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(57)【要約】
【課題】イオンを安定して発生させるとともに発生させ
たイオンをミストに帯電させることができるミスト発生
装置を提供する。
【解決手段】ミスト発生装置１は、ミストを発生させる
ミスト発生部と、発生したミストを吐出させるミスト吐
出口と、コロナ放電によりイオンを発生させるコロナ放
電部１０と、発生したイオンを吐出するためのイオン吐
出口１４ａとを備える。また、ミスト発生装置１は、イ
オン移送路１４ｂに、コロナ放電部１０を乾燥させるフ
ァン１６が設けられている。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ミストを発生させるミスト発生手段と、
　発生したミストを吐出させるミスト吐出口と、
　高圧電源回路を有するとともに、該高圧電源回路に電気的に接続された放電針及びグラ
ンド電極からなる電極部を有し、コロナ放電によりイオンを発生させるイオン発生手段と
、
　前記イオン発生手段の少なくとも電極部が配置されるとともに発生したイオンを移送す
るイオン移送路と、
　前記イオン移送路からイオンを吐出させるイオン吐出口と、を備え、
　前記イオン移送路に、前記イオン発生手段の少なくとも電極部を乾燥させる乾燥手段が
設けられていることを特徴とするミスト発生装置。
【請求項２】
　前記乾燥手段は、前記電極部から前記イオン吐出口へ向けた前記イオンの吐出方向にお
ける前記電極部より上流側に設けられた送風手段である請求項１に記載のミスト発生装置
。
【請求項３】
　前記イオン移送路の湿度を検知する湿度検知手段と、前記湿度検知手段から得られた湿
度情報に基づき前記送風手段を制御する制御手段とを備えており、前記制御手段は、前記
イオン移送路の湿度が所定値を超える場合に前記送風手段を駆動させる請求項２に記載の
ミスト発生装置。
【請求項４】
　前記湿度検知手段は、前記放電針とグランド電極に流れる電流値の変化を計測する電流
計である請求項３に記載のミスト発生装置。
【請求項５】
　前記乾燥手段は、前記イオン移送路を加熱し、除湿する加熱除湿手段である請求項１に
記載のミスト発生装置。
【請求項６】
　前記加熱除湿手段は前記イオン移送路を加熱する移送路加熱ヒータであり、さらに、前
記ミスト発生装置は、前記イオン移送路の湿度を検知する湿度検知手段と、前記湿度検知
手段から得られた湿度情報に基づき前記移送路加熱ヒータを制御する制御手段とを備えて
おり、前記制御手段は、前記イオン移送路の湿度が所定値を超える場合に前記移送路加熱
ヒータを作動させる請求項５に記載のミスト発生装置。
【請求項７】
　前記湿度検知手段は、前記放電針とグランド電極に流れる電流値の変化を計測する電流
計である請求項６に記載のミスト発生装置。
【請求項８】
　前記ミスト発生手段が液体溜り部に貯留された液体を加熱してミストを発生させるもの
であるとともに前記ミストが通過するミストパイプ及びミストノズルを有し、前記加熱除
湿手段は、前記ミストパイプ及びミストノズルのうちの少なくともいずれか一方と、イオ
ン移送路を形成するイオンノズルとに熱的に結合された熱伝導部である請求項５に記載の
ミスト発生装置。
【請求項９】
　前記乾燥手段は、前記イオン移送路内に設けられた除湿剤である請求項１に記載のミス
ト発生装置。
【請求項１０】
　前記除湿剤の水分率を検知する水分率検知手段と、前記除湿剤の再生手段と、前記水分
率検知手段から得られた水分率情報に基づき前記再生手段を制御する制御手段とを備えて
おり、前記制御手段は、前記除湿剤の水分率が所定値を超える場合に前記再生手段を作動
させる請求項９に記載のミスト発生装置。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ミストとイオンを異なる吐出口から吐出可能なミスト発生装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、使用者の肌にハリや潤いを与える目的で、マイナスイオンをミストに帯電させつ
つ、使用者に向けて吐出するミスト発生装置が使用されている。このようなミスト発生装
置として、ヒータにより水を沸騰させて発生させたミスト（スチーム）と、コロナ放電に
より発生させたマイナスイオンとを使用者に向けて吐出可能なミスト発生装置が提案され
ている（例えば、特許文献１）。特許文献１のミスト発生装置では、ミストを吐出させる
ミストノズルと、マイナスイオンを吐出させるイオンノズルが並設されるとともに、ミス
トノズルのミスト吐出口と、イオンノズルのイオン吐出口とが近接するように配置されて
いる。そして、特許文献１では、ミストノズルの近傍に配設されたイオン吐出口からマイ
ナスイオンを吐出することで、マイナスイオンとミストを混合し、マイナスイオンをミス
トに帯電させるようになっている。
【特許文献１】特開２００３－１５９３０５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　一般に、電極にマイナスの高電圧を印加してマイナスイオンを発生させる場合、湿度が
高くなるとコロナ放電が不安定となり、マイナスイオンの発生量が減少することが知られ
ている。このため、ミスト吐出口から吐出されるミストによってイオン吐出口近傍の湿度
が上昇することを抑制し、コロナ放電を安定させることが望まれている。しかしながら、
特許文献１のミスト発生装置では、ミストノズルとイオンノズルを並設し、ミスト吐出口
とイオン吐出口とを近接させることで、マイナスイオンをミストに帯電させやすくできる
反面、吐出されるミストがイオン吐出口に接近しやすくなっていた。
【０００４】
　この発明は、このような従来の技術に存在する問題点に着目してなされたものであり、
その目的は、イオンを安定して発生させるとともに発生させたイオンをミストに帯電させ
ることができるミスト発生装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記問題点を解決するために、請求項１に記載の発明は、ミストを発生させるミスト発
生手段と、発生したミストを吐出させるミスト吐出口と、高圧電源回路を有するとともに
、該高圧電源回路に電気的に接続された放電針及びグランド電極からなる電極部を有し、
コロナ放電によりイオンを発生させるイオン発生手段と、前記イオン発生手段の少なくと
も電極部が配置されるとともに発生したイオンを移送するイオン移送路と、前記イオン移
送路からイオンを吐出させるイオン吐出口と、を備え、前記イオン移送路に、前記イオン
発生手段の少なくとも電極部を乾燥させる乾燥手段が設けられていることを要旨とする。
【０００６】
　これによれば、乾燥手段によりイオン発生手段の少なくとも電極部を乾燥させることが
でき、少なくとも電極部付近の湿度を低く保つことができる。よって、イオン発生手段に
より、イオンを安定して発生させ、イオン発生量の減少を防止することができ、その結果
として、イオン発生手段で発生させたイオンをミストに効率良く帯電させることができる
。
【０００７】
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載のミスト発生装置において、前記乾燥手段は
、前記電極部から前記イオン吐出口へ向けた前記イオンの吐出方向における前記電極部よ
り上流側に設けられた送風手段であることを要旨とする。
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【０００８】
　これによれば、送風手段によってイオン移送路に空気の流れを生じさせ、電極部に向け
て送風することができる。よって、送風手段からの送風により電極部を乾燥させることが
でき、イオン発生手段の少なくとも電極部付近の湿度を低く保つことができる。また、送
風手段により電極部に向けて送風することができるため、イオン吐出口から電極部に向け
て流れてくるミストを、送風によりイオン吐出口外へ押し出すことができる。よって、ミ
ストを電極部に接近しにくくしてイオン発生手段の少なくとも電極部付近の湿度を低く保
つことができる。
【０００９】
　請求項３に記載の発明は、請求項２に記載のミスト発生装置において、前記イオン移送
路の湿度を検知する湿度検知手段と、前記湿度検知手段から得られた湿度情報に基づき前
記送風手段を制御する制御手段とを備えており、前記制御手段は、前記イオン移送路の湿
度が所定値を超える場合に前記送風手段を駆動させることを要旨とする。
【００１０】
　これによれば、イオン移送路の湿度が所定値を超えると、送風手段によって少なくとも
電極部を乾燥させる。一方、イオン移送路の湿度が所定値を超えない場合は送風手段を駆
動させない。よって、イオン移送路の湿度が所定値を超えない場合は、イオン発生手段で
発生したイオンが、送風手段の送風によってイオン吐出口から勢い良く吐出されず、マイ
ナスイオンをミストに帯電させやすくすることができる。
【００１１】
　請求項４に記載の発明は、請求項３に記載のミスト発生装置において、前記湿度検知手
段は、前記放電針とグランド電極に流れる電流値の変化を計測する電流計であることを要
旨とする。これによれば、電極部付近の湿度が上昇すると電流値が上昇するといった現象
を利用して、イオン移送路の湿度変化を検知することができる。よって、電流計といった
安価な手段を用いてイオン移送路の湿度を検知することができる。
【００１２】
　請求項５に記載の発明は、請求項１に記載のミスト発生装置において、前記乾燥手段は
、前記イオン移送路を加熱し、除湿する加熱除湿手段であることを要旨とする。
　これによれば、加熱除湿手段によってイオン移送路、及びイオン発生手段の少なくとも
電極部を加熱することができる。よって、加熱除湿手段からの熱により、少なくとも電極
部を乾燥させることができ、イオン発生手段の少なくとも電極部付近の湿度を低く保つこ
とができる。
【００１３】
　請求項６に記載の発明は、請求項５に記載のミスト発生装置において、前記加熱除湿手
段は前記イオン移送路を加熱する移送路加熱ヒータであり、さらに、前記ミスト発生装置
は、前記イオン移送路の湿度を検知する湿度検知手段と、前記湿度検知手段から得られた
湿度情報に基づき前記移送路加熱ヒータを制御する制御手段とを備えており、前記制御手
段は、前記イオン移送路の湿度が所定値を超える場合に前記移送路加熱ヒータを作動させ
ることを要旨とする。
【００１４】
　これによれば、イオン移送路の湿度が所定値を超えると、移送路加熱ヒータによって少
なくとも電極部を乾燥させる。一方、イオン移送路の湿度が所定値を超えない場合は移送
路加熱ヒータを作動させない。よって、ミスト発生装置は、湿度に応じて移送路加熱ヒー
タを適宜作動させる。したがって、移送路加熱ヒータを常に作動させている場合に比して
ミスト発生装置の消費電力を抑えることができる。
【００１５】
　請求項７に記載の発明は、請求項６に記載のミスト発生装置において、前記湿度検知手
段は、前記放電針とグランド電極に流れる電流値の変化を計測する電流計であることを要
旨とする。これによれば、電極部付近の湿度が上昇すると電流値が上昇するといった現象
を利用して、イオン移送路の湿度変化を検知することができる。よって、電流計といった
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安価な手段を用いてイオン移送路の湿度を検知することができる。
【００１６】
　請求項８に記載の発明は、請求項５に記載のミスト発生装置において、前記ミスト発生
手段が液体溜り部に貯留された液体を加熱してミストを発生させるものであるとともに前
記ミストが通過するミストパイプ及びミストノズルを有し、前記加熱除湿手段は、前記ミ
ストパイプ及びミストノズルのうちのいずれか一方と、イオン移送路を形成するイオンノ
ズルとに熱的に結合された熱伝導部であることを要旨とする。
【００１７】
　これによれば、熱伝導部をミストパイプ及びミストノズルのうちの少なくともいずれか
一方と、イオンノズルとに熱的に結合するだけで、イオン移送路を加熱除湿することがで
きる。
【００１８】
　請求項９に記載の発明は、請求項１に記載のミスト発生装置において、前記乾燥手段は
、前記イオン移送路内に設けられた除湿剤であることを要旨とする。
　これによれば、イオン移送路の湿気を除湿剤が吸収することにより、イオン移送路の湿
度上昇を抑えることができ、イオン発生手段の少なくとも電極部付近の湿度を低く保つこ
とができる。
【００１９】
　請求項１０に記載の発明は、請求項９に記載のミスト発生装置において、前記除湿剤の
水分率を検知する水分率検知手段と、前記除湿剤の再生手段と、前記水分率検知手段から
得られた水分率情報に基づき前記再生手段を制御する制御手段とを備えており、前記制御
手段は、前記除湿剤の水分率が所定値を超える場合に前記再生手段を作動させることを要
旨とする。
【００２０】
　これによれば、除湿剤の水分率が所定値を超えると、再生手段を作動させ、再生手段に
よって除湿剤を再生させる。一方、除湿剤の水分率が所定値を超えない場合は再生手段を
作動させない。よって、ミスト発生装置は、湿度に応じて再生手段を適宜作動させる。し
たがって、再生手段を常に作動させている場合に比してミスト発生装置の消費電力を抑え
ることができる。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明によれば、イオンを安定して発生させるとともに発生させたイオンをミストに帯
電させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　（第１の実施形態）
　以下、本発明のミスト発生装置を具体化した第１の実施形態を図１～図４にしたがって
説明する。なお、以下の説明においてミスト発生装置の「前」及び「後」は、図１に示す
矢印Ｙ１の方向を前後方向とし、「上」及び「下」は、図１に示す矢印Ｙ２の方向を上下
方向とする。
【００２３】
　図１に示すように、ミスト発生装置１の本体ケース２には、タンクホルダ３が設けられ
ている。このタンクホルダ３には水などの液体を供給するタンク４が着脱可能に設けられ
ている。タンク４は、図示しない止水ピンが設けられた蓋部４ａにより給水用の開口部が
閉止されるとともに、その蓋部４ａ（開口部）が下側となるようにタンクホルダ３内に配
設されている。タンクホルダ３には、止水ピンに対応する形状の図示しない突出ピンが設
けられている。タンク４は液体が注入された状態でタンクホルダ３に配設されることで、
止水ピンが突出ピンにより押し込まれて水密性が解除されタンク４内の液体が流出される
ものであり、タンクホルダ３にはタンク４から流出した液体が貯留される。
【００２４】
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　タンクホルダ３は、液体供給路５を介して、本体ケース２内の下部に形成された液体溜
り部６と接続されている。液体溜り部６には、液体供給路５を介してタンクホルダ３の液
体が供給され、貯留されるようになっている。液体溜り部６の前後側面には、液体溜り部
６に貯留された液体を加熱して沸騰させるミスト用ヒータ７が設けられている。
【００２５】
　液体溜り部６の上部には、液体溜り部６の上部から上方へ向けて延びるミストパイプ８
ａが設けられるとともに、このミストパイプ８ａの内側にミスト流路８が形成されている
。また、ミストパイプ８ａの上端には前方へ延びるミストノズル９が設けられている。こ
のミストノズル９における本体ケース２外へ向けた開口端（先端）には、ミストを本体ケ
ース２外へ吐出するためのミスト吐出口９ｂが形成されている。また、ミストノズル９の
内側には、ミスト流路８を通過するミストをミスト吐出口９ｂから吐出させるミスト吐出
路９ａが形成されている。
【００２６】
　本実施形態では、ミスト流路８及びミスト吐出路９ａにより、ミスト移送路が構成され
るとともに、液体溜り部６、ミスト用ヒータ７、及びミスト移送路がミスト発生部Ｍを構
成している。そして、ミスト用ヒータ７により液体溜り部６内の液体が加熱され、沸騰さ
れることで、ミストはミスト移送路を移送され、ミスト吐出口９ｂから本体ケース２外へ
吐出されるようになっている。
【００２７】
　本体ケース２において、ミストノズル９より上方には、イオンノズル１４が配設されて
いる。このイオンノズル１４は、前側が本体ケース２外に突出するとともにイオンノズル
１４における本体ケース２外へ向けた開口端（先端）にはイオン吐出口１４ａが形成され
ている。また、図２に示すように、イオンノズル１４の後端には連結管１５の一端が接合
されるとともに、連結管１５の他端は本体ケース２の上部に接合されている。本体ケース
２には、連結管１５の他端に連通する吸気口２ａが本体ケース２外に向けて開口している
。イオンノズル１４内には送風手段としてのファン１６が配設されている。そして、ファ
ン１６が作動することにより、吸気口２ａから本体ケース２外の空気が連結管１５内に吸
い込まれ、さらに、イオンノズル１４を介してイオン吐出口１４ａに向けて流れるように
なっている。
【００２８】
　本体ケース２において、ミストノズル９より上方には、マイナスイオンを発生させるイ
オン発生手段としてのコロナ放電部１０が設けられている。このコロナ放電部１０は、針
状の放電針１２と、グランドに電気的に接続された半円筒形状のグランド電極１３と、放
電針１２及びグランド電極１３それぞれに電気的に接続された高圧電源回路１１とから構
成されている。放電針１２及びグランド電極１３はイオンノズル１４内に配置されるとと
もに、高圧電源回路１１は、本体ケース２内の上部におけるイオンノズル１４外に配置さ
れている。そして、放電針１２とグランド電極１３とから電極部Ｄが構成されている。す
なわち、コロナ放電部１０は、高圧電源回路１１を有するとともに電極部Ｄを有している
。
【００２９】
　コロナ放電部１０を具体的に説明すると、イオンノズル１４内におけるイオン吐出口１
４ａ側（先端側）には、グランド電極１３が配置されているとともに、このグランド電極
１３より本体ケース２側（基端側）には、放電針１２が配置されている。放電針１２は支
持部１２ａにより支持されている。
【００３０】
　そして、コロナ放電部１０では、高圧電源回路１１により放電針１２及びグランド電極
１３間にマイナスの高電圧を印加することでコロナ放電を発生させマイナスイオンが発生
するようになっている。コロナ放電部１０の電極部Ｄにより発生したマイナスイオンは、
イオンノズル１４内を流れてイオン吐出口１４ａから本体ケース２外へ吐出されるように
なっている。よって、本実施形態では、吸気口２ａからイオン吐出口１４ａまでがイオン
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移送路１４ｂを構成している。また、放電針１２は、ファン１６よりイオン吐出口１４ａ
側に配置されている。すなわち、ファン１６は、電極部Ｄからイオン吐出口１４ａへ向け
たイオンの吐出方向ｍ２（図１参照）における電極部Ｄより上流側に設けられている。こ
のため、電極部Ｄ（放電針１２及びグランド電極１３）には、ファン１６から空気が吹き
付けられるようになっている。
【００３１】
　図１に示すように、イオンノズル１４（イオン吐出口１４ａ）は、ミストノズル９（ミ
スト吐出口９ｂ）から所定範囲（１．５ｃｍ～３ｃｍ）内の距離（本実施形態では２ｃｍ
）離れた位置に配置されている。すなわち、イオン吐出口１４ａは、ミスト吐出口９ｂの
近傍（付近）に配置されている。また、イオン吐出口１４ａ及びミスト吐出口９ｂは、上
下方向に沿って並設されているとともにイオンノズル１４（イオン吐出口１４ａ）が上方
に、ミストノズル９（ミスト吐出口９ｂ）が下方に配置されている。また、ミストノズル
９のミストの吐出方向ｍ１、及びイオンノズル１４のマイナスイオンの吐出方向ｍ２は何
れも水平方向となっている一方で、両吐出方向ｍ１，ｍ２は相互に平行になっている。
【００３２】
　また、図２に示すように、イオンノズル１４内の先端側（グランド電極１３側）には、
イオン移送路１４ｂ（イオンノズル１４内）の湿度を検知する湿度検知手段としての湿度
センサ２６が配置されている。この湿度センサ２６は、イオン移送路１４ｂの湿度に係る
湿度情報を出力する。なお、湿度センサ２６は、電気式湿度計であり、容量性センサ又は
抵抗性センサが用いられる。容量性センサは、感湿体を挟む２つの板状電極の間に交流電
圧を印加することによって、感湿体の水分吸収に伴う誘電率の変化がもたらす電極間の静
電容量の変化から湿度を測定するものである。抵抗性センサは、感湿体の水分吸収に伴う
導電性の変化を利用して湿度を測定するものである。
【００３３】
　また、本体ケース２内には、ミスト発生装置１の動作を制御する制御手段としての制御
部３０が配設されている（図３に示す）。制御部３０は、所定のプログラムに従って演算
処理を行うＣＰＵと、このＣＰＵが実行するための各種プログラム等を記憶するメモリな
どを備えるマイコンから構成されている。そして、制御部３０（メモリ）にはミスト発生
装置１の駆動制御プログラムが記憶されるとともに、この駆動制御プログラムによりミス
ト発生装置１の駆動が制御されるようになっている。
【００３４】
　次に、ミスト発生装置１の電気的構成について説明する。図３に示すように、制御部３
０には、ミスト用ヒータ７、高圧電源回路１１、ファン１６、及び湿度センサ２６が電気
的に接続されている。制御部３０は、ミスト用ヒータ７に印加する電圧値を制御すること
により、吐出させるミスト量を制御する。また、制御部３０は、湿度センサ２６から出力
される湿度情報に基づきファン１６の駆動を制御する。さらに、制御部３０は、高圧電源
回路１１に印加する電圧を制御することにより、発生させるマイナスイオン量を制御する
。また、制御部３０には、湿度センサ２６からの湿度情報と比較される湿度の所定値（基
準湿度Ａ０）が、情報として記憶されている。基準湿度Ａ０は、コロナ放電部１０による
マイナスイオンの発生量が減少する湿度より遙かに低い値に設定されている。
【００３５】
　次に、制御部３０が実行する制御について図４に従って説明する。
　制御部３０は、図示しない電源スイッチの操作によりミスト発生装置１の電源が投入さ
れると、ミスト用ヒータ７に対し図示しない電源回路から電力の供給を開始させて液体溜
り部６に貯留された液体を加熱し、沸騰させてミストの発生を開始させる（ステップＳ１
）。次に、制御部３０は、高圧電源回路１１を制御して電極部Ｄによってコロナ放電を開
始させる（ステップＳ２）。すると、放電針１２及びグランド電極１３の間にマイナスの
高電圧が印加され、マイナスイオンが発生する。
【００３６】
　次に、制御部３０は、湿度センサ２６によってイオン移送路１４ｂの湿度をセンシング
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（検知）し（ステップＳ３）、次いで、制御部３０は、湿度センサ２６からの湿度情報に
基づき推定されたイオン移送路１４ｂの湿度Ａと、予め設定された基準湿度Ａ０とを比較
し、湿度Ａが基準湿度Ａ０を超えたか否かを判定する（ステップＳ４）。この判定結果が
否定の場合、制御部３０は、ステップＳ３に戻ってイオン移送路１４ｂの湿度のセンシン
グを継続する。一方、ステップＳ４における判定結果が肯定の場合、すなわち、イオン移
送路１４ｂの湿度Ａが基準湿度Ａ０を超える場合には、制御部３０は、ファン１６に対し
て駆動指示を行う（ステップＳ５）。すると、ファン１６が駆動し（ＯＮされ）、電極部
Ｄに向けて送風が開始される。
【００３７】
　次に、制御部３０は、ファン１６に対する駆動指示を行った後、制御部３０は、湿度セ
ンサ２６からの湿度情報に基づき推定されたイオン移送路１４ｂの湿度Ａと、予め設定さ
れた基準湿度Ａ０とを比較し、湿度Ａが基準湿度Ａ０より低いか否かを判定する（ステッ
プＳ６）。この判定結果が否定の場合、制御部３０は、ステップＳ５に戻ってファン１６
の駆動を継続する。一方、ステップＳ６における判定結果が肯定の場合、制御部３０は、
ファン１６に対する停止指示を行う（ステップＳ７）。すると、ファン１６が停止する（
ＯＦＦされる）。また、制御部３０は、ファン１６に対して停止指示を行うと、ステップ
Ｓ３に戻りイオン移送路１４ｂの湿度のセンシングを継続する。
【００３８】
　次に、上述したミスト発生装置１の作用を説明する。
　図１に示すように、先ず、タンク４内に水などの液体を注入してタンクホルダ３に設置
すると、タンクホルダ３に設けられた突出ピンによってタンク４の蓋部４ａの止水ピンが
タンク４の内側に押し込まれ、蓋部４ａの水密性が解除され、タンク４内の液体はタンク
ホルダ３に貯留され、液体供給路５に通水され液体溜り部６に液体が貯留される。
【００３９】
　この状態において図示しない電源スイッチの操作によりミスト発生装置１の電源が投入
されると、制御部３０は、ミスト用ヒータ７を作動させ、液体溜り部６内の液体を加熱さ
せ、沸騰させる。これにより発生した水蒸気は、ミスト流路８を通過する際にミストとな
る。一方、ミスト発生装置１の電源が投入されると、制御部３０は、放電針１２及びグラ
ンド電極１３の間にマイナスの高電圧を印加し、マイナスイオンを発生させる。コロナ放
電部１０により発生したマイナスイオンは、イオン移送路１４ｂを移送され、イオン吐出
口１４ａから本体ケース２外へ吐出される。吐出されたマイナスイオンは、ミストノズル
９から吐出されたミストと混合されることで、ミストがマイナス帯電されるようになって
いる。
【００４０】
　また、ミスト発生装置１の電源が投入されると、湿度センサ２６はイオン移送路１４ｂ
の湿度をセンシング（検知）する。そして、ミスト発生装置１において、イオン移送路１
４ｂの湿度Ａが基準湿度Ａ０（所定値）を超えるとファン１６が駆動する。イオン移送路
１４ｂの湿度Ａが基準湿度Ａ０を超えた状態のときは、放電針１２及びグランド電極１３
にミストが付着した状態になっている。そして、吸気口２ａから本体ケース２内に吸い込
まれた空気が、ファン１６によって電極部Ｄ（放電針１２とグランド電極１３）に向けて
吹き付けられる。このため、ファン１６からの送風により、放電針１２及びグランド電極
１３が乾燥される。また、ファン１６からの送風により、イオンノズル１４内に進入した
ミストがイオンノズル１４外へ向けて押し出されるとともに、ファン１６の駆動開始後は
、ミストのイオンノズル１４内への進入が抑制され、電極部Ｄにミストが接近することが
抑制される。そして、ミスト発生装置１においては、湿度センサ２６からの湿度情報に基
づき、イオン移送路１４ｂの湿度Ａが基準湿度Ａ０より低くなるとファン１６が停止する
。
【００４１】
　次に、マイナスイオンを帯電させたミストによる使用者の皮膚（肌）への効果について
説明する。
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　一般に人間の表皮は、基底層、有棘層、顆粒層、及び角質層から構成されており、角質
層が皮膚の最も外層側を構成している。角質層は、角質細胞と、この角質細胞の間を埋め
るセラミドを主成分とした細胞間脂質により構成されている。十分な量のセラミド（細胞
間脂質）によって角質細胞間が満たされている場合、角質層は、バリア性を発揮して皮膚
からの水分の蒸散を抑制できるとともに、水分を保持することができる。その一方で、セ
ラミドが不足すると、バリア性が低下して皮膚から水分が蒸散しやすくなるとともに、水
分の保持量が低下する。
【００４２】
　マイナスイオンを帯電させたミストが使用者の肌に接触すると、使用者の皮膚の表面が
マイナス帯電されるとともに、ミストにより水分が補給される。そして、皮膚表面がマイ
ナス帯電されると、皮膚表面の微弱なマイナス電位を感知して顆粒層からセラミドの前駆
体が角質層に向けて放出されるとともに、最終的にセラミドとなって角質細胞間を埋める
。これにより、角質層において細胞間脂質量を増加させ、肌のバリア機能を改善（向上）
するとともに、肌の水分保持量を増加（保湿力を向上）させることができる。そして、使
用者の肌の肌理（キメ）を改善することができる。
【００４３】
　以上のことから、肌のバリア機能を改善するとともに保湿力を向上させるためには、よ
り多くのマイナスイオンをミストに帯電させ、使用者の肌に付着させることが望ましい。
このため、ミスト吐出口９ｂとイオン吐出口１４ａとをできるだけ相互に近接した位置に
配設し、マイナスイオンをミストに帯電させ易くすることが好ましい。その一方で、ミス
ト吐出口９ｂとイオン吐出口１４ａとを近接させすぎることで、イオン吐出口１４ａから
イオンノズル１４内にミストが流入してコロナ放電部１０付近の湿度が上昇し、コロナ放
電部１０におけるマイナスイオンの発生量が減少するという問題が生じ得る。
【００４４】
　しかしながら、本実施形態のミスト発生装置１によれば、イオン移送路１４ｂの湿度が
上昇し、電極部Ｄにミストが付着してくると、イオン移送路１４ｂに設けられたファン１
６を駆動させ、ファン１６による送風によって電極部Ｄを乾燥させるとともに、ミストを
イオンノズル１４外へ押し出すことができる。このため、イオン移送路１４ｂの湿度が低
く維持されるとともに、ミストがコロナ放電部１０に向けて流れてくることが抑制される
。よって、コロナ放電部１０付近の湿度が低く保たれる結果、安定してコロナ放電をさせ
ることでマイナスイオン発生量の減少が防止される。
【００４５】
　上記実施形態によれば、以下のような効果を得ることができる。
　（１）イオン移送路１４ｂにおいて、マイナスイオンの吐出方向ｍ２における電極部Ｄ
より上流側にファン１６を設けた。そして、イオン移送路１４ｂの湿度が上昇してくると
ファン１６によってイオン移送路１４ｂに空気の流れを生じさせ、電極部Ｄに向けて送風
することができる。よって、ファン１６からの送風により、電極部Ｄに付着したミストを
吹き飛ばし、電極部Ｄを乾燥させることができ、コロナ放電部１０付近の湿度を低く保つ
ことができる。よって、コロナ放電部１０により、マイナスイオンを安定して発生させ、
マイナスイオン発生量の減少を防止することができ、その結果として、コロナ放電部１０
で発生させたマイナスイオンをミストに効率良く帯電させることができる。
【００４６】
　（２）イオン移送路１４ｂにおいて、マイナスイオンの吐出方向ｍ２における電極部Ｄ
より上流側にファン１６を設けた。そして、イオン移送路１４ｂの湿度が上昇してくると
ファン１６によってイオン移送路１４ｂに空気の流れを生じさせ、電極部Ｄに向けて送風
することができる。このため、イオン吐出口１４ａから電極部Ｄに向けて流れてくるミス
トを、送風によりイオン吐出口１４ａ外へ押し出すことができる。よって、ミストを電極
部Ｄに接近しにくくして電極部Ｄ付近の湿度を低く保つことができる。その結果として、
コロナ放電部１０により、マイナスイオンを安定して発生させ、マイナスイオン発生量の
減少を防止することができ、コロナ放電部１０で発生させたマイナスイオンをミストに効
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率良く帯電させることができる。
【００４７】
　（３）ミスト発生装置１は、イオン移送路１４ｂにおいて、マイナスイオンの吐出方向
ｍ２における電極部Ｄより上流側にファン１６を備える。そして、イオン移送路１４ｂの
湿度が上昇してくると、ファン１６から電極部Ｄに向けて送風することができる。このた
め、イオン移送路１４ｂの湿度が低いときは、ファン１６が駆動しないため、マイナスイ
オンが送風によって本体ケース２外へ勢い良く吐出されず、マイナスイオンをミストに帯
電させやすくすることができる。
【００４８】
　（４）湿度センサ２６として、電気式湿度計（容量性センサ又は抵抗性センサ）を用い
たため、簡単な構成でイオン移送路１４ｂの湿度を正確に検知することができる。
　（５）マイナスイオンをミストに帯電させるようにした。このため、使用者の皮膚表面
をマイナス帯電させ、角質層の細胞間脂質（セラミド）の量を増加させることで、肌のバ
リア機能を改善するとともに保湿力を向上させることができる。
【００４９】
　（第２の実施形態）
　次に、本発明のミスト発生装置を具体化した第２の実施形態を図５～図７にしたがって
説明する。以下の説明では、既に説明した実施形態と同一構成について同一符号を付すな
どし、その重複する説明を省略又は簡略する。
【００５０】
　図５に示すように、第２の実施形態において、乾燥手段としてイオン移送路１４ｂを加
熱し、除湿する加熱除湿手段たる移送路加熱ヒータ２０を用いた。移送路加熱ヒータ２０
は、イオン移送路１４ｂを形成するイオンノズル１４内に配設され、放電針１２とグラン
ド電極１３の間に位置するように設けられている。また、湿度検知手段として放電針１２
とグランド電極１３に流れる電流値の変化を計測する電流計２１を用いた。そして、電流
計２１は、放電針１２とグランド電極１３との間でコロナ放電を行ったときに流れる電流
値を検知（センシング）している。なお、イオン移送路１４ｂの湿度が上昇し、コロナ放
電が不安定になると、電極部Ｄに印加される高電圧は一定であるため、放電針１２とグラ
ンド電極１３に流れる電流値が上昇する。そして、本実施形態では、電流計２１によって
電流値の変化（上昇又は下降）を計測することにより、イオン移送路１４ｂの湿度を推定
し、検知するようになっている。
【００５１】
　図６に示すように、制御部３０には、ミスト用ヒータ７及び高圧電源回路１１の他に、
電流計２１が電気的に接続されるとともに移送路加熱ヒータ２０が電気的に接続されてい
る。制御部３０は、電流計２１から出力される電流値情報に基づき移送路加熱ヒータ２０
の作動を制御する。また、制御部３０には、電流計２１からの電流値情報と比較される電
流値の所定値（基準電流値Ｉ０）が、情報として記憶されている。この基準電流値Ｉ０は
、イオン移送路１４ｂの湿度が上昇し、コロナ放電部１０によるマイナスイオンの発生量
が減少する湿度のときに流れる電流値より若干低い値に設定されている。
【００５２】
　次に、制御部３０が実行する制御について図７に従って説明する。
　制御部３０は、図示しない電源スイッチの操作によりミスト発生装置１の電源が投入さ
れると、ミスト用ヒータ７に対し図示しない電源回路から電力の供給を開始させて液体溜
り部６に貯留された液体を加熱し、沸騰させてミスト発生を開始させる（ステップＳ１１
）。次に、制御部３０は、高圧電源回路１１を制御し、放電針１２及びグランド電極１３
の間にマイナスの高電圧を印加させて、コロナ放電を開始させ（ステップＳ１２）、マイ
ナスイオンを発生させる。
【００５３】
　次に、制御部３０は、電流計２１により電流値をセンシング（検知）し（ステップＳ１
３）、次いで、制御部３０は、電流計２１に検知された電流値Ｉと、予め設定された基準
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電流値Ｉ０とを比較し、電流値Ｉが基準電流値Ｉ０を超えたか否かを判定する（ステップ
Ｓ１４）。この判定結果が否定の場合、制御部３０は、ステップＳ１３に戻って放電針１
２とグランド電極１３の電流値のセンシング（検知）を継続する。一方、ステップＳ１４
における判定結果が肯定の場合、制御部３０は、移送路加熱ヒータ２０に対して作動指示
を行う（ステップＳ１５）。すると、移送路加熱ヒータ２０がＯＮされる。
【００５４】
　次に、制御部３０は、移送路加熱ヒータ２０に対する作動指示を行った後、電流値Ｉと
、予め設定された基準電流値Ｉ０とを比較し、電流値Ｉが基準電流値Ｉ０より低いか否か
を判定する（ステップＳ１６）。この判定結果が否定の場合、制御部３０は、ステップＳ
１５に戻って移送路加熱ヒータ２０のＯＮ状態を継続させる。一方、ステップＳ１６にお
ける判定結果が肯定の場合、制御部３０は、移送路加熱ヒータ２０に対する停止指示を行
う（ステップＳ１７）。すると、移送路加熱ヒータ２０がＯＦＦされる。また、制御部３
０は、移送路加熱ヒータ２０に対して停止指示を行うと、ステップＳ１３に戻り電流値の
センシングを継続する。
【００５５】
　次に、上述したミスト発生装置１の作用を説明する。
　第１の実施形態と同様に、ミスト発生装置１の電源が投入され、コロナ放電部１０によ
り発生したマイナスイオンと、ミストノズル９から吐出されたミストと混合されることで
、ミストがマイナス帯電されるようになっている状態において、電流計２１は放電針１２
とグランド電極１３の電流値をセンシング（検知）している。そして、ミスト発生装置１
において、電流計２１で検知された電流値Ｉが基準電流値Ｉ０を超えると移送路加熱ヒー
タ２０が作動（ＯＮ）する。
【００５６】
　電流値Ｉが基準電流値Ｉ０を超えた状態のときは、放電針１２及びグランド電極１３に
ミストが付着し、コロナ放電が不安定になる直前の状態である。そして、移送路加熱ヒー
タ２０が駆動すると、移送路加熱ヒータ２０から発生する熱によって電極部Ｄ（放電針１
２とグランド電極１３）が乾燥されるとともに、イオン移送路１４ｂが除湿される。
【００５７】
　従って、第２の実施形態によれば、第１の実施形態の効果（５）と同様の効果を得るこ
とができる。
　（６）イオン移送路１４ｂに移送路加熱ヒータ２０を設けた。そして、イオン移送路１
４ｂの湿度が上昇し、放電針１２とグランド電極１３に流れる電流値Ｉが上昇すると（湿
度が上昇すると）、移送路加熱ヒータ２０によってイオン移送路１４ｂ及び電極部Ｄを加
熱し、除湿することができる。よって、移送路加熱ヒータ２０からの熱により、電極部Ｄ
に付着したミストを乾燥させることができ、コロナ放電部１０付近の湿度を低く保つこと
ができる。よって、コロナ放電部１０により、マイナスイオンを安定して発生させ、マイ
ナスイオン発生量の減少を防止することができ、その結果として、コロナ放電部１０で発
生させたマイナスイオンをミストに効率良く帯電させることができる。
【００５８】
　（７）イオン移送路１４ｂの湿度が所定値を超えると、制御部３０は移送路加熱ヒータ
２０を作動させて電極部Ｄを乾燥させる。一方、イオン移送路１４ｂの湿度が所定値を超
えない場合は、制御部３０は移送路加熱ヒータ２０を作動させない。よって、ミスト発生
装置１は、イオン移送路１４ｂの湿度に応じて移送路加熱ヒータ２０を適宜作動させる。
したがって、移送路加熱ヒータ２０を常に作動させている場合に比してミスト発生装置１
の消費電力を抑えることができる。
【００５９】
　（８）イオン移送路１４ｂの湿度を検知する手段として、放電針１２とグランド電極１
３に流れる電流値Ｉを計測する電流計２１を用いた。すなわち、イオン移送路１４ｂの湿
度が上昇すると電流値が上昇するといった現象を利用して、イオン移送路１４ｂの湿度上
昇を検知することができる。よって、電流計２１といった安価な手段を用いてイオン移送
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路１４ｂの湿度を検知することができる。
【００６０】
　（第３の実施形態）
　次に、本発明のミスト発生装置を具体化した第３の実施形態を図８～図１０にしたがっ
て説明する。以下の説明では、既に説明した実施形態と同一構成について同一符号を付す
などし、その重複する説明を省略又は簡略する。
【００６１】
　図８に示すように、第３の実施形態において、乾燥手段としてイオン移送路１４ｂを除
湿する除湿剤２３を用いた。除湿剤２３は例えば、シリカゲルが用いられ、その他に、湿
度が低いときには吸収した水分を放出できるものを用いるのが好ましい。除湿剤２３は、
イオン移送路１４ｂを形成するイオンノズル１４内に配設され、放電針１２とグランド電
極１３の間に位置するように設けられている。また、除湿剤２３の水分率を検知する水分
率検知手段としての水分センサ２４を備える。水分センサ２４は、除湿剤２３の電気伝導
率を計測する。さらに、ミスト発生装置１は、除湿剤２３を加熱乾燥して再生させる再生
手段として除湿剤用ヒータ２５を備えている。この除湿剤用ヒータ２５は除湿剤２３の下
側に配設されている。
【００６２】
　図９に示すように、制御部３０には、ミスト用ヒータ７及び高圧電源回路１１の他に、
水分センサ２４が電気的に接続されるとともに除湿剤用ヒータ２５が電気的に接続されて
いる。制御部３０は、水分センサ２４から出力される水分率情報に基づき除湿剤用ヒータ
２５の作動を制御する。また、制御部３０には、水分センサ２４からの水分率情報と比較
される、除湿剤２３の水分率の所定値（基準水分率Ｗ０）が、情報として記憶されている
。この基準水分率Ｗ０は、イオン移送路１４ｂの湿度が上昇し、コロナ放電部１０による
マイナスイオンの発生量が減少する湿度のときの、除湿剤２３の水分率より遙かに低い値
に設定されている。
【００６３】
　次に、制御部３０が実行する制御について図１０に従って説明する。
　制御部３０は、図示しない電源スイッチの操作によりミスト発生装置１の電源が投入さ
れると、ミスト用ヒータ７に対し図示しない電源回路から電力の供給を開始させて液体溜
り部６に貯留された液体を加熱し、沸騰させてミスト発生が開始される（ステップＳ２１
）。次に、制御部３０は、高圧電源回路１１を制御してコロナ放電を開始させ（ステップ
Ｓ２２）、マイナスイオンを発生させる。
【００６４】
　次に、制御部３０は、水分センサ２４によって除湿剤２３の水分率Ｗをセンシング（検
知）し（ステップＳ２３）、次いで、制御部３０は、除湿剤２３の水分率Ｗと、予め設定
された基準水分率Ｗ０とを比較し、水分率Ｗが基準水分率Ｗ０を超えたか否かを判定する
（ステップＳ２４）。この判定結果が否定の場合、制御部３０は、ステップＳ２３に戻っ
て除湿剤２３の水分率Ｗのセンシングを継続する。一方、ステップＳ２４における判定結
果が肯定の場合、制御部３０は、除湿剤用ヒータ２５に対して作動指示を行い（ステップ
Ｓ２５）、除湿剤用ヒータ２５をＯＮさせる。
【００６５】
　次に、制御部３０は、除湿剤用ヒータ２５に対する作動指示を行った後、除湿剤２３の
水分率Ｗと、予め設定された基準水分率Ｗ０とを比較し、除湿剤２３の水分率Ｗが基準水
分率Ｗ０より低いか否かを判定する（ステップＳ２６）。この判定結果が否定の場合、制
御部３０は、ステップＳ２５に戻って除湿剤用ヒータ２５の作動を継続する。一方、ステ
ップＳ２６における判定結果が肯定の場合、制御部３０は、除湿剤用ヒータ２５に対する
停止指示を行い（ステップＳ２７）、除湿剤用ヒータ２５をＯＦＦさせる。また、制御部
３０は、除湿剤用ヒータ２５に対して停止指示を行うと、ステップＳ２３に戻り水分率の
センシングを継続する。
【００６６】
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　次に、上述したミスト発生装置１の作用を説明する。
　第１の実施形態と同様に、ミスト発生装置１の電源が投入され、コロナ放電部１０によ
り発生したマイナスイオンと、ミストノズル９から吐出されたミストと混合されることで
、ミストがマイナス帯電されるようになっている状態において、水分センサ２４は除湿剤
２３の水分率をセンシング（検知）している。そして、ミスト発生装置１において、除湿
剤２３の水分率Ｗが基準水分率Ｗ０を超えると除湿剤用ヒータ２５が作動（ＯＮ）する。
【００６７】
　除湿剤２３の水分率Ｗが基準水分率Ｗ０を超えた状態のときは、イオン移送路１４ｂの
湿度が上昇し、除湿剤２３が湿気を多く吸収した状態になっている。このため、除湿剤用
ヒータ２５が作動すると、除湿剤用ヒータ２５から発生する熱によって除湿剤２３が加熱
乾燥され、再生される。よって、イオン移送路１４ｂの湿気を除湿剤２３が吸収し続ける
ことが可能となり、コロナ放電部１０付近の湿度を低く保つことができる。その結果、コ
ロナ放電部１０により、マイナスイオンを安定して発生させ、マイナスイオン発生量の減
少を防止することができ、コロナ放電部１０で発生させたマイナスイオンをミストに効率
良く帯電させることができる。
【００６８】
　従って、第３の実施形態によれば、第１の実施形態の効果（５）と同様の効果を得るこ
とができる。
　（９）イオン移送路１４ｂに除湿剤２３を設けた。そして、イオン移送路１４ｂの湿気
を除湿剤２３が吸収することにより、イオン移送路１４ｂの湿度上昇を抑えることができ
、コロナ放電部１０付近の湿度を低く保つことができる。よって、コロナ放電部１０によ
り、マイナスイオンを安定して発生させ、マイナスイオン発生量の減少を防止することが
でき、その結果として、コロナ放電部１０で発生させたマイナスイオンをミストに効率良
く帯電させることができる。
【００６９】
　（１０）除湿剤２３の水分率Ｗを検知する水分センサ２４を設けるとともに、除湿剤２
３を加熱乾燥させる除湿剤用ヒータ２５を設けた。このため、水分センサ２４によるセン
シングにより除湿剤２３の水分率Ｗが上昇すると、制御部３０は除湿剤用ヒータ２５を作
動させ、除湿剤用ヒータ２５によって除湿剤２３を加熱乾燥させる。よって、除湿剤２３
を再生して湿気の吸収を継続することができ、イオン移送路１４ｂの湿度上昇を抑制する
ことができる。その結果として、コロナ放電部１０付近の湿度を低く保つことができる。
【００７０】
　（１１）除湿剤２３の水分率Ｗを検知する水分センサ２４を設けるとともに、除湿剤２
３を加熱乾燥させる除湿剤用ヒータ２５を設けた。このため、水分センサ２４によるセン
シングにより除湿剤２３の水分率Ｗが所定値を超えない場合には、除湿剤用ヒータ２５は
ＯＮされない。よって、除湿剤２３の再生のために、常に除湿剤用ヒータ２５をＯＮさせ
る場合に比して、ミスト発生装置１の消費電力を抑えることができる。
【００７１】
　なお、上記実施形態は以下のように変更してもよい。
　○　図１１に示すように、イオン移送路１４ｂの乾燥手段として、ミスト移送路の熱を
、ミストパイプ８ａからイオンノズル１４を介してイオン移送路１４ｂに伝導する熱伝導
部２７によって構成してもよい。熱伝導部２７は金属板よりなり、ミストパイプ８ａの上
面とイオンノズル１４の下面との間に介装されるとともに、熱伝導部２７はミストパイプ
８ａ及びイオンノズル１４それぞれに熱的に結合されている。また、ミストパイプ８ａ及
びミストノズル９も金属材料製の筒体によって形成されている。
【００７２】
　このように構成すると、ミスト用ヒータ７を作動させ、液体溜り部６内の液体を加熱さ
せ、沸騰させると、この熱がミストパイプ８ａから熱伝導部２７に伝導し、さらに、熱伝
導部２７からイオンノズル１４に伝導する。このため、イオンノズル１４が加熱されると
ともに、イオン移送路１４ｂ内も加熱される。その結果、電極部Ｄに付着したミストを乾
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燥させることができ、コロナ放電部１０付近の湿度を低く保つことができる。よって、コ
ロナ放電部１０により、マイナスイオンを安定して発生させ、マイナスイオン発生量の減
少を防止することができ、その結果として、コロナ放電部１０で発生させたマイナスイオ
ンをミストに効率良く帯電させることができる。
【００７３】
　なお、熱伝導部２７はミストパイプ８ａからミストノズル９にまで延びるように形成さ
れていてもよく、この場合、熱伝導部２７はミストパイプ８ａ及びミストノズル９とイオ
ンノズル１４との間に介装される。又は、熱伝導部２７はミストノズル９とイオンノズル
１４との間に介装されていてもよい。
【００７４】
　○　第１の実施形態において、湿度検知手段として湿度センサ２６の代わりに、放電針
１２とグランド電極１３に流れる電流値の変化を計測する電流計２１を用いてもよい。
　○　第１の実施形態において、ファン１６を手動で駆動させるようにし、湿度センサ２
６を削除してもよい。
【００７５】
　○　第１の実施形態において、放電針１２とグランド電極１３の間に、もう一つファン
１６を設けてもよい。
　○　第２の実施形態において、湿度検知手段として電流計２１の代わりに、イオン移送
路１４ｂの湿度を検知する湿度センサ２６を用いてもよい。
【００７６】
　○　第２の実施形態において、移送路加熱ヒータ２０を手動で作動させるようにし、電
流計２１を削除してもよい。
　○　第２の実施形態において、移送路加熱ヒータ２０はイオンノズル１４の外面に熱的
に結合されていてもよい。
【００７７】
　○　第３の実施形態において、水分センサ２４の代わりに湿度センサ２６をイオン移送
路１４ｂに配設し、湿度センサ２６からの湿度情報に基づき除湿剤２３の水分率を推定し
、水分率Ｗが基準水分率Ｗ０を超えたら除湿剤用ヒータ２５を駆動させるようにしてもよ
い。
【００７８】
　○　第３の実施形態において、電極部Ｄからイオン吐出口１４ａに向けたマイナスイオ
ンの吐出方向ｍ２において、除湿剤２３より上流側にファンを設けるとともに除湿剤用ヒ
ータ２５を削除する。そして、除湿剤２３の水分率Ｗが基準水分率Ｗ０を超えたとき、フ
ァンを駆動させてファンからの送風により除湿剤２３を乾燥させ、再生させるようにして
もよい。
【００７９】
　○　第１又は第２の実施形態において、ミストを発生させてから所定時間経過した後に
、ファン１６又は移送路加熱ヒータ２０を駆動させてイオン移送路１４ｂ内を乾燥させる
ようにしてもよい。この場合、湿度センサ２６又は電流計２１は削除されるとともに、制
御部３０はタイマを備え、このタイマはミスト発生部Ｍによるミスト発生開始からの経過
時間を計測する。そして、制御部３０は、タイマからの時間情報に基づき、ミスト発生開
始からの経過時間が所定時間に達すると、イオン移送路１４ｂの湿度が所定値を超えたと
推定し、ファン１６又は移送路加熱ヒータ２０を作動させて電極部Ｄを乾燥させる。
【００８０】
　○　第３の実施形態において、ミストを発生させてから所定時間経過した後に、除湿剤
用ヒータ２５を駆動させて除湿剤２３を乾燥させるようにしてもよい。この場合、水分セ
ンサ２４は削除されるとともに、制御部３０はタイマを備え、このタイマはミスト発生部
Ｍによるミスト発生開始からの経過時間を計測する。そして、制御部３０は、タイマから
の時間情報に基づき、ミスト発生開始からの経過時間が所定時間に達すると、イオン移送
路１４ｂの湿度が所定値を超えたと推定し、除湿剤用ヒータ２５を駆動させて除湿剤２３
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を乾燥させる。
【００８１】
　○　各実施形態において、イオン移送路１４ｂに放電針１２とグランド電極１３と高圧
電源回路１１とが配設されていてもよい。
　○　各実施形態において、ミスト吐出口９ｂ及びイオン吐出口１４ａは、左右方向に並
ぶように配置してもよく、また、本体ケース２の上方や側方に向けて開口するように配置
してもよい。
【００８２】
　○　各実施形態において、ミスト用ヒータ７により水を加熱してミストを発生するよう
に構成したが、異なる機構によりミストを発生するようにしてもよい。例えば、超音波や
、加湿エレメントを用いてミストを発生させてもよい。
【００８３】
　○　各実施形態において、コロナ放電部１０は、マイナスイオンを発生可能に構成した
が、プラスイオンを発生可能に構成してもよい。この場合、放電針１２及びグランド電極
１３間にプラスの高電圧を印加する。このように構成しても、コロナ放電部１０において
、イオンを発生させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００８４】
【図１】第１の実施形態におけるミスト発生装置の模式図。
【図２】第１の実施形態におけるイオンノズル近傍を示す模式断面図。
【図３】第１の実施形態におけるミスト発生装置の電気的構成を示すブロック図。
【図４】第１の実施形態における制御部が実行する処理のフローチャート。
【図５】第２の実施形態におけるイオンノズル近傍を示す模式断面図。
【図６】第２の実施形態におけるミスト発生装置の電気的構成を示すブロック図。
【図７】第２の実施形態における制御部が実行する処理のフローチャート。
【図８】第３の実施形態におけるイオンノズル近傍を示す模式断面図。
【図９】第３の実施形態におけるミスト発生装置の電気的構成を示すブロック図。
【図１０】第３の実施形態における制御部が実行する処理のフローチャート。
【図１１】乾燥手段の別例を示すミスト発生装置の模式図。
【符号の説明】
【００８５】
　Ｄ…電極部、Ｍ…ミスト発生手段としてのミスト発生部、ｍ２…吐出方向、１…ミスト
発生装置、６…液体溜り部、８ａ…ミストパイプ、９…ミストノズル、９ｂ…ミスト吐出
口、１０…イオン発生手段としてのコロナ放電部、１１…高圧電源回路、１２…放電針、
１３…グランド電極、１４…イオンノズル、１４ａ…イオン吐出口、１４ｂ…イオン移送
路、１６…乾燥手段のうちの送風手段としてのファン、２０…乾燥手段のうちの加熱除湿
手段としての移送路加熱ヒータ、２１…湿度検知手段としての電流計、２３…乾燥手段と
しての除湿剤、２４…水分率検知手段としての水分センサ、２５…再生手段としての除湿
剤用ヒータ、２６…湿度検知手段としての湿度センサ、２７…乾燥手段のうちの加熱除湿
手段としての熱伝導部、３０…制御手段としての制御部。
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