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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
光を発光する発光部と、発光部で発光する光を皮膚上の体毛に照射する照射部と、を有し
、発光部を制御する制御部を備え、照射部には、照射部の皮膚上の移動を検知する移動検
知部、および照射部と皮膚との接触を検知する接触検知部を設け、照射部には、少なくと
も発光部で発光する光の光量、または照射部を皮膚に接触させた際に、外部から照射部と
皮膚との隙間を通過して照射部に入る光の光量を検知する光量検知部を設け、制御部は、
光量検知部が発光部の第１の発光を検知した際は、移動検知部が照射部の皮膚上の移動を
検知するとともに、接触検知部が照射部と皮膚との接触を検知した際に、発光部の第２の
発光を可能となしたことを特徴とする光脱毛装置。
【請求項２】
移動検知部は、ローラ式エンコーダから構成されたことを特徴とする請求項１記載の光脱
毛装置。
【請求項３】
接触検知部は、接点式スイッチから構成されたことを特徴とする請求項１記載の光脱毛装
置。
【請求項４】
光量検知部は、光電センサから構成されたことを特徴とする請求項１記載の光脱毛装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本願発明は、光を照射して皮膚上の体毛を脱毛する光脱毛装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　光脱毛装置においては、レーザ光を発するレーザ光源と、レーザ光源から発せられたレ
ーザ光を皮膚上の体毛に照射する照射部とを備えており、この照射部を皮膚上に沿ってＸ
軸方向またはＹ軸方向に移動する移動機構と、移動機構を制御する制御部が設けられてい
る。
【０００３】
　上記制御部により制御された移動機構が、照射部を皮膚上に沿って、所定の範囲のＸ軸
方向またはＹ軸方向に移動させることにより、体毛の脱毛を自動的に行うようにしている
（特許文献１）。
【特許文献１】特開２００２－１７２１７９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、前記背景技術の特許文献１に記載の光脱毛装置においては、制御部が移
動機構を制御して、所定の範囲を移動させるために、実際の皮膚上をどの程度移動したか
について検知することが困難であった。
【０００５】
　また、上記光脱毛装置では、照射エネルギーの高いレーザ光を使用するために、照射部
と皮膚との距離がある程度離れている場合であっても脱毛を行うことができるが、例えば
、照射エネルギーの低いフラッシュ光等を使用する脱毛装置においては、光を照射する際
に、照射部と皮膚とを接近させる必要があり、さらに、照射されたフラッシュ光が、使用
者の目に入らないようにするために、照射部と皮膚とを確実に接触させて光が漏れないよ
うにする必要が生じ、この場合は、照射部と皮膚との接触を検知することが困難であった
。
【０００６】
　本願発明はこのような上記背景技術の課題を解決するものであり、照射部の皮膚上の移
動を直接検知することができるとともに、照射部と皮膚との接触を確実に検知できる光脱
毛装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するために、本願発明は、光を発光する発光部と、発光部で発光する光
を皮膚上の体毛に照射する照射部と、を有し、発光部を制御する制御部を備え、照射部に
は、照射部の皮膚上の移動を検知する移動検知部、および照射部と皮膚との接触を検知す
る接触検知部を設け、照射部には、少なくとも発光部で発光する光の光量、または照射部
を皮膚に接触させた際に、外部から照射部と皮膚との隙間を通過して照射部に入る光の光
量を検知する光量検知部を設け、制御部は、光量検知部が発光部の第１の発光を検知した
際は、移動検知部が照射部の皮膚上の移動を検知するとともに、接触検知部が照射部と皮
膚との接触を検知した際に、発光部の第２の発光を可能となしたことを特徴としている。
【０００８】
　また、移動検知部は、ローラ式エンコーダで構成してもよく、接触検知部は、接点式ス
イッチで構成してもよい。
【０００９】
　さらに、光量検知部は、光電センサより構成してもよい。
【発明の効果】
【００１２】
　本願発明においては、移動検知部により、照射部が皮膚上を実際に移動したことを直接
かつ確実に検知することで、皮膚の同一部位への複数回の光の照射を防止して皮膚への負
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担を軽減できるとともに、接触検知部により、照射部と皮膚との接触を確実に検知するこ
とで、照射エネルギーが低い光を使用した場合でも十分な脱毛効果が得られ、かつ照射部
と皮膚の隙間より発光した光が漏れることがない光脱毛装置を提供できる。
【００１３】
　また、移動検知部をローラ式エンコーダで構成し、また、接触検知部を接点式スイッチ
で構成することで、簡単な構成により、照射部の皮膚上の移動や照射部と皮膚との接触を
検知することができる。
【００１４】
　また、照射部に光量検知部を設けることにより、発光部における発光を検知できるとと
もに、照射部を皮膚に接触させた場合に、照射部と皮膚との間に隙間があるときは、外部
からこの隙間を通って照射部に入る光を検知することができるために、例えば上記の場合
に発光を停止することで、発光が外部に漏れて使用者の目に入ること等を防止できる。
【００１５】
　さらに、光量検知部を光電センサで構成することで、簡単かつ小型の構成で光量を検知
することができる。
【００１６】
　そして、発光部が発光した後は、移動検知部により照射部の移動を検知するとともに、
接触検知部により、照射部と皮膚との確実な接触を検知した場合のみ、再度発光させるこ
とで、同一部位への複数回照射を防止して、皮膚への負担を軽減することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　図１、２は、本願発明の実施形態である光脱毛装置を示している。この光脱毛装置は、
図１、２に示すように、光を発光する発光部としてのキセノンランプ１と、キセノンラン
プ１で発光する光を皮膚上の体毛に照射する照射部２と、を有し、キセノンランプ１の発
光を制御する制御部３を備え、照射部２には、照射部２の皮膚上の移動を検知する移動検
知部としてのローラ式エンコーダ４、および照射部２と皮膚との接触を検知する接触検知
部としての接点式スイッチ５を設けている。
【００１８】
　また、照射部２には、少なくともキセノンランプ１で発光する光の光量、または照射部
２を皮膚に接触させた際に、外部から照射部２と皮膚との隙間を通過して照射部２に入る
光の光量を検知する光量検知部としての光電センサ６が設けられている。
【００１９】
　さらに、制御部３は、光電センサ６がキセノンランプ１における第１の発光を検知した
際は、ローラ式エンコーダ４が照射部２の皮膚上の移動を検知するとともに、接点式スイ
ッチ５が照射部２と皮膚との接触を検知した際に、キセノンランプ１の第２の発光を可能
とするように、キセノンランプ１の発光を制御している。
【００２０】
　以下、この実施形態の光脱毛装置を、より具体的詳細に説明する。図１に示すように、
光脱毛装置の本体ケース７があり、この本体ケース７の下側には使用者が把持する把持部
８が設けられている。
【００２１】
　本体ケース７の上側には、発光した光を使用者の皮膚上の体毛に照射する照射部２が設
けられており、この照射部２の上面側には、使用者の皮膚と接触される接触面９が形成さ
れていて、この照射部２の接触面９の周辺側には、接触面９と使用者の皮膚との接触を検
知する接点式スイッチ５が複数配置されている。
【００２２】
　また、接触面９の長手方向の片側には、接触面９の皮膚上を検知するためのローラ式エ
ンコーダ４が設けられていて、このローラ式エンコーダ４の側方には、所定の開口面積と
深さをもった凹部１０が形成されていて、凹部１０の底部には、光を発光するキセノンラ
ンプ１が配置されている。ローラ式エンコーダ４は、上下にフロート自在に設けられてい
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る。凹部１０の内側面には、キセノンランプ１により発光した光を反射する反射板が配置
されている。
【００２３】
　凹部１０の側部には、光電センサ６が設けられており、キセノンランプ１において発光
した光や、上記接触面９を使用者の皮膚に接触させたときに、外部より接触面９と皮膚と
の隙間から入ってきた光を検知することができる。
【００２４】
　また、上記把持部８の側部には、キセノンランプ１を発光させるスイッチ１１が設けら
れており、把持部８の下側には、光脱毛装置に電源を供給する電源コード１２が接続され
ている。
【００２５】
　次に、キセノンランプ１の発光を制御する制御部３は、本体ケース７内に設けられてお
り、この制御部３は、ローラ式エンコーダ４と接点式スイッチ５と光電センサ６、および
スイッチ１１が接続され、ＣＰＵやメモリまたはＩ／Ｏ等からなる制御回路１３と、キセ
ノンランプ１に接続されて、キセノンランプ１の発光を制御するための、同様にＣＰＵや
メモリまたはＩ／Ｏ等からなる発光制御回路１４とから構成されている。
【００２６】
　以上の構成において、本願発明の実施形態における光脱毛装置の動作を図１から３を用
いて説明する。
【００２７】
　使用者が、本体ケース７の下側に設けられた把持部８を把持して、本体ケース７の上側
に設けられた照射部２の接触面９を、使用者の皮膚上の体毛を除去したい場所に接触させ
るとともに、上記接触面９を皮膚に押しつけて、接触面９と皮膚とを密接させる。
【００２８】
　次に、使用者は、接触面９と皮膚との密接をよく確認した上で、把持部８の側部に設け
られたスイッチ１１を押す（ステップＳＴ１）。このとき、接触面９と皮膚とが密接され
ていた場合は、接触面９上に配置された全ての接点式スイッチ５がオンになっており、か
つ接触面９と皮膚との間に隙間がなく、外部から凹部１０に光が入ることがないために、
凹部１０の側部に設けられた光電センサ６が光を検知しないことから、制御部３は接触面
９と皮膚との間に隙間がないと判断し（ステップＳＴ２のＮ）、制御部３の発光制御回路
１４が、キセノンランプ１を発光させて皮膚上の体毛に照射し脱毛を行う（ステップＳＴ
３）。
【００２９】
　一方、接触面９と皮膚とが密接されていない場合は、接触面９上に配置された接点式ス
イッチ５の一部または全部がオンになっておらず、かつ接触面９と皮膚との間に隙間があ
り、外部から凹部１０に光が入るために、凹部１０の側部に設けられた光電センサ６が光
を検知することから、制御部３は接触面９と皮膚との間に隙間があると判断して（ステッ
プＳＴ２のＹ）、制御部３の発光制御回路１４は、キセノンランプ１を発光させないよう
にしている。
【００３０】
　その後、使用者が接触面９と皮膚とを密接させてスイッチ１１を押した場合は（ステッ
プＳＴ１）、接触面９上に配置された全ての接点式スイッチ５がオンになることから、制
御部３は接触面９と皮膚との間に隙間がないと判断して（ステップＳＴ２のＮ）、制御部
３の発光制御回路１４が、キセノンランプ１を発光させることで、皮膚上の体毛に照射し
脱毛を行う（ステップＳＴ３）。
【００３１】
　このように、接点式スイッチ５および光電センサ６を設けることで、接触面９と皮膚と
が密接している場合、すなわち、接触面９と皮膚との間に隙間がない場合のみ、キセノン
ランプ１が発光するため、発光したキセノンランプ１の光が接触面９と皮膚との間から漏
れて、使用者の目に入ることを防止することができる。
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【００３２】
　また、上記発光は、例えばカメラのフラッシュのように非常に短時間で終了するために
、その照射エネルギーは非常に低いものであるため、使用者の皮膚に過度の熱等の負担を
かけることはない。
【００３３】
　次に、発光が終了すると、使用者は接触面９と皮膚との密接を解除して、次に脱毛を行
う場所に皮膚上に接触面９をスライドさせながら移動させ、脱毛を行う皮膚上の場所で、
接触面９と皮膚とを密接させる。
【００３４】
　ここで、照射部２の接触面９に設けられたローラ式エンコーダ４が、所定の距離以上の
移動を検知した場合、制御部３は、接触面９が次に脱毛を行う場所に適切に移動されたも
のと判断して（ステップＳＴ４のＹ）、制御部３の発光制御回路１４がスイッチ１１の受
付を許可するようにしている（ステップＳＴ６）。
【００３５】
　また、発光終了後に、ローラ式エンコーダ４が所定の距離以上の移動を検知せず（ステ
ップＳＴ４のＮ）、かつ接点式スイッチ５の全てがオフになった場合は、制御部３は、使
用者が接触面９を皮膚から離した上で、次に脱毛を行う場所に移動させたと判断して（ス
テップＳＴ５のＹ）、上記と同様に、制御部３の発光制御回路１４がスイッチ１１の受付
を許可するようにしている（ステップＳＴ６）。
【００３６】
　一方、発光終了後に、ローラ式エンコーダ４が所定の距離以上の移動を検知せず（ステ
ップＳＴ４のＮ）、かつ接点式スイッチ５の全てがオフにならなかった場合は、制御部３
は、使用者が接触面９を移動させず、かつ皮膚から離すこともなかったと判断して（ステ
ップＳＴ５のＮ）、制御部３の発光制御回路１４がスイッチ１１の受付を許可することは
ない。
【００３７】
　このように、一度皮膚に対して光を照射した後は、接触面９を皮膚上の所定の距離以上
移動させた場合、または、接触面９を皮膚から離した場合のみ、制御部３が、次の発光を
許可することによって、皮膚の同一部位へ光が複数回照射されることを防止することで、
使用者の皮膚に過度の負担をかけることを防止している。
【００３８】
　以上のように本願発明の実施形態によれば、ローラ式エンコーダ４により、照射部２の
接触面９が皮膚上を実際に移動したことを、簡単な構成で直接かつ確実に検知することで
、皮膚の同一部位への複数回の光の照射を防止して皮膚への負担を軽減できるとともに、
接点式スイッチ５により、同様に簡単な構成で接触面９と皮膚との接触を確実に検知する
ことで、照射エネルギーが低い光を使用した場合でも十分な脱毛効果が得られ、かつ照射
部２と皮膚とを確実に密接できる光脱毛装置を提供できる。
【００３９】
　また、照射部２の凹部１０に光電センサ６を設けることにより、キセノンランプ１にお
ける発光を検知できるとともに、照射部２の接触面９を皮膚に接触させた場合に、接触面
９と皮膚との間に隙間があるときは、外部からこの隙間を通って照射部２に入る光を検知
することができるために、この状態では発光を許可しないことにより、キセノンランプ１
の発光が外部に漏れて使用者の目に入ること等を防止できる。
【００４０】
　さらに、一度皮膚に対して光を照射した後は、接触面９を皮膚上の所定の距離以上移動
させた場合、または、接触面９を皮膚から離した場合のみ、制御部３が、次の発光を許可
することによって、皮膚の同一部位へ光が複数回照射されることを防止することで、使用
者の皮膚に過度の負担をかけることを防止している。
【００４１】
　なお、上記本願発明の実施形態においては、発光部にキセノンランプ１を用いているが
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【００４２】
　次に、移動検知部としては、ローラ式エンコーダ４を用いているが、例えば、トラック
ボールのような２軸式を用いてＸ軸およびＹ軸方向の移動を検知できるようにしてもよく
、また、光電素子等を用いた光電式エンコーダを用いてもよい。
【００４３】
　接触検知部として、接点式スイッチ５を用いているが、例えば反射式光電センサや、電
極等を用いて皮膚の電気抵抗を測定するセンサ等を用いてもよい。また、センサの検知パ
ターンにより使用者の皮膚表面の凹凸を検知して、例えば、検知パターンに応じて脇や足
等を判別するようにしたり、顔と判別した場合は、発光を許可しないようにしてもよい。
【００４４】
　さらに、光量検知部として光電センサ６を用いているが、例えば小型カメラを用いるこ
とにより、皮膚の色等を検知することで、よりきめ細かな光量制御を行うようにしてもよ
い。
【図面の簡単な説明】
【００４５】
【図１】本願発明の実施形態である光脱毛装置の斜視図。
【図２】同光脱毛装置の制御ブロック図。
【図３】同光脱毛装置の制御フローチャート。
【符号の説明】
【００４６】
　１　キセノンランプ（発光部）
　２　照射部
　３　制御部
　４　ローラ式エンコーダ（移動検知部）
　５　接点式スイッチ（接触検知部）
　６　光電式センサ（光量検知部）
　９　接触面
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