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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上下方向を長手方向とする棒状の本体部（１１）の上方端部寄りに突出状態で配設され
、突出方向と平行な向きに所定範囲進退可能に弾性支持されたヘッド部（３２）と、前記
本体部の下方に形成された把持部（１１ａ）と、前記ヘッド部の動作状態を調整制御する
制御部とを備え、使用者が前記把持部を把持して皮膚に対し前記ヘッド部で所定の美容動
作を実行する美容装置において、前記ヘッド部（３２）は、頂面（３２ａ）と側面（３２
ｂ）を有する角錐台形状であって、前記頂面を緩やかな曲面状とすると共に、頂面の上方
に形成された縦縁部（３２ｃ）を下方に形成された縦縁部（３２ｄ）に対して、上下方向
と直交する方向の長さにおいて短くし、かつ、前記側面との交差部における丸み面取り形
状の曲率において小さくしたことを特徴とする美容装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、使用者の皮膚に対し所定の美容効果を与える美容装置に関する。なお、本発
明で美容効果を与える対象としての「皮膚」と共に用いる「肌」の語は、体表面のみでな
く皮下脂肪等の皮下組織を含む体表層の「皮膚」と同義のものとして扱っている。
【背景技術】
【０００２】
  使用者の顔等の肌（皮膚）に対し所定の美容・美肌に係る各種動作を実行する美容機器



(2) JP 5810241 B2 2015.11.11

10

20

30

40

50

は、家庭で用いられる簡易な単機能、低出力のものから、業務用として用いられる多機能
、高出力のものまで、様々な種類のものが利用されている。こうした美容機器のうち、家
庭等で用いられる簡易なものとしては、肌を冷したり加熱したりするもの、肌に対し吸引
を行うもの、肌にスチームやミストを当てるもの、肌に光を照射するもの、肌に超音波に
よる振動を伝えるもの、肌に微弱電流を流してイオン導入（イオントフォレーシス）を行
うものなどが一般的に使用されている。
【０００３】
  この中で、肌にとっての各種有効成分を肌に深く浸透させるという優れた効果が得られ
るイオン導入法を用いた機器は近年注目を集めており、そうした従来の美容機器の一例と
して、特開２００５－２３７５４５号公報や特開２００５－２４５５２１号公報に開示さ
れるものがある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００５－２３７５４５号公報
【特許文献２】特開２００５－２４５５２１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
  従来の美容機器は前記各特許文献に示される構成となっており、こうしたイオン導入を
行う機器をはじめとして、皮膚に蓄積している有害成分や老廃物を除去するクレンジング
用の機器や、皮膚の血行促進を図りマッサージ効果を与える機器、皮膚の引上げ（リフテ
ィング）効果を与える機器などでは、通常、機器本体部分から突出したヘッド部を、直接
又はコットンパフ等を介して顔など美容対象の肌に当てた上で、肌に対し通電したり、肌
に熱や超音波振動を伝えたりすることとなる。
【０００６】
　前記従来の各種美容機器のヘッド部は、一般に突出方向先端側の円形状とされる先端面
を肌に当接させる仕組みとなっており、このヘッド部は円盤状もしくは円柱状である。
【０００９】
　本発明は、ヘッド部を、角錐台形状とし、上方と下方で幅方向の長さと丸み面取り形状
の曲率を変えて使い勝手の優れた美容装置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】
【００１０】
　本発明に係る美容装置は、上下方向を長手方向とする棒状の本体部（１１）の上方端部
寄りに突出状態で配設され、突出方向と平行な向きに所定範囲進退可能に弾性支持された
ヘッド部（３２）と、前記本体部の下方に形成された把持部（１１ａ）と、前記ヘッド部
の動作状態を調整制御する制御部とを備え、使用者が前記把持部を把持して皮膚に対し前
記ヘッド部で所定の美容動作を実行する美容装置において、前記ヘッド部（３２）は、頂
面（３２ａ）と側面（３２ｂ）を有する角錐台形状であって、前記頂面を緩やかな曲面状
とすると共に、頂面の上方に形成された縦縁部（３２ｃ）を下方に形成された縦縁部（３
２ｄ）に対して、上下方向と直交する方向の長さにおいて短くし、かつ、前記側面との交
差部における丸み面取り形状の曲率において小さくしたことを特徴とする。
【００１１】
　このように本発明によれば、縦縁部における曲率の小さい丸み面取り形状部分は、ヘッ
ド部の頂面を肌に当接させる際の接触を滑らかなものとして、感触を向上させることがで
き、また指状の接触感が得られることになり、肌に接触させた際の違和感を軽減できる。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】本発明の参考となる第１の実施形態に係る美容装置の斜視図である。
【図２】本発明の参考となる第１の実施形態に係る美容装置の背面図である。
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【図３】本発明の参考となる第１の実施形態に係る美容装置のブロック図である。
【図４】本発明の参考となる第１の実施形態に係る美容装置におけるヘッド部の正面図、
平面図、及び右側面図である。
【図５】本発明の参考となる第１の実施形態に係る美容装置における保持部の傾動状態説
明図である。
【図６】本発明の参考となる第１の実施形態に係る美容装置における保持部の多孔質被覆
体保持状態説明図である。
【図７】本発明の参考となる第１の実施形態に係る美容装置におけるヘッド部の弾性支持
状態説明図である。
【図８】本発明の参考となる第１の実施形態に係る美容装置におけるヘッド部及び比較例
の各肌に対する傾き状態説明図である。
【図９】本発明の参考となる第１の実施形態に係る美容装置におけるヘッド部の多孔質被
覆体を介した肌正対状態及び傾き状態の説明図である。
【図１０】本発明の参考となる第１の実施形態に係る美容装置におけるヘッド部の多孔質
被覆体を介した肌隅部当接状態説明図である。
【図１１】本発明の参考となる第１の実施形態に係る美容装置における他のヘッド部の正
面図、平面図、及び右側面図である。
【図１２】本発明の参考となる第１の実施形態に係る美容装置における他のヘッド部の鼻
側部当接状態説明図である。
【図１３】本発明の第２の参考となる実施形態に係る美容装置の斜視図及び正面図である
。
【図１４】本発明の第２の参考となる実施形態に係る美容装置の保持部取外し状態右側面
図及び収納時における保持部装着状態説明図である。
【図１５】本発明の実施形態となる第３の実施形態に係る美容装置におけるヘッド部の正
面図、平面図、及び右側面図である。
【図１６】本発明の参考となる第４の実施形態に係る美容装置におけるヘッド部の斜視図
、正面図、及びＡ－Ａ断面図である。
【図１７】本発明の参考となる第４の実施形態に係る美容装置におけるヘッド部と肌間へ
の化粧水保持状態説明図である。
【図１８】本発明の参考となる第４の実施形態に係る美容装置におけるヘッド部の第一の
他例の斜視図、正面図、及びＢ－Ｂ断面図である。
【図１９】本発明の参考となる第４の実施形態に係る美容装置におけるヘッド部の第二の
他例の斜視図、正面図、及びＣ－Ｃ断面図である。
【図２０】本発明の参考となる第４の実施形態に係る美容装置におけるヘッド部の第三の
他例の斜視図、正面図、及び平面図である。
【図２１】本発明の参考となる第４の実施形態に係る美容装置におけるヘッド部の第四の
他例の正面図、平面図、及びＤ－Ｄ断面図である。
【図２２】本発明の参考となる第４の実施形態に係る美容装置におけるヘッド部の第五及
び第六の他例の各正面図である。
【図２３】本発明の参考となる第５の実施形態に係る美容装置の斜視図である。
【図２４】本発明の参考となる第５の実施形態に係る美容装置におけるヘッド部の正面図
、平面図、及び右側面図である。
【図２５】本発明の参考となる第５の実施形態に係る美容装置の多孔質被覆体取付状態の
右側面図である。
【図２６】本発明の参考となる第５の実施形態に係る美容装置における保持部の多孔質被
覆体保持状態説明図である。
【図２７】本発明の参考となる第５の実施形態に係る美容装置におけるヘッド部の多孔質
被覆体を介した肌当接状態及びヘッド部の直接の肌当接状態の各説明図である。
【図２８】本発明の参考となる第５の実施形態に係る美容装置におけるヘッド部の回動状
態説明図である。
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【図２９】本発明の参考となる第５の実施形態に係る美容装置における他のヘッド部への
保持部及び別の保持部による多孔質被覆体の各保持状態説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
（本発明の参考となる第１の実施形態）
　以下、本発明の参考となる第１の実施形態に係る美容装置を前記図１ないし図１０に基
づいて説明する。
【００２８】
  前記各図において本実施形態に係る美容装置１は、使用者により保持される本体部１１
と、本体部１１の端部寄りに配設されて肌（皮膚）５０に対するイオン導入等の美容動作
に用いられるヘッド部１２と、本体部１１内に配設されてヘッド部１２を弾性支持する弾
性体としてのばね１４と、本体部１１における使用者による把持部分に配設される補助電
極部１１ｃと、ヘッド部１２に対して多孔質被覆体１３を保持する保持部１５と、本体部
１１内に配設されてヘッド部１２と補助電極部１１ｃ間での使用者を介した通電状態を調
整制御する制御部１６とを備える構成である。
【００２９】
  前記本体部１１は、前記ヘッド部１２が一端寄りに突出状態で配設される一方、他端側
所定長さ範囲は使用者が使用時に手で把持して装置全体を保持するのに適した太さの把持
部１１ａとされてなり、この把持部１１ａの長手方向とヘッド部１２の正面方向とが所定
角度分傾いた形状として形成され、内部には前記制御部１６等の電気回路や電源としての
電池（図示を省略）を配設される構成である。
【００３０】
  また、ヘッド部１２の無い本体部１１背面側には、使用者の入力操作を受けて美容動作
のＯＮ、ＯＦＦや動作の種類、強弱等を切換える操作部１１ｂが配設される。そして、本
体部１１における把持部１１ａの側面には、導電性部材からなり制御部１６と接続された
補助電極部１１ｃが配設され、、使用者が把持部１１ａを把持するとその手指と補助電極
部１１ｃとが接触することとなる。この本体部１１には、バイブレータ等の振動源を内蔵
して、通電と共に肌７０に振動を付加し、美容効果を高められるようにすることもできる
。
【００３１】
  さらに、本体部１１におけるヘッド部１２のある正面側には、前記保持部１５が本体部
１１に対し傾動可能として取付けられる構成である。この本体部１１における保持部１５
の取付部分は、本体部１１の内部とは完全に遮断されており、この部分からイオン導入用
の液剤等が内部に浸入することを防止できる。
【００３２】
  前記ヘッド部１２は、金属等の導電性を有する材質からなり、凸形状、具体的には、肌
７０に面接触可能な緩やかな曲面状の頂面１２ａと傾斜した側面１２ｂとを有する略楕円
錐台形状とされ、頂面側を先端として本体部１１の一端部正面側から突出させて配設され
る構成であり、肌７０に直接、又は多孔質被覆体１３を介して当接し、肌７０に対しイオ
ン導入をはじめとする通電に係る美容動作を実行するものである。
【００３３】
  このヘッド部１２は、楕円形状の頂面１２ａにおける楕円長軸方向、すなわち本体部１
１の長手方向、の端部となる縦縁部１２ｃ、及び楕円短軸方向、すなわち本体部１１の長
手方向と直交する方向、の端部となる横縁部１２ｄにおける、それぞれ側面との交差部を
丸み面取り形状とされる構成である。そして、横縁部１２ｄと側面との交差部の丸み面取
り形状の曲率に対し、縦縁部１２ｃと側面との交差部の丸み面取り形状の曲率が小さく（
丸み半径を大きく）されてなる（図４参照）。
【００３４】
  ヘッド部１２の内側では、ヘッド部１２と本体部１１との間に前記弾性体としてのばね
１４が介設されると共に、前記ヘッド支持部として、棒状の支持軸部１４ａが本体部１１
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にヘッド部１２の突出方向と平行な向きに所定範囲進退可能として取付けられる。この支
持軸部１４ａは、ばね１４で本体部１１から遠ざかる向きに付勢されている。ヘッド部１
２は、内側における頂面１２ａに近い裏面中央の支点部１２ｆで、支持軸部１４ａの先端
と摺動可能に当接し、この支持軸部１４ａを介してばね１４により本体部１１から遠ざか
る向きに付勢されつつ弾性支持される（図７参照）と共に、支持軸部１４ａ及び本体部１
１に対し傾動可能とされる（図８（Ａ）、図９（Ｂ）参照）。
【００３５】
  このように、ヘッド部１２を、頂面１２ａ近くで本体部１１からは離れた支点部１２ｆ
を中心として傾動可能とすることに伴い、ヘッド部１２を肌７０に当接させた状態では、
使用者の本体部１１を動かす操作力に伴ってヘッド部１２を移動させようとする力が、ヘ
ッド部１２の移動に伴って肌７０からヘッド部１２に相対的に加わる反力に比べ、ヘッド
部１２の傾動により大きく関わり、肌７０からヘッド部１２に加わる反力は、肌７０に対
するヘッド部１２の移動に伴う抵抗力をより小さくするようにヘッド部１２を傾ける、す
なわち、ヘッド部１２をその頂面１２ａが肌７０に正対するように傾けるのみとなる（図
８（Ａ）参照）。
【００３６】
  このため、ヘッド部１２を肌７０に沿って動かす際には、肌７０の傾きの変化にヘッド
部頂面１２ａを追随させられ、頂面１２ａを常に肌７０に沿わせることができ、肌７０と
ヘッド部１２との接触面積を十分に確保して、ヘッド部１２を移動させながらでも、ヘッ
ド部１２を動かさずに使用する状態と変わりない美容効果を容易に得られる。これに対し
、図８（Ｂ）に比較例として示すように、仮にヘッド部１８が頂面１８ａから離れて本体
部１７に近い箇所を中心として傾動可能とされた場合、操作力に伴ってヘッド部１８を移
動させようとする力と、ヘッド部１８の移動に伴って肌７０からヘッド部１８に相対的に
加わる反力とが共に、ヘッド部１８を移動方向と逆向きに傾けるように作用して、ヘッド
部１８が肌７０に食込む状態となってしまう。本実施形態のようにヘッド部１２を頂面１
２ａ近くの支点部１２ｆを中心として傾動可能とすることで、こうしたヘッド部の肌への
食込みを確実に防止して、肌への負担を抑えられる。
【００３７】
  ヘッド部１２における錐台底面側の縁部は、他部分より外径を若干大きくした鍔状とさ
れて、本体部１１内に収められ、この本体部１１におけるヘッド部１２を一部収る空隙部
分の入口開口部分がヘッド部１２の底面側縁部より小口径とされることで、ヘッド部１２
の本体部１１からの離脱が防止される仕組みである。また、こうしてヘッド部１２の錐台
底面側の縁部が本体部１１に拘束されることで、ばね１４で本体部１１から遠ざかる向き
に付勢されるヘッド部１２の突出方向への移動範囲や、ヘッド部１２の支持軸部１４ａに
対する傾動角度範囲が制限される仕組みである。
【００３８】
  また、ヘッド部１２は、本体部１１内で制御部１６と電気的に接続されており、把持部
１１ａにある補助電極部１１ｃとの間で使用者の体を介して通電可能とされる構成である
。なお、ばね１４や支持軸部１４ａが導電性の材質からなる場合、こうしたばね１４や支
持軸部１４ａを本体部１１側からヘッド部１２への通電用配線の一部として利用する構成
としてもかまわない。
【００３９】
  通電については、制御部１６によりヘッド部１２と補助電極部１１ｃ間に電圧が加えら
れて通電が起こり得る状態とされた上で、電解質成分を含む化粧水等の液剤が含浸した多
孔質被覆体１３を介して、又は直接、ヘッド部１２が顔等の肌７０に接触し、また補助電
極部１１ｃが把持部１１ａを持つ掌や手の指等と接触すると、ヘッド部１２と補助電極部
１１ｃとが使用者の体を介して通電状態となる仕組みである。この場合、人体が導体をな
すこととなる。ヘッド部１２と補助電極部１１ｃは十分離れており、補助電極部１１ｃに
触れた手等がヘッド部１２に誤って接して、通電が生じるようなことはない。
【００４０】
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  このヘッド部１２の接する肌７０への通電に伴って、あらかじめ肌表面に塗布したか、
多孔質被覆体１３に染込ませたかした化粧水等の液剤中に含まれるイオン性の有効成分を
、制御部１６からの電流に基づくイオン移動によって肌内部に導入するイオン導入（イオ
ントフォレーシス）を実行できる仕組みである。このイオン導入の手法自体は公知のもの
であり、詳細な説明を省略する。
【００４１】
  また、洗顔時のクレンジングとして、帯電した老廃物等の汚れ成分を通電により肌側か
らヘッド部１２側に移行させ、多孔質被覆体１３に取込む状態を得ることもできる。
【００４２】
  多孔質被覆体１３は、カット綿やコットンパフ等と同様の脱脂等加工した綿繊維をヘッ
ド部１２より大きい不織シート状に成形してヘッド部１２を覆うカバーとして用いるもの
であり、化粧水等を十分吸収してそのまま保持できる性質を備える。なお、この多孔質被
覆体１３は、化粧水等を含浸可能で可撓性を有する多孔質の軟質シート状のものであれば
、コットン以外のものも利用できる。
【００４３】
  このヘッド部１２は、イオン導入等を行う関係上、チタン等の通電に対し安定した材質
を用いるのが望ましい。すなわち、仮にヘッド部１２をクロム等のメッキ表面とした場合
、イオン導入の際、電気分解によりヘッド部１２の表面に金属イオンが溶出し、この溶出
金属イオンが皮膚に対して悪影響を与えるという問題を生じるが、安定性の高いチタンを
電極表面に用いれば、通電を経てもヘッド部１２での電気分解によりチタンの金属イオン
が溶出することはなく、安全に使用できる。この電極表面材料は、純チタンが望ましいも
のの、チタン化合物であってもよい。また、チタン以外に金などの金属を用いる他、導電
性樹脂や導電性ゴム、あるいはゴム等の弾性体表面に金属等の導体を貼付けたり導体の薄
膜を配置して形成した構造とすることもできる。
【００４４】
  前記保持部１５は、本体部１１の正面側に沿って本体部１１の一部を覆う形状として形
成され、一端部にヘッド部１２を露出させる開口孔１５ａを設けられ、他端部を傾動中心
として本体部１１他端部に傾動可能に取付けられ、本体部１１正面側に重なり合う位置か
ら、ヘッド部１２から離れて本体部１１から突出状態となる位置まで傾動可能とされる構
成である。この保持部１５は、本体部１１の補助電極部１１ｃを覆わない形状であればよ
く、例えば、ヘッド部周辺以外は極めて幅の狭い略棒状のものでもかまわない。
【００４５】
  この保持部１５の開口孔１５ａは、ヘッド部１２よりも一回り大きな楕円形状または長
円形状の孔とされ、保持部１５を傾動させるとヘッド部１２が相対的に保持部１５の開口
孔１５ａを出入りする状態となる。保持部１５を本体部１１に重なる位置まで傾動させる
と、ヘッド部１２は保持部１５の開口孔１５ａから前方へ突出することとなり、ヘッド部
１２を肌７０に当てる際に、より後方の保持部１５は肌７０に触れにくい状態となる。
【００４６】
  開口孔１５ａの縁には本体部１１側に向って突出する突起１５ｂが形成される。この突
起１５ｂは開口孔１５ａの縁に沿って連続させる他、断続形状や波状となっているもので
もよい。
【００４７】
  この保持部１５を、ヘッド部１２から離れる向きに傾動させて本体部１１の正面側に突
出状態となる位置（図５参照）とした上で、ヘッド部１２の頂面１２ａを覆うようにして
多孔質被覆体１３をヘッド部表面に位置させ、さらに保持部１５を本体部１１に対しヘッ
ド部１２に接近するように傾動させて、本体部１１に重ね合せると、多孔質被覆体１３の
周縁部分が保持部１５と本体部１１との間に挟まれて多孔質被覆体１３が容易に離脱しな
い状態となり（図６参照）、多孔質被覆体１３をヘッド部１２表面に位置させた状態で保
持できる仕組みである。使用状態では、本体部１１の把持部１１ａと保持部１５とを使用
者がまとめて把持することで、保持部１５と本体部１１が離れることはなく、これらに挟
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まれた多孔質被覆体１３を確実に保持することができる。
【００４８】
  この保持部１５の傾動中心から開口孔１５ａまでの長さは、できるだけ長く設定し、ヘ
ッド部１２が開口孔１５ａに進入して保持部１５が本体部１１に重なり合う際の、本体部
１１に対する保持部１５の傾斜角度をなるべく小さくして、本体部１１に対して保持部１
５を略平行に押し付けて多孔質被覆体１３を均等に保持する状態が得られるようにしてい
る。
【００４９】
  前記制御部１６は、本体部１１に内蔵され、使用者の操作部１１ｂへの入力操作を受け
て、ヘッド部１２と補助電極部１１ｃ間の通電を、それぞれ制御するものである。この制
御部１６は美容用途ごとに通電動作のモードを設定しており、本実施形態においては、皮
膚に蓄積している有害成分や老廃物を除去するクレンジングモード、皮膚の深部に化粧水
等の有効成分を浸透させるイオン導入モード、及び、通電時の電極極性を切替えて皮膚の
血行を促す血行促進モードの三つがある。
【００５０】
  これらクレンジングモードとイオン導入モード、血行促進モードでは、ヘッド部１２と
補助電極部１１ｃ間を通電状態とする点は共通するものの、通電の際の電流の向きや波形
が異なることとなる。また、血行促進モードには、同様の通電波形ながら通電時間が異な
るマッサージとリフティングの二つのモードがあり、マッサージモードは主にクレンジン
グモードの後で通電により皮膚の血行促進やその弾力性の維持を図るものであり、一方、
リフティングモードは、主にイオン導入モードの後で通電により皮膚の血行促進や有効成
分の定着、浸透を図りつつ、皮膚の引上げ効果を生じさせるものである。
【００５１】
  これら通電動作のモードの切替えは、操作部１１ｂのモード切替スイッチ１１ｄに対す
る使用者の入力操作に基づいて行われる。電源投入直後、使用者が最初にモード切替スイ
ッチ１１ｄを操作すると、制御部１６はクレンジングモード、イオン導入モード、血行促
進モードのいずれかを実行可能な状態となる。この他、各モードを所定の順序（例えば、
クレンジング、マッサージ、イオン導入、リフティングの順）で連続して実行するように
してもよい。その場合、制御部１６が表示ランプ等の点灯により各モードの終了を通知し
つつ、各モードの通電動作を一旦停止させ、所定時間経過の後、次のモードに移行するの
が好ましい。
【００５２】
  また、制御部１６は、各動作モードに対応してヘッド部１２と補助電極部１１ｃ間を通
電状態とする場合に、この通電により使用者の皮膚を流れる電流の強さの調整を行うよう
にしてもよい。この場合、調整は操作部１１ｂに別途設けられる強弱切替スイッチに対す
る使用者の入力操作に基づいて行われることとなる。
【００５３】
  この制御部１６は、そのハードウェア構成として、ＣＰＵやメモリ、入出力インターフ
ェース等を備えるコンピュータとなっており、メモリ等に格納されるプログラムにより、
コンピュータを制御手段として動作させる仕組みである。この制御部１６をなすコンピュ
ータは、通常は、ＣＰＵやメモリ、ＲＯＭ等を一体的に形成されたマイクロコンピュータ
とされて実装される。
【００５４】
  また、制御部１６は、ヘッド部１２が肌７０に接してヘッド部１２と補助電極部１１ｃ
間で体等を介して通電可能となった状態をパルスを用いて検出して、美容に係る通電を開
始する機能を備える構成である。通電可能状態を判別するためには、一方の電極から何ら
かのパルスが出力可能な状態であれば、このパルスが他方の電極にて検出されていること
で肌に各電極部が当接されていると判断できるので、このパルスが他方の電極で検出され
なくなった場合を通電不可能として判別できる。そして、通電不可能の場合に美容に係る
通電を停止し、さらに、再び通電可能となった場合に通電を再開することとする。
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【００５５】
  検出のためのパルスを、ヘッド部１２に対して出力するのか、補助電極部１１ｃに対し
て出力するのかは、前記各モードにより異なるが、一方の電極から出力されたパルスが人
体を介して他方の電極に通るように、パルスが出力されない側の電極の電位をＧＮＤレベ
ルに落とす必要がある。例えば、ヘッド部１２からパルスを出力する場合には、補助電極
部１１ｃの電位をＧＮＤレベルに落としておく。一方、補助電極部１１ｃからパルスを出
力する場合には、ヘッド部１２の電位をＧＮＤレベルに落としておく。
【００５６】
  次に、本実施形態に係る美容装置の通電動作状態について説明する。前提として、美容
装置１が使用者による操作部１１ｂの電源スイッチ１１ｅ操作により起動し、使用者が把
持部１１ａを持ってヘッド部１２を使用したい肌部位に向けられる状態にあるものとする
。使用者により動作モードが選択入力されれば、制御部１６が各動作モードの実行を開始
可能な状態とする。
【００５７】
  クレンジングを行う場合には、まず使用者は保持部１５を傾動させてヘッド部１２から
離し、本体部１１の正面側に突出した状態とし、電解質成分を含んだふき取り用化粧水を
染みこませた多孔質被覆体１３をヘッド部１２表面に位置させる（図５参照）。さらに保
持部１５を本体部１１に対しヘッド部１２へ近付ける向きに傾動させ、保持部１５上部の
開口孔１５ａにヘッド部１２を相対的に進入させつつ、保持部１５を本体部１１の正面側
に重ね合せると、保持部１５と本体部１１との間に多孔質被覆体１３の周縁部分が挟まれ
て、多孔質被覆体１３がヘッド部１２表面に保持、固定されると共に、多孔質被覆体１３
で覆われたヘッド部１２が保持部１５の開口孔１５ａより突出した状態となる（図６参照
）。
【００５８】
  多孔質被覆体１３は、保持された状態でヘッド部１２を本体部１１側にわずかに押下げ
る分、ヘッド部１２からその内側のばね１４の弾性力に伴う反力を受けて相対的に押され
ており、多孔質被覆体１３はヘッド部１２から押されることで張りを与えられ、皺等無く
伸びた状態でヘッド部１２表面に密着すると共に、この伸びた状態で肌に接触できること
となり、ヘッド部１２及び肌との接触面積を無理なく十分に確保できる。
【００５９】
  また、多孔質被覆体１３がヘッド部１２を被覆しつつ保持部１５で保持された状態では
、多孔質被覆体１３の端部は本体部１１に沿うこととなり、本体部１１から外側方に多孔
質被覆体１３端部が突出して、例えば、使用者が目の近傍の肌にヘッド部１２を向けてい
る場合に、多孔質被覆体１３の端部が目に入ったり、美容に係る動作の障害になったりす
るのを防止できる。
【００６０】
  使用者が操作部１１ｂのモード切替スイッチ１１ｄを操作してクレンジングモードを選
択すると、制御部１６はまず検出用の信号を出力する。ヘッド部１２を肌から離している
状態では、ヘッド部１２と補助電極部１１ｃ間が体を介して閉じた回路となっていないた
め、通電はないが、使用者が本体部１１を動かしてヘッド部１２を多孔質被覆体１３を介
し肌７０に密着させると、体及び多孔質被覆体１３中の化粧水を介した通電が可能となり
、出力された検出用の信号の受信によりこの状態を検出すると、制御部１６はクレンジン
グに係る通電状態に移行する。
【００６１】
  すなわち、制御部１６は、周期の短いパルス波形をなす通電をヘッド部１２と補助電極
部１１ｃ間で実行し、皮膚表面や内部の帯電した微細な汚れ成分（落ちきれなかった化粧
品の成分、タバコの煙の成分、老化角質等）がヘッド部１２に引寄せられて肌側から多孔
質被覆体１３側に移行し、多孔質被覆体１３に汚れ成分が取込まれる状態となることで、
肌の汚れを吸引除去できる。
【００６２】
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  こうしてヘッド部１２を多孔質被覆体１３を介し肌７０に密着させている状態において
、ヘッド部１２は本体部１１に対し弾性支持されており且つ傾動可能であることで、使用
者の手による本体部１１の支持状態が若干変化したとしても、ヘッド部１２と肌との位置
関係は維持され、ヘッド部表面の多孔質被覆体１３は肌への接触圧力を適正としつつ、無
理なく肌に当接でき、使用者はヘッド部１２を肌に当接させるように本体部１１を注意深
く微調整しながら支持する必要はない。
【００６３】
  クレンジング対象の肌７０のうち、鼻の側面部分など、ヘッド部１２の頂面１２ａを近
接させにくい箇所については、ヘッド部１２の側面１２ｂを使用でき、この側面１２ｂを
多孔質被覆体１３を介してこうした箇所の肌７０に当接させることで、使用者は本体部１
１を無理な姿勢で保持したり持替えたりせずに済む。また、鼻と頬の境界部分など肌の凹
状の隅部については、ヘッド部１２の頂面１２ａにおける横縁部１２ｄの曲率の大きい丸
み面取り形状部分を使用することで、多孔質被覆体１３を介して確実にヘッド部１２を肌
７０の隅部へ当接させることができ、偏りなくクレンジングを行うことができる（図１０
参照）。
【００６４】
  このクレンジングモードの通電は、ヘッド部１２を多孔質被覆体１３を介し肌７０に密
着させている間、低周波に対応する周期で繰返され、全体の通電波形は、低周波の波形に
これより高い周波数のパルス波形が重畳されたものとなる。
【００６５】
  多孔質被覆体１３を肌７０に当接させたままヘッド部１２を肌上で少しずつ移動させる
と、通電状態のまま汚れ除去の対象位置を変えられるが、ヘッド部１２がその頂面近傍で
本体部１１からは離れた高い位置の支点部１２ｆを中心として傾動可能とされていること
で、肌からヘッド部１２に加わる反力はヘッド部１２の頂面を肌に正対させるように作用
し、ヘッド部１２の頂面を肌に沿わせた状態が常に得られ、多孔質被覆体１３を確実に肌
に当接させることができ（図９（Ｂ）参照）、ヘッド部を静止させた状態と変わりなくク
レンジングの効果を発揮させられる。
【００６６】
  クレンジング動作を中断したり除去位置を変えるために、ヘッド部１２を肌７０から離
すと、通電に伴うパルスが他方の電極で検出できなくなることで、制御部１６は肌からヘ
ッド部１２が離されたと判別し、クレンジングに係る通電を停止させる。このように通電
を停止している場合には、検出用の信号を再び出力する。そして、再び、ヘッド部１２を
多孔質被覆体１３を介し肌７０に密着させると、検出用の信号の受信により通電可能状態
を検出することができ、制御部１６はクレンジングに係る通電状態に移行し、通電を再開
する。クレンジングを完全に終える場合は、使用者が操作部１１ｂで動作モードを他に切
替えるか電源をＯＦＦ状態とすればよい。
【００６７】
  このクレンジングモードの終了後は、本体部１１の把持部１１ａ及び保持部１５から把
持していた手を離して把持状態を解除し、本体部１１に重なる保持部１５を傾動可能とす
る。そして、保持部１５をヘッド部１２から離れる向きに傾動させて本体部１１正面側に
突出した状態とし、保持部１５を離して保持状態を解除された多孔質被覆体１３を、ヘッ
ド部１２上から取外してヘッド部１２を清浄化する。また、使用者は洗顔等を行って肌上
に浮いた状態で残った汚れを取除くこととなる。
【００６８】
  イオン導入を行う場合には、使用者は前記同様、保持部１５を傾動させてヘッド部１２
から離し、本体部１１の正面側に突出した状態とし、電解質成分を含んだ保護化粧水を染
みこませた多孔質被覆体１３をヘッド部１２表面に位置させる。さらに保持部１５を本体
部１１に対しヘッド部１２へ近付ける向きに傾動させ、保持部１５を本体部１１の正面側
に重ね合せて、保持部１５と本体部１１との間に多孔質被覆体１３を挟持し、多孔質被覆
体１３をヘッド部１２表面に保持、固定する。この場合、多孔質被覆体１３をヘッド部１
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２表面に保持、固定した後、多孔質被覆体１３に化粧水を染みこませてもよい。
【００６９】
  保持された多孔質被覆体１３は、前記クレンジングの場合と同様、ヘッド部１２からば
ね１４の弾性力に伴う反力を受けて相対的に押されており、皺等無く伸びた状態でヘッド
部１２表面に密着すると共に、この伸びた状態で肌に接触できることとなる。
【００７０】
  使用者が操作部１１ｂのモード切替スイッチ１１ｄを操作してイオン導入モードを選択
すると、制御部１６はまず検出用の信号を出力する。ヘッド部１２を肌７０から離してい
る状態では、ヘッド部１２と補助電極部１１ｃ間が体を介して閉じた回路となっていない
ため、通電はない。
【００７１】
  使用者が本体部１１を動かしてヘッド部１２を多孔質被覆体１３を介し肌７０に密着さ
せると、体及び多孔質被覆体１３中の化粧水を介した通電が可能となり、出力された検出
用の信号の受信によりこの状態を検出すると、制御部１６は前記クレンジングの場合とは
逆極性となる、イオン導入に係る通電状態に移行し、周期の短いパルス波形をなす通電を
ヘッド部１２と補助電極部１１ｃ間で実行し、多孔質被覆体１３を流れる電流で化粧水中
のイオン性の有効成分（プロビタミンＣなど）を肌側へ移行させ、電流によりイオンが浸
透しやすい状態となっている肌内に、有効成分が速やかに浸透する。クレンジングの場合
と同様、肌７０のうち鼻と頬の境界部分などの肌の凹状の隅部についても、ヘッド部１２
における頂面横縁部１２ｄの曲率の大きい丸み面取り形状部分を、その表面の多孔質被覆
体１３を介して確実に当接させることができ、偏りなくイオン導入を行うことができる。
【００７２】
  このイオン導入モードにおいても、通電がヘッド部１２を多孔質被覆体１３を介し肌７
０に密着させている間、低周波に対応する周期で繰返されることとなり、全体の通電波形
は、低周波の波形にこれより高い周波数のパルス波形が重畳されたものとなる。
【００７３】
  多孔質被覆体１３を肌７０に当接させたままヘッド部１２を肌上で少しずつ移動させる
と、通電状態のままイオン導入の対象位置を変えられるが、ヘッド部１２がその頂面近傍
で本体部１１からは離れた高い位置の支点部１２ｆを中心として傾動可能とされているこ
とで、クレンジングの場合と同様、肌からヘッド部１２に加わる反力はヘッド部１２の頂
面を肌に正対させるように作用し、ヘッド部１２の頂面を肌に沿わせた状態が常に得られ
、多孔質被覆体１３を確実に肌に当接させることができ、ヘッド部を静止させた状態と変
わりなくイオン導入の効果を発揮させられる。
【００７４】
  イオン導入を中断したり導入位置を大きく変えるために、ヘッド部１２を肌７０から離
すと、通電に伴うパルスが他方の電極で検出できなくなることで、制御部１６は肌からヘ
ッド部１２が離されたと判別し、イオン導入に係る通電を停止させる。このように通電を
停止している場合には、検出用の信号を再び出力する。そして、再び、ヘッド部１２を多
孔質被覆体１３を介し肌７０に密着させると、検出用の信号の受信により通電可能状態を
検出することができ、制御部１６はイオン導入に係る通電状態に移行し、通電を再開する
。イオン導入を完全に終える場合は、使用者が操作部１１ｂで動作モードを他に切替える
か電源をＯＦＦ状態とすればよい。
【００７５】
  このイオン導入モードの終了後は、保持部１５を本体部１１の電極部近傍部分周囲位置
からヘッド部１２の正面側へ傾動させて本体部１１から突出した状態とし、保持状態を解
除された多孔質被覆体１３を取外し、必要に応じてヘッド部１２を清浄化すればよい。
【００７６】
  マッサージやリフティングといった肌への通電を実行する場合には、多孔質被覆体１３
を用いず、保持部１５を本体部１１の正面側に重ね合せて、ヘッド部１２を肌に当接させ
る際に保持部１５が障害物とならない状態とする。同時に、肌には必要に応じ化粧水や乳
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液等を付けてなじませた状態とする。
【００７７】
  使用者が操作部１１ｂのモード切替スイッチ１１ｄを操作してマッサージモードまたは
リフティングモードを選択すると、制御部１６はまず検出用の信号を出力する。ヘッド部
１２を肌から離している状態では、ヘッド部１２と補助電極部１１ｃ間が体を介して閉じ
た回路となっていないため、通電はない。
【００７８】
  使用者が本体部１１を動かしてヘッド部１２を肌７０に密着させると、体を介した通電
が可能となり、出力された検出用の信号の受信によりこの状態を検出すると、制御部１６
はマッサージやリフティングに係る通電状態に移行し、マッサージモードの場合、制御部
１６は、正極性と負極性の各パルスが所定の休止時間を挟んで同じパルス幅で交互に現れ
る低周波の波形となる通電をヘッド部１２と補助電極部１１ｃ間で実行し、ヘッド部１２
と補助電極部１１ｃ間において体を介した通電状態となり、肌７０に低周波の通電がなさ
れ、肌７０を活性化してマッサージ効果を与え、血行を促進することとなる。
【００７９】
  また、リフティングモードの場合、制御部１６は、正極性と負極性の各パルスが所定の
休止時間を挟んで同じパルス幅で交互に現れる、マッサージモードより低い周波数の波形
となる通電を実行し、ヘッド部１２と補助電極部１１ｃ間で体を介した通電状態となり、
肌７０に低周波の通電がなされ、肌７０への有効成分の浸透を促すと共に、肌に張りを与
えて引上げるリフティングの効果を与えることとなる。
【００８０】
  ヘッド部１２を肌７０に当接させたまま肌上で少しずつ移動させると、通電の対象位置
を変えられるが、ヘッド部１２がその頂面近傍で本体部１１からは離れた高い位置の支点
部１２ｆを中心として傾動可能とされていることで、クレンジングやイオン導入の場合と
同様、肌からヘッド部１２に加わる反力はヘッド部１２の頂面を肌に正対させるように作
用し、ヘッド部１２の頂面を肌に沿わせた状態が常に得られ、ヘッド部１２を確実に肌に
当接させることができ、ヘッド部を静止させた状態と変わりなく通電に伴う各種効果を発
揮させられる。
【００８１】
  通電を中断したり通電位置を変えるために、ヘッド部１２を肌７０から離すと、通電に
伴うパルスが他方の電極で検出できなくなることで、制御部１６は肌からヘッド部１２が
離されたと判別し、マッサージやリフティングに係る通電を停止させる。このように通電
を停止している場合には、検出用の信号を再び出力する。そして、再び、ヘッド部１２を
肌７０に密着させると、検出用の信号の受信により通電可能状態を検出することができ、
制御部１６はマッサージやリフティングに係る通電状態に移行し、通電を再開する。さら
に使用者が操作部１１ｂで動作モードを他に切替えるか電源をＯＦＦ状態とすれば、通電
は完全に終了となる。
【００８２】
  このように、本実施形態に係る美容装置は、略楕円錐台状のヘッド部１２を本体部１１
に弾性支持された状態とすると共に本体部１１に対し傾動可能として、ヘッド部１２を使
用者の肌７０に当接させると、本体部１１が少し動いて肌７０との位置関係が変化したと
しても、ヘッド部１２は本体部１１に対して相対的に変位しつつ、肌７０に対しては適度
な接触状態を維持することから、ヘッド部１２が過剰な押付け状態とならず、肌７０とヘ
ッド部１２との摩擦を抑えて、肌７０に対しヘッド部１２を移動させる際にヘッド部１２
が肌７０に引っかかったり、ヘッド部１２が肌７０を擦ったりしにくい状態が得られ、肌
７０への負担を軽減できる。また、クレンジングやイオン導入等の対象箇所の肌７０のう
ち、例えば鼻の側面部分など、ヘッド部１２の頂面１２ａを近接させにくい箇所に対して
は、略楕円錐台状のヘッド部１２における側面１２ｂを当接させることができ、使用者は
ヘッド部１２各部を有効に活用して本体部１１を無理な姿勢で保持したり持替えたりせず
に済み、使い勝手の点で優れる。
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【００８３】
  なお、前記実施形態に係る美容装置において、ヘッド部１２の傾斜した側面は断面形状
が直線状となる単純な楕円錐面として形成される構成としているが、これに限らず、ヘッ
ド部の側面形状を、ヘッド部の突出方向中間位置でヘッド部内側に向かって凹んだ丸みの
ある曲面、例えば、図１１に示すように、断面形状が円弧状となる曲面、として形成する
構成とすることもでき、側面１９ｂの凹状の丸みが鼻側面等の肌７０の丸みを帯びた立体
形状に対応できるなど（図１２参照）、フィット性を高められ、ヘッド部１９と肌７０と
の接触面積を十分に確保して肌への美容効果をより効率よく与えられる。
【００８４】
  また、前記実施形態に係る美容装置において、ヘッド部１２は頂面１２ａに近い裏面中
央の支点部１２ｆで、支持軸部１４ａの先端と摺動可能に当接して、支持軸部１４ａ及び
本体部１１に対し傾動可能とされる構成としているが、この他、ヘッド部における支点部
位置で各方向への傾動の自由度を有する継手を形成しつつ、ヘッド部と支持軸部とが係合
連結されることで、ヘッド部が支持軸部及び本体部に対し傾動可能とされる構成とするこ
ともでき、この場合、ヘッド部が支持軸部と連結して一体化し、支持軸部と共に本体部に
対する進退移動範囲が拘束されることから、本体部からヘッド部が離脱しないようにヘッ
ド部における錐台底面側の縁部を鍔状に形成したりする必要はない。
【００８５】
　（本発明の参考となる第２の実施形態）
　前記第１の実施形態に係る美容装置において、保持部１５は本体部１１に対し傾動可能
に取付けられて常に一体で取扱われる構成としているが、これに限らず、ヘッド部に沿わ
せた多孔質被覆体の周縁部を押えるなどして保持できるものであれば、保持部を本体部と
は別体として本体部に対し着脱可能にする構造でもよく、例えば、第２の実施形態として
、図１３及び図１４に示すように、保持部２５を本体部２１正面側に着脱可能なカバー状
とし、且つこの保持部２５の本体部２１へ取付ける向きを使用時と使用していない収納時
とで変更可能にする構成とすることもできる。
【００８６】
  この場合、保持部２５は、ヘッド部２２を露出させるための開口孔２５ａ以外は、長手
方向の中心部を挟んで対称形状となっており、使用時には保持部２２の開口孔２５ａがヘ
ッド部２２側に位置するようにして、開口孔２５ａにヘッド部２２を相対的に進入させつ
つ、このヘッド部２２のある本体部２１の正面側に保持部２５を重ね合せて、保持部２２
を本体部２１に取付け一体化する。多孔質被覆体を用いる際は、多孔質被覆体をヘッド部
２２正面に位置させてから保持部２５を重ね、保持部２５と本体部２１との間に多孔質被
覆体の周縁部分を挟んで、多孔質被覆体がヘッド部２２表面に保持、固定された状態とす
ることができる。
【００８７】
  一方、使用していない収納時には、保持部２２の開口孔２５ａをヘッド部２２から離れ
た側として、保持部２５を本体部２１の正面側に重ね合せ、保持部２２を本体部２１に取
付け一体化すると（図１４（Ｂ）参照）、前記第１の実施形態同様に弾性支持されている
ヘッド部２２が保持部２５に押されて沈み込み、保持部２５の内側に無理なく収納された
状態が得られる。
【００８８】
  美容装置２において弾性支持され可動であるヘッド部２２が、非使用状態で保持部２５
の内側に収納される構成とすることで、ヘッド部に誤って強い外力が加わり、ヘッド部が
破損するような事態を回避することができる。また、多孔質被覆体の使用、不使用に関わ
りなく、保持部２５を本体部２１に取付け一体化して使用に供することから、保持部２５
を取外したまま放置して紛失する危険性を小さくできる。
【００８９】
  なお、上記の場合のように、保持部を本体部に対し着脱可能とする構成では、保持部は
弾性変形可能な材質製として、若干の変形を伴いつつ本体部に係合して取付けられるよう



(13) JP 5810241 B2 2015.11.11

10

20

30

40

50

にするのが、構造を簡略にできる点で好ましい。また、本体部に対し着脱可能な保持部は
、本体部の全体を覆う大きさとされる必要はなく、ヘッド部表面に多孔質被覆体を保持可
能なものであれば、本体部のヘッド部近傍にのみ取付けられる大きさでも問題なく、且つ
、クレンジングやイオン導入など、多孔質被覆体を用いる場合のみ本体部に取付けて多孔
質被覆体を保持可能にするものとしてもかまわない。
【００９０】
　（本発明となる第３の実施形態）
　前記第１の実施形態に係る美容装置において、ヘッド部１２は略楕円形の頂面１２ａと
傾斜した側面１２ｂとを有する略楕円錐台形状とされてなる構成としているが、これに限
らず、ヘッド部を例えば、横断面が円形となる円錐台、横断面が長円形となる長円錐台、
あるいは、横断面が多角形となる角錐台など、他の錐台形状として形成する構成とするこ
ともできる。
【００９１】
　特に、本発明の実施形態として、図１５に示すように、ヘッド部３２を変形した略角錐
台形状とした場合、ヘッド部縦方向寸法を他の円錐台形等の場合と同様に確保しつつ横方
向寸法を狭小化でき、縦方向寸法を十分確保することで、ヘッド部３２を横方向に移動さ
せて行うクレンジングやイオン導入等の効率を維持しつつ、装置の小型化、スリム化が図
れる。また、ヘッド部３２の頂面を緩やかな曲面状とすると共に、縦方向の両端部の長さ
をそれぞれ異ならせることで、指状の接触感が得られることとなり、ヘッド部３２を直接
又は多孔質被覆体を介して肌に接触させた際の違和感を軽減できる。
【００９２】
  加えて、ヘッド部３２の頂面３２ａの縦縁部３２ｃ、３２ｄのうち、一方の縦縁部３２
ｃと側面３２ｂとの交差部における丸み面取り形状の曲率を、他方の縦縁部３２ｄと側面
３２ｂとの交差部における丸み面取り形状及び横縁部３２ｅと側面３２ｂとの交差部の丸
み面取り形状の各曲率に対し小さくしている。例えば、鼻と頬の境界部分などの肌の凹状
の隅部に対しては、ヘッド部３２の横縁部３２ｅ等のより曲率の大きい丸み面取り形状部
分が、直接又は多孔質被覆体を介して、隅部の奥まで達して確実に当接することができ、
こうした隅部に偏りなくクレンジングやイオン導入を行うことができる。また、縦縁部３
２ｃにおける曲率の小さい丸み面取り形状部分は、ヘッド部３２の頂面３２ａを肌に当接
させる際の接触を滑らかなものとして、感触を向上させることができる。
【００９３】
　（本発明の参考となる第４の実施形態）
　前記第１の実施形態に係る美容装置において、ヘッド部１２の頂面１２ａは緩やかな曲
面とされて、特に凹凸を設けない構成としているが、これに限らず、第４の実施形態とし
て、図１６に示すように、ヘッド部４２の頂面４２ａに、開口部分が円形となる小さな凹
部４２ｃを複数設ける構成とすることもできる。凹部４２ｃの底面はその中央部で最も深
くなる曲面状としており、肌７０に化粧水８０を塗布した状態でヘッド部４２の頂面４２
ａを肌７０に直接当てる場合、肌７０と接触せず圧力のかからない凹部４２ｃに化粧水８
０を保持でき（図１７参照）、ヘッド部４２と肌７０との間に化粧水８０を位置させたま
ま通電を行える。
【００９４】
  特に、マッサージやリフティングといった肌への通電刺激を、化粧水や乳液等を肌に付
けた状態で実行する場合、肌に付けられた化粧水等が、肌と接触せず圧力のかからないこ
の凹部４２ｃに保持されて流れ落ちにくくなり、ヘッド部４２と肌７０との間に化粧水等
を位置させた状態を維持できることとなる。こうして、従来は肌とヘッド部との接触に伴
って押出され流れ落ちてしまっていた化粧水等を、無駄に消費することなく肌上でその効
果を適切に発揮させることができる。
【００９５】
  なお、ヘッド部頂面に複数設ける凹部の開口形状は、図１６に示すようないずれも径の
等しい円形状として形成する構成に限られるものではなく、この他、図１８に示すように
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、頂面４２ａに複数設けた凹部４２ｄの円形状が、頂面４２ａの中央部から外方に進むに
従って径が小さくなるようにしたり、図１９に示すように、凹部４２ｅを格子状に配置形
成するなど、凹部の開口形状を変化させる構成とすることもできる。また、凹部の深さに
ついても、図１６や図１８に示すように、凹部４２ｃ、４２ｄの深さが頂面４２ａの中央
部から外方に進むに従って大きくなるようにするなど、変化させる構成とすることもでき
る。
【００９６】
  さらに、頂面に凹部を設ける他に、図２０に示すように、側面４２ｂに凹部４２ｆを設
けて、ヘッド部４２の正面から見た輪郭形状がくびれを有するものとなる構成としたり、
頂面に設けたような複数の小さな凹部を側面に設ける構成としたりすることもできる。頂
面の場合と同様、側面４２ｂを肌に当接させる際には、肌と接触せず圧力のかからない凹
部４２ｆが化粧水を保持し、ヘッド部４２と肌との間に化粧水を介在させた状態で肌への
通電が行える。
【００９７】
  こうしてヘッド部の頂面又は側面に凹部を設ける構成の他に、図２１に示すように、ヘ
ッド部４２における頂面４２ａと側面４２ｂのいずれにも凹部４２ｇを設ける構成とする
こともでき、ヘッド部４２のいずれの位置を肌に当接させた場合でも、凹部４２ｇが化粧
水等を保持して、ヘッド部４２と肌との間に化粧水等を介在させた状態を維持することが
できる。
【００９８】
  このようなヘッド部に設けられる凹部は、肌からの圧力がかからず、肌に付けられた化
粧水等を保持できる状態を確保しつつ、表面に付着した汚れを使用後に拭取るなどして清
浄とするのが容易にできるよう、凹部開口の大きさを１ｍｍ以上とするのが好ましく、ま
た、凹部外縁における凹部と頂面又は側面との交差部を丸み面取り形状として（図１７参
照）、頂面又は側面と凹部とが滑らかに連続する状態とするのが好ましい。さらに、この
凹部は、横へ線状に長く延びた長穴状や、さらに長く連続する溝状となったもの、例えば
、図２２に示すような頂面４２ａで連続する凹部４２ｈ、４２ｉや、後述する図２９に示
すような側面５２ｂの凹部５２ｇのような形状でもよいが、その場合は、開口の幅（長手
方向と直交する向きの寸法）を１ｍｍ以上とするのが好ましい。
【００９９】
　（本発明の参考となる第５の実施形態）
　本発明の参考となる第５の実施形態に係る美容装置を前記図２３ないし図２８に基づい
て説明する。
【０１００】
  前記各図において本実施形態に係る美容装置５は、前記第１の実施形態同様、本体部１
１と、ヘッド部５２と、ばね１４と、補助電極部１１ｃと、保持部５５と、制御部１６と
を備える一方、異なる点として、ヘッド部５２が略円錐台形状とされ、本体部１１に対し
回動可能とされると共に、保持部５５がヘッド部５２に係合して多孔質被覆体５３を保持
する構成を有するものである。
【０１０１】
  なお、前記制御部１６は、前記第１の実施形態と同様のものであり、説明を省略する。
また、前記本体部１１は、ヘッド部５２のある正面側に保持部５５が傾動可能として取付
けられない点以外は、前記第１の実施形態と同様の構成であり、説明を省略する。　
【０１０２】
  前記ヘッド部５２は、金属等の導電性を有する材質からなり、肌７０に面接触可能な緩
やかな曲面状の頂面５２ａと傾斜した側面５２ｂとを有する略円錐台形状とされ、頂面側
を先端として本体部１１の一端部正面側から突出させて配設される構成である。
【０１０３】
  このヘッド部５２は、円形状の頂面５２ａにおける本体部１１の長手方向の端部となる
縦縁部５２ｃ、及び本体部１１の長手方向と直交する方向の端部となる横縁部５２ｄにお
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ける、それぞれ側面との交差部を丸み面取り形状とされる構成である。そして、横縁部５
２ｄと側面との交差部の丸み面取り形状の曲率に対し、縦縁部５２ｃと側面との交差部の
丸み面取り形状の曲率が小さく（丸み半径を大きく）されてなる。
【０１０４】
  ヘッド部５２の側面５２ｂには、開口部分が円形となる小さな凹部５２ｅが、凹部底面
をその中央部で最も深くなる曲面状とされて複数設けられる。肌に化粧水を塗布した状態
でヘッド部５２の側面５２ｂを肌に直接当てる場合、肌と接触せず圧力のかからない凹部
５２ｅに化粧水を保持でき、化粧水が流れ落ちにくくなり、ヘッド部５２と肌との間に化
粧水を位置させたまま通電を行える。このヘッド部側面５２ｂの凹部５２ｅは、多孔質被
覆体５３を保持する保持部５５の係合にも用いられる。
【０１０５】
  ヘッド部５２の内側には、前記第１の実施形態と同様に、本体部１１に対し所定範囲進
退可能とされる棒状の支持軸部１４ａが取付けられ、この支持軸部１４ａはばね１４で本
体部１１から遠ざかる向きに付勢されている。そして、ヘッド部５２は、頂面中心部のち
ょうど裏側となる内側の支点部５２ｆで支持軸部１４ａの先端と摺動可能に当接し、この
支持軸部１４ａを介してばね１４により本体部１１から遠ざかる向きに付勢されつつ弾性
支持される。また、ヘッド部５２は、支点部５２ｆで支持軸部１４ａの先端に対し摺動で
きることで、支持軸部１４ａ及び本体部１１に対し傾動可能であることに加え、支点部５
２ｆを通る円錐台中心軸周りに回動可能となっている。
【０１０６】
  ヘッド部５２における錐台底面側の縁部は、他部分より外径を若干大きくした鍔状とさ
れて、本体部１１内に収められ、この本体部１１におけるヘッド部５２を一部収る空隙部
分の入口開口部分がヘッド部５２の鍔状の縁部より小口径とされることで、前記第１の実
施形態と同様、ヘッド部５２の本体部１１からの離脱が防止される仕組みである。なお、
ヘッド部５２の本体部１１に対する突出方向への移動範囲や、ヘッド部５２の支持軸部１
４ａに対する傾動角度範囲は、前記第１の実施形態同様、ヘッド部５２の鍔状の縁部が本
体部１１に拘束されることで制限されるものの、ヘッド部５２の錐台底面側の各部外形は
円形とされ、またこれを収める本体部１１内空隙部分の入口開口部分を含む内周形状も円
形とされることで、ヘッド部５２の本体部１１に対する回動は許容される。
【０１０７】
  また、ヘッド部５２は、前記第１の実施形態同様、本体部１１内で制御部１６と電気的
に接続され、把持部１１ａにある補助電極部１１ｃとの間で使用者の体を介して通電可能
とされる構成である。通電については、制御部１６によりヘッド部５２と補助電極部１１
ｃ間に電圧が加えられて通電が起こり得る状態とされた上で、電解質成分を含む化粧水等
の液剤が含浸した多孔質被覆体５３を介して、又は直接、ヘッド部５２が肌７０に接触し
、また補助電極部１１ｃが把持部１１ａを持つ手と接触すると、ヘッド部５２と補助電極
部１１ｃとが使用者の体を介して通電状態となる仕組みである。
【０１０８】
  前記多孔質被覆体５３は、カット綿やコットンパフ等と同様の脱脂等加工した綿繊維を
、ヘッド部５２の外形に対応した不織シート製の袋状に成形して、ヘッド部５２表面に沿
ってこれを覆うカバーとして用いるものであり、化粧水等を十分吸収してそのまま保持で
きる性質を備える。この多孔質被覆体５３はヘッド部５２の表面をぴったりと覆って本体
部１１側に大きくはみ出さないことで、多孔質被覆体５３はヘッド部５２の回動を妨げず
、これで覆われた状態でもヘッド部５２は本体部１１に対し回動可能となっている。
【０１０９】
  前記保持部５５は、弾性変形可能な材質製の環状体として形成され、中央の開口部分に
面する内周の複数箇所にヘッド部側面５２ｂの凹部５２ｅに係合する突起５５ｂを設けら
れ、多孔質被覆体５３を介在させた状態でヘッド部５２の側面５２ｂにおける頂面５２ａ
から離れた端部寄り位置の外側に、着脱可能に取付けられる構成である。この保持部５５
中央の開口部分は、ヘッド部５２の側面５２ｂよりもわずかに大きな開口形状とされる。
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【０１１０】
  ヘッド部５２の形状に対応した多孔質被覆体５３を装着したヘッド部５２に対し、この
保持部５５をヘッド部５２の側面外側に位置させ、保持部５５の各突起５５ｂをヘッド部
５２側の凹部５２ｅに係合させて、保持部５５がヘッド部５２に取付けられた状態とする
と、多孔質被覆体５３が保持部５５とヘッド部５２との間に挟まれて容易に離脱しない状
態となり、多孔質被覆体５３をヘッド部５２表面に保持できる仕組みである。
【０１１１】
  次に、本実施形態に係る美容装置の通電動作状態について説明する。前提として、美容
装置５が使用者による操作部１１ｂの電源スイッチ１１ｅ操作により起動し、使用者が把
持部１１ａを持ってヘッド部５２を使用したい肌部位に向けられる状態にあるものとする
。使用者により動作モードが選択入力されれば、制御部１６が各動作モードの実行を開始
可能な状態とする。
【０１１２】
  クレンジングを行う場合には、まず使用者は、電解質成分を含んだふき取り用化粧水を
染みこませた多孔質被覆体５３をヘッド部５２に装着し、さらに保持部５５の開口部分に
ヘッド部５２を相対的に進入させつつ、保持部５５をヘッド部５２における側面５２ｂ外
側に位置させ、保持部５５の各突起５５ｂをヘッド部側面５２ｂの凹部５２ｅに係合させ
ると、保持部５５とヘッド部５２との間に多孔質被覆体５３が挟まれて、多孔質被覆体５
３がヘッド部５２表面に保持、固定された状態となる（図２６参照）。
【０１１３】
  多孔質被覆体５３は、ヘッド部５２の外形に対応した形状とされていることで、皺等無
く伸びた状態でヘッド部５２表面に密着すると共に、この伸びた状態で肌に接触できるこ
ととなり、ヘッド部５２及び肌との接触面積を無理なく十分に確保できる。
【０１１４】
  使用者が操作部１１ｂのモード切替スイッチ１１ｄを操作してクレンジングモードを選
択すると、前記第１の実施形態同様、制御部１６はまず検出用の信号を出力する。使用者
が本体部１１を動かしてヘッド部５２を多孔質被覆体５３を介し肌７０に密着させると、
体及び多孔質被覆体５３中の化粧水を介した通電が可能となり、出力された検出用の信号
の受信によりこの状態を検出すると、制御部１６はクレンジングに係る通電状態に移行す
る。
【０１１５】
  すなわち、制御部１６は、周期の短いパルス波形をなす通電をヘッド部５２と補助電極
部１１ｃ間で実行し、皮膚表面や内部の帯電した微細な汚れ成分がヘッド部５２に引寄せ
られて肌側から多孔質被覆体５３側に移行し、多孔質被覆体５３に汚れ成分が取込まれる
状態となることで、肌の汚れを吸引除去できる。
【０１１６】
  こうしてヘッド部５２を多孔質被覆体５３を介し肌７０に密着させている状態において
、ヘッド部５２は本体部１１に対し弾性支持されており且つ傾動可能であることで、使用
者の手による本体部１１の支持状態が若干変化したとしても、ヘッド部５２と肌との位置
関係は維持され、ヘッド部表面の多孔質被覆体５３は肌への接触圧力を適正としつつ、無
理なく肌に当接でき（図２７（Ａ）参照）、使用者はヘッド部５２を肌に当接させるよう
に本体部１１を注意深く微調整しながら支持する必要はない。
【０１１７】
  クレンジング対象の肌７０のうち、鼻の側面部分など、ヘッド部５２の頂面５２ａを近
接させにくい箇所については、ヘッド部５２の側面５２ｂを使用でき、この側面５２ｂを
多孔質被覆体５３を介してこうした箇所の肌７０に当接させることで、使用者は本体部１
１を無理な姿勢で保持したり持替えたりせずに済む。
【０１１８】
  また、鼻と頬の境界部分など凹状の隅部となっている箇所については、ヘッド部５２の
頂面５２ａにおける横縁部５２ｄの曲率の大きい丸み面取り形状部分を使用することで、
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多孔質被覆体５３を介して確実にヘッド部５２を肌７０の隅部へ当接させることができ、
偏りなくクレンジングを行うことができる。
【０１１９】
  多孔質被覆体５３を肌７０に当接させたままヘッド部５２を肌上で少しずつ移動させる
と、通電状態のまま汚れ除去の対象位置を変えられる。この際、多孔質被覆体５３を介し
てヘッド部５２における頂面５２ａの中央を除く端部や側面５２ｂが肌に当接していた場
合、ヘッド部５２は移動に伴って肌７０から受ける摩擦抵抗力に伴って生じる支点部５２
ｆ周りの回転モーメントにより、支点部５２ｆを中心に回動し、多孔質被覆体５３は肌７
０に対し転がり接触状態となる（図２８参照）。
【０１２０】
  こうして、ヘッド部５２や多孔質被覆体５３の肌への引っかかりや擦れを生じさせるこ
となく、多孔質被覆体５３を確実に肌に当接させることができ、ヘッド部５２を移動させ
ながらでも肌に負担をかけずにクレンジングの効果を発揮させられる。また、多孔質被覆
体５３が肌に対し転がり接触して接触位置を変化させていくことで、多孔質被覆体５３の
同じ箇所が集中的に使用されて除去した汚れ成分が過度に集積する状態とならず、多孔質
被覆体５３の清浄な部位を最大限に使用して、多孔質被覆体５３への汚れ成分の取込み能
力を適切に発揮させられる。
【０１２１】
  なお、ヘッド部５２を肌上で移動させる際に、多孔質被覆体５３を介してヘッド部５２
における頂面５２ａの中央を含む広い領域が肌に当接していた場合、ヘッド部５２の回動
による多孔質被覆体５３の転がり接触は生じない。ただこの場合も、ヘッド部５２がその
頂面近傍で本体部１１からは離れた高い位置の支点部５２ｆを中心として傾動可能とされ
ていることで、前記第１の実施形態同様、肌７０からヘッド部５２に加わる反力はヘッド
部５２の頂面を肌７０に正対させるように作用し、ヘッド部５２の頂面５２ａを肌７０に
沿わせた状態が常に得られ、ヘッド部５２や多孔質被覆体５３の肌７０への引っかかりを
防ぎつつ、多孔質被覆体５３を確実に肌に当接させることができ、ヘッド部を静止させた
状態と変わりなくクレンジングの効果を発揮させられる。
【０１２２】
  クレンジング動作を中断したり除去位置を変えるために、ヘッド部５２を肌７０から離
すと、前記第１の実施形態同様、制御部１６は肌からヘッド部５２が離されたと判別し、
クレンジングに係る通電を停止させる。そして、再びヘッド部５２を多孔質被覆体５３を
介し肌７０に密着させると、制御部１６はクレンジングに係る通電状態に移行し、通電を
再開する。クレンジングを完全に終える場合は、使用者が操作部１１ｂで動作モードを他
に切替えるか電源をＯＦＦ状態とすればよい。
【０１２３】
  このクレンジングモードの終了後は、保持部５５をヘッド部５２から外し、保持状態を
解除された多孔質被覆体５３を、ヘッド部５２上から取外してヘッド部５２を清浄化する
。また、使用者は洗顔等を行って肌上に浮いた状態で残った汚れを取除くこととなる。
【０１２４】
  イオン導入を行う場合には、使用者は前記同様、電解質成分を含んだ保護化粧水を染み
こませた多孔質被覆体５３をヘッド部５２に装着し、さらに保持部５５をヘッド部５２に
おける側面５２ｂ外側に位置させ、保持部５５の各突起５５ｂをヘッド部側面５２ｂの凹
部５２ｅに係合させて、保持部５５とヘッド部５２との間に多孔質被覆体５３を挟持し、
多孔質被覆体５３をヘッド部５２表面に保持、固定する。この場合、多孔質被覆体５３を
ヘッド部５２表面に保持、固定した後、多孔質被覆体５３に化粧水を染みこませてもよい
。
【０１２５】
  保持された多孔質被覆体５３は、前記クレンジングの場合と同様、ヘッド部５２の外形
に対応した形状とされており、皺等無く伸びた状態でヘッド部５２表面に密着すると共に
、この伸びた状態で肌に接触できることとなる。
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【０１２６】
  使用者が操作部１１ｂのモード切替スイッチ１１ｄを操作してイオン導入モードを選択
すると、前記第１の実施形態同様、制御部１６はまず検出用の信号を出力する。使用者が
本体部１１を動かしてヘッド部５２を多孔質被覆体５３を介し肌７０に密着させると、体
及び多孔質被覆体５３中の化粧水を介した通電が可能となり、出力された検出用の信号の
受信によりこの状態を検出すると、制御部１６は前記クレンジングの場合とは逆極性とな
る、イオン導入に係る通電状態に移行する。
【０１２７】
  この通電状態で、制御部５３は、周期の短いパルス波形をなす通電をヘッド部５２と補
助電極部１１ｃ間で実行し、多孔質被覆体５３を流れる電流で化粧水中のイオン性の有効
成分を肌側へ移行させ、電流によりイオンが浸透しやすい状態となっている肌内に、有効
成分が速やかに浸透する。クレンジングの場合と同様、肌７０のうち鼻と頬の境界部分な
ど凹状の隅部となっている箇所についても、ヘッド部５２における頂面横縁部５２ｄの曲
率の大きい丸み面取り形状部分を、その表面の多孔質被覆体５３を介して確実に当接させ
ることができ、偏りなくイオン導入を行うことができる。
【０１２８】
  多孔質被覆体５３を肌７０に当接させたままヘッド部５２を肌上で少しずつ移動させる
と、通電状態のままイオン導入の対象位置を変えられるが、多孔質被覆体５３を介してヘ
ッド部５２における頂面５２ａの中央を除く端部や側面５２ｂが肌に当接していた場合、
クレンジングの場合と同様、ヘッド部５２は移動に伴って支点部５２ｆを中心に回動し、
多孔質被覆体５３は肌に対し転がり接触状態となる。こうして、ヘッド部５２や多孔質被
覆体５３の肌への引っかかりや擦れを生じさせることなく、多孔質被覆体５３を確実に肌
に当接させることができ、ヘッド部５２を移動させながらでも肌に負担をかけずにイオン
導入の効果を発揮させられる。
【０１２９】
  なお、ヘッド部５２を肌上で移動させる際に、多孔質被覆体５３を介してヘッド部５２
における頂面５２ａの中央を含む広い領域が肌に当接していた場合、ヘッド部５２の回動
による多孔質被覆体５３の転がり接触は生じない。ただこの場合も、ヘッド部５２がその
頂面近傍で本体部１１からは離れた高い位置の支点部５２ｆを中心として傾動可能とされ
ていることで、クレンジングの場合と同様、肌からヘッド部５２に加わる反力はヘッド部
５２の頂面を肌に正対させるように作用し、ヘッド部５２の頂面を肌に沿わせた状態が常
に得られ、ヘッド部５２や多孔質被覆体５３の肌への引っかかりを防ぎつつ、多孔質被覆
体５３を確実に肌に当接させることができ、ヘッド部を静止させた状態と変わりなくイオ
ン導入の効果を発揮させられる。
【０１３０】
  イオン導入を中断したり導入位置を大きく変えるために、ヘッド部５２を肌７０から離
すと、前記第１の実施形態同様、制御部１６は肌からヘッド部５２が離されたと判別し、
イオン導入に係る通電を停止させる。そして、再びヘッド部５２を多孔質被覆体５３を介
し肌７０に密着させると、制御部１６はイオン導入に係る通電状態に移行し、通電を再開
する。イオン導入を完全に終える場合は、使用者が操作部１１ｂで動作モードを他に切替
えるか電源をＯＦＦ状態とすればよい。
【０１３１】
  このイオン導入モードの終了後は、保持部５５をヘッド部５２から外し、保持状態を解
除された多孔質被覆体５３を取外し、必要に応じてヘッド部５２を清浄化すればよい。
【０１３２】
  マッサージやリフティングといった肌への通電を実行する場合には、多孔質被覆体５３
を使用せず、ヘッド部５２は保持部５５を取付けない状態で用いる。なお、肌には必要に
応じ化粧水や乳液等を付けてなじませた状態とする。
【０１３３】
  使用者が操作部１１ｂのモード切替スイッチ１１ｄを操作してマッサージモードまたは
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リフティングモードを選択すると、前記第１の実施形態同様、制御部１６はまず検出用の
信号を出力する。使用者が本体部１１を動かしてヘッド部５２を肌７０に密着させると、
体を介した通電が可能となり、制御部１６はマッサージやリフティングに係る通電状態に
移行する。
【０１３４】
  マッサージモードの場合、制御部１６は、前記第１の実施形態同様、異なる極性のパル
スが交互に現れる低周波の波形となる通電をヘッド部５２と補助電極部１１ｃ間で実行し
、ヘッド部５２と補助電極部１１ｃ間において体を介した通電状態となり、肌７０に低周
波の通電がなされ、肌７０を活性化してマッサージ効果を与え、血行を促進することとな
る。
【０１３５】
  また、リフティングモードの場合も、制御部１６は、前記第１の実施形態同様、マッサ
ージモードより低周波で異なる極性のパルスが交互に現れる波形となる通電を実行し、ヘ
ッド部５２と補助電極部１１ｃ間で体を介した通電状態となり、肌７０に低周波の通電が
なされ、肌７０への有効成分の浸透を促すと共に、肌に張りを与えて引上げるリフティン
グの効果を与えることとなる。
【０１３６】
  このマッサージモードやリフティングモードで、ヘッド部５２を肌７０に密着させてい
る状態において、ヘッド部５２は本体部１１に対し弾性支持されており且つ傾動可能であ
ることで、ヘッド部５２は肌への接触圧力を適正としつつ、無理なく肌に当接でき（図２
７（Ｂ）参照）、使用者はヘッド部５２を肌に当接させるように本体部１１を注意深く微
調整しながら支持する必要はない。
【０１３７】
  ヘッド部５２の側面５２ｂには、複数の小さな凹部５２ｅが設けられており、この側面
５２ｂを肌に当接させた状態では、肌に塗布された化粧水等が、肌と接触せず圧力のかか
らないこの凹部５２ｅに保持されて流れ落ちにくくなり、ヘッド部５２と肌との間に化粧
水等を位置させたまま通電を行える。こうして、従来は肌とヘッド部との接触に伴って押
出され流れ落ちてしまっていた化粧水等を、無駄に消費することなく肌上でその効果を適
切に発揮させることができる。
【０１３８】
  ヘッド部５２を肌７０に当接させたまま肌上で少しずつ移動させると、通電の対象位置
を変えられる。この際、ヘッド部５２における頂面５２ａの中央を除く端部や側面５２ｂ
が肌に当接していた場合、ヘッド部５２は移動に伴って肌７０から受ける摩擦抵抗力に伴
って生じる支点部５２ｆ周りの回転モーメントにより、支点部５２ｆを中心に回動し、ヘ
ッド部５２は肌７０に対し転がり接触状態となる。こうして、ヘッド部５２の肌への引っ
かかりや擦れを生じさせることなく、ヘッド部５２を確実に肌に当接させることができ、
ヘッド部５２を移動させながらでも肌に負担をかけずに通電の効果を発揮させられる。
【０１３９】
  このヘッド部５２を肌上で移動させる際に、ヘッド部５２における頂面５２ａの中央を
含む広い領域が肌に当接していた場合、ヘッド部５２の回動によるヘッド部５２の転がり
接触は生じない。ただこの場合も、ヘッド部５２がその頂面近傍で本体部１１からは離れ
た高い位置の支点部５２ｆを中心として傾動可能とされていることで、クレンジングやイ
オン導入の場合と同様、肌からヘッド部５２に加わる反力はヘッド部５２の頂面を肌に正
対させるように作用し、ヘッド部５２の頂面を肌に沿わせた状態が常に得られ、ヘッド部
５２の肌への引っかかりを防ぎつつ、ヘッド部５２を確実に肌に当接させることができ、
ヘッド部を静止させた状態と変わりなく通電の効果を発揮させられる。
【０１４０】
  通電を中断したり通電位置を変えるために、ヘッド部５２を肌７０から離すと、前記第
１の実施形態同様、制御部１６は肌からヘッド部５２が離されたと判別し、マッサージや
リフティングに係る通電を停止させる。そして、再びヘッド部５２を肌７０に密着させる
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と、制御部１６はマッサージやリフティングに係る通電状態に移行し、通電を再開する。
さらに使用者が操作部１１ｂで動作モードを他に切替えるか電源をＯＦＦ状態とすれば、
通電は完全に終了となる。
【０１４１】
  このように、本実施形態に係る美容装置は、ヘッド部５２を本体部１１に対し回動可能
とし、ヘッド部５２の頂面５２ａ中心部以外の箇所を直接又は多孔質被覆体５３を介して
使用者の肌７０に当接させた状態で、使用者が本体部１１を動かしてヘッド部５２を移動
させようとすると、ヘッド部５２は肌７０から受ける摩擦抵抗力に伴って生じる回転モー
メントで回動し、ヘッド部５２や多孔質被覆体５３は肌７０に対し転がり接触する状態と
なることから、ヘッド部５２や多孔質被覆体５３の肌７０への引っかかりや擦れを生じさ
せずに、確実に肌７０に当接させることができ、ヘッド部５２を移動させながらでも肌に
負担をかけずにクレンジングやイオン導入等の美容効果を発揮させられる。また、多孔質
被覆体５３をヘッド部５２表面に配設して用いる場合には、多孔質被覆体５３が肌７０に
対し転がり接触して接触位置を変化させていくことで、多孔質被覆体５３の同じ箇所が集
中的に使用されて肌７０の汚れ成分が過度に付着する状態とならず、多孔質被覆体５３の
清浄な部位を最大限に使用して、多孔質被覆体５３を用いたクレンジングやイオン導入等
をより使用者にとって好ましい状態で実行できる。
【０１４２】
  なお、前記第５の実施形態に係る美容装置においては、ヘッド部５２の側面５２ｂに化
粧水等を保持できる複数の凹部５２ｅを設け、多孔質被覆体５３を装着したヘッド部５２
に対し、保持部５５の各突起５５ｂが凹部５２ｅに多孔質被覆体５３を介在させつつ係合
するようにして、保持部５５を取付けることにより、多孔質被覆体５３をヘッド部５２表
面に保持する構成としているが、これに限られるものではなく、例えば、図２９に示すよ
うに、ヘッド部５２の側面５２ｂに周全体で連続する溝状の凹部５２ｇを設け、この凹部
５２ｇで化粧水等を保持して、ヘッド部５２と肌との間に化粧水等を確実に位置させられ
るようにすると共に、多孔質被覆体５３を用いる場合には、この溝状の凹部５２ｇに保持
部５５の突起５５ｂを係合させるようにして（図２９（Ａ）参照）、あるいは保持部５６
の内周部分をそのまま凹部５２ｇに係合させるようにして（図２９（Ｂ）参照）、ヘッド
部５２に保持部を取付け、多孔質被覆体５３を保持する構成とすることもでき、凹部５２
ｇが周方向に連続して広く設けられている分、保持部５５、５６をヘッド部５２へ細かく
位置合せすることなく容易に取付けられる。
【０１４３】
  また、前記第１ないし第５の各実施形態に係る美容装置においては、イオン導入を行う
場合に、保護化粧水を染みこませた多孔質被覆体をヘッド部に被せるように保持し、多孔
質被覆体中の化粧水に含まれる有効成分を肌側へ移行させ、肌内に有効成分を浸透させる
構成としているが、この他、イオン導入として、保護用化粧水を付けてなじませた状態と
した肌に直接ヘッド部を密着させ、体を介した通電状態とし、ヘッド部から肌へ流れる電
流で肌表面の化粧水に含まれる有効成分を肌内に浸透させるようにすることもでき、ヘッ
ド部の頂面に複数の小さな凹部を設けた場合は特に、凹部が肌に付けられた化粧水を保持
して流れ落ちにくくし、化粧水を有効利用できることと合わせて、通電状態では、ヘッド
部から肌へ流れる電流で肌表面の化粧水におけるイオン性の有効成分を適切に肌側へ移行
させられ、前記各実施形態の場合と同様、電流によりイオンが浸透しやすい状態となって
いる肌に、有効成分が深く浸透して確実に美容効果を与えられる。
【０１４４】
  また、前記第１ないし第５の各実施形態に係る美容装置においては、ヘッド部と補助電
極部間の通電を伴う各美容動作を実行する構成としているが、これに限らず、ヘッド部か
ら他の美容動作、例えばヘッド部から超音波を肌に伝えて肌を刺激する動作や、ヘッド部
から肌に温熱による刺激を付与する動作等を実行する構成とすることもでき、ヘッド部を
弾性支持すると共に、ヘッド部を傾動可能とし、また必要に応じてヘッド部を回動可能と
することで、いずれの美容動作の場合でも、肌へのヘッド部の密着性、ヘッド部を移動さ
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容効果を与えられる。
【符号の説明】
【０１４５】
  １、２、５                      美容装置
  １１、２１                      本体部
  １１ａ                          把持部
  １１ｂ                          操作部
  １１ｃ                          補助電極部
  １１ｄ                          モード切替スイッチ
  １１ｅ                          電源スイッチ
  １２、２２、３２、４２、５２    ヘッド部
  １２ａ、３２ａ、４２ａ、５２ａ  頂面
  １２ｂ、３２ｂ、４２ｂ、５２ｂ  側面
  １２ｃ、３２ｃ、３２ｄ、５２ｃ  縦縁部
  １２ｄ、３２ｅ、５２ｄ          横縁部
  １２ｆ、５２ｆ                  支点部
  １３、５３                      多孔質被覆体
  １４                            ばね
  １４ａ                          支持軸部
  １５、２５、５５、５６          保持部
  １５ａ、２５ａ                  開口孔
  １５ｂ、５５ｂ                  突起
  １６                            制御部
  １７                            本体部
  １８、１９                      ヘッド部
  １９ｂ                          側面
  ４２ｃ、４２ｄ、４２ｅ、４２ｆ  凹部
  ４２ｇ、４２ｈ、４２ｉ          凹部
  ５２ｅ、５２ｇ                  凹部
  ７０                            肌
  ８０                            化粧水
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