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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被洗髪者の頭部が挿入されるシンクと、
　前記シンク内に設けられ、被洗髪者の頭部および髪に向けて洗浄水を噴射するノズルと
、
　洗浄水を前記ノズルへ送り出すために、前記シンクの下方に配置された送水機構と、
　前記送水機構の手前側に配置され、前記送水機構により汲み出される洗浄水を溜めてお
くための貯湯タンクと、
　前記貯湯タンクの手前側に配置され、制御基板などの電気部品を収容する電気部品ボッ
クスと、
　前記シンクを保持するとともに、前記シンクの下方に配置された前記送水機構、前記送
水機構の手前側に配置された貯湯タンクおよび前記貯湯タンクの手前側に配置された電気
部品ボックスを保持するシンク保持部と、
　被洗髪者が座るための椅子と、
　前記椅子を保持する椅子保持部と、
を備え、
　前記シンク保持部を所定の設置位置へ設置した後、前記シンク保持部の手前から後方へ
と前記椅子保持部をスライドさせて、前記椅子保持部が前記シンク保持部における前記電
気部品ボックスおよび前記貯湯タンクを外側から覆うようにシンク保持部に嵌め合わせる
ことにより、前記シンク保持部および前記椅子保持部の設置が行われる構成であり、
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　嵌め合わされた状態で、前記電気部品ボックスは前記椅子の下方に配置されることを特
徴とする自動洗髪機。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、温水、シャンプー液が混ざった温水、トリートメント液が混ざった温水などの
洗浄水を被洗髪者の頭部および髪に噴射して自動洗髪を実行可能な自動洗髪機に関する。
【０００２】
【従来の技術】
洗浄水（温水、シャンプー液が混ざった温水、トリートメント液が混ざった温水など）を
被洗髪者の頭部および髪に噴射して自動洗髪を実行可能な自動洗髪機が知られている。か
かる自動洗髪機は、例えば美容院などで利用されていて、良好に洗髪が行えるものとして
顧客に好評を博している。
自動洗髪機は、例えば、洗髪者の頭部を挿入するための上方が開放されたシンクを有して
いる。通常、自動洗髪機に隣接して、被洗髪者が座るための椅子が、その背もたれを自動
洗髪機側にして設置される。洗髪を行う際には、被洗髪者が椅子に座った状態から背もた
れを後方に倒すことにより、被洗髪者が仰向けとなった状態で、その頭部がシンク内に挿
入される。
【０００３】
従来より、被洗髪者が座るための椅子としては、自動洗髪機とは別個に設けられた汎用の
椅子が用いられている。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
美容院の中には、店の雰囲気を重要視して、デザイン性の優れた自動洗髪機を望む場合が
多い。
しかしながら、汎用の椅子を別個に配置した場合、自動洗髪機との一体感がなく、デザイ
ン性に乏しいという問題があった。
本発明は、かかる背景のもとでなされたもので、被洗髪者が座るための椅子との一体感が
ある自動洗髪機を提供することを目的とする。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成するための請求項１記載の発明は、被洗髪者の頭部が挿入されるシンク
と、前記シンク内に設けられ、被洗髪者の頭部および髪に向けて洗浄水を噴射するノズル
と、洗浄水を前記ノズルへ送り出すために、前記シンクの下方に配置された送水機構と、
前記送水機構の手前側に配置され、前記送水機構により汲み出される洗浄水を溜めておく
ための貯湯タンクと、前記貯湯タンクの手前側に配置され、制御基板などの電気部品を収
容する電気部品ボックスと、前記シンクを保持するとともに、前記シンクの下方に配置さ
れた前記送水機構、前記送水機構の手前側に配置された貯湯タンクおよび前記貯湯タンク
の手前側に配置された電気部品ボックスを保持するシンク保持部と、被洗髪者が座るため
の椅子と、前記椅子を保持する椅子保持部と、を備え、前記シンク保持部を所定の設置位
置へ設置した後、前記シンク保持部の手前から後方へと前記椅子保持部をスライドさせて
、前記椅子保持部が前記シンク保持部における前記電気部品ボックスおよび前記貯湯タン
クを外側から覆うようにシンク保持部に嵌め合わせることにより、前記シンク保持部およ
び前記椅子保持部の設置が行われる構成であり、嵌め合わされた状態で、前記電気部品ボ
ックスは前記椅子の下方に配置されることを特徴とする自動洗髪機である。
【００２０】
【発明の実施の形態】
以下には、図面を参照して、本発明の実施形態について具体的に説明する。
図１は、本発明の第１実施形態に係る自動洗髪機１の内部構成を示す要部断面概略図であ
る。図１において、左側を前方、右側を後方として説明する。
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図１を参照して、この自動洗髪機１は、洗髪を行う際に被洗髪者Ｈが頭部を挿入するため
のシンク２を保持するシンク保持部３と、このシンク保持部３の手前側に配置され、被洗
髪者Ｈが座るための椅子４を保持する椅子保持部５とを含む。シンク２とシンク保持部３
とは、洗髪を行うための洗髪処理部を構成しており、椅子４と椅子保持部５とは、洗髪時
に被洗髪者Ｈの体を受け止めるための座部を構成している。
【００２１】
シンク２は、例えば上方が開放された碗状の部材であって、その上縁の手前側には、被洗
髪者Ｈの首を載せるために滑らかに湾曲したネック台２Ａが形成されている。このシンク
２の上方は、後端部を中心に回動可能に設けられたフード７により覆うことができるよう
になっている。
シンク２内には、被洗髪者Ｈの頭部および髪に向けて洗浄水（温水、シャンプー液が混ざ
った温水、トリートメント液が混ざった温水など）を噴射するためのノズルリンク８が設
けられている。このノズルリンク８は、例えば略半円弧状に湾曲された管状の部材であっ
て、その一端部を中心に回動可能に取り付けられている。ノズルリンク８には、複数のノ
ズル（図示せず）が設けられていて、ノズルリンク８内に送られてきた洗浄水は、これら
複数のノズルから噴射される。ノズルリンク８を回動させつつ、ノズルから洗浄水を噴射
させることにより、良好に洗髪を行うことができるようになっている。
【００２２】
また、シンク２の後側には、ハンドシャワー１６が配置されていて、オペレータ（美容院
の従業者など）は、このハンドシャワー１６を用いて手動で洗髪を行うことができるよう
になっている。この場合、フード７が前後方向に対して傾斜した方向に開いたり、後側に
開いた後、横方向に倒すことができるような構成とすれば、オペレータが後側から手動で
洗髪を行う際にフード７が邪魔になることがなく、洗髪を行いやすい。
【００２３】
シンク２の下方には、ノズルリンク８に向けて洗浄水を送るための送水機構９が配置され
ている。また、送水機構９の手前側には、洗浄水として用いる温水を貯めておくための貯
湯タンク１０が配置されている。この貯湯タンク１０に貯めておくための温水は、機外の
水道設備等に至る給水管１１を介して貯湯タンク１０内に送り込まれるようになっている
。
送水機構９には、貯湯タンク１０内に接続された接続管１２を介して温水を汲み込むため
のポンプ１３が含まれる。接続管１２の途中には、図示しないシャンプー容器やトリート
メント容器に収容されたシャンプー液およびトリートメント液が流入できるようになって
いて、これらのシャンプー液およびトリートメント液の流入量が適当に調節されることに
より、ポンプ１３には、そのとき使用すべき洗浄水が汲み込まれるようになっている。
【００２４】
ポンプ１３は、貯湯タンク１０側から接続管１２を介して汲み込んだ洗浄水を、ノズルリ
ンク８に至る送水管１４へと送り出す。このポンプ１３の動作を制御することにより、送
水管１４を介してノズルリンク８から被洗髪者Ｈの頭部および髪に噴射される洗浄水の勢
いを調節できるようになっている。
また、送水管１４の途中には、複数の電磁弁を有する電磁弁装置１５が設けられている。
この電磁弁装置１５の各電磁弁の開閉を適当に調節することにより、ノズルリンク８の複
数のノズルのうち所望のノズルから洗浄水を噴射させることができるようになっている。
【００２５】
シンク２の底面には、ノズルリンク８から噴射された洗浄水やハンドシャワー１６から放
水された水を排出するための排水口２Ｂが形成されている。この排水口２Ｂは、逆流を防
止するための排水トラップ１７を介して排水管１８に接続されており、シンク２内から排
出された水は、排水管１８を通って機外に排水されるようになっている。
シンク２の周面壁の手前側には、洗髪中に被洗髪者Ｈの首とネック台２Ａとの隙間を通っ
てシンク２外に洗浄水が漏れ出した場合にその洗浄水を受けるための漏水受け部１９が設
けられている。この漏水受け部１９は、その底面が手前側に向かって低くなるように傾斜
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していて、その底面の最も低い位置には、排出口１９Ａが形成されている。
【００２６】
漏水受け部１９の排出口１９Ａの下方には、排出口１９Ａから排出された洗浄水を受ける
ためのドレンパン２１が配置されている。このドレンパン２１は、排水管１８に連通して
おり、漏水受け部１９から排出されてドレンパン２１に受けられた洗浄水は、排水管１８
を通って機外に排出されるようになっている。
また、貯湯タンク１０の上部には、当該貯湯タンク１０内に一定量以上の温水が供給され
た場合に、その一定量以上の温水をタンク１０外に排出するためのオーバーフロー排出口
１０Ａが形成されている。このオーバーフロー排出口１０Ａから排出された温水も、ドレ
ンパン２１に受けられて、排水管１８を通って機外に排出されるようになっている。
【００２７】
貯湯タンク１０の手前側には、当該自動洗髪機１における電気的構成に用いられる種々の
電気部品（例えば自動洗髪機１における制御を司る制御基板など）を収容する電気部品ボ
ックス２３が配置されている。このように、電気部品をシンク２から離れた位置に配置す
ることにより、電気部品に水がかかって漏電したり、電気部品が故障したりするのを防止
できる。
椅子４は、例えば軟らかくて弾力のある１枚の椅子部材で構成されていて、この椅子部材
が折り曲げられることにより、被洗髪者Ｈが腰を掛けるための腰掛け４Ａと、この腰掛け
４Ａに対して上方に折り曲げられて形成された背もたれ４Ｂと、腰掛け４Ａに対して背も
たれ４Ｂと反対側が下方に折り曲げられて形成されたレッグレスト４Ｃとが構成されてい
る。ただし、腰掛け４Ａ、背もたれ４Ｂおよびレッグレストは４Ｃは、別個に独立して設
けられていてもよいし、レッグレスト４Ｃを有しない構成であってもよい。
【００２８】
椅子４は、その背もたれ４Ｂをシンク２側にして配置されており、洗髪を行う際は、まず
、被洗髪者Ｈがシンク２に対して背を向けた状態で椅子４に座ることになる。初期状態で
は、腰掛け４Ａの延びる方向（ほぼ水平方向）に対する背もたれ４Ｂの傾斜角度θは、例
えば５５°に設定されている。フード７を後側に回動させてシンク２の上方を解放させた
状態で、背もたれ４Ｂを例えば傾斜角度θが３５°になるまで後側に倒すことにより、被
洗髪者Ｈが仰向けとなり、首をネック台２Ａに載せた状態で頭部がシンク２内に挿入され
る。
【００２９】
被洗髪者Ｈの頭部がシンク２内に挿入された後、フード７が閉められることにより、被洗
髪者Ｈは顔面が外部に露出した状態となる。その後、例えばレッグレスト４Ｃが上方に回
動されることにより、被洗髪者Ｈの足（膝下から足首までの部分）がレッグレスト４Ｃで
支持される。これにより、被洗髪者Ｈは、足を伸ばした楽な姿勢で洗髪を行うことができ
るようになっている（図６参照）。
椅子４の腰掛け４Ａの下方には、椅子４自体の前後方向の位置、腰掛け４Ａの高さ、背も
たれ４Ｂの傾斜角度θ、およびレッグレスト４Ｃの傾斜角度などを調節するための椅子調
節機構２４が配置されている。この椅子調節機構２４は、例えば油圧式の駆動機構であっ
て、アクチュエータとしての油圧シリンダ２５、油圧シリンダ２５に供給する作動油を収
容する油圧タンク２６、および油圧タンク２６内の作動油を油圧シリンダ２５に送り込む
ための油圧ポンプ２７とを含む。ただし、椅子調節機構２４は、油圧式のものに限らず、
例えば電動式のものであってもよい。
【００３０】
本実施形態の特徴は、シンク２を保持するシンク保持部３と、椅子４を保持する椅子保持
部５とが着脱可能になっている点にある。
図２は、シンク保持部３と椅子保持部５とを取り外した状態を示す側面図である。
図２を参照して、シンク保持部３は、シンク２の他に、送水機構９、貯湯タンク１０、電
気部品ボックス２３およびドレンパン２１を保持している。一方、椅子保持部５は、椅子
４の他に、椅子調節機構２４を保持している。また、シンク保持部３および椅子保持部５
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は、それぞれ４本の脚部２８、２９で支えられている（図２では、それぞれ２本ずつ見え
ている）。
【００３１】
シンク保持部３と椅子保持部５とを取り付ける際は、まず、シンク保持部３を所定の設置
位置に設置した後、シンク保持部３の手前側から後方へと椅子保持部５をスライドさせる
ことにより、シンク保持部３の各部（送水機構９、貯湯タンク１０、電気部品ボックス２
３およびドレンパン２１）を外側から覆うように椅子保持部５がシンク保持部３に嵌め合
わされる。
椅子保持部５をシンク保持部３に嵌め合わせた後、例えば図示しない固定具を用いてシン
ク保持部３と椅子保持部５とを連結することにより、椅子保持部３とシンク保持部５とが
互いに位置決めされ、シンク２および椅子４が互いに一定の相対位置で近接配置されるよ
うになっている（図１参照）。図１に示すように、椅子保持部５をシンク保持部３に取り
付けた状態では、電気部品ボックス２３が椅子調節機構２４の下方のスペースに収容され
るようになっている。
【００３２】
椅子保持部５の右側面（図２における手前側の面）の後側上部には、当該自動洗髪機１に
おける運転を開始させたり、その他各種設定を行うための操作パネル３０が配置されてい
る。このように、操作パネル３０は、洗髪中の被洗髪者Ｈの手が届かない位置に配置され
ていて、オペレータが当該自動洗髪機１の後方右側（シンク２の右側）に立って、操作パ
ネル３０を操作することにより、自動洗髪を行うことができるようになっている。
【００３３】
各脚部２８、２９は、例えばキャスターにより構成されていてもよい。特に、椅子保持部
５の脚部２９がキャスターにより構成されていれば、当該椅子保持部５をシンク保持部３
側にスライドさせて取り付ける際に比較的小さい力でスライドさせることができるので、
取付作業が容易になる。
図３は、シンク保持部３の外観を示す正面図である。
図３に示すように、シンク保持部３の底面はフレーム３Ａにより構成されていて、このフ
レーム３Ａの左右両側には、送水機構９の左右を覆うための側板３Ｂが取り付けられてい
る。貯湯タンク１０は、縦長の形状となっていて、ドレンパン２１は、貯湯タンク１０の
右側のスペースに配置されている。
【００３４】
フード７の下端縁の手前側には、被洗髪者Ｈの顔面を外部に露出させるための切欠き７Ａ
が形成されている。切欠き７Ａの縁には、被洗髪者Ｈの顔面の周囲に当接して洗髪時にシ
ンク２内の水が外部に飛び出すのを防ぐためのフェイスシール７Ｂが取り付けられている
。このフェイスシール７Ｂは、軟らかく可撓性のある材料で形成されていることが好まし
い。
図４は、椅子保持部５の外観を示す図であって、図４（ａ）は正面図、図４（ｂ）は背面
図をそれぞれ示している。
【００３５】
図４に示すように、椅子４の左右両側には、被洗髪者Ｈが腕を載せるためのアームレスト
６が設けられていて、これらのアームレスト６が椅子保持部５の左右側面を構成している
。
椅子保持部５の底面は、略コ字状に折り曲げられたフレーム５Ａにより構成されていて、
フレーム５Ａの両端に脚部２９が取り付けられている。フレーム５Ａと床面との間の空間
は、シンク保持部３を挿入するための挿入スペース３１となっていて、この挿入スペース
３１は、シンク保持部３を挿入した状態で、当該シンク保持部３とフレーム５Ａとの間に
例えば左右にそれぞれ５ｍｍ程度の隙間（嵌合隙間）ができるように余裕をもって形成さ
れている。
【００３６】
右側のアームレスト６の後側上部には、操作パネル３０を取り付ける位置に、傾斜面６Ａ
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が形成されている。この傾斜面６Ａに操作パネル３０が取り付けられることにより、操作
パネル３０が鉛直方向に対して所定角度（例えば３０°～６０°）だけ傾斜した状態とな
るので、当該自動洗髪機１の後方右側に立って操作を行うオペレータは、操作パネル３０
を操作しやすい。
図５は、シンク保持部３と椅子保持部５とを取り外した状態を示す平面図である。
【００３７】
図５に示すように、各アームレスト６は、フレーム３Ａに対して後方に突出した状態で取
り付けられている。したがって、椅子保持部５をシンク保持部３に取り付けるためにシン
ク保持部３側にスライドさせた場合、まず、左右のアームレスト６間の空間にシンク保持
部３が入り、椅子保持部５をさらにスライドさせることにより、フレーム３Ａに囲まれた
挿入スペース３１にシンク保持部３が入り込むようになっている。
【００３８】
　このように、本実施形態では、左右のアームレスト６が、椅子保持部５をシンク保持部
３側にスライドさせて取り付ける際のガイドの役割を果たしているので、椅子保持部５と
シンク保持部３との取り付けを容易に行うことができる。
　本実施形態のように、椅子保持部５をシンク保持部３に嵌め合わせるような構成とする
ことにより、シンク保持部３と椅子保持部５との一体感を向上できる。
【００３９】
図６は、この自動洗髪機１の組立後の使用態様を示す側面図である。
上述のように、シンク保持部３と椅子保持部５とは、互いに嵌め合わせるための隙間がで
きるように余裕をもって形成されているため、椅子保持部５をシンク保持部３に取り付け
た状態では、外部から隙間が見えて見栄えが悪い。
本実施形態では、シンク保持部３と椅子保持部５とを取り付けた状態でこれらの間に生じ
る隙間を隠すために、左右両側に外装パネル３２が取り付けられるようになっている（図
６では、右側の外装パネル３２だけが見えている）。これにより、シンク保持部３と椅子
保持部５との間の隙間が隠れるので、見栄えを良くすることができると共に、シンク保持
部３と椅子保持部５との一体感をさらに向上できる。
【００４０】
また、本実施形態では、シンク保持部３の背面３Ｃが、下方に向かうにつれて椅子４側に
近づくように傾斜した傾斜面となっていて、自動洗髪機１の後方下部に空きスペースＳが
形成されている。本実施形態では、電気部品ボックス２３が椅子４の下方に収容され、そ
の分シンク２の下方の機構（送水機構９や貯湯タンク１０など）が椅子４側（前方）に寄
せて配置されているので、空きスペースＳを十分に確保できる。この構成によれば、オペ
レータは、自動洗髪機１の後側から被洗髪者Ｈに対して手動で洗髪を行う場合、空きスペ
ースＳに足を入れることにより、被洗髪者Ｈにより近づくことができるので、洗髪を行い
やすい。
【００５２】
　本発明は、以上の実施形態の内容に限定されるものではなく、請求項記載の範囲内にお
いて種々の変更が可能である。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１実施形態に係る自動洗髪機の内部構成を示す要部断面概略図である
。
【図２】シンク保持部と椅子保持部とを取り外した状態を示す側面図である。
【図３】シンク保持部の外観を示す正面図である。
【図４】椅子保持部の外観を示す図である。
【図５】シンク保持部と椅子保持部とを取り外した状態を示す平面図である。
【図６】この自動洗髪機の組立後の使用態様を示す側面図である。
【符号の説明】
１、１０１、２０１　自動洗髪機
３　　シンク保持部
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３Ｃ　背面
４　　椅子
５　　椅子保持部
６　　アームレスト
１０　貯湯タンク
２１　ドレンパン
２３　電気部品ボックス
３０　操作パネル
１０２　フレーム
１０３　シンク保持台
１０５　椅子保持台
１０６Ｃ　背面
２０３　シンク保持部
２０３Ｃ　背面
２０５　椅子保持部
２０６　外装パネル
Ｈ　　被洗髪者
Ｓ　　空きスペース

【図１】 【図２】
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