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(57)【要約】
【課題】　ファンを用いなくとも殺菌・消臭対象物が配
された空間へとイオン及びオゾンを導入できるような、
大風量のイオン風を発生するイオン風発生装置及び方法
、並びに、外付け型殺菌・消臭装置及び方法の提供。
【解決手段】　針状電極と対向電極とを有する電極対を
有し、前記針状電極と前記対向電極との間に電位差を発
生させてコロナ放電によりイオン、オゾン及びイオン風
を発生させるイオン・オゾン風発生装置において、
　前記対向電極が平面状の主環状対向電極と、前記主環
状対向電極を取り囲む平面状の副環状対向電極とを有し
、
　前記針状電極の先端と前記主環状対向電極の最長距離
が、前記針状電極の先端と前記副環状対向電極の最短距
離よりも短いことを特徴とする、イオン・オゾン風発生
装置。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　針状電極と対向電極とを有する電極対を有し、前記針状電極と前記対向電極との間に電
位差を発生させてコロナ放電によりイオン、オゾン及びイオン風を発生させるイオン・オ
ゾン風発生装置において、
　前記対向電極が平面状の主環状対向電極と、前記主環状対向電極を取り囲む平面状の副
環状対向電極とを有し、
　前記針状電極の先端と前記主環状対向電極の最長距離が、前記針状電極の先端と前記副
環状対向電極の最短距離よりも短いことを特徴とする、イオン・オゾン風発生装置。
【請求項２】
　前記対向電極の主環状対向電極から発せられるイオン風に対して、前記副環状対向電極
から発生するイオン風を集約して、イオン風を外部へと噴出する噴出口へと送るためのイ
オン風ガイド部材であって、前記噴出口へと近づくにつれて、開口断面積が小さくなるイ
オン風ガイド部材を有することを特徴とする、請求項１記載のイオン・オゾン風発生装置
。
【請求項３】
　前記電極対が複数組設けられている事を特徴とする、請求項１又は２記載のイオン・オ
ゾン風発生装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、コロナ放電によりイオン風を発生させる装置であり、より詳細には、より大
きな風量のイオン風を発生させるイオン風発生装置である。また、ある側面では本発明は
、ゴミ等の対象物を殺菌・消臭するための装置及び方法に関し、特に、対象物の配される
空間とは別空間でコロナ放電を行い、イオン及びオゾンを発生させて対象物の配されてい
る空間にイオン・オゾン風を送給し、殺菌・消臭する装置及び方法に関する。より具体的
に、本発明は、気密性の高いボックス、例えば、生ゴミやオムツ等汚物入れ、生ごみ処理
機の処理臭・靴・ブーツ等や収納する為のボックス・トイレ及びトイレタンク、気密性の
高い冷凍・冷蔵装置付のコンテナ及び冷凍・冷蔵装置付車両、冷蔵庫、室内・車両内の空
調装置等に装着し殺菌・消臭を目的とした環境装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　高齢化社会に伴い、要介護人口と比例してオムツ等の汚物入れの需要も高くなっている
が、開放の都度、悪臭を放つ為、介護人及び周囲への負担や不快感がある上に不衛生であ
る。また、各家庭や飲食店等には生ゴミの保管ボックスも存在しているが、開放の都度、
雑菌増殖に伴い悪臭を放つ為、主婦等・従事者の負担が大きい。生ゴミ処理機もバイオ技
術の成長に伴い増加しているが稼働中は処理機周辺に放つ悪臭が非常に問題となっている
。加えて、海外・国内の冷凍・冷蔵・常温品等の物流には輸送用コンテナ及びトラック等
での輸送が主流であり空調装置付海上コンテナ・陸上コンテナ・コンテナ型トラック等が
多数あるが、積載貨物品の残臭・空調装置内のカビ臭が問題となっている。更に、倉庫・
冷蔵庫・室内・車両等の空調装置も、保管物質等使用状況によって臭気が問題となってい
る。
【０００３】
　ここで、上記問題の一解決手法として、従来からスプレー式等、簡易型の殺菌消臭剤が
提案されている。しかしながら、汚物入れや生ゴミの保管ボックスに使用した場合、当該
容器を開放した時に悪臭を放つのが現状である。また、空調装置に使用（例えば散布や循
環殺菌方式）した場合、空調装置内部に洗浄出来ない部位、又は洗浄しても異臭・カビ臭
が残った場合、次期積載貨物に臭気が移る等、問題となっている。更に、別の解決手法と
して、殺菌消臭の対象となる空間から空気を吸引してフィルタにより汚染物質を吸着若し
くは除去する方法や高価な悪臭除去触媒が提案されている。しかしながら、長期の使用に
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よりフィルタの交換等のメンテナンスが不可欠であり、しかもフィルタの性能が十分でな
いため、満足のいく性能が得られていない場合や例え性能が良くても大型で高価な触媒本
体、更には維持・管理費が高額な場合が多い。
【０００４】
　ところで近年、室内の空気清浄やリフレッシュのためにマイナスイオンやオゾンを発生
する空気清浄機やエアコンなどが普及している。そして、消臭効果のあるマイナスイオン
とオゾンとを同時発生させるマイナスイオン・オゾン発生装置を用いて対象空間を消臭等
する技術が多数提案されている。
【０００５】
　まず、特許文献１に係るマイナスイオン・オゾン発生装置は、部屋の天井に取り付ける
ことを想定した装置であり、正電極が負電極より下方に位置するように配されていること
を特徴とする。これによれば、ファンやモータを用いなくてもマイナスイオンとオゾンを
含んだ下向きの気流を発生させることができる。
【０００６】
　次に、特許文献２に係るマイナスイオン・オゾン発生装置は、先端が針状のマイナス電
極と、それに平行して同心円状に設置された円筒型のグランド電極を備え、マイナス電極
とグランド電極を相対的に移動可能とし、マイナス電極に高電圧を印加して、マイナス電
極の先端部とグランド電極の端面との距離を調整することによりマイナスイオン又はオゾ
ンを発生することを特徴とする。
【０００７】
　次に、特許文献３に係るマイナスイオン・オゾン発生装置は、針電極とアース電極間に
直流高電圧を印加して針電極尖端部でコロナ放電を生起させ、オゾン及びマイナスイオン
を発生させる装置である。
【０００８】
　次に、特許文献４に係るマイナスイオン・オゾン発生装置は、周囲に立上部を有した穴
を１カ所又は複数箇所備えた金属板からなる正電極を有し、負電極の先端が前記正電極の
穴近傍に位置していることを特徴とする。このように構成することで、放電により十分な
気流が生じるため、ファン，ポンプ等の送風装置を別途使用しなくても発生したマイナス
イオンとオゾンを空間内に拡散させる気流を発生させることができる。
【０００９】
　特許文献１～４に係る発明は、イオン及びオゾンを発生させて対象物に適用することが
記載されているが、これらの技術は例えばごみ箱の内部などの殺菌又は脱臭の対象となる
空間内に配して放電することを前提とする。例えば、ごみ箱の中であれば、悪臭を放つ有
機物が微生物により分解されてメタンガス等、引火性ガスを生成する場合があり、このよ
うな状況下で放電を行なうと、火花の発生によって火災や爆発が起こる危険性がある。
【００１０】
　そこで、このような危険性を取り除くために、対象物の配された空間外で放電を行ない
イオン・オゾンを発生させて、対象物の配された空間内にこれらの生成物を導入する外付
け型殺菌・消臭装置の開発が検討されている（特許文献５）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】実用新案登録第３１００７５４号
【特許文献２】特開２００３－３４２００５号公報
【特許文献３】特開２００４－１８３４８号公報
【特許文献４】特開２００５－１３８３１号公報
【特許文献５】実用新案登録第３１５５５４０号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
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　特許文献５に示された技術のように、コロナ放電によりイオン・オゾンを発生させる装
置においてエアーポンプ等のモータを有する機材を設けると、オゾンの発生により当該モ
ータが錆びるなどして装置の耐久性に問題が生じる。そこで本発明は、エアーポンプやフ
ァン等を用いなくとも殺菌・消臭対象物が配された空間へとイオン及びオゾンを導入でき
るような、大風量のイオン風を発生するイオン・オゾン風発生装置及び方法、並びに、外
付け型殺菌・消臭装置及び方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明（１）は、針状電極と対向電極とを有する電極対を有し、前記針状電極と前記対
向電極との間に電位差を発生させてコロナ放電によりイオン、オゾン及びイオン風を発生
させるイオン・オゾン風発生装置において、
　前記対向電極が平面状の主環状対向電極と、前記主環状対向電極を取り囲む平面状の副
環状対向電極とを有し、
　前記針状電極の先端と前記主環状対向電極の最長距離が、前記針状電極の先端と前記副
環状対向電極の最短距離よりも短いことを特徴とする、イオン・オゾン風発生装置である
。
【００１４】
　本発明（２）は、前記対向電極の主環状対向電極から発せられるイオン風に対して、前
記副環状対向電極から発生するイオン風を集約して、イオン風を外部へと噴出する噴出口
へと送るためのイオン風ガイド部材であって、前記噴出口へと近づくにつれて、開口断面
積が小さくなるイオン風ガイド部材を有することを特徴とする、前記発明（１）のイオン
・オゾン風発生装置である。
【００１５】
　本発明（３）は、前記電極対が複数組設けられている事を特徴とする、前記発明（１）
又は（２）のイオン・オゾン風発生装置である。
【００１６】
　ここで本明細書において用いられる各用語について説明する。「殺菌・消臭対象物」と
は、菌の繁殖するもの又は悪臭を放つものであれば、特に限定されないが、例えば、生鮮
食品等の生ゴミ、糞尿、オムツ等の汚物、貯水された水等の具体例が挙げられる。「殺菌
・消臭対象物の配された空間」とは、前記殺菌・消臭対象物が配さていれば特に限定され
ないが、例えば、気密性の高いボックス、より具体的には、生ゴミやオムツ等の汚物入れ
、気密性の高い冷凍・冷蔵装置付のコンテナ及び冷凍・冷蔵装置付車両・等が挙げられる
。「環状」とは、例えば、三角形以上（好適には６角形以上）の多角形又は円形・もしく
は概ね円形状であって、中心部が開口した形状を意味する。「平面状」とは、一般的に平
面とみなせる程度に、環状電極において環内の総面積に対して、厚みが小さい電極を意味
する。より具体的には、特に限定されないが、［厚み（ｍｍ）］／［環内総面積（ｃｍ２

）］が、１．５以下であることが好適であり、１以下であることが好適であり、０．８以
下であることがより好適である。下限値は、特に限定されないが、例えば、０．０００１
である。尚、歪（平面に対するゆがみ）は、厚み程度まであってもよい。更に具体的には
、主環状対向電極の総面積は７ｃｍ２、厚み７mm以下、歪みにおいても７mm以下であるこ
とがより好適である。「前記針状電極の先端と主環状対向電極との最長距離」とは、針状
電極の先端と、主環状対向電極の環の内端であって厚み方向で最も近い部分との距離にお
いて、最も長い距離を意味する。「前記針状電極の先端と副環状対向電極との最短距離」
とは、針状電極の先端と、副環状対向電極の環の内端であって厚み方向で最も近い部分と
の距離において、最も短い距離を意味する。「主イオン風」とは、主環状対向電極の中心
の開口部から発せられるイオン風を意味する。「副イオン風」とは、副環状対向電極から
発せられるイオン風を意味する。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明に係るイオン・オゾン風発生装置によれば、大風量のイオン風を発生させること
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が可能であり、エアーポンプ・ファン等の送風機材の代替として使用することも可能であ
る。
【００１８】
　本発明によれば、主環状対向電極から比較的風圧の強いイオン風を発生させて、主環状
対向電極を取り囲む副環状対向電極から比較的風圧の弱いイオン風を発生させる事により
、発生するイオン風を滞留させることなく内側から発生するイオン風が、外側から発生す
るイオン風を巻き込むようにして前面に押し出すことが可能となり、大風量で風圧の強い
イオン風を得ることが可能となる。
【００１９】
　主環状対向電極から発生する比較的強い風圧のイオン風に対して、副環状対向電極から
発生する比較的弱い風圧のイオン風を発生させることによって、副環状電極から発せられ
るイオン風が主環状対向電極から発せられるイオン風をサポートする。すなわち、主環状
対向電極から発せられるイオン風は、追い風の中に発生するイオン風となるので、強くて
大きな風量を得ることができる。
【００２０】
　また、本発明に係るイオン風発生装置は、コロナ放電により、殺菌・消臭作用を有する
イオン及びオゾンを発生させることができるため、これを利用して殺菌・消臭装置として
用いることが好適である。本装置によれば、大風量のイオン風を発生させることが可能で
あり、外付けの殺菌・消臭装置であっても、エアーポンプなどの機材を使用することなく
対象空間内にイオン及びオゾンを導入することが可能となる。すなわち、ポンプやファン
を使用する必要が無いので低騒音の殺菌・消臭装置を提供することが可能となる。
　更に、副環状対向電極から発生するイオン風を巻き込むことができるので、これらの電
極から発生したイオン及びオゾンを巻き込むことが可能となるため、高濃度のイオン及び
オゾンを含むイオン風を送り出す事ができるのでより高い効率で脱臭することが可能とな
る。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】図１（ａ）は、当該装置の対向電極の概念正面図であり、図１（ｂ）はイオン・
オゾン風発生装置１００の概念側面図である。
【図２】図２（ａ）は、最内部に位置する輪状電極１３１の断面を用いて、輪状電極１３
１と針状電極１２０の先端部Ｐとの位置関係を示した図であり、図２（ｂ）は、輪状電極
１３２と先端Ｐとの位置関係を示した図である。
【図３】図３（ａ）は、当該装置の対向電極１３０の概念正面図であり、図３（ｂ）はイ
オン・オゾン風発生装置１００の概念側面図である。
【図４】図４（ａ）は、当該装置の対向電極の概念正面図であり、図４（ｂ）は、イオン
・オゾン風発生装置１００の概念側面図である。
【図５】図５（ａ）は、当該装置の対向電極の概念正面図であり、図５（ｂ）は、イオン
・オゾン風発生装置１００の概念側面図である。
【図６】図６は、本発明に係る対向電極として使用可能な板状対向電極の概略図である。
【図７】図７は、イオン・オゾン風発生装置１００の概念平面図である。
【図８】図８（ａ）は、当該装置の対向電極１３０の概念正面図であり、図８（ｂ）は、
イオン・オゾン風発生装置１００の概念側面図である。
【図９】図９は、イオン・オゾン風発生装置１００の概念平面図である。
【図１０】図１０（ａ）は、イオン・オゾン風発生装置の概念平面図であり、図１０（ｂ
）は、イオン・オゾン風発生装置の概念側面図であり、図１０（ｃ）は、イオン・オゾン
風発生装置の噴出口側から見た概念正面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　本発明に係るイオン・オゾン風発生装置は、針状電極と対向電極とを有する電極対を有
し、前記針状電極と前記対向電極との間に電位差を発生させてコロナ放電によりイオン、
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オゾン及びイオン風を発生させる。また、本発明に係るイオン・オゾン風発生装置は、前
記対向電極が平面状の主環状対向電極と、前記主環状対向電極を取り囲む平面状の副環状
対向電極とを有し、前記針状電極の先端と前記主環状対向電極の最長距離が、前記針状電
極の先端と前記副環状対向電極の最短距離よりも短いことを特徴とする。
【００２３】
　当該構成により大風量のイオン風が得られる。単なる筒状あるいは一つの平面円形の対
向電極の場合、放電は最短距離にある対極の筒状電極内側や平面円形電極の内側に沿って
ドーナツ状に放電しドーナツ型イオン風が発生するので、イオン風中心のドーナツ中心部
は無風状態である。したがって発したイオン風が無風中心部を誘風するエネルギーを使う
ロスがある結果、イオン風は弱くなる。本発明のように主環状対向電極と、副環状対向電
極を設けることにより当該問題は解決される。
【００２４】
　本発明に係るイオン・オゾン風発生装置は、針状電極と対向電極とを有する電極対を有
し、前記針状電極と前記対向電極の間に電位差を発生させてコロナ放電によりイオン・オ
ゾン、及びイオン風を発生させる。尚、イオン風は、一般的に、コロナ放電時に針状電極
から放出されるイオンが対向電極へ向かって泳動する間に空気分子との衝突を繰り返すこ
とで、針状電極から対向電極に向かって生じる空気流であるとされている。すなわち、放
電時に発生するイオンの流れ方向に従って発生する気流である。以下、本発明に係るイオ
ン・オゾン風発生装置の詳細な構造について説明する。
【００２５】
　本発明に係るイオン・オゾン風発生装置の概略構造を、図１に示した。ここで、図１（
ａ）は当該装置の対向電極の概念正面図であり、図１（ｂ）はイオン・オゾン風発生装置
１００の概念側面図である。本形態に係るイオン・オゾン風発生装置１００は、針状電極
１２０と対向電極１３０とを有する電極対１１０を有する。ここで、対向電極１３０は、
針状電極１２０の延長線軸上に配された最内部に位置する円形環状電極１３１と、当該電
極と同軸上に配された半径の異なる外側円形環状電極１３２を有する。すなわち、これら
の環状電極は、環状平面に対して垂直であり、且つ、当該環の重心（円中心）を通る軸上
に位置するように配されている。環状の対向電極の中でもこのように円形形状を有する対
向電極を使用することにより、針状対向電極の先端から、対向電極の各所との距離が概ね
等しくなるため、放電ムラがすくなくなる。また、このように針状電極が環の軸上に配さ
れていることにより、特に主環状対向電極から発生するイオン風が強くなる。
【００２６】
これらの環状電極１３１及び１３２は、ブリッジ１３９等の連結部材により通電可能に架
橋されていることが好適であり、このように構成することにより、各環状電極を等電位に
することができると共に、これらの電極の位置関係を調整しやすくなる。例えば、波状部
材で連結した場合、主環状対向電極と、副環状対向電極の間に略三角形の形状を有する部
分が形成されてしまうため、コロナ放電にムラが発生してイオン風が大量に前方に押し出
されなくなる。そのため、イオン風発生の邪魔にならないように、連結部材と副環状対向
電極との接続部と、連結部材と主環状対向電極との接続部を結ぶ概念直線が前記主環状対
向電極の重心を通過するように連結部材を配することが好適である。このように連結する
ことにより、放電ムラに起因する、イオン風の発生ムラが生じにくくなる。
【００２７】
　対向電極を構成する主環状対向電極及び副環状対抗電極は、同一平面内に配されている
ことが好適である。主環状対向電極より副環状対向電極の放電効率を徐々に弱くしている
のは距離であるため、同一平面に配することにより当該距離の変化をつけやすくなるため
好適である。また、３次元では距離比が正しくても例えばドーム状等の形状だとイオン風
の発する向きが主イオン風の発する直進風に対して平行風に発しない為、効率が悪くなる
。
【００２８】
　なお、針状電極１２０と対向電極１３０は、それぞれ電圧印加手段又はグランドに接続
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されており、使用時には当該電極間に電位差を発生させて放電が行なわれる。ここで、針
状電極１２０の先端部Ｐと最内部の主環状対向電極１３１との位置関係が、最もイオン風
を発するのに適した位置関係にあることが好適であり、このような距離に配することによ
り、対向電極のより中心に位置する半径の小さい環状対向電極となるにつれて比較的強い
イオン風が発せられることとなり、結果的に大風量のイオン風を得ることができる。この
ような位置関係にあれば、環状対向電極は同一平面上に配されていてもよく、別平面に配
されていてもよい。尚、図中先端部Ｐから環状対向電極に示した破線矢印はコロナ放電に
よるイオンの泳動方向を示す。
【００２９】
　イオン風を発するのに適した位置関係について図２の模式図を用いて説明する。図２（
ａ）においては、最内部に位置する環状対向電極１３１の断面を用いて、環状対向電極１
３１と針状電極１２０の先端部Ｐとの位置関係を示し、図２（ｂ）においては環状対向電
極１３２と先端部Ｐとの位置関係を示した。
【００３０】
　はじめに、先端部Ｐと環状対向電極１３１との位置関係にある場合、イオンは電極に向
かって矢印の方向に従って泳動する。すなわちイオン風は、理論上、先端部Ｐからθ１の
角度を持って発生することとなる。したがって、全体的にみれば、先端部Ｐを頂点とする
円錐の頂点から底面の端部を結ぶ母線方向にイオン風が発生することとなる。すなわち、
環状対向電極の外方向に向かってもイオン風が発生するが、全体としては主に環状対向電
極の中心からイオン風が前面方向に押出されることとなる。一方、図２（ｂ）に示す環状
対向電極１３２のように比較的大きな半径を有する輪状電極である場合、イオン風は、理
論上、先端部Ｐからθ２の角度を持って発生することとなる。すなわち、当該角度がより
大きくなるため、この電極に由来するイオン風は環状対向電極の外側方向に発せられる成
分が多くなり、前面方向に押出されるイオン風の風量が小さくなる。
【００３１】
　また、コロナ放電は針状電極から近い位置にある対向電極に対して起こり易くなる。環
状対向電極は中心に位置するものにつれて、針状電極の先端部Ｐからの距離が近くなる。
すなわち、コロナ放電が起きる確率も中心に位置する環状対向電極のほうが高くなるので
、発生するイオン風の絶対的風圧も中心に位置する環状対向電極のほうが大きくなる。
【００３２】
　以上、説明したように、最内部に位置する環状対向電極１３１は、イオン風が発生する
方向としても有利であり、更には、イオン風の発生する絶対的な風圧も大きい。したがっ
て、図１に示すような対向電極は、環状電極の半径が小さくなるにつれて環状対向電極か
ら発せられるイオン風が強くなるように配されている状態にある。このように配されるこ
とによって、外部の電極から発せられるイオン風によって滞留が起きず、中心から発せら
れるイオン風に巻き込まれるようになるので風量が大きくなるともに、放電により発生し
たイオン及びオゾンをイオン風によって前面へと押出す作用が得られるため、殺菌・消臭
の効果も高くなる。また、最内部に位置する環状対向電極１３１と先端部Ｐとの距離が、
コロナ放電において最も良好に放電し易い距離に保たれていることがより好適である。但
し、対向電極の環状部の径を単に大きな径にすると大きく放電反応するがドーナツ状に放
電する為、対向電極の環状中心に対向電極部を有しない事を起因とした、無風中心部も大
きくなり放電ムラが出来ドーナツ状イオン風が発生し、結果発生イオン風外周と中心部が
無風状態となりドーナツ状イオン風が無風域を誘風する為に強風を発しない。環状部の径
が小径だと風圧の強いイオン風を発するが発生量は少ない為、主環状対向電極外周に二次
発生極である副環状対向電極を配する事で、中心は主流風を小径にて風圧を強く発しなが
ら外周は径が大きく風圧は弱いが風量のある副流風を発する。すなわち、本発明に係る対
向電極は、大径だと風圧は弱いが風量は多い、小径だと風圧は強いが風量は少ない現況の
問題を解した、イオン風の発生を同電位にて大風圧と大発生量の両立した形状となる。
【００３３】
　対向電極を平面状とすることにより、対向電極から発生したイオン風が、壁面等の障害
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物とイオン風の反作用の影響によって減速されること無く、主環状対向電極から発生した
主イオン風と、副環状対向電極から発生した副イオン風とが、即座に合成されるため、主
イオン風は発生直後に周囲の副イオン風によって追い風による相乗効果を早く得られるた
め、より大風量のイオン風を得ることができる。また、平面状とすることにより、対向電
極の洗浄が容易になる。
【００３４】
　本発明に係るイオン・オゾン風発生装置は、前記針状電極の先端と前記主環状対向電極
の最長距離が、前記針状電極の先端と前記副環状対向電極の最短距離よりも短い。このよ
うな距離関係に針状電極と対向電極が配されることによって、主環状対向電極の中心に形
成された開口部から、最も風圧の強いイオン風が発生し、周辺の副環状対向電極から風圧
の弱いイオン風が発生するため、大量のイオン風を得ることができる。このような針状電
極と対向環状電極の位置関係から外れると、イオン風は主環状対向電極と副環状対向電極
の間の空間から主にイオン風が発生してしまい、均等風となってしまうため、空中放出イ
オン風は弱くなり、更にはガイド部材を設けた場合にも反作用が起きる。
【００３５】
　対向電極１３０を構成する環状対向電極は、図１に示すように２つに限定されるわけで
はなく、図３に示すように環状対向電極１３１～１３３のように、環状対向電極が多数設
けられていてもよい。尚、図３（ａ）は当該装置の対向電極１３０の概念正面図であり、
図３（ｂ）はイオン・オゾン風発生装置１００の概念側面図である。ここでは、３つの環
状対向電極を用いた場合について説明したが、このように対向電極を構成する環状対向電
極は針状電極との距離関係を満足すればいくつ設けられていてもよい。このように多数の
電極を設けることにより、一の電極が汚れて放電しなくなったとしても他の電極により放
電できるので、装置の動作安定性の向上に繋がる。
【００３６】
　図４に示すように、針状電極１２１～１２３のように、針状電極が複数設けられていて
もよい。この場合、全ての針状電極と対向電極とが、前記針状電極の先端と前記主環状対
向電極の最長距離が、前記針状電極の先端と前記副環状対向電極の最短距離よりも短い位
置にされている。尚、図４（ａ）は当該装置の対向電極の概念正面図であり、図４（ｂ）
はイオン・オゾン風発生装置１００の概念側面図である。このように針状電極を複数設け
ることにより、単極の場合より、絶縁破壊が多く発生し分子の衝突が起こり易くなり押出
す能力が高まるので、大量のオゾンを発生させることができる。
【００３７】
　図５に示すように、本発明に係る対向電極は、多角形であってもよい。この場合も、各
針状電極と対向電極とが、前記針状電極の先端と前記主環状対向電極の最長距離が、前記
針状電極の先端と前記副環状対向電極の最短距離よりも短い位置に配されている。尚、図
５（ａ）は当該装置の対向電極の概念正面図であり、図５（ｂ）はイオン・オゾン風発生
装置１００の概念側面図である。このように三角形の形状であっても、主環状対向電極か
ら発生するイオン風が副環状対向電極から発生するイオン風よりも小さくなり、大風量の
イオン風を得ることができる。また、ここでは主環状対向電極は円形状に表したが、三角
形以上の多角形であってもよい。また環状対向電極は、多角形である場合、辺数が多いほ
うが、針状電極との最短距離となるポイントが多くなるため、放電ムラが発生しにくくな
るため有利である。
【００３８】
　図６は、本発明に係る対向電極の一例を示した概略図である。ここでは、板に孔を設け
ることにより、対向電極を形成している。図６（ｃ）は、円形状の対向電極を有する板状
対向電極１３０ｃの概念図である。当該対向電極は、第一対向電極１３０ｃ（１）と、第
二対向電極１３０ｃ（２）とを有する。第一対向電極１３０ｃ（１）は、円形状の主環状
対向電極１３１ｃ（１）が中心に形成されており、その周囲に、円形状の副環状対向電極
１３２ｃ（１）が形成されており、副環状対向電極１３２ｃ（１）の外周には、更に、副
環状対向電極１３３ｃ（１）、１３４ｃ（１）、１３５ｃ（１）が形成されている。また
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これらの対向電極の間には、連結部材１３９ｃ（１）が形成されている。また第二対向電
極も同様に、円形状の主環状対向電極１３１ｃ（２）が中心に形成されており、その周囲
に、円形状の副環状対向電極１３２ｃ（２）が形成されており、副環状対向電極１３２ｃ
（２）の外周には、更に、副環状対向電極１３３ｃ（２）、１３４ｃ（２）が形成されて
いる。またこれらの対向電極の間には、連結部材１３９ｃ（２）が形成されている。これ
らの板状対向電極に対して適切な位置に針状電極を配して使用する。
【００３９】
　図６（ｂ）は、板状対向電極１３０ｂの概略構成を示す図である。板状対向電極１３０
ｂは、主環状対向電極の形状が円形状であり、周囲の副環状対向電極の形状が六角形であ
る。板状対向電極１３０ｂは、第一対向電極１３０ｂ（１）と、第二対向電極１３０ｂ（
２）を有する。第一対向電極１３０ｂ（１）の中心部には、円形状の主環状対向電極１３
１ｂ（１）が形成されており、その周囲には六角形状の副環状対向電極１３２ｂ（１）が
形成されており、更にその外周には、副環状対向電極１３３ｂ（１）、１３４ｂ（１）、
１３５ｂ（１）が形成されている。またこれらの対向電極の間は、連結部材１３９ｂ（１
）により連結されている。
　第二対向電極１３０ｂ（２）も同様に、中心に円形状の主環状対向電極１３１ｂ（２）
が形成されており、その周囲に、六角形状の副環状対向電極１３２ｂ（２）～１３４ｂ（
２）が形成されており、これらの電極は連結部材１３９ｂ（２）によって連結されている
。
【００４０】
　図６（ａ）は、板状対向電極１３０ａの概略構成を示す図である。板状対向電極１３０
ａにおいては、円形状の主環状対向電極と、その周辺に環状の副環状対向電極が形成され
ている。板状対向電極１３０ａは、第一対向電極１３０ａ（１）と、第二対向電極１３０
ａ（２）を有する。第一対向電極１３０ａ（１）の中心部には、円形状の主環状対向電極
１３１ａ（１）が形成されており、その周辺に複数の副環状対向電極１３２ａ（１）が形
成されている。図６（ａ）においては、副環状対向電極１３２ａ（１）の代表的な一例を
示したが、主環状対向電極１３１ａ（１）の周辺に形成されている１３２ａ（１）も同様
に副環状対向電極である。このように形成することにより、副環状対向電極の間に形成さ
れる部材が、主環状対向電極から放射線状に広がっている状態となるため、主環状対向電
極から発生するイオン風に加えて、当該主環状対向電極から遠ざかるにつれて連続的にイ
オン風の風量が小さくなる。第二対向電極１３２ａ（２）も第一対向電極と同様に中心に
主環状対向電極１３１ａ（２）及び副環状対向電極１３２ａ（２）を有する。
【００４１】
　尚、図６（ｄ）は、上記の板状対向電極１３０ａ～ｃの共通の側面図である。
【００４２】
　図７に示すように、本形態に係る電極対１１０を複数有するイオン・オゾン風発生装置
が好適である。尚、図７はイオン・オゾン風発生装置１００の概念平面図である。中心に
配された電極対の左右に２つの電極対が配されており、中心に配された電極対のイオン風
発生方向に対して前記左右に配された２つの電極対のイオン風発生方向がそれぞれ交わる
ように配されていることが好適である。また各電極対から発生するイオン風が、一点集中
するように配置することがより好適である。このような、装置を用いることによって、各
電極対から発せられるイオン風を合流させることができ、より大風量のイオン風を得るこ
とができる。
【００４３】
　図８に示すように、切頭円錐状のイオン風ガイド部材１４０が設けられていることが好
適である。尚、図８（ａ）は当該装置の対向電極１３０の概念正面図であり、図８（ｂ）
はイオン・オゾン風発生装置１００の概念側面図である。対向電極１３０の最内部に位置
する環状対向電極１３１から発生するイオン風に対して、外側に位置する環状対向電極か
ら発生するイオン風を集約して（合流させて）イオン風噴出口１４１へと送ることにより
、前面に押出されるイオン風の風量が大きくなる。また、このようにガイド部材を設けた
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としても、外側で発生したイオン風は、最内部で発生するイオン風よりも小さいので滞留
せずに中心のイオン風に引き込まれるように前方に押出される。ガイド部材は、徐々に開
口断面積が小さくなる形状を有している。このような形状を有するガイド部材を設けた場
合、対向電極から発生するイオン風が均等風や中心は風圧を発しないドーナツ風では送風
作用に対して断面積が小さくなる形状の為、直進したイオン風がガイド部材の内壁に衝突
し乱気流が発生してガイド部材内部に反作用が起き微風になるが、主イオン風が強く副イ
オン風は弱いとガイド部材が小径に絞られた時でも副イオン風が弱い為ガイド部材内壁へ
の衝突も当然弱くなり主イオン風は、副イオン風を巻き込みイオン風を集約し噴出する。
【００４４】
　また、ガイド部材１４０の噴出口１４１には、送風経路１５０が設けられていることが
好適である。ここで、送付経路は、噴出されるイオン風の風向きを調整できれば特に限定
されないが、噴出口１４１と同じ径を有する管状部材であることが好適である。ここで、
送風経路は、その材質は特に限定されず、ホース、塩化ビニル管などが挙げられる。当該
送風経路は、後述するように複数の電極対を設ける場合、これらの電極対から発生するイ
オン風が集約され易いように用いることができる。また、当該電極対単独で用いる場合、
当該送付経路によって、殺菌・消臭対象空間等にイオン及びオゾンを送り込んでもよい。
【００４５】
　図９に示すように、これらのガイド部材１４０が設けられた電極対１１０を複数設ける
ことが好適である。電極対１１０を３個設けた場合、中心に配された電極対の左右に２つ
の電極対が配されており、中心に配された電極対のイオン風発生方向に対して左右に配さ
れた２つの電極対のイオン風発生方向がそれぞれ交わるように配されている。また、各電
極対から発生するイオン風が、一点集中するように配置することが好適である。このよう
に構成することによって、各電極対から発生するイオン風を合流させることにより大風量
のイオン風を得ることができる。
【００４６】
　図１０に示すように、ガイド部材１４０が設けられた電極対１１０（ここでは図面の容
易のため針状電極を省略する）を６個設けることが好適である。図１０（ａ）は、イオン
・オゾン風発生装置の概念平面図であり、図１０（ｂ）はイオン・オゾン風発生装置の概
念側面図であり、図１０（ｃ）はイオン・オゾン風発生装置の噴出口側から見た概念正面
図である。この場合、電極対を３組ごとに上下の二段構成として、これらの上下段それぞ
れについて先に示した３個の電極対における配置法に従って配置し｛図１０（ａ）｝、こ
れらの３個の電極対の群を当該電極対の群から発生されるイオン風を合流させるように配
する｛図１０（ｂ）｝。ここで各電極対から発生するイオン風が、一点集中するように配
置することが好適である。すなわち、上下段の中心に位置する電極対から発生されるイオ
ン風が集約されるような角度に配することによって、各電極対からのイオン風を合流させ
ることができ大風量のイオン風を得ることができる。
【００４７】
　本発明に係るイオン・オゾン風発生装置は、殺菌・消臭装置として使用することができ
るほか、イオン水／殺菌水生成装置としても使用することができる。
【００４８】
　本発明に係る装置はコロナ放電によりイオン及び／又はオゾンが発生し、更に、大風量
のイオン風が発生するため、これらをイオン風により運び、殺菌・消臭対象物に接触させ
てイオン・オゾン風発生装置として使用することが可能である。また大風量のイオン風が
発生するため、ポンプを使用せずにイオン及びオゾンを発生させて殺菌・消臭対象物の配
された空間に送り込むことが可能となるので外付け型殺菌・消臭装置として使用すること
も可能である。
【００４９】
本発明に係るイオン・オゾン風発生装置は、エアーストーン・ナノバブル給気源による海
水及び淡水の殺菌・消臭用としても使用可能である。すなわち、ナノバブル発生器にはエ
アーの取込は必須である為、イオン風ガイド部材と送給経路を結合してナノバブルのエア
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ー給気源として使用することにより、イオン／オゾン風を水中にて反応させイオン水／殺
菌水を簡易に作ることができる。これにより、オゾン水とナノバブルの相乗効果による肌
の殺菌洗浄により毛穴の奥深くの油脂除去やオゾンの特性である漂白作用を利用した美白
効果等、美容への利用、魚介類飼育水槽内の殺菌、消臭の他、水耕栽培の培養液の殺菌等
や、厨房等でも水道の吐出圧を動力源として殺菌水を生成し、有効な殺菌・消臭やオゾン
水によって油脂の分解等を簡易にて安価で安全に行うことができる。
【符号の説明】
【００５０】
１００：イオン・オゾン風発生装置
１１０：電極対
１２０：針状電極
１３０：対向電極
１３１～１３３：環状対向電極
１３９：ブリッジ
１４０：イオン風ガイド部材
１４１：噴出口
１５０：送風経路
２００：イオン風発生装置
２１０：電極対
２２０：針状電極
２３０：対向電極
Ｐ：先端部

【図１】

【図２】

【図３】
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