
超音波オゾンマイクロバブルによる殺菌技術

1.はじめに
　最近発生した日本におけるユッケか
らの集団食中毒事件，ヨーロッパにお
ける腸管出血性大腸菌感染事件などに
代表されるように，水や食物中に存在
する病原性細菌が人体に危害を及ぼす
事例が頻繁に報告されている．オゾン
殺菌は，オゾンが持つ強い酸化力を利
用して細菌の細胞死をもたらす方法
で，主にヨーロッパを中心に使われて
いるが，オゾンの生成コストが高い点
や，水へ溶解しにくい点などが課題と
されている．一方，マイクロバブルは
主に 100μm 以下の気泡を指し，体積
あたりの比表面積が広く浮上速度が遅
いために，気体の効率的な溶解に有効
であるとされている．本稿では，超音
波によって発生させたオゾンのマイク
ロバブル（以下，超音波オゾンマイク
ロバブル）を用いて効果的に菌を不活
化する技術について紹介する（1）．
2. 超音波オゾンマイクロバブル
の発生

　超音波オゾンマイクロバブルは中空
構造の超音波ホーンを振動させ，振動
面からオゾンガスを放出させることに
より発生する．超音波ホーンに供給さ
れたオゾンガスは，超音波振動によっ
てホーン出口の気液界面が不安定とな
り，図 1 に示すように微細な気泡が
放出される（2）．ここで発生する気泡の
気泡径は平均 14μm と極めて小さい気
泡であり，水中に投入するオゾンを有
効に溶解させることができる．
　オゾンの殺菌能力は溶存オゾン濃度
に比例するため，超音波オゾンマイク
ロバブルを用いた際の溶存オゾン濃度
を測定した．図 2 に超音波オゾンマ
イクロバブルを水に供給した場合

（USμB-O3）の溶存オゾン濃度の時間
経過を示す（ガス流量：50mL/min，
オゾンガス濃度：150mg/L，水容量：
300mL）．比較として，多孔質散気管
から同一条件でオゾンを供給した場合

（mB-O3，平均気泡径 481μm），多孔質
散気管からの供給に加え，超音波印加
を行った場合（mB-O3 with US）のデー
タも併せて記載する．図 2 の USμB-O3

と mB-O3 のデータより一般的な散気
管からの発生に比べて，超音波オゾン

マイクロバブルの場合オゾン濃度が速
やかに上昇し，飽和に達することが示
されている．また，mB-O3 と mB-O3 
with US のデータより，同じ供給手段
にもかかわらず超音波の印加によって
オゾン濃度が下がっていることから，
超音波による脱気作用やオゾンの自己
分解効果が顕在化したものと思われる．
3. 大腸菌の殺菌効果
　図 3 に大腸菌（ATCC8739，108CFU/
mL）を含む水 300mL をサンプルとし
た場合の超音波オゾンマイクロバブル

（USμB-O3）による大腸菌数の時間経
過を示す．比較として，前章の mB-
O3，mB-O3 with US の条件に，超音
波のみを印加した場合（US）の殺菌
データも併せて示す．図中矢印は菌数
0 を 示 す． 図 3 の USμB-O3 と mB-O3

のデータより，散気管の場合は生存菌
数が 0 になるまで 30 分必要であるの
に対し，超音波オゾンマイクロバブル
は 15 分で生存菌数が 0 となり，速や
かな殺菌が可能であることが示され
た． ま た，mB-O3 と mB-O3 with US
のデータより，超音波印加の有無に
よって，図 2 ではオゾン濃度が異な
るにもかかわらず，菌数の時間的な変
化はほぼ一緒となった．これは，溶存
したオゾンに超音波を印加すると O3

から O2 への分解が加速され，非常に
酸化力の強い OH ラジカルの生成が促
進されたことが原因と考えられる（3）．
つまり，mB-O3 と mB-O3 with US の
比較において，超音波印加した場合，
しない場合に比べて液中のオゾン濃度
が低いにもかかわらず OH ラジカルが
生成促進されることによって同程度の
殺菌能力を有したものと思われる．し
たがって，超音波オゾンマイクロバブ
ルは，マイクロバブルの良好な溶解特
性によるオゾン濃度の速やかな上昇
と，超音波印加による OH ラジカルの
生成促進によって，菌に対して強い殺
菌能力を有していることが示された．
4. おわりに
　今回紹介した超音波オゾンマイクロ
バブルは大腸菌や一般生菌に対して強
い殺菌能力を有することを確認した．
この殺菌手法は超音波による洗浄効果
も同時に得ることができるため，形状

が複雑な構造物や生物など，既存手法
では殺菌がしにくい対象の効果的な殺
菌技術として期待される．
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図１　超音波によるマイクロバブルの発生
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図 3　�各処理における大腸菌数の減少曲
線
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図 2　溶存オゾン濃度の上昇曲線
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