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(57)【要約】
【課題】より高い保湿効果を得ることのできる保湿方法
および保湿装置を提供する。
【解決手段】保湿装置１００は、イオン発生装置５００
と、ミスト発生装置６００と、制御装置３００とを備え
る。イオン発生装置５００は、大気中での放電により、
空気から水分子と結合した正イオンおよび負イオンを発
生する。ミスト発生装置６００は、液体をミスト状に微
細化して噴霧する。保湿装置１００は、皮膚または毛髪
に対して、ミスト発生装置６００によるミストを噴霧す
るとともに、イオン発生装置５００によるイオンの照射
を併用して、皮膚または毛髪を保湿する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　皮膚または毛髪への、イオン発生装置を用いた大気中での放電によって空気から発生し
た正イオンおよび負イオンの照射と、ミスト発生装置を用いて発生したミスト状の液体の
噴霧とを併用して、皮膚または毛髪の保湿機能を向上させる方法。
【請求項２】
　ミスト状の前記液体の噴霧の実行後に、前記正イオンおよび前記負イオンを照射するこ
とによって皮膚または毛髪の保湿機能を向上させる、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　ミスト状の前記液体の噴霧を実行中および実行後に、前記正イオンおよび前記負イオン
を照射することによって皮膚または毛髪の保湿機能を向上させる、請求項１に記載の方法
。
【請求項４】
　ミスト状の前記液体の噴霧の実行中における前記正イオンおよび前記負イオンの照射、
または、ミスト状の前記液体の噴霧の実行後における前記正イオンおよび前記負イオンの
照射のいずれかによって皮膚または毛髪の保湿機能を向上させる、請求項１に記載の方法
。
【請求項５】
　前記正イオンは、Ｈ+（Ｈ2Ｏ）ｍ（ｍは任意の自然数）であり、
　前記負イオンは、Ｏ2

-（Ｈ2Ｏ）ｎ（ｎは０または任意の自然数）である、請求項１～
４のいずれか１項に記載の方法。
【請求項６】
　皮膚または毛髪を保湿するための保湿装置であって、
　大気中での放電により、空気から水分子と結合した正イオンおよび負イオンを発生する
イオン発生装置と、
　液体をミスト状に微細化して噴霧するミスト発生装置とを備え、
　前記イオン発生装置からの前記正イオンおよび前記負イオンの照射は、皮膚または毛髪
への、前記ミスト発生装置からのミスト状の前記液体の噴霧と併用して行なわれる、保湿
装置。
【請求項７】
　前記イオン発生装置および前記ミスト発生装置を制御する制御装置をさらに備え、
　前記制御装置は、ミスト状の前記液体を噴霧した後に、前記液体の噴霧を停止するとと
もに、前記正イオンおよび前記負イオンを照射する、請求項６に記載の保湿装置。
【請求項８】
　前記イオン発生装置および前記ミスト発生装置を制御する制御装置をさらに備え、
　前記制御装置は、ミスト状の前記液体の噴霧を実行中および実行後に、前記正イオンお
よび前記負イオンを照射する、請求項６に記載の保湿装置。
【請求項９】
　前記イオン発生装置および前記ミスト発生装置を制御する制御装置をさらに備え、
　前記制御装置は、第１および第２の運転モードのいずれかで前記イオン発生装置および
前記ミスト発生装置を運転可能であり、
　前記第１の運転モードにおいては、ミスト状の前記液体の噴霧を実行している間に、前
記正イオンおよび前記負イオンの照射が実行され、
　前記第２の運転モードは、ミスト状の前記液体の噴霧を実行した後に、前記正イオンお
よび前記負イオンの照射が実行される、請求項６に記載に保湿装置。
【請求項１０】
　前記正イオンは、Ｈ+（Ｈ2Ｏ）ｍ（ｍは任意の自然数）であり、
　前記負イオンは、Ｏ2

-（Ｈ2Ｏ）ｎ（ｎは０または任意の自然数）である、請求項６～
９のいずれか１項に記載の保湿装置。
【請求項１１】
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　前記イオン発生装置および前記ミスト発生装置のいずれかは、取り外し可能に構成され
る、請求項６～１０のいずれか１項に記載の保湿装置。
【請求項１２】
　請求項６～１１のいずれか１項に記載の保湿装置を搭載した、電気機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、保湿装置およびそれを搭載する電気機器、ならびに保湿方法に関し、より特
定的には、イオンおよび液体のミストを併用して皮膚または毛髪の保湿効果を高めるため
の技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　美容に関して肌の乾燥を防止する課題があり、肌水分量を増加させることが要望されて
いる。
【０００３】
　従来、肌水分量を増加させるためには、化粧水のような保湿成分を含む塗布剤を肌に塗
る方法が一般的に行なわれている。
【０００４】
　また、特開２０１１－５２６６号公報（特許文献１）のように、空気中の水分を凝縮さ
せて霧化させて発生した微粒子水を肌に噴霧したり、特開２００１－４９７号公報（特許
文献２）のように、超音波素子を用いて発生させたミストを肌に噴霧したりすることによ
って、肌水分量を増加させる技術が知られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１１－５２６６号公報
【特許文献２】特開２００１－４９７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　特開２０１１－５２６６号公報（特許文献１）および特開２００１－４９７号公報（特
許文献２）に記載された方法においては、肌に与える水分量を一時的に増加させることは
できるが、保湿効果をより長く持続させることについては改善の余地があった。
【０００７】
　本発明は、上記のような課題を解決するためになされたものであって、その目的は、よ
り高い保湿効果を得ることのできる保湿方法および保湿装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明による皮膚または毛髪の保湿機能を向上させる方法は、皮膚または毛髪への、イ
オン発生装置を用いた大気中での放電によって空気から発生した正イオンおよび負イオン
の照射と、ミスト発生装置を用いて発生したミスト状の液体の噴霧とを併用することによ
って、皮膚または毛髪の保湿機能を向上させる。
【０００９】
　好ましくは、方法は、ミスト状の液体の噴霧の実行後に、正イオンおよび負イオンを照
射することによって皮膚または毛髪の保湿機能を向上させる。
【００１０】
　好ましくは、方法は、ミスト状の液体の噴霧を実行中および実行後に、正イオンおよび
負イオンを照射することによって皮膚または毛髪の保湿機能を向上させる。
【００１１】
　好ましくは、方法は、ミスト状の液体の噴霧の実行中における正イオンおよび負イオン
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の照射、または、ミスト状の液体の噴霧の実行後における正イオンおよび負イオンの照射
のいずれかによって皮膚または毛髪の保湿機能を向上させる。
【００１２】
　好ましくは、正イオンはＨ+（Ｈ2Ｏ）ｍ（ｍは任意の自然数）であり、負イオンはＯ2

-

（Ｈ2Ｏ）ｎ（ｎは０または任意の自然数）である。
【００１３】
　本発明による皮膚または毛髪を保湿するための保湿装置は、大気中での放電により、空
気から水分子と結合した正イオンおよび負イオンを発生するイオン発生装置と、液体をミ
スト状に微細化して噴霧するミスト発生装置とを備える。イオン発生装置からの正イオン
および負イオンの照射は、皮膚または毛髪への、ミスト発生装置からのミスト状の液体の
噴霧と併用して行なわれる。
【００１４】
　好ましくは、保湿装置は、イオン発生装置およびミスト発生装置を制御する制御装置を
さらに備える。制御装置は、ミスト状の液体を噴霧した後に、液体の噴霧を停止するとと
もに、正イオンおよび負イオンを照射する。
【００１５】
　好ましくは、保湿装置は、イオン発生装置およびミスト発生装置を制御する制御装置を
さらに備える。制御装置は、ミスト状の液体の噴霧を実行中および実行後に、正イオンお
よび負イオンを照射する。
【００１６】
　好ましくは、保湿装置は、イオン発生装置およびミスト発生装置を制御する制御装置を
さらに備える。制御装置は、第１および第２の運転モードのいずれかでイオン発生装置お
よびミスト発生装置を運転可能である。第１の運転モードにおいては、ミスト状の液体の
噴霧を実行している間に、正イオンおよび負イオンの照射が実行される。第２の運転モー
ドは、ミスト状の液体の噴霧を実行した後に、正イオンおよび負イオンの照射が実行され
る。
【００１７】
　好ましくは、イオン発生装置およびミスト発生装置のいずれかは、取り外し可能に構成
される。
【００１８】
　本発明による電気機器は、上記の保湿装置を搭載する。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明による保湿方法および保湿装置によれば、従来よりも高い保湿効果を得ることが
できる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本実施の形態に従う保湿装置の概略図である。
【図２】図１の保湿装置についての全体機能ブロック図を示す。
【図３】イオン発生装置によるイオン発生原理を説明するための図である。
【図４】本実施の形態に従う保湿方法と、従来の技術による保湿方法との比較実験の結果
を示す第１の図である。
【図５】本実施の形態に従う保湿方法と、従来の技術による保湿方法との比較実験の結果
を示す第２の図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら詳細に説明する。なお、図中
同一または相当部分には同一符号を付してその説明は繰り返さない。
【００２２】
　［保湿装置の構成の説明］
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　まず、図１および図２を用いて、本実施の形態に従う保湿装置の構成について説明する
。図１は、本実施の形態に従う保湿装置１００の概略図である。また、図２は、図１の保
湿装置１００の詳細な機能を説明するための機能ブロック図である。
【００２３】
　図１を参照して、保湿装置１００は、筺体１１０と、イオン放出口１２０と、ミスト放
出口１３０と、カバー部１４０と、空気吸入口１５０とを備える。
【００２４】
　筺体１１０は、略直方体に構成され、図２で後述する保湿装置１００に含まれる各機器
を収納する。
【００２５】
　イオン放出口１２０は、筺体１１０の幅広の主表面１１１に配置される。イオン放出口
１２０からは、図２で後述するイオン発生装置５００で生成されたイオンが放出される。
【００２６】
　ミスト放出口１３０は、イオン放出口１２０と同じ主表面１１１に配置される。ミスト
放出口１３０からは、図２で後述するミスト発生装置６００で生成されたミスト状の液体
が放出される。
【００２７】
　ミスト放出口１３０には、ユーザの操作により開閉可能なカバー部１４０が設けられる
。カバー部１４０は、たとえば、図１中の矢印ＡＲ１の方向に移動可能であり、本保湿装
置１００を使用しない場合、あるいは、ミスト発生装置６００によるミスト生成を行なわ
ない場合に閉状態にされる。
【００２８】
　空気吸入口１５０は、筺体１１０の側面１１２に設けられる。空気吸入口１５０は、図
２で後述する送風ファン４２０が運転された場合に、外部からの空気を筺体内に取り込む
ためのものである。空気吸入口１５０から吸入された空気は、送風ファン４２０を通って
イオン放出口１２０へと導かれる。これによって、イオン発生装置５００によって生成さ
れたイオンが、イオン放出口１２０から放出される。
【００２９】
　なお、空気吸入口１５０は、筺体１１０の側面１１２に代えて、あるいはそれに加えて
背面１１３にも設けられてもよい。
【００３０】
　次に、図２を用いて、保湿装置１００の詳細について説明する。図２を参照して、保湿
装置１００は、図１で説明した構成要素に加えて、電源部２００と、制御装置３００と、
送風機構４００と、イオン発生装置５００と、ミスト発生装置６００と、操作／表示部７
００とを備える。
【００３１】
　電源部２００は、受電部２０５に接続される電源コネクタ２０によって伝達される外部
電源１０からの電力を受ける。そして、電源部２００は、受電した電力を分配して、制御
装置３００、送風機構４００、イオン発生装置５００、およびミスト発生装置６００に駆
動電力を供給する。なお、内部に搭載された蓄電装置（図示せず）からの電力を用いて保
湿装置１００が動作する場合には、電源部２００は、当該蓄電装置からの電力を、制御装
置３００、送風機構４００、イオン発生装置５００、およびミスト発生装置６００に分配
する。
【００３２】
　送風機構４００は、ファン駆動部４１０と、送風ファン４２０とを含む。ファン駆動部
４１０は、送風ファン４２０に含まれるファンモータ（図示せず）を駆動するための駆動
装置である。ファン駆動部４１０は、制御装置３００からの指令に基づいて、送風ファン
４２０を駆動する。
【００３３】
　イオン発生装置５００は、発生素子駆動回路５１０と、イオン発生素子５２０とを含む
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。発生素子駆動回路５１０は、制御装置３００からの指令に基づいて、イオン発生素子５
２０に含まれる高電圧回路に電圧を印加するための回路である。イオン発生装置５００の
詳細な構成およびイオン発生原理は、図３を用いて後述する。
【００３４】
　イオン発生素子５２０は、送風ファン４２０からイオン放出口１２０に到る空気流路に
設けられる。これによって、イオン発生素子５２０によって発生したイオンが、イオン放
出口１２０へと送られ、イオン放出口１２０から保湿装置１００の外部へと放出される。
【００３５】
　ミスト発生装置６００は、振動素子駆動部６１０と、振動素子６２０と、ミスト発生部
６３０と、貯水タンク６４０とを含む。
【００３６】
　本実施の形態におけるミスト発生装置６００は、超音波振動により液体を微細化してミ
スト状にする構成を例として説明するが、ミスト発生装置６００は、このような構成に限
定されるものではなく、液体をミスト状とすることができれば、他の公知の技術を用いる
ことも可能である。
【００３７】
　振動素子駆動部６１０は、振動素子６２０を高周波で振動させるための駆動回路である
。振動素子６２０は、超音波振動するプローブを有し、このプローブのヘッド面を微細な
メッシュ（図示せず）で被覆するミスト発生部６３０が設けられる。
【００３８】
　ミスト発生部６３０のメッシュの内側には、貯水タンク６４０に蓄えられた液体（たと
えば、純水、化粧品、医薬部外品、医薬品など）が供給される。供給された液体は、振動
素子６２０による超音波の振動波によってメッシュの内側から外側に押し出される。この
メッシュを通過する際に、液体が微小な粒子に分解されてミストが発生される。発生した
ミストは、ミスト放出口１３０から外部へ放出される。
【００３９】
　なお、ミスト発生装置６００は、筺体１１０に固定されてままでもよいし、筺体１１０
から分離可能に構成されてもよい。あるいは、イオン発生装置５００が筺体１１０から分
離可能に構成されてもよい。
【００４０】
　操作／表示部７００は、ユーザ操作による操作信号を受けるとともに、ユーザへ情報を
通知するためのインターフェースである。操作／表示部７００は、たとえば、スイッチな
どの操作器具と、ＬＥＤや液晶パネルのような表示器具を含んで構成される。操作／表示
部７００は、受信したユーザからの操作信号を制御装置３００へ伝達するとともに、制御
装置３００から送信されるユーザへの通知情報を表示する。
【００４１】
　制御装置３００は、ユーザによる設定および操作等に基づいて、送風機構４００、イオ
ン発生装置５００、ミスト発生装置６００を制御する。
【００４２】
　図３は、図２におけるイオン発生装置５００の詳細構成とイオン発生原理を説明するた
めの図である。
【００４３】
　図２および図３を参照して、発生素子駆動回路５１０は、高電圧発生装置５１１，５１
２を含む。また、イオン発生素子５２０は、電圧印加針電極５２１，５２２と、接地電極
５２３とを含む。
【００４４】
　電圧印加針電極５２１，５２２は、針状の先端を有するイオン発生電極であり、高電圧
発生装置５１１，５１２にそれぞれ接続される。
【００４５】
　接地電極５２３は、電圧印加針電極５２１，５２２に隣接して配置される。接地電極５
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２３には、電圧印加針電極５２１，５２２を貫通させることができる貫通孔５２４が、電
圧印加針電極に対応して設けられる。
【００４６】
　電圧印加針電極５２１，５２２は、接地電極５２３の貫通孔５２４の略中心の位置に、
かつ針状の先端が貫通孔５２４における接地電極５２３の厚みの範囲内となるように配置
される。
【００４７】
　高電圧発生装置５１１は、電圧印加針電極５２１に正の直流パルス電圧を印加する。こ
れによって、電圧印加針電極５２１と接地電極５２３との間でコロナ放電が発生し、電圧
印加針電極５２１付近の空気が正イオン化される。具体的には、正イオンとして、Ｈ+（
Ｈ2Ｏ）ｍ（ｍは任意の自然数）が生じる。
【００４８】
　一方、高電圧発生装置５１２は、電圧印加針電極５２１に負の直流パルス電圧を印加す
る。これによって、電圧印加針電極５２２と接地電極５２３との間でコロナ放電が発生し
、電圧印加針電極５２２付近の空気が負イオン化される。具体的には、負イオンとして、
Ｏ2

-（Ｈ2Ｏ）ｎ（ｎは０または任意の自然数）が生じる。
【００４９】
　発生した正イオンおよび負イオンは、送風ファン４２０から送出される風によって搬送
されてイオン放出口１２０から大気中に放出される。
【００５０】
　なお、発生するイオンの量（濃度）は、高電圧発生装置により印加される直流パルス電
圧の大きさ、およびパルス周期によって変化し、制御装置３００によって制御される。発
生するイオンの量は固定であってもよいし、ユーザによる設定やモード状態に応じて可変
とされてもよい。
【００５１】
　本実施の形態に従う保湿装置１００においては、上述のように、肌および／または毛髪
にミスト発生装置６００により生成されたミスト状の液体が噴霧され、さらにイオン発生
装置５００で生成されたイオンが照射される。これにより、ミストとして供給された水分
により肌水分量を増加できるとともに、イオンによって肌表面が局所的に親水化されて空
気中の水分子を取り込むことで肌水分量をさらに増加することができ、肌および／または
毛髪の保湿効果を高めることができる。
【００５２】
　なお、保湿装置１００は、ミスト状の液体を噴霧しつつイオンを照射する第１の運転モ
ードと、ミスト状の液体の噴霧を所定時間実行した後にミスト噴霧を停止してイオンを照
射する第２の運転モードとを有する。これらの２つの運転モードは、ユーザによる図２に
おける操作／表示部７００の操作あるいは設定によって、適宜切換えることが可能である
。たとえば、ユーザの手動操作によって第１の運転モードと第２の運転モードとを切換え
てもよいし、時間などの所定条件の成立に応じて第１の運転モードと第２の運転モードと
を自動的に切換えるようにしてもよい。また、イオンの照射を継続しつつ、ミスト噴霧を
間欠的に実行するようにしてもよい。
【００５３】
　なお、上記においては、保湿装置が単独の機器として用いられる場合について説明した
が、当該保湿装置の機能は、他の電気機器（たとえば、スチーマのような美顔器やドライ
ヤ、あるいは室内用の保湿器など）に組み込まれてもよい。
【００５４】
　以下、本実施の形態に従う保湿装置を用いた場合の効果について、比較例とともに実験
した結果について説明する。
【００５５】
　［検証実験の説明］
　＜検証実験１＞
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　検証実験１においては、被検者に対して（１）何も処理しない場合、（２）ミスト噴霧
のみを行なった場合、（３）イオン照射のみを行なった場合、（４）ミスト噴霧後にイオ
ン照射を行なった場合の４ケースについて、皮膚の水分量の時間的変化を測定した。
【００５６】
　被検部位は、被検者の左前腕の内側とし、左前腕の内側中央付近に印をつけ、その印を
目標としてミスト噴霧、イオン照射を実施した。
【００５７】
　被検者は、室温２３±３℃、湿度２１±２％の部屋において、椅子に座った状態で１５
分間安静に過ごした後に、純水のミストを上記の被検部位に噴霧し、噴霧直後から６０分
間イオンを照射した。
【００５８】
　ミストについては、皮膚から２０ｃｍ離れた位置から被検部位に噴霧した。また、イオ
ンについては、被検部位から５０ｃｍ離れた位置から、正イオンおよび負イオンの各々が
１０００００個／ｃｍ3のイオン濃度になるように、イオン発生装置および送風機構を調
整して照射した。なお、送風機構による風の条件を同等とするために、イオン照射を行な
わない場合においても、同じ送風機構を用いて送風のみを行なった。
【００５９】
　肌水分量の測定は、ミスト噴霧前を初期値とし、ミスト噴霧から２０分毎に、被検部位
に付けた印の周囲３点について行ない、その３点の測定値の平均値の変化率として評価し
た。なお、肌水分量の測定は、皮膚表面（角質）の水分量を測定する水分計を用いて行な
った。
【００６０】
　図４は、上述のような条件において測定した結果を示したグラフであり、横軸には時間
が示されており、縦軸にはミスト噴霧前の初期状態における肌水分量に対する水分量変化
率が示される。図４においては、曲線Ｗ１０が何も処理しない場合を表わし、Ｗ２０がミ
スト噴霧のみを行なった場合を表わし、Ｗ３０がイオン照射のみを行なった場合を表わし
、Ｗ４０がミスト噴霧後にイオン照射を行なった場合を表わしている。なお、ミストの噴
霧を伴う場合、ミスト噴霧直後については水分量が極端に多くなり、測定のバラツキも大
きいため、図４のグラフにおいては、ミスト噴霧直後のデータについては除外している。
【００６１】
　図４のグラフによれば、ミスト噴霧とイオン照射とを併用した場合（Ｗ４０）が、他の
いずれの場合よりも水分量変化率が大きくなっており、他の場合よりも高い保湿効果が得
られているという結果が得られた。
【００６２】
　また、ミスト噴霧とイオン照射とを併用した場合（Ｗ４０）の水分量変化率は、ミスト
噴霧のみを行なった場合（Ｗ２０）の水分量変化率とイオン照射のみを行なった場合（Ｗ
３０)の水分量変化率とを足し合わせたものよりもさらに大きくなっている。これは、ミ
スト噴霧およびイオン照射のそれぞれによって与えられる単独の水分量に加えて、噴霧さ
れたミストの蒸発がイオン照射によって抑制されることが１つの要因であると考えられる
。
【００６３】
　なお、図には示していないが、ミストに用いる液体として、純水に代えて、より保湿効
果の高い化粧水を使用した場合においても、図４と同様にミスト噴霧とイオン照射とを併
用した場合が、他の場合よりも高い保湿効果が得られる結果となった。
【００６４】
　＜検証実験２＞
　上述の検証実験１においては、ミスト噴霧を実施した後にミスト噴霧を停止し、その後
にイオン照射を行なった場合の保湿効果の違いについて比較した。
【００６５】
　検証実験２においては、ミスト噴霧を行なっている間にイオン照射を同時に行なうとと
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もに、ミスト噴霧を停止した後もイオン照射を継続した場合の保湿効果の違いについて比
較を行なった。
【００６６】
　検証実験２においては、３名の被検者に対して（１）ミスト噴霧の実行中および実行後
にわたってイオン照射を行なった場合、（２）ミスト噴霧のみを行なった場合の２ケース
について、皮膚の水分量の時間的変化を測定した。
【００６７】
　被検部位は、検証実験１と同様に、被検者の左前腕の内側とし、左前腕の内側中央付近
に印をつけ、その印を目標としてミスト噴霧、イオン照射を実施した。
【００６８】
　被検者は、室温２４．５±１℃、湿度２０±２％の部屋において、椅子に座った状態で
１５分間安静に過ごした後に、化粧水のミストを上記の被検部位に噴霧し、噴霧直後から
３０分間イオンを照射した。なお、「ミスト噴霧直後」は、ミスト噴霧後３０秒後とした
。
【００６９】
　ミストについては、皮膚から１０ｃｍ離れた位置から被検部位に噴霧した。また、イオ
ンについては、被検部位から５０ｃｍ離れた位置から、正イオンおよび負イオンの各々が
１０００００個／ｃｍ3のイオン濃度になるように、イオン発生装置および送風機構を調
整して照射した。なお、送風機構による風の条件を同等とするために、イオン照射を行な
わない場合においても、同じ送風機構を用いて送風のみを行なった。
【００７０】
　実験に用いた化粧水は、ミスト用に販売されている市販品を使用した。化粧水の主な配
合成分は、水、ＤＰＧ（Dipropylglycol）、ＢＧ（Butylene Grycol）、グリセリン、ス
クロース、トレハロース、カフェイン、ソルビトール、ＥＤＴＡ－２Ｎａ、酢酸トコフェ
ロール、サッカロミセス溶解質エキス、ツボクサエキス、ローマカミツレ花エキス、酵母
エキス、アロエベラ葉水、フェノキシエタノール、クロルフェネシン、安息香酸Ｎａ、安
息香酸、ソルビン酸であった。
【００７１】
　肌水分量の測定は、ミスト噴霧前を初期値とし、ミスト噴霧開始とともにイオンを同時
に照射し、ミスト噴霧停止から１０分毎に被検部位に付けた印の周囲３点について測定を
行ない、その３点の測定値の平均値の変化率として評価した。なお、肌水分量の測定は、
皮膚表面（角質）の水分量を測定する水分計を用いて行なった。
【００７２】
　図５は、上述のような条件において測定した結果を示したグラフであり、横軸には時間
が示されており、縦軸にはミスト噴霧前の初期状態における肌水分量に対する水分量変化
率が示される。図５においては、曲線Ｗ５０がミスト噴霧のみを行なった場合を表わし、
Ｗ６０がミスト噴霧とともにイオン照射を行なった場合を表わしている。
【００７３】
　図５のグラフによれば、ミスト噴霧とともにイオン照射を行なった場合（Ｗ６０）が、
ミスト噴霧のみを行なった場合（Ｗ５０）よりもミスト噴霧直後の水分量変化率が大きく
なっており、高い保湿効果が得られているという結果が得られた。
【００７４】
　さらに、ミスト噴霧のみを行なった場合よりも高い保湿効果が得られている状態が、ミ
スト噴霧後３０分後においても維持されており、より高い保湿効果の持続性も確認するこ
とができた。これは、ミスト噴霧とイオン照射とを同時に実施することで、ミストに含ま
れる保湿成分にイオンが吸着され、より効率的に肌への水分補給が可能になる等の理由が
考えられる。
【００７５】
　以上のような保湿装置を用いて、皮膚および／または毛髪へのミストの噴霧とイオンの
照射とを併用することによって、従来よりも高い保湿効果を得ることができる。
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【００７６】
　なお、上記の説明においては、図１および図２に示すようなミスト噴霧機能とイオン照
射機能とが一体化された保湿装置を用いた場合を例として説明したが、本発明による保湿
方法においては、このような一体型の装置を用いる場合には限られない。すなわち、本発
明による保湿方法は、個別のミスト生成装置およびイオン生成装置を用いて、ミスト噴霧
とイオン照射とを併用する場合にも適用可能である。
【００７７】
　今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えら
れるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなく、特許請求の範囲によって示され
、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図され
る。
【符号の説明】
【００７８】
　１０　外部電源、２０　電源コネクタ、１００　保湿装置、１１０　筺体、１１１　主
表面、１１２　側面、１１３　背面、１２０　イオン放出口、１３０　ミスト放出口、１
４０　カバー部、１５０　空気吸入口、２００　電源部、２０５　受電部、３００　制御
装置、４００　送風機構、４１０　ファン駆動部、４２０　送風ファン、５００　イオン
発生装置、５１０　発生素子駆動回路、５１１，５１２　高電圧発生装置、５２０　イオ
ン発生素子、５２１，５２２　電圧印加針電極、５２３　接地電極、５２４　貫通孔、６
００　ミスト発生装置、６１０　振動素子駆動部、６２０　振動素子、６３０　ミスト発
生部、６４０　貯水タンク、７００　表示部。

【図１】 【図２】
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