水素水が含む水分によって処理室２内の湿度を上昇させた状態で
行うこともできる。
【０１４９】
　ステップＳ４２は、酸化処理システム１の処理室２内の処理対象表面を酸化処理剤によ
って酸化させる処理を行う工程である。
　ステップＳ４２では、酸化処理システム１の処理室２内の処理対象表面に結露が生じた
状態（ステップＳ４１）で、混合ガス（酸化処理剤）を処理室２内に供給して、処理室２
内の処理対象表面を酸化させるように行われる。
　ステップＳ４２において混合ガス（酸化処理剤）によって処理対象表面を酸化させ後、
ステップＳ４３に移行する。
【０１５０】
　ステップＳ４３は、酸化処理システム１の処理室２内の処理対象表面の結露を除去する
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　ステップＳ４３では、酸化処理システム１の処理室２内の処理対象表面を混合ガス（酸
化処理剤）によって酸化させる処理（ステップＳ４２）を行った後、結露除去装置２２を
作動させて処理室２内の処理対象表面の結露を除去するように行われる。
【０１５１】
　以上のように、酸化処理方法は、過酸化水素水混合工程（ステップＳ４０１）と、酸化
処理工程（ステップＳ４２）と、を具備する。そして、酸化処理方法では、酸化処理シス
テム１のノズル５０において、混合気（中濃度のオゾンガス）と高濃度の過酸化水素水と
を混合させて混合流体とし（ステップＳ４０１）、当該混合流体（過酸化水素水）を霧化
して処理室２内に噴霧する（ステップＳ４２）。
　このため、酸化処理方法では、濃度の高いオゾンガスと過酸化水素水とがノズル５０お
いて混合されて混合流体とし、処理室２に噴霧されることとなる。
　よって、酸化処理方法では、オゾンと過酸化水素とを処理室２内で混合させるものより
も、オゾンと過酸化水素との混合効率を向上させることができ、ラジカルを効率よく生成
することができる。
　したがって、酸化処理方法によれば、処理室２内に供給された混合流体のラジカルによ
る処理対象表面の酸化処理効果を確実に得ることができる。
【０１５２】
　酸化処理方法の酸化処理剤は、オゾンガスと過酸化水素水との混合流体である。
　酸化処理方法の酸化処理剤は、オゾンガスと過酸化水素水との混合流体である。
　そして、酸化処理方法では、結露発生工程（ステップＳ４１）において、混合器４０か
ら処理室２内に混合流体を供給することによって処理室２内の湿度を混合流体の過酸化水
素水が含む水分によって上昇させた状態で行うこともできる。
　このように結露発生工程（ステップＳ４１）を行うことにより、酸化処理システム１で
は、前記処理室２内に供給される混合流体の過酸化水素水が含む水分を利用して、より確
実に、処理室２内の処理対象表面に結露させることができる。
【符号の説明】
【０１５３】
　１　　酸化処理システム
　２　　処理室
　３　　オゾンガス発生装置
　４　　過酸化水素ガス発生装置
　５　　ファン
　１０　コンプレッサ
　１１　貯留槽
　２１　結露発生装置
　２２　結露除去装置
　３０　混合器
　４０　混合器
　５０　ノズル
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