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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　互いに面し、一緒に、一房の髪がクランプされることを可能にする、二つの表面（５、
６）を備えたクランプを形成するように構成された、二つのアーム（３、４）を有する、
手持ちの処理ユニット（２）を含む、整髪装置（１）であって、前記手持ちの処理ユニッ
トは、前記二つの表面の第１の表面（５）から、前記二つの表面の第２の表面（６）に、
蒸気を拡散するように構成された蒸気拡散手段（７）を含み、前記蒸気拡散手段（７）は
、前記二つの表面の横方向における中心を外れて配置されており、前記装置は、互いに対
して押圧された前記二つの表面（５、６）の間に、前記拡散された蒸気の閉じ込め手段（
９、１０、１０’）を含み、前記蒸気拡散手段（７）は、前記拡散された蒸気の閉じ込め
手段（９、１０、１０’）に、蒸気を拡散させることを特徴とする整髪装置（１）。
【請求項２】
　請求項１の整髪装置（１）であって、櫛（１９）が、前記表面（５、６）の一つの下流
に配置されていることを特徴とする整髪装置（１）。
【請求項３】
　請求項１または２の整髪装置（１）であって、前記二つの表面（５、６）の各々は、加
熱板（１７、１８）を有し、これらの加熱板は、互いに面して配置され、一緒に一房の髪
をクランプし得ることを特徴とする整髪装置（１）。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれかの整髪装置（１）であって、前記蒸気の閉じ込め手段（９、１
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０、１０’）は、二つの加熱板（１７、１８）の間に配置されることを特徴とする整髪装
置（１）。
【請求項５】
　請求項１の整髪装置（１）であって、前記蒸気の閉じ込め手段は、前記二つの表面の第
２番目（６）に配置され、前記拡散手段（７）に面する、溝（９）を含むことを特徴とす
る整髪装置（１）。
【請求項６】
　請求項５の整髪装置（１）であって、前記溝（９）は、前記第２の表面（６）の長手方
向縁（６ａ、６ｂ）の少なくとも一つで開口することを特徴とする整髪装置（１）。
【請求項７】
　請求項５または６の整髪装置（１）であって、前記溝は、２ｍｍと６ｍｍの間の幅であ
り、０．５ｍｍと２ｍｍの間の深さであることを特徴とする整髪装置（１）。
【請求項８】
　請求項５～７のいずれかの整髪装置（１）であって、前記溝は、２０ｍｍと２２０ｍｍ
の間の長さであることを特徴とする整髪装置（１）。
【請求項９】
　請求項１～８のいずれかの整髪装置（１）であって、前記第１の表面（５）は、底面（
１１）を備えた窪み（１０）を含み、前記蒸気拡散手段（７）は、前記底面から前記蒸気
を拡散するように配置され、前記蒸気の閉じ込め手段は、前記窪みを含むことを特徴とす
る整髪装置（１）。
【請求項１０】
　請求項５を引用する請求項９の整髪装置（１）であって、前記溝（９）は、前記窪み（
１０）に面して配置されることを特徴とする整髪装置（１）。
【請求項１１】
　請求項１０の整髪装置（１）であって、前記溝（９）および前記窪み（１０）は、本質
的に同一の容積を有することを特徴とする整髪装置（１）。
【請求項１２】
　請求項５～８のいずれかの整髪装置（１）であって、前記第１の表面（５）は、各々が
、底面（１１、１１’）を備えた、二つの隣接する窪み（１０、１０’）を有し、前記蒸
気拡散手段（７）は、これら二つの底面の少なくとも一つから前記蒸気を拡散するように
配置され、前記溝（９）は、前記窪みに面して配置されることを特徴とする整髪装置（１
）。
【請求項１３】
　請求項９～１２のいずれかの整髪装置（１）であって、少なくとも一つの窪み（１０、
１０’）は、前記第１の表面（５）の二つの長手方向縁（５ａ、５ｂ）の少なくとも一つ
で開口することを特徴とする整髪装置（１）。
【請求項１４】
　請求項９～１３のいずれかの整髪装置（１）であって、前記蒸気拡散手段（７）は、少
なくとも一つの窪み（１０、１０’）の前記底面に沿って配置された、複数の拡散穴（１
２、１２’）を含むことを特徴とする整髪装置（１）。
【請求項１５】
　請求項９～１３のいずれかの整髪装置（１）であって、前記蒸気拡散手段（７）は、少
なくとも一つの窪み（１０、１０’）の前記底面に沿って縦に走る、拡散スロットを含む
ことを特徴とする整髪装置（１）。
【請求項１６】
　請求項９～１５のいずれかの整髪装置（１）であって、グリッド（１３）が、前記第１
の表面（５）の前記少なくとも一つの窪み（１０、１０’）上に配置されることを特徴と
する整髪装置（１）。
【請求項１７】
　請求項１０または１１の整髪装置（１）であって、前記窪み（１０）は、湾曲形状を有
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し、前記溝（９）は、その形状が、前記湾曲した窪みの形状を補足する、隆起したグリッ
ド（１４）を含むことを特徴とする整髪装置（１）。
【請求項１８】
　請求項１０または１１の整髪装置（１）であって、前記窪み（１０）および前記溝（９
）は、円形状を有し、前記クランプの閉鎖位置において、円筒（１５）を形成し、前記装
置は、前記円筒の内部で回転するように装着された穴あきローラを有することを特徴とす
る整髪装置（１）。
【請求項１９】
　請求項１～１８のいずれかの整髪装置（１）であって、前記蒸気の閉じ込め手段（９、
１０、１０’）は、前記表面（５、６）で横方向における中心から外れて配置されること
を特徴とする整髪装置（１）。
【請求項２０】
　請求項４の整髪装置（１）であって、前記蒸気の閉じ込め手段（９、１０、１０’）は
、前記加熱板（１７、１８）の下流に位置する部分（１７ａ、１８ａ）で、横方向におけ
る中心から外れて配置されることを特徴とする整髪装置（１）。
【請求項２１】
　請求項２０の整髪装置（１）であって、前記閉じ込め手段（９、１０、１０’）の中心
線は、前記加熱板の下流縁から距離ｄ１に配置され、前記加熱板の幅ｌ１に対する前記距
離ｄ１の比は、０．１と０．４の間であることを特徴とする整髪装置（１）。
【請求項２２】
　請求項１～２１のいずれかの整髪装置（１）であって、手持ちの処理ユニット（２）を
操作するために構成された、前記クランプの近位部（４ａ、４ｂ）の方向に、前記閉じ込
め手段（９、１０、１０’）から、前記蒸気が逸散するのを阻止するように構成された蒸
気遮断部（２０）を含むことを特徴とする整髪装置（１）。
【請求項２３】
　請求項１～２２のいずれかの整髪装置（１）であって、前記蒸気拡散手段（７）は、０
．５ｇ／分と２ｇ／分の間の蒸気流速を実現するように構成されることを特徴とする整髪
装置（１）。
【請求項２４】
　請求項５の整髪装置（１）であって、前記蒸気拡散手段（７）は、前記第２の表面（６
）における前記溝（９）の容積によってのみ構成される閉じ込め空間を画定することを特
徴とする整髪装置（１）。
【請求項２５】
　請求項９または１４の整髪装置（１）であって、前記蒸気拡散手段（７）は、前記第１
の表面（５）の蒸気拡散穴を含む、前記窪み（１０）の容積のみによって構成される閉じ
込め空間を画定することを特徴とする整髪装置（１）。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、髪を整えるために蒸気で髪を処理することを意図された手持ちの蒸気処理ユ
ニットを含む、蒸気を使用する整髪装置に関する。髪に蒸気を当てることに加え、この整
髪装置の手持ちの処理ユニットは、通常、髪を整えるために髪を加熱するように構成され
る。例えば、そのような整髪装置は、その構成に応じて、髪を真っ直ぐにし、カールさせ
、縮れさせるために使用され得る。
【背景技術】
【０００２】
　髪を真っ直ぐにし、カールさせ、縮れさせるように、髪を処理するために使用され得る
種々の整髪装置が公知である。これらの整髪装置は、主として、各々が、平坦であり得、
または、湾曲させられ得る表面を有する、二つのアーム、または、顎部からなる、手持ち
の処理ユニットを含む。二つのアームは、それらの間に、継手を有し、二つのアームが一
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体となるとき、互いに面する、二つの表面の間に髪を把持するように構成されたクランプ
を形成する。これら二つのアームは、また、クランプを開き、および、閉じるために、お
よび、整髪中に、クランプを操作するために、把持圧力が適用される領域を含む。これら
二つの表面の少なくとも一つは、加熱装置を有し、その結果、髪は、クランプされる間、
加熱され得る。一房の髪は、二つの表面の間に一房の髪をクランプし、一房の髪に沿って
、根元から先端に向けて、閉じたクランプを移動させることによって、真っ直ぐにされる
。一房の髪は、二つの表面の間に一房の髪をクランプし、表面の周りに少なくとも部分的
に一房の髪を回転させることによってカールされ、熱が、髪にカールを保持させる。
【０００３】
　整髪を改良するために、熱処理に加えて蒸気処理を用いることが公知であり、蒸気は、
髪に放出され、または、拡散させられる。そのような整髪装置の具体例の幾つかの例が、
特許文献１、特許文献２、特許文献３、特許文献４、特許文献５、特許文献６に記載され
ている。これらの種々の具体例によれば、整髪装置の公知の、および、上述の特徴に加え
て、手持ちの処理ユニットは、二つの表面の第１番目から二つの表面の第２番目に、蒸気
を放出するように構成された蒸気放出手段を含む。特許文献２および特許文献５において
、手持ちの処理ユニットは、第２の表面に配置された、蒸気を吸い込む手段を含み、蒸気
が一房の髪を通過した後、第１の表面から放出された蒸気を排出する。特許文献３および
特許文献４における、一つの考えられる具体例において、蒸気を放出する手段は、クラン
プ中、互いに面する二つの表面から蒸気を放出するように構成される。出願人によって出
願された親出願である、特許文献６において、最適に設計された蒸気発生手段は、蒸気処
理中、クランプされた一房の髪の全長に均一に蒸気を供給することを可能にする、２ｇ／
分以下の蒸気流速を提供する他の整髪装置よりも高い、３～４ｇ／分のオーダーの蒸気流
速を可能にし、手持ちの処理ユニットが、一房の髪に沿って移動させられると、一房の髪
が、迅速に蒸気処理されることを可能にする。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０００－１５７３２２号公報
【特許文献２】欧州特許出願公開第１３９６２０７号明細書
【特許文献３】欧州特許第１５１５６２８号明細書
【特許文献４】欧州特許第１５１５６２９号明細書
【特許文献５】欧州特許第１５１６５５４号明細書
【特許文献６】仏国特許出願公開第２９６７０１７号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は、特許文献６に記載された整髪装置の性能に匹敵する性能を備え、一方で、そ
の大きさ、例えば、整髪装置の長さ、および／または、例えば、高さを減らす、整髪装置
を提供することを意図される。
【０００６】
　本発明は、特許文献６に記載された整髪装置の性能に匹敵する性能を備えるが、より低
い蒸気流速を用いる、整髪装置を提供することを意図される。
【０００７】
　本発明は、特許文献６に記載された整髪装置の性能に匹敵する性能を備え、一方で、そ
の設計を単純化する、整髪装置を提供することを意図される。
【０００８】
　本発明は、特許文献６に記載された整髪装置の性能に匹敵する性能を備え、一方で、そ
の製造コストを低減する、整髪装置を提供することを意図される。
【０００９】
　本発明は、特許文献６に記載された整髪装置の性能に匹敵する性能を備え、一方で、蒸
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気発生に用いられる液体の容積を減らす、整髪装置を提供することを意図される。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　したがって、本発明は、互いに面し、連携して一房の髪がクランプされることを可能と
する、二つの表面を備えたクランプを形成するように構成された、二つのアームを有する
手持ちの処理ユニットを含む、整髪装置に関する。手持ちの処理ユニットは、二つの表面
の第１番目から二つの表面の第２番目に向けて、蒸気を拡散させるように構成された、蒸
気拡散手段を含む。整髪装置は、互いに対してクランプされた二つの表面の間に拡散され
た蒸気の閉じ込め手段を含むことが注目に値する。この閉じ込め手段は、一房の髪をクラ
ンプしている二つの表面の間に配置される閉じ込め空間内において、一房の髪と接触する
蒸気の量を、均一な分布に保つことを可能にし、最適の蒸気処理を提供する。この蒸気は
、蒸気流動作用下で逸散する前に、相当の期間、閉じ込め空間に留まる。この蒸気閉じ込
めは、手持ちの処理ユニット内の蒸気発生手段から流出する蒸気を減少させる利点を与え
る。蒸気は、拡散または放出手段によって提供されて、流れ、過剰圧力で、または、過剰
圧力なしで、流れる。
【００１１】
　本発明の整髪装置によれば、蒸気閉じ込め手段は、二つの表面の第２番目に配置され、
拡散手段に面する、溝を含む。蒸気は、一房の髪を通り、その溝に閉じ込められて留まる
。
【００１２】
　本発明の整髪装置のこの具体例によれば、溝は、第２の表面の二つの長手方向縁の少な
くとも一つで開口し、この蒸気が、溝内で閉じ込められて留まった後、拡散手段から出て
行く蒸気流れの作用下で逸散することを可能にする。閉じ込め空間内の蒸気は、それによ
り、新たにされる。このことは、閉じ込め空間内の蒸気圧のレベルを維持することを可能
にし、それは、本質的に一定であり得る。
【００１３】
　本発明の整髪装置のこの具体例によれば、溝は、２ｍｍと６ｍｍの間の、好ましくは、
２．５ｍｍの幅であり、０．５ｍｍと２ｍｍの間の、好ましくは、１ｍｍの深さである。
これらの寸法は、一房の髪を整えるために、一房の髪の幅を横切って、十分な量の新たに
された蒸気が接触するのを維持するように、閉じ込め空間が最適化されることを可能にす
る。加えて、溝は、０．５ｇ／分～２ｇ／分の、好ましくは、０．９ｇ／分と１．２ｇ／
分の間の、より低い蒸気流速のための、閉じ込め空間の容積を最適化するために、２０ｍ
ｍと２２０ｍｍの間の、好ましくは、９０ｍｍの長さである。
【００１４】
　本発明の整髪装置によれば、第１表面は、底面を備えた溝を含み、蒸気拡散手段は、そ
の底面から蒸気を拡散させるために配置され、蒸気閉じ込め手段は、二つの表面の第２番
目に配置された上述の溝に加えて、または、それに代えてでも、窪みを含む。
【００１５】
　本発明の整髪装置が、上述の溝および窪みの両方を含むとき、溝は、窪みに面して配置
される。加えて、溝および窪みは、好ましくは、本質的に同一の容積を有する。
【００１６】
　上述の溝を有する、本発明の整髪装置の一変形例において、第１の表面は、各々底面を
備える、二つの隣接する窪みを有し、拡散手段は、これら二つの底面の少なくとも一つか
ら蒸気を拡散させるように配置される。加えて、溝は、二つの窪みに面するように配置さ
れる。
【００１７】
　本発明の整髪装置によれば、少なくとも一つの窪みは、第１の表面の二つの長手方向縁
の少なくとも一つで開口し、蒸気が、閉じ込め空間で拡散され、保持された後、逸散する
のを可能にする。
【００１８】
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　本発明の一具体例において、蒸気拡散手段は、少なくとも一つの窪みの底面に沿って配
置された複数の穴を含む。一変形例において、この蒸気拡散手段は、少なくとも一つの窪
みの底面に配置された拡散スロットを含む。
【００１９】
　本発明の整髪装置の一具体例によれば、第１の表面の少なくとも一つの窪み上にグリッ
ドが存在する。これは、一房の髪への蒸気のよりよい分散に寄与する。
【００２０】
　本発明の整髪装置の他の具体例によれば、整髪装置は、湾曲形状の単一の窪みを有する
。加えて、溝は、その形状が、湾曲した窪みに合致する丸まったグリッドを有する。これ
は、一房の髪への蒸気のよりより分散に寄与し、一房の髪を保持する手持ちの処理ユニッ
トが移動させられるとき、一房の髪を張力下に保持する。
【００２１】
　本発明の整髪装置の他の具体例によれば、整髪装置は、クランプが閉位置にあるとき、
円筒を形成する、円形の窪み、および、溝を有する。加えて、整髪装置は、その円筒の内
部で回転するように装着された孔あきローラを含む。これは、蒸気が、円筒によって構成
される閉じ込め空間内に分散させられることを可能とし、ローラの回転は、手持ちの処理
ユニットが一房の髪に沿って移動させられるとき、一房の髪が、引っ張られるのを防止す
る。
【００２２】
　本発明の整髪装置によれば、蒸気閉じ込め手段は、表面の中心を外れている。閉じ込め
手段は、表面の中央ではなく、むしろ表面の上流または下流であることが、理解されるべ
きである。より正確には、閉じ込め手段は、処理表面において中心を外れている、閉じ込
めシステムの形状であり得、例えば、単一のアセンブリが、その中央面に関して、処理表
面または真っ直ぐにするプレートでの中心を外れ、それを直交する、少なくとも溝によっ
て形成される。
【００２３】
　本発明の整髪装置によれば、二つの表面のそれぞれは、加熱板を有し、それらの加熱板
は、互いに面して配置され、一緒に一房の髪をクランプし得る。これは、蒸気処理と同時
に、一房の髪の加熱処理を可能にする。
【００２４】
　好ましくは、二つの加熱板を備える、整髪装置のこの具体例によれば、蒸気閉じ込め手
段は、二つの加熱板の間に配置される。これは、閉じ込め空間に存在する蒸気を加熱する
利点を提供する。
【００２５】
　本発明の整髪装置の、この好ましい具体例によれば、蒸気閉じ込め手段は、加熱板の下
流部分で、中心から外れており、手持ちの処理ユニットが、一房の髪に沿って移動させら
れるとき、一房の髪が、加熱処理される前に、蒸気処理されることを可能にする。好まし
くは、閉じ込め手段の中央線は、加熱板の下流縁から距離ｄ１に配置され、加熱板の幅ｌ
１に対する距離ｄ１の比は、０．１と０．４の間である。
【００２６】
　本発明の整髪装置によれば、櫛が、表面の一つの下流に配置される。これは、一房の髪
が、蒸気処理される前に、一房の髪を、ほどき、通気することを可能にし、髪を通る蒸気
の通過を促進する。
【００２７】
　本発明の整髪装置によれば、整髪装置は、蒸気が、手持ちの処理ユニットを操作するた
めに構成される、クランプの近位部の方向に、閉じ込め手段から逸散するのを阻止するよ
うに構成された、蒸気遮断部を含む。これは、手持ち処理ユニットを操作する手を、蒸気
火傷から保護する。
【００２８】
　本発明の整髪装置によれば、蒸気拡散手段は、０．５ｇ／分と２ｇ／分の間の、好まし
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くは、０．９ｇ／分と１．２ｇ／分の間の、蒸気流速を実現するように構成される。これ
は、特許文献６に記載されたものに比較して、より限定された大きさと、より簡単化され
た設計を備えた、手持ちの処理ユニットでの、従来の、または、革新的な蒸気発生手段の
使用を可能にする。
【００２９】
　以下の種々の具体例の説明は、本発明の整髪装置の特徴および利点を示す。説明は、図
面に基づく。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】蒸気ストレートナー型の、本発明の整髪装置を示す図である。
【図２】クランプのクランプ位置における、手持ち処理ユニットの二つのアームに配置さ
れた、二つの加熱板を示す図である。
【図３】クランプの開放位置における、手持ち処理ユニットの二つのアームに配置された
、二つの加熱板を示す図である。
【図４】蒸気遮断部の存在を示す、本発明の整髪装置を示す図である。
【図５】拡散手段を有する、二つの隣接する窪みを備えた加熱板を示す図である。
【図６】穴あきグリッドを有する窪みを備えた加熱板を示す図である。
【図７】窪みの湾曲形状、および、溝を覆う、丸まった穴あきグリッドを示し、クランプ
位置にある二つの加熱板を示す図である。
【図８】窪み、および、溝によって構成される円筒形状を示し、円筒中に、穴あきローラ
を備えた、クランプ位置にある二つの加熱板を示す図である。
【図９】閉じ込め手段を実施するための他の代替例を示す図である。
【図１０】閉じ込め手段を実施するための他の代替例を示す図である。
【図１１】閉じ込め手段を実施するための他の代替例を示す図である。
【図１２】閉じ込め手段を実施するための他の代替例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００３１】
　以下の説明において、同じ参照は、図１～１２を参照して説明される、本発明の整髪装
置の種々の具体例による、同一の、または、類似の特徴を示すために使用される。
【００３２】
　図１において、本発明の整髪装置１は、ヘアストレートナーである。それは、手持ちの
処理ユニット２を含む。この手持ちの処理ユニット２は、電気コード８によって電気的に
動力を供給される。手持ちの処理ユニット２は、二つのアーム３、４（また、顎部と称さ
れる）を含み、二つのアーム３、４は、これらをクランプすることを可能にする、ピボッ
ト連結２１によって互いに結合される。
【００３３】
　二つのアーム３、４の各々は、近位部３ａ、４ａを有する。これら二つの近位部３ａ、
４ａは、一本の手で同時に把持され得、手持ちの処理ユニット２の操作を許容し、これら
二つの近位部３ａ、４ａが、共に握られるときに、クランプを閉じることを許容する。
【００３４】
　二つのアーム３、４は、それぞれ、それらの遠位部３ｂ、４ｂの内面に、表面５、６を
有し、それらは、連携して、一房の髪がクランプされることを可能にする。図１の具体例
によれば、表面５、６は、平坦であり、二つの加熱板１７、１８を形成する。クランプが
閉じられたとき、互いに面する加熱板１７、１８は、互いに接触するに至り、クランプ作
動をもたらす。
【００３５】
　一具体例において、本発明による整髪装置１の手持ちの処理ユニット２は、加熱板１７
、１８のための加熱手段（不図示）の実施に関して、本出願人によって出願された特許文
献６に記載された技術的特徴と同様の技術的特徴を複製し得るであろう。この点に関して
、加熱板１７、１８のための加熱手段は、各々、正温度係数を有する熱抵抗器またはＰＣ
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Ｔ、からなる加熱器具（不図示）、および、負温度係数を有する熱抵抗器またはＮＴＣか
ら成る、加熱器具の温度を測定するための器具（不図示）を有する。これらの加熱および
測定器具は、加熱板１７、１８の各々に対して、各々のアーム３、４の収容領域２２、２
３に配置されるであろう。加熱板１７、１８を加熱するためのそのような手段の特徴は、
当業者に公知であるので、これ以上、説明されないであろう。加熱板１７、１８の加熱手
段に対する、当業者に公知の、または、革新的な変更は、本発明の範囲を超えることなく
、等しく可能である。加えて、表面５、６に対する形状の変更が可能である。特に、髪を
カールするために使用される整髪装置に見られるもののような、曲面、または、髪を縮ら
すために使用される整髪装置に見られるもののような、平坦な波状面が提供され得る。加
えて、手持ちの処理ユニット２の具体例は、熱を発生する、二つの表面５、６のうちのた
だ一つの表面、および、髪を整えるために、一房の髪をクランプすることに単に寄与する
、他の表面を備え得る。
【００３６】
　整髪装置１の手持ちの処理ユニット２は、また、第１表面５から第２表面６に、蒸気を
放出または拡散させる手段７を含む。図１～３に示されるように、第１アーム３は、底面
１１を備えた窪み１０を有し、底面１１には穴１２が配置され、クランプが閉じられたと
き、第２アームに向けて蒸気の放出または拡散を可能にする。第１アーム３は、また、そ
の遠位部３ｂに、蒸気が発生させられ、穴１２を通して放出または拡散されることを可能
にする、蒸気発生室（不図示）を有する。一具体例において、本発明の整髪装置１の手持
ちの処理ユニット２は、蒸気発生室の実施に関して、本出願人によって出願された特許文
献６に記載された技術的特徴と同等の技術的特徴を複製し得るであろう。したがって、こ
の蒸気発生室は、特に、正温度係数を有する熱抵抗器またはＰＣＴから成る加熱器具（不
図示）、および、負温度係数を有する熱抵抗器またはＮＴＣから成る、加熱器具の温度を
測定するための器具（不図示）を含む。これらの加熱器具および測定器具は、第１収容領
域２２の下方の、図２に示される第２収容領域２４に配置される。この蒸気発生室に対す
る、当業者に公知の、または、革新的な変更は、本発明の範囲を超えることなく、等しく
可能である。好ましくは、直径１．２ｍｍの８個の穴１２が、窪み１０の底面１１に配置
される。加えて、蒸気の放出または拡散手段は、０．５ｇ／分と２ｇ／分の間、好ましく
しは、０．９ｇ／分と１．２ｇ／分の間の流速で、蒸気を放出または拡散するように構成
される。当業者は、そのような流速を得るために、蒸気を放出または拡散する、そのよう
な手段を構成し得る。しかし、特許文献６に記載されたよりも小さい、０．５ｇ／分と５
ｇ／分の間、例えば、基本的に４ｇ／分に等しい流速が、整髪装置にとって可能であり、
および、同じ流速を生成し得る。
【００３７】
　当業者にまた公知の他の特徴が、本発明による整髪装置１で、また、実施される。手持
ちの処理ユニット２は、特に、二つの加熱板１７、１８および蒸気発生室の起動を管理す
るように構成された回路基板（不図示）を含む。この回路基板は、二つのアーム３、４の
一つの内部、例えば、第１アーム３の近位部３ａ内に配置される。手持ちの処理ユニット
２は、リードスイッチ（ＲＳ）型の、図１に示された、磁気センサ２５を含み、これは、
二つの表面５、６が互いに対して閉じ、一房の髪をクランプするとき、クランプの閉じた
位置を検出し得る。一変更例において、リードスイッチは、磁気抵抗センサ、または、Ｍ
ＲＳで置換され得る。
【００３８】
　図１～３に示されるように、窪み１０は、図２に矢印２６で示されるように、髪の根元
から先端への手持ちの処理ユニット２の移動方向に対して、第１加熱板１７の下流部分１
７ａ（または必ずしも加熱表面である必要はない第１表面５）に配置される。これは、一
房の髪を、熱処理される前に（別個に、または、クランプされたとき必ずしも加熱される
必要なく）、蒸気処理することを可能にする。窪み１０の二つの端部は、好ましくは、第
１表面５の長手方向縁５ａ、５ｂで開口する。しかし、窪み１０が長手方向縁５ａ、５ｂ
の一つでのみ開口する変更が、また、可能である。図２に示されるように、窪み１０の中
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心線２７は、第１加熱板の下流横方向縁２９から距離ｄ１に配置される。この加熱板１７
の幅ｌ１に対する、この距離ｄ１の比は、好ましくは、０．１と０．４の間である。例え
ば、板の幅は、２８．９ｍｍに等しく、距離ｄ１は、０．２２の比に対応する、６．２５
ｍｍに等しい。
【００３９】
　図１～３に示されるように、溝９が、第２加熱板１８の下流部分１８ａに配置され、窪
み１０に面する。この具体例によれば、溝９および窪み１０は、基本的に、同一の形状、
容積である。溝、または、溝と窪みの組み合わせは、拡散された蒸気を閉じ込める手段を
形成する。窪み１０と同様に、溝９の両端は、第２表面６の長手方向縁６ａ、６ｂで開口
する。溝９および窪み１０は、穴１２から流出する蒸気の閉じ込め空間２８を、同時に構
成するような大きさとされる、この閉じ込め空間２８は、穴１２から流出する補充蒸気に
より、蒸気が、溝９および窪み１０の端部を介して流出するのを可能にする前に、二つの
表面５、６の間にクランプされた一房の髪の周りに、蒸気を包含することを可能にする。
蒸気を閉じ込めることは、低速の、好ましくは、０．９ｇ／分と１．２ｇ／分の間の蒸気
流れを用いる間、一房の髪の蒸気処理を亢進し、一房の髪に沿った手持ちの処理ユニット
２のかなり速い移動を確実にする。加えて、二つの加熱板１７、１８の間の閉じ込め空間
２８を有することは、空間内に閉じ込められた蒸気の有利な再加熱を可能にする。この閉
じ込め空間２８を有するため、窪み１０は、好ましくは、２ｍｍと６ｍｍの間、好ましく
は、２．５ｍｍの幅であるべきであり、窪み１０は、０．５ｍｍと２ｍｍの間、好ましく
は、１ｍｍの深さであるべきである。加えて、窪み１０の容積は、好ましくは、２００ｍ
ｍ3と２７５ｍｍ3との間、好ましくは、２２５ｍｍ3であるべきである。窪み１０は、好
ましくは、２０ｍｍと２２０ｍｍの間、好ましくは、９０ｍｍの長さであるべきである。
溝９の大きさと容積は、好ましくは、同様であるべきであり、閉じ込め空間２８が、４０
０ｍｍ3と５５０ｍｍ3の間、好ましくは４５０ｍｍ3の容積を有することを可能にする。
【００４０】
　図４に示されるように、手持ちの処理ユニット２は、第１表面５の近位長手方向縁５ａ
で、第１アーム３に配置された蒸気遮断部２０を含む。この蒸気遮断部２０は、閉じ込め
空間２８から流出する蒸気が、手持ちの処理ユニット２が把持され、二つのアーム３、４
の近位部３ａ、４ａから成る領域に入るのを防止する。
【００４１】
　図５は、第１表面５上で、蒸気を放出または拡散するための手段７の一変更例を示す。
これらの蒸気を放出または拡散するための手段７は、図１～３に示されたものと同様の設
計を備え、第１加熱板１７の下流部分１７ａに配置された、二つの隣接した窪み１０、１
０’を含む。各々の窪み１０、１０’は、窪み１０、１０’の底面１１、１１’の配置さ
れた、穴１２、１２’を含み、そこを通して、蒸気が、放出され、拡散され、移送される
。この実施例によれば、第２加熱板１８に配置された溝９は、二つの窪み１０、１０’の
合計幅に合致する幅を有する。蒸気の流速は、また、０．５ｇ／分と２ｇ／分の間、好ま
しくは、０．９ｇ／分と１．２ｇ／分の間である。この場合の閉じ込め空間の容積は、溝
９および窪み１０、１０’の容積によって構成される。この容積は、図１～３に示された
具体例における閉じ込め空間２８の容積の値の２倍である値の範囲内に入る。事実上、蒸
気通路又は溝は、先行の具体例に比して２倍にされ、蒸気は二つの通路をたどり、一房の
髪は、２度、蒸気加熱される。通路は、表面の一端に流体を流すものであり得る。この構
造において、蒸気が、Ｕ字型を形成する一つの通路を通して、平行な通路から流される場
合、蒸気の出口穴にとっての一つの代替例は、通路の一つのみに存在することである（不
図示）。
【００４２】
　図６において、蒸気を放出または拡散させる手段７は、図１～３のものと類似する。加
えて、グリッド１３が、窪み１０上に配置され、生成され、移動させられる蒸気の均一な
分散を促進する。そのようなグリッド１３は、図５に示された具体例において、各々の窪
み１０、１０’に配置され得る。
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【００４３】
　図７からの具体例において、窪み１０は、湾曲形状を有する。溝９は、その形状が、湾
曲窪み１０の形状を補足する、丸みを帯びたグリッド１４を含む。この丸みを帯びたグリ
ッド１４は、蒸気が、閉じ込め空間２８に均一に分配されることを可能にし、手持ちの処
理ユニット２が移動させられるにつれ、一房の髪が、引っ張られることを可能にする。閉
じ込め空間２８の容積は、図１～３に示された具体例の数値と類似の数値の範囲に入る。
【００４４】
　図８において、窪み１０および溝９は、形状において円形であり、クランプが閉じられ
るとき、円筒１５を画定し、円筒１５は、閉じ込め空間２８を画定する。加えて、穴の空
いたローラ１６が配置され、円筒１５内部の軸Ｘの周りに回転する。この穴の空いたロー
ラ１６は、動力を供給され得る。円筒１５の容積は、図１～３に示された具体例からの閉
じ込め空間２８の容積の値と類似する値の範囲に入る。
【００４５】
　図９、１０、１１、１２は、図２からの閉じ込め手段を実施するための他の代替例を示
すが、説明されたいかなる方法でも、単独で、または、組み合わせて実施され得る。これ
らの代替例の共通点は、３０、３０ａを付された一つまたは二つの特別の部品であり、そ
の一つまたは両方は、加熱板の一つまたは両方に設けられた、一つまたは二つの空間（以
下、「ガター」と称される）に挿入される。板に挿入された、そのような部品は、少なく
とも部分的に、閉じ込め手段の輪郭を画定する。この、または、これらの部品は、閉じ込
められた蒸気での処理に、付加的な機能を導入することを可能にする。
【００４６】
　したがって、図９は、一つのスペース構成を示し、一つまたは二つのガラス片が、加熱
板の最終段階での溝の空間より大きい、提供された溝にそれぞれ挿入される。一つ以上の
溝が、一つまたは両方のガラス片に形成される。ガラス片は、一つ以上の発光ダイオード
（ＬＥＤｓ）によって照らされ得、閉じ込め溝の各々の側で、ライトバーを形成する。
【００４７】
　図１０は、蒸気発生室から到来する蒸気を運ぶ二つの通路３１、３１ａによって、蒸気
が運ばれる代替例を示す。このために、特別の部品が、板の処理表面に設けられた大きい
空間に挿入される。この部品は、蒸気発生室から通路を介して到来する蒸気の方向を変え
ることを可能にする。
【００４８】
　図１１は、特別の部品が、例えば、アルミニウムから製造され、色付けされ、例えば、
提供された空間内において滑動する代替例を示す。それらは、ありつぎによって固定され
得る。一つまたは両方の特別の部品を置き換えることによって溝の大きさを変更すること
が可能である。
【００４９】
　最後に、図１２は、特別の部品３０、３０ａが、シリコンから製造された代替例を示す
。有利には、および、示されるように、シリコン片３０、３０ａは、所定位置とされたと
き、加熱板１７の表面から突出し、それにより、溝に隣接して、張力領域３２または牽引
領域３２を生成し、一房の髪に、より優しい、よりよい矯正を可能にする。
【００５０】
　図１において、櫛１９が、第１アーム３の第１表面５の下流に配置される。この櫛１９
は、一房の髪が、二つの表面５、６を通過する前に、一房の髪をほどき、通気することを
可能にする。
【００５１】
　他の実施変更が、本発明の範囲内で可能である。特に、第２表面６の溝９の容積によっ
てのみ、または、第１表面５の、拡散または放出蒸気のための穴１２を含む窪み１０の容
積によってのみ構成される、閉じ込め空間が設けられ得る。この場合、溝９または窪み１
０の容積は、蒸気の閉じ込めを構成するような大きさとされるべきである。
【００５２】
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　閉じ込め手段、および、蒸気の拡散または放出手段７は、また、加熱板１７、１８から
分離して、表面５、６に配置され得、閉じ込め手段、および、蒸気の拡散または放出手段
７は、加熱板１７、１８の下流に配置される。
【００５３】
　種々の上述の具体例によれば、穴１２を、窪み１０、１０’の底面１１、１１’に配置
された、蒸気拡散または放出スロットを通して、蒸気を拡散または放出することに置き換
えることが、また、可能であり、蒸気拡散または放出スロットは、０．５ｇ／分と２ｇ／
分の間、好ましくは、０．９ｇ／分と１．２ｇ／分の間の蒸気の流速を維持する。
【００５４】
　種々の上述の具体例によれば、静電気を除去するために蒸気閉じ込め手段にイオンを送
達するように用いられる、搭載されたイオン化装置を加えることが可能である。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】
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