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(57)【要約】
【課題】皮膚の好ましくない副作用を生じさせにくく、
かつ体毛の成長を抑制することができる体毛用光美容装
置を提供する。
【解決手段】体毛用光美容装置は、体毛用美容光を照射
する。体毛用美容光は、４００ｎｍ～７００ｎｍの波長
範囲における強度の積分値が７００ｎｍ～１２００ｎｍ
の波長範囲における強度の積分値よりも大きく、４００
ｎｍ～５００ｎｍの波長範囲における強度の積分値が５
００ｎｍ～６００ｎｍの波長範囲における強度の積分値
よりも小さい。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　体毛用美容光を照射する体毛用光美容装置であって、
　前記体毛用美容光は、４００ｎｍ～７００ｎｍの波長範囲における強度の積分値が７０
０ｎｍ～１２００ｎｍの波長範囲における強度の積分値よりも大きく、４００ｎｍ～５０
０ｎｍの波長範囲における強度の積分値が５００ｎｍ～６００ｎｍの波長範囲における強
度の積分値よりも小さい
　体毛用光美容装置。
【請求項２】
　前記体毛用美容光は、４００ｎｍ～７００ｎｍの波長範囲において複数のピークを有し
、５００ｎｍ～６００ｎｍの波長範囲において前記複数のピークのうちの最大のピークを
有する
　請求項１に記載の体毛用光美容装置。
【請求項３】
　前記体毛用美容光は、４００ｎｍ～７００ｎｍの波長範囲において複数のピークを有し
、４００ｎｍ～５００ｎｍの波長範囲において前記複数のピークのうちの最小のピークを
有する
　請求項１または２に記載の体毛用光美容装置。
【請求項４】
　前記体毛用光美容装置は、４００ｎｍ～４４０ｎｍの波長範囲を酸化ヘモグロビンの第
１吸光ピーク内部範囲と規定し、
　前記体毛用美容光は、前記第１吸光ピーク内部範囲においてピークを有していない
　請求項１～３のいずれか一項に記載の体毛用光美容装置。
【請求項５】
　前記体毛用光美容装置は、５３０ｎｍ～５７０ｎｍの波長範囲を酸化ヘモグロビンの第
２吸光ピーク内部範囲と規定し、
　前記体毛用美容光は、前記第２吸光ピーク内部範囲においてピークを有していない
　請求項１～４のいずれか一項に記載の体毛用光美容装置。
【請求項６】
　前記体毛用美容光は、０．２Ｊ／ｃｍ２～１．５Ｊ／ｃｍ２のエネルギー密度を有する
　請求項１～５のいずれか一項に記載の体毛用光美容装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、体毛用光美容装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１は、従来の体毛用光美容装置の一例を開示している。特許文献１の体毛用光
美容装置は、毛根部付近に光を照射する。光は、４００ｎｍ～６００ｎｍの波長範囲、お
よび０．０１～１（Ｊ／ｃｍ２）のエネルギー密度の範囲を有する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００８－２９８１１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本願発明者は、酸化ヘモグロビンおよびメラニンの吸光について検討した結果、皮膚の
好ましくない副作用を生じさせにくく、体毛の成長を抑制することが可能な光のスペクト
ルを見出した。一方、特許文献１は、段落［００１６］においてメラニンの吸光について
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開示しているが、皮膚の副作用および体毛の成長の抑制と、メラニンの吸光との関連性に
ついて詳細に検討していない。
【０００５】
　本発明は、以上の背景をもとに創作されたものであり、皮膚の好ましくない副作用を生
じさせにくく、かつ体毛の成長を抑制することができる体毛用光美容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】
【０００６】
　（１）本体毛用光美容装置の一形態は、次の事項を有する。体毛用光美容装置は、体毛
用美容光を照射し、前記体毛用美容光は、４００ｎｍ～７００ｎｍの波長範囲における強
度の積分値が７００ｎｍ～１２００ｎｍの波長範囲における強度の積分値よりも大きく、
４００ｎｍ～５００ｎｍの波長範囲における強度の積分値が５００ｎｍ～６００ｎｍの波
長範囲における強度の積分値よりも小さい。
【０００７】
　（２）上記毛用光美容装置の一形態は、次の事項を有する。前記体毛用美容光は、４０
０ｎｍ～７００ｎｍの波長範囲において複数のピークを有し、５００ｎｍ～６００ｎｍの
波長範囲において前記複数のピークのうちの最大のピークを有する。
【０００８】
　（３）上記毛用光美容装置の一形態は、次の事項を有する。前記体毛用美容光は、４０
０ｎｍ～７００ｎｍの波長範囲において複数のピークを有し、４００ｎｍ～５００ｎｍの
波長範囲において前記複数のピークのうちの最小のピークを有する。
【０００９】
　（４）上記毛用光美容装置の一形態は、次の事項を有する。前記体毛用光美容装置は、
４００ｎｍ～４４０ｎｍの波長範囲を酸化ヘモグロビンの第１吸光ピーク内部範囲と規定
し、前記体毛用美容光は、前記第１吸光ピーク内部範囲においてピークを有していない。
【００１０】
　（５）上記毛用光美容装置の一形態は、次の事項を有する。前記体毛用光美容装置は、
５３０ｎｍ～５７０ｎｍの波長範囲を酸化ヘモグロビンの第２吸光ピーク内部範囲と規定
し、前記体毛用美容光は、前記第２吸光ピーク内部範囲においてピークを有していない。
【００１１】
　（６）上記毛用光美容装置の一形態は、次の事項を有する。前記体毛用美容光は、０．
２Ｊ／ｃｍ２～１．５Ｊ／ｃｍ２のエネルギー密度を有する。
　本願発明者は、酸化ヘモグロビンの吸光スペクトルおよびメラニンの光の吸収率につい
て検討し、その結果から得られた知見に基づいて体毛用美容光を見出した。本願発明者は
、酸化ヘモグロビンおよびメラニンに関して得られた実験結果等を総合し、副作用抑制効
果および美容作用促進効果と体毛用美容光のスペクトルとの関係を以下のとおりまとめた
。なお、副作用抑制効果は、皮膚の好ましくない副作用を生じさせにくくする効果を示す
。美容作用促進効果は、体毛美容作用を促進させることにより体毛の成長を抑制する効果
を示す。体毛美容作用は、生体の抑毛作用または脱毛作用を示す。抑毛は、生体における
体毛の再生および成長が抑制される現象を示す。脱毛は、生体から体毛が抜ける現象を示
す。
【００１２】
　皮膚の好ましくない副作用は、酸化ヘモグロビンに吸収される光エネルギーの量と相関
を有する。皮膚の好ましくない副作用は、酸化ヘモグロビンに吸収される光エネルギーの
量が多くなるにつれて促進されやすくなる。４００ｎｍ～５００ｎｍの波長範囲の光は、
５００ｎｍ～６００ｎｍの波長範囲の光および６００ｎｍ～７００ｎｍの波長範囲の光よ
りも酸化ヘモグロビンに吸収されやすい。このため、皮膚の好ましくない副作用を抑制す
ることに主眼をおいた場合、４００ｎｍ～７００ｎｍの波長範囲において短い波長範囲の
光エネルギーの量が少ないことが好ましい。
【００１３】
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　体毛美容作用は、メラニンに吸収される光エネルギーの量と相関を有する。体毛美容作
用は、体毛のメラニンに吸収される光エネルギーの量が多くなるにつれて促進されやすく
なる。体毛のメラニンは、４００ｎｍ～７００ｎｍの波長範囲において、照射される光の
波長が短くなるにつれて光を吸収しやすくなる。このため、体毛美容作用を促進させるこ
とに主眼をおいた場合、４００ｎｍ～７００ｎｍの波長範囲において短い波長範囲の光エ
ネルギーの量が多いことが好ましい。
【００１４】
　以上の事項は、次のことを示している。体毛に照射される光は、４００ｎｍ～５００ｎ
ｍの波長範囲における光エネルギーの量が少ない場合、皮膚の好ましくない副作用を生じ
させにくい。しかし、メラニンに吸収される光エネルギーの量が少なくなることにより、
体毛美容作用が促進されないおそれが高くなる。体毛に照射される光は、４００ｎｍ～５
００ｎｍの波長範囲における光エネルギーの量が多い場合、体毛美容作用を促進させやす
くなる。しかし、酸化ヘモグロビンに吸収される光エネルギーの量が多くなることにより
、皮膚の好ましくない副作用が生じるおそれが高くなる。
【００１５】
　本願発明者は、以上の各事項から、酸化ヘモグロビンに吸収される光エネルギーと、メ
ラニンに吸収される光エネルギーとのバランスを取ることにより、副作用抑制効果および
美容作用促進効果を併せて奏する体毛用美容光を見出した。本願発明者は、この体毛用美
容光において、４００ｎｍ～５００ｎｍの波長範囲における光エネルギーの量と、５００
ｎｍ～６００ｎｍの波長範囲における光エネルギーの量との関係を規定した。体毛用美容
光は、４００ｎｍ～５００ｎｍの波長範囲における光エネルギーの量が５００ｎｍ～６０
０ｎｍの波長範囲における光エネルギーの量よりも少ない。この関係は、４００ｎｍ～５
００ｎｍの波長範囲における強度の積分値、および５００ｎｍ～６００ｎｍの波長範囲に
おける強度の積分値により規定することができる。
【００１６】
　体毛用美容光は、４００ｎｍ～５００ｎｍの波長範囲における光エネルギーの量が５０
０ｎｍ～６００ｎｍの波長範囲における光エネルギーの量よりも少ないため、酸化ヘモグ
ロビンに吸収されにくい。このため、皮膚の好ましくない副作用を生じさせにくい。体毛
用美容光は、４００ｎｍ～７００ｎｍの波長範囲における強度の積分値が７００ｎｍ～１
２００ｎｍの波長範囲における強度の積分値よりも大きいため、４００ｎｍ～７００ｎｍ
の波長範囲において好ましい量の光エネルギーを有する。このため、体毛用美容光は、体
毛美容作用を促進させやすい。
【発明の効果】
【００１７】
　本体毛用光美容装置は、皮膚の好ましくない副作用を生じさせにくく、かつ体毛の成長
を抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】第１実施形態の体毛用光美容装置の構成を示す模式図。
【図２】酸化ヘモグロビンの吸光スペクトルを示すグラフ。
【図３】体毛における光の波長と光の吸収率との関係を示すグラフ。
【図４】第１実施形態～第３実施形態の体毛用美容光のスペクトルを示すグラフ。
【図５】第１実施形態の体毛用美容光のスペクトルの一部を示すグラフ。
【図６】第２実施形態の体毛用美容光のスペクトルの一部を示すグラフ。
【図７】第３実施形態の体毛用美容光のスペクトルの一部を示すグラフ。
【図８】比較例の光のスペクトルを示すグラフ。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　（第１実施形態）
　体毛用光美容装置１０の構成について説明する。
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　体毛用光美容装置１０は、一例として、図１に示される構成を有する。体毛用光美容装
置１０は、体毛用美容光を生体に照射することにより、生体の体毛美容作用を促進させや
すくする。体毛用光美容装置１０は、本体ユニット２０、光源ユニット３０、電源回路部
４０、および制御部５０を有する。
【００２０】
　本体ユニット２０は、一例として、使用者が把持することが可能な手持ち型の形態を有
する。本体ユニット２０は、複数の構成部品を有する。本体ユニット２０の複数の構成部
品は、一例として、本体ハウジング２１および本体側コネクター２２を含む。本体ユニッ
ト２０は、個別に形成された複数の構成部品が一体化された構造を有する。
【００２１】
　本体ハウジング２１は、一例として、樹脂材料により形成されている。本体ハウジング
２１は、縦長形状を有する。本体ハウジング２１は、内部に空間を有する。本体ハウジン
グ２１は、内部空間に電源回路部４０および制御部５０を収容している。
【００２２】
　本体側コネクター２２は、本体ハウジング２１と結合されている。本体側コネクター２
２は、電源回路部４０と電気的に接続されている。本体側コネクター２２は、光源側コネ
クター３２との機械的な結合および分離が可能な構造を有する。本体側コネクター２２は
、光源側コネクター３２と機械的に結合されているとき、光源側コネクター３２と電気的
に接続される。
【００２３】
　光源ユニット３０は、一例として、本体ユニット２０との結合および分離が可能なアタ
ッチメントの形態を有する。光源ユニット３０は、複数の構成部品を有する。光源ユニッ
ト３０の複数の構成部品は、一例として、光源ハウジング３１、光源側コネクター３２、
フィルター装着部３３、光源３４、リフレクター３５、レンズ３６、およびフィルター３
７を含む。光源ユニット３０は、個別に形成された複数の構成部品が一体化された構造を
有する。光源ユニット３０は、フィルター３７を別のフィルターと交換することができる
。光源ユニット３０は、フィルター３７の種類に応じて、光源３４から照射される光のス
ペクトルを変更することができる。
【００２４】
　光源ハウジング３１は、一例として、樹脂材料により形成されている。光源ハウジング
３１は、円柱形状に類似する形状を有する。光源ハウジング３１は、内部に空間を有する
。光源ハウジング３１は、内部空間に光源３４、リフレクター３５、およびレンズ３６を
収容している。光源ハウジング３１は、異物侵入抑制構造を有する。異物侵入抑制構造は
、外部の埃等が光源ハウジング３１の内部空間に侵入することを抑制する。光源ハウジン
グ３１は、特定の波長範囲の光を吸収する。光源ハウジング３１は、一例として、７００
ｎｍよりも長い波長範囲の光を吸収する。光源ハウジング３１は、一例として、７００ｎ
ｍよりも長く１２００ｎｍ以下の波長範囲の光を吸収する。
【００２５】
　光源側コネクター３２は、光源ハウジング３１と結合されている。光源側コネクター３
２は、光源３４と電気的に接続されている。光源側コネクター３２は、本体側コネクター
２２との機械的な結合および分離が可能な構造を有する。光源側コネクター３２は、本体
側コネクター２２と機械的に結合されているとき、本体側コネクター２２と電気的に接続
される。
【００２６】
　フィルター装着部３３は、円環形状に類似する形状を有する。フィルター装着部３３は
、光源ハウジング３１の開口部に配置されている。フィルター装着部３３は、光源ハウジ
ング３１と結合されている。フィルター装着部３３は、フィルター３７との機械的な結合
および分離が可能な構造を有する。
【００２７】
　光源３４は、光源ハウジング３１の内部空間に配置されている。光源３４は、光源ハウ



(6) JP 2014-161455 A 2014.9.8

10

20

30

40

50

ジング３１と結合されている。光源３４は、光源側コネクター３２と電気的に接続されて
いる。光源３４は、一例として、キセノンフラッシュランプ、レーザー、ＬＥＤ、または
有機ＥＬにより形成される。光源３４としてのキセノンフラッシュランプは、一例として
、４００ｎｍ～１２００ｎｍの波長範囲の成分を含む光を照射する。
【００２８】
　リフレクター３５は、高い反射率を有する材料により形成されている。リフレクター３
５は、一例として、金属材料、樹脂材料、またはセラミックにより形成される。リフレク
ター３５は、表面処理構造を有する。表面処理構造は、光源３４から照射された光の反射
率を高める。表面処理構造は、一例として、鏡面処理された面、金属薄膜が塗布された面
、または金属薄膜が蒸着された面を有する。
【００２９】
　リフレクター３５は、光源ハウジング３１の内周面と結合されている。リフレクター３
５は、光源３４から照射された光を光源ハウジング３１の開口部に向けて反射する。リフ
レクター３５は、誘電体薄膜を有する。誘電体薄膜は、特定の波長範囲の光を反射する。
誘電体薄膜は、一例として、体毛美容作用の促進に貢献する波長の光を反射する。リフレ
クター３５は、一例として、７００ｎｍよりも長い波長範囲の光を吸収する。リフレクタ
ー３５は、一例として、７００ｎｍよりも長く１２００ｎｍ以下の波長範囲の光を吸収す
る。
【００３０】
　レンズ３６は、円形状に類似する形状を有する。レンズ３６は、特定の波長範囲におい
て光の透過率が高い材料により形成されている。レンズ３６は、一例として、可視光の波
長範囲から近赤外光の波長範囲の光の透過率が高い材料により形成される。レンズ３６は
、一例として、アクリル、ポリカーボネート、またはガラスにより形成される。レンズ３
６は、光源ハウジング３１の内部空間に配置されている。レンズ３６は、光源ハウジング
３１に結合されている。レンズ３６は、リフレクター３５により反射された光を光源ハウ
ジング３１の外部に向けて拡散する。レンズ３６は、エネルギー密度均一化構造を有する
。エネルギー密度均一化構造は、光源ハウジング３１の開口部から所定の距離を隔てた外
部の位置において光のエネルギー密度を均一化するための構造を有する。
【００３１】
　フィルター３７は、主としてガラスにより形成されている。フィルター３７は、円形状
に類似する形状を有する。フィルター３７は、光源ハウジング３１の開口部に配置されて
いる。フィルター３７は、レンズ３６に対して光源ハウジング３１の外部側に配置されて
いる。フィルター３７は、レンズ３６に重ね合わせられている。フィルター３７は、レン
ズ３６の外面を覆う。フィルター３７は、フィルター装着部３３との機械的な結合および
分離が可能な構造を有する。フィルター３７は、フィルター装着部３３と機械的に結合さ
れている。フィルター３７は、特定の波長範囲の光を吸収する。フィルター３７は、一例
として、４００ｎｍ～７００ｎｍの波長範囲外の光を吸収することを意図して設計されて
いる。フィルター３７は、光吸収構造を有する。
【００３２】
　光吸収構造は、一例として、ガラス基材に光吸収物質が混ぜられた構造を有する。光吸
収薄膜は、一例として、金属薄膜、誘電体薄膜、または金属および誘電体が混合された混
合薄膜を含む。金属薄膜の金属の種類は、一例として、酸化チタン、酸化ジルコニウム、
または酸化アルミニウムを含む。光吸収構造は、別の一例として、ガラス基材の表面に光
吸収薄膜が形成された構造を有する。光吸収物質は、一例として、金属微粒子または金属
微粒子の酸化物を含む。金属微粒子の金属の種類は、一例として、金、銀、銅、鉛、亜鉛
、コバルト、またはマンガンを含む。光吸収薄膜は、単層構造または多層構造を有する。
光吸収薄膜の多層構造は、一例として、真空蒸着により形成される。光吸収構造は、一例
として、７００ｎｍよりも長い波長範囲の光を吸収する。光吸収構造は、一例として、７
００ｎｍよりも長く１２００ｎｍ以下の波長範囲の光を吸収する。
【００３３】



(7) JP 2014-161455 A 2014.9.8

10

20

30

40

50

　光源ハウジング３１、リフレクター３５、およびフィルター３７は、それぞれ７００ｎ
ｍよりも長く１２００ｎｍ以下の波長範囲の光を吸収する。このため、光源ハウジング３
１およびリフレクター３５の少なくとも一方が光を吸収しないと仮定した構成と比較して
、フィルター３７の温度の上昇が抑制される。
【００３４】
　フィルター３７を透過した体毛用美容光は、好ましくは４００ｎｍ～７００ｎｍの波長
範囲に含まれる成分のみを有する。フィルター３７を透過した体毛用美容光は、４００ｎ
ｍ～７００ｎｍの波長範囲外の成分を含むこともある。この場合、４００ｎｍ～７００ｎ
ｍの波長範囲外の成分は、４００ｎｍ～７００ｎｍの波長範囲に含まれる成分と比較して
、光エネルギーの量が十分に小さい。このため、４００ｎｍ～７００ｎｍの波長範囲外の
成分は、体毛および皮膚等に及ぼす影響が小さい。
【００３５】
　電源回路部４０は、本体ハウジング２１の内部空間に収容されている。電源回路部４０
は、本体ハウジング２１に内蔵された電源の電力、または外部電源から供給された電力を
光源３４に供給する。
【００３６】
　制御部５０は、本体ハウジング２１の内部空間に収容されている。制御部５０は、光源
３４に供給される電圧および電流の少なくとも一方を制御する。制御部５０は、電圧およ
び電流の少なくとも一方の制御により、光源３４から光を照射させる。制御部５０は、電
圧および電流の少なくとも一方の制御により、光源３４が１回の動作により照射する光エ
ネルギーの総量を調整する。制御部５０は、電圧および電流の少なくとも一方の制御によ
り、光源３４が１回の動作により光を照射する時間（以下、「照射時間」）を調整する。
制御部５０は、電圧および電流の少なくとも一方の制御により、光源３４が１回の動作に
より照射する光のエネルギー密度を調整する。制御部５０は、一例として、１回あたりの
照射時間を６００μｓ～２ｍｓの範囲に設定する。制御部５０は、一例として、光のエネ
ルギー密度を０．２～１．５（Ｊ／ｃｍ２）の範囲に設定する。
【００３７】
　本願発明者は、副作用抑制効果および美容作用促進効果を有する体毛用美容光を実験に
より見出した。体毛用美容光は、一例として、図４～図７に示される光のスペクトルを有
する。図４の実線および図５は、第１実施形態の体毛用美容光のスペクトルを示している
。図４の破線および図６は、第２実施形態の体毛用美容光のスペクトルを示している。図
４の二点鎖線および図７は、第３実施形態の体毛用美容光のスペクトルを示している。体
毛用美容光のスペクトルは、光源３４から照射された光がレンズ３６およびフィルター３
７を透過することにより形成される。
【００３８】
　本願発明者は、酸化ヘモグロビンの吸光スペクトルおよびメラニンの光の吸収率につい
て検討し、その結果から得られた知見に基づいて体毛用美容光を見出した。以下、体毛用
美容光を見出すにあたり本願発明者が検討した事項、およびこの事項から本願発明者が得
た知見について説明する。
【００３９】
　酸化ヘモグロビンは、一例として、図２に示される吸光スペクトルを有する。酸化ヘモ
グロビンは、４００ｎｍ～７００ｎｍの波長範囲に３つの吸光ピークを有する。３つの吸
光ピークは、第１吸光ピークＰＨ１、第２吸光ピークＰＨ２、および第３吸光ピークＰＨ
３を示す。
【００４０】
　第１吸光ピークＰＨ１は、４００ｎｍ～４４０ｎｍの波長範囲に現れる。第１吸光ピー
クＰＨ１は、一例として、４２０ｎｍの波長を有する。第２吸光ピークＰＨ２は、５３０
ｎｍ～５７０ｎｍの波長範囲に現れる。第２吸光ピークＰＨ２は、一例として、５４０ｎ
ｍの波長を有する。第３吸光ピークＰＨ３は、５６０ｎｍ～６００ｎｍの波長範囲に現れ
る。第３吸光ピークＰＨ３は、一例として、５８０ｎｍの波長を有する。
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【００４１】
　本願発明者は、酸化ヘモグロビンにおける４００ｎｍ～７００ｎｍの波長範囲に３種類
の波長範囲を規定し、各波長範囲における酸化ヘモグロビンの吸光度の積分値（以下、「
吸光度積分値」）について検討した。３種類の波長範囲は、第１基準波長範囲ＷＬ１、第
２基準波長範囲ＷＬ２、および第３基準波長範囲ＷＬ３を示す。第１基準波長範囲ＷＬ１
は、４００ｎｍ～５００ｎｍの波長範囲を示す。第２基準波長範囲ＷＬ２は、５００ｎｍ
～６００ｎｍの波長範囲を示す。第３基準波長範囲ＷＬ３は、６００ｎｍ～７００ｎｍの
波長範囲を示す。
【００４２】
　酸化ヘモグロビンは、第１基準波長範囲ＷＬ１において第１吸光度積分値ＳＨ１を有す
る。酸化ヘモグロビンは、第２基準波長範囲ＷＬ２において第２吸光度積分値ＳＨ２を有
する。酸化ヘモグロビンは、第３基準波長範囲ＷＬ３において第３吸光度積分値ＳＨ３を
有する。第１吸光度積分値ＳＨ１は、３つの吸光度積分値のうちの最大値を有する。第２
吸光度積分値ＳＨ２は、３つの吸光度積分値のうちの中間の値を有する。第３吸光度積分
値ＳＨ３は、３つの吸光度積分値のうちの最小値を有する。
【００４３】
　本願発明者は、各吸光度積分値の関係から以下の知見を得た。
　第１基準波長範囲ＷＬ１の光は、第２基準波長範囲ＷＬ２の光および第３基準波長範囲
ＷＬ３の光と比較して、酸化ヘモグロビンに吸収されやすい。一方、生体は、酸化ヘモグ
ロビンが光を吸収することにより、皮膚の好ましくない副作用を生じるおそれを有する。
このため、第１基準波長範囲ＷＬ１の光は、第２基準波長範囲ＷＬ２の光および第３基準
波長範囲ＷＬ３の光と比較して、皮膚の好ましくない副作用を生じさせるおそれが高い。
このため、皮膚の好ましくない副作用を抑制する側面から、第１基準波長範囲ＷＬ１の光
エネルギーの量を第２基準波長範囲ＷＬ２および第３基準波長範囲ＷＬ３の光エネルギー
の量よりも少なくすることが好ましい。
【００４４】
　体毛は、２種類の色素の少なくとも一方を含む。１つめの色素は、ユーメラニンを示す
。２つめの色素は、フェオメラニンを示す。ユーメラニンは、黒褐色を有する。フェオメ
ラニンは、橙赤色を有する。体毛の色は、ユーメラニンおよびフェオメラニンの比率（以
下、「メラニン比率」）に応じて変化する。
【００４５】
　髪は、色に応じて主に４種類に分類される。４種類の髪は、黒髪、栗毛、金髪、および
赤毛を示す。４種類の髪は、次のとおり２種類の色素の含有量が異なる。黒髪は、ユーメ
ラニンの含有量が最も多く、フェオメラニンの含有量が最も少ない。黒髪は、ユーメラニ
ンを多く含む。黒髪は、フェオメラニンをほとんど含まない、または完全に含まない。栗
毛は、ユーメラニンの含有量が２番目に多く、フェオメラニンの含有量が２番目に少ない
。金髪は、ユーメラニンの含有量が２番目に少なく、フェオメラニンの含有量が２番目に
多い。赤毛は、ユーメラニンの含有量が最も少なく、フェオメラニンの含有量が最も多い
。栗毛、金髪、および赤毛は、フェオメラニンを多く含む。
【００４６】
　本願発明者は、体毛における光の波長と光の吸収率との関係を実験により確認した。本
願発明者は、所定のメラニン比率毎に光の吸収率を確認した。本願発明者は、この実験に
より、図３に示されるグラフおよび以下に示す知見を得た。図３は、体毛における光の波
長と光の吸収率との関係を示す。図３の各曲線は、上から順に「１００：０」、「８０：
２０」、「６０：４０」、「４０：６０」、「２０：８０」、および「０：１００」のメ
ラニン比率を有する。光の吸収率は、光の強度が物体を透過することにより変化した度合
を示す。光の吸収率は、吸光度の測定方法に準じて測定することができる。光の吸収率は
、一例として、分光光度計により入射光の強度および反射光の強度を測定し、測定した入
射光の強度および反射光の強度の比率として算出することができる。
【００４７】
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　図３のグラフは、次の各事項を示している。
　ユーメラニンの光の吸収率は、フェオメラニンの光の吸収率よりも大きい。ユーメラニ
ンの光の吸収率は、４００ｎｍ～７００ｎｍの波長範囲において波長の影響を受けにくい
。ユーメラニンの光の吸収率は、４００ｎｍ～７００ｎｍの波長範囲において略一定の大
きさを示す。
【００４８】
　フェオメラニンの光の吸収率は、４００ｎｍ～７００ｎｍの波長範囲において、ユーメ
ラニンよりも波長の影響を受けやすい。フェメラニンの光の吸収率は、４００ｎｍ～７０
０ｎｍの波長範囲において、波長が長くなるにつれて大きく低下する。フェオメラニンの
光の吸収率は、７００ｎｍの波長において４００ｎｍの波長におけるおよそ半分の大きさ
を示す。
【００４９】
　体毛は、４００ｎｍ～７００ｎｍの波長範囲において、メラニン比率に応じて光の吸収
率が変化する。体毛は、４００ｎｍ～７００ｎｍの波長範囲において、フェオメラニンの
比率が大きくなるにつれて光の吸収率が小さくなる。体毛の光の吸収率は、ユーメラニン
の比率が高くなるにつれて波長の影響を受けにくくなる。体毛の光の吸収率は、フェオメ
ラニンの比率が高くなるにつれて波長の影響を受けやすくなる。体毛の光の吸収率は、波
長が長くなるにつれて小さくなる。体毛は、フェオメラニンの比率が高くなるにつれて、
波長が長くなることに対する光の吸収率の減少度合が大きくなる。
【００５０】
　体毛美容作用は、体毛のメラニンが吸収する光エネルギーの量に応じて異なる。体毛美
容作用は、メラニンが吸収する光エネルギーの量が多くなるにつれて促進されやすくなる
。一方、長い波長の光は、フェオメラニンに吸収されにくい。このため、長い波長の光は
、フェオメラニンを多く含む体毛の体毛美容作用を促進させにくい。
【００５１】
　本願発明者は、酸化ヘモグロビンおよびメラニンに関して得られた上記の実験結果等を
総合し、副作用抑制効果および美容作用促進効果と、体毛用美容光のスペクトルとの関係
を次のとおりまとめた。
【００５２】
　皮膚の好ましくない副作用は、酸化ヘモグロビンに吸収される光エネルギーの量と相関
を有する。皮膚の好ましくない副作用は、酸化ヘモグロビンに吸収される光エネルギーの
量が多くなるにつれて促進されやすくなる。４００ｎｍ～５００ｎｍの波長範囲の光は、
５００ｎｍ～６００ｎｍの波長範囲の光および６００ｎｍ～７００ｎｍの波長範囲の光よ
りも酸化ヘモグロビンに吸収されやすい。このため、皮膚の好ましくない副作用を抑制す
ることに主眼をおいた場合、４００ｎｍ～７００ｎｍの波長範囲において短い波長範囲の
光エネルギーの量が少ないことが好ましい。
【００５３】
　体毛美容作用は、メラニンに吸収される光エネルギーの量と相関を有する。体毛美容作
用は、体毛のメラニンに吸収される光エネルギーの量が多くなるにつれて促進されやすく
なる。体毛のメラニンは、４００ｎｍ～７００ｎｍの波長範囲において、照射される光の
波長が短くなるにつれて光を吸収しやすくなる。このため、体毛美容作用を促進させるこ
とに主眼をおいた場合、４００ｎｍ～７００ｎｍの波長範囲において短い波長範囲の光エ
ネルギーの量が多いことが好ましい。
【００５４】
　以上の事項は、次のことを示している。体毛に照射される光は、４００ｎｍ～５００ｎ
ｍの波長範囲における光エネルギーの量が少ない場合、皮膚の好ましくない副作用を生じ
させにくい。しかし、メラニンに吸収される光エネルギーの量が少なくなることにより、
体毛美容作用が促進されないおそれが高くなる。体毛に照射される光は、４００ｎｍ～５
００ｎｍの波長範囲における光エネルギーの量が多い場合、体毛美容作用を促進させやす
くなる。しかし、酸化ヘモグロビンに吸収される光エネルギーの量が多くなることにより
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、皮膚の好ましくない副作用が生じるおそれが高くなる。
【００５５】
　本願発明者は、以上の各事項から、酸化ヘモグロビンに吸収される光エネルギーと、メ
ラニンに吸収される光エネルギーとのバランスを取ることにより、副作用抑制効果および
美容作用促進効果を併せて奏する体毛用美容光を見出した。本願発明者は、この体毛用美
容光において、４００ｎｍ～５００ｎｍの波長範囲における光エネルギーの量と、５００
ｎｍ～６００ｎｍの波長範囲における光エネルギーの量との関係を規定した。体毛用美容
光は、４００ｎｍ～５００ｎｍの波長範囲における光エネルギーの量が５００ｎｍ～６０
０ｎｍの波長範囲における光エネルギーの量よりも少ない。この関係は、４００ｎｍ～５
００ｎｍの波長範囲における強度の積分値、および５００ｎｍ～６００ｎｍの波長範囲に
おける強度の積分値により規定することができる。
【００５６】
　体毛用美容光は、４００ｎｍ～５００ｎｍの波長範囲における光エネルギーの量が５０
０ｎｍ～６００ｎｍの波長範囲における光エネルギーの量よりも小さいため、酸化ヘモグ
ロビンに吸収されにくい。このため、皮膚の好ましくない副作用を生じさせにくい。体毛
用美容光は、４００ｎｍ～７００ｎｍの波長範囲において好ましい量の光エネルギーを有
する。このため、体毛用美容光は、体毛美容作用を促進させやすくする。
【００５７】
　体毛用美容光は、４００ｎｍ～５００ｎｍの波長範囲における光エネルギーの量と、６
００ｎｍ～７００ｎｍの波長範囲における光エネルギーの量との関係に依存することなく
、副作用抑制効果を奏する。体毛用美容光の一例は、副作用抑制効果を主眼とした光のス
ペクトルを有する。この体毛用美容光は、４００ｎｍ～５００ｎｍの波長範囲における光
エネルギーの量が６００ｎｍ～７００ｎｍの波長範囲における光エネルギーの量よりも少
ない。体毛用美容光の別の一例は、美容作用促進効果を主眼とした光のスペクトルを有す
る。この体毛用美容光は、４００ｎｍ～５００ｎｍの波長範囲における光エネルギーの量
が６００ｎｍ～７００ｎｍの波長範囲における光エネルギーの量よりも多い。
【００５８】
　体毛用光美容装置１０は、以上のとおり複数の新規な技術思想に基づいて形成されてい
る。複数の新規な技術思想の少なくとも２点は、次のとおり記述することができる。１点
目の技術思想は、光が酸化ヘモグロビンに及ぼす影響と光が体毛のメラニンに及ぼす影響
との双方を考慮し、２つの影響の好ましいバランスが取れる範囲において光のスペクトル
を形成することを示す。２点目の技術思想は、所定の波長範囲毎における強度の積分値の
関係を規定することにより、上記のバランスを取ることを示す。これらの技術思想は、本
願出願前の体毛用光美容装置に含まれていない。このことは、体毛用光美容装置１０が本
願発明者の独創的な着想により創作された装置であることを示している。
【００５９】
　体毛用美容光のスペクトルについて説明する。
　体毛用光美容装置１０は、一例として、光の強度を分光放射エネルギー密度（μＪ／ｃ
ｍ２／ｎｍ）により規定している。体毛用美容光は、４００ｎｍ～７００ｎｍの波長範囲
における強度の積分値が７００ｎｍ～１２００ｎｍの波長範囲における強度の積分値より
も大きい。体毛用美容光は、４００ｎｍ～７００ｎｍの波長範囲において有意なピークを
有し、７００ｎｍよりも長い波長範囲において有意なピークを有していない。体毛用美容
光に関する説明は、体毛用美容光が有意なピークを有することを、「ピークを有する」等
の表現により記述している。体毛用美容光に関する説明は、体毛用美容光が有意なピーク
を有していないことを、「ピークを有していない」等の表現により記述している。
【００６０】
　体毛用美容光は、一定の分光放射エネルギー密度以上の大きさを有する波長成分、およ
び一定の分光放射エネルギー密度未満の大きさを有する波長成分に区分することができる
。一定の分光放射エネルギー密度以上の大きさを有する波長成分は、体毛の成長に対して
有意な影響を及ぼすと考えられる成分を示す。一定の分光放射エネルギー密度未満の大き
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さを有する波長成分は、体毛の成長に対して有意な影響を及ぼすことがないと考えられる
成分を示す。体毛用美容光の有意なピークは、一定の分光放射エネルギー密度以上の大き
さを有する波長成分において現れるピークを示す。なお、図４～図７のグラフは、一定の
分光放射エネルギー密度未満の大きさを有する波長成分を０として表示している。
【００６１】
　体毛用美容光のスペクトルは、図５に示される特徴的な波形を有する。体毛用光美容装
置１０は、一例として、４００ｎｍ～７００ｎｍの波長範囲に３種類の波長範囲を規定す
る。３種類の波長範囲は、第１基準波長範囲ＷＬ１、第２基準波長範囲ＷＬ２、および第
３基準波長範囲ＷＬ３を示す。第１基準波長範囲ＷＬ１は、４００ｎｍ～５００ｎｍの波
長範囲を示す。第２基準波長範囲ＷＬ２は、５００ｎｍ～６００ｎｍの波長範囲を示す。
第３基準波長範囲ＷＬ３は、６００ｎｍ～７００ｎｍの波長範囲を示す。
【００６２】
　体毛用光美容装置１０は、第１基準波長範囲ＷＬ１に第１吸光ピーク内部範囲ＷＡ１お
よび第１吸光ピーク外部範囲ＷＡ２を規定する。第１吸光ピーク内部範囲ＷＡ１は、４０
０ｎｍ～４４０ｎｍの波長範囲を示し、第１基準波長範囲ＷＬ１において酸化ヘモグロビ
ンの第１吸光ピークＰＨ１が現れる波長範囲を示す（図２参照）。第１吸光ピーク外部範
囲ＷＡ２は、第１基準波長範囲ＷＬ１から第１吸光ピーク内部範囲ＷＡ１を除いた波長範
囲を示す。
【００６３】
　体毛用光美容装置１０は、第２基準波長範囲ＷＬ２に第２吸光ピーク内部範囲ＷＢ１お
よび第２吸光ピーク外部範囲ＷＢ２を規定する。第２吸光ピーク内部範囲ＷＢ１は、５３
０ｎｍ～５７０ｎｍの波長範囲を示し、第２基準波長範囲ＷＬ２において酸化ヘモグロビ
ンの第２吸光ピークＰＨ２が現れる波長範囲を示す（図２参照）。第２吸光ピーク外部範
囲ＷＢ２は、第２基準波長範囲ＷＬ２から第２吸光ピーク内部範囲ＷＢ１を除いた波長範
囲を示す。
【００６４】
　体毛用光美容装置１０は、第３基準波長範囲ＷＬ３に第３高位強度波長範囲ＷＣ１およ
び第３低位強度波長範囲ＷＣ２を規定する。第３高位強度波長範囲ＷＣ１は、第３基準波
長範囲ＷＬ３における光エネルギーの量が多い範囲を示す。第３高位強度波長範囲ＷＣ１
は、一例として、６００ｎｍ～６５０ｎｍの波長範囲を示す。第３低位強度波長範囲ＷＣ
２は、第３基準波長範囲ＷＬ３における光エネルギーの量が少ない範囲を示す。第３低位
強度波長範囲ＷＣ２は、一例として、６５０ｎｍ～７００ｎｍの波長範囲を示す。
【００６５】
　体毛用美容光は、４００ｎｍ～７００ｎｍの波長範囲に３つのピークを有する。体毛用
美容光は、第１基準波長範囲ＷＬ１に３つのピークのうちの２つを有する。体毛用美容光
は、第２基準波長範囲ＷＬ２に３つのピークのうちの１つを有する。体毛用美容光は、第
３基準波長範囲ＷＬ３にピークを有していない。３つのピークは、第１波形第１ピークＰ
１１、第１波形第２ピークＰ１２、および第１波形第３ピークＰ１３を示す。
【００６６】
　第１波形第１ピークＰ１１は、第１基準波長範囲ＷＬ１に形成される。第１波形第１ピ
ークＰ１１は、一例として、４４０ｎｍ～４６０ｎｍの波長範囲に形成される。第１波形
第１ピークＰ１１は、一例として、４４５ｎｍの波長を有する。
【００６７】
　第１波形第１ピークＰ１１は、第１基準波長範囲ＷＬ１に存在する複数のピークにおい
て最小の強度を有する。第１波形第１ピークＰ１１は、第１基準波長範囲ＷＬ１および第
２基準波長範囲ＷＬ２に存在する複数のピークにおいて最小の強度を有する。第１波形第
１ピークＰ１１は、第１基準波長範囲ＷＬ１～第３基準波長範囲ＷＬ３に存在する複数の
ピークにおいて最小の強度を有する。
【００６８】
　第１波形第１ピークＰ１１は、第１波形第１適正ピーク範囲に含まれることが好ましい
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。第１波形第１適正ピーク範囲は、好ましい副作用抑制効果および美容作用促進効果が得
られるピーク範囲を示す。第１波形第１適正ピーク範囲は、一例として、４００～３００
０（μＪ／ｃｍ２／ｎｍ）の範囲を有する。第１波形第１適正ピーク範囲は、別の一例と
して、２００～１５００（μＪ／ｃｍ２／ｎｍ）の範囲を有する。体毛用美容光は、第１
波形第１適正ピーク範囲に含まれる第１波形第１ピークＰ１１を有する。
【００６９】
　第１波形第２ピークＰ１２は、第１基準波長範囲ＷＬ１に形成される。第１波形第２ピ
ークＰ１２は、一例として、４８０ｎｍ～５００ｎｍの波長範囲に形成される。第１波形
第２ピークＰ１２は、一例として、４９０ｎｍの波長を有する。第１波形第２ピークＰ１
２は、第１波形第１ピークＰ１１よりも高い強度を有する。第１波形第２ピークＰ１２は
、第１波形第１ピークＰ１１の２倍以上の強度を有する。
【００７０】
　第１波形第２ピークＰ１２は、第１基準波長範囲ＷＬ１において最大の強度を有する。
第１波形第２ピークＰ１２は、第１基準波長範囲ＷＬ１に存在する複数のピークにおいて
最大の強度を有する。第１波形第２ピークＰ１２は、第１基準波長範囲ＷＬ１および第２
基準波長範囲ＷＬ２に存在する複数のピークにおいて２番目の強度を有する。第１波形第
２ピークＰ１２は、第１基準波長範囲ＷＬ１～第３基準波長範囲ＷＬ３に存在する複数の
ピークにおいて２番目の強度を有する。
【００７１】
　第１波形第２ピークＰ１２は、第１波形第２適正ピーク範囲に含まれることが好ましい
。第１波形第２適正ピーク範囲は、好ましい副作用抑制効果および美容作用促進効果が得
られるピーク範囲を示す。第１波形第２適正ピーク範囲は、一例として、９３３～７００
０（μＪ／ｃｍ２／ｎｍ）の範囲を有する。第１波形第２適正ピーク範囲は、別の一例と
して、４６７～３５００（μＪ／ｃｍ２／ｎｍ）の範囲を有する。体毛用美容光は、第１
波形第２適正ピーク範囲に含まれる第１波形第２ピークＰ１２を有する。
【００７２】
　第１波形第３ピークＰ１３は、第２基準波長範囲ＷＬ２に形成される。第１波形第３ピ
ークＰ１３は、一例として、５２０ｎｍ～５４０ｎｍの波長範囲に形成される。第１波形
第３ピークＰ１３は、一例として、５３０ｎｍの波長を有する。第１波形第３ピークＰ１
３は、第１波形第１ピークＰ１１、および第１波形第２ピークＰ１２よりも高い強度を有
する。第１波形第３ピークＰ１３は、第１波形第１ピークＰ１１の２倍以上の強度を有す
る。
【００７３】
　第１波形第３ピークＰ１３は、第２基準波長範囲ＷＬ２において最大の強度を有する。
第１波形第３ピークＰ１３は、第１基準波長範囲ＷＬ１および第２基準波長範囲ＷＬ２に
存在する複数のピークにおいて最大の強度を有する。第１波形第３ピークＰ１３は、第１
基準波長範囲ＷＬ１～第３基準波長範囲ＷＬ３に存在する複数のピークにおいて最大の強
度を有する。
【００７４】
　第１波形第３ピークＰ１３は、第１波形第３適正ピーク範囲に含まれることが好ましい
。第１波形第３適正ピーク範囲は、好ましい副作用抑制効果および美容作用促進効果が得
られるピーク範囲を示す。第１波形第３適正ピーク範囲は、一例として、１０４０～７８
００（μＪ／ｃｍ２／ｎｍ）の範囲を有する。第１波形第３適正ピーク範囲は、別の一例
として、１３０７～９８００（μＪ／ｃｍ２／ｎｍ）の範囲を有する。体毛用美容光は、
第１波形第３適正ピーク範囲に含まれる第１波形第３ピークＰ１３を有する。
【００７５】
　体毛用美容光は、４８０ｎｍ～５００ｎｍの波長範囲において、第１基準波長範囲ＷＬ
１～第３基準波長範囲ＷＬ３における最大の増加率を有する。増加率は、単位波長あたり
の強度の増加量として規定することができる。
【００７６】
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　体毛用光美容装置１０は、複数の波長範囲のそれぞれにおける強度の積分値を規定する
。各波長範囲の強度の積分値は、第１波形第１基準積分値ＳＬ１１、第１波形第２基準積
分値ＳＬ１２、および第１波形第３基準積分値ＳＬ１３を含む。第１波形第１基準積分値
ＳＬ１１は、第１波形第１内部積分値ＳＡ１１および第１波形第１外部積分値ＳＡ１２を
含む。第１波形第２基準積分値ＳＬ１２は、第１波形第２内部積分値ＳＢ１１および第１
波形第２外部積分値ＳＢ１２を含む。第１波形第３基準積分値ＳＬ１３は、第１波形第３
高位積分値ＳＣ１１および第１波形第３低位積分値ＳＣ１２を含む。
【００７７】
　第１波形第１基準積分値ＳＬ１１は、第１基準波長範囲ＷＬ１における光の強度の積分
値を示す。第１波形第１内部積分値ＳＡ１１は、第１吸光ピーク内部範囲ＷＡ１における
光の強度の積分値を示す。第１波形第１外部積分値ＳＡ１２は、第１吸光ピーク外部範囲
ＷＡ２における光の強度の積分値を示す。
【００７８】
　第１波形第２基準積分値ＳＬ１２は、第２基準波長範囲ＷＬ２における光の強度の積分
値を示す。第１波形第２内部積分値ＳＢ１１は、第２吸光ピーク内部範囲ＷＢ１における
光の強度の積分値を示す。第１波形第２外部積分値ＳＢ１２は、第２吸光ピーク外部範囲
ＷＢ２における光の強度の積分値を示す。
【００７９】
　第１波形第３基準積分値ＳＬ１３は、第３基準波長範囲ＷＬ３における光の強度の積分
値を示す。第１波形第３高位積分値ＳＣ１１は、第３高位強度波長範囲ＷＣ１における光
の強度の積分値を示す。第１波形第３低位積分値ＳＣ１２は、第３低位強度波長範囲ＷＣ
２における光の強度の積分値を示す。
【００８０】
　第１波形第１基準積分値ＳＬ１１、第１波形第２基準積分値ＳＬ１２、および第１波形
第３基準積分値ＳＬ１３の合計は、合計適正積分値範囲に含まれる。合計適正積分値範囲
は、好ましい副作用抑制効果および美容作用促進効果が得られる積分値範囲を示す。合計
適正積分値範囲は、一例として、０．２～１．５（Ｊ／ｃｍ２）の範囲を有する。合計適
正積分値範囲は、別の一例として、０．２～１．５（Ｊ／ｃｍ２）の範囲を有する。
【００８１】
　第１波形第１基準積分値ＳＬ１１は、第１適正積分値範囲に含まれることが好ましい。
第１適正積分値範囲は、好ましい副作用抑制効果および美容作用促進効果が得られる積分
値範囲を示す。第１適正積分値範囲は、一例として、０．０５～０．４（Ｊ／ｃｍ２）の
範囲を有する。第１適正積分値範囲は、別の一例として、０．０３～０．２（Ｊ／ｃｍ２

）の範囲を有する。体毛用美容光は、第１適正積分値範囲に含まれる第１波形第１基準積
分値ＳＬ１１を有する。
【００８２】
　第１波形第１内部積分値ＳＡ１１は、第１適正内部積分値範囲に含まれることが好まし
い。第１適正内部積分値範囲は、好ましい副作用抑制効果および美容作用促進効果が得ら
れる積分値範囲を示す。第１適正内部積分値範囲は、一例として、０．００８～０．０６
（Ｊ／ｃｍ２）の範囲を有する。第１適正内部積分値範囲は、別の一例として、０．００
４～０．０３（Ｊ／ｃｍ２）の範囲を有する。
【００８３】
　第１波形第１外部積分値ＳＡ１２は、第１適正外部積分値範囲に含まれることが好まし
い。第１適正外部積分値範囲は、好ましい副作用抑制効果および美容作用促進効果が得ら
れる積分値範囲を示す。第１適正外部積分値範囲は、一例として、０．０４２～０．３４
（Ｊ／ｃｍ２）の範囲を有する。第１適正外部積分値範囲は、別の一例として、０．０２
１～０．１７（Ｊ／ｃｍ２）の範囲を有する。
【００８４】
　第１波形第２基準積分値ＳＬ１２は、第２適正積分値範囲に含まれることが好ましい。
第２適正積分値範囲は、好ましい副作用抑制効果および美容作用促進効果が得られる積分
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値範囲を示す。第２適正積分値範囲は、一例として、０．１１～０．８（Ｊ／ｃｍ２）の
範囲を有する。第２適正積分値範囲は、別の一例として、０．１３～１（Ｊ／ｃｍ２）の
範囲を有する。体毛用美容光は、第２適正積分値範囲に含まれる第１波形第２基準積分値
ＳＬ１２を有する。
【００８５】
　第１波形第２内部積分値ＳＢ１１は、第２適正内部積分値範囲に含まれることが好まし
い。第２適正内部積分値範囲は、好ましい副作用抑制効果および美容作用促進効果が得ら
れる積分値範囲を示す。第２適正内部積分値範囲は、一例として、０．０４～０．３（Ｊ
／ｃｍ２）の範囲を有する。第２適正内部積分値範囲は、別の一例として、０．０４～０
．３（Ｊ／ｃｍ２）の範囲を有する。
【００８６】
　第１波形第２外部積分値ＳＢ１２は、第２適正外部積分値範囲に含まれることが好まし
い。第２適正外部積分値範囲は、好ましい副作用抑制効果および美容作用促進効果が得ら
れる積分値範囲を示す。第２適正外部積分値範囲は、一例として、０．０７～０．５（Ｊ
／ｃｍ２）の範囲を有する。第２適正外部積分値範囲は、別の一例として、０．０９～０
．７（Ｊ／ｃｍ２）の範囲を有する。
【００８７】
　第１波形第３基準積分値ＳＬ１３は、第３適正積分値範囲に含まれることが好ましい。
第３適正積分値範囲は、好ましい副作用抑制効果および美容作用促進効果が得られる積分
値範囲を示す。第３適正積分値範囲は、一例として、０．０４～０．３（Ｊ／ｃｍ２）の
範囲を有する。第３適正積分値範囲は、別の一例として、０．０４～０．３（Ｊ／ｃｍ２

）の範囲を有する。体毛用美容光は、第３適正積分値範囲に含まれる第１波形第３基準積
分値ＳＬ１３を有する。
【００８８】
　第１波形第３高位積分値ＳＣ１１は、第３適正内部積分値範囲に含まれることが好まし
い。第３適正内部積分値範囲は、好ましい副作用抑制効果および美容作用促進効果が得ら
れる積分値範囲を示す。第３適正内部積分値範囲は、一例として、０．０４～０．３（Ｊ
／ｃｍ２）の範囲を有する。第３適正内部積分値範囲は、別の一例として、０．０４～０
．３（Ｊ／ｃｍ２）の範囲を有する。
【００８９】
　第１波形第３低位積分値ＳＣ１２は、第３適正外部積分値範囲に含まれることが好まし
い。第３適正外部積分値範囲は、好ましい副作用抑制効果および美容作用促進効果が得ら
れる積分値範囲を示す。第３適正外部積分値範囲は、一例として、０（Ｊ／ｃｍ２）を有
する。第３適正外部積分値範囲は、別の一例として、０（Ｊ／ｃｍ２）を有する。
【００９０】
　上記に示される各ピークの範囲の一例および各積分値の範囲の一例は、一例としての複
数の光のスペクトルが有する各ピークおよび各積分値に基づいて規定されている。上記に
示される各ピークの範囲の別の一例および各積分値の範囲の別の一例は、別の一例として
の複数の光のスペクトルが有する各ピークおよび各積分値に基づいて規定されている。す
なわち、各ピークおよび各積分値の一例としての範囲、ならびに各ピークおよび各積分値
の別の一例としての範囲は、個別に規定されている。このため、各ピークおよび各積分値
の範囲の一例、および各ピークおよび各積分値の範囲の別の一例は、一部において同一の
値を示している。
【００９１】
　各強度積分値は、図５に示される光のスペクトルにおいて以下の関係を有する。
（ａ）積分値ＳＬ１１は、積分値ＳＬ１２よりも小さい。
（ｂ）積分値ＳＬ１１は、積分値ＳＬ１３よりも大きい。
（ｃ）積分値ＳＡ１１は、積分値ＳＡ１２よりも小さい。
（ｄ）積分値ＳＢ１１は、積分値ＳＢ１２よりも小さい。
（ｅ）積分値ＳＣ１１は、積分値ＳＣ１２よりも大きい。
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（ｆ）積分値ＳＡ１１は、積分値ＳＢ１１よりも小さい。
（ｇ）積分値ＳＡ１１は、積分値ＳＢ１２よりも小さい。
（ｈ）積分値ＳＡ１１は、積分値ＳＣ１１よりも小さい。
（ｉ）積分値ＳＡ１１は、積分値ＳＣ１２よりも大きい。
（ｊ）積分値ＳＡ１２は、積分値ＳＢ１１よりも大きい。
（ｋ）積分値ＳＡ１２は、積分値ＳＢ１２よりも小さい。
（ｌ）積分値ＳＡ１２は、積分値ＳＣ１１よりも大きい。
（ｍ）積分値ＳＡ１２は、積分値ＳＣ１２よりも大きい。
（ｎ）積分値ＳＢ１１は、積分値ＳＣ１１よりも大きい。
（ｏ）積分値ＳＢ１１は、積分値ＳＣ１２よりも大きい。
（ｐ）積分値ＳＢ１２は、積分値ＳＣ１１よりも大きい。
（ｑ）積分値ＳＢ１２は、積分値ＳＣ１２よりも大きい。
【００９２】
　体毛用光美容装置１０は、以下の効果を奏する。
　（１）体毛用光美容装置１０は、体毛用美容光を照射する。体毛用美容光は、４００ｎ
ｍ～７００ｎｍの波長範囲における強度の積分値が７００ｎｍ～１２００ｎｍの波長範囲
における強度の積分値よりも大きい。本願発明者は、この特徴を有する体毛用美容光によ
り次の効果が得られることを実験により確認した。この体毛用美容光は、メラニンに吸収
される光エネルギーの量が多いため、体毛美容作用を促進させやすくする。このため、体
毛用光美容装置１０は、体毛の成長を抑制することができる。
【００９３】
　（２）体毛用美容光は、４００ｎｍ～５００ｎｍの波長範囲における強度の積分値が５
００ｎｍ～６００ｎｍの波長範囲における強度の積分値よりも小さい。本願発明者は、こ
の特徴を有する体毛用美容光により次の効果が得られることを実験により確認した。この
体毛用美容光は、４００ｎｍ～５００ｎｍの波長範囲における強度の積分値が、５００ｎ
ｍ～６００ｎｍの波長範囲における強度の積分値よりも大きい場合と比較して、酸化ヘモ
グロビンに吸収される光エネルギーの量が少ない。このため、体毛用光美容装置１０は、
皮膚の好ましくない副作用を生じさせにくい。
【００９４】
　（３）体毛用光美容装置１０は、上記（１）および（２）の効果を併せて奏する。すな
わち、体毛用光美容装置１０は、皮膚の好ましくない副作用を生じさせにくく、かつ体毛
の成長を抑制することができる。
【００９５】
　（４）体毛用美容光は、５００ｎｍ～６００ｎｍの波長範囲における強度の積分値が６
００ｎｍ～７００ｎｍの波長範囲における強度の積分値よりも大きい。本願発明者は、こ
の特徴を有する体毛用美容光により次の効果が得られることを実験により確認した。この
体毛用美容光は、５００ｎｍ～６００ｎｍの波長範囲における強度の積分値が、６００ｎ
ｍ～７００ｎｍの波長範囲における強度の積分値よりも小さい場合と比較して、メラニン
に吸収される光エネルギーの量が多い。このため、体毛美容作用を促進させやすくする効
果が高くなる。
【００９６】
　（５）体毛用美容光は、５００ｎｍ～６００ｎｍの波長範囲における強度の積分値が６
００ｎｍ～７００ｎｍの波長範囲における強度の積分値よりも大きい。本願発明者は、こ
の特徴を有する体毛用美容光により次の効果が得られることを実験により確認した。５０
０ｎｍ～６００ｎｍの波長範囲の光は、６００ｎｍよりも長い波長範囲の光と比較して、
フェオメラニンに及ぼす影響が大きい。このため、上記体毛用美容光は、５００ｎｍ～６
００ｎｍの波長範囲における強度の積分値が、６００ｎｍ～７００ｎｍの波長範囲におけ
る強度の積分値よりも小さい場合と比較して、フェオメラニンに吸収される光エネルギー
の量が多い。このため、体毛がフェオメラニンを多く含む場合において、体毛美容作用が
促進されにくくなることが抑制される。
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【００９７】
　（６）体毛用光美容装置１０は、上記（２）および（５）の効果を併せて奏する。この
ことは、フェオメラニンを多く含む体毛の体毛美容作用を促進させ、かつ皮膚の好ましく
ない副作用が生じるおそれが低減されることを意味する。このため、体毛用光美容装置１
０は、栗毛、金髪、または赤毛を有する生体に対して、皮膚に対するリスクが小さく、か
つ体毛美容作用による好ましい美容効果を提供することができる。
【００９８】
　（７）体毛用美容光は、４００ｎｍ～５００ｎｍの波長範囲における強度の積分値が６
００ｎｍ～７００ｎｍの波長範囲における強度の積分値よりも大きい。本願発明者は、こ
の特徴を有する体毛用美容光により次の効果が得られることを実験により確認した。この
体毛用美容光は、４００ｎｍ～５００ｎｍの波長範囲における強度の積分値が６００ｎｍ
～７００ｎｍの波長範囲における強度の積分値よりも小さい場合と比較して、体毛美容作
用を促進させやすくする効果が高くなる。
【００９９】
　（８）体毛用美容光は、５００ｎｍ～５３０ｎｍの波長範囲の積分値が５７０ｎｍ～６
００ｎｍの波長範囲の積分値よりも大きい。本願発明者は、この特徴を有する体毛用美容
光により次の効果が得られることを実験により確認した。この体毛用美容光は、５００ｎ
ｍ～５３０ｎｍの波長範囲における強度の積分値が５７０ｎｍ～６００ｎｍの波長範囲に
おける強度の積分値よりも小さい場合と比較して、体毛美容作用を促進させやすくする効
果が高くなる。
【０１００】
　（９）体毛用美容光は、４４０ｎｍ～４６０ｎｍの波長範囲において第１波形第１ピー
クＰ１１を有する。第１波形第１ピークＰ１１は、４００ｎｍ～７００ｎｍの波長範囲に
存在する複数のピークのうちの最小値を有する。本願発明者は、この特徴を有する体毛用
美容光により次の効果が得られることを実験により確認した。この体毛用美容光は、４０
０ｎｍ～７００ｎｍの波長範囲に存在する他のピークよりも第１波形第１ピークＰ１１が
大きい場合と比較して、皮膚の好ましくない副作用を生じさせにくい。
【０１０１】
　（１０）体毛用美容光は、４４０ｎｍ～４６０ｎｍの波長範囲において第１波形第１ピ
ークＰ１１を有する。第１波形第１ピークＰ１１は、４００ｎｍ～６００ｎｍの波長範囲
に存在する複数のピークのうちの最小値を有する。本願発明者は、この特徴を有する体毛
用美容光により次の効果が得られることを実験により確認した。この体毛用美容光は、４
００ｎｍ～６００ｎｍの波長範囲に存在する他のピークよりも第１波形第１ピークＰ１１
が大きい場合と比較して、皮膚の好ましくない副作用を生じさせにくい。
【０１０２】
　（１１）体毛用美容光は、４８０ｎｍ～５００ｎｍの波長範囲において、第１波形第２
ピークＰ１２を有する。第１波形第２ピークＰ１２は、４００ｎｍ～７００ｎｍの波長範
囲に存在する複数のピークのうちの２番目に大きい値を有する。本願発明者は、この特徴
を有する体毛用美容光により次の効果が得られることを実験により確認した。この体毛用
美容光は、４００ｎｍ～７００ｎｍの波長範囲に存在する複数のピークにおいて、第１波
形第２ピークＰ１２が３番目以下の大きさを有する場合と比較して、体毛美容作用を促進
させやすくする効果が高くなる。
【０１０３】
　（１２）体毛用美容光は、４８０ｎｍ～５００ｎｍの波長範囲において、第１波形第２
ピークＰ１２を有する。第１波形第２ピークＰ１２は、４００ｎｍ～６００ｎｍの波長範
囲に存在する複数のピークのうちの２番目に大きい値を有する。本願発明者は、この特徴
を有する体毛用美容光により次の効果が得られることを実験により確認した。この体毛用
美容光は、４００ｎｍ～６００ｎｍの波長範囲に存在する複数のピークにおいて、第１波
形第２ピークＰ１２が３番目以下の大きさを有する場合と比較して、体毛美容作用を促進
させやすくする効果が高くなる。
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【０１０４】
　（１３）体毛用美容光は、４４０ｎｍ～４６０ｎｍの波長範囲において第１波形第１ピ
ークＰ１１を有する。体毛用美容光は、４８０ｎｍ～５００ｎｍの波長範囲において第１
波形第２ピークＰ１２を有する。第１波形第２ピークＰ１２は、第１波形第１ピークＰ１
１の２倍以上の強度を有する。本願発明者は、この特徴を有する体毛用美容光により次の
効果が得られることを実験により確認した。この体毛用美容光は、第１波形第２ピークＰ
１２が第１波形第１ピークＰ１１の２倍未満の強度を有する場合と比較して、体毛美容作
用を促進させやすくする効果が高くなる。
【０１０５】
　（１４）体毛用美容光は、５２０ｎｍ～５４０ｎｍの波長範囲において第１波形第３ピ
ークＰ１３を有する。第１波形第３ピークＰ１３は、４００ｎｍ～７００ｎｍの波長範囲
に存在する複数のピークのうちの最大値を有する。本願発明者は、この特徴を有する体毛
用美容光により次の効果が得られることを実験により確認した。この体毛用美容光は、４
００ｎｍ～７００ｎｍの波長範囲に存在する複数のピークにおいて、第１波形第３ピーク
Ｐ１３が２番目以下の大きさを有する場合と比較して、体毛美容作用を促進させやすくす
る効果が高くなる。
【０１０６】
　（１５）体毛用美容光は、５２０ｎｍ～５４０ｎｍの波長範囲において第１波形第３ピ
ークＰ１３を有する。第１波形第３ピークＰ１３は、４００ｎｍ～６００ｎｍの波長範囲
に存在する複数のピークのうちの最大値を有する。本願発明者は、この特徴を有する体毛
用美容光により次の効果が得られることを実験により確認した。この体毛用美容光は、４
００ｎｍ～６００ｎｍの波長範囲に存在する複数のピークにおいて、第１波形第３ピーク
Ｐ１３が２番目以下の大きさを有する場合と比較して、体毛美容作用を促進させやすくす
る効果が高くなる。
【０１０７】
　（１６）体毛用美容光は、４４０ｎｍ～４６０ｎｍの波長範囲において第１波形第１ピ
ークＰ１１を有する。体毛用美容光は、５２０ｎｍ～５４０ｎｍの波長範囲において第１
波形第３ピークＰ１３を有する。第１波形第３ピークＰ１３は、第１波形第１ピークＰ１
１の２倍以上の強度を有する。本願発明者は、この特徴を有する体毛用美容光により次の
効果が得られることを実験により確認した。この体毛用美容光は、第１波形第３ピークＰ
１３が第１波形第１ピークＰ１１の２倍未満の強度を有する場合と比較して、体毛美容作
用を促進させやすくする効果が高くなる。
【０１０８】
　（１７）体毛用美容光は、４４０ｎｍ～４６０ｎｍの波長範囲において第１波形第１ピ
ークＰ１１を有する。本願発明者は、この特徴を有する体毛用美容光により次の効果が得
られることを実験により確認した。この体毛用美容光は、４４０ｎｍ～４６０ｎｍの波長
範囲外において、第１波形第１ピークＰ１１を有する場合と比較して、好ましい副作用抑
制効果および美容作用促進効果が得られる。
【０１０９】
　（１８）体毛用美容光は、４８０ｎｍ～５００ｎｍの波長範囲において第１波形第２ピ
ークＰ１２を有する。本願発明者は、この特徴を有する体毛用美容光により次の効果が得
られることを実験により確認した。この体毛用美容光は、４８０ｎｍ～５００ｎｍの波長
範囲外において、第１波形第２ピークＰ１２を有する場合と比較して、好ましい副作用抑
制効果および美容作用促進効果が得られる。
【０１１０】
　（１９）体毛用美容光は、５２０ｎｍ～５４０ｎｍの波長範囲において第１波形第３ピ
ークＰ１３を有する。本願発明者は、この特徴を有する体毛用美容光により次の効果が得
られることを実験により確認した。この体毛用美容光は、５２０ｎｍ～５４０ｎｍの波長
範囲外において、第１波形第３ピークＰ１３を有する場合と比較して、好ましい副作用抑
制効果および美容作用促進効果が得られる。



(18) JP 2014-161455 A 2014.9.8

10

20

30

40

50

【０１１１】
　（２０）体毛用美容光は、４８０ｎｍ～５００ｎｍの波長範囲において、４００ｎｍ～
７００ｎｍの波長範囲における最大の増加率を有する。本願発明者は、この特徴を有する
体毛用美容光により次の効果が得られることを実験により確認した。この体毛用美容光は
、４８０ｎｍ～５００ｎｍの波長範囲よりも短い波長範囲において最大の増加率を有する
場合と比較して、体毛美容作用を促進させやすくする効果が高くなる。
【０１１２】
　（２１）体毛用美容光は、０．２～１．５（Ｊ／ｃｍ２）の範囲のエネルギー密度を有
する。本願発明者は、この特徴を有する体毛用美容光により次の効果が得られることを実
験により確認した。この体毛用美容光は、０．２（Ｊ／ｃｍ２）未満のエネルギー密度を
有する場合と比較して、体毛美容作用を促進させやすくする効果が高くなる。この体毛用
美容光は、１．５（Ｊ／ｃｍ２）よりも大きいエネルギー密度を有する場合と比較して、
皮膚の好ましくない副作用を生じさせにくい。
【０１１３】
　（２２）体毛用美容光は、１回の照射あたり６００μｓ～２ｍｓの範囲の照射時間を有
する。本願発明者は、この特徴を有する体毛用美容光により次の効果が得られることを実
験により確認した。この体毛用美容光は、６００μｓ未満の照射時間を有する場合と比較
して、体毛美容作用を促進させやすくする効果が高くなる。この体毛用美容光は、２ｍｓ
よりも長い照射時間を有する場合と比較して、皮膚の好ましくない副作用を生じさせにく
い。
【０１１４】
　（第２実施形態）
　第２実施形態の体毛用光美容装置１０は、次の点において第１実施形態の体毛用光美容
装置１０と相違し、その他の点において第１実施形態の体毛用光美容装置１０と同じ構成
を有する。第１実施形態の体毛用光美容装置１０は、図４の実線および図５の光のスペク
トルを有する体毛用美容光を照射する。一方、第２実施形態の体毛用光美容装置１０は、
図４の破線および図６の光のスペクトルを有する体毛用美容光を照射する。なお、第２実
施形態の体毛用光美容装置１０の説明は、第１実施形態の体毛用光美容装置１０と共通す
る構成に同一の符号を付し、共通する構成の説明の一部または全部を省略する。
【０１１５】
　第２実施形態の体毛用美容光について説明する。
　体毛用美容光は、４００ｎｍ～７００ｎｍの波長範囲に３つのピークを有する。体毛用
美容光は、第１基準波長範囲ＷＬ１に３つのピークのうちの２つを有する。体毛用美容光
は、第２基準波長範囲ＷＬ２に３つのピークのうちの１つを有する。体毛用美容光は、第
３基準波長範囲ＷＬ３にピークを有していない。３つのピークは、第２波形第１ピークＰ
２１、第２波形第２ピークＰ２２、および第２波形第３ピークＰ２３を示す。
【０１１６】
　第２波形第１ピークＰ２１は、第１基準波長範囲ＷＬ１に形成される。第２波形第１ピ
ークＰ２１は、一例として、４５０ｎｍ～４７０ｎｍの波長範囲に形成される。第２波形
第１ピークＰ２１は、一例として、４６０ｎｍの波長を有する。
【０１１７】
　第２波形第１ピークＰ２１は、第１基準波長範囲ＷＬ１に存在する複数のピークにおい
て最小の強度を有する。第２波形第１ピークＰ２１は、第１基準波長範囲ＷＬ１および第
２基準波長範囲ＷＬ２に存在する複数のピークにおいて最小の強度を有する。第２波形第
１ピークＰ２１は、第１基準波長範囲ＷＬ１～第３基準波長範囲ＷＬ３に存在する複数の
ピークにおいて最小の強度を有する。
【０１１８】
　第２波形第１ピークＰ２１は、第２波形第１適正ピーク範囲に含まれることが好ましい
。第２波形第１適正ピーク範囲は、好ましい副作用抑制効果および美容作用促進効果が得
られるピーク範囲を示す。第２波形第１適正ピーク範囲は、一例として、４００～３００
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０（Ｊ／ｃｍ２）の範囲を有する。第２波形第１適正ピーク範囲は、別の一例として、２
００～１５００（Ｊ／ｃｍ２）の範囲を有する。体毛用美容光は、第２波形第１適正ピー
ク範囲に含まれる第２波形第１ピークＰ２１を有する。
【０１１９】
　第２波形第２ピークＰ２２は、第１基準波長範囲ＷＬ１に形成される。第２波形第２ピ
ークＰ２２は、一例として、４８０ｎｍ～５００ｎｍの波長範囲に形成される。第２波形
第２ピークＰ２２は、一例として、４９０ｎｍの波長を有する。第２波形第２ピークＰ２
２は、第２波形第１ピークＰ２１よりも高い強度を有する。第２波形第２ピークＰ２２は
、第２波形第１ピークＰ２１の２倍以上の強度を有する。
【０１２０】
　第２波形第２ピークＰ２２は、第１基準波長範囲ＷＬ１において最大の強度を有する。
第２波形第２ピークＰ２２は、第１基準波長範囲ＷＬ１に存在する複数のピークにおいて
最大の強度を有する。第２波形第２ピークＰ２２は、第１基準波長範囲ＷＬ１および第２
基準波長範囲ＷＬ２に存在する複数のピークにおいて２番目の強度を有する。第２波形第
２ピークＰ２２は、第１基準波長範囲ＷＬ１～第３基準波長範囲ＷＬ３に存在する複数の
ピークにおいて２番目の強度を有する。
【０１２１】
　第２波形第２ピークＰ２２は、第２波形第２適正ピーク範囲に含まれることが好ましい
。第２波形第２適正ピーク範囲は、好ましい副作用抑制効果および美容作用促進効果が得
られるピーク範囲を示す。第２波形第２適正ピーク範囲は、一例として、１０００～７５
００（μＪ／ｃｍ２／ｎｍ）の範囲を有する。第２波形第２適正ピーク範囲は、別の一例
として、５００～３７５０（Ｊ／ｃｍ２）の範囲を有する。体毛用美容光は、第２波形第
２適正ピーク範囲に含まれる第２波形第２ピークＰ２２を有する。
【０１２２】
　第２波形第３ピークＰ２３は、第２基準波長範囲ＷＬ２に形成される。第２波形第３ピ
ークＰ２３は、一例として、５２０ｎｍ～５４０ｎｍの波長範囲に形成される。第２波形
第３ピークＰ２３は、一例として、５３０ｎｍの波長を有する。第２波形第３ピークＰ２
３は、第２波形第１ピークＰ２１、および第２波形第２ピークＰ２２よりも高い強度を有
する。第２波形第３ピークＰ２３は、第２波形第１ピークＰ２１の２倍以上の強度を有す
る。
【０１２３】
　第２波形第３ピークＰ２３は、第２基準波長範囲ＷＬ２において最大の強度を有する。
第２波形第３ピークＰ２３は、第１基準波長範囲ＷＬ１および第２基準波長範囲ＷＬ２に
存在する複数のピークにおいて最大の強度を有する。第２波形第３ピークＰ２３は、第１
基準波長範囲ＷＬ１～第３基準波長範囲ＷＬ３に存在する複数のピークにおいて最大の強
度を有する。
【０１２４】
　第２波形第３ピークＰ２３は、第２波形第３適正ピーク範囲に含まれることが好ましい
。第２波形第３適正ピーク範囲は、好ましい副作用抑制効果および美容作用促進効果が得
られるピーク範囲を示す。第２波形第３適正ピーク範囲は、一例として、１０９３～８２
００（μＪ／ｃｍ２／ｎｍ）の範囲を有する。第２波形第３適正ピーク範囲は、別の一例
として、１３０７～９８００（μＪ／ｃｍ２／ｎｍ）の範囲を有する。体毛用美容光は、
第２波形第３適正ピーク範囲に含まれる第２波形第３ピークＰ２３を有する。
【０１２５】
　体毛用美容光は、４８０ｎｍ～５００ｎｍの波長範囲において、第１基準波長範囲ＷＬ
１～第３基準波長範囲ＷＬ３における最大の増加率を有する。増加率は、単位波長あたり
の強度の増加量として規定することができる。
【０１２６】
　体毛用光美容装置１０は、複数の波長範囲のそれぞれにおける強度の積分値を規定する
。各波長範囲の強度の積分値は、第２波形第１基準積分値ＳＬ２１、第２波形第２基準積
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分値ＳＬ２２、および第２波形第３基準積分値ＳＬ２３を含む。第２波形第１基準積分値
ＳＬ２１は、第２波形第１内部積分値ＳＡ２１および第２波形第１外部積分値ＳＡ２２を
含む。第２波形第２基準積分値ＳＬ２２は、第２波形第２内部積分値ＳＢ２１および第２
波形第２外部積分値ＳＢ２２を含む。第２波形第３基準積分値ＳＬ２３は、第２波形第３
高位積分値ＳＣ２１および第２波形第３低位積分値ＳＣ２２を含む。
【０１２７】
　第２波形第１基準積分値ＳＬ２１は、第１基準波長範囲ＷＬ１における光の強度の積分
値を示す。第２波形第１内部積分値ＳＡ２１は、第１吸光ピーク内部範囲ＷＡ１における
光の強度の積分値を示す。第２波形第１外部積分値ＳＡ２２は、第１吸光ピーク外部範囲
ＷＡ２における光の強度の積分値を示す。
【０１２８】
　第２波形第２基準積分値ＳＬ２２は、第２基準波長範囲ＷＬ２における光の強度の積分
値を示す。第２波形第２内部積分値ＳＢ２１は、第２吸光ピーク内部範囲ＷＢ１における
光の強度の積分値を示す。第２波形第２外部積分値ＳＢ２２は、第２吸光ピーク外部範囲
ＷＢ２における光の強度の積分値を示す。
【０１２９】
　第２波形第３基準積分値ＳＬ２３は、第３基準波長範囲ＷＬ３における光の強度の積分
値を示す。第２波形第３高位積分値ＳＣ２１は、第３高位強度波長範囲ＷＣ１における光
の強度の積分値を示す。第２波形第３低位積分値ＳＣ２２は、第３低位強度波長範囲ＷＣ
２における光の強度の積分値を示す。
【０１３０】
　第２波形第１基準積分値ＳＬ２１、第２波形第２基準積分値ＳＬ２２、および第２波形
第３基準積分値ＳＬ２３の合計は、合計適正積分値範囲に含まれる。合計適正積分値範囲
は、好ましい副作用抑制効果および美容作用促進効果が得られる積分値範囲を示す。合計
適正積分値範囲は、一例として、０．２～１．５（Ｊ／ｃｍ２）の範囲を有する。合計適
正積分値範囲は、別の一例として、０．２～１．５（Ｊ／ｃｍ２）の範囲を有する。
【０１３１】
　第２波形第１基準積分値ＳＬ２１は、第１適正積分値範囲に含まれることが好ましい。
第１適正積分値範囲は、好ましい副作用抑制効果および美容作用促進効果が得られる積分
値範囲を示す。第１適正積分値範囲は、一例として、０．０４～０．３（Ｊ／ｃｍ２）の
範囲を有する。第１適正積分値範囲は、別の一例として、０．０３～０．２（Ｊ／ｃｍ２

）の範囲を有する。体毛用美容光は、第１適正積分値範囲に含まれる第２波形第１基準積
分値ＳＬ２１を有する。
【０１３２】
　第２波形第１内部積分値ＳＡ２１は、第１適正内部積分値範囲に含まれることが好まし
い。第１適正内部積分値範囲は、好ましい副作用抑制効果および美容作用促進効果が得ら
れる積分値範囲を示す。第１適正内部積分値範囲は、一例として、０．００３～０．０２
（Ｊ／ｃｍ２）の範囲を有する。第１適正内部積分値範囲は、別の一例として、０（Ｊ／
ｃｍ２）を有する。
【０１３３】
　第２波形第１外部積分値ＳＡ２２は、第１適正外部積分値範囲に含まれることが好まし
い。第１適正外部積分値範囲は、好ましい副作用抑制効果および美容作用促進効果が得ら
れる積分値範囲を示す。第１適正外部積分値範囲は、一例として、０．０３７～０．２８
（Ｊ／ｃｍ２）の範囲を有する。第１適正外部積分値範囲は、別の一例として、０．０３
～０．２（Ｊ／ｃｍ２）の範囲を有する。
【０１３４】
　第２波形第２基準積分値ＳＬ２２は、第２適正積分値範囲に含まれることが好ましい。
第２適正積分値範囲は、好ましい副作用抑制効果および美容作用促進効果が得られる積分
値範囲を示す。第２適正積分値範囲は、一例として、０．１２～０．９（Ｊ／ｃｍ２）の
範囲を有する。第２適正積分値範囲は、別の一例として、０．１３～１（Ｊ／ｃｍ２）の
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範囲を有する。体毛用美容光は、第２適正積分値範囲に含まれる第２波形第２基準積分値
ＳＬ２２を有する。
【０１３５】
　第２波形第２内部積分値ＳＢ２１は、第２適正内部積分値範囲に含まれることが好まし
い。第２適正内部積分値範囲は、好ましい副作用抑制効果および美容作用促進効果が得ら
れる積分値範囲を示す。第２適正内部積分値範囲は、一例として、０．０４５～０．３４
（Ｊ／ｃｍ２）の範囲を有する。第２適正内部積分値範囲は、別の一例として、０．０４
～０．３（Ｊ／ｃｍ２）の範囲を有する。
【０１３６】
　第２波形第２外部積分値ＳＢ２２は、第２適正外部積分値範囲に含まれることが好まし
い。第２適正外部積分値範囲は、好ましい副作用抑制効果および美容作用促進効果が得ら
れる積分値範囲を示す。第２適正外部積分値範囲は、一例として、０．０７５～０．５６
（Ｊ／ｃｍ２）の範囲を有する。第２適正外部積分値範囲は、別の一例として、０．０９
～０．７（Ｊ／ｃｍ２）の範囲を有する。
【０１３７】
　第２波形第３基準積分値ＳＬ２３は、第３適正積分値範囲に含まれることが好ましい。
第３適正積分値範囲は、好ましい副作用抑制効果および美容作用促進効果が得られる積分
値範囲を示す。第３適正積分値範囲は、一例として、０．０４～０．３（Ｊ／ｃｍ２）の
範囲を有する。第３適正積分値範囲は、別の一例として、０．０４～０．３（Ｊ／ｃｍ２

）の範囲を有する。体毛用美容光は、第３適正積分値範囲に含まれる第２波形第３基準積
分値ＳＬ２３を有する。
【０１３８】
　第２波形第３高位積分値ＳＣ２１は、第３適正内部積分値範囲に含まれることが好まし
い。第３適正内部積分値範囲は、好ましい副作用抑制効果および美容作用促進効果が得ら
れる積分値範囲を示す。第３適正内部積分値範囲は、一例として、０．０４～０．３（Ｊ
／ｃｍ２）の範囲を有する。第３適正内部積分値範囲は、別の一例として、０．０４～０
．３（Ｊ／ｃｍ２）の範囲を有する。
【０１３９】
　第２波形第３低位積分値ＳＣ２２は、第３適正外部積分値範囲に含まれることが好まし
い。第３適正外部積分値範囲は、好ましい副作用抑制効果および美容作用促進効果が得ら
れる積分値範囲を示す。第３適正外部積分値範囲は、一例として、０（Ｊ／ｃｍ２）を有
する。第３適正外部積分値範囲は、別の一例として、０（Ｊ／ｃｍ２）を有する。
【０１４０】
　上記に示される各ピークの範囲の一例および各積分値の範囲の一例は、一例としての複
数の光のスペクトルが有する各ピークおよび各積分値に基づいて規定されている。上記に
示される各ピークの範囲の別の一例および各積分値の範囲の別の一例は、別の一例として
の複数の光のスペクトルが有する各ピークおよび各積分値に基づいて規定されている。す
なわち、各ピークおよび各積分値の一例としての範囲、ならびに各ピークおよび各積分値
の別の一例としての範囲は、個別に規定されている。このため、各ピークおよび各積分値
の範囲の一例、および各ピークおよび各積分値の範囲の別の一例は、一部において同一の
値を示している。
【０１４１】
　各強度積分値は、図６に示される光のスペクトルにおいて以下の関係を有する。
（ａ）積分値ＳＬ２１は、積分値ＳＬ２２よりも小さい。
（ｂ）積分値ＳＬ２１は、積分値ＳＬ２３よりも小さい。
（ｃ）積分値ＳＡ２１は、積分値ＳＡ２２よりも小さい。
（ｄ）積分値ＳＢ２１は、積分値ＳＢ２２よりも小さい。
（ｅ）積分値ＳＣ２１は、積分値ＳＣ２２よりも大きい。
（ｆ）積分値ＳＡ２１は、積分値ＳＢ２１よりも小さい。
（ｇ）積分値ＳＡ２１は、積分値ＳＢ２２よりも小さい。



(22) JP 2014-161455 A 2014.9.8

10

20

30

40

50

（ｈ）積分値ＳＡ２１は、積分値ＳＣ２１よりも小さい。
（ｉ）積分値ＳＡ２１は、積分値ＳＣ２２と等しい。
（ｊ）積分値ＳＡ２２は、積分値ＳＢ２１よりも小さい。
（ｋ）積分値ＳＡ２２は、積分値ＳＢ２２よりも小さい。
（ｌ）積分値ＳＡ２２は、積分値ＳＣ２１よりも小さい。
（ｍ）積分値ＳＡ２２は、積分値ＳＣ２２よりも大きい。
（ｎ）積分値ＳＢ２１は、積分値ＳＣ２１よりも大きい。
（ｏ）積分値ＳＢ２１は、積分値ＳＣ２２よりも大きい。
（ｐ）積分値ＳＢ２２は、積分値ＳＣ２１よりも大きい。
（ｑ）積分値ＳＢ２２は、積分値ＳＣ２２よりも大きい。
【０１４２】
　第２実施形態の体毛用光美容装置１０は、第１実施形態の体毛用光美容装置１０が奏す
る（１）～（２２）の効果に準じた効果を奏する。すなわち、皮膚の好ましくない副作用
を生じさせにくく、かつ体毛の成長を抑制する旨の効果、およびその他の種々の効果を奏
する。また、第２実施形態の体毛用光美容装置１０は、さらに以下の効果を奏する。
【０１４３】
　（２３）体毛用美容光は、第２波形第１内部積分値ＳＡ２１が第１波形第１内部積分値
ＳＡ１１よりも小さい。本願発明者は、この特徴を有する体毛用美容光により次の効果が
得られることを実験により確認した。この体毛用美容光は、第２波形第１内部積分値ＳＡ
２１が第１波形第１内部積分値ＳＡ１１よりも大きい場合と比較して、皮膚の好ましくな
い副作用を生じさせにくくする効果が高くなる。
【０１４４】
　（第３実施形態）
　第３実施形態の体毛用光美容装置１０は、次の点において第１実施形態の体毛用光美容
装置１０と相違し、その他の点において第１実施形態の体毛用光美容装置１０と同じ構成
を有する。第１実施形態の体毛用光美容装置１０は、図４の実線および図５の光のスペク
トルを有する体毛用美容光を照射する。一方、第３実施形態の体毛用光美容装置１０は、
図４の二点鎖線および図７の光のスペクトルを有する体毛用美容光を照射する。なお、第
３実施形態の体毛用光美容装置１０の説明は、第１実施形態の体毛用光美容装置１０と共
通する構成に同一の符号を付し、共通する構成の説明の一部または全部を省略する。
【０１４５】
　第３実施形態の体毛用美容光について説明する。
　体毛用美容光は、４００ｎｍ～７００ｎｍの波長範囲に４つのピークを有する。体毛用
美容光は、第１基準波長範囲ＷＬ１に４つのピークのうちの２つを有する。体毛用美容光
は、第２基準波長範囲ＷＬ２に４つのピークのうちの２つを有する。体毛用美容光は、第
３基準波長範囲ＷＬ３にピークを有していない。４つのピークは、第３波形第１ピークＰ
３１、第３波形第２ピークＰ３２、第３波形第３ピークＰ３３、および第３波形第４ピー
クＰ３４を示す。
【０１４６】
　第３波形第１ピークＰ３１は、第１基準波長範囲ＷＬ１に形成される。第３波形第１ピ
ークＰ３１は、一例として、４４０ｎｍ～４６０ｎｍの波長範囲に形成される。第３波形
第１ピークＰ３１は、一例として、４５０ｎｍの波長を有する。
【０１４７】
　第３波形第１ピークＰ３１は、第１基準波長範囲ＷＬ１に存在する複数のピークにおい
て最小の強度を有する。第３波形第１ピークＰ３１は、第１基準波長範囲ＷＬ１および第
２基準波長範囲ＷＬ２に存在する複数のピークにおいて最小の強度を有する。第３波形第
１ピークＰ３１は、第１基準波長範囲ＷＬ１～第３基準波長範囲ＷＬ３に存在する複数の
ピークにおいて最小の強度を有する。
【０１４８】
　第３波形第１ピークＰ３１は、第３波形第１適正ピーク範囲に含まれることが好ましい
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。第３波形第１適正ピーク範囲は、好ましい副作用抑制効果および美容作用促進効果が得
られるピーク範囲を示す。第３波形第１適正ピーク範囲は、一例として、５０７～３８０
０（Ｊ／ｃｍ２）の範囲を有する。第３波形第１適正ピーク範囲は、別の一例として、２
５４～１９００（Ｊ／ｃｍ２）の範囲を有する。体毛用美容光は、第３波形第１適正ピー
ク範囲に含まれる第３波形第１ピークＰ３１を有する。
【０１４９】
　第３波形第２ピークＰ３２は、第１基準波長範囲ＷＬ１に形成される。第３波形第２ピ
ークＰ３２は、一例として、４８０ｎｍ～５００ｎｍの波長範囲に形成される。第３波形
第２ピークＰ３２は、一例として、４９０ｎｍの波長を有する。第３波形第２ピークＰ３
２は、第３波形第１ピークＰ３１よりも高い強度を有する。第３波形第２ピークＰ３２は
、第３波形第１ピークＰ３１の２倍以上の強度を有する。
【０１５０】
　第３波形第２ピークＰ３２は、第１基準波長範囲ＷＬ１において最大の強度を有する。
第３波形第２ピークＰ３２は、第１基準波長範囲ＷＬ１に存在する複数のピークにおいて
最大の強度を有する。第３波形第２ピークＰ３２は、第１基準波長範囲ＷＬ１および第２
基準波長範囲ＷＬ２に存在する複数のピークにおいて２番目の強度を有する。第３波形第
２ピークＰ３２は、第１基準波長範囲ＷＬ１～第３基準波長範囲ＷＬ３に存在する複数の
ピークにおいて２番目の強度を有する。
【０１５１】
　第３波形第２ピークＰ３２は、第３波形第２適正ピーク範囲に含まれることが好ましい
。第３波形第２適正ピーク範囲は、好ましい副作用抑制効果および美容作用促進効果が得
られるピーク範囲を示す。第３波形第２適正ピーク範囲は、一例として、１２４０～９３
００（Ｊ／ｃｍ２）の範囲を有する。第３波形第２適正ピーク範囲は、別の一例として、
６２０～４６５０（Ｊ／ｃｍ２）の範囲を有する。体毛用美容光は、第３波形第２適正ピ
ーク範囲に含まれる第３波形第２ピークＰ３２を有する。
【０１５２】
　第３波形第３ピークＰ３３は、第２基準波長範囲ＷＬ２に形成される。第３波形第３ピ
ークＰ３３は、一例として、５１５ｎｍ～５３５ｎｍの波長範囲に形成される。第３波形
第３ピークＰ３３は、一例として、５２５ｎｍの波長を有する。第３波形第３ピークＰ３
３は、第３波形第１ピークＰ３１、および第３波形第２ピークＰ３２よりも高い強度を有
する。第３波形第３ピークＰ３３は、第３波形第１ピークＰ３１の２倍以上の強度を有す
る。
【０１５３】
　第３波形第３ピークＰ３３は、第２基準波長範囲ＷＬ２において最大の強度を有する。
第３波形第３ピークＰ３３は、第２基準波長範囲ＷＬ２に存在する複数のピークにおいて
最大の強度を有する。第３波形第３ピークＰ３３は、第１基準波長範囲ＷＬ１および第２
基準波長範囲ＷＬ２に存在する複数のピークにおいて最大の強度を有する。第３波形第３
ピークＰ３３は、第１基準波長範囲ＷＬ１～第３基準波長範囲ＷＬ３に存在する複数のピ
ークにおいて最大の強度を有する。
【０１５４】
　第３波形第３ピークＰ３３は、第３波形第３適正ピーク範囲に含まれることが好ましい
。第３波形第３適正ピーク範囲は、好ましい副作用抑制効果および美容作用促進効果が得
られるピーク範囲を示す。第３波形第３適正ピーク範囲は、一例として、１４６７～１１
０００（Ｊ／ｃｍ２）の範囲を有する。第３波形第３適正ピーク範囲は、別の一例として
、２４４４～１８３３３（Ｊ／ｃｍ２）の範囲を有する。体毛用美容光は、第３波形第３
適正ピーク範囲に含まれる第３波形第３ピークＰ３３を有する。
【０１５５】
　第３波形第４ピークＰ３４は、第２基準波長範囲ＷＬ２に形成される。第３波形第４ピ
ークＰ３４は、一例として、５８０ｎｍ～６００ｎｍの波長範囲に形成される。第３波形
第４ピークＰ３４は、一例として、５９０ｎｍの波長を有する。第３波形第４ピークＰ３
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４は、第３波形第１ピークＰ３１よりも高い強度を有する。第３波形第４ピークＰ３４は
、第３波形第１ピークＰ３１の２倍以上の強度を有する。
【０１５６】
　第３波形第４ピークＰ３４は、第２基準波長範囲ＷＬ２において２番目の強度を有する
。第３波形第４ピークＰ３４は、第１基準波長範囲ＷＬ１および第２基準波長範囲ＷＬ２
に存在する複数のピークにおいて３番目の強度を有する。第３波形第４ピークＰ３４は、
第１基準波長範囲ＷＬ１～第３基準波長範囲ＷＬ３に存在する複数のピークにおいて３番
目の強度を有する。
【０１５７】
　第３波形第４ピークＰ３４は、第３波形第４適正ピーク範囲に含まれることが好ましい
。第３波形第４適正ピーク範囲は、好ましい副作用抑制効果および美容作用促進効果が得
られるピーク範囲を示す。第３波形第４適正ピーク範囲は、一例として、１１７３～８８
００（Ｊ／ｃｍ２）の範囲を有する。第３波形第４適正ピーク範囲は、別の一例として、
１９５６～１４６６７（Ｊ／ｃｍ２）の範囲を有する。体毛用美容光は、第３波形第４適
正ピーク範囲に含まれる第３波形第４ピークＰ３４を有する。
【０１５８】
　体毛用美容光は、４８０ｎｍ～５００ｎｍの波長範囲において、第１基準波長範囲ＷＬ
１～第３基準波長範囲ＷＬ３における最大の増加率を有する。増加率は、単位波長あたり
の強度の増加量として規定することができる。
【０１５９】
　体毛用光美容装置１０は、複数の波長範囲のそれぞれにおける強度の積分値を規定する
。各波長範囲の強度の積分値は、第３波形第１基準積分値ＳＬ３１、第３波形第２基準積
分値ＳＬ３２、および第３波形第３基準積分値ＳＬ３３を含む。第３波形第１基準積分値
ＳＬ３１は、第３波形第１内部積分値ＳＡ３１および第３波形第１外部積分値ＳＡ３２を
含む。第３波形第２基準積分値ＳＬ３２は、第３波形第２内部積分値ＳＢ３１および第３
波形第２外部積分値ＳＢ３２を含む。第３波形第３基準積分値ＳＬ３３は、第３波形第３
高位積分値ＳＣ３１および第３波形第３低位積分値ＳＣ３２を含む。
【０１６０】
　第３波形第１基準積分値ＳＬ３１は、第１基準波長範囲ＷＬ１における光の強度の積分
値を示す。第３波形第１内部積分値ＳＡ３１は、第１吸光ピーク内部範囲ＷＡ１における
光の強度の積分値を示す。第３波形第１外部積分値ＳＡ３２は、第１吸光ピーク外部範囲
ＷＡ２における光の強度の積分値を示す。
【０１６１】
　第３波形第２基準積分値ＳＬ３２は、第２基準波長範囲ＷＬ２における光の強度の積分
値を示す。第３波形第２内部積分値ＳＢ３１は、第２吸光ピーク内部範囲ＷＢ１における
光の強度の積分値を示す。第３波形第２外部積分値ＳＢ３２は、第２吸光ピーク外部範囲
ＷＢ２における光の強度の積分値を示す。
【０１６２】
　第３波形第３基準積分値ＳＬ３３は、第３基準波長範囲ＷＬ３における光の強度の積分
値を示す。第３波形第３高位積分値ＳＣ３１は、第３高位強度波長範囲ＷＣ１における光
の強度の積分値を示す。第３波形第３低位積分値ＳＣ３２は、第３低位強度波長範囲ＷＣ
２における光の強度の積分値を示す。
【０１６３】
　第３波形第１基準積分値ＳＬ３１、第３波形第２基準積分値ＳＬ３２、および第３波形
第３基準積分値ＳＬ３３の合計は、合計適正積分値範囲に含まれる。合計適正積分値範囲
は、好ましい副作用抑制効果および美容作用促進効果が得られる積分値範囲を示す。合計
適正積分値範囲は、一例として、０．２～１．５（Ｊ／ｃｍ２）の範囲を有する。合計適
正積分値範囲は、別の一例として、０．２～１．５（Ｊ／ｃｍ２）の範囲を有する。
【０１６４】
　第３波形第１基準積分値ＳＬ３１は、第１適正積分値範囲に含まれることが好ましい。
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第１適正積分値範囲は、好ましい副作用抑制効果および美容作用促進効果が得られる積分
値範囲を示す。第１適正積分値範囲は、一例として、０．０５～０．４（Ｊ／ｃｍ２）の
範囲を有する。第１適正積分値範囲は、別の一例として、０．０３～０．２（Ｊ／ｃｍ２

）の範囲を有する。体毛用美容光は、第１適正積分値範囲に含まれる第３波形第１基準積
分値ＳＬ３１を有する。
【０１６５】
　第３波形第１内部積分値ＳＡ３１は、第１適正内部積分値範囲に含まれることが好まし
い。第１適正内部積分値範囲は、好ましい副作用抑制効果および美容作用促進効果が得ら
れる積分値範囲を示す。第１適正内部積分値範囲は、一例として、０．００８～０．０６
（Ｊ／ｃｍ２）の範囲を有する。第１適正内部積分値範囲は、別の一例として、０（Ｊ／
ｃｍ２）を有する。
【０１６６】
　第３波形第１外部積分値ＳＡ３２は、第１適正外部積分値範囲に含まれることが好まし
い。第１適正外部積分値範囲は、好ましい副作用抑制効果および美容作用促進効果が得ら
れる積分値範囲を示す。第１適正外部積分値範囲は、一例として、０．０４２～０．３４
（Ｊ／ｃｍ２）の範囲を有する。第１適正外部積分値範囲は、別の一例として、０．０３
～０．２（Ｊ／ｃｍ２）の範囲を有する。
【０１６７】
　第３波形第２基準積分値ＳＬ３２は、第２適正積分値範囲に含まれることが好ましい。
第２適正積分値範囲は、好ましい副作用抑制効果および美容作用促進効果が得られる積分
値範囲を示す。第２適正積分値範囲は、一例として、０．０８～０．６（Ｊ／ｃｍ２）の
範囲を有する。第２適正積分値範囲は、別の一例として、０．１３～１（Ｊ／ｃｍ２）の
範囲を有する。体毛用美容光は、第２適正積分値範囲に含まれる第３波形第２基準積分値
ＳＬ３２を有する。
【０１６８】
　第３波形第２内部積分値ＳＢ３１は、第２適正内部積分値範囲に含まれることが好まし
い。第２適正内部積分値範囲は、好ましい副作用抑制効果および美容作用促進効果が得ら
れる積分値範囲を示す。第２適正内部積分値範囲は、一例として、０（Ｊ／ｃｍ２）を有
する。第２適正内部積分値範囲は、別の一例として、０（Ｊ／ｃｍ２）を有する。
【０１６９】
　第３波形第２外部積分値ＳＢ３２は、第２適正外部積分値範囲に含まれることが好まし
い。第２適正外部積分値範囲は、好ましい副作用抑制効果および美容作用促進効果が得ら
れる積分値範囲を示す。第２適正外部積分値範囲は、一例として、０．０８～０．６（Ｊ
／ｃｍ２）の範囲を有する。第２適正外部積分値範囲は、別の一例として、０．１３～１
（Ｊ／ｃｍ２）の範囲を有する。
【０１７０】
　第３波形第３基準積分値ＳＬ３３は、第３適正積分値範囲に含まれることが好ましい。
第３適正積分値範囲は、好ましい副作用抑制効果および美容作用促進効果が得られる積分
値範囲を示す。第３適正積分値範囲は、一例として、０．０７～０．５（Ｊ／ｃｍ２）の
範囲を有する。第３適正積分値範囲は、別の一例として、０．０４～０．３（Ｊ／ｃｍ２

）の範囲を有する。体毛用美容光は、第３適正積分値範囲に含まれる第３波形第３基準積
分値ＳＬ３３を有する。
【０１７１】
　第３波形第３高位積分値ＳＣ３１は、第３適正内部積分値範囲に含まれることが好まし
い。第３適正内部積分値範囲は、好ましい副作用抑制効果および美容作用促進効果が得ら
れる積分値範囲を示す。第３適正内部積分値範囲は、一例として、０．０７～０．５（Ｊ
／ｃｍ２）の範囲を有する。第３適正内部積分値範囲は、別の一例として、０．０４～０
．３（Ｊ／ｃｍ２）の範囲を有する。
【０１７２】
　第３波形第３低位積分値ＳＣ３２は、第３適正外部積分値範囲に含まれることが好まし



(26) JP 2014-161455 A 2014.9.8

10

20

30

40

50

い。第３適正外部積分値範囲は、好ましい副作用抑制効果および美容作用促進効果が得ら
れる積分値範囲を示す。第３適正外部積分値範囲は、一例として、０（Ｊ／ｃｍ２）を有
する。第３適正外部積分値範囲は、別の一例として、０（Ｊ／ｃｍ２）を有する。
【０１７３】
　上記に示される各ピークの範囲の一例および各積分値の範囲の一例は、一例としての複
数の光のスペクトルが有する各ピークおよび各積分値に基づいて規定されている。上記に
示される各ピークの範囲の別の一例および各積分値の範囲の別の一例は、別の一例として
の複数の光のスペクトルが有する各ピークおよび各積分値に基づいて規定されている。す
なわち、各ピークおよび各積分値の一例としての範囲、ならびに各ピークおよび各積分値
の別の一例としての範囲は、個別に規定されている。このため、各ピークおよび各積分値
の範囲の一例、および各ピークおよび各積分値の範囲の別の一例は、一部において同一の
値を示している。
【０１７４】
　各強度積分値は、図７に示される光のスペクトルにおいて以下の関係を有する。
（ａ）積分値ＳＬ３１は、積分値ＳＬ３２よりも小さい。
（ｂ）積分値ＳＬ３１は、積分値ＳＬ３３よりも小さい。
（ｃ）積分値ＳＡ３１は、積分値ＳＡ３２よりも小さい。
（ｄ）積分値ＳＢ３１は、積分値ＳＢ３２よりも小さい。
（ｅ）積分値ＳＣ３１は、積分値ＳＣ３２よりも大きい。
（ｆ）積分値ＳＡ３１は、積分値ＳＢ３１よりも大きい。
（ｇ）積分値ＳＡ３１は、積分値ＳＢ３２よりも小さい。
（ｈ）積分値ＳＡ３１は、積分値ＳＣ３１よりも小さい。
（ｉ）積分値ＳＡ３１は、積分値ＳＣ３２よりも大きい。
（ｊ）積分値ＳＡ３２は、積分値ＳＢ３１よりも大きい。
（ｋ）積分値ＳＡ３２は、積分値ＳＢ３２よりも小さい。
（ｌ）積分値ＳＡ３２は、積分値ＳＣ３１よりも小さい。
（ｍ）積分値ＳＡ３２は、積分値ＳＣ３２よりも大きい。
（ｎ）積分値ＳＢ３１は、積分値ＳＣ３１よりも小さい。
（ｏ）積分値ＳＢ３１は、積分値ＳＣ３２と等しい。
（ｐ）積分値ＳＢ３２は、積分値ＳＣ３１よりも大きい。
（ｑ）積分値ＳＢ３２は、積分値ＳＣ３２よりも大きい。
【０１７５】
　第３実施形態の体毛用光美容装置１０は、第１実施形態の体毛用光美容装置１０が奏す
る（１）～（２２）の効果に準じた効果を奏する。すなわち、皮膚の好ましくない副作用
を生じさせにくく、かつ体毛の成長を抑制する旨の効果、およびその他の種々の効果を奏
する。また、第３実施形態の体毛用光美容装置１０は、さらに以下の効果を奏する。
【０１７６】
　（２４）体毛用美容光は、第３波形第２内部積分値ＳＢ３１が第１波形第２内部積分値
ＳＢ１１よりも小さい。本願発明者は、この特徴を有する体毛用美容光により次の効果が
得られることを実験により確認した。この体毛用美容光は、第３波形第２内部積分値ＳＢ
３１が第１波形第２内部積分値ＳＢ１１よりも大きい場合と比較して、皮膚の好ましくな
い副作用を生じさせにくくする効果が高くなる。
【０１７７】
　（その他の実施形態）
　本体毛用光美容装置は、第１実施形態～第３実施形態とは異なるその他の実施形態を含
む。その他の実施形態は、一例として、以下に示される第１実施形態～第３実施形態の変
形例としての形態を有する。なお、以下の各変形例は、技術的に矛盾しない範囲において
互いに組み合わせることができる。
【０１７８】
　・第１実施形態の体毛用美容光は、第１基準波長範囲ＷＬ１において第１波形第１ピー
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クＰ１１および第１波形第２ピークＰ１２を有する。ただし、第１基準波長範囲ＷＬ１に
形成されるピークの数は、第１実施形態に例示された内容に限られない。変形例の体毛用
美容光は、一例として、第１波形第１ピークＰ１１および第１波形第２ピークＰ１２の少
なくとも一方を省略する。別の変形例の体毛用美容光は、一例として、第１基準波長範囲
ＷＬ１において第１波形第１ピークＰ１１および第１波形第２ピークＰ１２以外の１つ以
上のピークを有する。体毛用光美容装置は、第１基準波長範囲ＷＬ１のピークの数が第１
実施形態と相違する場合においても、積分値ＳＬ１１が積分値ＳＬ１２よりも小さいとき
、少なくとも第１実施形態の（１）～（３）の効果に準じた効果を奏する。
【０１７９】
　・第１実施形態の体毛用美容光は、第２基準波長範囲ＷＬ２において第１波形第３ピー
クＰ１３を有する。ただし、第２基準波長範囲ＷＬ２に形成されるピークの数は、第１実
施形態に例示された内容に限られない。変形例の体毛用美容光は、一例として、第１波形
第３ピークＰ１３を省略する。別の変形例の体毛用美容光は、一例として、第２基準波長
範囲ＷＬ２において第１波形第３ピークＰ１３以外の１つ以上のピークを有する。体毛用
光美容装置は、第２基準波長範囲ＷＬ２のピークの数が第１実施形態と相違する場合にお
いても、積分値ＳＬ１１が積分値ＳＬ１２よりも小さいとき、少なくとも第１実施形態の
（１）～（３）の効果に準じた効果を奏する。
【０１８０】
　・第１実施形態の体毛用美容光は、第３基準波長範囲ＷＬ３においてピークを有してい
ない。ただし、第３基準波長範囲ＷＬ３に形成されるピークの数は、第１実施形態に例示
された内容に限られない。変形例の体毛用美容光は、一例として、第３基準波長範囲ＷＬ
３において１つ以上のピークを有する。第３基準波長範囲ＷＬ３のピークは、第１基準波
長範囲ＷＬ１のピークよりも小さいことが好ましい。第３基準波長範囲ＷＬ３のピークは
、第２基準波長範囲ＷＬ２のピークよりも小さいことが好ましい。体毛用光美容装置は、
第３基準波長範囲ＷＬ３のピークの数が第１実施形態と相違する場合においても、積分値
ＳＬ１１が積分値ＳＬ１２よりも小さいとき、少なくとも第１実施形態の（１）～（３）
の効果に準じた効果を奏する。
【０１８１】
　・第１実施形態の体毛用美容光は、第１波形第２ピークＰ１２よりも大きい第１波形第
３ピークＰ１３を有する。ただし、各ピークの関係は、第１実施形態に例示された内容に
限られない。変形例の体毛用美容光は、第１波形第２ピークＰ１２よりも小さい、または
第１波形第２ピークＰ１２と等しい第１波形第３ピークＰ１３を有する。
【０１８２】
　・第２実施形態の体毛用美容光は、第１基準波長範囲ＷＬ１において第２波形第１ピー
クＰ２１および第２波形第２ピークＰ２２を有する。ただし、第１基準波長範囲ＷＬ１に
形成されるピークの数は、第２実施形態に例示された内容に限られない。変形例の体毛用
美容光は、一例として、第２波形第１ピークＰ２１および第２波形第２ピークＰ２２の少
なくとも一方を省略する。別の変形例の体毛用美容光は、一例として、第１基準波長範囲
ＷＬ１において第２波形第１ピークＰ２１および第２波形第２ピークＰ２２以外の１つ以
上のピークを有する。体毛用光美容装置は、第１基準波長範囲ＷＬ１のピークの数が第２
実施形態と相違する場合においても、積分値ＳＬ２１が積分値ＳＬ２２よりも小さいとき
、少なくとも第２実施形態の（１）～（３）の効果に準じた効果を奏する。
【０１８３】
　・第２実施形態の体毛用美容光は、第２基準波長範囲ＷＬ２において第２波形第３ピー
クＰ２３を有する。ただし、第２基準波長範囲ＷＬ２に形成されるピークの数は、第２実
施形態に例示された内容に限られない。変形例の体毛用美容光は、一例として、第２波形
第３ピークＰ２３を省略する。別の変形例の体毛用美容光は、一例として、第２基準波長
範囲ＷＬ２において第２波形第３ピークＰ２３以外の１つ以上のピークを有する。体毛用
光美容装置は、第２基準波長範囲ＷＬ２のピークの数が第２実施形態と相違する場合にお
いても、積分値ＳＬ２１が積分値ＳＬ２２よりも小さいとき、少なくとも第２実施形態の
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（１）～（３）の効果に準じた効果を奏する。
【０１８４】
　・第２実施形態の体毛用美容光は、第３基準波長範囲ＷＬ３においてピークを有してい
ない。ただし、第３基準波長範囲ＷＬ３に形成されるピークの数は、第２実施形態に例示
された内容に限られない。変形例の体毛用美容光は、一例として、第３基準波長範囲ＷＬ
３において１つ以上のピークを有する。第３基準波長範囲ＷＬ３のピークは、第１基準波
長範囲ＷＬ１のピークよりも小さいことが好ましい。第３基準波長範囲ＷＬ３のピークは
、第２基準波長範囲ＷＬ２のピークよりも小さいことが好ましい。体毛用光美容装置は、
第３基準波長範囲ＷＬ３のピークの数が第２実施形態と相違する場合においても、積分値
ＳＬ２１が積分値ＳＬ２２よりも小さいとき、少なくとも第２実施形態の（１）～（３）
の効果に準じた効果を奏する。
【０１８５】
　・第２実施形態の体毛用美容光は、第２波形第２ピークＰ２２よりも大きい第２波形第
３ピークＰ２３を有する。ただし、各ピークの関係は、第２実施形態に例示された内容に
限られない。変形例の体毛用美容光は、第２波形第２ピークＰ２２よりも小さい、または
第２波形第２ピークＰ２２と等しい第２波形第３ピークＰ２３を有する。
【０１８６】
　・第３実施形態の体毛用美容光は、第１基準波長範囲ＷＬ１において第３波形第１ピー
クＰ３１および第３波形第２ピークＰ３２を有する。ただし、第１基準波長範囲ＷＬ１に
形成されるピークの数は、第３実施形態に例示された内容に限られない。変形例の体毛用
美容光は、一例として、第３波形第１ピークＰ３１および第３波形第２ピークＰ３２の少
なくとも一方を省略する。別の変形例の体毛用美容光は、一例として、第１基準波長範囲
ＷＬ１において第３波形第１ピークＰ３１および第３波形第２ピークＰ３２以外の１つ以
上のピークを有する。体毛用光美容装置は、第１基準波長範囲ＷＬ１のピークの数が第３
実施形態と相違する場合においても、積分値ＳＬ３１が積分値ＳＬ３２よりも小さいとき
、少なくとも第３実施形態の（１）～（３）の効果に準じた効果を奏する。
【０１８７】
　・第３実施形態の体毛用美容光は、第２基準波長範囲ＷＬ２において第３波形第３ピー
クＰ３３および第３波形第４ピークＰ３４を有する。ただし、第２基準波長範囲ＷＬ２に
形成されるピークの数は、第３実施形態に例示された内容に限られない。変形例の体毛用
美容光は、一例として、第３波形第３ピークＰ３３および第３波形第４ピークＰ３４の少
なくとも一方を省略する。別の変形例の体毛用美容光は、一例として、第２基準波長範囲
ＷＬ２において第３波形第３ピークＰ３３および第３波形第４ピークＰ３４以外の１つ以
上のピークを有する。体毛用光美容装置は、第２基準波長範囲ＷＬ２のピークの数が第３
実施形態と相違する場合においても、積分値ＳＬ３１が積分値ＳＬ３２よりも小さいとき
、少なくとも第３実施形態の（１）～（３）の効果に準じた効果を奏する。
【０１８８】
　・第３実施形態の体毛用美容光は、第３基準波長範囲ＷＬ３においてピークを有してい
ない。ただし、第３基準波長範囲ＷＬ３に形成されるピークの数は、第３実施形態に例示
された内容に限られない。変形例の体毛用美容光は、一例として、第３基準波長範囲ＷＬ
３において１つ以上のピークを有する。第３基準波長範囲ＷＬ３のピークは、第１基準波
長範囲ＷＬ１のピークよりも小さいことが好ましい。第３基準波長範囲ＷＬ３のピークは
、第２基準波長範囲ＷＬ２のピークよりも小さいことが好ましい。体毛用光美容装置は、
第３基準波長範囲ＷＬ３のピークの数が第３実施形態と相違する場合においても、積分値
ＳＬ３１が積分値ＳＬ３２よりも小さいとき、少なくとも第３実施形態の（１）～（３）
の効果に準じた効果を奏する。
【０１８９】
　・第３実施形態の体毛用美容光は、第３波形第２ピークＰ３２よりも大きい第３波形第
３ピークＰ３３を有する。ただし、各ピークの関係は、第３実施形態に例示された内容に
限られない。変形例の体毛用美容光は、第３波形第２ピークＰ３２よりも小さい、または
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第３波形第２ピークＰ３２と等しい第３波形第３ピークＰ３３を有する。
【０１９０】
　・第３実施形態の体毛用美容光は、第３波形第２ピークＰ３２よりも小さい第３波形第
４ピークＰ３４を有する。ただし、各ピークの関係は、第３実施形態に例示された内容に
限られない。変形例の体毛用美容光は、第３波形第２ピークＰ３２よりも大きい、または
第３波形第２ピークＰ３２と等しい第３波形第４ピークＰ３４を有する。
【０１９１】
　・第３実施形態の体毛用美容光は、第３波形第３ピークＰ３３よりも小さい第３波形第
４ピークＰ３４を有する。ただし、各ピークの関係は、第３実施形態に例示された内容に
限られない。変形例の体毛用美容光は、第３波形第３ピークＰ３３よりも大きい、または
第３波形第３ピークＰ３３と等しい第３波形第４ピークＰ３４を有する。
【０１９２】
　・第１実施形態～第３実施形態の体毛用美容光は、７００ｎｍよりも長い波長範囲の成
分を含む。ただし、７００ｎｍよりも長い波長範囲の光のスペクトルは、各実施形態に例
示された内容に限られない。変形例の体毛用美容光は、一例として、７００ｎｍよりも長
い波長範囲の成分を完全に含まない。
【０１９３】
　・第１実施形態～第３実施形態の体毛用光美容装置１０は、４００ｎｍ～５００ｎｍの
波長範囲を第１基準波長範囲ＷＬ１として規定している。ただし、第１基準波長範囲ＷＬ
１の内容は、各実施形態に例示された内容に限られない。変形例の第１基準波長範囲ＷＬ
１は、一例として、４００ｎｍ以上かつ５００ｎｍ未満の波長範囲、または４００ｎｍよ
りも長くかつ５００ｎｍ未満の波長範囲、または４００ｎｍよりも長くかつ５００ｎｍ以
下の波長範囲を有する。
【０１９４】
　・第１実施形態～第３実施形態の体毛用光美容装置１０は、５００ｎｍ～６００ｎｍの
波長範囲を第２基準波長範囲ＷＬ２として規定している。ただし、第２基準波長範囲ＷＬ
２の内容は、各実施形態に例示された内容に限られない。変形例の第２基準波長範囲ＷＬ
２は、一例として、５００ｎｍ以上かつ６００ｎｍ未満の波長範囲、または５００ｎｍよ
りも長くかつ６００ｎｍ未満の波長範囲、または５００ｎｍよりも長くかつ６００ｎｍ以
下の波長範囲を有する。
【０１９５】
　・第１実施形態～第３実施形態の体毛用光美容装置１０は、６００ｎｍ～７００ｎｍの
波長範囲を第３基準波長範囲ＷＬ３として規定している。ただし、第３基準波長範囲ＷＬ
３の内容は、各実施形態に例示された内容に限られない。変形例の第３基準波長範囲ＷＬ
３は、一例として、６００ｎｍ以上かつ７００ｎｍ未満の波長範囲、または６００ｎｍよ
りも長くかつ７００ｎｍ未満の波長範囲、または６００ｎｍよりも長くかつ７００ｎｍ以
下の波長範囲を有する。
【０１９６】
　・第１実施形態～第３実施形態の体毛用光美容装置１０は、アクリル、ポリカーボネー
ト、またはガラスにより形成されたレンズ３６を有する。ただし、レンズ３６の構造は、
各実施形態に例示された内容に限られない。変形例のレンズは、一例として、基材に光吸
収物質が混ぜられた構造を有する。
【０１９７】
　・第１実施形態～第３実施形態の体毛用光美容装置１０は、個別に形成されたレンズ３
６およびフィルター３７を有する。ただし、レンズ３６およびフィルター３７の構造は、
各実施形態に例示された内容に限られない。変形例の体毛用光美容装置１０は、一例とし
て、フィルターと一体化された構造のレンズを有する。
【０１９８】
　・第１～第３実施形態の体毛用光美容装置１０は、体毛用美容光の強度を分光放射エネ
ルギー密度により規定している。ただし、体毛用美容光の強度の内容は、各実施形態に例
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示された内容に限られない。変形例の体毛用光美容装置１０は、一例として、体毛用美容
光の強度を相対強度により規定する。
【０１９９】
　（実施例）
　本願発明者は、第１実施形態の体毛用美容光、第２実施形態の体毛用美容光、第３実施
形態の体毛用美容光、および比較例の光が体毛に及ぼす影響を確認する複数の比較実験を
実施した。
【０２００】
　比較実験は、比較実験用美容装置を用い、この比較実験用美容装置により比較例の光を
出力した。実施例の説明は、比較実験用美容装置において体毛用光美容装置１０と共通す
る構成要素に対して、体毛用光美容装置１０の構成要素と同一の符号を付している。
【０２０１】
　比較実験用美容装置は、次の点において体毛用光美容装置１０と相違し、他の点におい
て体毛用光美容装置１０と同じ構成を有する。比較実験用美容装置は、レンズ３６および
フィルター３７の種類が各実施形態の体毛用光美容装置１０と異なる。このため、比較実
験用美容装置の光源３４から照射された光は、比較実験用美容装置のレンズ３６およびフ
ィルター３７を透過することにより、各実施形態の体毛用光美容装置１０の体毛用美容光
とは異なる光スペクトルを有する。図８は、比較実験用美容装置により照射された光のス
ペクトルを示す。
【０２０２】
　比較実験は、試験用のマウス（以下、「光照射マウス」）を抑毛作用光の照射対象とし
て用いた。比較実験は、光照射マウスのサンプル数を５に設定した。比較実験は、光照射
マウスの背中に観察対象部位を形成した。比較実験は、光照射マウスの背中の所定部位に
おける体毛の全部を剃ることにより光照射マウスに観察対象部位を形成した。光照射マウ
スの観察対象部位は、１辺が２ｃｍの正方形に類似する形状を有する。
【０２０３】
　比較実験は、基準となる体毛の成長を観察するため、光照射マウスと同種の試験用マウ
ス（以下、「非照射マウス」）を、光の照射対象としないマウスとして用いた。比較実験
は、非照射マウスのサンプル数を５に設定した。比較実験は、非照射マウスの背中に観察
対象部位を形成した。比較実験は、非照射マウスの背中の所定部位における体毛の全部を
剃ることにより非照射マウスに観察対象部位を形成した。非照射マウスの観察対象部位は
、１辺が２ｃｍの正方形に類似する形状を有する。
【０２０４】
　比較実験は、複数の実験条件を規定し、規定した実験条件下において光を光照射マウス
の観察対象部位に照射した。比較実験は、光の照射後における観察対象部位の体毛の成長
、および観察対象部位の皮膚の変化を観察した。比較実験は、光照射マウスの体毛の成長
および皮膚の変化を観察する時期と同時期において、非照射マウスの体毛の成長および皮
膚の変化を観察した。
【０２０５】
　比較実験は、マウスの体毛の量を「体毛量」として定量化した。比較実験は、マウスの
所定部位に存在する体毛の本数と、この所定部位に存在する体毛の合計長さとの乗算の結
果を体毛量として規定した。比較実験は、マウスの所定部位の画像を取得し、画像解析に
より体毛の本数および体毛の合計長さを取得し、取得した体毛の本数および体毛の合計長
さに基づいて体毛量を算出した。体毛の合計長さは、マウスの所定部位に存在する個々の
体毛の長さを合計した長さを示す。
【０２０６】
　比較実験は、光照射マウスの観察対象部位の体毛の成長を「抑毛率」として定量化した
。比較実験は、光照射マウスの観察対象部位の体毛量（以下、「光照射体毛量」）を非照
射マウスの観察対象部位の体毛量（以下、「非照射体毛量」）により除算し、無次元化し
た数値を抑毛率として規定した。比較実験は、光照射マウスの観察対象部位の画像に基づ
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いて、光照射体毛量を算出した。比較実験は、全ての光照射マウスの光照射体毛量に基づ
いて光照射体毛量の平均値を算出した。比較実験は、非照射マウスの観察対象部位の画像
に基づいて、非照射体毛量を算出した。比較実験は、全ての非照射マウスの非照射体毛量
に基づいて非照射体毛量の平均値を算出した。比較実験は、光照射体毛量の平均値および
非照射体毛量の平均値を用いて抑毛率を算出した。
【０２０７】
　抑毛率は、光照射マウスの観察対象部位における体毛の成長速度が非照射マウスの観察
対象部位における体毛の成長速度に対して有する遅れの度合を示す。「１」の抑毛率は、
光照射マウスの観察対象部位における体毛の成長速度が、非照射マウスの観察対象部位に
おける体毛の成長速度と同じ大きさを有することを示唆する。「１」未満の抑毛率は、光
照射マウスの観察対象部位における体毛の成長速度が、非照射マウスの観察対象部位にお
ける体毛の成長速度よりも遅れていることを示唆する。抑毛率は、「１」から「０」に近
付くにつれて、光照射マウスの観察対象部位における体毛の成長速度が、非照射マウスの
観察対象部位における体毛の成長速度よりも遅れている度合が大きいことを示唆する。す
なわち、抑毛率は、「１」から「０」に近付くにつれて、観察対象部位への光の照射によ
り抑毛作用がより強く促進されていることを示唆する。
【０２０８】
　比較実験は、複数の実験条件として、光のエネルギー密度、光の照射時間、光の照射サ
イクル、光の単位照射回数、光の合計照射回数、観察開始時期、および経過観察時期を以
下のとおり規定した。
【０２０９】
　比較実験は、光のエネルギー密度として、０．２（Ｊ／ｃｍ２）、１．０（Ｊ／ｃｍ２

）、１．５（Ｊ／ｃｍ２）の３種類を設定した。光のエネルギー密度は、一例として、光
源３４に供給される電力量に基づいて測定することができる。
【０２１０】
　比較実験は、光の照射時間として、０．６ｍｓ、１．０ｍｓ、および２．０ｍｓの３種
類を設定した。光の照射時間は、一例として、制御部５０から光源３４に出力される信号
に基づいて測定することができる。
【０２１１】
　比較実験は、光の照射サイクルとして、３０秒および６０秒の２種類を設定した。光の
照射サイクルは、１日あたりの光の照射期間において、先の光の照射が終了してから次の
光の照射が開始されるまでの期間を示す。光の照射サイクルは、一例として、制御部５０
から光源３４に出力される信号に基づいて測定することができる。
【０２１２】
　比較実験は、光の単位照射回数として、４回／日および８回／日の２種類を設定した。
光の単位照射回数は、１日あたりに光源３４から観察対象部位に光が照射される回数を示
す。
【０２１３】
　比較実験は、光の合計照射回数として、１６回および３２回の２種類を設定した。光の
合計照射回数は、光の単位照射回数、および光を照射する日数を乗算した回数を示す。比
較実験は、光を照射する日数を４日に設定している。
【０２１４】
　比較実験は、観察開始時期として、光照射マウスおよび非照射マウスに観察対象部位を
形成した直後の時期を設定した。比較実験は、観察開始時期において、光照射マウスに最
初の光の照射を実行した。最初の光の照射は、光の合計照射回数が１６回および３２回の
両方の場合において、１回目の光の照射を示す。
【０２１５】
　比較実験は、経過観察時期として、照射直後、１週間後、および２週間後の３種類を設
定した。比較実験は、光照射マウスおよび非照射マウスに共通して同じ経過観察時期を設
定した。光照射マウスおよび非照射マウスの経過観察時期は、任意の光照射マウスに対す
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【０２１６】
　照射直後は、光照射マウスに対する最後の光の照射が終了した直後を示す。照射直後は
、光照射マウスおよび非照射マウスのそれぞれに観察対象部位を形成した直後から４日が
経過した時期に相当する。１週間後は、光照射マウスに対する最後の光の照射が終了した
直後を基準の時期として、基準の時期から１週間が経過した直後を示す。２週間後は、最
後の光の照射が終了した直後を基準の時期として、基準の時期から２週間が経過した直後
を示す。最後の光の照射は、光の合計照射回数が１６回の場合、１６回目の光の照射を示
し、光の合計照射回数が３２回の場合、３２回目の光の照射を示す。
【０２１７】
　本願発明者は、光の照射サイクル、光の単位照射回数、および光の合計照射回数を組み
合わせて複数の比較実験の条件を設定した。複数の比較実験は、以下の第１比較実験、第
２比較実験、第３比較実験、および第４比較実験を含む。
【０２１８】
　第１比較実験は、光の照射サイクルを３０秒に設定し、光の単位照射回数を４回／日に
設定し、光の合計照射回数を１６回に設定した。［表１］は、第１比較実験により得られ
た測定結果を示す。
【０２１９】
　第２比較実験は、光の照射サイクルを３０秒に設定し、光の単位照射回数を８回／日に
設定し、光の合計照射回数を３２回に設定した。［表２］は、第２比較実験により得られ
た測定結果を示す。
【０２２０】
　第３比較実験は、光の照射サイクルを６０秒に設定し、光の単位照射回数を４回／日に
設定し、光の合計照射回数を１６回に設定した。［表３］は、第３比較実験により得られ
た測定結果を示す。
【０２２１】
　第４比較実験は、光の照射サイクルを６０秒に設定し、光の単位照射回数を８回／日に
設定し、光の合計照射回数を３２回に設定した。［表４］は、第４比較実験により得られ
た測定結果を示す。
【０２２２】
　［表１］
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【０２２３】
　［表２］
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【０２２４】
　［表３］
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【０２２５】
　［表４］
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【０２２６】
　各表は、以下の事項を示唆している。なお、第１実施形態の抑毛率は、第１実施形態の
体毛用美容光の照射により得られた抑毛率を示す。第２実施形態の抑毛率は、第２実施形
態の体毛用美容光の照射により得られた抑毛率を示す。第３実施形態の抑毛率は、第３実
施形態の体毛用美容光の照射により得られた抑毛率を示す。比較例の抑毛率は、比較例の
光の照射により得られた抑毛率を示す。
【０２２７】
　第１実施形態～第３実施形態および比較例の抑毛率は、光のエネルギー密度が高くなる
につれて小さい値を示す。第１実施形態～第３実施形態の抑毛率は、光の照射直後から概
ね比較例の抑毛率よりも小さい値を示す。第１実施形態～第３実施形態の抑毛率は、光の
照射直後の時期と経過観察時期との間隔が長くなるにつれて、より０に近い値を示す。第
１実施形態～第３実施形態の抑毛率は、光の照射直後の時期と経過観察時期との間隔が長
くなるにつれて、比較例の抑毛率との差が大きくなる。すなわち、第１実施形態～第３実
施形態の体毛用美容光は、比較例の光よりも体毛美容作用を長い期間にわたり促進させや
すくすることに貢献する。
【０２２８】
　各比較実験は、第１実施形態～第３実施形態の体毛用美容光、および比較例の光が皮膚
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に及ぼす影響を定性的に評価するため、光照射マウスおよび非照射マウスの観察対象部位
の皮膚を観察した。
【０２２９】
　各比較実験は、経過観察時期の照射直後において、第１実施形態の体毛用美容光が照射
された光照射マウスの観察対象部位の皮膚から顆粒層を取得した。各比較実験は、経過観
察時期の照射直後において、第２実施形態の体毛用美容光が照射された光照射マウスの観
察対象部位の皮膚から顆粒層を取得した。各比較実験は、経過観察時期の照射直後におい
て、第３実施形態の体毛用美容光が照射された光照射マウスの観察対象部位の皮膚から顆
粒層を取得した。各比較実験は、経過観察時期の照射直後において、比較例の光が照射さ
れた光照射マウスの観察対象部位の皮膚から顆粒層を取得した。各比較実験は、経過観察
時期の照射直後において、非照射マウスの観察対象部位の皮膚から顆粒層を取得した。
【０２３０】
　各比較実験は、各光照射マウスおよび非照射マウスから取得した顆粒層を比較し、各顆
粒層の相違を確認した。各実施形態の体毛用美容光が照射された光照射マウスの顆粒層は
、非照射マウスの顆粒層との実質的な相違を示していない。比較例の光が照射された光照
射マウスの顆粒層は、非照射マウスの顆粒層との実質的な相違を示した。この結果は、比
較例の光が各実施形態の体毛用美容光よりも皮膚に及ぼす影響が大きいことを示唆してい
る。
【０２３１】
　（課題を解決するための手段に関する付記）
　課題を解決するための手段は、下記の［付記項１］～［付記項１２］を含む。なお、［
付記項１］～［付記項１２］が有する事項は、実施形態において開示された事項と対応し
ている。
【０２３２】
　［付記項１］
　請求項１～６のいずれか一項に記載の体毛用光美容装置は、次の事項を有する。前記体
毛用美容光は、５００ｎｍ～６００ｎｍの波長範囲における強度の積分値が６００ｎｍ～
７００ｎｍの波長範囲における強度の積分値よりも大きい。
【０２３３】
　本願発明者は、上記体毛用光美容装置により次の効果が得られることを実験により確認
した。上記体毛用光美容装置は、５００ｎｍ～６００ｎｍの波長範囲における強度の積分
値が６００ｎｍ～７００ｎｍの波長範囲における強度の積分値よりも小さい場合と比較し
て、体毛美容作用を促進させやすくする効果が高くなる。
【０２３４】
　［付記項２］
　請求項１～６のいずれか一項に記載の体毛用光美容装置、または付記項１に記載の体毛
用光美容装置は、次の事項を有する。前記体毛用美容光は、４００ｎｍ～５００ｎｍの波
長範囲における強度の積分値が６００ｎｍ～７００ｎｍの波長範囲における強度の積分値
よりも大きい。
【０２３５】
　本願発明者は、上記体毛用光美容装置により次の効果が得られることを実験により確認
した。上記体毛用光美容装置は、４００ｎｍ～５００ｎｍの波長範囲における強度の積分
値が６００ｎｍ～７００ｎｍの波長範囲における強度の積分値よりも小さい場合と比較し
て、体毛美容作用を促進させやすくする効果が高くなる。
【０２３６】
　［付記項３］
　請求項１～６のいずれか一項、または付記項１もしくは付記項２に記載の体毛用光美容
装置は、次の事項を有する。前記体毛用美容光は、５００ｎｍ～５３０ｎｍの波長範囲の
積分値が５７０ｎｍ～６００ｎｍの波長範囲の積分値よりも大きい。
【０２３７】
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　本願発明者は、上記体毛用光美容装置により次の効果が得られることを実験により確認
した。上記体毛用光美容装置は、５００ｎｍ～５３０ｎｍの波長範囲における強度の積分
値が５７０ｎｍ～６００ｎｍの波長範囲における強度の積分値よりも小さい場合と比較し
て、体毛美容作用を促進させやすくする効果が高くなる。
【０２３８】
　［付記項４］
　請求項１～６のいずれか一項に記載の体毛用光美容装置、または付記項１～３のいずれ
か一項に記載の体毛用光美容装置は、次の事項を有する。前記体毛用美容光は、４４０ｎ
ｍ～４６０ｎｍの波長範囲において第１ピークを有する。前記第１ピークは、４００ｎｍ
～７００ｎｍの波長範囲に存在する複数のピークのうちの最小値を有する。
【０２３９】
　本願発明者は、上記体毛用光美容装置により次の効果が得られることを実験により確認
した。上記体毛用光美容装置は、４００ｎｍ～７００ｎｍの波長範囲に存在する他のピー
クよりも第１ピークが大きい場合と比較して、皮膚の好ましくない副作用を生じさせにく
い。
【０２４０】
　［付記項５］
　付記項４に記載の体毛用光美容装置は、次の事項を有する。前記第１ピークは、４００
ｎｍ～６００ｎｍの波長範囲に存在する複数のピークのうちの最小値を有する。
【０２４１】
　本願発明者は、上記体毛用光美容装置により次の効果が得られることを実験により確認
した。上記体毛用光美容装置は、４００ｎｍ～６００ｎｍの波長範囲に存在する他のピー
クよりも第１ピークが大きい場合と比較して、皮膚の好ましくない副作用を生じさせにく
い。
【０２４２】
　［付記項６］
　請求項１～６のいずれか一項に記載の体毛用光美容装置、または付記項１～５のいずれ
か一項に記載の体毛用光美容装置は、次の事項を有する。前記体毛用美容光は、４８０ｎ
ｍ～５００ｎｍの波長範囲において、第２ピークを有する。前記第２ピークは、４００ｎ
ｍ～７００ｎｍの波長範囲に存在する複数のピークのうちの２番目に大きい値を有する。
【０２４３】
　本願発明者は、上記体毛用光美容装置により次の効果が得られることを実験により確認
した。上記体毛用光美容装置は、４００ｎｍ～７００ｎｍの波長範囲に存在する複数のピ
ークにおいて、第２ピークが３番目以下の大きさを有する場合と比較して、体毛美容作用
を促進させやすくする効果が高くなる。
【０２４４】
　［付記項７］
　付記項６に記載の体毛用光美容装置は次の事項を有する。前記第２ピークは、４００ｎ
ｍ～６００ｎｍの波長範囲に存在する複数のピークのうちの２番目に大きい値を有する。
【０２４５】
　本願発明者は、上記体毛用光美容装置により次の効果が得られることを実験により確認
した。上記体毛用光美容装置は、４００ｎｍ～６００ｎｍの波長範囲に存在する複数のピ
ークにおいて、第２ピークが３番目以下の大きさを有する場合と比較して、体毛美容作用
を促進させやすくする効果が高くなる。
【０２４６】
　［付記項８］
　請求項１～６のいずれか一項に記載の体毛用光美容装置、または付記項１～７のいずれ
か一項に記載の体毛用光美容装置は、次の事項を有する。前記体毛用美容光は、４４０ｎ
ｍ～４６０ｎｍの波長範囲において第１ピークを有する。前記体毛用美容光は、４８０ｎ
ｍ～５００ｎｍの波長範囲において第２ピークを有する。前記第２ピークは、前記第１ピ
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ークの２倍以上の強度を有する。
【０２４７】
　本願発明者は、上記体毛用光美容装置により次の効果が得られることを実験により確認
した。上記体毛用光美容装置は、第２ピークが第１ピークの２倍未満の強度を有する場合
と比較して、体毛美容作用を促進させやすくする効果が高くなる。
【０２４８】
　［付記項９］
　請求項１～６のいずれか一項に記載の体毛用光美容装置、または付記項１～８のいずれ
か一項に記載の体毛用光美容装置は、次の事項を有する。前記体毛用美容光は、５２０ｎ
ｍ～５４０ｎｍの波長範囲において第３ピークを有する。前記第３ピークは、４００ｎｍ
～７００ｎｍの波長範囲に存在する複数のピークのうちの最大値を有する。
【０２４９】
　本願発明者は、上記体毛用光美容装置により次の効果が得られることを実験により確認
した。上記体毛用光美容装置は、４００ｎｍ～７００ｎｍの波長範囲に存在する複数のピ
ークにおいて、第３ピークが２番目以下の大きさを有する場合と比較して、体毛美容作用
を促進させやすくする効果が高くなる。
【０２５０】
　［付記項１０］
　付記項９に記載の体毛用光美容装置は、次の事項を有する。前記第３ピークは、４００
ｎｍ～６００ｎｍの波長範囲に存在する複数のピークのうちの最大値を有する。
【０２５１】
　本願発明者は、上記体毛用光美容装置により次の効果が得られることを実験により確認
した。上記体毛用光美容装置は、４００ｎｍ～６００ｎｍの波長範囲に存在する複数のピ
ークにおいて、第３ピークが２番目以下の大きさを有する場合と比較して、体毛美容作用
を促進させやすくする効果が高くなる。
【０２５２】
　［付記項１１］
　請求項１～６のいずれか一項に記載の体毛用光美容装置、または付記項１～１０のいず
れか一項に記載の体毛用光美容装置は、次の事項を有する。前記体毛用美容光は、４４０
ｎｍ～４６０ｎｍの波長範囲において第１ピークを有する。前記体毛用美容光は、５２０
ｎｍ～５４０ｎｍの波長範囲において第３ピークを有する。前記第３ピークは、前記第１
ピークの２倍以上の強度を有する。
【０２５３】
　本願発明者は、上記体毛用光美容装置により次の効果が得られることを実験により確認
した。上記体毛用光美容装置は、第３ピークが第１ピークの２倍未満の強度を有する場合
と比較して、体毛美容作用を促進させやすくする効果が高くなる。
【０２５４】
　［付記項１２］
　請求項１～６のいずれか一項に記載の体毛用光美容装置、または付記項１～１１のいず
れか一項に記載の体毛用光美容装置は、次の事項を有する。前記体毛用美容光は、４８０
ｎｍ～５００ｎｍの波長範囲において４００ｎｍ～７００ｎｍの波長範囲における最大の
増加率を有する。
【０２５５】
　本願発明者は、上記体毛用光美容装置により次の効果が得られることを実験により確認
した。上記体毛用光美容装置は、４８０ｎｍ～５００ｎｍの波長範囲よりも短い波長範囲
において、最大の増加率を有する場合と比較して、体毛美容作用を促進させやすくする効
果が高くなる。
【符号の説明】
【０２５６】
　１０…体毛用光美容装置
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　２０…本体ユニット、２１…本体ハウジング、２２…本体側コネクター
　３０…光源ユニット、３１…光源ハウジング、３２…光源側コネクター、３３…フィル
ター装着部、３４…光源、３５…リフレクター、３６…レンズ、３７…フィルター
　４０…電源回路部
　５０…制御部
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