
JP 2017-522138 A 2017.8.10

10

(57)【要約】
　本発明は、通し穴が設けられた内部円筒状シェル１２
１、２２１と、内部円筒状シェル１２１、２２１を囲む
回転可能な円筒状シェル１２２、２２２と、髪を内部円
筒状シェル１２１、２２１の周りに巻き付けるために、
内部円筒状シェル１２１、２２１の周りで回転するよう
に回転可能な円筒状シェル１２２、２２２を駆動するた
めの駆動アセンブリ１２３、２２３と、内部円筒状シェ
ル１２１、２２１の周りに巻き付けられた任意の髪に、
通し穴を通じて熱風を供給するための風供給アセンブリ
１３０、２３０とを含む、ヘアスタイリングデバイス１
０、２０を開示する。本発明によれば、髪が均一に加熱
され、且つ形作られるように、内部円筒状シェル１２１
、２２１の周りに巻き付けられた髪に熱風が供給される
。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通し穴が設けられた内部円筒状シェルと、
　前記内部円筒状シェルを囲む回転可能な円筒状シェルと、
　前記内部円筒状シェルの周りの髪を内部円筒状シェルに巻き付けるために、前記内部円
筒状シェルの周りを回転するように前記回転可能な円筒状シェルを駆動するための駆動ア
センブリと、
　通し穴を通して、前記内部円筒状シェルの周りに巻き付けられた全ての髪に熱風を供給
するための風供給アセンブリと
　を含む、ヘアスタイリングデバイス。
【請求項２】
　前記内部円筒状シェルは頂部ケーシングの内部に固定されていて、前記頂部ケーシング
は、前記頂部ケーシング上に形成された髪入口と、前記頂部ケーシングの頂部に形成され
た空気出口とを有する、請求項１に記載のヘアスタイリングデバイス。
【請求項３】
　前記空気出口上方に前記ウインドシールドが設けられ、前記ウインドシールドの両面に
向かって熱風を案内する、請求項２に記載のヘアスタイリングデバイス。
【請求項４】
　前記空気出口は、キャンバー付きの穴であり、前記ウインドシールドは、対応する前記
キャンバー付きプレートであって、キャンバー付きプレートの内縁及び外縁に向かって熱
風を案内する、請求項３に記載のヘアスタイリングデバイス。
【請求項５】
　前記頂部ケーシングに接続されたハンドルと、前記ハンドルの底部に形成された空気入
口とを更に含む、請求項２乃至４の何れか一項に記載のヘアスタイリングデバイス。
【請求項６】
　空気案内要素が前記内部円筒状シェルの底部に配置されており、前記空気案内要素は、
前記内部円筒状シェルの底部に固定された上部開口部と、前記上部開口部の直径よりも大
きい直径を有し且つ前記ハンドルの風路の出口に面する底部開口部とを含む、請求項５に
記載のヘアスタイリングデバイス。
【請求項７】
　前記回転可能な円筒状シェルは、回転可能な円筒状シェル上に形成された少なくとも上
切欠部と、前記上切欠部の側部に形成され且つ前記上切欠部に向かって曲がっている少な
くともフック式構造とを有する、請求項１に記載のヘアスタイリングデバイス。
【請求項８】
　少なくとも、耐熱弾性材料で作製された弾性ストリップが、前記回転可能な円筒状シェ
ルの長手方向に沿って前記回転可能な円筒状シェルの内壁に配置されており、且つ前記内
部円筒状シェルの周りに巻き付けられた髪に圧力を付与するために前記内部円筒状シェル
に向かって延びている、請求項６又は７に記載のヘアスタイリングデバイス。
【請求項９】
　前記回転可能な円筒状シェルの下部の外部表面に円形フランジが形成されており、前記
回転可能な円筒状シェルの前記下部は前記頂部ケーシングの底部に取り付けられており、
且つ前記円形フランジと協働するリング部分により前記頂部ケーシングに対して回転可能
である、請求項２に記載のヘアスタイリングデバイス。
【請求項１０】
　前記頂部ケーシングは上部本体と下部本体とを含み、少なくともロック要素が前記上部
本体の底縁部に設けられ、少なくとも対応する溝が前記下部本体の上縁部に設けられ、前
記上部本体と前記下部本体とは前記ロック要素と前記溝との協働によって組み合わせられ
ている、請求項２に記載のヘアスタイリングデバイス。
【請求項１１】
　前記上部本体は、前記上部本体の側部表面に形成され、且つ前記上部本体の頂面へと延
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びる第１の切欠部を有し、前記下部本体は、その側部表面に形成された第２の切欠部を有
し、前記上部本体と前記下部本体とが組み合わせられると、前記第１の切欠部と前記第２
の切欠部とが長く且つ狭い髪入口を形成する、請求項１０に記載のヘアスタイリングデバ
イス。
【請求項１２】
　前記頂部ケーシングと前記ハンドルとを接続するための円形接続要素が設けられており
、前記円形接続要素の頂部は、前記下部本体の底部上に取り付けられており、幾つかの位
置決め切欠部が前記円形接続要素の底部に均等に設けられており、幾つかの対応する位置
決め突起が前記ハンドルの頂部に設けられており、前記位置決め切欠部と前記位置決め突
起との協働により、前記頂部ケーシングと前記ハンドルとの間に設けられる幾つかの取り
付け位置がある、請求項１１に記載のヘアスタイリングデバイス。
【請求項１３】
　それぞれが前記位置決め切欠部の１つに対応する幾つかの隆起が前記下部本体の底部の
外部表面に設けられている、請求項１２に記載のヘアスタイリングデバイス。
【請求項１４】
　前記駆動アセンブリは、内部歯付き表面が設けられた回転可能なリングと、前記回転可
能なリングの前記内部歯付き表面に係合する歯車と、前記歯車を駆動するために設けられ
た第１のモータとを含み、前記回転可能な円筒状シェルは、前記回転可能なリング上に取
り付けられ、前記第１のモータは制御アセンブリと接続されており、且つ前記制御アセン
ブリによって制御される、請求項１に記載のヘアスタイリングデバイス。
【請求項１５】
　前記駆動アセンブリは、回転可能なリングと、シャフトと、モータとを含み、前記回転
可能なリングは前記シャフトを介して前記モータに接続され、且つ前記モータによって駆
動され、前記回転可能な円筒状シェルは前記回転可能なリング上に取り付けられており、
及び前記モータは、制御アセンブリと接続されており、且つ前記制御アセンブリによって
制御される、請求項１に記載のヘアスタイリングデバイス。
【請求項１６】
　前記風供給アセンブリは、風路と、前記風路内に配置された加熱要素と、前記風路の下
端部に配置されたファンブレードと、前記ファンブレードを駆動するために設けられた第
２のモータとを含む、請求項１に記載のヘアスタイリングデバイス。
【請求項１７】
　前記ヘアスタイリングデバイスは、前記頂部ケーシング内に取り付けられたホルダと、
前記ホルダ上に固定され、且つ前記頂部ケーシングの頂部に形成された通し穴を通ること
によって前記内部円筒状シェルの内部に配置された吸水要素とを含むヘアケアアセンブリ
を更に含む、請求項２に記載のヘアスタイリングデバイス。
【請求項１８】
　前記内部円筒状シェルは、金属製の管状構造を含む熱伝導円筒状シェルである、請求項
１に記載のヘアスタイリングデバイス。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　[0001]　本発明は、ヘアスタイリングデバイスに関する。
【背景技術】
【０００２】
　[0002]　社会の発展及び生活水準の向上によって人々の美的水準も上昇している。個性
及びファッションは美の点において流行のものとなる。髪は、人々の美を高めるために様
々な手法でスタイリングされ得る。現在、ヘアスタイリングデバイスによって得られる巻
き毛は、最も人気のある髪型の１つである。
【０００３】
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　[0003]　従来のヘアスタイリングデバイスの場合、髪は、一般に、金属棒の高温によっ
てカールさせるために、加熱された金属棒に巻き付けられる必要がある。例えば、中国特
許出願公開中国特許第１０２７８３８０３号に開示されているように、カーリングアイロ
ンは、本体と、アルミニウム管と、他の要素とを含み、アルミニウム管内部に配置された
加熱要素と、第１のアルミニウムバネと、第２のアルミニウムバネと（第１のアルミニウ
ムバネ及び第２のアルミニウムバネは両方ともアルミニウム管上に配置されている）を更
に含む。このカーリングアイロンを用いることにより髪を巻く場合、髪は第１のアルミニ
ウムバネと第２のアルミニウムバネとの間に配置され、その後、髪は熱伝導によって加熱
され、最終的に、デザインが完成される。カーリングアイロンは巻き毛を得るために使用
され得るが、カーリングアイロンは以下の欠点を有する：熱伝導アルミニウム管及びその
バネへの曝露により、カーリングアイロンの使用中、特に、使用者が自らの髪を手入れす
るためにカーリングアイロンを使用する場合、使用者の肌は容易に火傷し得、内から外へ
の熱伝導により動作するような加熱要素の使用により、アルミニウム管の周りに最初に巻
き付けられた髪と最後に巻き付けられた髪とが異なる温度を有し、その結果、最も内側の
髪は高温により容易にダメージを受け、従って、その艶を失う場合があり、外側の髪は容
易に形作られることができない。従って、スタイリング結果は所望の品質のものではなく
、不自然に見える。
【０００４】
　[0004]　このことに鑑み、上述の技術的な事項を解決するために、良好な髪のカーリン
グ効果を生じさせ、且つより良好な安全特性を有するヘアスタイリングデバイスを提供す
る必要がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　[0005]　本発明の目的は、良好なカーリング効果を生じさせると共に、より良好な安全
特性を有するヘアスタイリングデバイスを提供することにより、従来技術の欠点を克服す
ることである。本発明は、独立請求項によって定義され、従属請求項は有利な実施形態を
定義する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　[0006]　上記目的を達成するために、ヘアスタイリングデバイスが提供され、ヘアスタ
イリングデバイスは、ハンドルと、ハンドルの頂部に接続された頂部ケーシングとを含む
筺体であって、頂部ケーシングが、頂部ケーシング上に形成された髪入口と、頂部ケーシ
ングの頂部に形成された空気出口とを有し、ハンドルが、ハンドルの底部に形成された空
気入口を有する、筐体と、筺体内部に配置されたカーリングアセンブリであって、頂部ケ
ーシングの内部に固定されており、且つ内部に形成された通し穴が設けられた内部円筒状
シェルと、内部円筒状シェルを囲む回転可能な円筒状シェルと、回転可能な円筒状シェル
と接続された駆動アセンブリであって、髪入口を通る髪を内部円筒状シェルに巻き付ける
ために、内部円筒状シェルの周りを回転するように回転可能な円筒状シェルを駆動するた
めの駆動アセンブリとを含む、カーリングアセンブリと、筺体の内部に配置された風供給
アセンブリであって、頂部ケーシング内の髪に熱風及び冷風を供給するための風供給アセ
ンブリと、駆動アセンブリ及び風供給アセンブリと接続された制御アセンブリであって、
ヘアスタイリングデバイスの動作状態を制御するための制御アセンブリとを含む。
【０００７】
　[0007]　本発明の一態様では、空気出口上方に、ウインドシールドの両面に向かって熱
風／冷風を案内するためのウインドシールドが設けられる。
【０００８】
　[0008]　本発明の一態様では、内部円筒状シェルの頂部は頂部ケーシングの上部中心領
域に固定され、上部中心領域の周りに空気出口が配置されている。
【０００９】
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　[0009]　本発明の一態様では、空気出口はキャンバー付きの穴であり、及びウインドシ
ールドは、キャンバー付きプレートの内縁及び外縁に向かって熱風／冷風を案内するため
の対応するキャンバー付きプレートである。
【００１０】
　[0010]　本発明の一態様では、空気案内要素が内部円筒状シェルの底部に配置されてお
り、空気案内要素は、内部円筒状シェルの底部に固定された上部開口部と、上部開口部の
直径よりも大きい直径を有し、且つハンドルの風路の出口に直接面する底部開口部とを含
む。
【００１１】
　[0011]　本発明の一態様では、回転可能な円筒状シェルは、少なくとも、回転可能な円
筒状シェル上に形成された上切欠部と、少なくとも、上切欠部の側部に形成され、且つ上
切欠部に向かって曲がっているフック式構造とを有する。
【００１２】
　[0012]　本発明の一態様では、回転可能な円筒状シェルは、２つの上切欠部と、２つの
フック式構造とを有し、２つのフック式構造は反対方向に、且つそれぞれ対応する上切欠
部に向かって曲がっている。
【００１３】
　[0013]　本発明の一態様では、少なくとも、耐熱弾性材料で作製された弾性ストリップ
が、回転可能な円筒状シェルの内壁に、回転可能な円筒状シェルの長手方向に沿って配置
されており、且つ内部円筒状シェルの周りに巻き付けられた髪に圧力を付与するために内
部円筒状シェルに向かって延びている。
【００１４】
　[0014]　本発明の一態様では、３つの弾性ストリップが、回転可能な円筒状シェルの内
壁に均等に配置されている。
【００１５】
　[0015]　本発明の一態様では、回転可能な円筒状シェルの下部の外部表面に円形フラン
ジが形成されており、及び回転可能な円筒状シェルの下部は頂部ケーシングの底部に取り
付けられており、且つ円形フランジと協働するリング部分により頂部ケーシングに対して
回転可能である。
【００１６】
　[0016]　本発明の一態様では、頂部ケーシングは上部本体と下部本体とを含み、少なく
ともロック要素が上部本体の底縁部に設けられ、及び少なくとも対応する溝が下部本体の
上縁部に設けられ、上部本体と下部本体とはロック要素と溝との協働によって組み合わせ
られている。
【００１７】
　[0017]　本発明の一態様では、断熱材料で作製された解放ボタンがロック要素の外部表
面上に配置されており、解放ボタンを押すと、ロック要素が溝から解放されることが可能
である。
【００１８】
　[0018]　本発明の一態様では、上部本体は、上部本体の側部表面に形成され、且つ上部
本体の頂面へと延びる第１の切欠部を有し、下部本体は、その側部表面に形成された第２
の切欠部を有し、上部本体と下部本体とが組み合わせられると、第１の切欠部と第２の切
欠部とが長く且つ狭い髪入口を共に形成する。
【００１９】
　[0019]　本発明の一態様では、頂部ケーシングとハンドルとを接続するための円形接続
要素が設けられており、円形接続要素の頂部は、下部本体の底部上に取り付けられており
、幾つかの位置決め切欠部が円形接続要素の底部に均等に設けられており、幾つかの対応
する位置決め突起がハンドルの頂部に設けられており、位置決め切欠部と位置決め突起と
の協働により、頂部ケーシングとハンドルとの間に設けられる幾つかの取り付け位置があ
る。
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【００２０】
　[0020]　本発明の一態様では、それぞれが位置決め切欠部の１つに対応する幾つかの隆
起が下部本体の底部の外部表面に設けられている。
【００２１】
　[0021]　本発明の一態様では、頂部ケーシングは断熱材料で作製されており、又は頂部
ケーシングの内壁は断熱材料で作製された断熱層によって被覆されている。
【００２２】
　[0022]　本発明の一態様では、駆動アセンブリは、内部歯付き表面が設けられた回転可
能なリングと、回転可能なリングの内部歯付き表面に係合する歯車と、歯車を駆動するた
めに設けられた第１のモータとを含み、回転可能な円筒状シェルは、回転可能なリング上
に取り付けられ、及び第１のモータは制御アセンブリと接続されており、且つ制御アセン
ブリによって制御される。或いは、駆動アセンブリは、回転可能なリングと、シャフトと
、モータとを含み、回転可能なリングはシャフトを介してモータに接続され、且つモータ
によって駆動され、回転可能な円筒状シェルは回転可能なリング上に取り付けられており
、及びモータは、制御アセンブリと接続されており、且つ制御アセンブリによって制御さ
れる。
【００２３】
　[0023]　本発明の一態様では、風供給アセンブリは、風路と、風路内に配置された加熱
要素と、風路の下端部に配置されたファンブレードと、ファンブレードを駆動するために
設けられた第２のモータとを含み、風路は、回転可能な円筒状シェルの下端部に直接面す
る上端部を有し、ファンブレードはハンドルの底部に形成された空気入口に直接面してお
り、及び加熱要素と第２のモータとの両方は、制御アセンブリと接続されており、且つ制
御アセンブリによって制御される。
【００２４】
　[0024]　本発明の一態様では、制御アセンブリは、幾つかの制御ボタンを含み、その全
てがハンドルの表面上に露出されており、制御ボタンは、左／右回転ボタンと、冷風ボタ
ンと、風速度／切換ボタンとを含む。
【００２５】
　[0025]　本発明の一態様では、ヘアスタイリングデバイスは、頂部ケーシング内に取り
付けられたホルダと、ホルダ上に固定され、且つ頂部ケーシングの頂部に形成された通し
穴を通ることによって内部円筒状シェルの内部に配置された吸水要素とを含むヘアケアア
センブリを更に含む。
【００２６】
　[0026]　従来技術と比較すると、本発明は、本発明のヘアスタイリングデバイスを使用
することにより髪を巻く場合、髪が内部円筒状シェルの周りに巻き付けられ得、この段階
において、熱伝導円筒状シェルの周りに巻き付けられた髪に熱風が供給されるため、髪が
均一に加熱され、その後、最終的に形作られるなどの多くの利点を有する。この結果、髪
へのダメージが少なくなり、髪はより自然に見える。加えて、内部円筒状シェルが筺体内
部に配置されていることから使用者の肌が火傷しないため、より良好な安全特性を有する
。
【００２７】
　[0027]　本発明の実施形態を説明するために使用される添付の図面を組み合わせること
で、以下の詳細な説明から本発明のより良い理解が得られるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】[0028]　本発明の第１の実施形態によるヘアスタイリングデバイスの斜視図であ
る。
【図２】[0029]　図１に示されるヘアスタイリングデバイスの分解図である。
【図３】[0030]　図１に示されるヘアスタイリングデバイスの部分分解図である。
【図４】[0031]　図１に示されるヘアスタイリングデバイスの回転可能な円筒状シェルの
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斜視図である。
【図５】[0032]　図１に示されるヘアスタイリングデバイスの別の部分分解図である。
【図６】[0033]　本発明の第１の実施形態によるヘアスタイリングデバイスの内部構造を
示す。
【図７】[0034]　本発明の第１の実施形態による、動作時のヘアスタイリングデバイスを
示す。
【図８】[0035]　本発明の第２の実施形態によるヘアスタイリングデバイスの斜視図であ
る。
【図９】[0036]　図８に示されるヘアスタイリングデバイスの分解図である。
【図１０】[0037]　図８に示されるヘアスタイリングデバイスの部分分解図である。
【図１１】[0038]　図８に示されるヘアスタイリングデバイスの空気出口を示す。
【図１２】[0039]　図８に示されるヘアスタイリングデバイスの回転可能な円筒状シェル
及び内部円筒状シェルを示す。
【図１３】[0040]　本発明の第２の実施形態による、ヘアスタイリングデバイスの内部構
造を示すと共に、熱風／冷風の流れの向きを示す。
【図１４】[0041]　本発明の第２の実施形態による、動作時のヘアスタイリングデバイス
を示す。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　[0042]　実施形態の技術的解決策が、以下、本発明の実施形態の図を組み合わせること
によって明確に且つ完全に記載され、図中の類似の参照符号は、類似の構成要素を示す。
本発明の実施形態に基づき、当業者には、創造的な作業なしに他の実施形態が作製され得
る。また、こうしたあらゆる実施形態は本発明の保護の範囲内にある。
【００３０】
　[0043]　図１～図６は、本発明の第１の実施形態によるヘアスタイリングデバイスを示
す。図１～図６を参照すると、この実施形態では、ヘアスタイリングデバイス１０は、筺
体１１０と、カーリングアセンブリ１２０と、風供給アセンブリ１３０と、制御アセンブ
リ１４０とを含む。カーリングアセンブリ１２０、風供給アセンブリ１３０及び制御アセ
ンブリ１４０は全て筺体１１０の内部に配置されている。カーリングアセンブリ１２０は
、筺体１１０内の髪を巻くために設けられている。風供給アセンブリ１３０は、筺体１１
０内の髪に風力（冷風又は熱風）を供給するために設けられており、制御アセンブリ１４
０は、ヘアスタイリングデバイス１０全体の動作状態を制御するために設けられている。
【００３１】
　[0044]　図１～図３を参照すると、この実施形態の筺体１１０は、ハンドル１１１と、
ハンドル１１１の上に取り付けられた頂部ケーシング１１２とを含む。頂部ケーシング１
１２に髪入口１１３が形成されている。ハンドル１１１の底部に空気入口１１４が形成さ
れており、頂部ケーシング１１２の頂部に空気出口１１５が形成されている。この実施形
態などの幾つかの実施形態では、頂部ケーシング１１２は略球状の外形を有し、頂部ケー
シング１１２は、上部本体１１２ａと下部本体１１２ｂとを含み、その両方は組み合わせ
られている。上部本体１１２ａは、上部本体１１２ａ上に形成された第１の切欠部１１３
ａを有し、下部本体１１２ｂは下部本体１１２ｂ上に形成された第２の切欠部１１３ｂを
有する。上部本体１１２ａと下部本体１１２ｂとが組み合わせられると、第１の切欠部１
１３ａと第２の切欠部１１３ｂとが共に髪入口１１３を形成する。筺体が主として上部本
体１１２ａと、下部本体１１２ｂと、ハンドル１１１とを含むような別個の構造により、
頂部ケーシング１１２内のアセンブリユニットの取り付けが容易になる。
【００３２】
　[0045]　図２～図５を参照すると、この実施形態のカーリングアセンブリ１２０は、頂
部ケーシング１１２の内部に固定されており、内部に形成された通し穴が設けられた内部
円筒状シェル１２１と、内部円筒状シェル１２１を囲む回転可能な円筒状シェル１２２と
、回転可能な円筒状シェル１２２と接続された駆動アセンブリ１２３であって、髪入口１
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１３を通る髪を内部円筒状シェル１２１の周りに巻き付けるために、内部円筒状シェル１
２１の周りを回転するように回転可能な円筒状シェル１２２を駆動するための駆動アセン
ブリ１２３とを含む。
【００３３】
　[0046]　図３を参照すると、幾つかの実施形態では、例えば、この実施形態では、内部
円筒状シェル１２１の簡単な取り付けのために、幾つかの弾性脚１１６が頂部ケーシング
１１２の上部本体１１２ａの内部に設けられており、下方に延出している。この実施形態
では、弾性脚１１６の数は３つであり、弾性脚１１６のそれぞれは、その末端に形成され
たフック状の爪を有する。取り付けプロセスでは、内部円筒状シェル１２１は弾性脚１１
６によって形成された空間に押し込まれ得ると共に、フック状の爪によってこの空間内に
配置される。通し穴を有する内部円筒状シェル１２１は、熱風を通すことを可能にするの
に十分であるが、より良い効果を達成するために、この実施形態では、内部円筒状シェル
１２１は熱伝導円筒状シェルであることが好ましいことは理解される。以下、熱伝導円筒
状シェルは、内部円筒状シェルと同じ参照符号によって示される。熱伝導円筒状シェル１
２１は、金属製の管状構造を含む。このため、熱伝導円筒状シェル１２１は良好な熱伝導
率を有する。加えて、管状構造はその内部に形成された幾つかの通し穴を有する。このた
め、熱伝導円筒状シェル１２１の周りに巻き付けられた髪に熱風を行き渡らせることがで
きる。
【００３４】
　[0047]　図４を参照すると、幾つかの実施形態では、例えば、この実施形態では、回転
可能な円筒状シェル１２２は、２つの上切欠部１２２ａ、１２２ｂと、２つのフック式構
造１２２ｃ、１２２ｄとを有する。２つのフック式構造１２２ｃ、１２２ｄは一体型の構
造によって形成されており、これらはそれぞれ、反対方向に、対応する上切欠部１２２ａ
、１２２ｂに向かって曲がっている。図４に示されるように、フック式構造１２２ｃは矢
印Ｄの方向に曲がっている。即ち、フック式構造１２２ｃは上面から見て時計回り方向に
曲がっている。また、フック式構造１２２ｄは反対方向に曲がっている。即ち、フック式
構造１２２ｄは上面から見て反時計回り方向に曲がっている。回転可能な円筒状シェル１
２２が時計回り方向に回転すると、髪はフック式構造１２２ｃによって捕捉され得ると共
に、熱伝導円筒状シェル１２１の周りに時計回り方向に巻き付き、回転可能な円筒状シェ
ル１２２が反時計回り方向に回転すると、髪はフック式構造１２２ｄによって捕捉され得
ると共に、熱伝導円筒状シェル１２１の周りに反時計回り方向に巻き付く。当然ながら、
実際の必要に応じて髪を１つの方向（時計回り方向又は反時計回り方向）に巻くことのみ
が必要であれば、回転可能な円筒状シェル１２２は、僅か１つの上部切欠部及び１つの対
応するフック式構造を有するようにも設計され得る。
【００３５】
　[0048]　図５を参照すると、幾つかの実施形態では、例えば、この実施形態では、駆動
アセンブリ１２３は、内部歯付き表面が設けられた回転可能なリング１２３ａと、内部歯
付き表面に係合する歯車１２３ｂと、歯車１２３ｂを駆動するために設けられた第１のモ
ータ１２３ｃとを含む。回転可能な円筒状シェル１２２は回転可能なリング１２３ａ上に
取り付けられ、歯車１２３ｂは第１のモータ１２３ｃと接続され、第１のモータ１２３ｃ
によって駆動される。
【００３６】
　[0049]　図５及び図６を参照すると、この実施形態では、頂部ケーシング１１２内の髪
に冷風及び熱風を供給するための風供給アセンブリ１３０が筺体１１０の内部に配置され
ている。風供給アセンブリ１３０は、風路１３１と、風路１３１内に配置された加熱要素
（図示せず）と、風路１３１の下端部に配置されたファンブレード１３３と、ファンブレ
ード１３３を駆動するために設けられた第２のモータ１３２とを含む。風路は、回転可能
な円筒状シェル１２２の下端部に直接面する上端部を有する。ファンブレード１３３はハ
ンドル１１１の底部に形成された空気入口１１４に直接面する。第２のモータ１３２の動
作中、ファンブレード１３３は駆動されて外部空気を風路１３１内に吸い込み、更には、
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この空気が回転可能な円筒状シェル１２２に風路１３１を通じて伝送される。この段階に
おいて、加熱要素が動作していれば熱風が生じ、そうでなければ自然の風（冷風）が生じ
る。
【００３７】
　[0050]　図５及び図６を参照すると、この実施形態では、ヘアスタイリングデバイス１
０の動作状態を制御するための制御アセンブリ１４０がカーリングアセンブリ１２０及び
風供給アセンブリ１３０と接続されている。幾つかの実施形態では、例えば、この実施形
態では、制御アセンブリ１４０は、幾つかの制御ボタンを含み、そのそれぞれがハンドル
１１１の表面上に露出されている。制御ボタンは、左／右回転ボタン１４１と、冷風ボタ
ン１４２と、風速度／切換ボタン１４３とを含む。左／右回転ボタン１４１により、第１
のモータ１２３ｃの軸線の回転の方向が制御され得る。これにより、回転可能な円筒状シ
ェル１２２の回転の方向を制御する。冷風ボタン１４２を押すことにより、風供給アセン
ブリ１３０の加熱要素は動作しないように制御され得る。これにより、自然の風が供給さ
れる（冷風ボタン１４２が押されない場合は、熱風が既定の選択である）。また、風速度
／切換ボタン１４３を制御することにより、ヘアスタイリングデバイス１０は電源をオン
又はオンにされ得ると共に、風速度が調整され得る。当然ながら、制御アセンブリ１４０
は、ヘアスタイリングデバイス１０全体を制御するための制御回路を更に含む。第１のモ
ータ１２３ｃ、第２のモータ１３２、加熱要素及び制御ボタンは全て、制御回路と接続さ
れており、制御回路によって、制御ボタンは、第１のモータ１２３ｃ、第２のモータ１３
２及び加熱要素を制御する。制御回路の実施及び作動原理の両方について当業者には既知
であり、ここで繰り返される必要はない。
【００３８】
　[0051]　図２及び図３を参照すると、この実施形態などの幾つかの実施形態では、ヘア
スタイリングデバイスは、ヘアケアアセンブリ１５０を更に含む。ヘアケアアセンブリ１
５０は、頂部ケーシング１１２内に取り付けられたホルダ１５１と、ホルダ１５１上に固
定され、頂部ケーシング１１２の頂部に形成された通し穴１１７を通ることによって熱伝
導円筒状シェル１２１の内部に配置された吸水要素１５２とを含む。この好適な実施形態
においては、ホルダ１５１は、ヘッド部分１５１ａと、ヘッド部分１５１ａと接続された
スピンドル部分１５１ｂとを含む。スピンドル部分１５１ｂは、その末端に形成された突
出テーパ部１５１ｃを含む。スピンドル部分１５１ｂは吸水要素１５２内を通る。そのた
め、吸水要素１５２はスピンドル部分１５１ｂ上に突出テーパ部１５１ｃによって固定さ
れる。吸水要素１５２は、高い水吸収性能を備えたスポンジ又は他の材料で作製され得る
。熱伝導円筒状シェル１２１内に取り付けられる前、吸水要素１５２は水、エッセンシャ
ルオイル又はヘアケア用の他の液体を吸収し得る。
【００３９】
　[0052]　図７を参照し、図１と図６とを組み合わせると、本発明によるヘアスタイリン
グデバイスを使用することにより髪を巻く場合、髪の根元の位置において髪の束を髪入口
１１３に入れ、その後、左又は右回転ボタンを押すことで十分である。駆動アセンブリ１
２３によって駆動されることで、回転可能な円筒状シェル１２２は使用者により選択され
た方向に回転する（左回転又は右回転）。回転中、髪入口１１３内の髪はフック式構造１
２２ｃ又はフック式構造１２２ｄによって捕捉され、その後、髪は対応する上切欠部１２
２ａ又は１２２ｂを通じて回転可能な円筒状シェル１２２と熱伝導円筒状シェル１２１と
の間の空間に入り、最後に、髪は熱伝導円筒状シェル１２１の周りに巻き付けられる。熱
伝導円筒状シェル１２１の周りに巻き付けられた髪は、風供給アセンブリ１３０によって
供給される熱風により形作られ、このプロセス中、ヘアケアアセンブリ１５０の吸水要素
１５２中の水又はエッセンシャルオイルは加熱され、気化し、最終的に、熱伝導円筒状シ
ェル１２１の周りに巻かれた髪に浸透し、それにより良好なヘアケアを達成する。
【００４０】
　[0053]　図８～図１４は、本発明の第２の実施形態によるヘアスタイリングデバイスを
示す。図８～図１４を参照すると、この実施形態においては、ヘアスタイリングデバイス
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２０は、筺体２１０と、カーリングアセンブリ２２０と、風供給アセンブリ２３０と、制
御アセンブリ２４０とを含む。この実施形態のヘアスタイリングデバイス２０はヘアケア
アセンブリなしで設けられる。この実施形態によれば、風供給アセンブリ２３０及び制御
アセンブリ２４０の両方は、第１の実施形態の構造と類似の構造を有するため、ここで繰
り返される必要はない。この実施形態の主な改良点は、頂部ケーシング２１２及びカーリ
ングアセンブリ２２０であり、この両方については、以下、詳細に記載される。
【００４１】
　[0054]　図８～図１０を参照すると、この実施形態では、頂部ケーシング２１２は略球
状の外形を有し、頂部ケーシング２１２は断熱材料で作製されている。又は、頂部ケーシ
ング２１２の内壁は、断熱材料で作製された断熱層によって被覆されている。この特定の
実施形態では、頂部ケーシング２１２は、上部本体２１２ａと下部本体２１２ｂとを含み
、これらは組み合わせられている。上部本体２１２ａは、上部本体２１２ａの側部表面に
形成され、上部本体２１２ａの頂面へと延びる第１の切欠部２１３ａを有し、下部本体２
１２ｂは、その側部表面に形成された第２の切欠部２１３ｂを有する。上部本体２１２ａ
と下部本体２１２ｂとが組み合わせられると、第１の切欠部２１３ａと第２の切欠部２１
３ｂとが長く且つ狭い髪入口２１３を共に形成する。
【００４２】
　[0055]　この好適な実施形態においては、少なくともロック要素２１４が上部本体２１
２ａの底縁部に設けられ、少なくとも対応する溝２１５が下部本体２１２ｂの上縁部に設
けられる。上部本体２１２ａと下部本体２１２ｂとはロック要素２１４と溝２１５との協
働によって組み合わせられている。解放ボタン２１４ａは、ロック要素２１４の外部表面
上に配置されている。解放ボタン２１４ａを押すと、ロック要素２１４は溝２１５から解
放されることが可能である。好ましくは、解放ボタン２１４ａは断熱材料で作製されてい
る。
【００４３】
　[0056]　この実施形態では、下部本体２１２ｂとハンドル２１１とを接続するための円
形接続要素２５０が設けられている。円形接続要素２５０の頂部は、下部本体２１２ｂの
底部に取り付けられている。円形接続要素２５０の底部に均等に設けられた幾つかの位置
決め切欠部２５１と、ハンドル２１１の頂部に設けられた幾つかの対応する位置決め突起
（図示せず）とがある。位置決め切欠部２５１と位置決め突起との協働により、頂部ケー
シング２１２とハンドル２１１との間に幾つかの取り付け位置が提供される。このような
設計に基づき、頂部ケーシング２１２の髪入口２１３とハンドル２１１上の制御ボタンと
の間の相対位置を変更して使用を容易にするために、使用者は実際のニーズに応じて取り
付け位置の任意の１つを選択することができる。好ましくは、位置決め切欠部２５１を対
応する位置決め突起と容易に且つ迅速に位置合わせするために、位置決め突起の１つは、
冷風ボタン２４１と位置合わせされる位置に配置されており、幾つかの三角形の隆起２１
７（そのそれぞれは位置決め切欠部２５１の１つに対応する）が下部本体２１２ｂの底部
の外部表面に設けられている。頂部ケーシング２１２を取り付ける際、隆起２１７の各１
つを冷風ボタン２４１と位置合わせすることにより、頂部ケーシング２１２はハンドル２
１１上に正確に且つ迅速に取り付けられる。
【００４４】
　[0057]　図９及び図１０を参照すると、この実施形態のカーリングアセンブリ２２０は
、頂部ケーシング２１２の内部に固定されており、内部に形成された通し穴が設けられた
熱伝導円筒状シェル２２１と、熱伝導円筒状シェル２２１を囲む回転可能な円筒状シェル
２２２と、回転可能な円筒状シェル２２２と接続された駆動アセンブリ２２３とを含む。
髪入口２１３を通る髪を熱伝導円筒状シェル２２１の周りに巻き付けるために、駆動アセ
ンブリ２２３は、回転可能な円筒状シェル２２２を駆動して熱伝導円筒状シェル２２１の
周りを回転させるために使用される。
【００４５】
　[0058]　好ましくは、この実施形態では、熱伝導円筒状シェル２２１の頂部は上部本体



(11) JP 2017-522138 A 2017.8.10

10

20

30

40

50

２１２ａの上部中心領域２１６に直接固定されている。熱伝導円筒状シェル２２１には、
その底部に配置された空気案内要素２２４が設けられている。空気案内要素２２４は、上
部開口部と、上部開口部の直径よりも大きい直径を有する底部開口部とを含む。上部開口
部は、熱伝導円筒状シェル２２１の底部に固定されており、底部開口部はハンドル２１１
の風路の出口に直接面する（図１３及び図１４に示されるように）。空気案内要素２２４
により、熱風／冷風の略全てが熱伝導円筒状シェル２２１内に案内される。
【００４６】
　[0059]　図１０及び図１１を参照すると、この実施形態では、空気出口２１５は上部中
心領域２１６を囲んでいる。空気出口２１５はキャンバー付きの穴であり、図１２に示さ
れるように、空気出口２１５の上方に、ウインドシールド２１５ａの、それぞれ内縁及び
外縁に向かって熱風／冷風を案内するためのウインドシールド２１５ａが設けられている
。ウインドシールド２１５ａは、熱風／冷風が操作者の顔に直接吹き込むことを防ぐため
に設けられる。空気出口２１５は、上部本体２１２ａの上部中心領域２１６の周りに分配
された幾つかの丸穴を含み得ると共に、熱風／冷風を案内するために、丸穴の上方に、対
応する丸みのあるウインドシールドが設けられていることに留意されたい。
【００４７】
　[0060]　図１２を参照すると、この実施形態では、回転可能な円筒状シェル２２２は、
第１の実施形態の回転可能な円筒状シェル１２２の構造と類似の構造を有する。例えば、
回転可能な円筒状シェル２２２は、２つの上切欠部２２２ａ、２２２ｂと、その上に形成
された２つのフック式構造２２２ｃ、２２２ｄとを有する。２つのフック式構造２２２ｃ
、２２２ｄは一体型の構造によって形成されており、これらはそれぞれ、対応する上切欠
部２２２ａ、２２２ｂに向かって反対方向に曲がっている。また、この好ましい実施形態
においては、回転可能な円筒状シェル２２２の内壁に、その長手方向に沿って配置された
、シリコーンなどの耐熱弾性材料で作製された３つの弾性ストリップ２２２ｅがあり、そ
れらは熱伝導円筒状シェル２２１の周りに巻き付けられた髪に圧力を付与するために熱伝
導円筒状シェル２２１に向かって延びる。この好適な実施形態においては、弾性ストリッ
プ２２２ｅは回転可能な円筒状シェル２２２内に均等に分配されている。弾性ストリップ
２２２ｅの数は３つに限らず、実際のニーズに応じて変更され得るものであり、例えば、
その数は１つ又は２つであり得ることに留意されたい。
【００４８】
　[0061]　図１２及び図９を参照すると、この実施形態では、回転可能な円筒状シェル２
２２の下部の外部表面に円形フランジ２２２ｆが形成されている。回転可能な円筒状シェ
ル２２２の下部は下部本体２１２ｂの底部に取り付けられており、円形フランジ２２２ｆ
と協働するリング部分２１８により、頂部ケーシング２１２に対して回転することが可能
である。下部本体２１２ｂがハンドル２１１上に取り付けられた後、回転可能な円筒状シ
ェル２２２は駆動アセンブリ２２３の回転可能なリング２２３ａ上に取り付けられ、駆動
アセンブリ２２３の動作中、頂部ケーシング２１２に対して回転することが可能である。
図１３を参照すると、この実施形態による駆動アセンブリ２２３は、前記回転可能なリン
グ２２３ａと、シャフト２２３ｂと、モータ２２３ｃとを含む。回転可能な円筒状シェル
２２２は回転可能なリング２２３ａ上に取り付けられ、回転可能なリング２２３ａ上によ
って駆動される。回転可能なリング２２３ａはシャフト２２３ｂを介してモータ２２３ｃ
に接続されている。モータ２２３ｃはシャフト２２３ｂを介して回転可能なリング２２３
ａを駆動し、回転可能なリング２２３ａは更に、回転可能な円筒状シェル２２２を駆動す
る。第１の実施形態と同様に、モータ２２３ｃは制御アセンブリと接続され、制御アセン
ブリによって制御される。
【００４９】
　[0062]　図８～図１４を参照すると、第２の実施形態によるヘアスタイリングデバイス
２０を使用することによって髪が巻かれることになる場合、まず、風速度／切換ボタン２
４２を押すことによりヘアスタイリングデバイス２０をオンにし、次に、髪の根元の位置
の髪の束を髪入口２１３に入れ、最後に、実際のニーズに応じて左又は右回転ボタン２４
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２２２は、使用者によって選択された方向に回転する（左回転又は右回転）。回転可能な
円筒状シェル２２２の回転中、髪入口１１３内の髪はフック式構造２２２ｃ又はフック式
構造２２２ｄによって捕捉され、その後、髪は、対応する上切欠部２２２ａ又は２２２ｂ
を通じて、回転可能な円筒状シェル２２２と熱伝導円筒状シェル２２１との間の空間に入
り、最後に、髪は熱伝導円筒状シェル２２１の周りに巻き付けられる。図１３に示される
ように、風供給アセンブリによって供給される熱風は、空気案内要素２２４の案内下で熱
伝導円筒状シェル２２１内に入り、その後、熱伝導円筒状シェル２２１内の通し穴を通じ
て熱伝導円筒状シェル２２１と回転可能な円筒状シェル２２２との間の空間内に入り、そ
れにより熱伝導円筒状シェル２２１の周りに巻き付けられた髪が風供給アセンブリ２３０
によって供給される熱風により形作られる。加えて、熱伝導円筒状シェル２２１の熱伝導
により、カーリングの効果が更に向上される。
【００５０】
　[0063]　結論として、本発明は、本発明のヘアスタイリングデバイスを使用することに
より髪を巻く場合、髪が熱伝導円筒状シェルの周りに巻き付けられ得、この段階において
、熱伝導円筒状シェルの周りに巻き付けられた髪に熱風が供給されるため、髪が均一に加
熱され、その後、最終的に形作られるなどの多くの利点を有する。この結果、髪へのダメ
ージが少なくなり、髪はより自然に見える。加えて、熱伝導円筒状シェルが筺体内部に配
置されていることから使用者の肌が火傷しないため、より良好な安全特性を有する。
【００５１】
　[0064]　本発明は最も実用的且つ好適な実施形態であると現在考えられているものと共
に記載されているが、本発明は開示される実施形態に限定されず、むしろ本発明の範囲内
に含まれる種々の改良形態及び均等な配置構成を包含することが意図されることは理解さ
れるべきである。

【図１】 【図２】
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【図１３】 【図１４】
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