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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】人の頭皮に低出力のレーザー照射と振動刺激を
組み合わせて、治療効果が高く、構造を簡素化したレー
ザー脱毛症治療器を提供する。
【解決手段】レーザー脱毛症治療器は、使用者の頭部を
囲むように備えられるキャップ１０の内部に備えられて
、コントローラーＣの制御によって電源が供給されてレ
ーザーを照射するレーザー組立体４０と、キャップの内
部に附着される弾性パッド３０と、弾性パッドの一面に
附着され、電源が供給されて発熱する発熱体が備えられ
た回路基板２０と、回路基板に電気的に接続され、発熱
体と位置干渉されない位置にそれぞれ備えられて、電源
が供給されて振動を発生させる振動モーターとを含むむ
。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　使用者の頭皮にレーザーを照射するキャップ（１０）を備えるレーザー脱毛症治療器で
あって、
　前記キャップ（１０）の一側に備えられるもので、電源が供給されてレーザー光を発生
させる複数または単一のレーザーダイオード（７１）が内部に設置されるケーシング（７
０′）と、
　前記レーザーダイオード（７１）の一側に設置されて、照射されるレーザーを集光する
ための集光レンズ（７５）と、
　前記集光レンズ（７５）を通過したレーザーを一側に伝達するためのもので、前記ケー
シング（７０′）の一側に一端が接続され、内部には複数本の光ファイバ（７７ｆ）が配
線される連結管（７７）と、
　前記キャップ（１０）の内部に附着されるもので、前記連結管（７７）の他端が接続さ
れて、内部に光ファイバ（７７ｆ）が配線される弾性パッド（３０）と、
　前記弾性パッド（３０）の一側面から使用者の頭皮に接触されるように突出されるもの
で、一端が光ファイバ（７７ｆ）に接続されてレーザーを照射するブラシー毛（７９）と
、
を含むことを特徴とする、レーザー脱毛症治療器。
【請求項２】
　前記ケーシング（７０′）の内部に備えられるレーザーダイオード（７１）と電装品と
が回路構成される回路基板（７２）と、
　前記回路基板（７２）の一側に備えられて、前記レーザーダイオード（７１）で発生さ
れる熱を放熱させる放熱板（７３）と、
を含むことを特徴とする、請求項１に記載のレーザー脱毛症治療器。
【請求項３】
　前記弾性パッド（３０）は、シリコーン、ウレタン、ゴム材、合成樹脂材の中の何れか
一つで形成されることを特徴とする、請求項１に記載のレーザー脱毛症治療器。
【請求項４】
　前記弾性パッド（３０）は、中央に孔が貫通して形成されたリングブロック（７９′）
が嵌められて、このリングブロック（７９′）の孔から前記ブラシー毛（７９）の一端が
挿入して通過されることを特徴とする、請求項１に記載のレーザー脱毛症治療器。
【請求項５】
　前記集光レンズ（７５）は一つで備えられるか、または集光倍率が互いに異なる二つ以
上のレンズが間隔を置いて構成されることを特徴とする、請求項１に記載のレーザー脱毛
症治療器。
【請求項６】
　前記弾性パッド（３０）は、前記ブラシー毛（７９）と位置干渉されない位置に電源が
供給されて振動を発生させる振動モーター（５０）が備えられることを特徴とする、請求
項１に記載のレーザー脱毛症治療器。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は人の頭皮に低出力のレーザー照射と振動刺激を組み合わせて脱毛症の治療また
は予防のためのレーザー脱毛症治療器に関し、さらに詳しくは、発熱要素と振動要素、ま
たレーザーダイオードの光パルスを利用して頭皮の毛根細胞を活性化させて、発毛促進と
脱毛症を予防することができ、構造を簡素化して量産性を高めるとともに、レーザーの照
射效率を高めることができるレーザー脱毛症治療器に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　一般に、脱毛症の正確な原因は糾明されなかったが、遺伝的な要因、男性ホルモンの作
用、ストレスなどが作用するものと知られており、男性ホルモン自体が脱毛症を誘発しな
いが、還元酵素によって男性ホルモンであるテストステロンがジヒドロテストステロン（
ＤＨＴ）に変わった後、アンドロゲン受容体（Ａｎｄｒｏｇｅｎ　ｒｅｃｅｐｔｏｒ）と
結合して、毛乳頭と毛嚢の機能を低下させ、血管を損傷させて脱毛症を引き起こすものと
知られている。その他にも毛根に栄養供給の不足と染色、ドライ、パーマによるストレス
など多様な原因がある。
【０００３】
　このような脱毛症の治療は、多様な方法を通じて行われているが、近来には低出力レー
ザーを頭皮に照射する方法が広く使用されており、低出力レーザーによる細胞の刺激と血
管の拡張、また毛根細胞の活性化と血液循環の促進を誘導することによって、脱毛症の防
止及び頭皮の疾患を治療及び予防することができることが知られている。
【０００４】
　一方、上記脱毛症治療に使われるレーザーの種類を波長を基準に分類すると、半導体レ
ーザー８３０～９００ｎｍ、二酸化炭素（ＣＯ２）レーザー１０６００ｎｍ、アルゴン（
Ａｒ）レーザー４８８～５１４.６ｎｍ、ネオジウム・ヤグ（Ｎｄ－Ｙａｇ）レーザー５
３２ｎｍ、ルビーレーザー６９４ｎｍ、ヘリウム－ネオンレーザー６３２ｎｍ、エルビウ
ム・ヤグレーザーレーザー２９４０ｎｍなどが知られている。
【０００５】
　特に、低出力レーザーは、波長が６００ｎｍ以上の赤色可視光線から波長が１４００ｎ
ｍまでの赤外線波長を言い、出力の強さは１００ｍＷ～５００ｍＷ程度で、単位面積当た
りエネルギー量は０．０５～５．０Ｗ／Ｃｍ２であることが知られている。また、赤外線
を利用した肌疾患の治療が徐徐に施行されている。即ち、人の肌に光を照射すると、その
光（ｐｈｏｔｏｎ）が肌組職に浸透され、この時吸収された光が熱エネルギーに変化し、
熱エネルギーは温熱治療効果をし、特に血管内皮で酸化窒素（Ｎｉｔｒｉｃ　Ｏｘｉｄｅ
）が生成されて活性化され、自然治癒力が高くなって肌の色合い及びきめが向上され、水
気が補充されてしっとりとなるとともに、巨細胞と線維芽細胞を刺激してコラーゲンとエ
ルラスチンの生成を増大させ、血流の中の酸素を増加させて毒素を取り除くので、脱毛症
防止及び髪の毛の健康に効果があることが知られている。
【０００６】
　上記治療方法に使用される赤外線の波長（Ｗａｖｅ　Ｌｅｎｇｔｈ）は、青色ダイオー
ド（青色発光ダイオード）：４００－４７０ｎｍ、緑色ダイオード（緑色発光ダイオード
）：４７０－５７２ｎｍ、黄色ダイオード（黄色発光ダイオード）：５７２－６３０ｎｍ
、赤色ダイオード（赤色発光ダイオード）：６３０－７００ｎｍ、赤外線ダイオード（赤
外線発光ダイオード）：７００－１，４００ｎｍなどがある。
【０００７】
　特に、赤外線による治療方法は簡単で副作用の虞がないので、漸次に施術範囲が拡大さ
れている実情である。また、近来には赤外線と低出力レーザーを半導体ダイオードから得
られる方法が広く開発されて、光治療器が小型化されるとともに、簡便に使用することが
できて、家庭用や携帯用として商品化されている実情である。
【０００８】
　しかし、従来のレーザー脱毛症治療器は単純にレーザーダイオードを利用した光治療の
みに頼っていたため治療効果が低いとともに、レーザーダイオードの組み立て構成が複雑
で製造コストが高く、交換及び修理が困難である問題点があった。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明は上記のような従来技術の問題点を解決するために創出されたもので、本発明の
目的は、レーザーダイオードの組み立て構成を簡素にして、分解及び組み立てを良好にし
て、メンテナンス性を向上できるようにし、同時にレーザーダイオードの光パルスととも
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に物理的な刺激及び温熱刺激による頭皮の毛根細胞の活性化を促進させることができるレ
ーザー脱毛症治療器を提供することにある。
【００１０】
　また、本発明はキャップの内皮にレーザー光ケーブルを配線し、これらレーザー光ケー
ブルが直接使用者の頭皮に接触できるようにして、レーザーの損失を最小化させながら、
キャップの内皮構造を簡素化することによって、良好な着心地を維持させることができる
レーザー脱毛症治療器を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記の目的を実現するための本発明の一実施形態によるレーザー脱毛症治療器は、使用
者の頭部を囲むように備えられるキャップと、このキャップの内部に備えられて、コント
ローラーの制御によって電源が供給されてレーザーを照射するレーザー組立体とを含むレ
ーザー脱毛症治療器において、上記キャップの内部に附着される弾性パッドと；上記弾性
パッドの一面に附着されるもので、電源が供給されて発熱する発熱体が備えられた回路基
板と；上記回路基板に電気的に接続されるもので、発熱体と位置干渉されない位置にそれ
ぞれ備えられて、電源が供給されて振動を発生させる振動モーターと；上記振動モーター
の一側に備えられて回路基板に電気的に接続されるもので、一端部が上記弾性パッドに形
成された組立孔を通過して突出されることによって使用者の頭皮に接触されるレーザー組
立体とを含むことをその特徴とする。
【００１２】
　本発明の好ましい一特徴として、上記レーザー組立体は、電源が供給されてレーザー光
を発生させるレーザーダイオードを内部に収容するもので、レーザー光を集光または拡散
させるレンズ（４２）と；上記レンズを収容する収容空間を形成するもので、開放された
一面から上記レンズの上部が突出されるハウジングと；上記ハウジングの開放された一面
を遮蔽しながら上記レンズの上部が突出できるように貫通孔が形成され、一端が上記ハウ
ジングにねじ締結されるレンズキャップと；をさらに含むことにある。
【００１３】
　本発明の好ましい他の特徴として、上記弾性パッドはシリコーン、ウレタン、ゴム材、
合成樹脂材の中の何れか一つで形成されることにある。
【００１４】
　本発明の好ましいまた他の特徴として、上記発熱体は上記コントローラーの制御信号に
よって電源が供給されて発熱する線状発熱体または面状発熱体の中の何れか一つであるこ
とにある。
【００１５】
　本発明の好ましいまた他の特徴として、上記ハウジングは上記レーザーダイオードが設
置される部分に放熱板がさらに備えられることにある。
【００１６】
　本発明の他の実施形態によるレーザー脱毛症治療器は、使用者の頭部を囲むように備え
られるキャップと、このキャップの内部に備えられて、コントローラーの制御によって電
源が供給されてレーザーを照射するレーザー組立体とを含むレーザー脱毛症治療器におい
て、上記キャップの内部に附着される弾性パッドと；上記弾性パッドの一面に附着される
もので、電源が供給されて発熱する発熱体が備えられた回路基板と；上記回路基板に電気
的に接続されるもので、発熱体と位置干渉されない位置にそれぞれ備えられ、電源が供給
されて振動を発生させる振動モーターと；上記キャップの一側に備えられて、上記コント
ローラーの制御信号によってレーザーを発生させるレーザー発振器と上記振動モーターの
一側に備えられて、上記レーザー発振器と光ケーブルで接続されるもので、内部には上記
光ケーブルの端部が収容され、一端部が上記弾性パッドに形成された組立孔を通過して突
出されることによって使用者の頭皮に接触されるレンズとを備えるレーザー組立体と；を
さらに含むことをその特徴とする。
【００１７】



(5) JP 2014-87658 A 2014.5.15

10

20

30

40

50

　本発明の好ましい一特徴として、上記レーザー組立体は、上記レーザー発振器に接続さ
れて、レーザー光を伝達する光ケーブルの端部が内部に収容されるもので、レーザー光を
集光または拡散させるレンズと；上記レンズを収容する収容空間を形成するもので、開放
された一面から上記レンズの上部が突出されるハウジングと；上記ハウジングの開放され
た一面を遮蔽しながら、上記レンズの上部が突出できるように貫通孔が形成され、一端が
上記ハウジングにねじ締結されるレンズキャップと；をさらに含むことにある。
【００１８】
　本発明の好ましい他の特徴として、上記弾性パッドはシリコーン、ウレタン、ゴム材、
合成樹脂材の中の何れか一つで形成されることにある。
【００１９】
　本発明の好ましいまた他の特徴として、上記発熱体は上記コントローラーの制御信号に
よって電源が供給されて発熱する線状発熱体または面状発熱体の中の何れか一つであるこ
とにある。
【００２０】
　本発明の好ましいまた他の特徴として、上記ハウジングは、上記レーザーダイオードが
設置される部分に放熱板がさらに備えられることにある。
【００２１】
　上記の目的を実現するための本発明の他の実施形態によるレーザー脱毛症治療器は、使
用者の頭皮にレーザーを照射するキャップを備えるレーザー脱毛症治療器において、上記
キャップの一側に備えられるもので、電源が印加されてレーザー光を発生させる複数のレ
ーザーダイオードが内部に設置されるケーシングと；上記レーザーダイオードの一側に設
置されて、照射されるレーザーを集光するための集光レンズと；上記集光レンズを通過し
たレーザーを一側に伝達するためのもので、上記ケーシングの一側に一端が接続され、内
部には複数本の光ファイバが配線される連結管と；上記キャップの内部に附着されるもの
で、上記連結管の他端が接続されて、内部に光ファイバが配線される弾性パッドと；上記
弾性パッドの一側面から使用者の頭皮に接触されるように突出されるもので、一端が光フ
ァイバに連結されて、レーザーを照射するブラシー毛を含むことをその特徴とする。
【００２２】
　本発明の好ましい一特徴として、上記ケーシングはその内部にレーザーダイオードと電
装品が回路構成される回路基板と；上記回路基板の一側に備えられてレーザーダイオード
で発生された熱を放熱させる放熱板を含むことにある。
【００２３】
　本発明の好ましい他の特徴として、上記弾性パッドはシリコーン、ウレタン、ゴム材、
合成樹脂材の中の何れか一つで形成されることにある。
【００２４】
　本発明の好ましいまた他の特徴として、上記弾性パッドは中央に孔が貫通して形成され
たリングブロックが嵌められ、このリングブロックの孔から上記ブラシー毛の一端が挿入
して通過されることにある。
【００２５】
　本発明の好ましいまた他の特徴として、上記集光レンズは間隔を置いて一つ以上、複数
個配置されることにある。
【００２６】
　本発明の好ましいまた他の特徴として、上記弾性パッドはブラシー毛と位置干渉されな
い位置に電源が供給されて振動を発生させる振動モーターが備えられることにある。
【００２７】
　本発明の特徴及び利点は添付図面に基づいた以下の詳細な説明によってさらに明確にな
る。これに先立って、本明細書及び請求の範囲に用いられる用語や単語は通常的で、辞典
的な意味に解釈されてはならなく、発明者がその自分の発明を最善の方法で説明するため
に用語の概念を適切に定義することができるという原則に即して、本発明の技術思想に適
合する意味と概念に解釈されるべきである。
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【発明の効果】
【００２８】
　本発明によるレーザー脱毛症治療器は、着用者の頭皮にレーザーダイオードのための光
パルス刺激と振動要素を利用した物理的刺激、また発熱要素を利用した温熱刺激を通じて
複合的に毛根細胞を活性化させることができるので、結果的に発毛の促進及び脱毛症を予
防することができるという利点が期待される。
【００２９】
　また、レーザーダイオード組立体の構成が簡素して、分解及び組立による作業性を高め
ることができ、レンズ及びレンズキャップが頭皮に接触された状態で、レーザーの照射と
振動が伝達されるので、レーザー及び薬物の浸透を倍加させることができるという効果を
奏する。
【００３０】
　また、本発明はキャップの内皮にレーザー光ケーブルを配線し、これらレーザー光ケー
ブルが直接使用者の頭皮に接触できるようにして、レーザーの損失を最小化させながら、
キャップの内皮構造を簡素化することによって良好な着心地を維持させることができるの
で、使用感の改善による製品に対する消費者の満足度を向上させることができるという有
用な効果が期待される。
【００３１】
　上記では本発明の好ましい実施形態を参照して説明したが、当該技術分野における熟練
された技術者は特許請求の範囲に記載された本発明の思想及び領域から逸脱しない範囲内
で本発明を多様に修正及び変更させることができることを理解すべきである。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】本発明の一実施形態によるレーザー脱毛症治療器の使用状態を説明するための図
面。
【図２】本発明の一実施形態によるレーザー脱毛症治療器の要部を示した分解斜視図。
【図３】図２の結合斜視図。
【図４】本発明の一実施形態によるレーザー脱毛症治療器の要部を示した断面図。
【図５】本発明の他の実施形態によるレーザー脱毛症治療器の使用状態を示した図面。
【図６】図５の要部構成を説明するための斜視図。
【図７】本発明の他の実施形態に他のレーザー脱毛症治療器の要部を示した断面図。
【図８】本発明によるレーザー脱毛症治療器の使用状態を説明するための図面。
【図９】本発明によるレーザー脱毛症治療器の構成を説明するための斜視図。
【図１０】本発明によるレーザー脱毛症治療器の構成を説明するために概略的に示した断
面図。
【図１１】本発明によるレーザー脱毛症治療器の要部を示した断面図。
【発明を実施するための形態】
【００３３】
　上述した本発明の目的、特徴及び長所は以下の詳細な説明によってさらに明確になる。
【００３４】
　以下、本発明の好ましい実施形態を添付した図面に基づいて説明すれば次の通りである
。まず、図面において、同一構成要素または部品は同じ参照符号を付けてあることに留意
すべきである。本発明を説明するにあたって、係わる公知の機能または構成に対する具体
的な説明は本発明の要旨を明確にするために省略する。
【００３５】
　図１は本発明の一実施形態によるレーザー脱毛症治療器の使用状態を説明するための図
面であり、図２は本発明の一実施形態によるレーザー脱毛症治療器の要部を示した分解斜
視図であり、図３は図２の結合斜視図である。
【００３６】
　また、図４は本発明の一実施形態によるレーザー脱毛症治療器の要部を示した断面図で
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ある。
【００３７】
　ここで示したように、本発明のレーザー脱毛症治療器（１）は使用者の頭部分、即ち、
頭部を囲むように備えられる帽子形状に備えられるキャップ（１０）と；上記キャップ（
１０）の外部一側、または有無線で接続されて、使用者から操作信号が入力されて各電装
品に対する制御を行うもので、操作ボタンとディスプレーが備えられたコントローラー（
ｃ）と；上記キャップ（１０）の内部一側に備えられて、使用者の着用有無及び温度など
を感知する感知器（ｓ）と；上記キャップ（１０）の内部に附着される弾性パッド（３０
）と；上記弾性パッド（３０）とキャップ（１０）との間に備えられる回路基板（２０）
と；上記回路基板（２０）に設置されて、振動を発生させる振動モーター（５０）と；上
記回路基板（２０）に電気的に接続されて、その一端が使用者の頭部を加圧する指圧突起
形状に備えられ、レーザー光を照射するレーザー組立体（４０）と；で構成される。
【００３８】
　上記キャップ（１０）は使用者の頭に着用するもので、公知の多様な形態の帽子が使用
されも構わないので、詳細な説明は省略する。
【００３９】
　上記弾性パッド（３０）は上記キャップ（１０）の内部に備えられるもので、所定の厚
さを有する弾性材質で形成され、好ましくは、加工が容易で、着心地と異物を容易に除去
できるシリコーンや、ウレタン、ゴム材、合成樹脂材で成形されたものが使用される。
【００４０】
　このような弾性パッド（３０）は、図面で示したように、等間隔で後述するレーザー組
立体（４０）のレンズ（４２）の一部が挿入されて突出できるように組立孔（３１）が形
成される。
【００４１】
　上記回路基板（２０）は上記弾性パッド（３０）の一面に附着されるもので、図面に示
したように、上記弾性パッド（３０）と上記キャップ（１０）との間に位置されて、上記
コントローラー（ｃ）の制御信号を受けて選択的に電源が供給される回路構成される。こ
のような回路基板（２０）は軟性回路基板を使用することが好ましく、一面には選択的に
発熱体（２１）が備えられる。ここで、上記発熱体（２１）は公知の線状発熱体や面状発
熱体を使用することが好ましい。説明を省略した符号ｐｌは上記コントローラー（ｃ）に
接続される電源線を示す。
【００４２】
　振動モーター（５０）は上記使用者の頭部に所定の振動を加えて頭皮を刺激するための
要素で、上記コントローラー（ｃ）の制御信号を受けて選択的に電源が供給されることに
よって振動を発生させる。このような振動モーター（５０）は薄厚のコイン型振動モータ
ーを使用することを提案して、この時の上記コイン型振動モーターは公知の技術によって
実施されるので詳細な説明は省略する。
【００４３】
　レーザー組立体（４０）は使用者の頭皮にレーザーを照射する要素で、上記振動モータ
ー（５０）と発熱体（２１）と位置干渉されないように上記回路基板（２０）に電気的に
接続される構成である。このようなレーザー組立体（４０）は一端部が上記弾性パッド（
３０）に形成された組立孔（３１）を通過して突出され、この突出された部分が使用者の
頭皮に接触される。
【００４４】
　上記レーザー組立体（４０）は上記コントローラー（ｃ）の制御信号によって電源が供
給されてレーザー光を発生させるレーザーダイオード（４１）を内部に収容するレンズ（
４２）を備え、この時の上記レンズ（４２）としてはレーザー光を集光または拡散できる
ように凹レンズまたは凸レンズが使用されることができる。
【００４５】
　上記レンズ（４２）は一面が開放されたハウジング（４３）の内部に収容され、この時
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の上記ハウジング（４３）の開放された一面からは上記レンズ（４２）の一部が突出され
る。
【００４６】
　一方、上記ハウジング（４３）の開放された一面は、レンズキャップ（４５）によって
遮蔽される構成であり、この時の上記レンズキャップ（４５）は上記レンズ（４２）の一
部が外部に突出できるように、貫通孔（図示しない）が形成される。このようなレンズキ
ャップ（４５）は図示したように、下端部が下向きに延長されて上記ハウジング（４３）
の内周面とねじ締結で結合される構成である。
【００４７】
　また、上記ハウジング（４３）は上記レーザーダイオード（４１）が設置される部分に
放熱板（４４）を備える構成である。
【００４８】
　このように構成されるレーザー組立体（４０）は上記レーザーダイオード（４１）で照
射されるレーザー光が上記ハウジング（４３）の開放された一面を通じてレンズ（４２）
を経由して使用者の頭皮に照射されるようにし、同時に上記レーザーダイオード（４１）
はレーザー光が照射される一側面を除いた他の面がハウジング（４３）と放熱板（４４）
によって囲まれた形態で備えられることによって上記レーザーダイオード（４１）で発生
された熱が上記ハウジング（４３）の開放された一面を通じて外部に放出されて使用者の
頭皮に温熱刺激を付与する。
【００４９】
　上記のように構成される本発明のレーザー脱毛症治療器の使用例を説明すれば次の通り
である。
【００５０】
　まず、使用者がキャップ（１０）を頭に被った状態で上記コントローラー（ｃ）に備え
られた操作ボタンを操作して駆動させる。そして、上記キャップ（１０）の内部一側に設
けられた感知器（ｓ）が着用状態有無を感知して、回路基板（２０）に電気的に接続され
た振動モーター（５０）と発熱体（２１）また、レーザー組立体（４０）のレーザーダイ
オード（４１）に電源を印加する。
【００５１】
　これによって、上記発熱体（２１）は所定温度の熱を発生させて弾性パッド（３０）全
体が均一に加熱できるように発熱を実施し、上記振動モーター（５０）は振動を発生させ
、レーザーダイオード（４１）はレーザー光を使用者の頭皮に照射する。
【００５２】
　この時、上記レーザーダイオード（４１）はレンズ（４２）部分が図面に示したように
、上記弾性パッド（３０）から突出されることによって、使用者の頭皮に接触されたり、
または近接して配置されることによって、レーザー光を近接照射するとともに、上記振動
モーター（５０）の振動によって頭皮に物理的に接触する。また、上記レーザーダイオー
ド（４１）は上記ハウジング（４３）と放熱板（４４）によって一面を除いた他の面が遮
蔽された状態であるので、上記レーザーダイオード（４１）で発生される熱が頭皮側に向
かって温熱刺激を付与する。
【００５３】
　図４は本発明の一実施形態によるレーザー脱毛症治療器の要部を示した断面図で、図５
は本発明の他の実施形態によるレーザー脱毛症治療器の使用状態を示した図面である。
【００５４】
　また、図６は図５の要部構成を説明するための斜視図で、図７は本発明の他の実施形態
に他のレーザー脱毛症治療器の要部を示した断面図である。
【００５５】
　これに示したように、本実施形態におけるレーザー脱毛症治療器（１）は前述した一実
施形態の構成と大同小異である。ただ、レーザーダイオードを使用しないで、別途のレー
ザー発振器（４０ｐ）を構成し、このレーザー発振器（４０ｐ）で出射されるレーザー光
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を複数本の光ケーブル（４１ｆ）に分岐連結して、これら光ケーブル（４１ｆ）を利用し
たレーザー組立体（４０）を構成することを技術特徴とする。
【００５６】
　即ち、本実施形態におけるレーザー脱毛症治療器（１）は前述した一実施形態と同じく
、使用者の頭部分、即ち、頭部を囲むように備えられる帽子形状に備えられるキャップ（
１０）と；上記キャップ（１０）の外部一側または有無線で接続されて使用者から操作信
号を入力されて各電装品に対する制御を行うコントローラー（ｃ）と；上記キャップ（１
０）の内部一側に備えられて、使用者の着用有無及び温度などを感知する感知器（ｓ）と
；上記キャップ（１０）の内部に附着される弾性パッド（３０）と；上記弾性パッド（３
０）とキャップ（１０）との間に備えられる回路基板（２０）と；上記回路基板（２０）
に設置されて振動を発生させる振動モーター（５０）と；上記回路基板（２０）に電気的
に接続され、その一端が使用者の頭部を加圧する指圧突起形状に備えられ、レーザー光を
照射するレーザー組立体（４０）と；で構成される。
【００５７】
　上記キャップ（１０）、弾性パッド（３０）、回路基板（２０）及び振動モーター（５
０）は前に説明した一実施形態と同じであるので詳細な説明は省略する。
【００５８】
　本実施形態におけるレーザー組立体（４０）は、特徴的に上記キャップ（１０）の一側
に備えられて、上記コントローラー（ｃ）の制御信号によってレーザーを発生させるレー
ザー発振器（４０ｐ）と；上記振動モーター（５０）の一側に備えられて上記レーザー発
振器（４０ｐ）と光ケーブル（４１ｆ）で接続されるもので、内部には上記光ケーブル（
４１ｆ）の端部が収容され、一端部が上記弾性パッド（３０）に形成された組立孔（３１
）を通過して突出されることによって使用者の頭皮に接触されるレンズ（４２）とを備え
る構成である。
【００５９】
　即ち、上記レーザー組立体（４０）は上記レーザー発振器（４０ｐ）に接続されて、レ
ーザー光を伝達する光ケーブル（４１ｆ）の端部が内部に収容されもので、レーザー光を
集光または拡散させるレンズ（４２）と、上記レンズ（４２）を収容する収容空間を形成
するもので、開放された一面から上記レンズ（４２）の上部が突出されるハウジング（４
３）と、上記ハウジング（４３）の開放された一面を遮蔽しながら上記レンズ（４２）の
上部が突出されることができるように貫通孔が形成され、一端が上記ハウジング（４３）
にねじ締結されるレンズキャップ（４５）とを含む。
【００６０】
　このように構成される本発明の他の実施形態よるレーザー脱毛症治療器（１）は、前述
した一実施形態とその使用方法が同じであるので詳細な説明は省略する。
【００６１】
　以下、本発明のまた他の実施形態によるレーザー脱毛症治療器を、図８乃至図１１を参
照して説明する。図８は本発明によるレーザー脱毛症治療器の使用状態を説明するための
図面で、図９は本発明によるレーザー脱毛症治療器の構成を説明するための斜視図である
。また、図１０は本発明によるレーザー脱毛症治療器の構成を説明するために概略的に示
した断面図で、図１１は本発明によるレーザー脱毛症治療器の要部を示した断面図である
。
【００６２】
　ここに示したように、本発明によるレーザー脱毛症治療器（１）は、使用者の頭部分、
即ち、頭部を囲むように備えられる帽子形状を有するキャップ（１０）と；上記キャップ
（１０）の外部一側または有無線で接続されて、使用者から操作信号が入力されて各電装
品に対する制御を行うので、操作ボタンとディスプレーが備えられるコントローラー（ｃ
）と；上記キャップ（１０）の内部に附着される弾性パッド（３０）と；外部から電源が
印加されて振動を発生させ、使用者の頭皮に指圧を加える振動モーター（５０）と；この
振動モーター（５０）と位置干渉されないように突出して形成されるもので、上記レーザ
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ー発生器（７０）で発生されたレーザーが伝達されて使用者の頭皮に照射する光ファイバ
からなるブラシー毛（７９）とで構成される。
【００６３】
　キャップ（１０）は使用者の頭に着用するもので、公知の多様な形態の帽子を使用して
も構わないので、詳細な説明は省略する。
【００６４】
　弾性パッド（３０）は上記キャップ（１０）の内部に備えられるもので、所定の厚さを
有する弾性材質で形成され、好ましくは加工が容易で着心地及び異物の除去が容易なシリ
コーンや、ウレタン、ゴム材、合成樹脂材で成形されたものが使用される。このような弾
性パッド（３０）は図面に示すように、等間隔でブラシー毛（７９）及び振動モーター（
５０）が備えられる。
　振動モーター（５０）は上記使用者の頭部に所定の振動を加えて、頭皮を刺激するため
の要素で、上記コントローラー（ｃ）の制御信号を受けて選択的に電源が供給されること
によって振動を発生させる。このような振動モーター（５０）は薄厚のコイン型振動モー
ターを使用することを提案し、この時の上記コイン型振動モーターは公知の技術によって
実施されるので詳細な説明は省略する。
【００６５】
　レーザー発生器（７０）は電源が供給されてレーザーを発生させるもので、外体を形成
するケーシング（７０′）と、このケーシング（７０′）の内部に備えられて、電源が供
給されてレーザーを発生させる複数のレーザーダイオード（７１）と、上記レーザーダイ
オード（７１）から照射されるレーザーを集光するための集光レンズ（７５）と、上記集
光レンズ（７５）を通過した集光レーザーを伝達するための光ファイバ（７７ｆ）束から
なる連結管（７７）とで構成される。
【００６６】
　上記ケーシング（７０′）は、使用者がキャップ（１０）を着用した状態で着心地を阻
害しない位置に備えられ、その内部には外部から電源が供給されてレーザー光を発生させ
る複数のレーザーダイオード（７１）が備えられる。この時の上記レーザーダイオード（
７１）は回路基板（７２）に回路構成され、この時の上記回路基板（７２）は上記レーザ
ーダイオード（７１）だけでなく、各種電装品が回路構成される。このような回路基板（
７２）は軟性回路基板を使用することが好ましい。また、上記回路基板（７２）の一側に
は放熱を行うために導熱性の優れた金属材からなる放熱板（７３）がさらに備えられるこ
とができる。このような放熱板（７３）はレーザーダイオード（７１）で発生された熱を
放熱させる役割を果たす。
【００６７】
　上記レーザーダイオード（７１）は順方向半導体接合を利用してレーザーを発生させる
ダイオードであり、公知の技術によって実施されるので詳細な説明は省略する。本発明に
おけるレーザーダイオード（７１）は、図示したように、複数または単一のレーザーダイ
オードが備えられ、これらレーザーダイオードはレーザーを照射する方向が一致するよう
に回路基板（７２）に回路構成される。
【００６８】
　上記集光レンズ（７５）は、上記レーザーダイオード（７１）の前方、即ち、レーザー
が照射される経路上に設置されて、レーザーを集光するための要素である。このような集
光レンズ（７５）はそれぞれ他の凹レンズまたは凸レンズが使用されることができ、一つ
のレンズで備えられたり、または集光倍率が互いに異なる二つ以上のレンズが間隔を置い
て配置されることができる。
【００６９】
　上記連結管（７７）は、上記集光レンズ（７５）を通過したレーザー光を上記弾性パッ
ド（３０）に備えられて、一側面に垂直して突出されたブラシー毛（７９）に連結される
光ファイバ（７７ｆ）が配線される。
【００７０】
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　即ち、上記連結管（７７）はその内部に複数本の光ファイバ（７７ｆ）が束に配線され
ており、これら光ファイバ（７７ｆ）は連結管（７７）を通過して上記弾性パッド（３０
）の内部に配線される。また、上記弾性パッド（３０）の内部に配線された光ファイバは
ブラシー毛（７９）に連結されることによって最終的に使用者の頭皮にレーザー光が照射
される。
【００７１】
　このような構成のレーザー発生器（７０）は電源が供給されて複数のレーザーダイオー
ド（７１）がレーザー光を発生させ、このように発生されたレーザー光は集光レンズ（７
５）を通過しながら集光される。また、集光されたレーザー光は連結管（７７）を通じて
弾性パッド（３０）の内部に配線された光ファイバ（７７ｆ）に沿っててブラシー毛（７
９）に伝達される。
【００７２】
　ブラシー毛（７９）は上記弾性パッド（３０）の一側面から使用者の頭皮に接触できる
ように垂直して突出された光ファイバで、上記連結管（７７）に沿って弾性パッド（３０
）の内部に配線された光ファイバに連結され、レーザー光が伝達されてその端部を通じて
レーザー光を照射する。
【００７３】
　このようなブラシー毛（７９）は、図示したように、使用者の頭皮に所定の間隔を置い
て接触できるように格子配列に配置され、これらブラシー毛（７９）の間には位置干渉さ
れないように振動モーター（５０）が備えられる。
【００７４】
　また、上記ブラシー毛（７９）はリングブロック（７９′）に嵌められて、上記弾性パ
ッド（３０）に堅固に位置固定され、この時の上記リングブロック（７９′）はその中央
に貫通して形成された孔を通じて上記ブラシー毛（７９）の一端が挿入して通過される。
このようなリングブロック（７９′）は上記ブラシー毛（７９）に対して比較的広い面積
に拡張された半径を有するように備えられて上記弾性パッド（３０）に接着または返し縫
いで固定される。
【００７５】
　説明しない符号ｂは充電バッテリーを示し、このような充電バッテリーは常時電源に選
択的に接続されて充電が行われ、公知の技術によって実施されるので詳細な説明は省略す
る。
【００７６】
　上記のように構成される本発明のレーザー脱毛症治療器の作用を説明すれば次の通りで
ある。
【００７７】
　まず、使用者がキャップ（１０）を頭に被った状態で、上記コントローラー（ｃ）に備
えられた操作ボタンを操作して駆動させる。
【００７８】
　そこで、上記キャップ（１０）の内皮を成す弾性パッド（３０）に設置された振動モー
ター（５０）と、レーザー発生器（７０）に電源が印加されることによって上記振動モー
ター（５０）は振動を発生させて使用者の頭皮に物理的刺激を加え、上記レーザー発生器
（７０）はレーザー光を発生させて、ブラシー毛（７９）を通じて使用者の頭皮にレーザ
ー光を照射する。
【００７９】
　この時、上記レーザー発生器（７０）は複数のレーザーダイオード（７１）を通じて照
射されるレーザー光が集光レンズ（７５）と連結管（７７）を通じて光ファイバからなる
ブラシー毛（７９）に伝達され、上記ブラシー毛（７９）は上記キャップ（１０）の内皮
を成す弾性パッド（３０）が突出されることによって、その端面が使用者の頭皮に直接接
触されたり、近接して位置されることによってレーザー光を近接照射する。
【００８０】
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　一方、本発明は記載された実施形態に限定されるものではなく、本発明の思想及び範囲
を逸脱しないで多様に修正及び変形ができることは、当該技術分野において通常の知識を
有する者にとっては自明である。従って、このような変形例または修正例は、本発明の特
許請求の範囲に属するものと理解すべきである。
【符号の説明】
【００８１】
　　１：レーザー脱毛症治療器
　１０：キャップ
　２０：回路基板
　３０：弾性パッド
　４０：レーザー組立体
　５０：振動モーター
　７０：レーザー発生器
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