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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　送風機を収容する本体ケースと、前記本体ケースに取着されるノズルとを備え、前記ノ
ズルの先端には、前記送風機に圧送された送風が収束されて吹き出される吹出口が形成さ
れた頭皮ケア装置において、
　前記ノズルを回転させる回転機構を備えるとともに、
　前記吹出口は、断面が全体として細長の矩形状に形成されて、前記ノズルの回転軸を基
準とした非同心円形状に形成されており、
　前記吹出口の長手方向の中央部に、該吹出口を閉塞する閉塞部を備え、
　前記閉塞部により、前記吹出口が該閉塞部の両側に設けられた二つの流路に区画される
こと、
　を特徴とする頭皮ケア装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の頭皮ケア装置において、
　前記送風を加熱するヒータを備えること、を特徴とする頭皮ケア装置。
【請求項３】
　請求項１又は請求項２に記載の頭皮ケア装置において、
　前記送風の吹出方向に液体を噴霧する液体噴霧装置を備えること、
　を特徴とする頭皮ケア装置。
【請求項４】
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　請求項１～請求項３の何れか一項に記載の頭皮ケア装置において、
　帯電微粒子を発生可能な帯電微粒子発生装置を備えること、
　を特徴とする頭皮ケア装置。
【請求項５】
　請求項１～請求項４の何れか一項に記載の頭皮ケア装置において、
　前記ノズルは、前記本体ケースに対して着脱可能であること、
　を特徴とする頭皮ケア装置。
【請求項６】
　請求項１～請求項５の何れか一項に記載の頭皮ケア装置において、
　前記回転機構は、前記送風機のモータにより駆動されること、
　を特徴とする頭皮ケア装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、送風を吹き付けることにより頭皮のマッサージを行なう頭皮ケア装置に関す
るものである。
【背景技術】
【０００２】
　通常、上記のような頭皮ケア装置は、送風機を収容する本体ケースと、同本体ケースに
取着されるノズルとを備えている。即ち、使用者は、ノズルの先端に形成された吹出口か
ら吹き出される送風を頭皮に吹き付けることにより、その風圧によるマッサージ効果（血
行促進とそれによる頭皮細胞及び毛根（毛母細胞）の活性化等）を得ることができる。そ
して、更に、例えば、特許文献１に記載の頭皮ケア装置では、ノズル先端にイボ状突起を
有するローラーを突設し、同ローラーを頭皮に接触させた状態で使用することにより、併
せて、当該イボ状突部の押圧によるマッサージ効果を得ることが可能となっている。
【特許文献１】特開２００８－１４８８４８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、上記従来の構成には、その送風の吹き付け位置を移動させる際にローラ
ーが毛髪に絡みつき切れ毛や脱毛を起こしてしまう可能性がある。また、使用時の風音や
風圧は、多分に個々人の趣向に依存するものであり、ノズル先端から突設されたローラー
により規定されるその送風の吹き付け距離が、必ずしも全ての使用者に快適であるとはい
えない。そのため、その風音や風圧に使用者が違和感を覚えるおそれがあり、この点にお
いて、なお改善の余地を残すものとなっていた。
【０００４】
　本発明は、上記問題点を解決するためになされたものであって、その目的は、安全且つ
快適な使用感を確保しつつ、より高いマッサージ効果を得ることのできる頭皮ケア装置を
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、送風機を収容する本体ケース
と、前記本体ケースに取着されるノズルとを備え、前記ノズルの先端には、前記送風機に
圧送された送風が収束されて吹き出される吹出口が形成された頭皮ケア装置において、前
記ノズルを回転させる回転機構を備えるとともに、前記吹出口は、断面が全体として細長
の矩形状に形成されて、前記ノズルの回転軸を基準とした非同心円形状に形成されており
、前記吹出口の長手方向の中央部に、該吹出口を閉塞する閉塞部を備え、前記閉塞部によ
り、前記吹出口が該閉塞部の両側に設けられた二つの流路に区画されること、を要旨とす
る。
【０００６】
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　上記構成によれば、吹出口からの送風が吹き付けられる頭皮の位置は、ノズルの回転に
より移動する。その結果、より幅広い範囲のマッサージが可能となる。更に、ノズルの回
転に伴い送風方向が変化することにより毛髪が掻き分けられる。これにより、より直接的
に送風を頭皮に吹き付けることが可能になる。その結果、安全且つ快適な使用感を実現し
つつ、より高いマッサージ効果を得ることができるようになる。
【０００７】
　また、上記構成によれば、局所的に風圧を上昇させて、そのマッサージ効果を高めるこ
とができる。さらに、ノズルが回転することで複数の流束が螺旋状となり、その相乗効果
によって風圧が高まるポイントが生ずる。そして、その高い風圧を利用することで、より
一層高いマッサージ効果を得ることができるようになる。
【０００８】
　請求項２に記載の発明は、前記送風を加熱するヒータを備えること、を要旨とする。
　上記構成によれば、その吹出口から同ヒータにより加熱された温風を吹き出させること
が可能になる。その結果、そのマッサージ効果を高めるとともに、毛髪の乾燥機能をも付
加することができる。
【０００９】
　請求項３に記載の発明は、前記送風の吹出方向に液体を噴霧する液体噴霧装置を備える
こと、を要旨とする。
　請求項４に記載の発明は、帯電微粒子を発生可能な帯電微粒子発生装置を備えること、
を要旨とする。
【００１０】
　上記各構成によれば、その液剤や帯電微粒子による相乗効果を期待することができる。
　請求項５に記載の発明は、前記ノズルは、前記本体ケースに対して着脱可能であること
、を要旨とする。
【００１１】
　上記構成によれば、使用者の用途や趣向にあわせて、多種多様な形状のノズルを選択し
て用いることが可能になる。
　請求項６に記載の発明は、前記回転機構は、前記送風機のモータにより駆動されること
、を要旨とする。
【００１２】
　上記構成によれば、ノズル回転用のモータを設ける構成と比較して電気的構成が簡素に
なる。その結果、軽量化及び低コスト化を図ることができるようになる。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、安全且つ快適な使用感を確保しつつ、より高いマッサージ効果を得る
ことが可能な頭皮ケア装置を提供することにある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　（第１の実施形態）
　以下、本発明を具体化した第１の実施形態を図面に従って説明する。
　図１に示すように、本実施形態の頭皮ケア装置１は、略円筒状に形成された本体ケース
２を備えており、同本体ケース２内には、モータ３によりファン４を回転駆動する送風機
５が設けられている。
【００１５】
　本実施形態では、本体ケース２の軸方向端部の一方（後方開口部６、同図中、左側の端
部）には、吸入口７が形成されており、送風機５は、そのファン４の回転により、同吸入
口７から本体ケース２内に吸入された空気を他方側の軸方向端部（前方開口部８、同図中
、右側の端部）方向へと圧送する構成となっている。
【００１６】
　尚、本実施形態では、吸入口７には、網目状の格子部９が設けられており、これにより
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本体ケース２内への異物の吸引を防止する構成となっている。また、本体ケース２の側面
には、その軸線と略直交する方向に延設されたハンドル部１０が設けられており、同ハン
ドル部１０には、使用者により操作されるスイッチ１１、モータ制御基板１２、及びモー
タ制御基板１２と外部電源とを接続する給電コード１３が内蔵されている。そして、送風
機５（のモータ３）は、そのスイッチ１１に対する操作入力に応じたモータ制御基板１２
からの電力供給に基づき回転し、これにより上記の送風が行なわれる構成となっている。
【００１７】
　また、本実施形態体では、本体ケース２の前方開口部８には、送風機５により圧送され
た送風を収束して吹き出すためのノズル１５が取着されている。
　図２に示すように、本実施形態のノズル１５は、本体ケース２に取着される基端部１６
側が当該本体ケース２の前方開口部８の形状にあわせて円筒状に形成される一方、吹出口
１７の形成された先端部１８は扁平角筒状をなしている。即ち、本実施形態のノズル１５
では、その外径を軸方向に沿って徐々に絞り込むことにより基端部１６側から先端部１８
側へと形状を徐々に変化させることで、その断面積を減少させている。つまり、その内部
を通過する送風を収束して流速を高めることが可能となっている。そして、本実施形態の
頭皮ケア装置１では、このように構成されたノズル１５は、本体ケース２の前方開口部８
に対して回転自在に取着されるとともに、その軸線Ｌを回転軸として同ノズル１５を回転
させる回転機構１９が設けられている。
【００１８】
　詳述すると、図１に示すように、本実施形態では、本体ケース２の前方開口部８には、
外径が小さく設定された小径部２０が形成されている。具体的には、この小径部２０の外
径は、ノズル１５の基端部１６の内径よりも僅かに小さく設定されている。そして、ノズ
ル１５は、その基端部１６が当該小径部２０に遊嵌されることにより、本体ケース２に対
し、その軸線Ｌを中心として回転自在に取着されている。
【００１９】
　また、本実施形態では、本体ケース２の前方開口部８近傍には、上記回転機構１９を収
容する収容部２１が形成されており、同収容部２１には、モータ２２と同モータ２２によ
り回転駆動されるロータ２３が収容されている。
【００２０】
　具体的には、モータ２２は、上記送風機５の駆動源であるモータ３と同様、モータ制御
基板１２からの電力供給に基づき回転する。また、ロータ２３は、上記のように小径部２
０に遊嵌されたノズル１５の基端部１６、詳しくは、その外周面２５に当接されている。
尚、本実施形態では、ロータ２３は、ゴム系素材のような摩擦力の大きな弾性部材により
形成されている。そして、本実施形態の回転機構１９は、ハンドル部１０に設けられたス
イッチ１１に対する操作入力による送風機５の作動、即ち送風開始とともに、その駆動源
であるモータ２２の回転がロータ２３を介してノズル１５に伝達されることにより、同ノ
ズル１５を回転させる構成となっている（図３参照）。
【００２１】
　次に、上記のように構成された頭皮ケア装置１の使用例について説明する。
　使用者は、そのノズル１５の先端側を頭部に向けた状態で頭皮ケア装置１のハンドル部
１０を把持し、同ハンドル部１０に設けられたスイッチ１１を操作する。そして、吹出口
１７から吹き出される送風を頭皮に吹き付けることにより、そのマッサージを行なうこと
が可能となっている。
【００２２】
　尚、このような送風の吹き付けによるマッサージは、その頭皮に吹き付けられる風圧が
、約２５～１２５ｋＰａ（キロパスカル）程度である場合に高い効果を得ることができ、
更に、約５０～６０ｋＰａ程度である場合にその効果が最大となる。そして、本実施形態
の頭皮ケア装置１では、上記ハンドル部１０に設けられたスイッチ１１を操作することに
より、その吹出口１７から約１００ｍｍ離れた送風位置において上記のような最適範囲の
風圧が得られるように構成されている。つまり、本実施形態の頭皮ケア装置１は、そのノ
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ズル１５をマッサージしようとする部位から約１００ｍｍ程度離した位置において使用す
ることが望ましい。
【００２３】
　また、図２に示すように、本実施形態におけるノズル１５の先端部１８は扁平角筒状に
形成されており、当該先端部１８に形成された吹出口１７もまた、その断面が細長の矩形
状となっている。即ち、吹出口１７は、ノズル１５の回転軸（軸線Ｌ）に対して非同心円
形状に形成されており、当該吹出口１７からの送風が吹き付けられる頭皮の位置は、その
ノズル１５の回転により移動する。そして、本実施形態では、これにより、より幅広い範
囲のマッサージが可能となっている。また、ノズル１５の回転に伴い送風方向が変化する
ことにより毛髪が掻き分けられ、これにより直接的に送風が頭皮に吹き付けることが可能
になる。そして、本実施形態では、これにより、安全且つ快適な使用感を実現しつつ、よ
り高いマッサージ効果を得ることが可能な構成となっている。
【００２４】
　尚、上記のような効果を得るためには、ノズル１５の回転速度は、約６０～２４０ｒｐ
ｍ程度であることが望ましく、更には約１００～１３０ｒｐｍであることがより好ましい
。そして、本実施形態では、上記ハンドル部１０に設けられたスイッチ１１を操作するこ
とにより、そのノズル１５の回転速度をこのような最適な範囲内に制御することが可能と
なっている。
【００２５】
　以上、本実施形態によれば、以下のような作用・効果を得ることができる。
　頭皮ケア装置１は、略円筒状に形成された本体ケース２と送風機５とを備える。また、
本体ケース２の前方開口部８には、送風機５により圧送された送風を収束して吹き出すノ
ズル１５が回転自在に取着されるとともに、その軸線Ｌを回転軸として同ノズル１５を回
転させる回転機構１９が設けられている。そして、その先端部１８に形成された吹出口１
７の断面は細長の矩形状に形成、即ち、そのノズル１５の回転軸（軸線Ｌ）を基準とした
非同心円形状に形成される。
【００２６】
　上記構成によれば、吹出口１７からの送風が吹き付けられる頭皮の位置は、そのノズル
１５の回転に伴って移動する。その結果、より幅広い範囲のマッサージが可能となる。更
に、ノズル１５の回転に伴い送風方向が変化することにより毛髪が掻き分けられる。これ
により、より直接的に送風を頭皮に吹き付けることが可能になる。その結果、安全且つ快
適な使用感を実現しつつ、より高いマッサージ効果を得ることができるようになる。
【００２７】
　（第２の実施形態）
　以下、本発明を具体化した第２の実施形態を図面に従って説明する。尚、説明の便宜上
、上記第１の実施形態と同一の構成については、同一の符号を付すことにより、その説明
を省略する。
【００２８】
　図４に示すように、本実施形態の頭皮ケア装置３１では、本体ケース２は、送風機５を
収容するとともに外周にハンドル部１０が設けられた外筒体３２と、同外筒体３２の内側
に同軸配置されるとともに軸受３３，３４により回転自在に支承された内筒体３５とによ
り構成されている。また、本実施形態では、ノズル１５は、その基端部１６が内筒体３５
の前方開口部３６（同図中、右側の軸方向端部）にスプライン嵌合されることにより、同
内筒体３５に対して相対回転不能に取着される。そして、本実施形態の回転機構３７は、
送風機５のモータ３を駆動源として、この内筒体３５とノズル１５とを一体に回転させる
構成になっている。
【００２９】
　詳述すると、本実施形態では、上記の内筒体３５は外筒体３２の前方開口部３８（同図
中、右側の軸方向端部）近傍に設けられている。また、送風機５の駆動源であるモータ３
は、外筒体３２の内部において同内筒体３５によりも後方（同図中、左側）に配置されて
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おり、モータ軸３９の先端に設けられたファン４は、同モータ軸３９を延伸することによ
り内筒体３５内に配置されている。そして、内筒体３５には、そのモータ軸３９の回転を
内筒体３５に伝達する伝達機構４０が設けられている。
【００３０】
　さらに詳述すると、図５に示すように、モータ軸３９には、第１のサンギヤ４１が設け
られている。また、内筒体３５の内周には、リングギヤ４２が形成されるとともに、この
リングギヤ４２には第２のサンギヤ４３が噛合されている。そして、これら第１のサンギ
ヤ４１及び第２のサンギヤ４３が第３のサンギヤ４４に噛合されることにより、モータ軸
３９と内筒体３５とが駆動連結されている。
【００３１】
　即ち、本実施形態では、その前方開口部３６にノズル１５が固定された内筒体３５と、
同内筒体３５とモータ軸３９とを駆動連結する伝達機構（上記各ギヤ（４１～４４））に
より、回転機構３７が形成されている。
【００３２】
　また、本実施形態では、内筒体３５内には、送風機５の送風を加熱するヒータ４５が設
けられている。尚、このヒータ４５は、ハンドル部１０内に収容されたヒータ制御基板４
６から供給される電力に応じた熱量を発生する構成となっており、作業者は、ハンドル部
１０に設けられたスイッチ１１を操作することにより、そのヒータ４５への電力供給量、
即ちヒータ４５の発熱を制御することが可能となっている。そして、ノズル１５の先端部
１８（の吹出口１７）からは、このヒータ４５により加熱された温風が吹き出される構成
となっている。
【００３３】
　尚、このような温風の吹き付けによるマッサージ効果は、その頭皮に吹き付けられる際
の温度が、約１０～５０℃程度であることが望ましく、更に、その効果は約３５～４２℃
である場合に最大となる。また、毛髪を乾燥させるためのドライヤーとして用いる場合、
その毛髪に吹き付けられる際の温度は、約６０～１５０℃程度であることが望ましく、更
には、約８０～１２０℃であることがより好ましい。そして、本実施形態の頭皮ケア装置
１では、上記ハンドル部１０に設けられたスイッチ１１を操作することによって、その吹
出口１７から約１００ｍｍ離れた送風位置において上記最適な温度範囲を有する温風が得
られるように構成されている。
【００３４】
　以上、本実施形態によれば、以下のような作用・効果を得ることができる。
　（１）本体ケース２は、送風機５を収容する外筒体３２と、同外筒体３２の内側におい
て回転自在に支承された内筒体３５とを備えてなる。また、ノズル１５は、その基端部１
６が内筒体３５の前方開口部３６にスプライン嵌合されることにより、同内筒体３５に対
して相対回転不能に取着される。そして、回転機構３７は、送風機５のモータ３を駆動源
として、この内筒体３５とノズル１５とを一体に回転させる。
【００３５】
　上記構成によれば、ノズル回転用のモータを設ける構成と比較して電気的構成が簡素に
なる。その結果、軽量化及び低コスト化を図ることができるようになる。そして、更に、
ノズル１５を脱落させることなく、安定的に同ノズル１５を回転させることができるよう
になる。
【００３６】
　（２）内筒体３５内には、送風機５の送風を加熱するヒータ４５が設けられている。こ
れにより、ノズル１５の先端部１８（の吹出口１７）から同ヒータ４５により加熱された
温風を吹き出させることが可能になる。その結果、そのマッサージ効果を高めるとともに
、毛髪の乾燥機能をも付加することができる。
【００３７】
　なお、上記各実施形態は以下のように変更してもよい。
　・上記各実施形態では、ノズル１５の先端部１８に形成された吹出口１７は、断面細長
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の矩形状をなすこととした。しかし、これに限らず、ノズル１５の回転軸（軸線Ｌ）を基
準とした非同心円形状であれば、その他の形状であってもよい。即ち、その形状がノズル
１５の回転軸を基準とした同心円形状である場合には、同ノズル１５の回転によっても、
その送風の吹き付け位置が移動せず、上記の効果が得られないためである。
【００３８】
　・また、図６に示すノズル４７のように、その吹出口４８が、複数の流路４９ａ，４９
ｂに区画された構成であってもよい。このような構成とすれば、局所的に風圧を上昇させ
て、そのマッサージ効果を高めることができる。さらに、ノズル１５が回転することで複
数の流束が螺旋状となり、その相乗効果によって風圧が高まるポイントが生ずる。そして
、その高い風圧を利用することで、より一層高いマッサージ効果を得ることができる。尚
、吹出口として区画された流路の数、及びその形状は、図６に示される例に限定されない
ことは言うまでもない。
【００３９】
　・上記第２の実施形態では、本体ケース２が外筒体３２の内側において回転する内筒体
３５を有する構成において、同内筒体３５の内側に送風以外の付加機能部としてヒータ４
５を設ける構成とした。しかし、これに限らず、図７に示すように、第１の実施形態のよ
うに、内筒体のような構成を有せず、直接的にノズル１５を回転させる構成について、ヒ
ータ４５を設ける構成としてもよい。
【００４０】
　・また、送風以外の付加機能部として、図８に示すように、液体を貯留可能なタンク５
１とその吐出部５２を設けることで、その送風の吹出方向に液体を噴霧可能な液体噴霧装
置５３を形成し、水やスチームの他、トリートメント剤やセット剤、或いは育毛剤等の液
剤を噴霧可能な構成としてもよい。これにより、その液剤噴霧との相乗効果を期待するこ
とができる。更に、このような液体噴霧装置５３に代えて帯電微粒子発生装置５４を設け
ても良く、この場合にも、同様の相乗効果が期待できる。尚、これらの付加機能部は、本
体ケース２の内側に設ける構成であってもよい。そして、更には、一の装置で、ヒータ４
５、液体噴霧装置５３、及び帯電微粒子発生装置５４の少なくとも一つを含む複数の付加
機能を有するものを用いる構成であってもよい。
【００４１】
　・本実施形態では、特に言及しなかったが、ノズル１５は、本体ケース２（内筒体３５
）に対して着脱可能であることが望ましい。これにより、使用者の用途や趣向にあわせて
、多種多様な形状のノズル１５を選択して用いることが可能になる。
【００４２】
　・更に、ノズル側に上記ヒータ４５、液体噴霧装置５３、及び帯電微粒子発生装置５４
のような付加機能部を設ける構成とするとよい。例えば、図９に示すように、ノズル５５
内にヒータ４５を設ける。尚、ヒータ４５への電力供給は、本体ケース２（外筒体３２）
及びノズル５５の双方にスリップリングのような接点５６，５７を設けるとよい。
【００４３】
　このような構成とすれば、ノズル１５からノズル５５に換装することで、ドライヤーと
しての使用が可能になる。また、ノズル１５に換装し頭皮ケア装置として使用する場合に
は、ヒータ４５がない分だけ、装置が小型になり操作性が向上する。そして、更に、送風
機５からノズル１５の吹出口１７までの距離が短くなることで圧力損失が少なくなり、そ
の結果、より高いマッサージ効果を得ることができるようになる。
【００４４】
　・また、単なるドライヤーとして用いる場合には、その換装したノズルが回転しない構
成としてもよい。
　・上記第１の実施形態におけるロータはギヤの噛み合いによりノズル１５を回転させる
構成であってもよい。また、反対に、上記第２の実施形態における伝達機構４０は、ギヤ
の噛み合いによるものでなく、ゴム系素材等を用いた摩擦力による駆動力伝達によるもの
であってもよい。そして、更には、このような物理的な接触によるものではなく、磁気誘



(8) JP 5112270 B2 2013.1.9

10

20

30

40

50

導等、電磁的に回転伝達を行うものであってもよい。
【００４５】
　・上記各実施形態では、特に言及しなかったが、ノズル１５（５５）の回転方向は、一
方向であっても、往復動作を行なうものであってもよい。
　・上記第２の実施形態においては、３つのサンギヤ（４１，４３，３４）、及び内筒体
３５の内周に形成されたリングギヤ４２により、モータ軸３９の回転を内筒体３５に伝達
する伝達機構４０を構成することとした（図４及び図５参照）。しかし、これに限らず、
例えば、４以上のギヤを用いて伝達機構４０を構成する等としてもよい。
【００４６】
　更に、図１０，図１１に示されるように、リングギヤ４２に噛合されるサンギヤ６２と
モータ軸３９との間に減速機６３を介在させることにより伝達機構６０を構成してもよい
。具体的には、図示しない減速機構が内蔵された減速機６３の入力軸６４にモータ軸３９
を連結し、同減速機６３の出力軸６５にサンギヤ６２を連結すればよい。尚、上記のよう
な伝達機構の変速比は、約１：１００程度が望ましい。
【００４７】
　次に、以上の実施形態から把握することのできる請求項以外の技術的思想をその作用と
ともに記載する。
　（付記１）前記ノズルは、前記本体ケースに対して着脱可能であるとともに、前記ノズ
ルには、前記送風を加熱するヒータ、前記送風の吹出方向に液体を噴霧する液体噴霧装置
、及び帯電微粒子を発生可能な帯電微粒子発生装置の少なくとも一つの機能を有する付加
機能部が設けられること、を特徴とする頭皮ケア装置。
【００４８】
　上記構成によれば、そのノズルの換装により、例えば、ドライヤー専用としての使用が
可能になる。また、ノズル内に付加機能部を有さない頭皮ケア装置と使用する場合には、
当該付加機能部の分だけ装置が小型になり、その結果、操作性が向上する。そして、更に
、送風機から吹出口までの距離が短くなることで圧力損失が少なくなる。その結果、より
高いマッサージ効果を得ることができるようになる。
【００４９】
　（付記２）前記回転機構は、回転自在に前記本体ケースのハウジング内に支承された筒
体と、該筒体に前記モータの回転を伝達する伝達機構とを備えてなり、前記ノズルは前記
筒体の開口端に前記取着されること、を特徴とする頭皮ケア装置。
【００５０】
　上記構成によれば、ノズル回転用のモータを設ける構成と比較して電気的構成が簡素に
なる。その結果、軽量化及び低コスト化を図ることができるようになる。そして、更に、
ノズルを脱落させることなく、安定的に同ノズルを回転させることができるようになる。
【図面の簡単な説明】
【００５１】
【図１】第１の実施形態における頭皮ケア装置の概略構成図。
【図２】ノズルの斜視図。
【図３】回転するノズルを示す説明図。
【図４】第２の実施形態における頭皮ケア装置の概略構成図。
【図５】Ａ－Ａ断面図。
【図６】別例のノズルの斜視図。
【図７】別例の頭皮ケア装置の概略構成図。
【図８】別例の頭皮ケア装置の概略構成図。
【図９】別例の頭皮ケア装置の概略構成図。
【図１０】別例の頭皮ケア装置の概略構成図。
【図１１】Ｂ－Ｂ断面図。
【符号の説明】
【００５２】
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　１，３１…頭皮ケア装置、２…本体ケース、３…モータ、４…ファン、５…送風機、８
…前方開口部、１０…ハンドル部、１１…スイッチ、１２…モータ制御基板、１５，４７
，５５…ノズル、１６…基端部、１７，４８…吹出口、１８…先端部、１９，３７…回転
機構、２０…小径部、２２…モータ、２３…ロータ、２４…内周、２５…外周面、３２…
外筒体、３５…内筒体、３６，３８…前方開口部、３９…モータ軸、４０，６０…伝達機
構、４５…ヒータ、４６…ヒータ制御基板、４９ａ，４９ｂ…流路、５１…タンク、５２
…吐出部、５３…液体噴霧装置、５４…帯電微粒子発生装置、Ｌ…軸線（回転軸）。

【図１】 【図２】

【図３】
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【図４】 【図５】

【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】
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