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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　本体ブロックと押えブロックとを各後端側で枢支連結し、本体ブロックと押えブロック
との各前端側に設けた各アイロン板を接離自在にするように構成されたヘアーアイロンに
おいて、放電電極に供給した水に高電圧を印加して静電霧化することで帯電微粒子水を生
成する静電霧化部を備え、静電霧化部の帯電微粒子水の放出部を静電霧化部を本体ブロッ
クに固定するための固定基台に固定することで本体ブロックの左右両側にそれぞれ配置し
、各放出部からの帯電微粒子水の放出方向を、本体ブロックから離れる方向で且つ、本体
ブロックの側方位置において本体ブロックのアイロン板の挟持面の側方への仮想延長面と
交差する方向に設定して成ることを特徴とするヘアーアイロン。
【請求項２】
　上記固定基台に帯電微粒子水の放出方向に向くレール状の差込部を形成し、上記差込部
に放出部をスライドさせて固定したことを特徴とする請求項１に記載のヘアーアイロン。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、髪を挟持加熱して整髪するヘアーアイロンに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、髪を挟持加熱して整髪するヘアーアイロンにマイナスイオン発生部を設け、
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髪にマイナスイオンを付与させて、良好な保湿性、手触り感といった髪のケア効果を付与
しようとしたものが知られている（たとえば特許文献１参照）。
【０００３】
　詳しくは、このヘアーアイロンは、上下に配置した主体ブロックと押えブロックとを各
後端側で枢支連結し、主体ブロックと押えブロックとの各先端部に設けた各アイロン板を
接離自在にするように構成され、主体ブロックのアイロン板の挟持面に、スチーム発生部
で発生させたスチームを放出するスチーム放出口や、マイナスイオン発生部で発生させた
マイナスイオンを放出するイオン放出口が開口するように設けられている。
【０００４】
　しかしながら、このヘアーアイロンにあっては、髪の加熱挟持とスチームやマイナスイ
オンの付与とのタイミングが同時であり、充分な水分が付与されないまま髪が加熱挟持さ
れて髪を傷めてしまったり、マイナスイオンを付与した後に髪が加熱挟持されてマイナス
イオンの効能(髪のケア効果)を弱めてしまう、といった問題があった。なお、そもそも水
を加熱気化させて生成されるスチームは水粒子が大きくて髪の内部にまで浸透することが
困難であるから癖付けが確実にできない、といった問題もあった。
【特許文献１】特開２００４－４１７５９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は上記の従来の問題点に鑑みて為したものであって、加熱挟持時の髪の痛みを抑
制すると共に整髪の際の癖付けの確実性を高め、整髪後の髪のケア効果が加熱挟持により
弱められることなく有効に発揮させるといった諸効果を得ることができ、更にこれら諸効
果を髪全体に効果的に付与させ得るようにしたヘアーアイロンを提供することを課題とす
るものである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するために本発明の請求項１に係るヘアーアイロンは、本体ブロック２
と押えブロック３とを各後端側で枢支連結し、本体ブロック２と押えブロック３との各前
端側に設けた各アイロン板１１，１２を接離自在にするように構成されたヘアーアイロン
１において、放電電極２１に供給した水に高電圧を印加して静電霧化することで帯電微粒
子水を生成する静電霧化部２０を備え、静電霧化部２０の帯電微粒子水の放出部２７を静
電霧化部２０を本体ブロック２に固定するための固定基台に固定することで本体ブロック
２の左右両側にそれぞれ配置し、各放出部２７からの帯電微粒子水の放出方向Ａを、本体
ブロック２から離れる方向で且つ、本体ブロック２の側方位置において本体ブロック２の
アイロン板１１の挟持面７の側方への仮想延長面と交差する方向に設定して成ることを特
徴とする。
【０００７】
　これによると、放電電極２１に供給した水に高電圧を印加して静電霧化することで帯電
微粒子水を生成する静電霧化部２０を備え、静電霧化部２０の帯電微粒子水の放出部２７
を本体ブロック２の左右両側にそれぞれ配置したので、ヘアーアイロン１を左勝手、右勝
手のどちらで使用しても、加熱挟持する髪の前後部位に帯電微粒子水（マイナスの電気を
帯びたナノメータサイズの水粒子）をそれぞれ付与できるのであり、つまり、加熱挟持前
の髪にその内部にまで帯電微粒子水を浸透できるから、加熱挟持された際の髪の痛みを抑
制しつつ整髪の際の癖付けの確実性を高めることができるのであり、また、加熱挟持後の
髪にその内部にまで帯電微粒子水（水分）を浸透させて水分補給できると共に帯電微粒子
水の電荷を付与できるから、髪のケア効果を従来のように弱めることなく有効に発揮させ
ることができる。また、静電霧化部２０の各放出部２７からの帯電微粒子水の放出方向Ａ
を本体ブロック２から離れる方向に設定したので、帯電微粒子水を本体ブロック２に極力
付着させず、帯電微粒子水が有した電荷による本体ブロック２の帯電を防止して、放出部
２７からの帯電微粒子水の放出を支障なく継続できるのであり、且つ、放出部２７からの
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帯電微粒子水の放出方向Ａを本体ブロック２の側方位置において本体ブロック２のアイロ
ン板１１の挟持面７の側方への仮想延長面と交差する方向に設定したので、アイロン板１
１の挟持面７に挟持されてアイロン板１１の挟持面７の側方に位置する髪全体に効率よく
帯電微粒子水を付着させることができ、上記帯電微粒子水による癖付けの向上効果や髪の
ケア効果等を髪全体に効果的に発揮させることができるのである。
【０００８】
　また、放出部２７毎に有した個々の固定基台をそれぞれ本体ブロック２に固定したこと
で、各放出部２７の位置精度は個別の固定基台の本体ブロック２への固定精度にも負うこ
ととなるが、上記のように静電霧化部２０を本体ブロック２に固定するための固定基台２
８に左右の各放出部２７を固定したことによると、上記個別の固定基台の本体ブロック２
への固定精度を考える必要がなく、各放出部２７の位置精度が高まると共に、帯電微粒子
水の髪への付着効率に各放出部２７の間で差を生じないようにできる。
【０００９】
　また請求項２に係るヘアーアイロンは、請求項１において、上記固定基台２８に帯電微
粒子水の放出方向Ａに向くレール状の差込部３３を形成し、上記差込部３３に放出部２７
をスライドさせて固定したことを特徴とする。これによると、放出部２７を差込部３３に
よって帯電微粒子水の放出方向Ａにガイドされた状態で固定基台２８に固定することがで
き、放出部２７からの帯電微粒子水の放出方向Ａの精度を高めることができる。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明は、加熱挟持時の髪の痛みを抑制すると共に整髪の際の癖付けの確実性を高め、
整髪後の髪のケア効果が加熱挟持により弱められることなく有効に発揮させるといった諸
効果を得ることができ、更にこれら諸効果を髪全体に効果的に付与させることができる、
といった利点を有する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下、本発明を添付図面に示す実施形態に基いて説明する。
【００１２】
　本例のヘアーアイロン１は、図１乃至図５のように、長手方向の一端側半部（後半部）
に使用者の手が把持する把持部４を有し、長手方向の他端側半部（前半部）に使用者の毛
髪を加熱挟持して整髪する整髪部５を有している。ヘアーアイロン１のハウジングは上下
に分割した半体状の本体ブロック２と押えブロック３とで構成されており、上下に配置さ
れた本体ブロック２と押えブロック３は把持部４に設けたヒンジ部６で上下に枢支連結さ
れて整髪部５が上下に開閉自在にされている。なお、ヒンジ部６には開き方向に付勢する
バネ６ａ（図６）が内装されていて、自然状態で本体ブロック２と押えブロック３とが多
少開いた状態にされる。
【００１３】
　開閉自在にされた整髪部５における本体ブロック２や押えブロック３の各対向面は接離
自在にされて毛髪を挟持加熱する挟持面７，８となるのであるが、この挟持面７，８には
それぞれヒータ９，１０を備えた平板状のアイロン板１１，１２がそれぞれ配置されてい
る。本体ブロック２には静電霧化部２０が内装されていると共に、上記アイロン板１１，
１２のヒータ９，１０や静電霧化部２０の作動を操作する操作スイッチ１３が設けられて
いる。静電霧化部２０は把持部４を持つ手の邪魔にならないよう本体ブロック２における
把持部４と整髪部５との間に配設され、操作スイッチ１３は把持部４を持つ手によって良
好に操作できるよう把持部４に配設されている。詳しくは、各ヒータ９，１０は各アイロ
ン板１１，１２の内面側に沿設されそれぞれ押えバネ１４，１５にて位置決め固定されて
いる。なお、各ヒータ９，１０には安全装置としての温度ヒューズ１６がヒューズ固定板
１６ａにて位置決め固定されると共に、本体側ヒータ９には温度センサ１７がセンサ固定
板１７ａにて位置決め固定されている。また、本体ブロック２の把持部４内には操作スイ
ッチ１３に接続された制御部１８が内装され、各ヒータ９，１０がリード線にて制御部１
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８を介して直列に接続されている。
【００１４】
　ここで、静電霧化部２０は、図７のように、供給される水に電圧を印加する針状の放電
電極２１と、放電電極２１に対向して位置するリング状の対向電極２２と、放電電極２１
と対向電極２２との間に高電圧を印加する高電圧印加部と、水を貯水するタンク２３（図
４）と、タンク２３内の貯水Ｗを放電電極２１に供給する供給管２４とを具備している。
本例では、高電圧印加部は対向電極２２にグランド電圧を印加すると共に放電電極２１に
マイナスの高電圧を印加させる制御部１８に備えた高電圧発生回路にて構成され、また、
高電圧印加部にて高電圧が印加される放電電極２１及び対向電極２２は感電防止を期して
カバー体２５により一体にされて霧化ユニット２６を形成しており、この霧化ユニット２
６は後述のように帯電微粒子水が生成、放出される部位であり、帯電微粒子水の放出部２
７となっている。１つのタンク２３と、２つの霧化ユニット２６とを固定基台２８に取り
付けたことで静電霧化部２０が形成されており、固定基台２８を本体ブロック２に組み込
むことで静電霧化部２０は本体ブロック２内に配設される。
【００１５】
　この静電霧化部２０によるナノメータサイズの帯電微粒子水の発生（静電霧化現象）の
メカニズムは以下のとおりである。放電電極２１と対向電極２２の間に印加された電圧に
より放電電極２１の先端部に供給された水が帯電し、帯電した液体にクーロン力が働き、
放電電極２１の先端に供給された水の液面が局所的に先端が尖った錐状に盛り上がる（テ
イラーコーン）。このテイラーコーンの先端部に電荷が集中して高密度化され、高密度化
された電荷の反発力による液体の分裂・飛散（レイリー分裂）を繰り返して静電霧化が行
われ、ラジカルを有するナノメータサイズの帯電微粒子水（マイナスイオンミスト）が生
成される。生成された帯電微粒子水は放電電極２１の先端から対向電極２２へと向かう電
気力線に概ね沿った状態で飛散される。
【００１６】
　本体ブロック２の左右両側には側外方へ突出する側方突出部１９がそれぞれ形成されて
おり、これら側方突出部１９内にそれぞれ静電霧化部２０の霧化ユニット２６が内装され
る。なお、上記左右方向は、各挟持面７，８を互いに合わせた状態の挟持面内でヘアーア
イロン１の長手方向に直交する方向を言うものとする。このとき、放出部２７である霧化
ユニット２６における帯電微粒子水の放出方向Ａは、図２のように本体ブロック２から離
れる方向で、且つ、図１のように本体ブロック２の側方位置において本体ブロック２のア
イロン板１１の挟持面７の側方への仮想延長面と交差する方向に向くようにされる。つま
り、帯電微粒子水の放出方向Ａは、ヘアーアイロン１の平面視（ヘアーアイロン１を上下
方向から見た場合（図２））で前方やや側外方へ向く方向であり、且つ、ヘアーアイロン
１の側面視（ヘアーアイロン１を左右方向から見た場合（図１））で前方やや下方向へ向
く方向である。なお詳しくは、放出部２７からの帯電微粒子水の放出は放電電極２１の先
端から放射状におよそ所定の角度範囲内に放出されるのであるが、上記帯電微粒子水の放
射方向とは放射状の放出範囲の中心方向を言う。また、霧化ユニット２６は側方突出部１
９の整髪部５側の端面（前端面）に穿設した放出用開口１９ａの内側に臨むように配置さ
れ、霧化ユニット２６から放出された帯電微粒子水は放出用開口１９ａを通ってヘアーア
イロン１外へ放出される。
【００１７】
　このヘアーアイロン１は、図７のように、使用者の髪を開状態にある本体ブロック２及
び押えブロック３の加熱された各アイロン板１１，１２の間にヘアーアイロン１の長手方
向と直交する方向（左右方向）から挿入し、本体ブロック２及び押えブロック３を閉状態
にするよう回動して各アイロン板１１，１２の挟持面７，８を近接させてその間に上記挿
入されている髪を加熱挟持し、髪を挟持した状態で髪の先端方向にヘアーアイロン１を移
動させていくことで、髪を伸ばすように整髪する、といったように使用される。
【００１８】
　ここで、本例のヘアーアイロン１にあっては、上記のように静電霧化部２０の放出部２
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７がヘアーアイロン１（本体ブロック２）の左右両側にそれぞれ配置されているので、加
熱挟持する髪の前後部位に帯電微粒子水（マイナスの電気を帯びたナノメータサイズの水
粒子）をそれぞれ付与できるようになっている。つまり、加熱挟持前の髪にその内部にま
で帯電微粒子水を浸透できるから、加熱挟持された際の髪の痛みを抑制しつつ整髪の際の
癖付けの確実性を高めることができるのであり、また、加熱挟持後の髪にその内部にまで
帯電微粒子水（水分）を浸透させて水分補給できると共に帯電微粒子水の電荷を付与でき
、整髪後の髪のケア効果を従来のように弱めることなく有効に発揮させることができるよ
うになっている。更に言うと、静電霧化部２０の放出部２７がヘアーアイロン１の左右両
側にそれぞれ配置されていることは、右手で把持したヘアーアイロン１にて左手側の髪を
整髪したり、左手で把持したヘアーアイロン１にて右手側の髪を整髪したりする、ヘアー
アイロン１の左右勝手の異なる使用状態にあっても、上記帯電微粒子水による癖付けの向
上効果や髪のケア効果等を変わらず髪に付与することができる利点も有するものである。
【００１９】
　なお、上記静電霧化部２０で生成される帯電微粒子水はマイナスの電荷を帯びた目視で
きないほど小さいナノメータサイズの水粒子であるから、従来の加熱気化させたスチーム
（スチームはナノメータサイズにはならず目視できるほど大きい水粒子で構成されている
）に比べて、髪の内部への浸透力は格段に優れており、上記整髪の際の癖付けの確実性は
勿論、髪のケア効果も格段に優れている。髪のケア効果としては、しっとりとした手触り
感を髪に付与するというマイナスイオンの効能だけでなく髪を弱酸性にしてキューティク
ル（毛表皮）を引き締めて強くしなやかにするといった効能をも期待できるものである。
また、帯電微粒子水は水分であると共にマイナスの電荷を帯びたマイナスイオンでもあり
、これを生成する静電霧化部２０は従来のスチーム発生装置とマイナスイオン発生装置の
両機能を兼ねるものであるから、ヘアーアイロン１の構成の簡略化も図られているのは言
うまでもない。
【００２０】
　また、本例のヘアーアイロン１にあっては、上記のように静電霧化部２０の各放出部２
７からの帯電微粒子水の放出方向Ａが本体ブロック２から離れる方向に設定されている。
これによると、帯電微粒子水を本体ブロック２に極力付着させず、帯電微粒子水が有した
電荷による本体ブロック２の帯電を防止して、放出部２７からの帯電微粒子水の放出を支
障なく継続できるようにされている。なお、本例では、霧化ユニット２６（放出部２７）
が本体ブロック２の側方突出部１９が内装されて側方突出部１９の放出用開口１９ａから
帯電微粒子水が外部へ放出されたことによっても、上記帯電微粒子水の本体ブロック２へ
の付着防止効果が高められていることは、言うまでもない。更に、静電霧化部２０の各放
出部２７からの帯電微粒子水の放出方向Ａは、上記のように本体ブロック２の側方位置に
おいて本体ブロック２のアイロン板１１の挟持面７の側方への仮想延長面と交差する方向
に設定されている。これによると、アイロン板１１，１２の挟持面７，８に挟持されてア
イロン板１１，１２の挟持面７，８の側方に位置する髪全体に効率よく帯電微粒子水を付
着させることができるようにされている。
【００２１】
　このように本例のヘアーアイロン１にあっては、帯電微粒子水によるヘアーアイロン１
自体の帯電を防止して帯電微粒子水の継続放出を確保すると共に加熱挟持する前後の髪の
全体に帯電微粒子水を付着させる工夫が施されているから、上記帯電微粒子水による癖付
けの向上効果や髪のケア効果等を髪全体に効果的に発揮させ得るようにできたものである
。
【００２２】
　上述したように帯電微粒子水による癖付けの向上効果や髪のケア効果等を毛髪全体に効
果的に発揮させるには、静電霧化部２０の放出部２７からの帯電微粒子水の放出方向Ａの
設定が重要であるが、本例のヘアーアイロン１にあっては、静電霧化部２０の本体ブロッ
ク２への内装構造において放出部２７の位置精度（放出する帯電微粒子水の指向性の精度
）を高める工夫が施されており、図８及び図９に基づいて下記に説明する。
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【００２３】
　静電霧化部２０の固定基台２８は板状であって図示しない係合構造により本体ブロック
２内に位置決め固定される。詳しくは、固定基台２８は、本体ブロック２の上面から凹設
されたタンク収納部２９の底面を構成するよう、その板面がアイロン板１１の挟持面７と
略平行な面となるように位置決め固定される。固定基台２８には、その左右中央部に水導
入部３１が形成されており、その左右両端部に取付基台部３２がそれぞれ形成されている
。
【００２４】
　固定基台２８の水導入部３１はタンク２３の吐水口２３ａを水密的に接続させてタンク
２３内の貯水を一対の供給管２４に供給する接続継手状の部位である。タンク２３は使用
者が適宜水の補給を可能とするように固定基台２８に対して着脱自在であり（図４）、固
定基台２８に取り付けた状態ではタンク収納部２９内に収納される（図５）。なお、タン
ク収納部２９の上方開口は着脱自在な蓋材３０にて開閉できるようになっている。
【００２５】
　この固定基台２８の取付基台部３２にはそれぞれ霧化ユニット２６が取り付けられる。
放出部２７毎に有した個々の固定基台をそれぞれ本体ブロック２に固定したものでは、各
放出部２７の位置精度は個別の固定基台の本体ブロック２への固定精度にも負うこととな
るが、上記のように静電霧化部２０を本体ブロック２に固定するための固定基台２８に左
右の各放出部２７を固定したことによると、上記個別の固定基台の本体ブロック２への固
定精度を考える必要がなく、各放出部２７の位置精度が高まると共に、帯電微粒子水の髪
への付着効率に各放出部２７の間で差を生じないようにできる、といった利点がある。
【００２６】
　そして、この固定基台２８の取付基台部３２には帯電微粒子水の放出方向Ａに向くレー
ル状の差込部３３が形成されている。また、霧化ユニット２６のカバー体２５の側面には
帯電微粒子水の放出方向Ａに長い突条である挿入用突条部３５が形成されている。挿入用
突条部３５は差込部３３に帯電微粒子水の放出方向Ａにスライド挿入可能であり、挿入用
突条部３５が差込部３３に挿入された状態で差込部３３に設けた係合用突部３４が挿入用
突条部３５に設けた係合用凹部３６に係合され、挿入用突条部３５と差込部３３とが連結
される。本例では、差込部３３は挿入側から見てリップ付きコ字溝状であり、挿入用突条
部３５は挿入側から見てフランジ片３５ａをウェブ片３５ｂの両側に突出させたようなＴ
字状の突条であり、挿入用突条部３５を差込部３３に挿入した状態では差込部３３のリッ
プ片３３ａが挿入用突条部３５のフランジ片３５ａに係合して挿入用突条部３５が差込部
３３からその挿入側以外には抜けないようにされている。しかして、取付基台部３２への
霧化ユニット２６の取り付けは、挿入用突条部３５を差込部３３にスライド挿入し、係合
用突部３４を係合用凹部３６に係合させることで行われる。このように、霧化ユニット２
６は差込部３３によって帯電微粒子水の放出方向Ａにガイドされた状態で固定基台２８に
固定することができたので、霧化ユニット２６は特に帯電微粒子水の放出方向Ａの精度が
高められて固定基台２８に固定されるのであり、帯電微粒子水による癖付けの向上効果や
髪のケア効果等を毛髪全体に対して効果的に発揮させることが確保されているのである。
【００２７】
　なお、上記実施形態では、放出部２７はヘアーアイロン１内において把持部４と整髪部
５との間の位置に配置されているが、たとえば整髪部５のアイロン板１１の側方部分や、
アイロン板１１よりも前方の整髪部５の前端部分に配置してもよい。前者、後者の場合で
も加熱挟持する髪の前後部位にそれぞれ帯電微粒子水を付着させることができる。特に後
者の場合は、上記実施形態と同様に、ヘアーアイロン１の長手方向においてアイロン板１
１からずれた位置に放出部２７が配置されているので、ヘアーアイロン１の長手方向にお
いてアイロン板１１と同位置に放出部２７が配置された前者の場合に比べ、加熱挟持する
髪と放出部２７との距離を稼ぐことができるから放出部２７からの帯電微粒子水を髪全体
に付着させ易い、といった利点がある。
【図面の簡単な説明】
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【００２８】
【図１】本発明の実施の形態の例のヘアーアイロンの使用状態の概略側面図である。
【図２】同上のヘアーアイロンの一部を切り欠いた平面断面図である。
【図３】同上のヘアーアイロンの斜視図である。
【図４】同上のヘアーアイロンの分解斜視図である。
【図５】同上のヘアーアイロンの断面図である。
【図６】同上のヘアーアイロンの使用形態を説明する説明図であり、（ａ）は使用者がヘ
アーアイロンを髪に使用する状態の斜視図であり、（ｂ）は（ａ）のＢ部の拡大斜視図で
あり、（ｃ）は加熱挟持した髪をヘアーアイロンで伸ばす状態を示す要部の斜視図である
。
【図７】同上のヘアーアイロンに搭載する静電霧化部であり、（ａ）はタンクを外した状
態の平面図であり、（ｂ）は霧化ユニットの断面図である。
【図８】同上の霧化ユニットの分解斜視図である。
【図９】同上の霧化ユニットの固定基台への取り付けを説明する説明図であり、（ａ）は
平面図であり、（ｂ）は側面図である。
【符号の説明】
【００２９】
　１　ヘアーアイロン
　２　本体ブロック
　３　押えブロック
　７　挟持面
　８　挟持面
　１１　アイロン板
　１２　アイロン板
　２０　静電霧化部
　２１　放電電極
　２７　放出部
　Ａ　帯電微粒子水の放出方向
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【図３】 【図４】
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【図７】 【図８】
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