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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】ユーザの体調や化粧水の種類により肌の状況が
変化した場合であっても、美容処理の効果の変動を小さ
くする。
【解決手段】第１電極２１は、中央が開口する円環形状
の電極である。第２電極２２は、中央が開口する円環形
状の電極であり、第１電極２１と同心で且つ第１電極２
１の外周の外側に配置される。第１電源部８１は、第１
電極２１及び第２電極２２の間に高周波電圧を印加する
。美顔器１のユーザが握る部分には第３電極が設けられ
ている。第２電源部８２は、電極部２０及び第３電極の
間に直流電圧を印加する。抵抗測定部８４は、第１電極
２１及び第２電極２２の間の抵抗値を測定する。電圧制
御部８３は、測定された抵抗値に応じて高周波電圧及び
直流電圧を制御する。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外周が円形の第１電極と、前記第１電極と同心且つ前記外周の外側に配置される円環形
状の第２電極とを備える電極部と、
　前記第１及び第２電極の間に高周波を示す第１電圧を印加する第１電源部と、
　前記第１及び第２電極の間の抵抗値を測定する測定部と、
　測定された前記抵抗値に応じて前記第１電圧を制御する制御部と
　を備える美容処理装置。
【請求項２】
　前記制御部は、測定された前記抵抗値が大きいほど前記第１電圧を高くする
　請求項１に記載の美容処理装置。
【請求項３】
　前記制御部は、測定された前記抵抗値が大きいほど前記第１電圧の周波数を高くする
　請求項１又は２に記載の美容処理装置。
【請求項４】
　ユーザが握るグリップ部と、
　前記グリップ部に設けられた第３電極と、
　前記電極部及び前記第３電極の間に直流電圧、パルス電圧又は極性を反転させた交流電
圧を第２電圧として印加する第２電源部とを備え、
　前記制御部は、測定された前記抵抗値に応じて前記第１電圧及び前記第２電圧を制御す
る
　請求項１から３のいずれか１項に記載の美容処理装置。
【請求項５】
　前記制御部は、測定された前記抵抗値が大きいほど前記第２電圧を高くする
　請求項４に記載の美容処理装置。
【請求項６】
　前記制御部は、前記第１電圧を印加する第１期間及び前記第２電圧を印加する第２期間
が交互に来るように制御し、測定された前記抵抗値が大きいほど前記第１期間及び前記第
２期間の少なくとも一方を長くする
　請求項４又は５に記載の美容処理装置。
【請求項７】
　前記電極部が取り付けられた取付け面を有し且つ断面が円形の柱の形をした柱状部と、
　前記柱状部の外周より内径が大きい円環形状の磁性体が前記柱状部に嵌め込まれた場合
に当該磁性体を停止させるストッパであって、当該磁性体を吸引する磁石が設けられたス
トッパとを備え、
　前記取付け面を覆う多孔質被覆体を前記磁石に吸引された前記磁性体と前記柱状部が挟
み込んで固定する
　請求項１から６のいずれか１項に記載の美容処理装置。
【請求項８】
　前記ストッパは、前記柱状部に嵌め込まれた状態の前記磁性体の円形の外周よりも当該
円形の径方向の寸法が小さい部分を有する
　請求項７に記載の美容処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、美容処理装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、ユーザの顔や手足などに電極を接触させて電極間の肌（皮膚）に高周
波電流を流すことで肌を奥から温める美容処理を施す技術が記載されている。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１６－１８７７３２号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　肌に電流を流すことで得られる美容処理の効果は、個人差や体調により変化するし、化
粧水を用いる場合は化粧水の種類によっても変化する。特許文献１の技術では、それらの
状況の変化に対応することは考慮されていない。
　そこで、本発明は、状況が変化したときの美容処理の効果の変動を小さくすることを目
的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明は、外周が円形の第１電極と、前記第１電極と同心且つ前記外周の外側に配置さ
れる円環形状の第２電極とを備える電極部と、前記第１及び第２電極の間に高周波を示す
第１電圧を印加する第１電源部と、前記第１及び第２電極の間の抵抗値を測定する測定部
と、測定された前記抵抗値に応じて前記第１電圧を制御する制御部とを備える美容処理装
置を提供する。
【０００６】
　また、前記制御部は、測定された前記抵抗値が大きいほど前記第１電圧を高くしてもよ
い。
【０００７】
　また、前記制御部は、測定された前記抵抗値が大きいほど前記第１電圧の周波数を高く
してもよい。
【０００８】
　また、ユーザが握るグリップ部と、前記グリップ部に設けられた第３電極と、前記電極
部及び前記第３電極の間に直流電圧、パルス電圧又は極性を反転させた交流電圧を第２電
圧として印加する第２電源部とを備え、前記制御部は、測定された前記抵抗値に応じて前
記第１電圧及び前記第２電圧を制御してもよい。
【０００９】
　また、前記制御部は、測定された前記抵抗値が大きいほど前記第２電圧を高くしてもよ
い。
【００１０】
　また、前記制御部は、前記第１電圧を印加する第１期間及び前記第２電圧を印加する第
２期間が交互に来るように制御し、測定された前記抵抗値が大きいほど前記第１期間及び
前記第２期間の少なくとも一方を長くしてもよい。
【００１１】
　また、前記電極部が取り付けられた取付け面を有し且つ断面が円形の柱の形をした柱状
部と、前記柱状部の外周より内径が大きい円環形状の磁性体が前記柱状部に嵌め込まれた
場合に当該磁性体を停止させるストッパであって、当該磁性体を吸引する磁石が設けられ
たストッパとを備え、前記取付け面を覆う多孔質被覆体を前記磁石に吸引された前記磁性
体と前記柱状部が挟み込んで固定してもよい。
【００１２】
　また、前記ストッパは、前記柱状部に嵌め込まれた状態の前記磁性体の円形の外周より
も当該円形の径方向の寸法が小さい部分を有していてもよい。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、状況が変化したときの美容処理の効果の変動を小さくすることができ
る。
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【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】実施例の美顔器の外観を表す図
【図２】美顔器の正面、側面、背面を表す図
【図３】ストッパ等を拡大して表す図
【図４】美顔器の機能構成を表す図
【図５】第１制御テーブルの一例を表す図
【図６】第２制御テーブルの一例を表す図
【図７】第３制御テーブルの一例を表す図
【図８】第４制御テーブルの一例を表す図
【図９】電圧制御処理における美顔器１の動作手順の一例を表す図
【発明を実施するための形態】
【００１５】
［１］実施例
　図１は実施例の美顔器１の外観を表す。図１（ａ）では、美顔器１の外観だけが表され
、図１（ｂ）では、美顔器１にコットン７０を被せた状態が表されている。図２は美顔器
１の正面、側面、背面を表す。図２（ａ）では正面、図２（ｂ）では側面、図２（ｃ）で
は背面が表されている。
【００１６】
　美顔器１は、主としてユーザの顔に美容処理を施す器具であり、本発明の「美容処理装
置」の一例である。美顔器１は、ヘッド部１０と、本体５０とを備える。ヘッド部１０は
、ユーザの肌に押し付けられる部分である。本体５０は、いずれも細長い面である第１面
５１、２つの第２面５２及び第３面５３を有する棒状の部分であり、ユーザによって握ら
れる部分である。本体５０は本発明の「グリップ部」の一例である。ヘッド部１０は、第
１面５１のうち、本体５０の長手方向Ａ１の一方の端に設けられている。
【００１７】
　美顔器１においては、第１面５１が向いている方、すなわちヘッド部１０が設けられて
いる方を正面とし、第２面５２が向いている方を側面、第３面５３が向いている方を背面
とする。第１面５１には、ユーザによって操作される操作ボタン５４が設けられている。
操作ボタン５４は、液晶パネルに表示されたタッチ式のスイッチであってもよいし機械的
なスイッチでもよい。操作ボタン５４は、美顔器１の動作モードを選択する操作と、選択
された動作モードでの動作を開始させる操作とを受け付ける。
【００１８】
　本実施例では、肌の深層を温める深層温熱を行いながら肌の汚れを除去するクレンジン
グモードでの動作に関する構成について説明する。ヘッド部１０は、電極部２０と、柱状
部３０と、ストッパ４０とを備える。前述した深層温熱及び汚れ除去は、いずれも肌に電
流を流すことで行われる。電極部２０は、深層温熱及び汚れ除去において肌に電流を流す
ための電圧が印加される電極を備える部分である。以下では、深層温熱のための電圧を「
第１電圧」といい、汚れ除去のための電圧を「第２電圧」という。電極部２０は、第１電
極２１と、第２電極２２とを備える。
【００１９】
　第１電極２１は、外周が円形の電極であり、本実施例では、中央が開口する円環形状の
電極である。第２電極２２は、中央が開口する円環形状の電極であり、第１電極２１と同
心で且つ第１電極２１の外周の外側に配置される。これらの形及び配置により、第１電極
２１及び第２電極２２の間の距離は円周上のどこであっても一定になっている。第１電極
２１及び第２電極２２の間には、高周波電圧（高周波を示す電圧。ＲＦ（Radio Frequenc
y）電圧ともいう）が前述した第１電圧として印加される。
【００２０】
　柱状部３０は、断面が円形の柱状の部分であり、本実施例では円柱の形をしている。柱
状部３０は、底面３１と、側面３２とを有し、底面３１に電極部２０が取り付けられてい
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る。底面３１は本発明の「取付け面」の一例である。柱状部３０は、配線等を配置する内
部空間を形成する筐体を有し、その筐体は、プラスチック、非金属又はセラミック等の電
気絶縁材料を用いて形成されている。これにより、電極部２０に電圧が印加されても、柱
状部３０の筐体には電流が流れずユーザの肌に電流が流れるようになっている。
【００２１】
　柱状部３０には、リング６０が嵌め込まれる。リング６０は、柱状部の外周より内径が
大きい円環形状の磁性体である。リング６０は、例えば鉄、コバルト、ニッケル、それら
の合金又はフェライト等の強磁性を示す素材で形成されている。ストッパ４０は、柱状部
３０のうちの底面３１の反対側に接続されており、リング６０が柱状部３０に嵌め込まれ
た場合にそのリング６０を停止させる部分である。
【００２２】
　ストッパ４０は、磁石部４１と、切欠き部４２とを有する。磁石部４１は、本実施例で
はそれぞれがストッパ４０の中に埋め込まれた４つの磁石を有する。柱状部３０の底面３
１には、図１（ｂ）に表すように綿繊維をシート状に成形したコットン７０が被せられる
。コットン７０は本発明の「多孔質被覆体」の一例である。このように底面３１を覆うコ
ットン７０を磁石部４１に吸引されたリング６０と柱状部３０（詳細にはその側面３２）
が挟み込んで固定している。
【００２３】
　ストッパ４０は、円環形状をしているが、その外周側の一部を切り取って切欠き部４２
が形成されている。
　図３はストッパ４０等を拡大して表す。図３では、見分けやすいように第１電極２１、
第２電極２２及びリング６０をハッチングして示している。第１電極２１、第２電極２２
、柱状部３０及びストッパ４０（の円形の外周部分）は、いずれも中心点Ｐ１を中心とし
て同心になるように配置されている。
【００２４】
　また、柱状部３０に嵌め込まれたリング６０も、これらとほぼ同心の状態になる。この
中心点Ｐ１から外周に向かう方向を径方向Ａ２とすると、切欠き部４２は、ストッパ４０
のうち、柱状部３０に嵌め込まれた状態のリング６０の円形の外周よりも径方向の寸法が
小さい部分となっている。つまり、リング６０の外周の径方向Ａ２の寸法Ｂ１＞ストッパ
４０の切欠き部４２における径方向Ａ２の寸法Ｂ２、となっている。
【００２５】
　切欠き部４２を設けたことで、コットン７０を固定した状態のリング６０を裏側から押
すことができるので、切欠き部４２を設けない場合に比べて、リング６０が外しやすくな
っている。なお、柱状部３０、ストッパ４０及びリング６０は、こうしてコットン７０を
固定することができる形状になっていればよい。例えば柱状部は底面３１に近いほど断面
が小さくなる円錐台の形をしていてもよい。また、ストッパは多角形の板状の形をしてい
てもよいし、リング６０の外周よりも半径が小さく切欠きのない円板の形をしていてもよ
い（それでもリング６０を停止させることができてリング６０を裏側から押すことができ
るから）。
【００２６】
　固定されたコットン７０のうち柱状部３０の底面３１を覆っている部分はユーザの肌に
接触する接触部７１となっている。接触部７１は、クレンジングモードで動作する美顔器
１のヘッド部１０をユーザの肌に押し当てたときに、その肌の汚れが付着する部分である
。クレンジングモードでは、接触部７１にクレンジング用の化粧水を染み込ませて汚れを
落ちやすくする。
【００２７】
　本体５０の第３面５３には、第３電極５５が設けられている。第３電極５５は、第３面
５３の長手方向Ａ１の端から端まで延伸する長円字型の電極である。第３電極５５は、こ
のように広い範囲に設けられていることで、本体５０を握ったユーザの手が必ず接触する
ようになっている。第３面５３と電極部２０との間には前述した第２電圧（汚れ除去のた
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めの電圧）が印加される。
【００２８】
　第２電圧としては、直流電圧又はパルス電圧が用いられる。直流電圧とは、大きさ及び
方向が一定であり、印加されると直流電流が流れる電圧のことである。なお、大きさが一
定ではなく多少変動しても方向が一定であれば直流電圧とみなしてもよい。また、パルス
電圧とは、直流電圧を印加する期間と印加しない期間とを交互に繰り返した場合の電圧を
いう。以下では、パルス電圧が第２電圧として用いられる場合を説明するが、パルス電圧
の代わりに直流電圧が用いられてもよい。
【００２９】
　図４は美顔器１の電子回路の構成を表す。美顔器１は、第１電極２１及び第２電極２２
を有する電極部２０と第３電極５５とに加え、第１電源部８１と、第２電源部８２と、電
圧制御部８３と、抵抗測定部８４とを有する制御回路基板８０を備える。制御回路基板８
０は、電圧を制御する回路が設けられた基板であり、電子素子（例えば、コンデンサ、コ
イル、ＩＣチップ、メモリなど）によって構成されている。
【００３０】
　第１電源部８１は、第１電極２１及び第２電極２２の間に高周波電圧を第１電圧として
印加する。第１電源部８１は、高周波電圧を生成する発振回路及び発振された電圧を昇圧
する昇圧回路等を有し、例えば１［ＭＨｚ］～４［ＭＨｚ］程度の高周波電圧を印加する
。第１電源部８１により高周波電圧が印加された状態のヘッド部１０をユーザの肌に押し
当てると、コットン７０に染み込んだ化粧水を介して肌に高周波電流が流れる。
【００３１】
　第１電極２１及び第２電極２２の間の距離は、上述したように円周上のどこであっても
一定になっているため、第１電極２１及び第２電極２２の間には一様に高周波電流が流れ
る。そのため、第１電極２１及び第２電極２２の間に位置するユーザの肌に対して、広範
囲に且つ均等に高周波電流を流すことが可能となり、ユーザの肌の発熱面積が広く且つ通
電による刺激が均等になる。その結果、例えば球状電極間に高周波電流を流す場合に比べ
て、肌の単位面積当たりの発熱量が小さくなり、従来問題とされていた高周波電流により
肌が局所的に熱を持ちやすくなったり、ユーザが不快感を覚えたりすることが防止される
ようになっている。
【００３２】
　第２電源部８２は、パルス電圧を生成する発振回路及び発振された電圧を昇圧する昇圧
回路等を有し、電極部２０（第１電極２１及び第２電極２２の一方又は両方）及び第３電
極５５の間にパルス電圧を印加する。ユーザが美顔器１の本体５０を握ってヘッド部１０
を肌に押し当てると、第３電極５５に触れた手とコットン７０に染み込んだ化粧水とを介
してユーザの身体の中に微弱な直流電流が流れる。
【００３３】
　クレンジングモードの場合、第２電源部８２は、電極部２０に対して第３電極５５側が
マイナスの電位を有するようにパルス電圧を印加する。これにより、ヘッド部１０に対し
て肌側がマイナスの電位を有するようになり、マイナスに帯電して肌に付着していた老廃
物及び汚れ等がコットン７０に吸着されるいわゆるイオン導出が行われる。美顔器１では
、高周波電圧による深層温熱とパルス電圧による汚れ除去とが交互に行われる。
【００３４】
　電圧制御部８３は、第１電源部８１を制御することで第１電源部８１が印加する高周波
電圧を制御し、第２電源部８２を制御することで第２電源部８２が印加するパルス電圧を
制御する。電圧制御部８３は本発明の「制御部」の一例である。電圧制御部８３は、高周
波電圧を印加する第１期間及びパルス電圧を印加する第２期間が交互に来るように制御す
る。電圧制御部８３は、例えば、第１期間及び第２期間をどちらも同じ長さ（例えば５～
１５秒程度）にする制御を行う。
【００３５】
　また、電圧制御部８３は、両電圧の制御に、抵抗測定部８４による測定結果を用いる。
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抵抗測定部８４は、第１電極２１及び第２電極２２の間の抵抗値を測定する。抵抗測定部
８４は、本実施例では、電気抵抗（レジスタンス）を抵抗値として測定する。抵抗測定部
８４は、図１（ｂ）に表すようにコットン７０を固定して化粧水を染み込ませた状態（ヘ
ッド部１０をユーザの肌に押し当てる前の状態）では、第１電極２１及び第２電極２２の
間に印加される高周波電圧により化粧水に電流が流れるので、化粧水の抵抗値を測定する
。そして、ヘッド部１０をユーザの肌に押し当てた状態では、化粧水を介してユーザの肌
に電流が流れるので、抵抗測定部８４は、化粧水及びユーザの肌の合成抵抗を示す抵抗値
を測定する。
【００３６】
　この抵抗値（電気抵抗）は、ユーザの肌の状態及び化粧水の種類等によって変化する。
例えば、人体の肌に高周波電流を流した場合、肌が発熱し、肌の温度上昇に伴って肌内部
のインピーダンスが徐々に減少することが知られている。従って、肌の温度上昇に伴って
、第１電極２１及び第２電極２２の間に流れる電流量が増加し、測定される抵抗値が小さ
くなる。抵抗測定部８４は、抵抗値の測定を決められた時間間隔（例えば０．５秒毎など
）で行い、その度に測定した抵抗値を電圧制御部８３に供給する。
【００３７】
　電圧制御部８３は、こうして抵抗測定部８４により測定された抵抗値に応じて高周波電
圧及びパルス電圧を制御する。電圧制御部８３は、例えば、測定された抵抗値が大きいほ
ど高周波電圧を高くする（高周波電圧の振幅を大きくする）。電圧制御部８３は、この制
御を行うため、例えば、抵抗値の範囲と高周波電圧とを対応付けた第１制御テーブルを記
憶しておく。
【００３８】
　図５は第１制御テーブルの一例を表す。図５の例では、「Ｒ１１未満」、「Ｒ１１以上
Ｒ１２未満」及び「Ｒ１２以上」という抵抗値の範囲に、「Ｖｒｆ１」、「Ｖｒｆ２」及
び「Ｖｒｆ３」という高周波電圧（Ｖｒｆ１＜Ｖｒｆ２＜Ｖｒｆ３）が対応付けられてい
る。電圧制御部８３は、抵抗測定部８４から測定結果が供給されると、その測定結果を含
む抵抗値の範囲に第１制御テーブルで対応付けられている高周波電圧を印加する。これに
より、電圧制御部８３は、前述のとおり測定された抵抗値が大きいほど高周波電圧を高く
する。
【００３９】
　第１電極２１及び第２電極２２の間の抵抗値が大きいほど、高周波電圧を印加したとき
に肌に流れる電流が小さくなり、肌の内部が温まりにくくなる。例えば化粧水αを用いる
と抵抗値がＲ１１未満になり、化粧水βを用いる抵抗値がＲ１２以上になる場合、高周波
電圧が同じだと後者の方が前者に比べて肌の内部が温まりにくい。このような肌の内部の
温まりやすさの違いは、ユーザ毎の肌の個人差でも生じるし、同じユーザでも肌の状態の
違いによっても生じる。
【００４０】
　そこで、上記制御（電圧制御部８３による電圧の制御）を行うことで、この制御を行わ
ない場合に比べて、肌の個人差、肌の状態及び化粧水の種類等の状況の違いに起因する肌
に流れる電流の大きさの差を小さくして、肌の内部の温度差（すなわち深層温熱効果の差
）を小さくすることができる。また、肌の温度が上昇すると前述したように抵抗値が小さ
くなるので、高周波電圧も小さくなる。これにより、肌の内部を過度に加熱することを防
ぐこともできる。また、上述したようにヘッド部１０をユーザの肌に押し当てる前の状態
でも抵抗測定部８４が化粧水の抵抗値を測定するので、上記制御が行われない場合に比べ
て、ヘッド部１０をユーザの肌に押し当てる前から、肌に流れる電流の大きさの差（特に
化粧水の種類の違いにより生じる差）を小さくすることができる。
【００４１】
　また、電圧制御部８３は、測定された抵抗値が大きいほどパルス電圧を高くする（パル
ス電圧に含まれる直流電圧を高くする）。電圧制御部８３は、この制御を行うため、例え
ば、抵抗値の範囲とパルス電圧とを対応付けた第２制御テーブルを記憶しておく。
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　図６は第２制御テーブルの一例を表す。図６の例では、「Ｒ２１未満」、「Ｒ２１以上
Ｒ２２未満」及び「Ｒ２２以上」という抵抗値の範囲に、「Ｖｐ１」、「Ｖｐ２」及び「
Ｖｐ３」というパルス電圧（Ｖｐ１＜Ｖｐ２＜Ｖｐ３）が対応付けられている。
【００４２】
　電圧制御部８３は、抵抗測定部８４から測定結果が供給されると、その測定結果を含む
抵抗値の範囲に第２制御テーブルで対応付けられているパルス電圧を印加する。これによ
り、電圧制御部８３は、前述のとおり測定された抵抗値が大きいほどパルス電圧を高くす
る。
【００４３】
　第１電極２１及び第２電極２２の間の抵抗値が大きいほど、パルス電圧を印加したとき
に肌に流れる電流が小さくなり、コットン７０に吸着する汚れ等が少なくなる（イオン導
出の効果が小さくなる）。そこで、上記制御を行うことで、肌の個人差、状態及び化粧水
の種類等の状況の違いに起因する肌に流れる電流の大きさの差を小さくして、コットン７
０に吸着する汚れ等の差（すなわちイオン導出の効果の差）を小さくすることができる。
【００４４】
　また、電圧制御部８３は、測定された抵抗値が大きいほど高周波電圧を印加する第１期
間を長くする。電圧制御部８３は、この制御を行うため、例えば、抵抗値の範囲と第１期
間とを対応付けた第３制御テーブルを記憶しておく。
　図７は第３制御テーブルの一例を表す。図７の例では、「Ｒ３１未満」、「Ｒ３１以上
Ｒ３２未満」及び「Ｒ３２以上」という抵抗値の範囲に、「Ｔｒｆ１」、「Ｔｒｆ２」及
び「Ｔｒｆ３」という第１期間（Ｔｒｆ１＜Ｔｒｆ２＜Ｔｒｆ３）が対応付けられている
。
【００４５】
　電圧制御部８３は、抵抗測定部８４から測定結果が供給されると、その測定結果を含む
抵抗値の範囲に第３制御テーブルで対応付けられている第１期間の間、高周波電圧を印加
する。これにより、電圧制御部８３は、前述のとおり測定された抵抗値が大きいほど第１
期間（高周波電圧を印加する期間）を長くする。この場合は、肌の内部が温まりにくい状
況では第１期間を長くすることで深層温熱効果を高めるようにしている。
【００４６】
　例えば高周波電圧を最大で印加しても肌の内部が温まりにくい場合、第１期間を長くす
ることで深層温熱効果を高めることができる。反対に、高周波電圧を最小で印加しても肌
の内部が温まりすぎる場合、第１期間を短くすることで深層温熱効果を抑えることができ
る。また、第１期間を変化させる場合でも、高周波電圧を変化させる場合と同様に、肌の
個人差、肌の状態及び化粧水の種類等の状況の違いに起因する肌に流れる電流の大きさの
差を小さくして、肌の内部の温度差（すなわち深層温熱効果の差）を小さくすることがで
きる。
【００４７】
　また、電圧制御部８３は、測定された抵抗値が大きいほどパルス電圧を印加する第２期
間を長くする。電圧制御部８３は、この制御を行うため、例えば、抵抗値の範囲と第２期
間とを対応付けた第４制御テーブルを記憶しておく。
　図８は第４制御テーブルの一例を表す。図８の例では、「Ｒ４１未満」、「Ｒ４１以上
Ｒ４２未満」及び「Ｒ４２以上」という抵抗値の範囲に、「Ｔｐ１」、「Ｔｐ２」及び「
Ｔｐ３」という第１期間（Ｔｐ１＜Ｔｐ２＜Ｔｐ３）が対応付けられている。
【００４８】
　電圧制御部８３は、抵抗測定部８４から測定結果が供給されると、その測定結果を含む
抵抗値の範囲に第４制御テーブルで対応付けられている第２期間の間、パルス電圧を印加
する。これにより、電圧制御部８３は、前述のとおり測定された抵抗値が大きいほど第２
期間（パルス電圧を印加する期間）を長くする。この場合は、汚れ等がコットン７０に吸
着しにくい状況では第２期間を長くすることでイオン導出の効果を高めるようにしている
。
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【００４９】
　例えばパルス電圧を最大で印加しても汚れ等がコットン７０に十分吸着しない場合、第
２期間を長くすることでイオン導出の効果を高めることができる。また、第２期間を変化
させる場合でも、パルス電圧を変化させる場合と同様に、肌の個人差、肌の状態及び化粧
水の種類等の状況の違いに起因する肌に流れる電流の大きさの差を小さくして、コットン
７０に吸着する汚れ等の差（すなわちイオン導出の効果の差）を小さくすることができる
。
【００５０】
　なお、第１～第４制御テーブルは、図５～図８に表すものに限らない。例えば抵抗値の
範囲を２つにしてもよいし、４以上にしてもよい。また、抵抗値と高周波電圧、パルス電
圧、第１期間又は第２期間との関係式を用いて上記の各制御を行ってもよい。要するに、
抵抗値が大きいほど、高周波電圧を高くし、パルス電圧を高くし、第１期間を長くし又は
第２期間を長くすることができれば、どのような方法が用いられてもよい。
【００５１】
　美顔器１は、上記の構成に基づいて、高周波電圧及びパルス電圧を制御する電圧制御処
理を行う。
　図９は電圧制御処理における美顔器１の動作手順の一例を表す。この動作手順は、美顔
器１の動作モードをクレンジングモードにして動作を開始させる操作が行われることを契
機に開始される。まず、美顔器１（第１電源部８１又は第２電源部８２）は、高周波電圧
又はパルス電圧のいずれかの印加を開始する（ステップＳ１０）。どちらの電圧から開始
されるかは、予めどちらかに決められていてもよいし、前回終了時に印加されていた方と
してもよい。
【００５２】
　次に、美顔器１（抵抗測定部８４）は、第１電極２１及び第２電極２２の間の抵抗値を
測定する（ステップＳ１１）。続いて、美顔器１（電圧制御部８３）は、測定された抵抗
値に基づいて印加する高周波電圧を決定する（ステップＳ１２）。次に、美顔器１（電圧
制御部８３）は、測定された抵抗値に基づいて印加するパルス電圧を決定する（ステップ
Ｓ１３）。続いて、美顔器１（電圧制御部８３）は、測定された抵抗値に基づいて第１期
間及び第２期間を決定する（ステップＳ１４）。なお、ステップＳ１２～Ｓ１４の動作は
順番を変えてもよいし並行して行われてもよい。
【００５３】
　次に、美顔器１（電圧制御部８３）は、測定間隔が経過したか否かを判断し（ステップ
Ｓ２１）、経過した（ＹＥＳ）と判断した場合はステップＳ１１（抵抗値の測定）に戻っ
て動作を行う。美顔器１（電圧制御部８３）は、経過していない（ＮＯ）と判断した場合
は、印加期間（現在高周波電圧を印加している場合は第１期間、パルス電圧を印加してい
る場合は第２期間）が経過したか否かを判断する（ステップＳ２２）。
【００５４】
　美顔器１（電圧制御部８３）は、ステップＳ２２で経過していない（ＮＯ）と判断した
場合はステップＳ２１（測定間隔経過の判断）に戻って動作を行い、経過した（ＹＥＳ）
と判断した場合は、印加する電圧の種類を変更する（現在高周波電圧を印加している場合
はパルス電圧に変更し、パルス電圧を印加している場合は高周波電圧に変更する）（ステ
ップＳ２３）。美顔器１（電圧制御部８３）は、ステップＳ２３の後はステップＳ２１（
測定間隔経過の判断）に戻って動作を行う。
【００５５】
　本実施例では、上記のとおり高周波電圧及びパルス電圧を制御することで、肌の個人差
、肌の状態及び化粧水の種類等の状況の違いに起因する肌に流れる電流の大きさの差を小
さくして、深層温熱効果の差及びイオン導出の効果を小さくしている。このように、本実
施例によれば、状況が変化したときの美容処理の効果（深層温熱効果及びイオン導出の効
果）の変動を小さくすることができる。
【００５６】
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　また、本実施例では、高周波電圧及びパルス電圧を交互に印加することで、肌の内部を
温めながら、イオン導出によるクレンジングを行っている。上述したように肌の内部を温
めるほど電流が流れやすくなるので、本実施例では深層温熱を同時に行うことで、パルス
電圧だけを印加する場合に比べてイオン導出の効果を高めることができる。
【００５７】
　また、本実施例では、磁性体であるリング６０がストッパ４０に設けられた磁石部４１
によって吸引されることでコットン７０を固定している。ヘッド部１０をユーザの肌に押
し当てている状態では、この磁石部４１が発生させる磁力がリング６０を通り抜けて肌ま
で到達する。その結果、血液成分中のイオンに力が加わってイオンの動きを活発にし、血
行を促進される。美顔器１においては、コットン７０を固定する仕組み（磁石部４１及び
リング６０）を血行促進にも活用することで、それらを別の仕組みにする場合に比べて、
装置を小型化することもできる。
【００５８】
［２］変形例
　上述した実施例は本発明の実施の一例に過ぎず以下のように変形させてもよい。また、
上述した実施例及び各変形例は必要に応じてそれぞれ組み合わせて実施してもよい。
【００５９】
［２－１］周波数の制御
　上記実施例では、電圧制御部８３が高周波電圧を制御したが、高周波電圧の周波数を制
御してもよい。この場合、電圧制御部８３は、測定された抵抗値が大きいほど高周波電圧
の周波数を高くする。電圧制御部８３は、図５で説明したような制御テーブルを用いてこ
の制御を行ってもよいし、抵抗値と高周波電圧の周波数との関係式を用いてこの制御を行
ってもよい。
【００６０】
　高周波電圧の周波数を高くするほど肌の内部の温度も早く上昇することが知られている
。よって、高周波電圧の周波数を本変形例のように制御することでも、図５の例で高周波
電圧を制御した場合と同様に、肌の個人差、肌の状態及び化粧水の種類等の状況の違いに
起因する肌に流れる電流の大きさの差を小さくして、肌の内部の温度差（すなわち深層温
熱効果の差）を小さくすることができるし、肌の内部を過度に加熱することを防ぐことも
できる。
【００６１】
［２－２］電圧制御の対象
　上記実施例では、電圧制御部８３が、高周波電圧の制御、パルス電圧の制御、第１期間
の制御及び第２期間の制御を全て行ったが、これらのうち少なくとも１つ以上の制御を行
えばよい。また、第２電源部８２が、パルス電圧に代えて上述した直流電圧を印加し、又
は、極性を反転させた交流電圧を印加して、電圧制御部８３が、それらの電圧の制御を行
ってもよい。また、上記変形例で述べた高周波電圧の周波数の制御を組み合わせてもよい
。少なくとも高周波電圧、高周波電圧の周波数又は第１期間のいずれかを制御すれば、深
層温熱効果の変動を小さくすることができるし、同じく少なくともパルス電圧、直流電圧
、極性を反転させた交流電圧又は第２期間のいずれかを制御すれば、イオン導出の効果の
変動を小さくすることができる。
【００６２】
［２－３］美容処理の対象
　上記実施例では、主としてユーザの顔に美容処理を施す器具である美顔器を説明したが
、本発明は、それに限らず、例えばユーザの腕、胴体又は脚等の他の部分に美容処理を施
す美容処理装置に適用してもよい。
【００６３】
［２－４］多孔質被覆体
　上記実施例では、綿繊維をシート状に成形したコットン７０が多孔質被覆体として用い
られて柱状部３０の底面３１に被せられたが、これに限らず、例えば麻及び絹等の他の種
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類の繊維をシート状に成形したものが多孔質被覆体として用いられてもよい。要するに、
柱状部３０の底面３１に被せることができる柔らかさを有し、化粧水を浸透させ、肌に押
し当てられると汚れ等を吸着する性質を有するものであれば、どのような素材の多孔質被
覆体が用いられてもよい。
【００６４】
［２－５］イオン導入
　上記実施例では、第２電源部８２がイオン導出をするようにパルス電圧を印加したが、
電圧の正負を反対にして、イオン導入をするようにパルス電圧を印加してもよい。この場
合、マイナスイオンに帯電した化粧水が肌に吸着して浸透しやすくなる。また、深層温熱
により肌が内部まで温まっていて細胞が活性化されているので、さらに化粧水が浸透しや
すくなる。
【００６５】
［２－６］動作モード
　上記実施例では、美顔器１はクレンジングモードで動作したが、これに限らず、例えば
、深層温熱を行いながら前述したイオン導入を行うモードで動作してもよいし、深層温熱
のみを行うモード、汚れ除去のみを行うモード、イオン導入のみを行うモードで動作して
もよい。
【００６６】
［２－７］肌への直接接触
　上記実施例では、柱状部３０の底面３１にコットン７０が被せられた状態で美顔器１が
使用されたが、コットン７０が被せられていない状態で使用されてもよい。その場合、美
顔器１を例えば前述した深層温熱のみを行うモードで動作させることで、第１電極及び第
２電極が直接ユーザの肌に接触した状態で抵抗値が測定され、測定された抵抗値に応じた
高周波電圧が印加されるので、実施例と同様に、肌の状態等の状況が変化したときの深層
温熱効果の変動を小さくすることができる。
【００６７】
［２－８］第１電極
　上記実施例では、第１電極は中央が開口する円環形状であったが、中央が開口していな
い円板形状であってもよい。その場合でも、第１電極及び第２電極の間の距離は円周上の
どこであっても一定になるから、ユーザの肌の発熱面積を広く且つ通電による刺激を均等
にすることができる。
【００６８】
［２－９］電極部
　上記実施例では、電極部が共に円環形状の第１電極及び第２電極を備えていたが、これ
に限らない。電極部は、例えば多角形で且つ環状の第１電極及び第２電極を備えていても
よいし、平行に配置された棒状の第１電極及び第２電極を備えていてもよい。いずれの形
状にする場合も、第１電極及び第２電極の間の距離が最短距離となる部分が多いほど広範
囲に且つ均等に高周波電流を流すことが可能となるので望ましい。
【００６９】
［２－１０］抵抗値
　上記実施例では、抵抗測定部８４が第１電極２１及び第２電極２２の間の抵抗値として
電気抵抗（レジスタンス）を測定したが、これに限らず、例えば第１電極２１及び第２電
極２２の間のリアクタンスを抵抗値として測定してもよい。要するに、第１電極２１及び
第２電極２２の間の電流の流れにくさを表す値が抵抗値として測定されればよい。なお、
コンダクタンスのような電流の流れやすさを表す値も、逆数にすれば電流の流れにくさを
表すことになるので、抵抗値として扱ってもよい。
【００７０】
［２－１１］抵抗値の測定方法
　上記実施例では、抵抗測定部８４が第１電極２１及び第２電極２２の間に高周波電圧が
印加されたときに流れる電流により第１電極２１及び第２電極２２の間の抵抗値を測定し
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たが、抵抗値の測定方法はこれに限らない。抵抗測定部８４は、例えば、第１電極２１及
び第２電極２２の間に抵抗値を測定するための測定用電圧（例えば直流電圧）が印加され
たときに流れる電流により第１電極２１及び第２電極２２の間の抵抗値を測定してもよい
。
【００７１】
　この場合、例えば第１電源部８１が深層加熱のための高周波電圧を印加する前にまず測
定用電圧を印加して抵抗測定部８４が抵抗値を測定し、測定された抵抗値に応じた高さの
高周波電圧及びパルス電圧が印加されるように電圧制御部８３が制御を行うことで、この
制御が行われない場合に比べて、肌に流れる電流の大きさの差を美容処理の開始時から小
さくすることができる。また、抵抗測定部８４は、柱状部３０の底面３１に別の対になる
電極を設けてそれらの間の抵抗値を測定してもよいし、底面３１に電気抵抗を示す値を出
力するセンサを設けてその出力値を用いて抵抗値を測定してもよい。
【００７２】
　要するに、ユーザの肌のうちヘッド部１０が押し当てられる部分における電流の流れや
すさの指標になるのであれば、どのような方法で抵抗値が測定されてもよい。なお、実施
例のように抵抗測定部８４が第１電極２１及び第２電極２２の間の抵抗値を測定する場合
は、他の電極又はセンサを設ける必要がないので、それらを設ける場合に比べて装置を小
型化することができる。
【符号の説明】
【００７３】
１…美顔器、１０…ヘッド部、２０…電極部、２１…第１電極、２２…第２電極、３０…
柱状部、３１…底面、４０…ストッパ、４１…磁石部、４２…切欠き部、５０…本体、５
５…第３電極、６０…リング、７０…コットン。

【図１】 【図２】
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