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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】高価な大型医療機器・装置としての高密度焦点
式超音波装置に代わり、低価格でしかも小型携帯型の、
日常生活の使用に適した超音波と微細電流機能が複合さ
れた美容機器を提供する。
【解決手段】本体１００、本体前面に備え付けられた第
１ディスプレー部、本体側面に備え付けられたボタン部
、本体内部に配置された制御回路部、本体上部に挿入し
て装着されたカートリッジ部５００、本体の下部に備え
付けられて超音波又は微細電流を肌に照射するためのヘ
ッド部６００を備えている。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　本体、
　本体前面に備え付けられた第１ディスプレー部、
　本体側面に備え付けられたボタン部、
　本体内部に配置された制御回路部、
　本体上部に挿入して装着されたカートリッジ部、
　本体に備え付けられて超音波又は微細電流を肌に照射するためのヘッド部を備えたこと
を特徴とするスキンケアのための超音波及び微細電流の複合装置。
【請求項２】
　前記ヘッド部は、
　肌と接触して微細電流を流すための導体部、及び肌との接触を感知するセンサー部を備
えたことを特徴とする請求項１記載のスキンケアのための超音波及び微細電流の複合装置
。
【請求項３】
　前記センサー部は、光センサー又は接触センサーからなり、
　前記センサー部で肌との接触を感知した場合のみ超音波が照射される構成であることを
特徴とする請求項２記載のスキンケアのための超音波及び微細電流の複合装置。
【請求項４】
　前記カートリッジ部は、
　内部に超音波媒質が充填された外部カートリッジ、及び外部カートリッジ内部に配置さ
れて超音波駆動信号を受信し超音波を発生させる内部カートリッジから構成されることを
特徴とする請求項１記載のスキンケアのための超音波及び微細電流の複合装置。
【請求項５】
　前記外部カートリッジは、
　本体から超音波振動に必要な電気的信号の供給を受ける連結部と、超音波媒質が充填さ
れた媒質貯蔵部と、前記連結部が設けられると共に超音波媒質が外部に漏れないように媒
質貯蔵部に装着されたカートリッジケースを有し、
　さらに、超音波媒質を通じて伝達される超音波を肌に伝達する透過用フィルム、及び　
超音波媒質が外部に漏れることを防止して、上記の透過用フィルムを固定するリングを備
えていることを特徴とする請求項４記載のスキンケアのための超音波及び微細電流の複合
装置。
【請求項６】
　前記媒質貯蔵部は、カートリッジケースから遠くなるに従って内部が狭まる形状とされ
ていることを特徴とする請求項５記載のスキンケアのための超音波及び微細電流の複合装
置。
【請求項７】
　前記内部カートリッジは、
　上部側が円弧状に膨らんだドーム形状の超音波発生振動素子を備えたことを特徴とする
請求項５記載のスキンケアのための超音波及び微細電流の複合装置。
【請求項８】
　前記超音波発生振動素子は、直径が２ｍｍ以上２０ｍｍ以下の大きさを備えていること
を特徴とする請求項７記載のスキンケアのための超音波及び微細電流の複合装置。
【請求項９】
　前記外部カートリッジの超音波発生振動素子とフィルム部の間には、シリコーンジェル
、シリコーンオイル、脱イオン化水のいずれかの媒質が充填されていることを特徴とする
請求項４記載のスキンケアのための超音波及び微細電流の複合装置。
【請求項１０】
　前記第１ディスプレー部は、
　超音波が照射される回数を表示する照射回数表示部、及び超音波又は微細電流の供給状
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態を表示する状態表示部を備えたことを特徴とする請求項１記載のスキンケアのための超
音波及び微細電流の複合装置。
【請求項１１】
　カートリッジケース上部には、カートリッジの超音波照射残量数を表示し、カートリッ
ジ取り換え時期に対する情報を提供する第２ディスプレー部が備えられていることを特徴
とする請求項５記載のスキンケアのための超音波及び微細電流の複合装置。
【請求項１２】
　前記カートリッジ部は、本体に着脱可能とされていることを特徴とする請求項１記載の
スキンケアのための超音波及び微細電流の複合装置。
【請求項１３】
　本体内部には本体の動き又は位置を感知する加速度センサーが配置されており、
　超音波が照射される際、加速度センサーが本体の動き又は位置を感知して、本体の動き
が停止していることを感知した場合に、超音波は１回照射後、停止されることを特徴とす
る請求項１記載のスキンケアのための超音波及び微細電流の複合装置。
【請求項１４】
　前記制御回路部は、
　外部電源から電源供給を受けて、それぞれの回路を構成するブロックに作動電圧を供給
する電源供給部；
　電源供給部から供給される電圧を受けて、超音波又は微細電流の作動を制御する制御部
；
　微細電流を肌に供給するため、微細電流発生シグナルを形成する微細電流生成部；
　超音波を肌に供給するため、超音波発生シグナルを形成する超音波生成部、及び超音波
生成部の信号を受けて、超音波を所定の共振周波数に合わせ増幅させる超音波増幅部を備
えていることを特徴とする請求項１記載のスキンケアのための超音波及び微細電流の複合
装置。
【請求項１５】
　前記制御回路部は、
　超音波増幅部の作動状態を感知し、作動状態によって制御信号を発信するセンサー作動
の監視部を備えることを特徴とする請求項１４記載のスキンケアのための超音波及び微細
電流の複合装置。
【請求項１６】
　前記制御回路部は、
　超音波増幅部において、共振周波数の偏差が発生した場合、発生した偏差を整合するた
めのオートトレーシング機能を備えていることを特徴とする請求項１４記載のスキンケア
のための超音波及び微細電流の複合装置。
【請求項１７】
　前記電源供給部は、
　外部電源から供給された電源を保存するバッテリー部、及びバッテリー部から電圧の供
給を受けて、供給された電圧を昇圧又は減圧する機能を有することを特徴とする請求項１
４記載のスキンケアのための超音波及び微細電流の複合装置。
【請求項１８】
　前記制御部は、
　超音波生成部が作動すれば、微細電流生成部の作動を中止させ、
　微細電流生成部が作動すれば、超音波生成部の作動を中止させる機能を備えることを特
徴とする請求項１４記載のスキンケアのための超音波及び微細電流の複合装置。
【請求項１９】
　前記制御部は、
　超音波発生信号によって作動する超音波増幅部の作動回数をカウントする機能をもつこ
とを特徴とする請求項１４記載のスキンケアのための超音波及び微細電流の複合装置。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
  本発明はスキンケアを目的する装置に関するもので、さらに詳しくは超音波を照射する
機能と微細電流を供給する機能が複合された複合装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、スキンケアに対する関心が増加しつつあり、特に顔肌のたるみ、シワの改善など
、弾力を維持することに関心が高まっている。
　顔の肌弾力の再生又は改善を通じて垂れた部位やシワを除去するために医療用施術機器
として、侵襲的バイポーラ型高周波、医療手術として糸によるフェイスリフトのような施
術方法もあるが、最近は、施術後にダウンタイムがない非侵襲的方法として高密度焦点式
超音波技術(High Intensity Focused Ultrasound : HIFU)を利用した施術機器もよく使わ
れている。
【０００３】
　この高密度焦点式超音波技術は、肌組織の表面から一定の深さに焦点を設定して、焦点
にエネルギーを集束させる作動を誘導する。これを通じて、適切な強度を設定し熱凝固な
どの熱変成を発生させて施術対象者の表皮層を損傷させず、真皮層内にエネルギーを伝達
する。伝達されたエネルギーを通じて微細な熱凝固部位が形成され、漸進的なコラーゲン
生成作用が発生して肌の再生により弾力を改善する。
【０００４】
　このような高密度焦点式超音波施術は、圧電素子を基盤にした超音波振動子を駆動する
が、圧電振動子の場合、高い電圧と高い電流の条件で作動しなければならないのでこれを
稼働するために多くの装置が要求され、装置が大型化するという問題があった。
　この装置は、高電圧及び高電流を発生する装置及び各種の制御機器が併合された美容機
器が備えられて、美容機器にはセラミック振動子が装着されたカートリッジが繋がって作
動する。超音波施術のためには位置が固定された装置に連結されたカートリッジを利用す
ることが必須であり、この装置を稼働するためには特別のオペレータが必要であるいう問
題もあった。
　このような装置として特許文献１，２の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２０１３－１４６５９８号公報
【特許文献２】特開２０１４－１４５１６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　かかる状況下、上記と同様な原理で駆動し、高価でなく、日常生活に美容機器として使
用できる低エネルギーの小型化された機器が市場のニーズとして高まっている。
本発明はかかるニーズに対応するためになされたものであって、その目的とするところは
、高価な大型医療機器・装置としての高密度焦点式超音波装置に代わり、低価格でしかも
小型携帯型の、日常生活の使用に適した超音波(Moderate Intensity Focused Ultrasound
: MIFU)と微細電流機能が複合された美容機器としての複合装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　前記目的を達成するための手段として請求項１記載のスキンケアのための超音波及び微
細電流の複合装置では、本体、本体前面に備え付けられた第１ディスプレー部、本体側面
に備え付けられたボタン部、本体内部に配置された制御回路部、本体上部に挿入して装着
されたカートリッジ部、本体に備え付けられて超音波又は微細電流を肌に照射するための
ヘッド部を備えたことを特徴とする。
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【０００８】
　請求項２記載のスキンケアのための超音波及び微細電流の複合装置では、請求項１記載
のスキンケアのための超音波及び微細電流の複合装置において、前記ヘッド部は、肌と接
触して微細電流を流すための導体部、及び肌との接触を感知するセンサー部を備えたこと
を特徴とする。
【０００９】
　請求項３記載のスキンケアのための超音波及び微細電流の複合装置では、請求項２記載
のスキンケアのための超音波及び微細電流の複合装置において、前記センサー部は、光セ
ンサー又は接触センサーからなり、前記センサー部で肌との接触を感知した場合のみ超音
波が照射される構成である。
【００１０】
　請求項４記載のスキンケアのための超音波及び微細電流の複合装置では、請求項１記載
のスキンケアのための超音波及び微細電流の複合装置において、前記カートリッジ部は、
　内部に超音波媒質が充填された外部カートリッジ、及び外部カートリッジ内部に配置さ
れて超音波駆動信号を受信し超音波を発生させる内部カートリッジから構成されることを
特徴とする。
【００１１】
　請求項５記載のスキンケアのための超音波及び微細電流の複合装置では、請求項４記載
のスキンケアのための超音波及び微細電流の複合装置において、前記外部カートリッジは
、本体から超音波振動に必要な電気的信号の供給を受ける連結部と、超音波媒質が充填さ
れた媒質貯蔵部と、前記連結部が設けられると共に超音波媒質が外部に漏れないように媒
質貯蔵部に装着されたカートリッジケースを有し、
　さらに、超音波媒質を通じて伝達される超音波を肌に伝達する透過用フィルム、及び　
超音波媒質が外部に漏れることを防止して、上記の透過用フィルムを固定するリングを備
えていることを特徴とする。
【００１２】
　請求項６記載のスキンケアのための超音波及び微細電流の複合装置では、請求項５記載
のスキンケアのための超音波及び微細電流の複合装置において、前記媒質貯蔵部は、カー
トリッジケースから遠くなるに従って内部が狭まる形状とされていることを特徴とする。
【００１３】
　請求項７記載のスキンケアのための超音波及び微細電流の複合装置では、請求項５記載
のスキンケアのための超音波及び微細電流の複合装置において、前記内部カートリッジは
、上部側が円弧状に膨らんだドーム形状の超音波発生振動素子を備えたことを特徴とする
。
【００１４】
　請求項８記載のスキンケアのための超音波及び微細電流の複合装置では、請求項７記載
のスキンケアのための超音波及び微細電流の複合装置において、前記超音波発生振動素子
は、直径が２ｍｍ以上２０ｍｍ以下の大きさを備えていることを特徴とする。
【００１５】
　請求項９記載のスキンケアのための超音波及び微細電流の複合装置では、請求項４記載
のスキンケアのための超音波及び微細電流の複合装置において、前記外部カートリッジの
超音波発生振動素子とフィルム部の間には、シリコーンジェル、シリコーンオイル、脱イ
オン化水のいずれかの媒質が充填されていることを特徴とする。
【００１６】
　請求項１０記載のスキンケアのための超音波及び微細電流の複合装置では、請求項１記
載のスキンケアのための超音波及び微細電流の複合装置において、前記第１ディスプレー
部は、超音波が照射される回数を表示する照射回数表示部、及び超音波又は微細電流の供
給状態を表示する状態表示部を備えたことを特徴とする。
【００１７】
　請求項１１記載のスキンケアのための超音波及び微細電流の複合装置では、請求項５記
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載のスキンケアのための超音波及び微細電流の複合装置において、カートリッジケース上
部には、カートリッジの超音波照射残量数を表示し、カートリッジ取り換え時期に対する
情報を提供する第２ディスプレー部が備えられていることを特徴とする。
【００１８】
　請求項１２記載のスキンケアのための超音波及び微細電流の複合装置では、請求項１記
載のスキンケアのための超音波及び微細電流の複合装置において、前記カートリッジ部は
、本体に着脱可能とされていることを特徴とする。
【００１９】
　請求項１３記載のスキンケアのための超音波及び微細電流の複合装置では、請求項１記
載のスキンケアのための超音波及び微細電流の複合装置において、本体内部には本体の動
き又は位置を感知する加速度センサーが配置されており、超音波が照射される際、加速度
センサーが本体の動き又は位置を感知して、本体の動きが停止していることを感知した場
合に、超音波は１回照射後、停止されることを特徴とする。
【００２０】
　請求項１４記載のスキンケアのための超音波及び微細電流の複合装置では、請求項１記
載のスキンケアのための超音波及び微細電流の複合装置において、前記制御回路部は、　
外部電源から電源供給を受けて、それぞれの回路を構成するブロックに作動電圧を供給す
る電源供給部；電源供給部から供給される電圧を受けて、超音波又は微細電流の作動を制
御する制御部；微細電流を肌に供給するため、微細電流発生シグナルを形成する微細電流
生成部；超音波を肌に供給するため、超音波発生シグナルを形成する超音波生成部、及び
超音波生成部の信号を受けて、超音波を所定の共振周波数に合わせ増幅させる超音波増幅
部を備えていることを特徴とする。
【００２１】
　請求項１５記載のスキンケアのための超音波及び微細電流の複合装置では、請求項１４
記載のスキンケアのための超音波及び微細電流の複合装置において、前記制御回路部は、
　超音波増幅部の作動状態を感知し、作動状態によって制御信号を発信するセンサー作動
の監視部を備えることを特徴とする。
【００２２】
　請求項１６記載のスキンケアのための超音波及び微細電流の複合装置では、請求項１４
記載のスキンケアのための超音波及び微細電流の複合装置において、前記制御回路部は、
　超音波増幅部において、共振周波数の偏差が発生した場合、発生した偏差を整合するた
めのオートトレーシング機能を備えていることを特徴とする。
【００２３】
　請求項１７記載のスキンケアのための超音波及び微細電流の複合装置では、請求項１４
記載のスキンケアのための超音波及び微細電流の複合装置において、前記電源供給部は、
　外部電源から供給された電源を保存するバッテリー部、及びバッテリー部から電圧の供
給を受けて、供給された電圧を昇圧又は減圧する機能を有することを特徴とする。
【００２４】
　請求項１８記載のスキンケアのための超音波及び微細電流の複合装置では、請求項１４
記載のスキンケアのための超音波及び微細電流の複合装置において、前記制御部は、超音
波生成部が作動すれば、微細電流生成部の作動を中止させ、微細電流生成部が作動すれば
、超音波生成部の作動を中止させる機能を備えることを特徴とする。
【００２５】
　請求項１９記載のスキンケアのための超音波及び微細電流の複合装置では、請求項１４
記載のスキンケアのための超音波及び微細電流の複合装置において、前記制御部は、超音
波発生信号によって作動する超音波増幅部の作動回数をカウントする機能をもつことを特
徴とする。
【発明の効果】
【００２６】
　本発明によると、肌に超音波エネルギーを伝達し、熱刺激又は熱凝固によって熱感が残
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る肌には微細電流を通じてマッサージが行われる。したがって、コラーゲンの活性化によ
る肌の再生及び健康な肌を維持することができる。
　また、複合装置は携帯用として持ち運びが容易であり、使用場所に制約がない。
【００２７】
　本発明請求項１記載のスキンケアのための超音波及び微細電流の複合装置では、超音波
又は微細電流を肌に供給する機能を備えているので、超音波と微細電流の作用により肌の
美容効果が得られる。
　超音波媒質を介して超音波が伝達される構成としているので、超音波媒質によって肌に
伝達される刺激が最適に設定される。
【００２８】
　請求項２記載のスキンケアのための超音波及び微細電流の複合装置では、ヘッド部は導
体部を備えているので、この導体部を介して微細電流が肌に供給される。
また、ヘッド部はセンサー部を備えているので、肌の接触を感知した場合にのみ装置が稼
働する。
【００２９】
　請求項３記載のスキンケアのための超音波及び微細電流の複合装置では、センサー部は
光センサー又は接触センサーによって構成されるので、これらセンサーの作用により肌と
の接触を感知した場合のみ超音波又は微細電流が供給される。
【００３０】
　請求項４記載のスキンケアのための超音波及び微細電流の複合装置では、内部が超音波
媒質で埋め尽くされた外部カートリッジ、及び外部カートリッジ内部に配置された超音波
駆動信号を受信し超音波を発生させる内部カートリッジから構成されるので、これらカー
トリッジを交換することにより、一体として超音波発生振動素子の交換が可能である。
【００３１】
　請求項５記載のスキンケアのための超音波及び微細電流の複合装置では、連結部、媒質
貯蔵部、透過用フィルムがカートリッジケースに装着されているので、これらを一体とし
て取り替えが可能である。
【００３２】
　請求項６記載のスキンケアのための超音波及び微細電流の複合装置では、媒質貯蔵部は
、カートリッジケースから遠くなるに従って内部が狭まる形状とされているので、超音波
が先端部分に集約して効率的に照射される。
【００３３】
　請求項７記載のスキンケアのための超音波及び微細電流の複合装置では、内部カートリ
ッジは、上部側に陥没されるようにドーム形態を持つ超音波発生振動素子を備えているの
で、超音波の振動が効率的に伝達される。
【００３４】
　請求項８記載のスキンケアのための超音波及び微細電流の複合装置では、超音波発生振
動素子は直径が２ｍｍ以上２０ｍｍ以下の大きさを備えているので、装置本体が携帯に適
したサイズに形成される。
【００３５】
　請求項９記載のスキンケアのための超音波及び微細電流の複合装置では、外部カートリ
ッジの超音波発生振動素子とフィルム部の間には、シリコーンジェル、シリコーンオイル
、脱イオン化水のいずれかの媒質が充填されているので、これらの媒質を介して肌に伝達
される刺激が最適に調整される。
【００３６】
　請求項１０記載のスキンケアのための超音波及び微細電流の複合装置では、第１ディス
プレー部は、超音波が照射される回数を表示する照射回数表示部、及び超音波又は微細電
流の供給状態を表示する状態表示部を備えているので、超音波発生振動素子の使用状態、
カートリッジの交換時期等が確認できる。
【００３７】
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　請求項１１記載のスキンケアのための超音波及び微細電流の複合装置では、カートリッ
ジケース上部にはカートリッジの超音波照射残量数を表示し、カートリッジ取り換え時期
に対する情報を提供する第２ディスプレー部が備えられているので、カートリッジそれぞ
れについて個別に、超音波発生振動素子の使用状態、カートリッジの交換時期が確認でき
る。
【００３８】
　請求項１２記載のスキンケアのための超音波及び微細電流の複合装置では、カートリッ
ジ部は、上記の本体に着脱可能とされているので、超音波発生振動素子や超音波媒質の劣
化に伴い、カートリッジを一体として取り替え可能である。
【００３９】
　請求項１３記載のスキンケアのための超音波及び微細電流の複合装置では、加速度セン
サーが配置され、超音波が照射される際、加速度センサーが本体の動き又は位置を感知し
て、本体の動きが停止していることを感知すれば超音波は１回照射後、停止される構成と
されているので、超音波を特定の部位に過剰に照射するおそれがない。
【００４０】
　請求項１４記載のスキンケアのための超音波及び微細電流の複合装置では、制御回路部
は、外部電源から電源供給を受けて、それぞれの回路を構成するブロックに作動電圧を供
給する電源供給部；電源供給部から供給される電圧を受信して、超音波又は微細電流の作
動を制御する制御部；微細電流を肌に供給するため、微細電流発生シグナルを形成する微
細電流生成部；超音波を肌に供給するため、超音波発生シグナルを形成する超音波生成部
、及び超音波生成部の信号を受けて、超音波を所定の共振周波数合わせ増幅させる超音波
増幅部を備えているので、これらによって携帯可能な美容機器が実現される。
【００４１】
　請求項１５記載のスキンケアのための超音波及び微細電流の複合装置では、センサー作
動の監視部を備えているので、超音波増幅部の作動時に製品作動の安全性を考慮して制御
部の制御信号を発生させるための作動状況を感知する。つまり、センサー作動の監視部は
使用者が非正常的な使用状況及び肌に過作動を誘発する場合などを監視して超音波の過作
動を制限する。
【００４２】
　請求項１６記載のスキンケアのための超音波及び微細電流の複合装置では、オートトレ
ーシング機能を備えているので、超音波増幅部で増幅された共振周波数が超音波発生振動
素子の共振周波数と偏差が発生しても最適の共振周波数をオートトレーシングして共振周
波数を整合することができる。
【００４３】
　請求項１７記載のスキンケアのための超音波及び微細電流の複合装置では、電源供給部
は、外部電源から供給された電源を保存するバッテリー部、及びバッテリー部から電圧の
供給を受けて、供給された電圧を昇圧又は減圧する機能を備えているので、携帯可能な安
定した電源供給システムが構築される。
【００４４】
　請求項１８記載のスキンケアのための超音波及び微細電流の複合装置では、制御部は、
超音波生成部が作動すれば、微細電流生成部の作動を中止させ、微細電流生成部が作動す
れば、超音波生成部の作動を中止させる機能を備えるので、肌に対して超音波又は微細電
流のいずれかが供給される。
【００４５】
　請求項１９記載のスキンケアのための超音波及び微細電流の複合装置では、制御部は、
超音波発生信号によって作動する超音波増幅部の作動回数をカウントする機能を有するの
で、装置の稼働に伴う超音波発生振動素子及び超音波媒質の使用状態を確認できる。
【図面の簡単な説明】
【００４６】
【図１】本発明の実施例に係る複合装置の正面図である。
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【図２】本発明の実施例に係る複合装置の背面図である。
【図３】本発明の実施例に係る複合装置の左側面図である。
【図４】本発明の実施例に係る複合装置の制御回路部のブロック図である。
【図５】本発明の実施例に係るカートリッジ部の概略断面図である。
【図６】本発明の実施例に係るカートリッジ部の平面図である。
【図７】他の実施例に係るカートリッジ部の概略断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００４７】
　以下、添付した図面を参照して、本発明の望ましい実施例を詳細に説明する。
　なお、本発明の具体的内容は本実施例に限定されるものではなく、発明の要旨を変更し
ない範囲の設計変更等があっても本発明に含まれる。
【００４８】
　図１～図３に示すとおり、本発明の複合装置の本体１００は、第1ディスプレー部２０
０、ボタン部３００、制御回路部４００、カートリッジ部５００及びヘッド部６００を備
えている。
　本体１００は美容機器の胴体として、本体１００の上部にはカートリッジ部５００が挿
入して装着され、前面には第１ディスプレー部２００が備え付けられる。また、本体１０
０の左右側面にはボタン部３００がそれぞれ備えられて、本体１００内部には超音波を発
生させるための回路が構成された制御回路部４００が配置されている。
【００４９】
　第１ディスプレー部２００は、本体１００の前面に備え付けられ、超音波が照射される
回数を表示する照射回数表示部２１０及び超音波又は微細電流の供給状態を表示する状態
表示部２２０を備えている。
【００５０】
　照射の回数表示部２１０は第1ディスプレー部２００の上段に位置して、超音波が肌に
照射されると照射される回数を制御回路部４００でカウントして照射の回数表示部２１０
に数字形式で表示される。
【００５１】
　状態表示部２２０は第１ディスプレー部２００の下段に位置して、超音波又は微細電流
の供給状態を表示する。つまり、状態表示部２２０には、現在状態が超音波モードか微細
電流モードかどうかを確認できるように状態表示灯のような形で表し、超音波モードの場
合は超音波集束作動の信号及び超音波の強さのレベルの状態を表す。
【００５２】
　ボタン部３００は、本体１００の左右側面にそれぞれ備え付けられる。ボタン部３００
は超音波モード又は微細電流モードが選択できるボタン３１０、肌の状態によって超音波
の強さのレベルが選択できるレベルボタン３２０、及び選択されたレベルに合わせた超音
波照射を始める超音波スタートボタン３３０が備えつけられる。
【００５３】
　一例として、焦点式超音波モードを選択する時に、超音波信号の強さを調節するように
備え付けられる。即ち、強、中、弱の強さを選択して焦点式超音波の作動ができるように
備え付けられる。上記の焦点式超音波の強さは電流と電圧による超音波信号のレベル又は
デューティ比の調節によって可変可能とされている。例えば、超音波信号のレベルを高め
る作動を通じて高い強さを出力することができ、 デューティ比を上昇させる作動を通じ
て高い強さを出力することができる。
【００５４】
　また、使用者は微細電流モードを選択し、マッサージをする時にはヘッド部６００を使
用部位に密着し、専用の化粧品類(ジェルタイプなど)を併用しながらゆっくりさする動作
などを通じてマッサージを行うことができる。つまり、使用者が導体になった本体１００
を手で握って、ヘッド部６００の導体部６１０を肌に接触することで、使用者の体を通じ
て微細電流が流れる方式を選択利用することができる。
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　なお、使用者が本体１００を手で握って他人に微細電流を加えるためには他人の肌にヘ
ッド部６００の導体部６１０を接触させると、電流のサーキットがなりたたないため微細
電流が供給できない。このような短所を補完するため、本発明の複合装置は別途の微細電
流バンドと本体１００の下段に微細電流バンド端子１１０を用意して、微細電流バンドを
他人の手に着用することで、使用者は他人に微細電流が供給されるようにすることができ
る。
【００５５】
　このように、本発明による複合装置は美容のための超音波エネルギーを肌の真皮層まで
供給した後、熱刺激の効果によってコラーゲンなどの活性化に寄与することができる。ま
た、微細電流を通じて荒れ肌をマッサージすることができる。
【００５６】
　続いて、本体１００の下段には、装置の電源をオン/オフできる電源ボタン３４０やバ
ッテリーの残量の状態を示す表示灯がありバッテリーの充電状態を確認することができる
。
　これらにより、電源のオン/オフとバッテリー残量表示の二つの目的を達成できる。
　制御回路部４００は本体１００の内部に配置されて超音波又は微細電流の作動及び制御
を行うことができる。 
【００５７】
　図４は、本発明の実施例に係る複合装置の制御回路部のブロック図である。
　図４に示すとおり、制御回路部４００は電源供給部４１０、制御部４２０、微細電流生
成部４３０、超音波生成部４４０及び超音波増幅部４５０を備えている。
【００５８】
　電源供給部４１０は電源入力端子１３０を通って外部電源から電源供給を受けて、それ
ぞれの回路を構成するブロックで作動電圧を供給する。また、電源供給部４１０はバッテ
リー部４１１と電圧調整部４１２を有している。バッテリー部４１１は、外部の電源から
供給される電力を貯蔵して、これを所定の定電圧モードで電圧調整部４１２に供給する。
電圧調整部４１２はバッテリー部４１１の電圧を受信して、これを昇圧、又は減圧して、
それぞれの回路ブロックの作動に必要な電圧を生成する。
【００５９】
　制御部４２０は電源供給部４１０から供給される電圧を受けて、微細電流生成部４３０
、超音波増幅部４５０及び超音波生成部４４０の作動を制御する。
　例えば、制御部４２０は超音波生成部４４０の作動に必要な第１の交流信号を発生させ
る。仮に、超音波増幅部４５０が７ＭＨzの周波数を持つ超音波信号による集束増幅作動
を遂行しようとする場合、制御部４２０は７ＭＨzの交流信号を生成する。このため、制
御部４２０は、入力される信号による発進作動を通じて７ＭＨzの周波数を持って第１レ
ベルを持つ第１の交流信号を生成する。
【００６０】
　また、制御部４２０は微細電流生成部４３０によって微細電流の作動を制御する。例え
ば、制御部４２０が、超音波生成部４４０を作動して第１の交流信号を発生すると、制御
部４２０は微細電流の作動を停止させる。また、制御部４２０は微細電流の生成を作動す
る区間では超音波生成部４４０の作動を停止させる。
【００６１】
　特に、制御部４２０は超音波生成部４４０によって超音波増幅部４５０の作動回数をカ
ウントすることができる。つまり、１回の超音波増幅部４５０の照射作動の際に、特定周
波数の超音波信号が発生し、これに連携して制御部４２０の制御によって超音波信号の発
生が行われ、その後に停止する。これを１回の超音波作動としてカウントする。
【００６２】
　微細電流生成部４３０は制御部４２０の制御信号によっては微細電流を肌に供給するた
めの微細電流発生シグナルを形成する。微細電流生成部４３０で発生された微細電流はヘ
ッド部６００に備え付けられた導体部６１０が肌と接触し、通電される。この時、微細電
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流生成部４３０から発生する微細電流は電圧は２.５Ｖ以下、電流は４０μＡ以下に設定
される。
【００６３】
　超音波生成部４４０は制御部４２０の制御作動によって超音波増幅部４５０の作動に必
要な超音波発生信号を形成する。つまり、制御部４２０で発生した第１の交流信号と制御
信号によって超音波生成部４４０は超音波発生信号を形成する。上記の超音波発生の信号
は特定の周波数を持つ区間と所定の直流レベルだけが現れる区間で構成される。
　例えば、上記の超音波増幅部４５０が７ＭＨzの信号で振動作動を行う場合、第１の交
流信号は第１レベルを持つ７ＭＨzの矩形波の様相を持つ。また、超音波発生信号は７Ｍ
Ｈzの周波数が現れる区間及び直流レベルが現れている区間に設定される。したがって、
一周期の超音波発生信号では７ＭＨzの周波数信号区間と休止期の一定の直流レベルが現
れている区間に分離される。
【００６４】
　また、超音波生成部４４０は直流-直流変換又は昇圧動作を通じて、上記の超音波発生
信号のレベルを上昇させ、上昇されたレベルに応じた超音波駆動信号を生成する。超音波
駆動信号は超音波増幅部４５０に認可され、超音波増幅部４５０は供給される超音波駆動
信号により超音波を所定の共振周波数に増幅させる超音波増幅作動を遂行して増幅された
超音波信号を肌に供給する。
【００６５】
　本発明による超音波や微細電流の複合装置の制御回路部４００は超音波増幅部４５０が
作動する時に作動状態を感知し、作動状態によって制御信号を形成するセンサーの作動監
視部４６０及び超音波発生振動素子によって発生される共振周波数の偏差を整合する共振
周波数の整合部４７０をさらに含めることができる。
【００６６】
　センサー作動の監視部は超音波増幅部４５０の作動時に製品作動の安全性を考慮して制
御部４２０の制御信号を発生させるための作動状況感知の役割をする。つまり、センサー
作動の監視部４６０は使用者が非正常的な使用状況及び肌に過作動を誘発する場合などを
監視して超音波の過作動を制限することができる。
【００６７】
　一例で、ヘッド部６００に具備されたセンサー部が肌に密着されていない状態を感知し
た場合には、空気層を媒質に肌の表面に増幅された超音波が照射される状況を感知して照
射作動を中止させる。
【００６８】
　また、本体１００の内部に本体１００の動き又は位置を感知する加速度センサーが配置
されている。この加速度センサーは超音波が均一に肌に照射されうるように作動変位を制
御部４２０に伝え、一定の間隔で増幅された超音波が照射できるように感知する役割及び
停止状態で増幅された超音波信号が肌の一ヵ所に連続的に集中照射される場合を感知し、
これを防止する機能を有する。
　例えば、製品の作動の安全性を考慮して超音波が照射される時、加速度センサーが本体
１００の動き又は位置を感知して、本体１００が停止していることを感知すれば超音波は
１回照射後、停止される。
【００６９】
　共振周波数の整合部４７０は超音波増幅部４５０で共振周波数の偏差が発見されれば、
発生した偏差を整合するため、オートトレーシング(Auto tracing)機能を備えている。
　一般的に超音波発生振動素子は素材特性上、それぞれの共振周波数を持つことになるが
、製造および加工工程上で共振周波数の偏差が発生することがあるため、製品に応用する
時にはこうした偏差に対するそれぞれの整合作業が必要である。しかしながら、こうした
共振周波数の整合作業は製品を少量生産する場合には対応が可能であるが、大量生産の場
合に都度対応したら生産性が非常に低下する。したがって、本発明による超音波や微細電
流の複合装置は共振周波数の整合部４７０を別途に備え付けることで、超音波増幅部４５
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０で増幅された共振周波数が超音波発生振動素子の共振周波数と偏差が発生しても最適の
共振周波数をオートトレーシングして共振周波数を整合することができるために製品の生
産性を向上させることができる。
【００７０】
　図５は、本発明の実施例に係るカートリッジ部の概略断面図である。
　図５に示すとおり、本発明による超音波や微細電流の複合装置のカートリッジ部５００
は本体１００に着脱が可能なタイプとして搭載されている。カートリッジ部５００を本体
１００に挿入するためには本体１００上部に設計されたカートリッジのカバー１２０をオ
ープンした後、挿入して装着することができる。カートリッジ部５００が本体１００に装
着されば、カートリッジ部５００の接触部は本体１００背面に露出され、露出された接触
部が肌と接触することで超音波を肌に照射することができる。
【００７１】
　また、カートリッジ部５００は、図５に示したとおり、超音波駆動信号を受信し、内部
に超音波媒質５１６が充填された外部カートリッジ５１０、及び外部カートリッジ５１０
の内部に配置されて超音波を発生させる内部カートリッジ５２０を備えている。
　外部カートリッジ５１０は連結部５１１、カートリッジケース５１２、媒質貯蔵部５１
３、透過用フィルム５１４やカバー（リング）５１５を備えている。
【００７２】
　連結部５１１は片側が本体１００の制御回路部４００と連結されて、他側が内部カート
リッジ５２０に配置された超音波発生振動素子５２１と連結される。つまり、連結部５１
１は本体１００から超音波振動に必要な電気的信号の供給を受ければ、供給された電気的
信号がワイヤ５２２を通じて超音波発生振動素子５２１に伝達される。
【００７３】
　特に、連結部５１１は印刷回路基板の形で提供され、外部カートリッジ５１０に固定さ
れている。印刷回路基板の形で提供される連結部５１１には不揮発性メモリが備え付けら
れることもあり、不揮発性メモリにはカートリッジ部５００の内部カートリッジ５２０の
超音波発生振動素子５２１を駆動する回数に対する情報を保存することができる。不揮発
性メモリに保存された駆動の回数に対する情報は制御部４２０に伝わり、制御部４２０は
既に設定されたカートリッジ部５００の駆動の回数と比較する。これを通じて既に設定さ
れた駆動の回数に到達すれば、制御部４２０は駆動部の作動を停止させて、超音波発生振
動素子５２１の作動を中止することができる。
　カートリッジケース５１２は、連結部５１１を包むように形成されており、媒質貯蔵部
５１３の超音波媒質５１６が外部に漏れないようにカバーする機能も持つ。
【００７４】
　図６は本発明の実施例に係るカートリッジ部の平面図である。
　図６に示すとおり、本発明によるカートリッジ部５００のカートリッジケース５１２上
部にはカートリッジの寿命又は残量数を表示し、カートリッジの取り換え時期に対する情
報を提供する第２ディスプレー部７００が備え付けられる。すなわち、第２ディスプレー
部７００は上記の連結部５１１の不揮発性メモリに保存された超音波発生振動素子５２１
の駆動回数についての情報を利用してカートリッジの寿命又は残量数を表示することがで
きる。したがって、使用者はカートリッジ部５００を本体１００に装着した状態で使用中
に本体１００上部に設けられたカートリッジカバー１２０をオープンすることで第２ディ
スプレー部７００に表示されたカートリッジの寿命又は残量を手軽にすぐに確認できる。
【００７５】
　媒質貯蔵部５１３はカートリッジケース５１２下部に装着され、内部は超音波媒質５１
６が充填されている。媒質貯蔵部５１３はカートリッジケース５１２から遠くなるほど内
部が狭まる形状を持つ。一般的に、装置の使用の際、使用者は本体１００を手で握って使
用者の肌(普通は顔)に接触して使用することになる。つまり、装置を立てて長期間使用す
ることになるが、この時、超音波媒質５１６が満たされた媒質貯蔵部５１３内部の媒質が
蒸散し気泡が発生することになる。こうした気泡は装置を立てて使用するために超音波が
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照射される透過用フィルム５１４部位に生成されて超音波照射に対する効果を低下させる
。
【００７６】
　したがって、気泡発生による弱点を補うため、本発明による複合装置は媒質貯蔵部５１
３をカートリッジケース５１２から遠くなるほど内部が狭まる形状とされている。望まし
くは、狭まる媒質貯蔵部５１３の下部は肌と接触される接触部の大きさと同様に形成する
ことで、気泡が透過用フィルム５１４部位に生成される問題点を解決することができる。
逆に媒質貯蔵部５１３がカートリッジケース５１２方向にますます広く形成されているた
め、媒質貯蔵部５１３に収容する超音波媒質５１６の量を最大化できるというメリットが
ある。
　また、超音波媒質５１６は人体の肌又は他の組織と類似のインピーダンスを持つ種類な
ら、どれも望ましいことであるが、本実施例では蒸留水又はアルコール類などが超音波媒
質５１６として使用可能である。
【００７７】
　透過用フィルム５１４は媒質貯蔵部５１３の下部に配置される。透過用フィルム５１４
は超音波媒質５１６が外部に漏れることを防止して、超音波媒質５１６を通じて伝達され
る超音波を肌に伝える機能を遂行する。透過用フィルム５１４の材質は望ましくはポリイ
ミド(polyimide、PI)又はポリメチルペンテン(polymethylpentene、TPX)の材質が使用で
きる。
【００７８】
　透過用フィルム５１４が付着する部位は金属又は高分子材質で形成されたリング状のカ
バー５１５が具備されて超音波媒質５１６が外部に漏れることを防止しており、透過用フ
ィルム５１４が媒質内部に入らないように固定している。また、カバー５１５はリング状
に形成されて透過用フィルム５１４とキャップ（蓋）構造を持つため、媒質貯蔵部５１３
内の狭い空間でも透過用フィルム５１４を容易に固定できる。
　内部カートリッジ５２０は媒質貯蔵部５１３を含めて、超音波発生振動素子５２１を含
むことができる。
【００７９】
　超音波発生振動素子５２１は内部カートリッジ５２０の下部に位置して、中心が上部側
に陥没されるようにドーム形状とされ、連結部５１１とワイヤ５２２に接続され、連結部
５１１から超音波振動に必要な電気的信号を供給される。
　また、超音波発生振動素子５２１を含む内部カートリッジ５２０が、超音波媒質５１６
に囲まれているために、超音波発生振動素子５２１の電気的信号を供給するワイヤが付着
された面には超音波媒質５１６との接触を防止するため、エポキシなどを使用して埋める
形で防水処理されている。
【００８０】
　超音波発生振動素子５２１の大きさは携帯用装置に適合するように、望ましくは直径が
２ｍｍ以上２０ｍｍ以下の大きさを持つことができる。 超音波発生振動素子５２１の大
きさを２ｍｍより小さく製作するのは製作の困難が付きまとい、２０ｍｍより大きく製作
するのは携帯用装置に不適合である。 また、使用周波数は４ＭＨz ～１０ＭＨz が望ま
しく、エネルギーは０．２０Ｊ～１．５Ｊが望ましい。
【００８１】
　本発明による超音波発生振動素子５２１は内部カートリッジ５２０下部に固定される方
式を使用しているが、必要に応じて超音波発生振動素子５２１を内部カートリッジ５２０
内で上下又は左右に位置を可変するため、カートリッジ部５００の内部にリニアモーター
又はヘリカル型(らせん型)構造の移動手段が具備される。
【００８２】
　図７は、他の実施例に係るカートリッジ部の概略断面図である。
　図７に示すとおり、本発明の他の実施例によるカートリッジ部５００は媒質貯蔵部５１
３内に固相媒質のフィルム部５３１、及び超音波発生振動素子５２１と上記のフィルム部
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５３１の間に形成される超音波媒質５３２を含めることができる。
【００８３】
　フィルム部５３１は図７に示したとおり、上部は超音波発生振動素子５２１の形状に対
応されるように中心部が凸型のドーム形状を持って、超音波発生振動素子５２１と所定の
距離の隔たりが設けられ、下部は肌と接触できるように平らな形状を持って、超音波媒質
５３２が外部に漏れないように媒質貯蔵部５１３下部の内径と同様の大きさとされている
。
【００８４】
　フィルム部５３１は固相媒質、望ましくはシリコーン素材である。
　また、超音波発生振動素子５２１と上記のフィルム部５３１の間に形成された超音波媒
質５３２はシリコーンジェル、シリコーンオイルやDI Water(脱イオン化水)などのような
液体成分の媒質によって構成される。
【００８５】
　 続いて、図２を参照すると、ヘッド部６００は本体１００の本体背面の上段に位置し
て背面側の水平方向に突設され、制御回路部４００を通じて生成された超音波又は微細電
流を肌に供給する。
　ヘッド部６００は肌と接触して、微細電流を流すための導体部６１０及び肌との接触を
感知するセンサー部６２０を有している。また、本体１００の上部を通じて挿入して装着
されたカートリッジ部５００の透過用フィルム５１４とカバー５１５がヘッド部６００の
中心部に露出され、上記の導体部６１０及びセンサー部６２０と共に肌と接触することが
できる。したがって、使用者はヘッド部６００の中心部に位置した透過用フィルム５１４
とカバー５１５を肌と接触させることで、超音波を肌に照射することができるし、導体部
６１０を肌と接触させることで微細電流を肌に供給することができる。 
【００８６】
　また、センサー部６２０は肌との接触を感知できるように透過用フィルム５１４の両側
に配置されることもあり、センサー部６２０は光センサー又は接触センサーから構成され
る。つまり、両側に備え付けられたセンサー部６２０のいずれかにおいて肌との接触を感
知した時だけに超音波が照射される。
【００８７】
　上述のように、本発明では携帯用機器としての複合美容機器が提供される。これを通じ
て、使用者は場所の制約がなく、肌の美容を行うことができるし、超音波集束を通じた肌
の美容以外に微細な電流を利用したマッサージを行うことができる。
　尚、本明細書と図面に開示された本発明の実施例は、本発明の理解を助けるため、特定
の例を示したことに過ぎず、本発明の範囲を限定しようとすることではない。ここに開示
された実施例以外にも、本発明の技術的思想に基づいた他の変形例が実施可能であること
は、本発明の技術分野における通常の知識に基づいて自明である。
【符号の説明】
【００８８】
  １００　本体
　１１０　微細電流バンド端子
  １２０  カートリッジカバー
  １３０  電源入力端子
  ２００　第１ディスプレー部
　２１０　回数表示部
　２２０　状態表示部
  ３００　ボタン部
　３１０　ボタン
　３２０　レベルボタン
　３３０　スタートボタン
  ４００　制御回路部
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  ４１０　電源供給部
  ４１１　バッテリー部
  ４１２　電圧調整部
  ４２０　制御部
  ４３０　微細電流生成部
  ４４０　超音波生成部
  ４５０　超音波増幅部
  ４６０　センサーの作動監視部
  ４７０　共振周波数の整合部
  ５００　カートリッジ部
  ５１０　外部カートリッジ
　５１１　連結部
　５１２　カートリッジケース
　５１３　媒質貯蔵部
　５１４　透過用フィルム
　５１５　リング（カバー）
　５１６　超音波媒質
  ５２０　内部カートリッジ
　５２１　超音波発生振動素子
　５２２　ワイヤ
　５３１　フィルム部
　５３２　超音波媒質
  ６００　ヘッド部   
  ６１０　導体部
  ６２０　センサー部 
  ７００　第２ディスプレー部
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