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(57)【要約】
　毛髪がある頭皮を有するヒトのための発光デバイスで
あって、頭皮の一部の輪郭に沿うように構成された可撓
性で弓形のベースを含む。このベースは２０ｍｍ～１２
０ｍｍの幅を有し、内部及び内面を含む。少なくとも１
列の歯列がこの内面に連結され、この少なくとも１列の
歯列の各歯は、ベースを頭皮の輪郭に沿わせると頭皮に
押し付けられる。各歯は、この少なくとも１列の歯列を
頭皮に押し付けた場合に毛髪を分けるように構成される
。発光ダイオード及びレーザーダイオードの少なくとも
一方の列が、この少なくとも１列の歯列に近接させてベ
ースに連結される。
【選択図】図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　頭皮の一部の輪郭に沿うように構成された可撓性で弓形のベースであって、２０ｍｍ～
１２０ｍｍの幅を有し、内部及び内面を含むベースと、
　前記内面に連結された少なくとも１列の歯列であって、前記少なくとも１列の歯列の各
歯は、前記ベースを前記頭皮の輪郭に沿わせると前記頭皮に押し付けられ、各歯は、前記
少なくとも１列の歯列を前記頭皮に押し付けた場合に毛髪を分けるように構成される少な
くとも１列の歯列と、
　前記少なくとも１列の歯列に近接させてベースに連結された発光ダイオード及びレーザ
ーダイオードの少なくとも一方の列とを備える、毛髪がある頭皮を有するヒトのための発
光デバイス。
【請求項２】
　前記少なくとも１列の歯列が少なくとも２列の歯列を含み、前記少なくとも２列の歯列
並びに前記発光ダイオード及びレーザーダイオードの少なくとも一方の前記列が実質的に
互いに平行であり、前記少なくとも１つの発光ダイオード及びレーザーダイオードの列が
前記少なくとも２列の歯列の間に配置される、請求項１に記載のデバイス。
【請求項３】
　前記少なくとも２列の歯列が前記内面に着脱自在に連結される、請求項２に記載のデバ
イス。
【請求項４】
　前記内面と前記少なくとも２列の歯列の少なくとも一方との間に配置された弾性要素を
さらに含み、前記弾性要素は前記少なくとも２列の歯列の一方を前記内面から離れた第１
位置から前記内面に隣接した第２位置へと移動し易くするように構成される、請求項３に
記載のデバイス。
【請求項５】
　前記ベースに連結された近接センサをさらに含み、前記近接センサは、ユーザの頭皮が
前記近接センサから既定の距離をおいて離れた場合に前記発光ダイオード及びレーザーダ
イオードの少なくとも一方の列を自動的にアクティブにするように構成される、請求項１
に記載のデバイス。
【請求項６】
　前記ベースに連結された画像取り込み要素をさらに含み、前記画像取り込み要素は、前
記ベースを前記頭皮の輪郭に沿わせた場合に前記頭皮の少なくとも一部の画像をキャプチ
ャするように構成される、請求項１に記載のデバイス。
【請求項７】
　発毛剤を保持するように構成された貯蔵部を前記ベース内にさらに含む、請求項１に記
載のデバイス。
【請求項８】
　前記ベースが、インダクティブ充電素子により充電されるように構成されたバッテリを
含む、請求項１に記載のデバイス。
【請求項９】
　前記ベースが、前記発光ダイオード及びレーザーダイオードの少なくとも一方の列の周
囲で実質的に水密であるシールを画成する、請求項１に記載のデバイス。
【請求項１０】
　前記ベースが長さを規定し、前記少なくとも１列の歯列並びに前記少なくとも１つの発
光ダイオード及びレーザーダイオードの列が前記ベースの実質的に全長におよぶ、請求項
１に記載のデバイス。
【請求項１１】
　前記少なくとも１列の歯列が、前記ベースを前記頭皮上の前記第１位置から前記頭皮の
前記第２位置へと移動させる場合に前記頭皮の前記毛髪を分けるように構成される、請求
項１に記載のデバイス。
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【請求項１２】
　該少なくとも１列の発光ダイオード及びレーザーダイオードが発光ダイオードを含み、
前記発光ダイオードが、少なくとも１つの６１０～６９０ｎｍ、４００～５００ｎｍ、８
００～９００ｎｍ及び１０００～１２００ｎｍの波長範囲の光を発するように構成される
、請求項１に記載のデバイス。
【請求項１３】
　頭皮の輪郭に沿うように構成されたベースであって、内部及び内面を含み、２０ｍｍ～
１２０ｍｍの幅を有するベースと、
　前記内面に連結された少なくとも２列の歯列であって、前記少なくとも２列の歯列の各
歯は、前記ベースを前記頭皮の輪郭に沿わせると前記頭皮に押し付けられ、各歯は、前記
少なくとも２列の歯列を前記頭皮に押し付けた場合に毛髪を分けるように構成される少な
くとも２列の歯列と、
　前記内部の前記少なくとも２列の歯列の間に配置されたレーザーダイオードの列と、
　前記ベースと通信し且つ前記ベースから離れており、前記レーザーダイオードの列をア
クティブにするように構成されたコントロールユニットとを備える、毛髪を有するヒトの
頭皮で使用するための発毛システム。
【請求項１４】
　前記ベースに連結された近接センサをさらに含み、前記近接センサは、ユーザの頭皮が
前記近接センサから既定の距離をおいて離れた場合に前記レーザーダイオードの列を自動
的にアクティブにする及び前記コントロールユニットによる前記レーザーダイオードの列
のアクティブ化を可能にすることの少なくとも一方を行うように構成される、請求項１３
に記載のシステム。
【請求項１５】
　前記ベースに連結された画像取り込み要素をさらに含み、前記画像取り込み要素は、前
記ベースを前記頭皮の輪郭に沿わせた場合に１枚以上の頭皮の画像をキャプチャするよう
に構成される、請求項１３に記載のシステム。
【請求項１６】
　前記コントロールユニットが、前記ベースの使用頻度、前記ベースの１回の使用時間及
びキャプチャした前記１枚以上の頭皮の画像の少なくとも１つに基づいて発毛の度合いを
判断するように構成されたプロセッサを含む、請求項１３に記載のシステム。
【請求項１７】
　前記コントロールユニットが、前記１枚以上の頭皮の画像をまとめ、実質的に頭皮全体
が前記レーザーダイオードの列から発せられた光に曝露されたか否かを判断するように構
成されたプロセッサを含む、請求項１３に記載のシステム。
【請求項１８】
　前記ベースが、発毛剤を蓄えるように構成された貯蔵部を含み、前記コントロールユニ
ットが前記貯蔵部と通信し且つ前記貯蔵部から流体を分注するように構成される、請求項
１３に記載のシステム。
【請求項１９】
　前記ベースが加速度計を含み、前記加速度計が前記コントロールユニットと通信し、前
記コントロールユニットが、前記ベースが前記頭皮をあちこち移動する速度を測定するよ
うに構成される、請求項１３に記載のシステム。
【請求項２０】
　頭皮の輪郭に沿うように構成された可撓性で弓形のベースであって、内部及び内面を含
み、２０ｍｍ～１２０ｍｍの幅を有するベースと、
　前記内面に連結された少なくとも２列の歯列であって、前記少なくとも２列の歯列の各
歯は、前記ベースを前記頭皮の輪郭に沿わせると前記頭皮に押し付けられ、各歯は、前記
少なくとも２列の歯列を前記頭皮に押し付けた場合に毛髪を分けるように構成される少な
くとも２列の歯列と、
　前記内部の前記少なくとも２列の歯列の間に配置されたレーザーダイオードの列と、
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　前記ベースが、前記少なくとも２列の歯列と前記頭皮との接触を失うことなく前記頭皮
上の第１位置から前記頭皮の第２位置まで移動可能であり、
　前記少なくとも２列の歯列の少なくとも一方に連結された弾性要素であって、前記少な
くとも２列の歯列の一方を前記内面から離れた第１位置から前記内面に隣接した第２位置
へと移動し易くするように構成された弾性要素と、
　前記ベースに連結され、前記ベースを前記頭皮の輪郭に沿わせた場合に１枚以上の頭皮
の画像をキャプチャするように構成された画像取り込み要素と、
　前記ベースと通信し且つ前記ベースから離れたコントロールユニットであって、前記レ
ーザーダイオードの列をアクティブにするように構成され、前記コントロールユニットは
、
　キャプチャした前記１枚以上の頭皮の画像を比較し、毛穴の密度の度合いを判断し、且
つ、
　前記１枚以上の頭皮の画像をまとめ、実質的に前記頭皮全体が前記レーザーダイオード
の列から発せられた光に曝露されたか否かを判断するように構成されたプロセッサを含む
ものである、コントロールユニットとを備える、毛髪を有するヒトの頭皮で使用するため
の発毛システム。
【請求項２１】
　前記ベースが、前記少なくとも１列の歯列と前記頭皮との接触を失うことなく前記頭皮
上の第１位置から前記頭皮の第２位置へと移動可能である、請求項１に記載のデバイス。
【請求項２２】
　前記ベースが、前記少なくとも２列の歯列と前記頭皮との接触を失うことなく前記頭皮
上の第１位置から前記頭皮の第２位置へと移動可能である、請求項１３に記載のシステム
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、発毛を刺激するためのハンズフリー発光デバイスに関する。
【背景技術】
【０００２】
　抜け毛を治療する又は別の形で新しい毛髪の成長を刺激するためのレーザー照射コーム
及びヘルメットはこれまでにも考案されている。しかしながら、そのような装置では、治
療光を頭皮に照射できる角度及び／又は位置が１つであるか（例えば、光がユーザの既に
生えている毛髪により遮られる場合がある定置型ヘルメット）、装置を櫛のように頭皮の
上で移動させる際に頭皮のどの領域を治療したかをユーザが記憶している必要がある。ど
ちらの場合でも、確実に頭皮全体を光で治療し、ユーザの関与を限定するのは困難である
。
【０００３】
　ヘルメットから頭皮に向かってレーザーを照射するヘルメット型装置は、ハンズフリー
で頭皮の光治療を行えるようにと考案された。しかしながら、そのような装置は頭皮上で
あちこち動かせず、ユーザがヘルメットを着用した場合に頭皮又は毛髪を圧迫するだけで
ある。したがって、ヘルメット型装置には光が頭皮に到達するように既に生えているユー
ザの毛髪を分ける機構がなく、頭皮上のヘルメットが位置した場所にしか光を送れず、光
はユーザの毛髪により遮られる場合がある。
【発明の概要】
【０００４】
　本願では毛髪がある頭皮を有するヒトのための発光デバイスを提供し、このデバイスは
、頭皮の一部の輪郭に沿うように構成された可撓性で弓形のベースを含む。このベースは
２０ｍｍ～１２０ｍｍの幅を有し、内部及び内面を含む。少なくとも１列の歯列がこの内
面に連結され、この少なくとも１列の歯列の各歯は、ベースを頭皮の輪郭に沿わせると頭
皮に押し付けられる。各歯は、この少なくとも１列の歯列を頭皮に押し付けた場合に毛髪
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を分けるように構成される。発光ダイオード及びレーザーダイオードの少なくとも一方の
列が、この少なくとも１列の歯列に近接させてベースに連結される。
【０００５】
　別の実施形態において、毛髪を有するヒトの頭皮で使用するための発毛システムが含ま
れ、このシステムは、頭皮の輪郭に沿うように構成されたベースを含み、このベースは内
部及び内面を含み且つ２０ｍｍ～１２０ｍｍの幅を有する。少なくとも２列の歯列が内面
に連結され、この少なくとも２列の歯列の各歯は、ベースを頭皮の輪郭に沿わせると頭皮
に押し付けられる。各歯は、この少なくとも２列の歯列を頭皮に押し付けた場合に毛髪を
分けるように構成される。レーザーダイオードの列が、内部のこの少なくとも２列の歯列
の間に配置される。コントロールユニットはベースと通信し且つベースから離れており、
このコントロールユニットはレーザーダイオードの列をアクティブにするように構成され
ている。
【０００６】
　さらに別の実施形態において、システムは、頭皮の輪郭に沿うように構成された可撓性
で弓形のベースを含み、このベースは内部及び内面を含み且つ２０ｍｍ～１２０ｍｍの幅
を有する。少なくとも２列の歯列がこの内面に連結され、この少なくとも２列の歯列の各
歯は、ベースを頭皮の輪郭に沿わせると頭皮に押し付けられる。各歯は、この少なくとも
２列の歯列を頭皮に押し付けた場合に毛髪を分けるように構成される。レーザーダイオー
ドの列が、内部のこの少なくとも２列の歯列の間に配置される。ベースは、頭皮上の第１
位置から頭皮の第２位置まで、この少なくとも２列の歯列の頭皮との接触を失うことなく
移動可能である。弾性要素がこの少なくとも２列の歯列の少なくとも一方に連結され、こ
の弾性要素はこの少なくとも２列の歯列の一方を内面から離れた第１位置から内面に隣接
した第２位置へと移動し易くするように構成される。画像取り込み要素がベースに連結さ
れ、この画像取り込み要素は、ベースを頭皮の輪郭に沿わせた場合に１枚以上の頭皮の画
像をキャプチャするように構成される。ベースと通信し且つベースから離れているコント
ロールユニットが含まれ、このコントロールユニットはレーザーダイオードの列をアクテ
ィブにするように構成されている。コントロールユニットは、キャプチャした１枚以上の
頭皮の画像を比較し、毛穴の密度の度合いを判断し、１枚以上の頭皮の画像をまとめ、実
質的に頭皮全体がレーザーダイオードの列から発せられた光に曝露されたか否かを判断す
るように構成されたプロセッサを含む。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
　以下の詳細な説明を添付の図面と共に参照することで、本発明をより完全に理解し、そ
の付随する利点及び特徴をより速やかに理解するだろう。
【図１】図１Ａは本願の原理にしたがって構築したハンズフリー発光デバイスの正面図で
ある。図１Ｂは図１Ａに示す発光デバイスの上面図である。図１Ｃは図１Ａに示す発光デ
バイスの側面図である。
【図２】図２Ａは図１Ａに示す発光デバイスの実施形態の側面及び裏返しにした面の図で
ある。図２Ｂは図１Ａに示す発光デバイスの実施形態の側面及び裏返しにした面の図であ
る。図２Ｃは図１Ａに示す発光デバイスの実施形態の側面及び裏返しにした面の図である
。
【図３】図１Ａに示すデバイスのベースに連結された２列の歯のコンポーネント側方斜視
図である。
【図４】図４Ａは図２Ａに示す発光デバイスの実施形態の裏返しにした面の側面図である
。図４Ｂは図２Ｂに示す発光デバイスの実施形態の裏返しにした面の側面図である。図４
Ｃは図２Ｃに示す発光デバイスの実施形態の裏返しにした面の側面図である。
【図５】図５Ａは図１Ａに示す発光デバイスの実施形態の側面図である。図５Ｂは図１Ａ
に示す発光デバイスの実施形態の内側の側方斜視図である。
【図６】本願の原理にしたがって構築した発光デバイスの別の実施形態の側方斜視図であ
る。
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【図７】ユーザの頭部周りに配置され、携帯用電子デバイスと通信している、本願の原理
にしたがって構築した発光デバイスの別の実施形態の側方斜視図である。
【図８】１列の歯を備えた図７に示す実施形態の側方斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　本明細書で用いる関係を表す語、例えば「第１」及び「第２」、「上」及び「下」、「
前面及び後面」等は、１つの実体又は要素を別の実体又は要素から、そのような実体又は
要素間のいかなる物理的又は論理的関係性又は順序も必ずしも必要とする又は含意するこ
となく区別するためだけに使用し得る。
【０００９】
　ここで図面を参照するが、同様の参照符号は同様の要素を指し、図１Ａ～１Ｃに、本願
の原理にしたがって構築し且つ概して「１０」で示した例示的なハンズフリー発光デバイ
スを示す。デバイス１０は、ポリカーボネート等の剛性材料並びに／又は他の伸縮性及び
弾性の材料、例えば熱可塑性ポリウレタン、あるいは金属及び合金から構築し得る。特に
、デバイス１０は、実質的に弓形又は半円形の外形へと偏る細長いベース１２を含み得る
。特に、ベース１２は、ユーザの２つの耳の間に延びる、ヒトの頭皮の上部と実質的に同
じ弧に成形された弾性材料から構成される外面１４を含み得る。ベース１２は、ユーザの
左耳のすぐ上の位置から頭皮を越えて延びてユーザの右耳すぐ近くの位置で終端し得る。
例示的な構成において、ベース１２の長さは約１７５～２４０ｍｍであり、ベースの幅は
約２０～１２０ｍｍである。ベース１２は、その幅に沿って傾斜した又は湾曲した面を画
成し得る。例えば、図１Ｃに示すように、ベース１２は、ユーザの頭皮の前面からユーザ
頭皮の後面へ延びながら最大高さ約１４０ｍｍまで高さが増大し、次に頭皮の後部に向か
って延びながら高さが減少し得る。ユーザの頭皮にベース１２の輪郭がぴったり沿い易く
するためにベース１２がその幅又は長さに沿って任意の傾斜を画成し得ることが考えられ
る。例えば、ベース１２は、サイズが異なる頭皮に対応するようにベース１２の全長を調
節するように構成された延長要素（図示せず）を含み得る。この延長要素は、例えば、必
要に応じてベース１２の長さを伸長するためにベースの内部に配置される入れ子式の部材
又は弾性、伸縮性の部材とし得る。
【００１０】
　ベース１２は、ベース１２の長さの少なくとも一部及び一構成においてはベース１２の
実質的に全長に延びるパワーパネル１６を含み得る。図１Ａ～１Ｃに示す実施形態におい
て、パワーパネル１６はベース１２の幅のほぼ中心に位置し且つベース１２の残りの部分
とは異なる色で識別可能となり得る。ベース１２は、パワーパネル１６を受け入れるよう
にサイズ設計された凹部（図示せず）を画成し得る。一実施形態において、パワーパネル
１６は、モジュール式であり得るように凹部内でベース１２に着脱自在に取り付け可能で
ある。特に、パワーパネル１６を接続するために、パワーパネル１６をベース１２に簡単
にパチンと嵌め込み及び取り外しできる。他の実施形態において、パワーパネル１６は恒
久的にベース１２に取り付けられる。パワーパネル１６は、後に詳述するデバイス１０の
様々な電動の構成要素と通じる再充電可能なバッテリ（図示せず）、例えばリチウムイオ
ンバッテリ又は再充電ができないバッテリ、ＯＮ／ＯＦＦ電源スイッチ１８、タイマー２
０及び振動調節アクチュエータ（図示せず）を含み得る。
【００１１】
　ここで図１Ａ及び２Ａ～２Ｃを参照するが、デバイス１０は、ベース１２の内面２６上
に配置された複数の歯２２及び複数のダイオード２４を含み得る。この複数の歯２２は弾
性又は剛性の材料、例えばポリウレタン又はポリカーボネートから構成し得て、頭皮に対
して非侵襲性であるように画成されている尖っていない縁が、上記内面２６であって、ユ
ーザの頭皮上に位置する及び／又はユーザの頭皮を横切って移動する。例示的な構成にお
いて、この複数の歯２２のそれぞれは、内面２６から遠ざかるにつれて内側へと幅が先細
りする。複数の歯２２は、内面２６に沿って１列以上配列し得る。例えば、図２Ａに示す
ように、複数の歯２２は、内面２６に沿って３つの実質的に直線状の歯列２８に配列され
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る。この歯列２８は実質的に互いに平行、また隣接する歯列２８から実質的に等距離にな
り得る。図２Ａに示す構成において、歯列２８の各歯２２は隣接する歯２２から約７ｍｍ
離間され、またベース１２の内面２６の実質的に全長におよぶ。ベース１２をユーザの頭
皮上で動かしながらユーザの毛髪が分けられるように又はベース１２がユーザの頭皮の特
定の部位で静止している間、毛髪を分けるように各歯２２を構成し得る。例えば、ベース
１２は、各歯２２をユーザの頭皮及び／又は毛髪と接触させたまま、前面から後面へ又は
後面から前面へ、ユーザの頭皮上の所望の治療領域までユーザの頭皮であちこち枢動させ
得る。枢動点は、耳に近いベース１２の端部であり得る。ベース１２を所望の位置までユ
ーザの頭皮の上で移動させるとき、ユーザの毛髪が歯２２により押さえつけられ又はそう
でなければ分けられ、ユーザの頭皮を治療するための、ダイオード２４から発せられる光
のための実質的に遮られない経路が少なくとも得られる。
【００１２】
　ここで図３を参照するが、列２８の１つ以上は、内面２６及び列２８に近接させて位置
することが可能な弾性要素２９をさらに含み得る。バネ又は伸縮性材料であり得る弾性要
素２９は、各列２８を内面２６から離れた第１位置から内面２６に隣接した第２位置へと
移動し易くし得る。特に、列２８をベース１２に連結する場合、弾性要素２９は内面と列
２８との間に、例えば列２８から遠ざかる方向に延びる突起部として配置される。ユーザ
がベース１２を頭皮上に置くと、弾性要素２９は内面２６に押し付けられ得て、これによ
り力を加えた場所で各列２８を屈曲させ、これが頭皮に心地良く成り得る及び／又は列２
８を頭皮により良好にフィットさせ得る。
【００１３】
　ここで図２Ａ～２Ｃを再度参照するが、各歯列２８を約３０ｍｍ、例えば１０ｍｍ～５
０ｍｍの範囲で隣接する歯列２８から離間することでダイオード２４を特定の配列にし得
る。例えば、図２Ａに示すように、ダイオード２４を、歯列２８と同様のダイオード列３
０に配列し得る。図２Ａに示す構成において、任意の光波長又は光波長の組み合わせ（例
えば、多色光）のレーザー又は発光ダイオードであり得る各ダイオード２４、２つのダイ
オード列３０は、２列の歯列２８の間に配置し得て、ダイオード列３０は合計４つとなる
。１つのダイオード列３０はレーザー光を発し得る一方、別のダイオード列は白色光又は
特定の波長、例えば黄色、緑、赤、青、赤外線並びに波長約６１０～６９０ｎｍ、４００
～５００ｎｍ、８００～９００ｎｍ及び１０００～１２００ｎｍの光を発し得る。例えば
、１つのダイオード列３０は波長６１０～６９０ｎｍの光を発するダイオード２４を含み
得て、別のダイオード列３０は波長１０００～１２００ｎｍの光を発するダイオード２４
を含み得る。あるいは、全てのダイオード２４が第１波長で発光し得て、また第１波長と
は異なる第２波長で発光するように構成されたダイオード２４又はダイオード列３０との
モジュール式とし得る。
【００１４】
　図２Ａに示す構成において、各ダイオード列３０は他の全てのダイオード列３０に実質
的に平行であり且つ隣接するダイオード列３０及び／又は他の全てのダイオード列３０か
ら長手方向にずれ得る。例えば、図２Ａに４つのダイオード列３０を備えたデバイス１０
の構成を示すが、各列は２２個のダイオードを有し、ダイオード２４の合計は８２個とな
る。ダイオード２４は、各ダイオード２４が各及び他の全てのダイオード２４とは異なる
垂直方向及び／又は水平方向の向きを有し、各ダイオード２４は頭皮の異なる領域をター
ゲットとするように位置し得る。他の構成においては、１列の歯列２８を任意の水平位置
に沿って含め、ダイオード２４を、列２８及びダイオードが互いに実質的に平行になるよ
うにこの列２８の片側又は両側に列３０状に配置し得る。ただし、いずれの構成及び配置
の列３０及び１つ以上の列２８も考えられる。
【００１５】
　図２Ｂに示す構成において、２つのダイオード列３０は２列の歯列２８間に配置し得て
、ダイオード列３０の合計は４つである。しかしながら、ダイオード２４の数の半分を各
ダイオード列３０に含める。特に、各ダイオード列３０において、図２Ａでは１つのダイ
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オード列３０につき２２個のダイオードであったのに対し、１１個のダイオードが含まれ
る。図２Ｂに示す構成を達成するために、図２Ａに示すパワーパネル１６を図２Ｂに示す
パワーパネル１６で置き換え得て、あるいは、ダイオード２４が１つ置きに非アクティブ
となるように、パワーパネル１６に任意でプログラムされた特定の治療のために、ユーザ
はダイオード２４を非アクティブにし得る。あるいは、非アクティブにしたダイオード２
４を小さな突起物又は他の非電気材料に置き換えてアクティブなダイオード２４を互いに
離間し得る。図２Ｂと同様に、図２Ｃに示す構成は１１個のダイオードの４つのダイオー
ド列３０を含み、各ダイオード列３０のダイオード２４の半分は非アクティブにされてい
る。特に、各ダイオード列３０は、アクティブにした１１個の連続したダイオード２４と
それに続く１１個の連続した非アクティブにしたダイオード２４又は他の非電気材料を含
む。図２Ｃに示すように、各ダイオード列３０は、隣接するダイオード列３０とは反対の
構成のアクティブにしたダイオード２４を含む。
【００１６】
　ここで図４Ａ～４Ｃ、５Ａ～Ｂ及び図６を参照するが、歯列２８はベース１２により画
成されるチャネル３２に配置し得る。特に、各歯２２は、各歯列２８が弓形の外形を描く
ように内面２６から遠ざかる方向にチャネル３２から延び得る。レーザー光又は非レーザ
ー光のビームを頭皮に照射する際に各ダイオード２４から発せられる光が実質的に遮られ
ないようにするために、各ダイオード２４は、少なくとも２つの歯２２の間に位置する。
あるいは、チャネル３２は含めなくてもよく、各歯２２の基部側の端部は対応するダイオ
ード２４に対して実質的に平坦になり得る。あるいは、各ダイオード２４及び各ダイオー
ド列３０は歯列２８より窪み得る。例えば、各ダイオード２４は、ベース１２の内部に例
えば透明カバーにより封入し得て、この透明カバーは、内面２６を滑らかに保ちながら各
ダイオード２４からの光の放出を可能にする。そのような構成において、ベースは、水が
内部に入り込んでダイオード２４にダメージを与えないように水密性又は実質的に水密性
であり得る。
【００１７】
　図７に示す構成においては、２列の歯列２８が内面２６上に配置される。図８において
は、１列の歯列２８がダイオード列３０に隣接して含まれ、ダイオード列３０のどちら側
にもなり得る。どちらの構成においても、各歯列２８は、ベース１２を頭皮上であちこち
動かす及び枢動させるときユーザの毛髪を分けるように構成される。図７に示す構成にお
いて、歯列２８は、実質的に２列の歯列２８の間の幅全体におよび且つ実質的にベース１
２の長さ全体におよぶ１つのチャネル３２を形成する内面２６の縁の近くに配置される。
チャネル３２には、チャネル３２内でロック係合可能なモジュール式のバンド３４を着脱
自在に挿入可能であり得る。バンド３４はチャネル３２内にスナップ嵌めし得て、またチ
ャネル３２内に挿入した場合にパワーパネル１６と電気的に通信し得る。バンド３４には
複数のダイオード２４及び列３０が取り付けられ、任意のパターン及び任意の数の列３０
に配列し得る。例えば、図７の実施形態には４つの列３０が含まれる。他のバンド３４を
チャネル３２内にスナップ嵌めして特定のダイオード２４構成（上述したように各ダイオ
ードは特定の波長範囲の光を放ち得る）にすることも考えられる。そのような構成におい
て、モジュール式のバンド３４は内面２６内で水密シールを形成し得る。
【００１８】
　上記の実施形態のいずれかの例示的な使用方法において、ユーザは内面２６を頭皮の前
面部の上に置き、後に詳述するように、デバイス１０をＯＮスイッチ１８で又は遠隔的に
アクティベートし、ＯＮスイッチは、既定の治療時間からカウントダウンするタイマー２
０をアクティベートする。例えば、ダイオード列３０を３分間又は任意の時間にわたって
アクティブにしてからスイッチを切り得る。この３分間の間、歯列２８は、毛髪を分けや
すくする及び／又は頭皮を優しくマッサージするために振動し得る。特定の構成において
、歯２２もユーザの毛髪もダイオード２４から放たれる光の経路を遮らない。既定の時間
の経過後、アラートが鳴り、ユーザに既定の時間が終了したことを示し得る。次に、ユー
ザはデバイス１０を頭皮の別の向き、例えば頭皮の前面、（図６に示すような）頭皮の中
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央又は頭皮の背面へと枢動させて又はそうでなければ移動させ、毛髪が歯２２により分け
られて遮られない又は実質的に遮られないダイオード２４から頭皮への光路が形成され得
るようにデバイス１０を頭皮から外すことなく及び／又は歯２２の頭皮若しくは毛髪との
接触を失うことなく追加の既定の時間にわたって治療を継続し得る。特に、ユーザはベー
ス１２を頭皮の中心に近い第１位置から頭皮の前面若しくは背面に近い第２位置へと、ベ
ース１２を頭皮に押し付けた状態から外すことなくシフトさせ得る。
【００１９】
　引き続き図６を参照するが、デバイス１０、特にパネル１６は、デバイス１０をアクテ
ィベート及び制御し且つ任意でデバイス１０に関連した治療をモニタするように構成され
たコントロールユニット３６と通信し得る。コントロールユニット３６は、デバイス１０
と通信するように構成された、無線送信機を備えた時計、例えばＡｐｐｌｅ　Ｗａｔｃｈ
（登録商標）又はスマートフォン、タブレットコンピュータ又はコンピュータで動くアプ
リケーションソフトウェアであり得る。特に、デバイス１０は、コントロールユニット３
６から受信した様々なコマンドを処理するように構成された、ベース１２内のプロセッサ
４０と通信する無線送受信器３８を含み得る。例えば、スマートフォン、例えばｉＰｈｏ
ｎｅ（登録商標）は、ユーザが操作してデバイス１０の電源をＯＮ／ＯＦＦにし、ダイオ
ード２４をアクティブにし、デバイスのタイマーをＯＮ／ＯＦＦにし、歯列２８をＯＮ／
ＯＦＦにし、ベース１２に連結された画像取り込み要素４２をアクティベートし、流体を
ベース１２から分注できるように構成されたアプリケーションを有し得る。特定の構成に
おいて、内面２６に連結されたカメラであり得る画像取り込み要素４２は、ベース１２を
ユーザの頭皮上に配置した又はそうでなければ頭皮の輪郭に添わせた場合に頭皮の一部を
画像化するように構成し得る。画像取り込み要素４２は、内面２６から離れて突き出ない
ように内面２６と実質的に平坦となり得る。あるいは、この画像取り込み要素４２は内面
から離れて突き出得て、またジンバル又は画像取り込み要素４２の多軸運動を可能にする
ように構成された構造体上に位置し得る。図示してはいないが、ベース１２は折り畳み可
能にもなり得る。例えば、ベース１２は、デバイス１０をユーザの頭皮上に据えた場合に
ユーザの耳に近いベースの一端又は両端近くに蝶番を含み得る。蝶番はベースの一部を少
なくとも９０度の角度まで折ってデバイス１０を平たくし、面上で自立させることを可能
にし得る。
【００２０】
　コントロールユニット３６内のソフトウェアアプリケーションは画像取り込み要素４２
と通信し得て、またデバイス１０をアクティベートした場合に自動的に又はユーザが手動
で、画像取り込み要素４２をアクティベートし得る。例示的な構成においては、ユーザが
デバイス１０を使用する時、画像取り込み装置４２は頭皮の一部の画像をキャプチャする
。次に、その頭皮画像を解析して、その画像化した部位における毛穴の平均密度及び／又
は発毛の度合いを判断する。ユーザがデバイス１０を使用してレーザー及び／又は光ダイ
オード２４で頭皮の治療を行うたびに、画像取り込み要素４２は治療した部位の画像をキ
ャプチャし、オーバータイムで比較する。オーバータイムで毛穴の密度の変化を計算し、
ユーザが治療の進捗具合をたどれるようにコントロールユニットのディスプレイ上に表示
する。例えば、画像取り込み要素４２がキャプチャした画像をまとめて、頭皮全体及び／
又は頭皮の所望の部位が光療法で治療されたか否か並びに頭皮全体又は頭皮のターゲット
部位として頭皮上での発毛の度合い／毛穴の密度を判断し得る。アプリケーションはさら
に、多数の因子に基づいて、毛穴の密度及び／又は発毛の度合いにおける変化を計算する
ように構成し得る。例えば、アプリケーションは、ベース１２の使用頻度、ベース１２の
１回の使用時間及びキャプチャした１枚以上の頭皮の画像の少なくとも１つに基づいて、
発毛の度合い及び／又は毛穴の密度を相関させるアルゴリズムを含み得る。ユーザはさら
に、進捗具合を経時的にたどってより長い治療時間又は異なる光強度を必要とし得る頭皮
の領域を割り出し可能になり得る。ベース１２はさらに、発毛剤を蓄えるように構成され
た貯蔵部４６を含み得る。コントロールユニット３６は貯蔵部４６と通信し得て、また貯
蔵部４６と流体連通しているベース１２の開口部を通して又は１つ以上の歯２２を通して
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貯蔵部４６から流体を分注するように構成し得て、歯２２は貯蔵部４６と連通した開口部
をそのそれぞれの遠位端に有し得る。
【００２１】
　さらに、ユーザデータをアプリケーションに保存し得て、またこのデータに基づいてユ
ーザプロファイルを生成し得るため、複数のユーザがこのデバイス１０を使用し得て、ま
たユーザ専用の治療プログラムをユーザの個別のニーズに合わせ得る。例えば、アルゴリ
ズムが、特定のユーザについて、治療時間を頭頂部近くで前面又は背面より長くする必要
があると判断し、その特定の領域での発毛をターゲットにした治療プログラムを開始し得
る。デバイス１０を所望の速度で頭皮上であちこち動かす又はそうでなければ枢動させる
ことをさらに判断するために、ベース１２は、デバイスが移動する速度及び／又は加速を
記録するプロセッサ４０と通信する加速度計４４を含み得る。デバイスを既定の速度より
速く又は遅く移動させると、ユーザの毛髪を歯列２８で分ける速度を上げる又は下げるた
めにデバイスが振動し得る又はそうでなければデバイスからの音を通してユーザに警告し
得る又はスマートフォン３６から警告し得る。
【００２２】
　当業者ならば、本発明が本明細書でこれまで具体的に図示及び説明してきたものに限定
されないことがわかる。加えて、但し書きがない限り、添付の図面は全て縮尺通りではな
いことに留意すべきである。以下の請求項によってのみ限定される本発明の範囲及び趣旨
から逸脱することなく、上記の教示を踏まえて多種多様な改変及び変化形が可能である。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】
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