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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　特定の波長領域の光を出射する光源が複数配置され、その光源が異なる波長領域の光を
出射することにより少なくとも２種の色相を示すことができ、照射される光が、対象とな
るビタミン又はプロビタミンに対して皮膚浸透促進作用を起こさせる波長領域を含む光照
射機構と、
　前記光源に電力を供給する電力供給手段と、
　前記光源に供給される電力を制御することで前記光源から少なくとも２種の色相を同時
に出射する複数のパターンで点灯させることができるパターン切替手段と、
を具備することを特徴とする美肌装置。
【請求項２】
　前記光照射機構が、円形に配置された第１の光源領域と、前記第１の光源領域の外周に
同心円的に配設された第２の光源領域とから構成されることを特徴とする請求項１記載の
美肌装置。
【請求項３】
　前記パターン切替手段が、前記第１の光源領域及び前記第２の光源領域から所定の波長
領域の光を組合わせたパターンを形成することを特徴とする請求項２記載の美肌装置。
【請求項４】
　前記第１の光源領域及び前記第２の光源領域から所定の間隔をおいて設置され、一方の
端面から前記第１の光源領域及び前記第２の光源領域から出射された光を透過させる透明
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又は半透明の光透過部材からなる接触キャップを具備することを特徴とする請求項２又は
３記載の美肌装置。
【請求項５】
　前記光照射機構により光が照射される部分に、所定の電圧を印加することができる電圧
印加手段を具備することを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項記載の美肌装置。
【請求項６】
　皮膚面に接触させるヘッド部と、
　前記ヘッド部を振動させ、皮膚面を振動させることができるヘッド振動機構と、
　特定の波長領域の光を出射する光源が複数配置され、前記ヘッド部を通じて振動が付与
された皮膚面に対して、その光源が異なる波長領域の光を出射することにより少なくとも
２種の色相を示すことができ、照射される光が、対象となるビタミン又はプロビタミンに
対して皮膚浸透促進作用を起こさせる波長領域を含む光照射機構と、
　前記光源に電力を供給する電力供給手段と、
　前記光源に供給される電力を制御することで前記光源から少なくとも２種の色相を同時
に出射する複数のパターンで点灯させることができるパターン切替手段と、
　を具備することを特徴とする美肌装置。
【請求項７】
　前記ヘッド振動機構が、超音波振動子であることを特徴とする請求項６記載の美肌装置
。
【請求項８】
　前記ヘッド部が、皮膚面に直接又は水溶性の有効成分を含む媒質を介して接触させる導
電性の材質からなり、前記ヘッド部に所定の電圧を印加する電圧印加手段を具備すること
を特徴とする請求項６又は７記載の美肌装置。
【請求項９】
　前記ヘッド部を加温するヘッド加温機構をさらに具備することを特徴とする請求項６乃
至８のいずれか１項記載の美肌装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数の波長領域の光を出射することができる光源から出射される光を、所定
のパターンを選択的に人体の表皮に照射することで、様々な皮膚のトリートメントを行う
ことができる美肌装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、色彩が人体に心理的作用及び生理的作用などを及ぼすことが確認されている。例
えば、紫色は、血圧や心拍数を上昇させる循環機能の促進効果や食欲を抑えるなどの効果
があり、青色は、身体的活動を抑え精神を沈静させるなどの効果がある。また、緑色は、
鎮静効果などがあり、黄色は、消化器系の働きを高める効果や精神的緊張を緩和させるな
どの効果があり、赤色は、心拍数を上げ新陳代謝を促進する効果や心身をあたためるなど
の効果がある。また、表皮に直接的に作用するものとして、例えば、青色、白色、緑色は
、オキシヘモグロビンに吸収されやすく、赤あざや赤ら顔を改善する効果がある。また、
黄色、橙色、赤色は、メラニンに吸収されやすく、シミの改善を促す効果がある。さらに
、赤外域の光は、水分に吸収されやすく、シワの改善、コラーゲンの増加などの効果があ
る。
【０００３】
　このような人体に及ぼす所定の波長領域を有する光の作用を利用して、患部の痛みの緩
和などを行う健康器具が公開されている（例えば、特許文献１参照。）。この健康器具で
は、異なる色を出射する複数の発光ダイオードランプの中から必要とするトリートメント
効果に応じて、利用者が所定の発光ダイオードランプを選択し、その選択した発光ダイオ
ードランプを健康器具に組み込んで使用するものであった。
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【０００４】
　また、皮膚のトリートメントとして、ビタミンを皮膚へ塗布して栄養を与えることも考
えられたが、皮膚にイオン性の物質が浸透しようとしても、マイナスイオンは角質で吸着
され、プラスイオンも角質は透過できるもののその後にやはり吸着されてしまい、それ以
上皮膚の深部へは浸透することができないため、単に塗布したのみでは皮膚からの吸収効
率が低く、さらに真皮にまで浸透させることはできなかった。
【０００５】
　これは、人間の皮膚の角質にはプロトンが多く存在するため弱酸性、顆粒層にはアニオ
ン及び水酸化物イオンが多く存在するため弱アルカリ性で保たれており、これらのイオン
同士の反発により、角質と顆粒層との間に電気で膜が張られているようなバリヤーゾーン
ができており、これが異物の侵入を抑える働きをしているからである。
【０００６】
　これに対し、水溶性ビタミンの経皮吸収を促進する方法として、イオン導入法を用いる
ことが有用であることがわかり、イオン導入法を応用した様々な美顔器、美肌器が考えら
れている（例えば、特許文献２参照。）。
【０００７】
　このイオン導入法は、皮膚に電極を接触させて微弱な電流を流すことによって、バリア
ゾーンの働きを弱め、さらに浸透させたいイオン性の物質（例えば、水溶性ビタミンＣな
ど）と電極との電気的な反発力によって皮膚の内部へ物質を浸透させるものである。
【特許文献１】特開平１１－２６７１７９号公報
【特許文献２】特開２００１－２５９０４５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、上記した従来の発光ダイオードランプを用いた健康器具では、利用者が
異なる色を出射する複数の発光ダイオードランプの中から必要とする作用に応じてダイオ
ードランプを選択し、さらに、その選択した発光ダイオードランプを健康器具に組み込ん
で使用しなければならず、利用者にとって手間がかかるという問題があった。
【０００９】
　さらに、この装置では、異なる色の光を同時に人体に照射して各色によるトリートメン
ト効果を相乗的に得ることができなかった。
【００１０】
　また、イオン導入法を用いた美肌器は、イオンとして存在しやすい水溶性の物質を皮膚
に浸透させることしかできず、脂溶性の物質にはほとんど効果がなかった。また、イオン
導入法は、皮膚に直接又は間接に電極を接触させ、人体に電気を流して行うことから、皮
膚に発疹や赤み、痒みが出るなどの異常を感じる場合があった。
【００１１】
　したがって、脂溶性の物質でも皮膚に浸透させることができ、かつ、皮膚に異常を生じ
させにくく、かつ、取扱いが容易なビタミンなどの浸透を促進させる装置が求められてい
た。
【００１２】
　そこで、本発明は、選択的に異なる波長領域の光を人体に照射することができ、照射さ
れる光の色による表皮の受ける効果や表皮に塗布した薬剤の皮膚への浸透促進により皮膚
自体のトリートメントを行うことができる美肌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】
【００１３】
　上記目的を達成するために、本発明の美肌装置は、特定の波長領域の光を出射する光源
が複数配置され、その光源が異なる波長領域の光を出射することにより少なくとも２種の
色相を示すことができる光照射機構と、光源に電力を供給する電源と、光源に供給される
電力を制御することで光源を複数のパターンで点灯させることができるパターン切替手段
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とを具備することを特徴とするものである。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明の美肌装置によれば、トリートメント効果を与える所定の波長領域の光を発光ダ
イオードランプにより人体の表皮に照射することができ、かつビタミンの皮膚への浸透を
促進させる効果を与える所定の波長領域の光を、浸透させたい部分の皮膚に容易に照射す
ることができるため、その所定の波長領域の光を選択的に照射することによって、最適な
状態を選択して皮膚に対して要求されているトリートメントを行うことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下、本発明について詳細に説明する。
【００１６】
（第１の実施形態）
　この美肌装置は、ユーザに把持される把持部が設けられた筐体部によりその外郭が形成
されており、把持部は、筐体部の一端部側に形成されている。また、筐体部の他端部には
、筐体部の前面のほぼ中央部分から突出した複数の光源が配設された円錐台形状又は円柱
形状の光源設置部が設けられている。
【００１７】
　光源設置部に設けられた光源は、例えば、円形に配置された第１の光源領域と、この第
１の光源領域の外周に同心円的に配列された第２の光源領域で構成されている。第１の光
源領域及び第２の光源領域は、それぞれ複数の光源で構成され、その光源は、例えば、発
光ダイオードランプ（発光ダイオードランプ）などで構成されている。また、第１の光源
領域には、第２の光源領域よりも波長領域の広い又は全体として広い波長領域の光を出射
する複数の発光ダイオードランプが配設されている。また、この美肌装置は、各光源領域
毎に電源から供給される電力を制御するとともに、所定の波長領域の光を組み合わせたパ
ターンを形成して光を出射させる制御やその出射パターンを時間的に変化させるなどの制
御を行って発光ダイオードランプの発光パターンを切り替えるパターン切替手段を備えて
いる。
【００１８】
　以下、本発明の第１の実施形態について、図面を参照しながら説明する。
【００１９】
　図１は本発明の第１の実施形態に係る美肌装置の正面図であり、図２はこの美肌装置の
側面図、図３はこの美肌装置の制御系を示す機能ブロック図である。
【００２０】
　これらの図に示すように、本実施形態における美肌装置１０は、黄色の光を出射する第
１の光源領域１１と、それとは異なる色の光を出射する第２の光源領域１２とを兼ね備え
たハンディタイプ（可搬型）の美肌装置である。
【００２１】
　この美肌装置１０は、ユーザに把持される把持部１３が設けられたベース筐体部１４に
よりその外郭が形成されている。このベース筐体部１４は、例えば、所定の厚みを持たせ
るようにして円柱をその径方向に押し潰した形態を有する。把持部１３は、ベース筐体部
１４の一端部側に形成されている。さらに、ベース筐体部１４の他端部には、ベース筐体
部１４の前面（正面）の中央部分から突出し、その表面に第１の光源領域１１及び第２の
光源領域１２が設置された円錐台形状又は円柱形状の光源設置部１５が設けられている。
なお、突出した光源設置部１５のベース筐体部１４の前面に平行な断面形状は、このよう
な円形に限らず、矩形、多角形などでもよい。
【００２２】
　この光源設置部１５の表面は、保護キャップ１６が備えられており、光源設置部１５に
配設された第１の光源領域１１及び第２の光源領域１２に、例えば、人体の皮膚が接触す
るのを防止している。また、光源設置部１５の側壁には、光照射を行う際、人体の皮膚に
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当接される円錐台形状を有する透明又は半透明の光透過部材からなる接触キャップ１７が
着脱可能に嵌合されている。この接触キャップ１７は、光源設置部１５の側壁に螺合によ
り取り付けられてもよい。なお、保護キャップ１６及び接触キャップ１７は、光透過率の
高い材料で形成されており、特に所定の波長領域の吸収特性が顕著であるものは好ましく
ない。
【００２３】
　なお、第１の光源領域１１及び第２の光源領域１２と、それらから出射された光が接触
キャップ１７を介して照射される人体の皮膚との距離Ｌを調節するため、円錐台形の高さ
の異なる複数の接触キャップ１７が用意されていることが好ましい。利用者は、この予備
の接触キャップ１７の中から適宜に選択し、その選択した接触キャップ１７を光源設置部
１５の側壁に嵌合して、光の照射を行うことができる。
【００２４】
　この接触キャップ１７により光源領域１２と人体の皮膚との距離Ｌを変化させることで
、光源領域１２から皮膚上に照射される光の照射面積を変化させることができる。例えば
、距離Ｌを小さくして照射を行う場合には、照射する領域を絞ったトリートメントを行う
ことができ、一方、距離Ｌが大きい場合には、距離Ｌが小さい場合に比べて、皮膚上の広
い領域に光が照射され、広い領域のトリートメントを行うことができる。このとき照射強
度にも変化があるため浸透促進に適した強度を調節するために用いることもできる。
【００２５】
　また、接触キャップ１７として、周囲を光が透過しない素材とし、中心部だけを光透過
することができるようなものとすることもでき、この場合には、より小さい面積にスポッ
ト的に光照射を行うことができ必要な部位のみにトリートメントを行うことができる。
【００２６】
　また、ベース筐体部１４の前面の把持部１３と光源設置部１５との間には、主電源のＯ
Ｎ／ＯＦＦを行う電源ボタン１８、光の照射パターンのモードを切り替えるモード切替ボ
タン１９が設けられている。このモード切替ボタン１９は、モードＵＰボタン１９ａ及び
モードＤＯＷＮボタン１９ｂで構成されている。また、電源ボタン１８及びモード切替ボ
タン１９の近傍には、電源ボタン１８からの入力操作に応じてその表示色や点灯状態を切
替える電源用光源２０、モード切替ボタン１９からの入力操作に応じてその表示色や点灯
状態を切替えるモード表示用光源２１が設けられている。
【００２７】
　ここで、主電源がＯＮの状態でモードＵＰボタン１９ａを押して行くと、光の照射パタ
ーンのモードが、例えば、３つのモードがあった場合には、モード１、モード２、モード
３の順に切替わり、主電源がＯＮの状態でモードＤＯＷＮボタン１９ｂを押していくと、
モード３、モード２、モード１の順に切替わる。モード表示用光源２１は、このようなモ
ード変化に対応して、例えば、緑色点灯、橙色点灯、赤色点灯の順に切替わる。また、こ
のモードと光源表示との対応関係は、モード表示用光源２１の近傍に、例えば、動作表示
マークとして予め記されてもよい。なお、主電源がＯＮの状態で５分間光の照射が行われ
ない状態が続くと、自動的に電源がＯＦＦされ、無駄なエネルギーの消費を防止すること
もできる。
【００２８】
　さらに、電源ボタン１８及びモード切替ボタン１９の近傍には、ベース筐体部１４内に
備えられた充電用電池の充電時及び充電終了時に表示色や点灯状態を切替える充電表示用
光源２２が設けられている。なお、美肌装置１０の電極供給手段は、例えば、充電池や乾
電池を駆動電源として用いることができるように構成してもよい。また、例えば、電力供
給手段としてベース筐体部１４の一端の縁部に、ＡＣ（交流）アダプタなどの電源出力端
子を装着するための電源入力端子部を設けてもよい。
【００２９】
　さらに、ベース筐体部１４の把持部１３にかかる側壁面には、人体の皮膚との接触を検
知するタッチセンサ２３が配設されている。このタッチセンサ２３では、例えば、ハム検
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知方式、圧電素子検知方式又は歪抵抗素子検知方式などによって、人体の皮膚との接触が
検知される。美肌装置１０では、このタッチセンサ２３によって人体の皮膚との接触が検
知されないときには、例えば、第１の光源領域１１及び第２の光源領域１２から光を出射
しないよう第１の光源領域１１及び第２の光源領域１２を制御するなどの安全管理上の策
が施されている。
【００３０】
　次に、光源設置部１５に配設された第１の光源領域１１及び第２の光源領域１２につい
て、図１を参照して説明する。
【００３１】
　光源設置部１５の中央部には、２０個の黄色の発光ダイオードランプ１０１が放射状に
、ほぼ均等に配設された第１の光源領域１１が備えられている。また、第２の光源領域１
２は、第１の光源領域１１の外縁の外側に沿ってほぼ均等に配設された内周側光源領域１
２ａと、この内周側光源領域１２ａの外縁の外側に沿ってほぼ均等に配設された外周側光
源領域１２ｂとから構成される。
【００３２】
　第１の光源領域に用いられる黄色の発光ダイオードランプ１０１は、５９０ｎｍにピー
ク発光波長を有するものであり、例えば、ランプがφ３ｍｍの仕様の発光ダイオードラン
プを用いることができるが、この仕様に限らず、第１の光源領域１１から皮膚に照射され
る光として必要とされている照度を満たすことができるものであればよい。
【００３３】
　内周側光源領域１２ａには、赤色の発光ダイオードランプ１０２、橙色の発光ダイオー
ドランプ１０３、黄色の発光ダイオードランプ１０４、緑色の発光ダイオードランプ１０
５、青色の発光ダイオードランプ１０６の順に、全部で１５個の発光ダイオードランプが
配設されている。なお、各発光ダイオードランプの配列の順序はこれに限るものではなく
、所定の規則性を持たせた順序で配列されても、不規則な順序で配列されてもよい。
【００３４】
　ここで用いられる赤色の発光ダイオードランプ１０２は６４１ｎｍに、橙色の発光ダイ
オードランプ１０３は６０９ｎｍに、黄色の発光ダイオードランプ１０４は５９２ｎｍに
、緑色の発光ダイオードランプ１０５は５２２ｎｍに、青色の発光ダイオードランプ１０
６は４６５ｎｍにピーク発光波長を有する。なお、各発光ダイオードランプ、特に、紫外
域に近い波長領域の光を照射する青色の発光ダイオードランプ１０６から出射される光に
は、紫外域の波長の光成分は含まれていない。
【００３５】
　外周側光源領域１２ｂには、８００～９００ｎｍにピーク発光波長を有する赤色の発光
ダイオードランプ１０７が１５個配設されている。
【００３６】
　なお、配設される各発光ダイオードランプの個数は、このような個数に限るものではな
く、適宜設定することができる。また、この各発光ダイオードランプは、例えば、肌に悪
影響を及ぼす紫外域の波長の光は含んでいない。さらに、内周側光源領域１２ａ及び外周
側光源領域１２ｂに用いられる各発光ダイオードランプには、例えば、チップ形状の仕様
の発光ダイオードランプを用いているが、この仕様に限らず、第１の光源領域１１から皮
膚に照射される光に必要とされている照度を満たすことができるものならばよい。
【００３７】
　また、第１の光源領域１１では、黄色の光を出射する発光ダイオードランプを備えるこ
とを示したが、第１の光源領域１１には、さらに、８００～９００ｎｍにピーク発光波長
を有する赤色の発光ダイオードランプ１０７を備えて、第１の光源領域１１から紫外領域
の波長を含まない可視光領域の光、赤外領域の光又はその可視光領域及び赤外領域の両領
域を含む光を出射させることもできる。
【００３８】
　これらの光源によって皮膚へ光を照射する際の照度は、９０００～３００００ルクス（
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ｌｘ）であることが好ましく、１３０００～２００００ルクス（ｌｘ）であることが特に
好ましい。
【００３９】
　次に、図３を参照して、美肌装置１０に内蔵された制御系３０（図２参照）について説
明する。図３には、制御系３０の構成の概要が示されている。
【００４０】
　制御系３０に設けられた主制御回路３１は、美肌装置１０の全体的な制御や各種演算を
実行するプロセッサ、ＲＡＭ、ＲＯＭなどを内蔵する。ＲＯＭには、実行される制御や演
算のためのプログラムや各種パラメータなどのソフトウェアが格納されている。プロセッ
サは、このＲＯＭからソフトウェアを読み込み、命令文を解釈し、ＲＡＭのメモリ空間を
用いて命令を実行する。
【００４１】
　主制御回路３１の前段には、操作内容入力回路３２が接続されており、この操作内容入
力回路３２は、電源ボタン１８及びモード切替ボタン１９の操作状況を常時監視しており
、その監視結果である利用者からの入力命令に対応する入力情報を主制御回路３１に出力
する。
【００４２】
　主制御回路３１は、パターン切替部３３と表示制御部３４とを備え、パターン切替部３
３には、利用者の入力命令に対応する操作内容入力回路３２からの入力情報が入力される
。パターン切替部３３では、その入力された入力情報に基づいてモードを設定し、その設
定されたモードに対応する表示情報を表示制御部３４に出力する。表示制御部３４では、
入力された表示情報に基づいて、電源用光源２０及びモード表示用光源２１を所定の色で
点灯又は点滅させる制御情報を電源用光源２０及びモード表示用光源２１に出力する。そ
の制御情報に基づいて、電源用光源２０及びモード表示用光源２１は、点灯又は点滅し、
電源のＯＮ／ＯＦＦ及び発光ダイオードランプ照射パターンのモードを可視的に識別でき
るように表示する。
【００４３】
　また、表示制御部３４は、例えば、電源として充電用電池を用いて美肌装置１０が構成
される場合、その充電用電池の充電時及び充電完了時に、充電表示用光源２２を所定の色
で点灯又は点滅させる制御情報を充電表示用光源２２に出力する。その制御情報に基づい
て、充電表示用光源２２は、点灯又は点滅し、電源の充電状態を可視的に識別できるよう
に表示する。
【００４４】
　また、制御系３０には、パターン切替部３３に接続された第１の光源発光回路３５及び
第２の光源発光回路３６が備えられている。パターン切替部３３は、操作内容入力回路３
２から入力された操作情報に基づいて、第１の光源発光回路３５及び第２の光源発光回路
３６を制御する。
【００４５】
　第１の光源発光回路３５は、光源設置部１５の中央部に配設された第１の光源領域１１
を制御する回路であり、第１の光源領域１１に配設された２０個の黄色の発光ダイオード
ランプ１０１を制御する回路である。つまり、第１の光源領域１１に含まれる発光ダイオ
ードランプ１０１を発光させるか否か決定するものである。
【００４６】
　第２の光源発光回路３６は、第１の光源領域１１の外縁の外側に沿ってほぼ均等に配設
された内周側光源領域１２ａとこの内周側光源領域１２ａの外縁の外側に沿ってほぼ均等
に配設された外周側光源領域１２ｂとを制御する回路である。この第２の光源発光回路３
６は、内周側光源領域１２ａに備えられた発光ダイオードランプを各発光ダイオードラン
プ毎又は各色毎に制御し、外周側光源領域１２ｂに備えられた赤色の発光ダイオードラン
プ１０７を各発光ダイオードランプ毎又は一括して制御する回路である。また、第２の光
源領域１２は、図１に示すように、第１の光源領域１１の外縁の外側に沿って３つのブロ
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ックに区分された配列構成になっており、このブロック毎に制御するように第２の光源発
光回路３６を構成することもできる。
【００４７】
　また、主制御回路３１の前段には、タッチセンサ回路３７が接続されており、このタッ
チセンサ回路３７は、タッチセンサ２３からの接触情報を常時監視しており、その監視結
果である利用者がタッチセンサ２３に触れたことに対応する接触情報を主制御回路３１に
出力する。タッチセンサ回路３５から主制御回路３１に接触情報が出力されると、第１の
光源発光回路３５及び第２の光源発光回路３６とパターン切替部３３との間の情報伝達を
可能とする制御がなされ、第１の光源領域１１及び第２の光源領域１２から光を照射する
ことができる。一方、タッチセンサ回路３５から主制御回路３１に接触情報が出力されな
い場合には、第１の光源発光回路３５及び第２の光源発光回路３６とパターン切替部３３
との情報伝達は遮断されたままの状態となり、第１の光源領域１１及び第２の光源領域１
２から光を照射することができない。
【００４８】
　次に、この美肌装置１０を用いて皮膚のトリートメントを行う操作について説明する。
【００４９】
　利用者は、まず、電源ボタン１８を押し、電源をＯＮさせる。続いて、モード切替ボタ
ン１９により予め設定されたモードの中から任意のモードを選択し、接触キャップ１７を
トリートメントを行う皮膚に接触させて光の照射を行う。
【００５０】
　ここで、予め設定された発光パターンのモードの一例として、モード１、モード２及び
モード３の３つのモードが設定されている場合について説明する。
【００５１】
　モード１では、第１の光源領域１１及び第２の光源領域１２に配設されている全発光ダ
イオードランプが点灯され、接触キャップ１７を介して、第１の光源領域１１及び第２の
光源領域１２が備える全色の光が皮膚に照射される。このときの照度は、２００００ルク
ス（ｌｘ）である。このモード１では、可視光の全波長領域の光を一度に皮膚に照射する
ことができる。
【００５２】
　なお、本発明の美肌装置１０は、消費電力が５Ｗと小さくても、２００００ルクス（ｌ
ｘ）という充分な照度の光を得ることができ、省エネルギーでの動作を可能としたもので
ある。
【００５３】
　モード２では、第１の光源領域１１に配設されている全発光ダイオードランプが点灯さ
れ、接触キャップ１７を介して黄色の光が皮膚に照射される。このモードでは、第１の光
源領域１１から出射される照度は、第２の光源領域１２から出射される光の照度より大き
くなるよう光源領域が設定されているため、高出力の光でトリートメントを行うことがで
きる。
【００５４】
　モード３では、第２の光源領域１２に配設されている全発光ダイオードランプが点灯さ
れ、接触キャップ１７を介して、５７０～７８０ｎｍの波長領域の黄色、橙色、赤色の光
及び４３０～５７０ｎｍの波長領域の青色、緑色の光が皮膚に照射される。
【００５５】
　本発明の美肌装置１０によれば、皮膚に発光ダイオードランプから、１つ又は複数の異
なる波長領域の光を照射することができ、対象となるビタミン又はプロビタミンに対して
効果的に皮膚浸透促進作用を得ることができる。さらに、色彩が皮膚に及ぼすクロモセラ
ピー効果による皮膚のトリートメントを行うことができる。このとき、その複数の異なる
波長領域の光のパターンを選択的に切り替えることによって目的の効果を得るために最適
な光の照射を行うことができる。
【００５６】
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　ここで、この３種類のモードで使用される発光ダイオードランプの機能及び作用につい
て、図４の光の吸収特性を示す図を参照しつつ説明を行う。
【００５７】
　すなわち、発光ダイオードランプ１０２、１０７（赤色）の発光する光は、例えばピー
ク波長が６４１ｎｍで、光度が６００ｍｃｄである。この赤色光は、皮膚浸透度が高く、
皮膚深部のメラニンに反応し、皮膚の奥深くのシミの除去に効果的である。また、赤色の
色彩作用も相まって、赤みがかっている肌の改善に適しており、血行の促進効果などを得
ることができる。また、いわゆるスリミングケアにも適している。
【００５８】
　また、発光ダイオードランプ１０３（橙色）の発光する光は、例えばピーク波長が６０
９ｎｍで、光度が２００ｍｃｄである。この橙色光は、メラニン・ヘモグロビンに吸収さ
れ、茶色いシミの除去に効果的である。また、色彩の作用としては、オイリー肌又はニキ
ビ肌の改善や、代謝機能の適正化を図る上で重要である。
【００５９】
　さらに、発光ダイオードランプ１０１、１０４（黄色）の発光する光は、例えばピーク
波長がそれぞれ５９０、５９２ｎｍで、光度が３０００、２２０ｍｃｄである。この黄色
光は、発光ダイオードランプ１０２（赤色）の光や発光ダイオードランプ１０３（橙色）
の光に比べると、皮膚浸透度が高いため、皮膚表面のシミの除去に効果的である。また、
色彩の作用として、老化肌やトラブル肌の改善にも適している。
【００６０】
　また、発光ダイオードランプ１０５（緑色）の発光する光は、例えばピーク波長が５２
２ｎｍで、光度が１４０～５６０ｍｃｄである。この緑色光は、後述する発光ダイオード
ランプ１０６（青色）よりも、皮膚浸透度が高いので、真皮深部のヘモグロビンに吸収さ
れ、真皮深部の赤アザに効果的である。色彩の作用としては、乾燥肌の改善や、皮脂や色
素沈着によるシミの除去に適している。また、心身のリラックス効果なども得ることがで
きる。
【００６１】
　発光ダイオードランプ１０６（青色）の発光する光は、例えばピーク波長が４６５ｎｍ
で、光度が７０～２００ｍｃｄである。この青色光は、ヘモグロビンによく吸収されるの
で、赤ら顔や赤アザに効果的である。色彩の作用としては、リンパドレナージュ作用や血
液循環作用を増大させる。さらに、ストレスや緊張を緩和する効果なども得ることができ
る。
【００６２】
　つまり、図４に示すように、波長領域の違いによる効果としては、青色、緑色（４６５
～５２２ｎｍ）は、ヘモグロビンに吸収され、赤アザや赤ら顔を改善することが可能であ
る。
【００６３】
　ここで、この波長領域の光の作用について詳述すると、この波長領域の光は、ヘモグロ
ビンに吸収され、軽度の血管壁障害を誘起させる。これにより、創傷を治癒させるため、
線維芽細胞が集まり、コラーゲンが作り出される。コラーゲンが増えることで、内側から
自然に美しい肌がつくりあげられ、肌にハリ・ツヤがでる。また、黄色、橙色、赤色（４
６５～５２２ｎｍ）は、メラニンに吸収され、色素部位で蒸散作用により、シミの改善を
促し美白効果を得ることができる。
【００６４】
　さらに、本発明においては赤外線を放射する構成としてもよく、例えば、発光ダイオー
ドランプ１０７を赤外線を照射するものに替えれば容易に構成することができる。赤外線
（８７０、９４０ｎｍ）は、浸透性がよく水分に吸収され、皮膚の深部を活性化させ、シ
ワの改善及びコラーゲンを増加させることができる。ここで、赤外線の作用について詳述
すると、赤外線を肌に照射した場合、この赤外線が真皮深部（例えば表皮から約１０ｍｍ
の部位）の水分（真皮の６０～７０％は水分）に吸収される。これにより、水分子が振動



(10) JP 4398813 B2 2010.1.13

10

20

30

40

50

して、熱を発生し、真皮深部がほんのり温まり、さらにコラーゲン、エラスチンをつくり
だす線維芽細胞の働きが活発になる。
【００６５】
　したがって、本発明の美肌装置１０によれば、皮膚面に照射する光の色相を所定の時間
間隔で変更できるので、簡単な操作で、波長の異なる個々の光より得られる複数種の効果
を連続的に皮膚面に与えることができ、効率良く美肌処理を行うことができる。
【００６６】
　この美肌装置１０はハンディタイプの構造であるため、利用者が任意に皮膚の領域を選
択し、その領域に容易に発光ダイオードランプの光を照射することができる。
【００６７】
　さらに、この美肌装置１０は、光源に発光ダイオードランプを用いており、この場合、
消費電力を低減することができるので、例えば、乾電池や充電用電池などの搭載用電源を
用いる場合には長時間の運転が可能となる。
【００６８】
　また、この美肌装置１０は、ビタミンなどの皮膚への浸透を促進させるのに用いること
もでき、このときのビタミンなどの浸透促進は、人体へ直接電気を流すことはなく皮膚へ
の刺激が少ないので、イオン導入法によりビタミンを浸透させるよりも皮膚への負担を少
なくすることができる。
【００６９】
　なお、光の照射はビタミン又はプロビタミンを含有する溶液などの皮膚外用剤などを塗
布した皮膚に行うものであるが、本発明のビタミンとしては、ビタミンＡ、Ｂ群、Ｃ、Ｄ
、Ｅ、Ｆ、Ｈ、Ｋなどのよく知られているビタミンが含まれ、この中でも特に、ビタミン
Ａ、Ｄ、Ｅ、Ｋなどの脂溶性ビタミンであることが好ましく、トコフェロール、トコトリ
エノールなどのビタミンＥであることがより好ましい。また、本発明で用いているビタミ
ンの用語には、その類縁体や誘導体も含むものである。
【００７０】
　本発明のプロビタミンとしては、これらのビタミンの前駆体となる物質であれば特に限
定されずに用いることができ、このプロビタミンとしても酢酸フェロールや脂溶性プロビ
タミンＣなどの脂溶性のプロビタミンであることが好ましい。
【００７１】
　この浸透促進は、本発明の美肌装置を用いた光照射により、皮膚の細胞と細胞の間のセ
メント物質（コラーゲン、エラスチン、フィラグリンなど）に瞬間的な通路（チャネリン
グ）が造成され、物理的に浸透しやすくなるためであると考えられ、光の波長により光の
皮膚への到達深度が異なり、波長が長いほど皮膚内部への到達度は大きくなる。
【００７２】
　また、本発明の美肌装置を用いた光照射により、脂溶性プロビタミンＣ及び水溶性プロ
ビタミンＣのいずれも皮膚への浸透を促進させることができることが確認されたが、プロ
ビタミンＣの塗布、浸透促進を行うことにより表皮及び真皮にビタミンＣを供給すること
ができ、シワ防御やシミ防御・美白作用などの効用を効果的に得ることができる。
【００７３】
　しかし、皮膚へビタミンＣを供給するのに、直接ビタミンＣを供給したのでは、酸化分
解されやすい特質であるビタミンＣが皮膚内に存在する時間は限られてしまい、その効果
も限定的である。そこで、プロビタミンＣを供給することにより、皮膚への浸透が行われ
た後に、皮膚内でのビタミンＣ変換酵素の作用によりプロビタミンＣを徐々にビタミンＣ
へと変換しビタミンＣを連続的に供給することが、トリートメント効果を有効に発揮させ
ることができる点で好ましい。
【００７４】
　このときのプロビタミンＣがビタミンＣへと変換する機構は次のように考えられる。
　光の照射により表皮に存在する体内色素クロモフォアがその光を吸収し、瞬間励起状態
となり、クロモフォア近傍が瞬間昇温される。このとき、表皮の細胞間質や細胞膜結合型
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として存在していると推定されるプロビタミンＣをビタミンＣへと変換する変換酵素が活
性化し、表皮から浸透したプロビタミンＣがビタミンＣに変換される。さらにプロビタミ
ンＣ及びビタミンＣは、光の照射により細胞間に生じたクラックにより、より皮膚の深部
へ浸透することとなる。
【００７５】
　したがって、光の照射によりプロビタミンＣの浸透促進とプロビタミンＣのビタミンＣ
への変換を活性化することを同時に行うことができる本発明は、皮膚中へビタミンＣを供
給する方法として特に優れたものである。
【００７６】
　また、光の到達深度及びビタミンなどの浸透促進効果を考慮すると、皮膚へ照射する光
の波長は５６０～６４０ｎｍであることが好ましく、特に５６０ｎｍ程度であることが好
ましい。この波長においては、プロビタミンＣのビタミンＣへの変換も促進されるため、
皮膚のトリートメントに極めて有効である。
【００７７】
　なお、本実施形態の美肌装置１０では、発光ダイオードランプを用いて皮膚面に光照射
を行うので、エネルギ密度の高いレーザ光などを照射するタイプの美肌装置などとは異な
り、皮膚面への刺激が少なく、トリートメント後に肌が回復するまでに要する時間（ダウ
ンタイム）が短時間である。これにより、トリートメント直後から洗顔や、化粧品による
メイクアップを行うことが可能である。
【００７８】
（第２の実施形態）
　本発明に係る第２の実施形態となる美肌装置は、皮膚面に接触させるヘッド部と、この
ヘッド部を振動させ、皮膚面を振動させることができるヘッド振動機構と、ヘッド部を通
じて振動が付与された皮膚面に対して、互いに波長の異なる複数の照射可能な光の中から
特定の波長の光を選択的に照射することができる光照射機構とを具備することを特徴とす
るものである。
【００７９】
　図５は本発明の第２の実施形態に係る美肌装置の正面図であり、図６はこの美肌装置の
側面図、図７はこの美肌装置の制御系を示す機能ブロック図である。
【００８０】
　これらの図に示すように、本実施形態における美肌装置５０は、第１の実施形態と同様
ハンディタイプ（可搬型）の美肌装置であって、ユーザに把持される把持部５１が設けら
れた上側ケース及び下側ケースからなるベース筐体部５２によりその外郭が形成されてい
る。ベース筐体部５２は、ある程度の厚みを持たせるようにして、例えば円柱をその径方
向に押し潰した形で形成されている。また、把持部５１は、ベース筐体部５２の一端部側
に形成されている。さらに、ベース筐体部５２の他端部には、ベース筐体部５２の前面（
正面）の中央部分から突出するように薄型円柱形状に形成され、皮膚面に接触させるよう
にして用いる、例えば金属製のヘッド部５３が設けられている。
【００８１】
　また、この美肌装置５０には、ヘッド部５３を側面から包囲するように配置され、互い
に波長（色相）の異なる可視光をヘッド部５３の先端側方向に向けて発光する複数の発光
ダイオードランプ（発光ダイオード）５０１、５０２、５０３、５０４、５０５、５０６
、５０７が設けられている。ここで、発光ダイオードランプ５０１は、ヘッド部５３を周
回するように１８個が等間隔で並ぶように配置されており、黄色に発光するφ３ｍｍ仕様
の発光ダイオードランプである。発光ダイオードランプ５０２、５０３、５０４、５０５
、５０６は、その発光ダイオードランプ５０１を周回するように各々３個ずつ所定の間隔
をおいて配置されており、それぞれ橙色、赤色、黄色、緑色、青色の可視光を発光するチ
ップ形状の仕様の発光ダイオードランプである。さらに、美肌装置５０には、発光ダイオ
ードランプ５０２、５０３、５０４、５０５、５０６の外側を包囲するように配置され、
赤色の可視光を発光する複数、例えば１５個のチップ形状の仕様の発光ダイオードランプ
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５０７が設けられている。
【００８２】
　これら複数の発光ダイオードランプ５０１、５０２、５０３、５０４、５０５、５０６
、５０７は、透光性を有するカバー部材５４で覆われている。カバー部材５４は、ヘッド
部５３をよけるようにリング状に成形されており、基板５５上に実装された各発光ダイオ
ードランプは、このカバー部材５４と上側ケースとの間に形成される略密閉空間内に収容
される。さらに、発光ダイオードランプ５０１、５０２、５０３、５０４、５０５、５０
６、５０７は、駆動用のドライバである発光ダイオードランプ駆動回路によってその動作
が制御され、それぞれの発光ダイオードランプは第１の実施形態で使用した発光ダイオー
ドランプと同様のピーク波長を有する発光を生じるものであり、それらの光源によって皮
膚へ光を照射する際の照度は、９０００～３００００ルクス（ｌｘ）であることが好まし
く、１３０００～２００００ルクス（ｌｘ）であることが特に好ましい。
【００８３】
　また、ヘッド部５３近傍のベース筐体部５２の前面には、電源スイッチ５６やモード切
替スイッチ５７が設けられている。このモード切替ボタン５７は、モードＵＰボタン５７
ａ及びモードＤＯＷＮボタン５７ｂで構成されている。また、電源ボタン５６及びモード
切替ボタン５７の近傍には、電源ボタン５６からの入力操作に応じてその表示色や点灯状
態を切替える電源用光源５８、モード切替ボタン５７からの入力操作に応じてその表示色
や点灯状態を切替えるモード表示用光源５９が設けられている。
【００８４】
　ここで、主電源がＯＮの状態でモードＵＰボタン５７ａを押して行くと、光の照射パタ
ーンのモードが、例えば、３つのモードがあった場合には、モード１、モード２、モード
３の順に切替わり、主電源がＯＮの状態でモードＤＯＷＮボタン５７ｂを押していくと、
モード３、モード２、モード１の順に切替わる。モード表示用光源５９は、このようなモ
ード変化に対応して、例えば、緑色点灯、橙色点灯、赤色点灯の順に切替わる。また、こ
のモードと光源表示との対応関係は、モード表示用光源５９の近傍に、例えば、動作表示
マークとして予め記されてもよい。なお、主電源がＯＮの状態で５分間光の照射が行われ
ない状態が続くと、自動的に電源がＯＦＦされ、無駄なエネルギーの消費を防止すること
もできる。
【００８５】
　さらに、電源ボタン５６及びモード切替ボタン５７の近傍には、ベース筐体部５２内に
備えられた充電用電池の充電時及び充電終了時に表示色や点灯状態を切替える充電表示用
光源６０が設けられている。なお、美肌装置５０の電極供給手段は、例えば、充電池や乾
電池を駆動電源として用いることができるように構成してもよい。また、例えば、電力供
給手段としてベース筐体部５２の一端の縁部に、ＡＣ（交流）アダプタなどの電源出力端
子を装着するための電源入力端子部を設けてもよい。
【００８６】
　さらに、ベース筐体部５２の把持部５１の側壁面には、タッチセンサの接触子として機
能する一対の把持電極６１、６２が設けられている。ここで、美肌装置５０の把持部５１
をユーザが把持した状態では、把持電極６１、６２がユーザの各指や手のひらと接触する
ことになる。すなわち、把持電極６１、６２には、タッチセンサ回路７０が接続されてい
る。タッチセンサ回路７０は、把持電極６１、６２にユーザの皮膚が接触しているか否か
をみることができるように、把持電極６１、６２が皮膚に接触したときに生じる、例えば
微弱な交流電圧を検出する回路である。なお、タッチセンサ回路７０は、接点式の他、静
電容量や抵抗などのインピーダンス変化を検知するものや、圧電素子によって圧力変化を
検知するもの等であってもよい。美肌装置５０では、この把持電極６１、６２によって人
体の皮膚との接触が検知されないときには、例えば、発光ダイオードランプからなる光源
領域から光を出射しないように、発光ダイオードランプを制御するなどの安全管理上の策
が施されている。
【００８７】
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　また、図７に示すように、ヘッド部５３には、圧電セラミックなどからなる超音波振動
子６３が内蔵されており、超音波発生回路６４は、その駆動時において超音波振動子６３
に高周波交流電源を供給して、ヘッド部５３を振動させる。このとき、超音波振動として
は、例えば、０．１～６ＭＨｚ程度の周波数であることが好ましく、０．３～５ＭＨｚで
あることが特に好ましい。また、超音波の伝播効率が高まるように、ヘッド部５３に、専
用のジェルを塗布して、トリートメントを行ってもよい。ここで、ヘッド部５３の外形部
分の構成材料としては、弾力性のあるステンレス鋼板や銅板、あるいは軽量硬質のアルミ
、チタン、ジュラルミンなどの金属で構成され且つハードクロムメッキなどを表面処理し
た材料などが例示される。
【００８８】
　また、美肌装置５０には、ヘッド部５３又はベース筐体部５２に対して偏心モータ６５
が取り付けられており、ヘッド部５３に振動を付与する。偏心モータ６５は、モータ駆動
回路６６を通じて駆動制御され、例えば８０～１００Ｈｚ程度の比較的低周波の帯域でヘ
ッド部５３を振動させる。
【００８９】
　さらに、美肌装置５０には、ヘッド部５３を加温する加熱コイルなどを備えたヒータ６
７が設けられている。加熱回路６８により加熱制御されるヒータ６７は、ヘッド部５３を
通じて加温した皮膚上の毛穴を開き、また、皮膚組織の血液やリンパの流れの活性化を図
ることができる。
【００９０】
　次に、主に図７に基づいて、美肌装置５０に内蔵された制御系について説明する。この
制御系に設けられたコントローラ６９は、美肌装置５０の全体的な制御や各種演算を実行
するプロセッサ、ＲＡＭ、ＲＯＭなどを内蔵する。ＲＯＭには実行される制御や演算のた
めのプログラムや各種パラメータなどのソフトウェアが格納されており、プロセッサはこ
のＲＯＭからソフトウェアを読み込み、命令文を解釈し、ＲＡＭのメモリ空間を用いて命
令を実行する。また、コントローラ６９の前段には、操作内容入力回路７１が接続されて
おり、この操作入力回路７１は、電源ボタン５６やモード切替ボタン５７の操作状況を常
時監視しており、その監視結果であるユーザからの入力命令をコントローラ６９に通知す
る。
【００９１】
　また、コントローラ６９は、上述した発光ダイオードランプ駆動回路７２、超音波発生
回路６４、モータ駆動回路６６及び加熱回路６８の動作を統括的に制御する。ここで、コ
ントローラ６９は、例えば、省エネルギや安全性の観点から、把持電極６１、６２に皮膚
が接触していない旨の信号が入力されている状態では、発光ダイオードランプ駆動回路７
２、超音波発生回路６４、モータ駆動回路６６及び加熱回路６８の動作を実行しないよう
に制御を行う。ここで、このようなコントローラ６９、発光ダイオードランプ駆動回路７
２及び発光ダイオードランプ５０１、５０２、５０３、５０４、５０５、５０６、５０７
は、皮膚面へ特定の波長の光を選択的に照射する光照射機構として機能する。
【００９２】
　次に、この美肌装置５０を用いて皮膚のトリートメントを行う操作について説明する。
【００９３】
　利用者は、まず、電源ボタン５６を押し、電源をＯＮさせる。続いて、モード切替ボタ
ン５７ａにより予め設定されたモードの中から任意のモードを選択し、接触キャップ５４
をトリートメントを行う皮膚に接触させて光の照射を行う。
【００９４】
　ここで、予め設定された発光パターンのモードの一例として、モード１、モード２及び
モード３の３つのモードが設定されている場合について説明する。
【００９５】
　モード１では、発光ダイオードランプ５０１、５０２、５０３、５０４、５０５、５０
６、５０７に配設されている全発光ダイオードランプが点灯され、接触キャップ５４を介
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して、美肌装置５０が備える全色の光が皮膚に照射される。このときの照度は、２０００
０ルクス（ｌｘ）である。このモード１では、可視光の全波長領域の光を一度に皮膚に照
射することができる。
【００９６】
　なお、本発明の美肌装置５０は、消費電力が５Ｗと小さくても、２００００ルクス（ｌ
ｘ）という充分な照度の光を得ることができ、省エネルギーでの動作を可能としたもので
ある。
【００９７】
　モード２では、発光ダイオードランプ５０１が点灯され、接触キャップ５４を介して黄
色の光が皮膚に照射される。このモードでは、発光ダイオードランプ５０１から出射され
る照度は、発光ダイオードランプ５０２、５０３、５０４、５０５、５０６、５０７から
出射される光の照度より大きくなるよう光源領域が設定されているため、高出力の光でト
リートメントを行うことができる。
【００９８】
　モード３では、発光ダイオードランプ５０２、５０３、５０４、５０５、５０６、５０
７が点灯され、接触キャップ５４を介して、５７０～７８０ｎｍの波長領域の黄色、橙色
、赤色の光及び４３０～５７０ｎｍの波長領域の青色、緑色の光が皮膚に照射される。
【００９９】
　本発明の美肌装置５０によれば、皮膚に発光ダイオードランプから、１つ又は複数の異
なる波長領域の光を照射することができ、対象となるビタミン又はプロビタミンに対して
効果的に皮膚浸透促進作用を得ることができる。さらに、色彩が皮膚に及ぼすクロモセラ
ピー効果による皮膚のトリートメントを行うことができる。このとき、その複数の異なる
波長領域の光のパターンを選択的に切り替えることによって目的の効果を得るために最適
な光の照射を行うことができる。
【０１００】
　ここで使用される発光ダイオードランプの機能及び作用については、第１の実施形態で
説明した通りである。
【０１０１】
　また、美肌装置５０により実際にトリートメントを施す場合には、皮膚面にヘッド部５
３を接触させつつこの皮膚面に沿った方向にヘッド部５３を移動させて行く操作方法など
が例示される。
【０１０２】
　ここで、美肌装置５０より、特定の波長の光と例えば超音波振動子６３による超音波振
動とが皮膚面に作用すると、ミクロ的なマッサージ効果により、皮膚の筋肉の緊張がほぐ
れ、シミやシワなどの除去効果を得ることができる。また、同時に皮膚上において微小な
気泡を発生させることができ、これにより、皮膚の老廃物や角質などを剥離し、ニキビや
毛穴などの汚れを除去する清浄化作用を得ることができる。さらに、超音波振動は、皮膚
への薬剤搬送作用も有しており、光照射によるビタミン又はプロビタミンの浸透促進をよ
り効果的に行う補助的な働きをさせることができる。
【０１０３】
　このとき、超音波による浸透促進効果は、その振動数が多いほど高いことがわかってい
るが、振動数が多くなるとエネルギー密度が増大するため、皮膚へ適用したときに細胞内
でのキャビテーション現象を起こし皮膚組織の圧壊が生じる可能性があり、同様に浸透促
進の対象となるビタミン又はプロビタミンそのものを分解してしまうおそれもある。した
がって、本発明に用いる超音波振動としては、皮膚組織及び浸透促進の対象物の破壊を防
ぎ、浸透促進を効果的に行うことができるように、０．１～６ＭＨｚの周波数であること
が好ましく、０．３～５ＭＨｚであることが特に好ましい。
【０１０４】
　また、美肌装置５０より、特定の波長の光と偏心モータ６５による低周波の振動とが皮
膚面に作用すると、皮膚面のアクアポリンが開き、例えば薬液や化粧液などの有効成分を
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肌に導入させ易くすることもできる。これにより、肌の緊張が取り除かれるとともに、血
液の流れやリンパの流れが良好になり、肌の新陳代謝を高めることができる。この効果を
有効に発揮させるために、偏心モータ６５による振動は、８０～１００Ｈｚ程度の低周波
の振動であることが好ましい。
【０１０５】
　すなわち、この発明では、皮膚組織を構成する、例えばヘモグロビン、メラニン、水分
などに吸収させ易い波長領域の光を選択的に照射することによる肌の美白効果及び皮膚深
部の組織の活性化効果などと、可視領域の波長の光が照射された場合のいわゆるクロモセ
ラピー効果（色彩が皮膚に及ぼす作用）と、光による皮膚のビタミン又はプロビタミンの
浸透促進効果と、振動による動的な刺激が皮膚面に付与されたことによるマッサージ効果
との相乗効果により、優れた美肌トリートメント効果を得ることができる。
【０１０６】
　本発明では、特定の波長の光を選択的に照射するので、簡易的な操作で効果的な美肌処
理を行うことができる。ここで、例えばヘッド部を透光性を有する材料などで構成するこ
とにより、ヘッド部が直接接触している皮膚面に振動がダイレクトに伝わり、所望の波長
の光を照射することもできる。
【０１０７】
　このとき、光照射機構は、特定の波長領域の光を出射する光源が複数配置され、それぞ
れの光源が異なる波長領域の光を出射することにより少なくとも２種の色相を示すことが
できるものとし、得ようとするトリートメント効果により皮膚に照射する光を適宜選択可
能とすることが好ましい。
【０１０８】
　また、本発明では、超音波振動子及び／又は偏心モータが発生させる振動により前記ヘ
ッドを振動させることもできる。この構成では、特定の色相の光と例えば超音波振動とが
皮膚面に作用する場合、ミクロ的なマッサージ効果により、皮膚の筋肉の緊張がほぐれ、
シミやシワなどの除去効果を得ることができる。また、同時に皮膚上において微小な気泡
を発生させることができ、これにより、皮膚の老廃物や角質などを剥離し、ニキビや毛穴
などの汚れを除去する清浄化作用を得ることができる。さらに、超音波振動により光照射
によるビタミン浸透を促進させ、光照射単独よりも効果的に浸透促進効果を得ることもで
きる。
【０１０９】
　また、特定の色相の光と偏心モータによる、例えば、１００Ｈｚ程度の比較的低周波の
振動とが皮膚面に作用する場合、皮膚面のアクアポリン（細胞の表面にある、水を通すタ
ンパク質でできた穴）が開き、例えば、薬液や化粧液などの有効成分を肌に導入させ易く
することができる。これにより、肌の緊張が取り除かれるとともに、血液の流れやリンパ
の流れが良好になり、肌の新陳代謝を高めることができる。
【０１１０】
　したがって、本実施形態の美肌装置５０によれば、皮膚組織を構成する、例えばヘモグ
ロビン、メラニン、水分などに吸収させ易い波長領域の光を選択的に照射することによる
肌の美白効果及び皮膚深部の組織の活性化効果などと、可視領域の波長の光が照射された
場合のいわゆるクロモセラピー効果（色彩が皮膚に及ぼす作用）と、振動による動的な刺
激が皮膚面に付与されたことによるマッサージ効果との相乗効果により、優れた美肌トリ
ートメント効果を得ることできる。また、本発明では、特定の波長の光を選択的に照射す
るので、簡易的な操作で効果的な美肌処理を行うことができる。なお、本実施形態の美肌
装置５０では、発光ダイオードランプを用いて皮膚面に光照射を行うので、エネルギ密度
の高いレーザ光などを照射するタイプの美肌装置などとは異なり、皮膚面への刺激が少な
く、トリートメント後に肌が回復するまでに要する時間（ダウンタイム）が短時間である
。これにより、トリートメント直後から洗顔や、化粧品によるメイクアップを行うことが
可能である。
【０１１１】
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　また、この美肌装置５０による美肌トリートメントとしては、例えば、次のような使用
モードにより行うこともできる。なお、以下のモードにおいては、発光ダイオードランプ
５０７は、赤外線を照射するものとし、それ以外はモード１～３の説明と同一の構成をと
るものである。
【０１１２】
（モード４）
　ＬＥＤ（皮膚への光照射用）：全色点灯
　超音波振動子６３　　　　　：ＯＮ
　偏心モータ６５　　　　　　：ＯＮ
　ヒータ６７　　　　　　　　：ＯＦＦ
　モード表示用ＬＥＤ５９　　：緑点灯
　トリートメント時間　　　　：５ｍｉｎ
【０１１３】
（モード５）
　ＬＥＤ（皮膚への光照射用）：ステップＡ，橙→橙＋赤→橙＋赤＋黄→橙＋赤＋黄＋緑
→橙＋赤＋黄＋緑＋青の順で０．５秒間隔で点灯を３回繰り返す。ステップＢ，全色点灯
を７．５秒。ステップＣ，ステップＡ及びステップＢを繰り返す。
　超音波振動子６３　　　　　：ＯＮ
　偏心モータ６５　　　　　　：ＯＮ
　ヒータ６７　　　　　　　　：ＯＦＦ
　モード表示用ＬＥＤ５９　　：橙点灯
　トリートメント時間　　　　：５ｍｉｎ
【０１１４】
（モード６）
　ＬＥＤ（皮膚への光照射用）：ステップＤ，橙＋赤→赤＋黄→橙＋黄→橙＋赤＋黄の順
で１秒間隔で点灯。ステップＥ，橙＋赤＋黄＋赤外線の点灯を２秒。ステップＦ，ステッ
プＤ及びＥを繰り返す。
　超音波振動子６３　　　　　：ＯＦＦ
　偏心モータ６５　　　　　　：ＯＮ
　ヒータ６７　　　　　　　　：ＯＮ
　モード表示用ＬＥＤ５９　　：赤点灯
　トリートメント時間　　　　：５ｍｉｎ
【０１１５】
（モード７）
　ＬＥＤ（皮膚への光照射用）：ステップＧ，橙＋緑→黄＋青の順で０．５秒間隔で点灯
を５回繰り返す。ステップＨ，橙＋緑＋黄＋青の点灯を３０秒。ステップＩ，ステップＧ
及びステップＨを繰り返す。
　超音波振動子６３　　　　　：ＯＦＦ
　偏心モータ６５　　　　　　：ＯＦＦ
　ヒータ６７　　　　　　　　：ＯＮ
　モード表示用ＬＥＤ５９　　：緑点滅
　トリートメント時間　　　　：５ｍｉｎ
【０１１６】
（モード８）
　ＬＥＤ（皮膚への光照射用）：橙＋赤外線→赤＋赤外線→黄＋赤外線の順で０．５秒間
隔で点灯を繰り返す。
　超音波振動子６３　　　　　：ＯＦＦ
　偏心モータ６５　　　　　　：ＯＮ
　ヒータ６７　　　　　　　　：ＯＮ
　モード表示用ＬＥＤ５９　　：橙点滅
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　トリートメント時間　　　　：５ｍｉｎ
【０１１７】
（モード９）
　ＬＥＤ（皮膚への光照射用）：橙→赤→黄→緑→青の順で０．５秒間隔で点灯を繰り返
す。
　超音波振動子６３　　　　　：ＯＦＦ
　偏心モータ６５　　　　　　：ＯＦＦ
　ヒータ６７　　　　　　　　：ＯＮ
　モード表示用ＬＥＤ５９　　：赤点滅
　トリートメント時間　　　　：５ｍｉｎ
【０１１８】
（モード１０）
　ＬＥＤ（皮膚への光照射用）：ステップＪ，橙＋緑→赤＋青の順で０．５秒間隔で点灯
を５回繰り返す。ステップＫ，橙＋赤＋黄＋緑＋青が点灯し、赤外線が０．５秒間隔で５
回点滅。ステップＬ，全点灯が５秒間。ステップＭ，ステップＪ～Ｌ（Ｊ，Ｋ，Ｌ）を繰
り返す。
　超音波振動子６３　　　　　：ＯＦＦ
　偏心モータ６５　　　　　　：ＯＦＦ
　ヒータ６７　　　　　　　　：ＯＮ
　モード表示用ＬＥＤ５９　　：緑＋赤の点滅
　トリートメント時間　　　　：５ｍｉｎ
【０１１９】
　なお、図８は美肌装置の正面図であるが、これらの図に記載された美肌装置８０は、第
２の実施形態の変形例を示すものであり、図５に示した美肌装置５０の発光ダイオードラ
ンプ５０１とヘッド部５３が逆転して配置された形状となっている。すなわち、発光ダイ
オードランプ５０１が中央部に配置され、ヘッド部８３が発光ダイオードランプ５０１と
それ以外の発光ダイオードランプの間に円環状に設けられた点が異なる以外は、その他の
構成は全く同一のものである。また、機能については第２の実施形態と全く同一のもので
ある。
【０１２０】
　このような構成とすることにより、各発光ダイオードランプの光量、特に発光ダイオー
ドランプ５０１の光量を十分に確保することができ、安定して皮膚への光の照射を行うこ
とができる。
【０１２１】
（第３の実施形態）
　また、本発明の第３の実施形態に係る美肌装置は、第１又は第２の実施形態における美
肌装置において、さらに、ビタミンＣを含有する薬液や化粧液などを表皮に有効成分とし
て供給するためのイオン導入を可能とする電圧印加手段を設けているものであり、この電
圧印加手段によりビタミンＣなどを表皮に吸収させるようにしてもよい。このイオン導入
とは、弱い直流電流（例えば、２～４ｍＡ）を３～５分程度表皮に流して、表皮の帯電バ
ランスを崩すことによって、通常はイオン化された薬液や化粧液などが通過することがで
きない皮下の境界面を、浸透できるようにする方法である。なお、上記した直流電流及び
この直流電流を流す時間は、これに限られず適宜設定することができる。
【０１２２】
　ここで、第１の実施形態における美肌装置１０においては、表皮面に接触させる接触キ
ャップ１７が、イオン導入電極として利用され、この電極である接触キャップ１７にイオ
ン導入のための電圧が印加される。ここで、接触キャップ１７の少なくとも表皮面に接触
させる部分は導電性を有する必要があり、接触キャップ１７は、例えば、表皮面に接触さ
せる部分に金属又は金属酸化物の膜を有した透明又は半透明のガラスや、透明又は半透明
の導電性樹脂などで形成される。
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【０１２３】
　また、第２の実施形態における美肌装置５０においては、振動に用いているヘッド部５
３を導電性の材料で構成してイオン導入電極として利用される。
【０１２４】
　以下、美肌装置５０の構成に基づいて説明する。
【０１２５】
　本発明の第３の実施形態における美肌装置は、皮膚面に直接又は水溶性の有効成分を含
む媒質を介して接触させる導電性のヘッド部と、前記ヘッド部に所定の電圧を印加する電
圧印加手段と、前記皮膚面に接触させるべき前記ヘッド部の先端方向に向けて、互いに波
長の異なる複数の照射可能な光の中から特定の波長の光を選択的に照射する光照射機構と
を具備することを特徴とするものである。
【０１２６】
　したがって、この発明では、皮膚下に薬液や化粧液などをイオン導入させることによる
有効成分の浸透効果、特定の波長領域の光を選択的に照射することによる肌の美白効果及
び皮膚深部の組織の活性化効果、可視領域の波長の光が照射された場合のクロモセラピー
効果、光による皮膚のビタミン又はプロビタミンの浸透促進効果と、振動による動的な刺
激が皮膚面に付与されたことによるマッサージ効果などが相まって有効な美肌トリートメ
ントを行うことができる。
【０１２７】
　また、本実施形態においては、互いに色相の異なる複数の種類の可視光及び／又は赤外
線を照射するための光源を前記光照射機構に付加して美肌装置を構成してもよい。すなわ
ち、複数種の可視光が照射された場合には、複数種のクロモセラピー効果を効率良く得る
ことができる。また、赤外線が照射された場合には、皮膚組織を構成する水分への吸収性
が高まるとともに、皮膚深部の組織へ光が到達することにより線維芽細胞の活性化作用が
高まるので、肌にハリ、ツヤを与えるコラーゲンなどが効果的に生成され、美肌効果のさ
らなる向上を図ることができる。
【０１２８】
　さらに、本実施形態においては、前記光照射機構が、照射する可視光の色相及び／又は
赤外線照射の有無を所定の時間間隔で変更するようにして美肌装置を構成することもでき
る。この場合、より簡単な操作で、波長の異なる個々の光より得られる複数種の効果を連
続的に皮膚面に与えることができ、効率良く美肌処理を行うことができる。
【０１２９】
　さらに、本実施形態において、前記ヘッド部を加温するヘッド加温機構を追加してもよ
い。この場合、温熱効果によって毛穴が開き、また皮膚組織の血液やリンパの流れの活性
化を図ることができる。
【０１３０】
　図９に示すように、この実施形態に係る美肌装置は、第２の実施形態の美肌装置５０に
対し、さらに薬液や化粧液などを皮膚下に有効成分として供給するためのイオン導入回路
７３が付加されている。ここで、美肌対象の皮膚面に接触させるべきヘッド部５３が、イ
オン導入電極として利用され、このイオン導入回路７３は、この電極たるヘッド部５３に
電圧を印加する電圧印加手段として機能する。
【０１３１】
　また、この実施形態の美肌装置が備えるコントローラ６９は、イオン導入回路７３を制
御して、ヘッド部５３がマイナス極（負極）、把持電極６１、６２がプラス極（正極）に
なるように電圧を印加するマイナスモードと、ヘッド部５３がプラス極（正極）、把持電
極６１、６２がマイナス極（負極）になるように電圧を印加するプラスモードとを少なく
とも実行することが可能である。ここで、マイナスモードにおいて、電圧印加の形態をヘ
ッド部５３を基準に説明すると、連続的なマイナス直流電圧（負の一定電圧）の印加、マ
イナスパルス電圧（負側で交番する直流のパルス電圧）の印加、又はマイナス交流電圧の
印加などが例示される。この他、連続的なマイナス直流電圧とマイナスパルス電圧とを重
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畳させた電圧供給を行ってもよい。また、マイナスパルス電圧は、例えば、１～２０００
Ｈｚ、好ましくは１００～１０００Ｈｚの周波数範囲内で例えば０Ｖから－３６Ｖの間を
交番する矩形波である。一方、プラスモードにおいて、電圧印加の形態をヘッド部５３を
基準に説明すると、プラスパルス電圧（正側で交番する直流のパルス電圧）の印加、又は
プラス交流電圧の印加などが例示される。この他、連続的なプラス直流電圧（正の一定電
圧）とプラスパルス電圧とを重畳させた電圧供給を行ってもよい。
【０１３２】
　マイナス／プラスモードによる美肌トリートメントは、化粧水や美容液、つまり水溶性
の有効成分を含浸させたコットンを用意し、ヘッド部５３と皮膚面との間に介在させて美
肌処理が行われる。また、これに代えて、顔に化粧水や美容液を塗り、その上からヘッド
部５３を押し当てて水溶性の有効成分を顔の皮膚面に浸透させるようにしてもよい。ここ
で、有効成分とは、例えばプロビタミンＣなどが例示される。
【０１３３】
　上述したコットンに染み込ませる美容処理剤としては、各種のビタミンやセラミド、ま
たコラーゲン（コラーゲンビーズなどを含む）や美白剤のような美容成分、各種化粧品と
して用いられている化粧成分、紫外線吸収剤や日焼け抑制剤、保湿剤、油分補給剤、炎症
抑制剤のような皮膚保護成分などを含むもの、また場合によっては洗顔成分などを含むも
のが挙げられる。
【０１３４】
　ここで、肌の状態が、例えば乾燥肌であって、シミやシワなどを除去したい場合には、
マイナスモードを実行し、マイナスイオンを皮下組織に導入することで、皮膚細胞の活性
化が図られて毛穴が開き、肌に潤いが与えられる。一方、肌質が脂性であってニキビなど
を除去したい場合、プラスモードを実行することで、皮膚の細胞組織の鎮静化が図られて
毛穴が閉じ、ニキビなどを除去できるとともに肌のきめが整えられる。また、美肌装置５
０では、例えばコットンに水を含浸させ、さらにイオン導入電極をプラス極性に印加する
ことで、皮膚内から泥やホコリなどの汚れ成分を除去するクレンジング機能を実現できる
。
【０１３５】
　また、本実施形態の美肌装置には、マイナスモード及びプラスモードの他にも、トリー
トメントモードが用意されている。すなわち、このモードは、イオン導入のための電圧が
印加されたヘッド部５３にさらに偏心モータ６５を通じて９０Ｈｚ程度の低周波の振動を
付与するとともに、ヘッド部５３を接触させた皮膚面側に向けて特定の波長（色相）の可
視光や赤外線を照射するものである。この場合、低周波の振動により皮膚面のアクアポリ
ンが開き、薬液や化粧液などの有効成分が皮膚下にイオン導入され易くなる。これにより
、肌の緊張が取り除かれるとともに、血液の流れやリンパの流れが良好になり、肌の新陳
代謝を高めることができる。
【０１３６】
　したがって、本実施形態の美肌装置によれば、皮膚下に薬液や化粧液などをイオン導入
させることによる美肌に有効成分の浸透効果、波長領域の光を選択的に照射することによ
る肌の美白効果及び皮膚深部の組織の活性化効果、可視領域の波長の光が照射された場合
のクロモセラピー効果などが相まって有効な美肌トリートメントを行うことができる。
【０１３７】
　また、本実施形態の美肌装置を用いて、フリーラジカル消去剤としてのプロビタミンＣ
（Ａｓｃ２Ｐ：アスコルビン酸－２－Ｏ－リン酸）を皮膚内部へ導入する美肌トリートメ
ントを行うようにしてもよい。ここで、水溶性であるプロビタミンＣは、脂溶性のビタミ
ンＥなどとは異なりイオン化が可能であるため、イオン導入法による美肌処理を適用する
ことができる。これにより、イオン導入による美肌効果、発光ダイオードランプの光照射
による美肌効果（細胞間のクラックの発生効果を含む）、及び偏心モータ６５や超音波振
動子６３による振動効果を相乗的に得ることができる。この際、皮膚内部のセルライトを
除去しつつ毛穴を引き締める美肌効果などを得ることもできる。
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【０１３８】
　ここで、皮膚内に導入すべきプロビタミンＣについて詳述する。ビタミンＣは、ビタミ
ンＣ輸送体（ＡｓｃＴｒ［アスコルビン酸トランスフォータ］）の減少を防止する。すな
わち、ビタミンＣは、身体を酸化・フリーラジカル（活性酸素）から防ぐ。また、他の抗
酸化物質よりも迅速性に優れている。この作用は、フロントディフェンダとも呼ばれてい
る。ここで、美肌においては、体内に多くのビタミンＣを維持することよりも、途切れな
いようにビタミンＣを保つことが重要である。つまり、ビタミンＣを一度に大量に摂取す
ると、リバウンドで急激に減少するため、摂取方法としては、少量多回数で摂取すること
が重要である（例えば１日６回程度に分ける）。また、ビタミンＣは、ＯＨ基の影響で、
酸化・分解され易い特性を有する。このため、ＯＨ基にリン酸を結合させて分解・酸化さ
れ難くしたプロビタミンＣ（Ａｓｃ２Ｐ：アスコルビン酸－２－Ｏ－リン酸）のかたちで
体内に摂取する。プロビタミンＣは、変換率の低いＡｓｃ２Ｇ（アスコルビン酸－２－Ｏ
－グルコシド）などと異なり、変換率が良好であり、血液中で２～６時間で変換される。
このため、イオン導入法による皮膚内への導入に適している。
【０１３９】
　すなわち、本実施形態の美肌装置を用いてプロビタミンＣを皮膚内（基底膜、真皮）に
イオン導入すると、表皮、真皮間の皮膚細胞を作り出す足場となる基底膜を効果的に再生
することができる。これにより、ニキビ、火傷などによって皮膚の表皮が損傷しても、基
底膜を足場として細胞が増殖し、皮膚を再生することができる。ここで、単に皮膚面に塗
布するだけでは、基底膜、真皮までプロビタミンＣが導入されないため、ビタミンＣの量
が低下し、細胞の増殖も低減するため、イオン導入が必要となる。
【０１４０】
　つまり、本実施形態の美肌装置を用いて、振動作用と発光ダイオードランプなどによる
光照射作用を併用しつつ、さらに皮膚内（基底膜、真皮）にプロビタミンＣをイオン導入
することで、皮膚内でのＭＭＰ－２（コラーゲン分解酵素）の増加が抑制されるとともに
、美肌処理に効果的なコラーゲン、エラスチンなどが皮膚組織に生成され、美肌効果の高
いトリートメントを施すことができる。ここで、皮膚組織に生成されたエラスチンは、皮
膚の弾力性を確保するタンパク質線維・基底膜（オキシトランファイバ）を支える効果を
発揮する。
【０１４１】
　以上、本発明を各実施の形態により具体的に説明したが、本発明はこれらの実施形態に
のみ限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で種々変更可能である。例えば
、上述した実施形態では、本発明をハンディタイプ（可搬型）の美肌装置に適用した例に
ついて説明したが、これに代えて、コントローラ６９などを含むメインの制御装置や電源
装置が内蔵された据え置き型の筐体部分などと、この筐体部分に接続され且つヘッド部５
３や発光ダイオードランプ５０１、５０２、５０３、５０４、５０５、５０６、５０７な
どを備えるユーザが把持するプローブ装置などとで構成されるタイプの装置として本発明
の美肌装置を構成してもよい。また、上述した実施形態では、個々の発光ダイオードラン
プが単色の光を発光する１チップ搭載タイプであったが、１つの発光ダイオードランプが
単独で、複数種の波長の光を発光する複数チップ搭載型の発光ダイオードランプを採用す
ることもできる。
【０１４２】
　また、構成の発光ダイオードランプの他に、インテンスパルスライト（ＩＰＬ：Ｉｎｔ
ｅｎｓｅ　Ｐｕｌｓｅｄ　Ｌｉｇｈｔ）を第１～３の実施形態の美肌装置に搭載させても
よい。このインテンスパルスライトは、皮膚の真皮への導入効果を考えた場合、中心波長
が５６０ｎｍ程度の光を放出させるような構成のものが望ましい。例えば、第３の実施形
態の美肌装置にインテンスパルスライトを搭載させた場合、インテンスパルスライトの光
照射による美肌効果とイオン導入による美肌効果とを相乗的に得ることができる。この場
合、イオン導入処理、インテンスパルスライトによる光照射の順でトリートメントを行う
ことで、美肌の有効成分である例えばプロビタミンＣなどの高い導入作用を得ることがで
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きる。
【０１４３】
　ここで、インテンスパルスライトによるトリートメントの作用を例示する。例えば、プ
ロビタミンＣなどの有効成分が塗布された皮膚面にインテンスパルスライトから発光され
た光が照射されると、体内色素（クロモフォ）が反応して励起状態となり、その部位の温
度上昇が起こる。これにより、細胞間に隙間（クラック）が生じ、この隙間からプロビタ
ミンＣなどの有効成分が真皮まで導入されやすくなる。
【産業上の利用可能性】
【０１４４】
　本発明は、身体における例えば痩身効果のある経絡（ツボ）に対し、特定波長の光を照
射したり、また振動による刺激を付与したりすることなどで、痩身装置などとしても適用
することが可能である。
【実施例】
【０１４５】
　以下、本発明について、実施例を参照しながらさらに具体的に説明する。なお、この実
施例においては、図１に記載した美肌装置１０により、「発明を実施するための最良の形
態」の欄で説明したモード１～３を用いて測定を行った。
【０１４６】
（実施例１）
　ドナーからインフォームドコンセントの得られた不要となった男性の腹部の摘出皮膚片
を皮膚科形成外科より入手し、この摘出皮膚片（１０×１５×５ｍｍ）の表皮に酢酸トコ
フェロール（アイ・テー・オー株式会社製）を２質量％含有した０．１％エタノール含有
水溶液を塗布し、図１の美肌装置により溶液を塗布した部分にモード２の光を５分間照射
した。照射してから４時間後に表皮及び真皮に浸透しているα－トコフェロールを、高速
液体クロマトグラフィー（日本分光株式会社製）により検出し、この結果を図１０に示し
た。図１０（ａ）は表皮、図１０（ｂ）は真皮のα－トコフェロールを検出したものであ
る。あわせて、同じ皮膚に何も塗布せず、美肌装置による光の照射を行わない場合の結果
を図１０（ｃ）に示した。
【０１４７】
　なお、検出したα－トコフェロールは、塗布した酢酸トコフェロールの酢酸エステルが
ビタミンＥ変換酵素であるエステラーゼの作用により外れて変換されたものである。
【０１４８】
（実施例２）
　実施例１と同様にしてモード１～３の各モードにより浸透促進を行い、このときの表皮
及び真皮におけるα－トコフェロールの含有量をクーロメトリックＥＣＤ（エイコム株式
会社製、商品名：ＥＩＣＯＭ－Ｇｒａｐｈｉｔｅ　ＥＣＤ）により測定し、この結果を図
１１に示した。あわせて、同じ皮膚に何も塗布せず、美肌装置による光の照射を行わない
場合と、同じ皮膚に酢酸トコフェロールの０．１％エタノール含有水溶液は塗布するが光
の照射は行わない場合の結果も示した。
【０１４９】
（実施例３）
　ドナーからインフォームドコンセントの得られた不要となった男性の腹部の摘出皮膚片
を皮膚科形成外科より入手し、この摘出皮膚片（９×１４×４ｍｍ）の表皮にトコトリエ
ノール（アイ・テー・オー株式会社製）を２質量％含有した０．１％エタノール含有水溶
液を塗布し、図１の美肌装置１０により溶液を塗布した部分にモード１の光を５分間照射
した。照射してから４時間後に表皮に浸透しているトコトリエノールを、高速液体クロマ
トグラフィー（日本分光株式会社製）により検出し、この結果を図１２に示した。図１２
（ａ）はモード１の光を照射した場合、図１２（ｂ）は光を照射しなかった場合のトコト
リエノールを検出したものである。
【０１５０】
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（実施例４）
　ドナーからインフォームドコンセントの得られた不要となった男性の腹部の摘出皮膚片
を皮膚科形成外科より入手し、この摘出皮膚片（１０×１６×６ｍｍ）の表皮にｄ－γ－
トコフェロール（アイ・テー・オー株式会社製）を２質量％含有した０．１％エタノール
含有水溶液を塗布し、図１の美肌装置１０により溶液を塗布した部分にモード２の光を５
分間照射した。照射してから４時間後に表皮に浸透しているｄ－γ－トコフェロールを、
高速液体クロマトグラフィー（日本分光株式会社製）により検出し、この結果を図１３に
示した。図１３（ａ）はモード２の光を照射した場合、図１３（ｂ）は光の照射を行わな
い場合のｄ－γ－トコフェロールを検出したものである。
【０１５１】
（実施例５）
　ドナーからインフォームドコンセントの得られた不要となった女性の右腋の摘出皮膚片
を皮膚科形成外科より入手し、この摘出皮膚片（８×１６×３ｍｍ）の表皮を用いて実施
例３及び実施例４と同様の浸透促進操作を行い、それぞれの化合物を皮膚へ浸透させた。
なお、光の照射はモード１及び２により行った。このときの表皮及び真皮への浸透量をク
ーロメトリックＥＣＤ（エイコム株式会社製、商品名：ＥＩＣＯＭ－Ｇｒａｐｈｉｔｅ　
ＥＣＤ）により測定した結果を図１４に示した。図１４（ａ）は皮膚中のトコトリエノー
ル量、図１４（ｂ）は皮膚中のｄ－γ－トコフェロール量を測定したものである。
【０１５２】
（実施例６）
　ドナーからインフォームドコンセントの得られた不要となった女性の耳側面の摘出皮膚
片を皮膚科形成外科より入手し、この摘出皮膚片（１１×１４×４ｍｍ）を用いて実施例
３及び実施例４と同様の浸透促進操作を行い、それぞれの化合物を皮膚へ浸透させた。な
お、光の照射はモード１、２及び３により行った。このときの表皮及び真皮への浸透量を
クーロメトリックＥＣＤ（エイコム株式会社製、商品名：ＥＩＣＯＭ－Ｇｒａｐｈｉｔｅ
　ＥＣＤ）により測定した結果を図１５に示した。図１５（ａ）は皮膚中のトコトリエノ
ール量、図１５（ｂ）は皮膚中のｄ－γ－トコフェロール量を測定したものである。
【０１５３】
（実施例７）
　ドナーからインフォームドコンセントの得られた不要となった女性の耳側面の摘出皮膚
片を皮膚科形成外科より入手し、この摘出皮膚片（８×１２×３ｍｍ）の表皮に脂溶性プ
ロビタミンＣであるアスコルビン酸－２－Ｏ－リン酸－６－Ｏ－パルミチン酸エステル－
ナトリウム塩（ＡＰＰ）を５質量％含有した０．１％エタノール含有水溶液を塗布し、図
１の美肌装置１０により溶液を塗布した部分にモード１～３の光を５分間照射した。また
、同様に、表皮に脂溶性プロビタミンＣであるビタミンＣイソパルミチン酸エステル（Ｖ
ＣＩＰ）を５質量％含有した０．１％エタノール含有し溶液を塗布して同様に光の照射を
行った。照射してから４時間後に表皮及び真皮に浸透しているビタミンＣ量を、高速液体
クロマトグラフィー（日本分光株式会社製）により検出し、この結果を図１６に示し、併
せて表皮及び真皮における還元型ビタミンＣ保持率についても示した。
【０１５４】
　なお、モード３の光照射及び光照射しない場合のビタミンＣイソパルミチン酸エステル
（ＶＣＩＰ）の表皮及び真皮への浸透量をクーロメトリックＥＣＤ（エイコム株式会社製
、商品名：ＥＩＣＯＭ－Ｇｒａｐｈｉｔｅ　ＥＣＤ）により測定した結果を図１８に示し
た。
【０１５５】
（実施例８）
　ドナーからインフォームドコンセントの得られた不要となった女性の耳側面の摘出皮膚
片を皮膚科形成外科より入手し、この摘出皮膚片（８×１２×３ｍｍ）の表皮に水溶性プ
ロビタミンＣであるアスコルビン酸－２－Ｏ－α－Ｄ－グルコシド（Ａｓｃ－α－Ｇ）を
５質量％含有した０．１％エタノール含有水溶液を塗布し、図１の美肌装置１０により溶
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液を塗布した部分にモード１～３の光を５分間照射した。また、同様に、表皮に水溶性プ
ロビタミンＣであるアスコルビン酸－２－Ｏ－β－Ｄ－グルコース（Ａｓｃ－β－Ｇ）を
５質量％含有した０．１％エタノール含有し溶液を塗布して同様に光の照射を行った。照
射してから４時間後に表皮及び真皮に浸透しているビタミンＣ量を、高速液体クロマトグ
ラフィー（日本分光株式会社製）により検出し、この結果を図１７に示し、併せて表皮及
び真皮における還元型ビタミンＣ保持率及びプロビタミンＣ量についても示した。
【０１５６】
　なお、モード３の光照射及び光照射しない場合のアスコルビン酸－２－Ｏ－α－Ｄ－グ
ルコシド（Ａｓｃ－α－Ｇ）の表皮及び真皮への浸透量をクーロメトリックＥＣＤ（エイ
コム株式会社製、商品名：ＥＩＣＯＭ－Ｇｒａｐｈｉｔｅ　ＥＣＤ）により測定した結果
を図１８に示した。
【図面の簡単な説明】
【０１５７】
【図１】本発明の第１の実施形態における美肌装置の正面図である。
【図２】本発明の第１の実施形態における美肌装置の側面図である。
【図３】第１の実施形態における制御系の構成の概要を示す図である。
【図４】メラニン、オキシヘモグロビン及び水の光の吸収特性を示す図である。
【図５】本発明の第２の実施形態における美肌装置の正面図である。
【図６】本発明の第２の実施形態における美肌装置の側面図である。
【図７】第２の実施形態における制御系の構成の概要を示す図である。
【図８】本発明の第２の実施形態における変形例に係る美肌装置の正面図である。
【図９】第３の実施形態における制御系の構成の概要を示す図である。
【図１０】酢酸トコフェロールを塗布した際の、表皮で検出されたα－トコフェロール量
を示した図である。
【図１１】光照射を行った際、表皮及び真皮で検出されたα－トコフェロール量を示した
図である。
【図１２】腹部の皮膚におけるトコトリエノール量の測定結果を示した図である。
【図１３】腹部の皮膚におけるｄ－γ－トコフェロール量の測定結果を示した図である。
【図１４】右腋の皮膚におけるトコトリエノール量及びｄ－γ－トコフェロール量の測定
結果を示した図である。
【図１５】耳側面の皮膚におけるトコトリエノール量及びｄ－γ－トコフェロール量の測
定結果を示した図である。
【図１６】耳側面の皮膚におけるビタミンＣ量及び還元型ビタミンＣ保持率の測定結果を
示した図である。
【図１７】耳側面の皮膚におけるビタミンＣ量、還元型ビタミンＣ保持率及びプロビタミ
ンＣ量の測定結果を示した図である。
【図１８】耳側面の皮膚におけるビタミンＣイソパルミチン酸エステル及びアスコルビン
酸－２－Ｏ－α－Ｄ－グルコシドの表皮及び真皮への浸透量を示した図である。
【符号の説明】
【０１５８】
　１０…美肌装置、１１…第１の光源領域、１２…第２の光源領域、１２ａ…内周側光源
領域、１２ｂ…外周側光源領域、１３…把持部、１４…ベース筐体部、１５…光源設置部
、１６…保護キャップ、１７…接触キャップ、１８…電源ボタン、１９…モード切替ボタ
ン、２３…タッチセンサ、５０，８０…美肌装置、５１…把持部、５２…ベース筐体部、
５３，８３…ヘッド部、５４…カバー部材、５５…基板、５６…電源ボタン、５７…モー
ド切替ボタン、６１，６２…把持電極、６３…超音波振動子、６５…偏心モータ、６７…
ヒータ、１０１，５０１…黄色の発光ダイオードランプ、１０２，５０２…赤色の発光ダ
イオードランプ、１０３，５０３…橙色の発光ダイオードランプ、１０４，５０４…黄色
の発光ダイオードランプ、１０５，５０５…緑色の発光ダイオードランプ、１０６，５０
６…青色の発光ダイオードランプ、１０７，５０７…赤色の発光ダイオードランプ
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