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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
複数の電極を備え、前記電極から使用者の肌に８０kHz～１００kHzの範囲内で高周波を流
すことのできる美容器であって、前記複数の電極は連設され、前記複数の電極のそれぞれ
について、所定時間ごとに通電・通電休止の各状態を交互に入れ替えるよう制御可能とさ
れ、前記複数の電極が、その数が４ｎ（ｎ＝１以上）とされるとともに４つごとの電極が
それぞれ四角形の頂点の位置に配設され、該四角形の頂点の位置に配設された４つの電極
が、たすき掛けをするように斜め方向に位置する２つの電極ごとにプラス極とマイナス極
とを交互に入れ替えるように制御可能とされたことを特徴とする美容器。
【請求項２】
複数の電極を備え、前記電極から使用者の肌に８０kHz～１００kHzの範囲内で高周波を流
すことのできる美容器であって、前記複数の電極は、複数の電極群ごとに分けられて配設
されるとともに前記電極群同士は連設され、前記複数の電極群について、所定時間ごとに
通電・通電休止の各状態を交互に入れ替えるよう制御可能とされ、前記電極群ごとのそれ
ぞれの電極が、その数が４つとされるとともに四角形の頂点の位置に配設され、該四角形
の頂点の位置に配設された４つの電極が、たすき掛けをするように斜め方向に位置する２
つの電極ごとにプラス極とマイナス極とを交互に入れ替えるように制御可能とされたこと
を特徴とする美容器。
【請求項３】
前記美容器が略円柱状に形成されるとともに、前記電極群の少なくとも２つが、前記美容
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器の長手方向に沿って隣り合うように連設されたことを特徴とする請求項２に記載の美容
器。
【請求項４】
複数の電極を備え、前記電極から使用者の肌に８０kHz～１００kHzの範囲内で高周波を流
すことのできる美容器であって、前記複数の電極は連設され、前記複数の電極のそれぞれ
について、所定時間ごとに通電・通電休止の各状態を交互に入れ替えるよう制御可能とさ
れ、前記複数の電極が線状に配設されるとともに、前記線状に配設された複数の電極の一
端側から他端側に向けて、順に各電極に通電状態とし、その後順に通電休止状態とするよ
うに制御可能とされたことを特徴とする美容器。
【請求項５】
複数の電極を備え、前記電極から使用者の肌に８０kHz～１００kHzの範囲内で高周波を流
すことのできる美容器であって、前記複数の電極は連設され、前記複数の電極のそれぞれ
について、所定時間ごとに通電・通電休止の各状態を交互に入れ替えるよう制御可能とさ
れ、前記複数の電極が中心から外周に向けて配設されるとともに、前記配設された複数の
電極の中心から外周に向けて、順に各電極に通電状態とし、その後順に通電休止状態とす
るように制御可能とされたことを特徴とする美容器。
【請求項６】
複数の電極を備え、前記電極から使用者の肌に８０kHz～１００kHzの範囲内で高周波を流
すことのできる美容器であって、前記複数の電極は連設され、前記複数の電極のそれぞれ
について、所定時間ごとに通電・通電休止の各状態を交互に入れ替えるよう制御可能とさ
れ、前記複数の電極が外周から中心に向けて配設されるとともに、前記配設された複数の
電極の外周から中心に向けて、順に各電極に通電状態とし、その後順に通電休止状態とす
るように制御可能とされたことを特徴とする美容器。
【請求項７】
前記電極の通電・通電休止の各状態を０．２０秒～３．００秒の間隔で交互に入れ替える
よう制御可能とされたことを特徴とする請求項１から請求項６のいずれかに記載の美容器
。
【請求項８】
前記電極の通電・通電休止の各状態を０．２５秒～１．００秒の間隔で交互に入れ替える
よう制御可能とされたことを特徴とする請求項１から請求項６のいずれかに記載の美容器
。
【請求項９】
前記美容器に、使用者の肌に対して照射可能なＬＥＤが備えられたことを特徴とする請求
項１から請求項８のいずれかに記載の美容器。
【請求項１０】
前記ＬＥＤが、前記電極からの通電と同時に照射可能に制御可能とされたことを特徴とす
る請求項９に記載の美容器。
【請求項１１】
前記ＬＥＤが青色発光ＬＥＤ、赤色発光ＬＥＤおよび黄色発光ＬＥＤをそれぞれ備えてい
ることを特徴とする請求項９または請求項１０に記載の美容器。
【請求項１２】
深部加熱効果の高い約４００kHz～約８００kHzの周波数の電流を通電可能な電極をさらに
配設したことを特徴とする請求項１から請求項１１のいずれかに記載の美容器。
【請求項１３】
キャビテーションを生じさせるための出力周波数約４３kHz～約５４kHz、振動周波数約７
０Hz～約９０Hzの超音波を発生させることが可能な超音波発生器をさらに配設したことを
特徴とする請求項１から請求項１２のいずれかに記載の美容器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、使用者の肌に密着させて肌に微弱電流を流しマッサージ効果などの美容効果
を施す美容器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、美容のために、使用者の肌に密着させて肌に微弱電流を流し、マッサージ効
果などの美容効果を施す美容器が知られている。このような美容器には肌に対して種々の
方法を用いるものが知られており、加熱や冷却を行うもの、吸引を行うもの、スチームや
ミストを浴びせるもの、超音波による振動を与えるもの、振動装置により直接的に振動を
与えるもの、ＬＥＤなどにより光を照射するもの、微弱電流を流すものなどが知られてい
る。このような従来技術のうち、近年、特にイオン導入法などに用いるものとして微弱電
流を流すものが注目されている（例えば特許文献１参照）
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００５－２５３５０１号公報（図１等）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、前述したような従来の美容器では、微弱電流による使用者の肌への使用
感において、美容器の電極と肌との密着感が乏しい。また、一定の体感が継続するだけで
あるためマッサージ効果としても乏しい。また、使用者の肌への使用感が乏しい。また、
単調な使用感となってしまうおそれがある。このように、従来の美容器では使用の際の体
感向上に限界があった。
【０００５】
　本発明の目的は、前述した従来の美容器の課題を解決しようとするものであり、使用者
の肌への密着感を向上させるとともに、よりリズム感のあるマッサージ効果を体感するこ
とのできる美容器を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するものは、以下のものである。
（１）複数の電極を備え、前記電極から使用者の肌に８０kHz～１００kHzの範囲内で高周
波を流すことのできる美容器であって、前記複数の電極は連設され、前記複数の電極のそ
れぞれについて、所定時間ごとに通電・通電休止の各状態を交互に入れ替えるよう制御可
能とされ、前記複数の電極が、その数が４ｎ（ｎ＝１以上）とされるとともに４つごとの
電極がそれぞれ四角形の頂点の位置に配設され、該四角形の頂点の位置に配設された４つ
の電極が、たすき掛けをするように斜め方向に位置する２つの電極ごとにプラス極とマイ
ナス極とを交互に入れ替えるように制御可能とされたことを特徴とする美容器。
【０００７】
（２）複数の電極を備え、前記電極から使用者の肌に８０kHz～１００kHzの範囲内で高周
波を流すことのできる美容器であって、前記複数の電極は、複数の電極群ごとに分けられ
て配設されるとともに前記電極群同士は連設され、前記複数の電極群について、所定時間
ごとに通電・通電休止の各状態を交互に入れ替えるよう制御可能とされ、前記電極群ごと
のそれぞれの電極が、その数が４つとされるとともに四角形の頂点の位置に配設され、該
四角形の頂点の位置に配設された４つの電極が、たすき掛けをするように斜め方向に位置
する２つの電極ごとにプラス極とマイナス極とを交互に入れ替えるように制御可能とされ
たことを特徴とする美容器
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】図１は、本発明の実施例の美容器の正面図である。
【図２】図２は、図１に示した美容器の右側面図である。
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【図３】図３は、図１に示した美容器の背面図である。
【図４】図４は、図１に示した美容器のヘッドの正面図である。
【図５】図５は、図１に示した美容器の電気回路のブロック図である。
【図６】図６は、ヘッドの電極のイメージ図である。
【図７】図７は、ヘッドの電極のイメージ図である。
【図８】図８は、ヘッドの電極のイメージ図である。
【図９】図９は、本発明の別の実施例の美容器の斜視図である。
【図１０】図１０は、本発明のさらに別の実施例の美容器の要部正面図である。
【図１１】図１１は、本発明のさらに別の実施例の美容器の要部正面図である。
【図１２】図１２は、本発明のさらに別の実施例の美容器の要部正面図である。
【図１３】図１３は、本発明のさらに別の実施例の美容器の要部正面図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下において本発明の実施の形態について説明する。本発明は例えば以下のような実施
の形態とすることができる。
（１）複数の電極を備え、前記電極から使用者の肌に高周波を流すことのできる美容器で
あって、前記複数の電極は連設され、前記複数の電極のそれぞれについて、所定時間ごと
に通電・通電休止の各状態を交互に入れ替えるよう制御可能とされた美容器。
【００１０】
　高周波を用いることにより使用者の肌への密着感を向上させることができる。そしてこ
のような密着感と同時に、複数の電極を設け、これらの電極について、所定時間ごとに通
電・通電休止の各状態を交互に入れ替える（例えば、当初に第一電極を通電状態、第二電
極を通電休止状態とし、０．５秒ごとに第一電極と第二電極の通電状態と通電休止状態と
を入れ替える。または、当初に第一電極および第二電極を通電状態、第三電極を通電休止
状態とし、０．５秒ごとに第一電極、第二電極及び第三電極の通電状態と通電休止状態と
を入れ替える。または、第一電極は通電状態とし、第二電極は０．５秒ごとに通電状態と
通電休止状態を交互に入れ替えるなど。）ことにより、異なる電極間で通電状態を異なら
せ交互に叩かれるようなリズム感のあるマッサージ効果を体感することができる。
【００１１】
　（２）複数の電極を備え、前記電極から使用者の肌に高周波を流すことのできる美容器
であって、前記複数の電極は、複数の電極群ごとに分けられて配設されるとともに前記電
極群同士は連設され、前記複数の電極群について、所定時間ごとに通電・通電休止の各状
態を交互に入れ替えるよう制御可能とされた美容器。
【００１２】
　高周波を用いることにより使用者の肌への密着感を向上させることができる。そしてこ
のような密着感と同時に、複数の電極から構成される電極群を複数設け、これらの電極群
について、所定時間ごとに通電・通電休止の各状態を交互に入れ替える（例えば、当初に
第一電極群を通電状態、第二電極群を通電休止状態とし、０．５秒ごとに第一電極群と第
二電極群の通電状態と通電休止状態とを入れ替える。または、当初に第一電極群および第
二電極群を通電状態、第三電極群を通電休止状態とし、０．５秒ごとに第一電極群、第二
電極群及び第三電極群の通電状態と通電休止状態とを入れ替える。または、第一電極群は
通電状態とし、第二電極群は０．５秒ごとに通電状態と通電休止状態を交互に入れ替える
など。）ことにより、異なる電極群間で交互に叩かれるようなリズム感のあるマッサージ
効果を体感することができる。電極群間で交互に叩かれるようなリズム感のあるマッサー
ジ効果を体感することができるので、複数の電極から構成される一定の広い範囲ごとに交
互にマッサージ効果を得ることができる。よって、異なる部位におけるマッサージ効果を
より明確に認識しやすくなる。
【００１３】
　（３）前記複数の電極が、その数が４ｎ（ｎ＝１以上）とされるとともに４つごとの電
極がそれぞれ四角形の頂点の位置に配設され、該四角形の頂点の位置に配設された４つの
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電極が、たすき掛けをするように斜め方向に位置する２つの電極ごとにプラス極とマイナ
ス極とを交互に入れ替えるように制御可能とされたことを特徴とする（１）に記載の美容
器。
【００１４】
　複数の電極をこのように配設してプラス極とマイナス極とを制御することにより、４つ
の電極が配置された範囲全体においてより一層肌への密着感を高めることができるととも
に、通電・通電休止の各状態を交互に入れ替えることにより、マッサージ効果も高めると
いう相乗効果を期待することができる。
【００１５】
　（４）前記電極群ごとのそれぞれの電極が、その数が４つとされるとともに四角形の頂
点の位置に配設され、該四角形の頂点の位置に配設された４つの電極が、たすき掛けをす
るように斜め方向に位置する２つの電極ごとにプラス極とマイナス極とを交互に入れ替え
るように制御可能とされたことを特徴とする（２）に記載の美容器。
【００１６】
　電極群ごとの電極をこのように配設してプラス極とマイナス極とを制御することにより
、４つの電極が配置された範囲全体においてより一層肌への密着感を高めることができる
とともに、連設された電極群ごとに通電・通電休止の各状態を交互に入れ替えることによ
り、マッサージ効果も高めるという相乗効果を期待することができる。
【００１７】
　（５）前記美容器が略円柱状に形成されるとともに、前記電極群の少なくとも２つが、
前記美容器の長手方向に沿って隣り合うように連設されたことを特徴とする（２）または
（４）に記載の美容器。
【００１８】
　ほぼ円柱状に形成された美容器とした上で、電極群の少なくとも２つが美容器の長手方
向に沿って隣り合うように連設することにより、全体の大きさをコンパクトにした円柱状
の美容器においても、電極群に必要となるスペースを小さくすることができるとともに、
異なる電極群間で交互に叩かれるようなリズム感のあるマッサージ効果を体感することが
できる。
【００１９】
　（６）前記複数の電極が線状に配設されるとともに、前記線状に配設された複数の一端
側から他端側に向けて、順に各電極に通電状態とし、その後順に通電休止状態とするよう
に制御可能とされたことを特徴とする（１）に記載の美容器。
【００２０】
　複数の電極を直線、曲線など線状に配設し、配設された複数の電極の一端側から他端側
にかけて順に各電極に通電状態とし、その後順に通電休止状態とすることにより、一端側
から他端側にかけて流れるようなマッサージ効果を得ることができる。ここで「順に各電
極に通電状態とし、その後順に通電休止状態とする」態様としては、すべての電極に順に
通電した後にすべての電極を順に通電休止状態としたり、一つの電極について通電した後
に通電休止状態として次の電極に通電するように順を追って通電・通電休止状態としたり
することを含む。
【００２１】
　（７）前記複数の電極が中心から外周に向けて配設されるとともに、前記配設された複
数の電極の中心から外周に向けて、順に各電極に通電状態とし、その後順に通電休止状態
とするように制御可能とされたことを特徴とする（１）に記載の美容器。
【００２２】
　複数の電極を中心から外周に向けて配設し、配設された複数の電極の中心から外周にか
けて順に各電極に通電状態とし、その後順に通電休止状態とすることにより、中心から外
周にむけて拡がるようなマッサージ効果を得ることができる。ここで「順に各電極に通電
状態とし、その後順に通電休止状態とする」態様としては、すべての電極に中心から外周
にかけて順に通電した後にすべての電極を中心から外周にかけて順に通電休止状態とした
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り、中心の電極について通電した後に通電休止状態とし、次いでその外側の次の電極に通
電するように順を追って通電・通電休止状態としたりすることを含む。
【００２３】
　（８）前記複数の電極が外周から中心に向けて配設されるとともに、前記配設された複
数の電極の外周から中心に向けて、順に各電極に通電状態とし、その後順に通電休止状態
とするように制御可能とされたことを特徴とする（１）に記載の美容器。
【００２４】
　複数の電極を外周から中心に向けて配設し、配設された複数の電極の外周から中心にか
けて順に各電極に通電状態とし、その後順に通電休止状態とすることにより、外周から中
心にむけて集まるようなマッサージ効果を得ることができる。ここで「順に各電極に通電
状態とし、その後順に通電休止状態とする」態様としては、すべての電極に外周から中心
にかけて順に通電した後にすべての電極を外周から中心にかけて順に通電休止状態とした
り、外周の電極について通電した後に通電休止状態とし、次いでその内側の次の電極に通
電するように順を追って通電・通電休止状態としたりすることを含む。
【００２５】
　（９）前記電極の通電・通電休止の各状態を０．２０秒～３．００秒の間隔で交互に入
れ替えるよう制御可能とされたことを特徴とする（１）から（８）のいずれかに記載の美
容器。
【００２６】
　電極の通電・通電休止の各状態を交互に入れ替える間隔を０．２０秒～３．００秒とす
ることにより、美容器の使用者に交互にマッサージ効果を受けている感覚を明確にもたら
すことができる。
【００２７】
　（１０）前記電極の通電・通電休止の各状態を０．２５秒～１．００秒の間隔で交互に
入れ替えるよう制御可能とされたことを特徴とする（１）から（８）のいずれかに記載の
美容器。
【００２８】
　電極の通電・通電休止の各状態を交互に入れ替える間隔を０．２５秒～１．００秒とす
ることにより、通電当初の立ち上がり時点から通電・通電休止の入れ替えを早期に行うこ
とができるので、通電当初の立ち上がり時点から美容器の使用者に交互にマッサージ効果
を受けている感覚を明確にもたらすことができる。
【００２９】
　（１１）前記美容器に、使用者の肌に対して照射可能なＬＥＤを備えられたことを特徴
とする（１）から（１０）のいずれかに記載の美容器。
【００３０】
　前述の効果に加えて、ＬＥＤの照射光により、肌への種々の改善効果を得ることができ
る。
【００３１】
　（１２）前記ＬＥＤが、前記電極からの通電と同時に照射可能に制御可能とされたこと
を特徴とする（１１）に記載の美容器。
【００３２】
　通電と同時に照射可能とすることにより、高周波による肌への効果との相乗的な効果を
奏するとともに、施術時間の短縮化を図ることもできる。
【００３３】
　（１３）前記ＬＥＤが青色発光ＬＥＤ、赤色発光ＬＥＤおよび黄色発光ＬＥＤをそれぞ
れ備えていることを特徴とする（１１）または（１２）に記載の美容器。
【００３４】
　青色発光ＬＥＤの有する波長により使用者の肌の荒れを柔らげ、肌に対して爽快感を与
える効果をもたらすことができ、赤色発光ＬＥＤの有する波長により肌にハリを与え、ツ
ヤのある弾力肌とする効果をもたらすことができ、黄色発光ＬＥＤの有する波長により明
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るく透明感のある肌とする効果をもたらすことができる。前述した電極による効果に加え
、これらのＬＥＤの選択によりそれぞれの目的に応じた美容効果を相乗的にもたらすこと
が可能である。
【００３５】
　（１４）深部加熱効果の高い約４００kHz～約８００kHzの周波数の電流を通電可能な電
極をさらに配設したことを特徴とする（１）から（１３）のいずれかに記載の美容器。
【００３６】
　（１５）キャビテーションを生じさせるための出力周波数約４３kHz～約５４kHz、振動
周波数約７０Hz～約９０Hzの超音波を発生させることが可能な超音波発生器をさらに配設
したことを特徴とする（１）から（１４）のいずれかに記載の美容器。
【００３７】
　これらの本発明の実施の形態の美容器では、例えば、高周波を用いることにより使用者
の肌への密着感を向上させることができるとともに、複数の電極、または複数の電極から
構成される複数の電極群を設け、これらの電極または電極群について、所定時間ごとに通
電・通電休止の各状態を交互に入れ替えることにより、異なる電極または異なる電極群間
で交互に叩かれるようなリズム感のあるマッサージ効果を体感することが同時にできる。
【００３８】
　以下、本発明の実施の形態の美容器について、図面に示した実施の形態を用いて説明す
る。図１から図３に示すように、本発明の実施の形態の美容器１０は、縦長で前後の厚み
が左右の幅よりやや小さい、正面視長円形の筒状の全体形状とされている。美容器１０は
、ヘッド部４０に設けられた電極４４から微弱電流を流して、使用者の肌などのマッサー
ジ効果を高めるものである。
【００３９】
　美容器１０には、その上方寄りに、後述する電極４４を備えたヘッド部４０が設けられ
、一方、下方寄りには、美容器１０の使用の際に使用者が把持する部位である把持部２０
が設けられている。また、これらのヘッド部４０と把持部２０との中間部３０は、美容器
１０の正面視においてやや幅狭に形成されており、美容器１０の全体形状においては、こ
の中間部３０がくびれた、細長の「ひょうたん」状の形状とされている。
【００４０】
　図３に示されるように、美容器１０の中間部３０の背面側には、３つの操作ボタンが設
けられている。各操作ボタンは、美容器１０の上方から順に、ＬＥＤボタン１１、電源ボ
タン１２、モードボタン１３とされている。ＬＥＤボタン１１は、後述するＬＥＤの点灯
動作などを操作するための操作ボタンである。また、電源ボタン１２は、美容器１０の電
源ＯＮ－ＯＦＦおよび各電極４４の出力のレベルを操作するための操作ボタンである。そ
して、モードボタン１３は、後述するようにヘッド部４０に備えられた各電極４４からの
通電のモードを変更操作するための操作ボタンである。また、図示は省略するが、本美容
器１０はＡＣアダプターによってＡＣ電源に接続可能とされている。
【００４１】
　図１および図２に示されるように、ヘッド部４０の正面側には、平面状に形成されると
ともに正面視において長円形状の電極部１６が設けられている。電極部１６には、後述す
るように８つの電極４４と９つのＬＥＤ５０が配設されている。また、図５に示されるよ
うに、美容器１０内部には電極４４やＬＥＤ５０などの動作を制御するための電源基板３
１、コンバータ３２、マイクロコンピュータ３５、ＬＥＤドライバー３６、パワーブース
ター３７、ＲＦパワーコントローラー３８等から構成される電子回路が内蔵されている。
また充電池３４が内蔵されており、ＡＣ電源から充電された美容器１０について、ＡＣア
ダプターを取り外し美容器１０単体で使用することが可能である。
【００４２】
　次に、ヘッド部４０の詳細について説明する。前述したように、ヘッド部４０の電極部
１６には、８つの電極４４と９つのＬＥＤ５０が配設されている。電極４４は上下に等間
隔に、縦２列横４列に配設されている。これらの電極４４は、ヘッド部４０先端寄りにお
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いて、正方形の各頂点の位置に配設される電極４４ａ，４４ｂ，４４ｃ，４４ｄからなる
第一電極群４１と、ヘッド部４０基端寄りにおいて、正方形の各頂点の位置に配設される
電極４４ｅ，４４ｆ，４４ｇ，４４ｈからなる第２電極群４２とを構成している。本美容
器１０では、これらの各電極４４から９０kHzの微弱電流を流して使用者の肌への美容効
果を高めることとしている。
【００４３】
　第一電極群４１は前述したように正方形の各頂点の位置に配設された電極４４ａ，４４
ｂ，４４ｃ，４４ｄから構成されている。電極４４ａ，４４ｂ，４４ｃ，４４ｄはそれぞ
れ同一の形状に設けられており、各辺が約８ｍｍの正面視正方形状とされている。これら
の各電極の正面から見た角部はＲ２．５の面取りが施されている。図２に示すように、各
電極４４は、電極部１６の表面から、その正面側に僅かに突設された薄板状に設けられて
いる。また、電極部１６表面からの各電極の高さは約２ｍｍとされている。これらの各電
極の側面から見た角部はＲ１の面取りが施されている。また、これらの電極４４ａ，４４
ｂ，４４ｃ，４４ｄは、正方形の各頂点の隣り合う位置に配設された他の電極との間隔が
、それぞれ約６ｍｍとされている。第２電極群４２についても、第一電極群４１と同様に
、同じ形状・間隔で形成されている。そして、第一電極群４１の電極４４ｃと第２電極群
４２の電極４４ｅおよび第一電極群４１の電極４４ｄと第２電極群４２の電極４４ｆとの
間隔も、約６ｍｍに設けられている。
【００４４】
　また、横方向４列の電極間には、合計９個、３列のＬＥＤ５０から構成されるＬＥＤ列
５１～５３が配置されている。美容器１０は、これらのＬＥＤ５０により後述する美容効
果を高めることとしている。最上部の第一列のＬＥＤ列５１は電極４４ａ，４４ｂと電極
４４ｃ，４４ｄの間に横方向に沿って配設されており、このＬＥＤ列５１の３つのＬＥＤ
５０は青色発光ＬＥＤとされている。また、第二列のＬＥＤ列５２は電極４４ｃ，４４ｄ
と電極４４ｅ，４４ｆとの間に横方向に沿って配設されており、このＬＥＤ列５２の３つ
のＬＥＤ５０は赤色発光ＬＥＤとされている。そして最下部の第三列のＬＥＤ列５３は電
極４４ｅ，４４ｆと電極４４ｇ，４４ｈの間に横方向に沿って配設されており、このＬＥ
Ｄ列５３の３つのＬＥＤ５０は黄色発光ＬＥＤとされている。これらの各ＬＥＤ列５１～
５３は、前述の通り美容器１０の横方向に沿って配設されており、いずれも、前述した縦
方向に二列に並ぶ電極４４の横方向の範囲に収められて配設されている。このように、ヘ
ッド部４０の電極部１６には横３列、縦３列の計９個のＬＥＤ５０が配設されている。
【００４５】
　次に、このように構成された美容器１０の作用・効果について説明する。前述したよう
に、各電極４４からは９０kHzの電流を流すことが可能である。使用者の肌への通電時に
おいては、一般的に、低い低周波になるほど電極と肌との接触部位においてインピーダン
スが高くなり、また電気信号を感じる時間的割合が長くなる傾向にあり、その結果、肌へ
の刺激が大きくなり易い。しかしながら本美容器１０では、このように９０kHzの高周波
を用いることにより、肌への刺激を低減させるようにしている。また、図６に示されるよ
うに、各電極群４１，４２のそれぞれにおける４つの電極は、たすき掛けをするように斜
め方向の２つの電極同士（例えば、第一電極群４１については、電極４４ａと４４ｄ同士
がプラス極、および電極４４ｂと４４ｃ同士がマイナス極の組み合わせ）で、プラス極、
マイナス極を交互に入れ変わるようにして毎秒９０，０００回ずつ入れ替える。このよう
に、４つの電極４４ａ，４４ｂ，４４ｃ，４４ｄを用い、９０kHzの高周波を用いるとと
もに、さらにこれらの電極４４ａ，４４ｂ，４４ｃ，４４ｄのプラス極、マイナス極を交
互にたすき掛けをするように入れ替えることにより、第一電極群４１が接する肌の部位に
おいて、通電の刺激により使用者の肌に吸い付くような感覚を与えることができる。また
、このような高周波により一定の温熱効果を与えることもできる。この温熱効果により「
脂肪燃焼」と「新陳代謝」を促進させる効果を期待することができる
【００４６】
　そして、以上のような効果は、第二電極群４２についても同様にもたらされる。よって
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、第一電極群４１および第二電極群４２の広い範囲において、使用者の肌に吸い付くよう
な感覚および温熱効果を与えることができる。なお、本美容器１０では９０kHzの高周波
を用いたが、これに限られず、本発明の実施の形態の美容器１０では８０kHz～１００kHz
の範囲内で別の周波数を用いることもできる。
【００４７】
　そして、前述したような第一電極群４１および第二電極群４２は、それぞれ一定時間の
間隔を空けて通電・通電休止の各状態を繰り返すように制御することができる。通電・通
電休止を繰り返すことにより、使用者の肌に断続的な刺激が生ずることになるため、使用
者の肌を「叩くような」体感を得ることができる。
【００４８】
　これを具体的に説明すると、図７に示されるように、第一電極群４１と第二電極群４２
とで交互に入れ替えを行うように制御することができる。図７の例では、第一電極４１と
第二電極４２との間で通電と通電休止の各状態を０．５秒ごとに入れ替えることとしてい
る。このように、第一電極４１と第二電極４２について通電と通電休止を繰り返すことに
より、使用者の肌を「叩くような」効果を広範囲にわたってもたらすことができる。さら
に第一電極４１と第二電極４２との間で通電と通電休止の各状態を０．５秒ごとに入れ替
えることにより、通電される部位と通電が休止される部位を常に入れ替えることとなり、
よりリズミカルなマッサージ効果をもたらすことができる。なお、第一電極群４１または
第二電極群４２の一方を常時通電状態とするとともに、他方について通電・通電休止の各
状態を一定時間ごとに入れ替えても良い。また、上記したような通電・通電休止の間隔の
時間は適宜変更することができる。また、通電・通電休止の間隔の時間は一定とせずに不
定間隔とすることもできる。
【００４９】
　また、電極部１６に配設された各ＬＥＤ５０は以下のような作用・効果を奏する。第一
列のＬＥＤ列５１は前述のように青色発光ＬＥＤとされている。ＬＥＤ列５１の各ＬＥＤ
５０の波長は４１５ｎｍのものを使用しており、使用者の肌の荒れを柔らげ、肌に対して
爽快感を与える効果を奏する。また、第二列のＬＥＤ列５２は前述のように赤色発光ＬＥ
Ｄとされている。ＬＥＤ列５２の各ＬＥＤ５０の波長は６２０ｎｍのものを使用しており
、特に小じわが気になる使用者や、肌に疲れを感じる使用者に対して効果的であり、肌に
ハリを与え、ツヤのある弾力肌とする効果を奏する。また、第三列のＬＥＤ列５３は前述
のように黄色発光ＬＥＤとされている。ＬＥＤ列５３の各ＬＥＤ５０の波長は５９０ｎｍ
のものを使用しており、特にしみやくすみが気になる使用者に対して効果的であり、明る
く透明感のある肌とする効果を奏する。なお、いずれのＬＥＤ列についても、その効果を
保持しつつ上下１０ｎｍほどの範囲でその波長を変更することが可能である。
【００５０】
　このように構成される美容器１０の操作方法は以下のとおりである。非動作状態から、
図３に示される美容器１０背面側の電源ボタン１２を１．５秒以上押すと電源が投入され
、同時に、操作音が発せられる。さらにＬｖＬＥＤ１４が一つ点灯する。また、Ｍｏｄｅ
ＬＥＤ１５が一つ点灯する。この段階では電位差４８Ｖｐｐの第一レベルとされる。また
同時にヘッド部４０の電極部１６のすべてのＬＥＤ５０が点灯状態となる。この状態にお
いて、時間経過を示すために５秒ごとに短音が発せられる。また、電源投入後１０分経過
時には、安全のために電源が遮断される。さらに、この第一レベルの状態から電源ボタン
１２を押すと、操作音が発せられるとともに電位差５６Ｖｐｐの第二レベルに移行する。
さらにＭｏｄｅＬＥＤ１５が一つ点灯した状態のまま、ＬｖＬＥＤ１４が二つ点灯する。
また、この第二レベルの状態から電源ボタン１２を押すと、操作音が発せられるとともに
さらに電位差６４Ｖｐｐの第三レベルに移行する。さらにＭｏｄｅＬＥＤ１５が一つ点灯
した状態のまま、ＬｖＬＥＤ１４が三つ点灯する。そして、この第三レベルの状態から電
源ボタン１２を押すと、操作音が発せられるとともに電源が遮断され、すべてのＬＥＤが
消灯される。
【００５１】
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　また、通電状態のままモードボタン１３を操作すると、以下のように電極からの通電を
制御することができる。通電状態においてモードボタン１３を１回短く押すと、短音が発
せられるとともにモード１段階の状態となり、前述したような第一電極群４１と第二電極
群４２とが０．５秒間隔で交互に通電・通電休止の各状態を繰り返す。さらにＬｖＬＥＤ
１４が一つ点灯し、ＭｏｄｅＬＥＤ１５が一つ点灯した状態となる。また、この場合にお
いても時間経過を示すために５秒ごとに短音が発せられる。また、電源投入後１０分経過
時には、安全のために電源が遮断される。さらに、このモード１段階においてモードボタ
ン１３を１回短く押すと、短音が発せられるとともにモード２段階の状態となり、第一電
極群４１と第二電極群４２とが１秒間隔で交互に通電・通電休止の各状態を繰り返すよう
になる。さらにＬｖＬＥＤ１４が一つ点灯し、ＭｏｄｅＬＥＤ１５が二つ点灯した状態と
なる。この場合においても時間経過を示すために５秒ごとに短音が発せられる。また、電
源投入後１０分経過時には、安全のために電源が遮断される。さらに、このモード２段階
においてモードボタン１３を１回短く押すと、短音が発せられるとともにモード３段階の
状態となり、第一電極群４１と第二電極群４２とが２秒間隔で交互に通電・通電休止の各
状態を繰り返す。さらにＬｖＬＥＤ１４が一つ点灯し、ＭｏｄｅＬＥＤ１５が三つ点灯し
た状態となる。この場合においても時間経過を示すために５秒ごとに短音が発せられ、ま
た、電源投入後１０分経過時には、安全のために電源が遮断される。
【００５２】
　また、通電状態のままＬＥＤボタン１１を操作すると、以下のようにＬＥＤ５０の発光
を制御することができる。通電状態においてＬＥＤボタン１１を１回短く押すと、短音が
発せられるとともにＬＥＤ１段階の状態となり、全ＬＥＤ５０が点灯状態となりこの状態
が維持される。この際には、ＬｖＬＥＤ１４が一つ点灯し、ＭｏｄｅＬＥＤ１５が一つ点
灯した状態となる。また、この場合においても時間経過を示すために５秒ごとに短音が発
せられる。また、電源投入後１０分経過時には、安全のために電源が遮断される。さらに
、このＬＥＤ１段階においてＬＥＤボタン１１を１回短く押すと、短音が発せられるとと
もにＬＥＤ２段階の状態となり、全ＬＥＤ５０が点滅状態となりこの状態が維持される。
この際にも、ＬｖＬＥＤ１４が一つ点灯し、ＭｏｄｅＬＥＤ１５が一つ点灯した状態とさ
れる。また、この場合においても時間経過を示すために５秒ごとに短音が発せられる。ま
た、電源投入後１０分経過時には、安全のために電源が遮断される。さらに、このＬＥＤ
２段階においてＬＥＤボタン１１を１回短く押すと、短音が発せられるとともにＬＥＤ３
段階の状態となり、各ＬＥＤ列５１～５３が上方のＬＥＤ列から順に点灯・消灯を繰り返
す。より具体的には、図８に示されるように、（１）ヘッド部４０の上部のＬＥＤ列５１
のみが点灯、（２）ヘッド部４０の中間のＬＥＤ列５２のみが点灯、（３）ヘッド部４０
の下部のＬＥＤ列５３のみが点灯、という動作を繰り返し、ヘッド部４０の上部から下部
に向かって、点灯するＬＥＤ列が流れるようにして点灯・消灯動作を繰り返す。また、こ
の際には、ＬｖＬＥＤ１４が三つ点灯し、ＭｏｄｅＬＥＤ１５が三つ点灯した状態とされ
る。また、この場合においても時間経過を示すために５秒ごとに短音が発せられる。また
、電源投入後１０分経過時には、安全のために電源が遮断される。
【００５３】
　本発明の美容器は、上記した実施の形態の美容器１０の構成に限られるものではなく、
既に記載した変更例の他にも本発明の主旨の範囲内で種々の変更が可能である。本発明に
おける各電極の形状は他のものでも良い。例えば、正面視円形、正面視三角形のものでも
良い。また、第一電極群または第２電極群における電極の配置形状を他の形状とすること
も可能である。例えば、各電極群を円形に配設したり、三角形の頂点の位置に配設するこ
となどもできる。しかしながら前述の例のように四角形の頂点の位置の４か所に配設する
ことにより、それぞれ一つの電極から二つの電極に電流が流れるため、使用者の肌のより
広範に効果を体感できる。という効果が期待できる。特に正方形の頂点の位置に配設する
ことにより、正方形のエリア内に均一に体感できるという効果が期待できる。また、第一
電極群と第２電極群との配置形状を異ならせることもできる。例えば、第１電極群につい
て正方形の頂点の位置に各電極を配設する一方、第２電極群については円形に各電極を配
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設することもできる。また、前述の例では電極群の数を２つとしたが、これに限られず、
３以上の電極群としても良い。また、前述した例では、複数の電極群４１，４２を美容器
１０の上下方向に沿って配設したが、これに限れず、美容器の横方向沿って配設したり、
３つの電極群を備える美容器とする場合に、三角形を構成するように各電極群を配設する
など、他の形態として配設することとしても良い。
【００５４】
　また、美容器１０において、上端から下端の電極４４に向けて順次通電したり、逆に下
端から上端の電極４４に向けて順次通電するように制御することもできる。複数の電極を
直線、曲線など線状に配設し、配設された複数の電極の一端側から他端側にかけて順に各
電極に通電状態とし、その後順に通電休止状態とすることにより、一端側から他端側にか
けて流れるようなマッサージ効果を得ることができる。具体的には、例えば、上端の電極
４４から順にすべての電極に通電した後にすべての電極を上端から順に通電休止状態とし
たり、上端の電極４４について通電した後にすぐに通電休止状態とし、次いで下方の次の
電極４４に通電するように順を追って通電・通電休止状態としたりすることができる。
【００５５】
　次に、図９を参照して本発明の実施の形態の別の美容器１１０について説明する。この
美容器１１０ではヘッド部１４０および電極部１１６が正面視楕円形状に設けられており
、これに合わせて電極１４４ａ，１４４ｂ，１４４ｃ，１４４ｄ，１４４ｅ，１４４ｆ，
１４４ｇ，１４４ｈも電極部１１６の外縁に沿って楕円状に配設されているものである。
【００５６】
　この美容器１１０の第一電極群１４１では、電極１４４ａ，１４４ｂ，１４４ｃ，１４
４ｄがそれぞれ正面視長円形状に形成されて、電極部１１６の先端寄りの円弧部の内側に
沿って配設されている。また、第二電極群１４２では、同様に正面視長円形状に形成され
た電極１４４ｅ，１４４ｆ，１４４ｇ，１４４ｈが、電極部１１６の基端寄りの円弧部の
内側に沿って配設されている。これらの電極からは９０kHzの電流を流すことが可能であ
る。そして前述した美容器１０のように、各電極群１４１，１４２のそれぞれにおける４
つの電極は、たすき掛けをするように斜め方向の２つの電極同士（例えば、第一電極群１
４１については、電極１４４ａと電極１４４ｄ同士がプラス極、および電極１４４ｂと電
極１４４ｃ同士がマイナス極の組み合わせ）で、プラス極、マイナス極が交互に入れ替わ
るように毎秒９０，０００回ずつ入れ替わる。そしてまた、第一電極群１４１および第二
電極群１４２は、それぞれ一定時間の間隔を空けて通電・通電休止の各状態を繰り返すよ
うに制御される。通電・通電休止の間隔は前述した美容器１０と同様に種々の態様を採用
することができる。
【００５７】
　また、美容器１１０においては、深部加熱効果の高い約４００kHz～約８００kHzの周波
数の電流を通電可能な電極１４４ｉ～１４４ｌが電極部１１６に配設されている。さらに
また、キャビテーションを生じさせるための出力周波数約４３kHz～約５４kHz、振動周波
数約７０Hz～約９０Hzの超音波を発生させることが可能な超音波発生器１６０が電極部１
１６の中央に配設されている。これらの電極１４４ｉ～１４４ｌによる深部加熱効果およ
び超音波発生器１６０によるキャビテーション効果により、使用者の肌への美容効果を一
層高めることができる。
【００５８】
　次に、本発明の実施の形態のさらに別の美容器について説明する。図１０に示すように
、この美容器２１０では電極２４４を４つ、正方形の頂点の位置に配設したものである。
この美容器２１０においては、電極２４４ａから電極２４４ｄについて、２つの電極同士
（例えば、電極２４４ａと電極２４４ｄ同士がプラス極、および電極２４４ｂと電極２４
４ｃ同士がマイナス極の組み合わせ）で、プラス極、マイナス極が交互に入れ替わるよう
に毎秒９０，０００回ずつ入れ替える。そしてまた、電極２４４ａと電極２４４ｄおよび
電極２４４ｂと電極２４４ｃは、それぞれ一定時間の間隔を空けて通電・通電休止の各状
態を繰り返すように制御される。通電・通電休止の間隔は前述した美容器１０と同様に種
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々の態様を採用することができる。なお電極２４４ａと電極２４４ｂ、電極２４４ｃと電
極２４４ｄとを一緒となるように、同様の制御をすることもできる。
【００５９】
　また、図１１に示すように、電極３４４を２つ配設したものとすることもできる。この
美容器３１０においては、電極３４４ａと３４４ｂにおいて、一定時間の間隔を空けて通
電・通電休止の各状態を繰り返すように制御される。通電・通電休止の間隔は前述した美
容器１０と同様に種々の態様を採用することができる。
【００６０】
　また、図１２に示すように、電極４４４を３つ配設したものとすることもできる。この
美容器４１０においては、例えば、電極４４４ａ、４４４ｂ及び４４４ｃにおいて、例え
ば電極４４４ａ，４４４ｂ間で一定時間通電し、その間においては電極４４４ｃは通電休
止状態とし、その後に電極４４４ｂ，４４４ｃ間で一定時間通電し、その間においては電
極４４４ａは通電休止状態とし、さらにその後に電極４４４ｃ，４４４ａ間で一定時間通
電し、その間においては電極４４４ｂは通電休止状態とするようにするなど、２つの電極
間で通電状態として残りの１つの電極を通電休止状態とし、これらの組み合わせを適宜変
更するように制御される。通電・通電休止の間隔は前述した美容器１０と同様に種々の態
様を採用することができる。
 
【００６１】
　また、図１３に示すように、電極５４４を多数配設したものとすることもできる。この
美容器５１０においては、各電極５４４はおおよそ同心円状に配設されている。そして、
電極部５１６の中心から外周に向かって各電極５４４に通電するように制御されている。
具体的には、すべての電極５４４について、中心から外周にかけて順に通電した後にすべ
ての電極５４４について中心から外周にかけて順に通電休止状態としても良く、中心の電
極について通電した後に通電休止状態とし、次いでその外側の次の電極に通電するように
順を追って通電・通電休止状態としたりしても良い。このようにして、電極部５１６の中
心から外周にむけて拡がるようなマッサージ効果を得ることができる。また逆に、電極部
５１６の外周から中心に向かって各電極５４４に通電するように制御することもできる。
具体的には、すべての電極５４４について、外周から中心にかけて順に通電した後にすべ
ての電極５４４について外周から中心にかけて順に通電休止状態としても良く、外周の電
極について通電した後に通電休止状態とし、次いでその内側の次の電極に通電するように
順を追って通電・通電休止状態としたりしても良い。
【００６２】
　また、上記のような電極の例とは別に、マッサージ用のローラーを備えた美容器やボー
ルを備えた美容器において、ローラーやボールに電極を配設して、同様の通電・通電休止
等の制御をおこなうこととしても良い。
【産業上の利用の可能性】
【００６３】
　本発明は、手・腕・脚・顔その他、使用者の肌の美容のための美容器に広く利用するこ
とができる。
【符号の説明】
【００６４】
　１０；美容器、１１；ＬＥＤボタン、１２；電源ボタン、１３；モードボタン、１４；
ＬｖＬＥＤ、１５；ＭｏｄｅＬＥＤ、１６；電極部、２０；把持部、３０；中間部、３１
；電源基板、３２；コンバータ、３４；充電池、３５；マイクロコンピュータ、３６；Ｌ
ＥＤドライバー、３７；パワーブースター、３８；ＲＦパワーコントローラー、４０；ヘ
ッド部、４１；第一電極群、４２；第２電極群、４４ａ，４４ｂ，４４ｃ，４４ｄ，４４
ｅ，４４ｆ，４４ｇ，４４ｈ；電極、５０；ＬＥＤ、５１，５２，５３；ＬＥＤ列、１１
０；美容器、１１６：電極部、１４０；ヘッド部、１４１；第一電極群、１４２；第二電
極群、１４４ａ，１４４ｂ，１４４ｃ，１４４ｄ，１４４ｅ，１４４ｆ，１４４ｇ，１４
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４ｈ，１４４ｉ，１４４ｊ，１４４ｋ，１４４ｌ；電極、１６０；超音波発生器、２１０
；美容器、２４４ａ，２４４ｂ、２４４ｄ、２４４ｄ：電極、３１０；美容器、３４４ａ
，３４４ｂ：電極、４１０；美容器、４４４ａ，４４４ｂ，４４４ｃ：電極、５１０；美
容器、５１６；電極部、５４４；電極。
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