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(57)【要約】
【課題】洗髪を始めとする様々な内容の頭髪の洗髪やケ
ア並びに頭皮のケア、或は、ヘアトリートメントなどを
、第三者の手伝いや介助などを要することなく、本人が
一人でいつでもどのような場所でも、具体的には水道設
備，排水設備や電源設備がないような場所においてさえ
も自由に、かつ、自動的に洗髪などを行うことを可能に
した頭髪，頭皮のセルフ自動洗髪並びにセルフ自動ケア
装置を提供すること、並びに、そのような装置であって
も、小形，軽量でコンパクトに形成することにより所望
の使用場所に一人で自由に移動或は運搬することを可能
にした頭髪，頭皮のセルフ自動洗髪並びにセルフ自動ケ
ア装置を提供すること。
【解決手段】座面２と可倒式の背もたれ面３を備えて人
を仰臥状態で支持する人体支持部と、この支持部に仰臥
した人の頭部ｍＨの下に配置される排水手段６ｃを具備
したシャンプーボウル６と、該シャンプーボウル６の上
部に開閉自在又は着脱自在若しくは前記シャンプーボウ
ル６と一体形で配置されると共に前記仰臥した人の頭部
ｍＨを前記ボウルとともに覆うフェイスカバー７と、前
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
頭部を仰向け状態にして人を支持するか、又は、頭部を俯せ状態にして人を支持する人体
支持部と、この支持部に支持された人の頭部の下に配置される排水手段を具備したシャン
プーボウルと、該シャンプーボウルの上部に開閉自在又は着脱自在若しくは前記ボウルと
一体形で配置されると共に前記頭部を前記ボウルとともに覆うフェイスカバー又はヘッド
カバーと、前記ボウルとカバーで囲まれた頭部に対しゾル状乃至はゲル状の洗髪剤や頭皮
ケア剤など並びに水，湯など種々の液体などを供給する供給手段であって前記カバー又は
ボウルに装備される薬液や洗浄液などの供給手段とを、フレームに装備して一人で運搬可
能な大きさと重量に形成したことを特徴とする頭髪，頭皮のセルフ自動洗髪並びにセルフ
自動ケア装置。
【請求項２】
シャンプーボウルとフェイスカバーは、顔を露出させて頭部を覆うように形成した請求項
１の頭髪，頭皮のセルフ自動洗髪並びにセルフ自動ケア装置。
【請求項３】
フェイスカバーは内面カバーと外面カバーの二重構造とし、内面カバーの外側に露出させ
る顔を、外面カバーの内側に位置付けるように形成した請求項２の頭髪，頭皮のセルフ自
動洗髪並びにセルフ自動ケア装置。
【請求項４】
シャンプーボウルとフェイスカバーは予め一体に形成すると共に、人の頭部を出入れでき
ると共にその人の顔を外部に露出させる開口部を設けた請求項１の頭髪，頭皮のセルフ自
動洗髪並びにセルフ自動ケア装置。
【請求項５】
仰向け状態又は俯せ状態に支持される人の頭部の下方に配置される排水手段を具備したシ
ャンプーボウルと、該ボウルの上部に開閉自在又は着脱自在若しくは前記ボウルと一体形
で配置されると共に前記頭部を前記ボウルと一体になって覆うフェイスカバー又はヘッド
カバーと、前記ボウルとカバーで囲まれた頭部に対しゾル状乃至はゲル状の洗髪剤や頭皮
ケア剤など並びに水，湯など種々の液体などを供給する供給手段であって前記カバー又は
ボウルに装備される薬液や洗浄液などの供給手段とをフレームに装備して一人で運搬可能
な大きさと重量に形成し、使用時に頭部を仰向け状態又は俯せ状態にして人を支持する椅
子などの人体支持手段と組合せるようにしたことを特徴とする頭髪，頭皮のセルフ自動洗
髪並びにセルフ自動ケア装置。
【請求項６】
シャンプーボウルと、フェイスカバー又はヘッドカバーを装設するフレームは、固定式フ
レーム、又は、折畳，展開自在フレーム、若しくは、分解，組立自在フレームである請求
項１～５のいずれかの頭髪，頭皮のセルフ自動洗髪並びにセルフ自動ケア装置。
【請求項７】
薬液や洗浄液などの供給手段は、洗髪剤や頭皮，頭髪のケア剤などを貯えた薬液タンク容
器と、水や湯などを貯えた洗浄液タンク容器と、これらの容器に接続された少なくとも１
つの吐出ヘッドを含む請求項１～６いずれかの頭髪，頭皮のセルフ自動洗髪並びにセルフ
自動ケア装置。
【請求項８】
吐出ヘッドは、少なくとも一つのシャワーヘッド又はノズル若しくは吐出口、或は、それ
らを組合せて形成した請求項７の頭髪，頭皮のセルフ自動洗髪並びにセルフ自動ケア装置
。
【請求項９】
吐出ヘッドから供給される薬液や洗浄液などは常温又はヒータにより温めたものである請
求項１～８のいずれかの頭髪，頭皮のセルフ自動洗髪並びにセルフ自動ケア装置。
【請求項１０】
フェイスカバーかヘッドカバー又はシャンプーボウルに設ける吐出ヘッドは、固定式若し
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くは可動式で設けた請求項１～９いずれかの頭髪，頭皮のセルフ自動洗髪並びにセルフ自
動ケア装置。
【請求項１１】
タンク容器は、シャンプーボウルの下方側に配設した請求項１～１０のいずれかの頭髪，
頭皮のセルフ自動洗髪並びにセルフ自動ケア装置。
【請求項１２】
シャンプーボウルに接続されて当該ボウルに溜まる液体を、少なくとも１段階以上のフィ
ルタを通して浄化して別のタンクに溜めるか、又は、前記洗浄水タンク容器に循環させる
か、若しくは、外部排水系に流すようにした請求項１～１１のいずれかの頭髪，頭皮のセ
ルフ自動洗髪並びにセルフ自動ケア装置。
【請求項１３】
薬液並びに洗浄液などを吐出ヘッドへ供給するため、及び／又は、シャンプーボウルに溜
まる洗浄液などを排出するために、適宜型式のポンプを用いるようにした請求項１～１２
のいずれかの頭髪，頭皮のセルフ自動洗髪並びにセルフ自動ケア装置。
【請求項１４】
ポンプは、通常電池，燃料電池，通常発電，風力発電，太陽光発電などによるＡＣ電源又
はＤＣ電源を選択して用いることができるポンプ若しくは手動式ポンプである請求項１３
の頭髪，頭皮のセルフ自動洗髪並びにセルフ自動ケア装置。
【請求項１５】
ヒータ及びポンプの起動，停止を含む制御は、リモコン操作部を操作するか、及び／又は
、操作パネルの操作部を操作して行うようにした請求項１～１４のいずれかの頭髪，頭皮
のセルフ自動洗髪並びにセルフ自動ケア装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、自分の頭髪や頭皮を、何時でも何処においても使用場所を選らばず、即ち、
給，排水設備やその工事、並びに、電源設備やその工事を全く必要としないため、例えば
、日本間や洋間、或は、寝室や廊下などのような場所であっても、洗髪や頭皮ケアのため
の施術を自分で（セルフで）自動的に行うことができ、しかも、そのための装置を小型，
軽量でコンパクトに形成して所望の使用場所へ一人で自由に移動させることができるよう
にした、頭髪や頭皮のセルフ自動洗髪並びにセルフ自動ケア装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、美容院やヘアサロン、或は、理髪店などにおいては、椅子に掛けたまま洗髪
をしたり、ヘアトリートメントなどをする装置或はマシンが設置され使用されているが、
これらはいずれも専門家が洗髪や髪や頭皮のトリートメント操作を手を使うことによって
成立するものであった。
【０００３】
　また、上記の従来装置やマシンは、美容院やヘアサロンなどのいわば専門店用に開発，
設計されて製造されたものであるため、移動することは殆んど考慮されておらず（店内で
設置場所を変更するときなどの多少の横移動は可能）、また固定設置タイプであるため、
設置にあたっては、その装置やマシンを搬入して設置するほか、給排水系の配管や電源が
配置されていることを前提とし、これらが無い場合には配管工事や電気系の配線工事を不
可欠とするものであった（例えば、特許文献１，２参照）。
【０００４】
　一方、世間一般には、自分の頭髪に係る問題や悩み（いわゆる若ハゲやウス毛など）を
持つ人が多数居ることが知られているが、従来の美容院やヘアサロンなどの専門店での手
入れなど、或は、人工毛髪やそのための製品（カツラ）の使用では、本人が十分に満足で
きる改善が見られる場合は極めて少ないという現実がある。
【０００５】
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　特に、頭髪や頭皮の手入れを行う美容院やヘアサロンなどの専門店では、ケア手数料が
高額であるため、利用者が頻繁に（例えば、一日おきなど）そのような施設を利用するに
は相当な経済的負担を強いられ、結果的に育毛などのために根気強く永続性のある頭髪や
頭皮のケアを受けることができ難いとう問題がある。
【０００６】
　さらには、肢体が不自由であるなどの理由で一人で入浴や洗髪などを行うことができな
い人の場合には、身体は介助人や付添いによって入浴、或は、蒸しタオルで拭って清浄に
することができても、タオルでは洗髪できないため介護人などの付添いや介助によって洗
髪を行わなければならない。しかし、このような形態では、自分で髪を洗えない人の洗髪
は、仮に一日置きであってもきわめて困難であるのみならず、費用が嵩むこととなって、
事実上不可能というのが現状である。
【特許文献１】：特開２００３－２７５０１９号公報
【特許文献２】：特許第３２７８２８７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明では上記のような洗髪を始めとする様々な内容の頭髪の洗髪やケア並びに頭皮の
ケア、或は、ヘアトリートメントなどを、第三者の手伝いや介助などを要することなく、
本人が一人でいつでもどのような場所でも、具体的には水道設備，排水設備や電源設備が
ないような場所においてさえも自由に、かつ、自動的に洗髪などを行うことを可能にした
頭髪，頭皮のセルフ自動洗髪並びにセルフ自動ケア装置を提供すること、並びに、そのよ
うな装置であっても、小形，軽量でコンパクトに形成することにより所望の使用場所に一
人で自由に移動或は運搬することを可能にした頭髪，頭皮のセルフ自動洗髪並びにセルフ
自動ケア装置を提供することを、その課題とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決することを課題としてなされた本発明による頭髪，頭皮のセルフ自動洗
髪並びにセルフ自動ケア装置の第一の構成は、座面と可倒式の背もたれ面を備えて人を仰
臥状態で支持する人体支持部と、この支持部に仰臥した人の頭部の下に配置される排水手
段を具備したシャンプーボウルと、該シャンプーボウルの上部に開閉自在又は着脱自在若
しくは前記シャンプーボウルと一体形で配置されると共に前記仰臥した人の頭部を前記ボ
ウルとともに覆うフェイスカバーと、前記シャンプーボウルとフェイスカバーで囲まれた
頭部に対しゾル状乃至はゲル状の洗髪剤や頭皮ケア剤など並びに水，湯など種々の液体な
どを供給する供給手段であって前記フェイスカバー又はシャンプーボウルに装備される薬
液や洗浄液などの供給手段とを有し、前記人体支持部とシャンプーボウルとフェイスカバ
ーとをフレームに装備して一人で運搬可能な大きさと重量に形成したことを特徴とするも
のである。
【０００９】
　また、上記課題を解決することができる頭髪，頭皮に対するセルフ自動洗髪並びにセル
フ自動ケア装置の第二の構成は、人の少なくとも上半身を前傾乃至俯せ状態で支持する人
体支持部と、この支持部に支持された人の頭部の下に配置される排水手段を具備したシャ
ンプーボウルと、該シャンプーボウルの上部に開閉自在又は着脱自在に配置されると共に
前記支持された人の頭部を前記ボウルと一体になって覆うヘッドカバーと、前記シャンプ
ーボウルとヘッドカバーで囲まれた頭部に対しゾル状乃至はゲル状の洗髪剤や頭皮ケア剤
など並びに水，湯など種々の液体などを供給する供給手段であって前記ヘッドカバー又は
シャンプーボウルに装備される薬液や洗浄液などの供給手段とを有し、前記人体支持部と
シャンプーボウルとヘッドカバーとをフレームに装備して一人で運搬可能な大きさと重量
に形成したことを特徴とするものである。
【００１０】
　更に、上記課題を解決することができる頭髪，頭皮に対するセルフ自動洗髪並びにセル
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フ自動ケア装置の第三の構成は、仰向け状態又は俯せ状態に支持される人の頭部の下方に
配置される排水手段を具備したシャンプーボウルと、該ボウルの上部に開閉自在又は着脱
自在若しくは前記ボウルと一体形で配置されると共に前記頭部を前記ボウルと一体になっ
て覆うフェイスカバー又はヘッドカバーと、前記ボウルとカバーで囲まれた頭部に対しゾ
ル状乃至はゲル状の洗髪剤や頭皮ケア剤など並びに水，湯など種々の液体などを供給する
供給手段であって前記カバー又はボウルに装備される薬液や洗浄液などの供給手段とをフ
レームに装備して一人で運搬可能な大きさと重量に形成し、使用時に頭部を仰向け状態又
は俯せ状態にして人を支持する椅子などの人体支持手段と組合せるようにしたことを特徴
とするものである。
【００１１】
　本発明装置において、シャンプーボウルとフェイスカバー又はヘッドカバー、或は、こ
れらと併せて人体支持部も装設されるフレームは、固定式フレーム、又は、折畳，展開自
在フレーム、若しくは、分解，組立自在フレームのいずれかを採択して使用する。そして
、このフレームは、軽量な金属、例えばアルミ合金材製のパイプやチャンネル材などを用
いて形成すると、本発明装置の軽量化に大きく寄与する。
【００１２】
　また、本発明装置においては、各種液体などの供給手段には、洗髪剤や頭皮ケア剤など
を貯えた夫々の薬液タンク容器と、水，湯などを貯えた洗浄液タンク容器を含むものとす
る。そして、前記のタンク容器は、前記シャンプーボウルの下方に、好ましくは移動可能
に配設する。
【００１３】
　更に、本発明装置は、シャンプーボウルに接続されて当該ボウルに溜まる液体を、少な
くとも１段階、好ましくは２段階以上のフィルタを通して浄化し、別のタンクに溜めるよ
うにしたり、或は、前記洗浄水タンク容器に循環させることができる。また、そのような
扱いではなく既存の排水系にそのまま排出するようにしてもよい。
【００１４】
　上記の各構成を具備した本発明装置における薬液等並びに洗浄液の供給のための、或は
、使用後の洗浄液などの排出のために、適宜型式のポンプを用いる。各ポンプは、ＡＣ又
はＤＣのどちらを動力源としてもよいが、ＡＣ／ＤＣ電源を選択的に切換えて使用できる
ようにしたポンプが使い勝手の面からみると望ましい。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明では、一例として、人を仰臥状態で支持する人体支持部と、この支持部に仰臥し
た人の頭部の下に配置される前記頭部外形より大径であって排水手段を具備したシャンプ
ーボウルと、該シャンプーボウルの上部に開閉自在又は着脱自在若しくは前記シャンプー
ボウルと一体形で配置されると共に前記仰臥した人の頭部を前記ボウルと一体になって覆
うフェイスカバーと、前記シャンプーボウルとフェイスカバーで囲まれた頭部に対しゾル
状乃至はゲル状の洗髪剤や頭皮ケア剤など並びに水，湯など種々の液体などを供給する供
給手段であって前記フェイスカバー又はシャンプーボウルに装備される薬液や洗浄液など
の供給手段とを有し前記人体支持部とシャンプーボウルとフェイスカバーとをフレームに
装備して一人で運搬可能な大きさと重量に形成して頭髪，頭皮のセルフ自動洗髪並びにセ
ルフ自動ケア装置を構成したので、公知の業務用の洗髪装置などに比べ、小型かつ軽量で
あって一人で運搬，移動可能な頭髪，頭皮のセルフ自動洗髪並びにセルフ自動ケア装置を
造ることができる。これによって、本発明セルフ自動洗髪並びにセルフ自動ケア装置は、
日本間や洋間、或は、寝室や廊下など使用する場所を選ばず、また使用したい場所へ一人
で容易かつ手軽に運搬或は移動させ、そこで使用することが可能である。
【００１６】
　本発明装置では、薬液などの供給，排出系、並びに、洗浄水などの供給，排出系を本発
明装置内に循環ループ状に形成することにより、給水用配管や排水設備がない場所におい
ても、利用することができるのである。
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【００１７】
　また、本発明装置において、薬液や洗浄液などの供給系やシャンプーボウルに溜る液体
の排水系には、適宜型式のポンプを用いる。ポンプの駆動源には、商用電源や通常バッテ
リのほか、風力発電や太陽光発電、或は、燃料電池や太陽電池などを用いることができる
。上記のようなＡＣ或はＤＣの任意の電源で駆動できるポンプを用いることにより、電源
設備のない場所であっても本発明装置を利用することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　次に、本発明による頭髪，頭皮のセルフ自動洗髪並びにセルフ自動ケア装置の具体的な
実施形態の例について図を参照して説明する。図１は本発明装置の一例において、使用時
の組立て状態を説明するための一部を断面にして模式的に示した側面図、図２は図１の左
側面図（前面）、図３は図１の右側面図（後面）、図４は図１の平面図、図５は図１の本
発明装置を折畳んだ収納状態の側面図、図６は本発明装置におけるシャンプーボウルとフ
ェイスカバーの使用時における状態を説明するための模式的側面図、図７は図６の状態の
平面図、図８は本発明装置における薬液と洗浄液の供給系と排出系の一例を示したブロッ
ク図である。
【００１９】
　まず、本発明装置の全体構造，形態について図１～図５により説明する。図１～図５に
おいて、１は、上部に座面２を載架支持したベースフレームで、図示した例のベースフレ
ーム１は、軽量な金属製、例えばアルミ合金製パイプやチャンネル材などにより形成した
前後の脚メンバ１ａ，１ｂと、脚メンバ１ａ，１ｂが前方側に立設された下部桁メンバ１
ｃと、座面２を載せた上部桁メンバ１ｄを備えている。本発明において、ベースフレーム
１の形態は図示した例に限られるものではなく、座面２を一例として床から４０～５０ｃ
ｍ位の高さに保持できるものであれば足りる。本発明においては、フレーム材質がアルミ
合金に限られるものではなく、例えばスチールパイプやチャンネル材、或は、プラスチッ
クや木、或は、各種の合成材などによりベースフレーム１を形成してもよい。
【００２０】
　３は、前記座面２の後端面（図１の右側）において、当該座面２に対し、傾斜角を任意
に選択でき、かつ、選択した傾斜角度で固定できるように、座面２の後部やその下の上部
桁メンバ１ｄ又は脚メンバ１ｂなどに設けた背もたれ面であり、前記座面２と背もたれ面
３により人体支持部を形成する。従って、前記座面２と背もたれ面３とは、既存のリクラ
イニングチェアの座面と背もたれ面を援用したものであってもよい。また、人の頭部を俯
せ状に支持する人体支持部としては、図示しないが、通常の背もたれ付椅子状のもののほ
か、座面と座面に掛けた人の胸部を支える部材をベースフレーム１の各メンバ１ａ～１ｄ
に設けたものがある。
【００２１】
　４は下部桁メンバ１ｃの延長された後端部１ｅに、起立，伏倒自在に立設した脚部材で
、図１に示した例では、下端を前記メンバ１ｃの後端側１ｅに枢着Ｐ１，Ｐ２した平行リ
ンク部材４ａ，４ｂが、ガス圧又は油圧などのシリンダ４ｃに補助させて、直立と脚メン
バ１ｂの側へ伏倒を自在にできるように設けられている。１ｆはベースフレーム１におけ
る下部メンバ１ｃの前後に設けた移動用のキャスタで、キャスタはストッパ付のものやア
ジャスタ付設タイプのものが望ましい。１ｇは座面２の左右両外側に配設した肘掛けを兼
ねたサイドフレームで、移動のためのハンドルとして利用することができる。本発明にお
いて、移動用の専用ハンドルを折畳方式などで設けるかどうかは任意である。
【００２２】
　５は、上記脚部材４の上端部に、ベースフレーム１の後方へ向け枢着Ｐ３，Ｐ４して設
けた上部フレームで、この上部フレーム５には、後に述べるシャンプーボウル６と、該シ
ャンプーボウル６に被せた形態で開閉自在のフェイスカバー７が配備されている。
【００２３】
　前記フレーム５又はシャンプーボウル６の下方側には、図１～図５では図示していない
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が図８に例示するように、洗髪や頭皮ケア用のシャンプー剤やリンス剤、その他の薬剤な
どを含む２個の薬液タンク８，８′と、洗浄用，すすぎ用などの水や湯の洗浄液タンク９
、並びに、これら両方のタンク８，８′，９と上記フェイスカバー７との間に配設される
ポンプ１６や配管用のチューブなどを含む薬液と洗浄液の供給系１０～１２が配置されて
いる。また、シャンプーボウル６の排出口６ｃには、排水タンク１３を含む排水系１４が
配置されている。なお、前記シャンプーボウル６を含む薬液，洗浄液の供給系１０～１２
と、排水系１４の構成については、後に図８を参照して説明する。
【００２４】
　シャンプーボウル６は、通常は不透明な合成樹脂（又はプラスチック）成型品により形
成するが、本発明においてその材質は任意に選択できる。シャンプーボウル６は、その内
部前方寄りには、本発明装置による自動ケアを受ける者の後頭部から首にかけての部位を
下から支える枕部材６ａが設けられていると共に、枕部材６ａの手前の壁に人の首部が入
る凹部６ｅが形成されており、また、後方寄り底面には、排水系１２に接続される一次フ
ィルタ６ｂを備えた排出口６ｃが形成されている。なお、後述するポンプ１６などを収容
設置するケーシング７ｃが前記ボウル６の下面のフレーム５に設けられている。
【００２５】
　ここで、図示したシャンプーボウル６には、そのボウル６の先端側（図１の右側）にお
いてヒンジ接合６ｄされることにより、図６に例示するように開閉自在になったキャツプ
状をなすフェイスカバー７が取付けられている。このフェイスカバー７は、好ましくは透
明なプラスチック成型品により形成するが、その材質は任意に選択できる。上記フェイス
カバー７の前面壁には、前記ボウル６の首部が入る凹部６ｅの対向部位に、顔を露出させ
るための凹部７ｄが形成されている。そして、このフェイスカバー７の内部には、上述し
た座面２と背もたれ面３による支持体に、仰臥状態になった人の頭部ｍＨに対して、頭皮
や頭髪のケア用薬液などを頭部ｍＨに向けて例えばシャワー状や霧状などに供給する吐出
ヘッドの一例として、少なくても１個以上のシャワーヘッド７ａが配備される。本発明装
置における吐出ヘッドとしては、シャワーヘッド７ａのほかに、図示しないが、噴霧ノズ
ルや、水などをそのまま放出するパイプやチューブを用いることができる。また、使用す
る吐出ヘッドは、前記シャワーヘッド７ａを含み吹出部を調整してケア用薬液や洗浄液な
どを水流状，シャワー状，噴霧状など適宜の状態で供給できる機能を備えたものが望まし
い。更に、上記フェイスカバー７の内部には、図６，図７に例示するように、シャワーヘ
ッド７ａ（吐出ヘッド）から頭部に向けて放射されるケア用薬液や洗浄液などが飛散して
セルフ洗髪やセルフケア中の人の眼や耳などに入ることがないように、飛散防止スクリー
ン７ｅを着脱式、或は、固定タイプで設けることが望ましい。飛散防止スクリーン７ｅは
、人の眼のすぐ上方の額から耳にかけて、その人の耳を含む顔全体をシャワーヘッド７ａ
から遮断できる形態の板状，幕状，パネル状などの部材で形成し、人の顔（頭部）の大き
さや形状に合せて、何通りかのサイズに形成した飛散防止スクリーン、或は、各個人向け
のオーダーメイドした飛散防止スクリーンを用いることが望ましい。
【００２６】
　上記のシャワーヘッド７ａを含む吐出ヘッドは、シャンプーボウル６の側に設けること
もできる。また、シャワーヘッド７ａを含む吐出ヘッドは、その取付位置において固定又
は可変いずれの取付態様も選択できる。可変取付態様としては、吐出ヘッドの上下、或は
、左右のへの移動や揺動や回動、或は、いわゆる首振や回転などである。図８の７ｂはシ
ャワーヘッド７ａを回動させるためのギアドモータと偏心軸により形成した吐出ヘッドの
駆動部である。本発明において、吐出ヘッドの固定取付態様としては、取外ししない形式
、或は、カセット状に着脱する方式などを選択することができる。また、フェイスカバー
７の一部をシャワーヘッド状の吹出部を有するチャンバに形成し、このチャンバに薬液や
洗浄液などの供給系の配管（チューブ）を接続する形態も採ることがある。
【００２７】
　本発明装置では、上記に説明したシャンプーボウル６とフェイスカバー７に代え、図示
しないが、当初より一体成形した略球状をなす形態で、手前側に人の頭を出入れできる開
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口部を設けたシャンプーボウルとフェイスカバーが一体の大略金魚鉢状をなす容器を装着
することもある。
【００２８】
　また、上記例ではフェイスカバー７の内部に設けたシャワーヘッド７ａなどによる吐出
ヘッドも、フェイスカバー７に予め形成した吐出ヘッド用の配置穴に、外面から吐出ヘッ
ドを内部に差込んだ態様で配置する形態とすることもある。
【００２９】
　上記のシャンプーボウル６と、シャワーヘッド７ａを含む吐出ヘッドと、頭皮のケア用
薬液剤、或は、頭髪のケア用薬液剤を収容した薬液タンク８と、洗浄用（すすぎ用）の水
又は湯のタンク９と、排水タンク１３とは、図８に例示するように、中間に流路切換弁１
５，ポンプ１６，流量調整弁１７，ヒータ流路１８を挿入した柔軟なチューブにより、ケ
アー用薬液の供給系１０と洗浄液の供給系１１と排水系１４に形成されている。なお、１
９はケア用薬液と洗浄液の流路切換コックである。また、薬液タンク８と同タンク８′と
は、例えば、頭皮ケア用薬剤とシャンプー剤が収容されており、図８の例では、供給系１
０のチューブ（配管）と入替えてセットするようにしているが、図８に点線で示す流路切
換コックＣを介して供給系１０のチューブに接続しておくこともできる。更に、本発明に
おいては、薬液タンク８からシャワーヘッド７ａを含む吐出ヘッドまでの系路と、洗浄液
タンク９から別の吐出ヘッド（図示せず）までの系路を、切換コック１９を用いないで別
系統に構成することもある。
【００３０】
　一方、上記シャンプーボウル６の排水口６ｃから切換弁１５の間は、ここでは一次フィ
ルタ６ｂから三次フィルタ６１ｂ，６２ｂまでを具備してチューブ１４ａにより接続され
るが、必要であれば、図示しないポンプを備えさせて排水タンク１３に直接接続すること
により、排水系１４を形成することもできる。
【００３１】
　上記におけるケア用薬液と洗浄液の供給系１０，１１の流路の中間には、流路切換弁１
５のほかに電動式の切換コック１９が挿入されており、上記の流路切換弁１５と同期して
切換動作するように配設されている。また、排出系１４において、流路切換弁１５の後の
チューブ１４ｂには、電動式切換コック２０が挿入され前記ボウル６から排出され切換弁
１５を通ってチューブ１４ｂを流下する薬液又は洗浄液を、薬液タンク８に循環させるか
又は排水タンク１３に導くかを、コック２０の切換えにより選択できるように形成されて
いる。なお、前記切換コック２０の後のチューブ１４ｃには切換コック２１が挿入され、
前記ボウル６から排出される排水を排水タンク１３に導くか、或は、外部の排水系に導く
かを選択できるように形成されている。なお、上記の流路切換弁１５、切換コック２０，
２１は、電動式で同期的に切換動作をするものである。切換コック２１の操作はここでは
手動式である。
【００３２】
　上述した流路切換弁１５，ポンプ１６，流量調整弁１７，ヒータ流路１８，３つの切換
コック１９～２１は、図８に例示するように、電源部２２を備えた制御部２３に接続され
て駆動，制御されるように形成されている。なお、２３ａは制御部のパネルに配設した操
作パネル部、２４は制御部２３からコード２４ａを介して繰出されたリモートコントロー
ル操作パネル（以下、リモコン２４という）である。また、排水系１４に独立して排水ポ
ンプ（図示せず）を用いる場合にも、そのポンプは上記制御部２３に接続されて駆動制御
される。更に、図示しないが、フェイスカバー７にはドライヤーを付設し、上記制御部２
３に接続してその駆動を制御するようにしてもよい。
【００３３】
　以上に説明した本発明装置は、人体支持部がベースフレーム１の上に、シャンプーボウ
ル６，フェイスカバー７又はヘッドカバーなどと一緒に設けられた例であるが、本発明装
置には、人体支持部には既存のリクライニングチェアや背もたれ付椅子或はスツールなど
を利用し、シャンプーボウル６とフェイスカバー７と薬液や洗浄液の供給，排出系とその
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付加手段８～２４をベースフレーム１に装備させて構成した簡易タイプもある。簡易タイ
プの本発明装置は、前記の椅子やスツールに腰掛けて頭髪，頭皮を前記ボウル６とカバー
７に囲まれた中で自動的にセルフ洗髪並びにセルフ頭皮ケアを行うことができる。簡易タ
イプの本発明のフレームも固定タイプ，折畳，展開自在タイプ、分解，組立自在タイプの
いずれであってもよい。
【００３４】
　以上により、本発明頭髪，頭皮のセルフ自動洗髪並びにセルフ自動ケア装置の一例を構
成するので、その使用例について説明する。
　本発明装置は、不使用時の折畳み状態では、図１に例示するように、脚部材４と上部フ
レーム５がシャンプーボウル６，フェイスカバー７を載架した状態で背もたれ面３の下に
折畳まれる。この折畳み姿勢は、シリンダ４ｃが縮小することによりなされ、従って、上
記の折畳み姿勢から使用時の姿勢（図１参照）にするには、脚部材４と上部フレーム５を
起立させるとシリンダ４ｃが伸長してその起立動作を補完し、各構成部材４～７が図１に
示す位置に位置付けられる。なお、折畳み，展開の操作時、背もたれ面３は、各構成部材
４～７の移動に支障がない角度に立てておく。
【００３５】
　本発明装置が図１の展開姿勢にされると、フェイスカバー７を開け、自分の頭髪又は頭
皮を全自動でセルフケアを行いたい人が、座面２と背もたれ面３に仰臥状態で体をあずけ
、自分の頭部ｍＨがシャンプーボウル６の適切な位置になるよう、自分で調整する。この
調整は、枕部材６ａに対する自分の後頭部から首筋にかけての当り具合によって自己判別
する。また、このとき仰臥した人は、リモコン２４を、自分の手に持っておき、いつでも
操作できるようにしておく。
【００３６】
　上記のようにして、頭髪又は頭皮の全自動でのセルフ洗髪、或は、セルフケアのスタン
バイが出来たら、フェイスカバー７を閉じ、リモコン２４を操作して、例えば、頭髪の予
洗，本洗，すすぎといった具合に、セルフの全自動洗髪を進める。頭皮ケアについてもほ
ぼ同様の要領で自分で施術（セルフ施術）することができる。なお、頭皮や頭髪に対する
セルフ全自動施術状況を本人が見るため、図示しないが小型ＣＣＤカメラと液晶画面をフ
レームなどの適宜部位に装備させることにより、本発明装置によるセルフ自動洗髪やセル
フ自動頭皮ケアを施術している本人がその面前に画面を向けて施術の状態を視認できる。
【００３７】
　上記のような態様で本発明装置による全自動のセルフケアが終了すれば、ドライヤを起
動させそのノズルからのドライエア吹出しによって頭髪又は頭皮の湿気を取り、頭髪，頭
皮が平常に戻ったらフェイスカバー７を開けて、体を起こして本発明自動装置から離れ、
排水系１４のタンク１３の液を処分し、薬液タンク８，９の補充をするなどの措置をして
、次の使用に備える。そして、シリンダ４ｃが縮小する側に脚部材４を倒して本発明装置
を図１鎖線の折畳み状態にする。
【００３８】
　本発明自動ケア装置は、折畳み状態での大きさが、一例として、高さが５０～６５ｃｍ
前後、幅５０ｃｍ前後、長さ１００ｃｍ程度で、重量が２５～３３ｋｇ未満程度であるか
ら、大人が１人ででも十分に持ち運びでき、また、車への積卸しも可能であるから、使用
したい場所へ一人で持ち込み、そこで使用することができる。
【産業上の利用可能性】
【００３９】
　本発明は以上の通りであって、頭髪，頭皮の自動洗髪並びに自動ケア装置を、折畳み展
開自在或は分解，組立自在のフレームに、一例として、人を仰臥状態で支持する人体支持
部と、この支持部に仰臥した人の頭部の下に配置される排水手段を具備したシャンプーボ
ウルと、該シャンプーボウルの上部に開閉自在又は着脱自在若しくは前記シャンプーボウ
ルと一体形で配置されると共に前記仰臥した人の頭部を前記ボウルとともに覆うフェイス
カバーと、前記シャンプーボウルとフェイスカバーで囲まれた頭部に対しゾル状乃至はゲ
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ル状の洗髪剤や頭皮ケア剤など並びに水，湯など種々の液体などを供給する供給手段であ
って前記フェイスカバー又はシャンプーボウルに装備される薬液や洗浄液などの供給手段
とを、フレームに装備して一人で運搬可能な大きさと重量に形成したから、業務用の洗髪
装置などに比べ、軽量かつ小型に頭髪，頭皮のセルフ自動洗髪並びにセルフ自動ケアがで
きる本発明装置を造ることができる。
【００４０】
　また、本発明装置は、何時でも何処においても使用場所を選らばず、即ち、給，排水設
備やその工事、並びに、電源設備やその工事を全く必要としないため、例えば、日本間や
洋間、或は、寝室や廊下などのような場所であっても、洗髪や頭皮ケアのための施術を自
分で（セルフで）自動的に行うことができ、しかも、そのための装置を小型，軽量でコン
パクトに形成して所望の使用場所へ一人で自由に移動させることができるようにしたから
、これによって自分の頭髪や頭皮を完全自動でセルフ洗髪や並びにセルフケア施術を自由
に行うことができる。本発明装置は、肢体不自由のため自分で洗髪などができない人にと
っても、自動洗髪ができるので、きわめて有用である。
【図面の簡単な説明】
【００４１】
［図１］本発明装置の一例において、使用時の組立て状態を説明するための一部を断面に
して模式的に示した側面図。
［図２］図１の左側面図（前面）。
［図３］図１の右側面図（後面）。
［図４］図１の平面図。
［図５］図１の本発明装置を折畳んだ収納状態の側面図。
［図６］本発明装置におけるシャンプーボウルとフェイスカバーの使用時における状態を
説明するための模式的側面図。
［図７］図６の状態の平面図。
［図８］本発明装置における薬液と洗浄液の供給系と排出系の一例を示したブロック図。
【符号の説明】
【００４２】
　１　　　　ベースフレーム
　１ａ，１ｂ　脚メンバ
　１ｃ　　　　下部桁メンバ
　１ｄ　　　　上部桁メンバ
　１ｅ　　　　下部桁メンバの後端部
　２　　　　座面
　３　　　　背もたれ面
　４　　　　脚部材
　４ａ，４ｂ　平行リンク部材
　４ｃ　　　シリンダ
　５　　　　上部フレーム
　６　　　　シャンプーボウル
　７　　　　フェイスカバー
　８　　　　薬液タンク
　９　　　　洗浄液タンク
　１０，１１，１２供給系
　１３　　　排水タンク
　１４　　　排水系
　１４ａ～１４ｃ排水系チューブ
　１５　　　流路切換弁
　１６　　　ポンプ
　１７　　　流量調整弁
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　１８　　　ヒータ流路
　１９～２１　流路切換コック
　２２　　　電源
　２３　　　操作制御部
　２４　　　リモートコントロールボード（リモコン）　ｍＨ　　　頭部

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【手続補正書】
【提出日】平成19年10月11日(2007.10.11)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　仰向け状態又は俯せ状態に支持される人の頭部の下方に配置される排水手段を具備した
シャンプーボウルと、該ボウルの上部に開閉自在又は着脱自在若しくは前記ボウルと一体
形で配置されると共に前記頭部を前記ボウルと一体になって覆うフェイスカバー又はヘッ
ドカバーと、前記ボウルとカバーで囲まれた頭部に対しゾル状乃至はゲル状の洗髪剤や頭
皮ケア剤など並びに水，湯など種々の液体などを供給する供給手段であって前記カバー又
はボウルに装備される薬液や洗浄液などの供給手段とを、アルミ合金材製のパイプやチャ
ンネル材などの軽量な金属材により組立てた折畳，展開自在のフレームに装備して一人で
運搬可能な大きさと重量に形成し、使用時に頭部を仰向け状態又は俯せ状態にして人を支
持する椅子などの人体支持手段と組合せるようにしたことを特徴とする頭髪，頭皮のセル
フ自動洗髪並びにセルフ自動ケア装置。
【請求項２】
　シャンプーボウルと、フェイスカバー又はヘッドカバーを装設するフレームは、分解，
組立自在フレームである請求項１の頭髪，頭皮のセルフ自動洗髪並びにセルフ自動ケア装
置。
【請求項３】
　シャンプーボウルとフェイスカバーは、顔を露出させて頭部を覆うように形成した請求
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項１又は２の頭髪，頭皮のセルフ自動洗髪並びにセルフ自動ケア装置。
【請求項４】
　フェイスカバーは内面カバーと外面カバーの二重構造とし、内面カバーの外側に露出さ
せる顔を、外面カバーの内側に位置付けるように形成した請求項３の頭髪，頭皮のセルフ
自動洗髪並びにセルフ自動ケア装置。
【請求項５】
　シャンプーボウルとフェイスカバーは予め一体に形成すると共に、人の頭部を出入れで
きると共にその人の顔を外部に露出させる開口部を設けた請求項１～４のいずれかの頭髪
，頭皮のセルフ自動洗髪並びにセルフ自動ケア装置。
【請求項６】
　薬液や洗浄液などの供給手段は、洗髪剤や頭皮，頭髪のケア剤などを貯えた薬液タンク
容器と、水や湯などを貯えた洗浄液タンク容器と、これらの容器に接続された少なくとも
１つの吐出ヘッドを含む請求項１～５いずれかの頭髪，頭皮のセルフ自動洗髪並びにセル
フ自動ケア装置。
【請求項７】
　吐出ヘッドは、少なくとも一つのシャワーヘッド又はノズル若しくは吐出口、或は、そ
れらを組合せて形成した請求項６の頭髪，頭皮のセルフ自動洗髪並びにセルフ自動ケア装
置。
【請求項８】
　吐出ヘッドから供給される薬液や洗浄液などは常温又はヒータにより温めたものである
請求項１～７のいずれかの頭髪，頭皮のセルフ自動洗髪並びにセルフ自動ケア装置。
【請求項９】
　フェイスカバーかヘッドカバー又はシャンプーボウルに設ける吐出ヘッドは、固定式若
しくは可動式で設けた請求項１～８いずれかの頭髪，頭皮のセルフ自動洗髪並びにセルフ
自動ケア装置。
【請求項１０】
　タンク容器は、シャンプーボウルの下方側に配設した請求項１～９のいずれかの頭髪，
頭皮のセルフ自動洗髪並びにセルフ自動ケア装置。
【請求項１１】
　シャンプーボウルに接続されて当該ボウルに溜まる液体を、少なくとも１段階以上のフ
ィルタを通して浄化して別のタンクに溜めるか、又は、前記洗浄水タンク容器に循環させ
るか、若しくは、外部排水系に流すようにした請求項１～10のいずれかの頭髪，頭皮のセ
ルフ自動洗髪並びにセルフ自動ケア装置。
【請求項１２】
　薬液並びに洗浄液などを吐出ヘッドへ供給するため、及び／又は、シャンプーボウルに
溜まる洗浄液などを排出するために、適宜型式のポンプを用いるようにした請求項１～11
のいずれかの頭髪，頭皮のセルフ自動洗髪並びにセルフ自動ケア装置。
【請求項１３】
　ポンプは、通常電池，燃料電池，通常発電，風力発電，太陽光発電などによるＡＣ電源
又はＤＣ電源を選択して用いることができるポンプ若しくは手動式ポンプである請求項12
の頭髪，頭皮のセルフ自動洗髪並びにセルフ自動ケア装置。
【請求項１４】
　ヒータ及びポンプの起動，停止を含む制御は、リモコン操作部を操作するか、及び／又
は、操作パネルの操作部を操作して行うようにした請求項１～13のいずれかの頭髪，頭皮
のセルフ自動洗髪並びにセルフ自動ケア装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【００１０】
　更に、上記課題を解決することができる頭髪，頭皮に対するセルフ自動洗髪並びにセル
フ自動ケア装置の第三の構成は、仰向け状態又は俯せ状態に支持される人の頭部の下方に
配置される排水手段を具備したシャンプーボウルと、該ボウルの上部に開閉自在又は着脱
自在若しくは前記ボウルと一体形で配置されると共に前記頭部を前記ボウルと一体になっ
て覆うフェイスカバー又はヘッドカバーと、前記ボウルとカバーで囲まれた頭部に対しゾ
ル状乃至はゲル状の洗髪剤や頭皮ケア剤など並びに水，湯など種々の液体などを供給する
供給手段であって前記カバー又はボウルに装備される薬液や洗浄液などの供給手段とを、
アルミ合金材製のパイプやチャンネル材などの軽量な金属材により組立てた折畳，展開自
在のフレームに装備して一人で運搬可能な大きさと重量に形成し、使用時に頭部を仰向け
状態又は俯せ状態にして人を支持する椅子などの人体支持手段と組合せるようにしたこと
を特徴とするものである。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１５】
　本発明では、一例として、仰向け状態又は俯せ状態に支持される人の頭部の下方に配置
される排水手段を具備したシャンプーボウルと、該ボウルの上部に開閉自在又は着脱自在
若しくは前記ボウルと一体形で配置されると共に前記頭部を前記ボウルと一体になって覆
うフェイスカバー又はヘッドカバーと、前記ボウルとカバーで囲まれた頭部に対しゾル状
乃至はゲル状の洗髪剤や頭皮ケア剤など並びに水，湯など種々の液体などを供給する供給
手段であって前記カバー又はボウルに装備される薬液や洗浄液などの供給手段とを、アル
ミ合金材製のパイプやチャンネル材などの軽量な金属材により組立てた折畳，展開自在の
フレームに装備して一人で運搬可能な大きさと重量に形成し、使用時に頭部を仰向け状態
又は俯せ状態にして人を支持する椅子などの人体支持手段と組合せるようにした頭髪，頭
皮のセルフ自動洗髪並びにセルフ自動ケア装置を構成したので、公知の業務用の洗髪装置
などに比べ、小型かつ軽量であって一人で運搬，移動可能な頭髪，頭皮のセルフ自動洗髪
並びにセルフ自動ケア装置を造ることができる。これによって、本発明セルフ自動洗髪並
びにセルフ自動ケア装置は、日本間や洋間、或は、寝室や廊下など使用する場所を選ばず
、また使用したい場所へ一人で容易かつ手軽に運搬或は移動させ、そこで使用することが
可能である。
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【国際調査報告】
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フロントページの続き

【要約の続き】
記シャンプーボウル６とフェイスカバー７で囲まれた頭部ｍＨに対しゾル状乃至はゲル状の洗髪剤や頭皮ケア剤など
並びに水，湯など種々の液体などを供給する供給手段であって前記フェイスカバー７又はシャンプーボウル６に装備
される薬液や洗浄液などの供給手段７ａとを有し、前記人体支持部とシャンプーボウル６とフェイスカバー７とをフ
レーム１に装備して一人で運搬可能な大きさと重量に形成したこと。

（注）この公表は、国際事務局（ＷＩＰＯ）により国際公開された公報を基に作成したものである。なおこの公表に
係る日本語特許出願（日本語実用新案登録出願）の国際公開の効果は、特許法第１８４条の１０第１項(実用新案法 
第４８条の１３第２項）により生ずるものであり、本掲載とは関係ありません。
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