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(57)【要約】
　本発明は、マッサージ装置(１)に関し、マッサージ装
置(１)は、駆動手段（３）を有している本体(２)、少な
くとも２つのマッサージ用エレメントを備える少なくと
も１つのタイプのマッサージ用ヘッド(４、５、６、７
、８、ta、bi、ja)、マッサージ用エレメントが駆動手
段の動作の下に作動されるのを許容する伝達機構、少な
くとも１つのタイプのマッサージ用ヘッドを着脱自在な
方法で本体に取り付けるべくデザインされている取付け
手段(９)、本体に取付けられたマッサージ用ヘッドのタ
イプを区別する区別手段(１４６)、及びどのタイプのマ
ッサージ用ヘッドであるかに応じて区別されたマッサー
ジ装置を制御する制御手段(１６１)を備え、マッサージ
用ヘッド(４、５、６、７、８、ta、bi、ja)の少なくと
も２つのエレメントの動きを制御するように、駆動手段
（３）に作用すべくデザインされている。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　マッサージ装置(１)であって、
　駆動手段(３)を備える本体（２）、
　少なくとも２つのマッサージ用エレメントを含む少なくとも１つのタイプのマッサージ
用ヘッド(４、５、６、７、８、ta、bi、ja)、
　当該駆動手段の駆動力を介して当該マッサージ用エレメントを作動させる伝達機構、
　少なくとも１つのタイプのマッサージ用ヘッドを当該本体に、着脱自在な方法で、取付
けるべく構成された取付け手段(９)、
　本体に取付けられたマッサージ用ヘッドのタイプを区別する手段(１４６)、及び
　前記マッサージ装置の制御手段（１６１）を備え、
　当該制御手段（１６１）は、区別されたマッサージ用ヘッドのタイプに応じて、マッサ
ージ用ヘッド(４、５、６、７、８、ta、bi、ja)の少なくとも２つのエレメントの動きを
制御するように、当該駆動手段(３)に作用すべく構成されていることを特徴とするマッサ
ージ装置(１)。
【請求項２】
　前記マッサージ装置(１)の制御手段(１６１)は、協調された方法で、前記少なくとも２
つのマッサージ用エレメント(４、５、６、７、８、ta、bi、ja)の動きを制御するように
、当該駆動手段(３)に作用すべく構成されていることを特徴とする請求項１に記載のマッ
サージ装置(１)。
【請求項３】
　前記マッサージ装置(１)の制御手段(１６１)は、前記少なくとも２つのマッサージ用エ
レメント(４、５、６、７、８、ta、bi、ja)の各々を回転作動させるように、当該駆動手
段(３)に作用すべく構成されていることを特徴とする請求項１に記載のマッサージ装置(
１)。
【請求項４】
　当該マッサージ用エレメントは、マッサージ用チップ、マッサージ用フィンガー、マッ
サージ用ローラ、作動ヘッド、マッサージ用ボールからなる組の中から選ばれることを特
徴とする請求項１ないし３のいずれかに記載のマッサージ装置(１)。
【請求項５】
　前記少なくとも２つのマッサージ用エレメントの以下のパラメータ:回転速度、回転方
向及び振動数の少なくとも１つを制御するように、当該駆動手段(３)に作用すべく構成さ
れていることを特徴とする請求項１ないし４のいずれかに記載のマッサージ装置(１)。
【請求項６】
　波動放出手段(１０６)を備え、当該制御手段(１６１)が、当該本体(２)に取付けられて
いるマッサージ用ヘッド(４、５、６、７、８、ta、bi、ja)のタイプに応じて、当該波動
放出手段(１０６)に作用すべく構成されていることを特徴とする請求項１ないし５のいず
れかに記載のマッサージ装置(１)。
【請求項７】
　当該波動放出手段(１０６)は、以下の波長:赤及び橙を含む可視波長、及び赤外波長の
少なくとも１つの中の光波長を放出する手段であることを特徴とする請求項６に記載のマ
ッサージ装置(１)。
【請求項８】
　当該制御手段(１６１)は、当該本体(２)に取付けられているマッサージ用ヘッド(４、
５、６、７、８、ta、bi、ja)のタイプに応じて、波動放出システム(１０６)に作用し、
且つ、波長、及び/又は強度、及び/又は波動放出頻度を修正すべく構成されていることを
特徴とする請求項６または７に記載のマッサージ装置(１)。
【請求項９】
　当該本体(２)上に位置された波動放出手段(１０６)、及び放出システムからマッサージ
用ヘッド(４、５、６、７、８、ta、bi、ja)に、波動を伝送する手段（１０８）を備える
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ことを特徴とする請求項６ないし８のいずれかに記載のマッサージ装置(１)。
【請求項１０】
　当該波動放出手段(１０６)は、電子発光ダイオードを含んでいることを特徴とする請求
項６ないし９のいずれかに記載のマッサージ装置(１)。
【請求項１１】
　当該制御手段(１６１)は、マッサージ用ヘッド(４、５、６、７、８、ta、bi、ja)の少
なくとも２つのエレメントの動きを制御するため、且つ区別されたマッサージ用ヘッドの
タイプに応じて、少なくとも２つの異なる皮膚処置フェーズを、当該処置の間、確立する
ために、当該波動放出システム(１０６)及び当該駆動手段(３)に同時に作用すべく構成さ
れていることを特徴とする請求項１ないし１０のいずれかに記載のマッサージ装置(１)。
【請求項１２】
　当該区別する手段(１３、１４６)は、少なくとも１つのタイプのマッサージ用ヘッド(
１４７)及び本体(２)に位置された機械式、磁気式又は光学式センサ(１５１、１５２、１
６４、１６５、１６９、１７０)からなり、及び当該本体に取付けられたマッサージ用ヘ
ッドのタイプに応じて、制御手段(１６１)に情報を伝送するべく構成されていることを特
徴とする請求項１ないし１１のいずれかに記載のマッサージ装置(１)。
【請求項１３】
　当該本体に位置された化粧品分配システム(７７)、及び当該本体(２)からマッサージ用
ヘッド(４、５、６、７、８、ta、bi、ja)に化粧品を移送する手段（９０）を有すること
を特徴とする請求項１ないし１２のいずれかに記載のマッサージ装置(１)。
【請求項１４】
　当該制御手段(１６１)は、当該化粧品分配システムに作用し、及び当該本体(２)に取付
けられたマッサージ用ヘッド(４、５、６、７、８、ta、bi、ja)のタイプに応じて、少な
くとも化粧品の調整を修正すべく構成されていることを特徴とする請求項１ないし１３の
いずれかに記載のマッサージ装置(１)。
【請求項１５】
　適用表面(３１)を含むマッサージ用ヘッド(４)であって、
　マッサージ用エレメントが、間に隙間を備える２つの平行な長手方向の軸線に沿って位
置され、及び当該適用表面の外面を越えて部分的に延在している、２つのマッサージ用ロ
ーラからなり、及び
　伝達機構が、当該２つの軸線に直交する平面に沿って視たとき、当該適用表面を越えて
延在しマッサージ用ローラの左側に位置される部分は三角方向に回転し、及び当該適用表
面を越えて延在しマッサージ用ローラの右側に位置される部分は時計回りに回転するよう
に、当該２つのローラを反同期方法で回転させるべく構成されている、マッサージ用ヘッ
ド(４)を備えることを特徴とする請求項１ないし１４のいずれかに記載のマッサージ装置
。
【請求項１６】
　マッサージ用ヘッド(１)であって、
　互いに、且つ作動ゾーン（Z)によって互いから離間されている適用表面(S)に平行な２
つの回転軸線に沿って自ら回転することができる２つの平行なマッサージ用ローラ(２１
、２２)の、第１のローラであって、当該第１のローラ(２１)の表面から突き出るべく半
径方向に延びる少なくとも１つのパドル(２３、２４、２５、２６、２７)を有している第
１のローラ、及び平滑な表面を有している第２のローラ(２２)からなる２つのマッサージ
用エレメントと、
　当該マッサージ用ヘッド(１)の外部から視たとき、当該ローラを、第１のローラは作動
ゾーン（Z)の外部から作動ゾーン（Z)の内部に向かって、及び第２のローラは作動ゾーン
の内部から作動ゾーンの外部に向かう同一方向に回転させる伝達機構と、を含んでいるマ
ッサージ用ヘッド、
を備えることを特徴とする請求項１ないし１５のいずれかに記載のマッサージ装置。
【請求項１７】
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　マッサージ用ヘッド(１)であって、
　顔面に対して押圧されるべく意図され、圧力表面（S)を画定する圧力エレメント（２０
）と、
　当該圧力エレメント（２０）の上方の、マッサージ用フィンガー(２１)であって、各々
が、顔面に接触するように意図されている作動ヘッド（２２）を有し、そして各々は、作
動ヘッド（２２）が当該マッサージ用ヘッド(１)の内部に向かって当該圧力表面（S)の下
に位置される、後退位置(R)と、作動ヘッド（２２）が当該マッサージ用ヘッド(１)の外
部に向かって当該圧力表面（S）の上に位置される伸長位置(E)との間を動くことができる
、マッサージ用フィンガー(２１)からなる少なくとも１つマッサージ用エレメントと、
　各マッサージ用フィンガー(２１)が当該伝達機構に連結され、及び当該マッサージ用フ
ィンガー(２１)の各々をその伸長位置(E)及び後退位置(R)の間で交互方式で移動せせるべ
くデザインされている操作手段（２５）と、を含んでいるマッサージ用ヘッド、
を備えることを特徴とする請求項１ないし１５のいずれかに記載のマッサージ装置。
【請求項１８】
　当該制御手段（１６１）は、当該ヘッドを区別する、可視の橙光波動放出システムを作
動させるべく構成されていることを特徴とする請求項６又は請求項１７に記載のマッサー
ジ装置（１）。
【請求項１９】
　マッサージ用ヘッド(１)であって、
　顔面に接触すべく意図され、一方において、圧力平面（P)内に圧力表面（S)を画定する
圧力クラウン(２１)を形成し、及び他方において、当該圧力クラウンの内部に配置された
作動ゾーン（Z)を形成する圧力エレメント（２０）、
　当該圧力クラウンの内部及び作動ゾーン（Z)内の、圧力平面（P)から突き出ている、作
動表面を備える作動ヘッド（２２）からなる少なくとも１つのマッサージ用エレメント、
　伝達機構に連結され、及び対応する作動表面（T)の中心からオフセットした少なくとも
１つの回転軸線（Δ、Δ’）に沿って各作動ヘッド（２２）を回転させるべくデザインさ
れている操作手段（２５）、を含むマッサージ用ヘッド(１)、
を備えることを特徴とする請求項１ないし１８のいずれかに記載のマッサージ装置。
【請求項２０】
　当該制御手段（１６１）は、ヘッドを区別する、赤外光波動放出システムを作動させる
べく構成されていることを特徴とする請求項６又は１９に記載されているマッサージ装置
(１)。
【請求項２１】
　経皮性イオン導入処置装置を有し、それは、前記マッサージ装置が適用されている間に
、化粧品の浸透を改善する及び/又は加速させる電流を皮膚に伝送すべく構成されている
ことを特徴とする請求項１ないし２０のいずれかに記載のマッサージ装置(１)。.
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、皮膚、特に顔面の皮膚の処置装置の分野に関する。本発明に述べられてい
る装置は、皮膚を調整するために皮膚をマッサージするのに少なくとも用いられる。本発
明に述べられているマッサージ装置は、皮膚、特に顔面の皮膚を、形を整え、引き締め、
そして若返らせることによって、その外見の面倒を見たいと欲する人々からなる世帯にお
いて、用いられるであろう。
【背景技術】
【０００２】
　皮膚のマッサージ装置は、一般に、駆動手段及び伝達機構を介して、当該駆動手段によ
って駆動されるべく構成されたマッサージ用エレメントからなるマッサージ用ヘッドが装
備されている、本体からなる。従来の先行技術において、前述の特性に加えて、当該マッ
サージ用ヘッドが容易に置き換えられ、そして新品又は異なるものに交換されるのを許容
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する、取付けの手段及び伝達機構、且つ、当該本体の軸線に対してのヘッドの角度の向き
の軸線が異なるように、当該マッサージ用ヘッドが本体に取付けられるのを許容する伝達
機構のデザインを開示している、既知の特許文献１（EP１９２５２７５B１）が存する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】EP１９２５２７５B１
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　この発明の目的は、用いられるマッサージ用ヘッドのタイプの機能に最適に適応させる
ために、マッサージ装置の性能及び特性を最適化する一方、異なるタイプのマッサージ用
ヘッドが、マッサージ装置の当該本体に取付けられるのを許容する、皮膚のマッサージ装
置をデザインすることである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　この目的を達成するために、本発明は、駆動手段を有する本体、少なくとも２つのマッ
サージ用エレメントからなる少なくとも１つのタイプのマッサージ用ヘッド、当該駆動手
段の力の下に当該マッサージ用エレメントを作動させる伝達機構、当該本体に少なくとも
１つのタイプのマッサージ用ヘッドを着脱自在な方法で取付けるべく構成されている取付
け手段、本体に取付けられたマッサージ用ヘッドのタイプを区別する手段、及び区別され
たマッサージ用ヘッドのタイプに応じて、マッサージ用ヘッドの少なくとも２つのエレメ
ントの動きを制御するために、当該駆動手段に作用すべく構成される、前記マッサージ装
置を制御する手段からなるマッサージ装置に関連する。
【０００６】
　このようにして、当該装置は、当該本体に取付けられたヘッドのタイプを検出すること
ができ、そして、マッサージ用ヘッドのタイプに従って、全てのマッサージ用ヘッドの少
なくとも２つのエレメントの動きを究極的に制御するために、とりわけ、当該駆動手段の
エレメントのいずれかを制御することにより、例えば、駆動手段の速度を調整することに
よって適応させる。このことは、互いからは広く異なる、機能的特徴を備えるマッサージ
用ヘッドに適応させることができるという有利な点をもたらす。
【０００７】
　本発明に述べられたマッサージ装置において、制御手段は当該駆動手段に作用し、そし
てその動作を当該本体に取付けられたマッサージ用ヘッドのタイプに従って変えるように
構成されている。このようにして、例えば、当該マッサージ用ヘッドのマッサージ用エレ
メントの作動速度が調整され、当該マッサージ用ヘッドの使用状態を最適化することを可
能にする。これはまた、当該本体上で、広く変わるデザインの特徴でもって異なるタイプ
のマッサージ用ヘッドを作動させるべく構成されている、多かれ少なかれ複雑な駆動手段
を配列し、そして区別されたいずれかのマッサージ用ヘッドに対応させて、この駆動手段
を制御することを可能にする。
【０００８】
　本発明において、前記マッサージ装置の制御手段は、前述の少なくとも２つのマッサー
ジ用エレメントの動きを、協調された方法で制御するために、当該駆動手段に作用すべく
構成されてもよい。当該動きは協調される。というのも、当該マッサージ用エレメントの
動作は、当該駆動手段のドライブシャフトからの単一の伝達機構により駆動され、そして
当該伝達機構は、当該マッサージ用エレメントの各々と協調された方法で作動するからで
ある。当該少なくとも２つのマッサージ用エレメントの動きは「協調され」てもよいが、
必ずしも同じでなくてもよい。例えば、下記の「ジャッケピンチング（Jacquet pinching
）」ヘッドに見るように、２つのローラーマッサージ用エレメントは、それらの対称な軸
線の周りに同じ回転方向に回転されるが、異なる速度である。少なくとも２つのマッサー
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ジ用エレメントの間の動きは、例えば、回転方向及び横方向の速度に関して変わってもよ
い。
【０００９】
　本発明において、前記マッサージ装置の制御手段は、前記少なくとも２つのマッサージ
用エレメントの各々を回転させるために、当該駆動手段に作用すべく構成されてもよい。
当該動きは、エレメントの対称な軸線の周りに１方向にのみ回転する、例えば、又は振（
揺）動回転ということで異なってもよい。当該２つのエレメントは、同一方向又は異なる
方向に回転してもよい。
【００１０】
　本発明において、当該マッサージ用エレメントは、マッサージ用チップ、マッサージ用
フィンガー、マッサージ用ローラ、作動ヘッド（work head）及びマッサージ用ボールか
らなる組の中から選ばれる。これらのエレメントの全ては、やや硬めの材料(金属、鋼、
プラスチック等)から作られるが、必要ならば、それらは皮膚により良く付着すべく柔ら
かいシリコーンタイプの材料にのみ覆われてもよい。これらのエレメントの全ては、ユー
ザーが皮膚上に圧力及び目標とされたマッサージを感じるように提供される。
【００１１】
　本発明において、前記マッサージ装置を制御する手段は、前記少なくとも２つのマッサ
ージ用エレメントの以下のパラメータ、回転速度、回転方向及び振動数の少なくとも１つ
を制御するために、当該駆動手段に作用すべく構成されている。１つ以上のパラメータが
同時に制御されてもよい。その結果として、幾つかのタイプのマッサージがユーザーに利
用可能である。
【００１２】
　本発明に述べられたマッサージ装置において、それは、波動を放出するシステム又は手
段を含み、そこでは、制御手段は、当該本体に取付けられたマッサージ用ヘッドのタイプ
に従って、当該波動放出システムに作用すべく構成されている。
【００１３】
　この波動放出手段は、当該本体に位置され、及び装置は、当該波動放出手段から当該本
体に取付けられマッサージ用ヘッドへ波動を伝送する手段を含んでいる。これは、当該マ
ッサージ用ヘッドの機能に補完的である、皮膚処置機能を有することを可能にする。これ
らの波は、電磁波、及び特に可視光波、又は赤外領域であってもよく、又はそれらは超音
波のような音波でもよい。これはまた、ユーザーの皮膚に補完的な方法で働くことを可能
にする。１つの実施の提案例において、この光波動放出手段は、以下の波長、すなわち、
赤(おおよそ６３０nm)及び橙(おおよそ５９０nm)、及び赤外の波長(おおよそ８３０nm)を
含む可視波長の少なくとも１つである。好ましいが限定されない実施の１方法において、
マッサージ装置は、当該本体に位置された光システム、及び当該光システムから当該マッ
サージ用ヘッドに光を移送させる手段を含んでいる。
【００１４】
　本発明に述べられているマッサージ装置において、制御手段は、波動放出システムに作
用し、当該本体に取付けられたマッサージ用ヘッドのタイプに従い、当該波動を変えるよ
うに構成されている。これは、放出された波動の波長及び/又は強度及び/又は周波数を、
当該本体に取付けられたマッサージ用ヘッドのタイプに応じて、変えることを含んでもよ
い。
【００１５】
　本発明に述べられるマッサージ装置において、当該波動放出手段は、当該本体及び当該
波動放出システムから当該マッサージ用ヘッドに当該波動を移送する手段に位置されても
よい。これは、特に、コンパクトで経済的な装置を提供することを可能にする。
【００１６】
　本発明において、当該波動放出手段は電子発光ダイオードを含んでもよい。当該装置は
、橙及び赤の全体で２と２０の間のダイオードを包含してもよい。当該装置は、「瞬間輝
度」効果を達成すべく、発熱することができる赤外のダイオードを包含してもよい。これ
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らの種々のダイオードは、特定のマッサージ用ヘッドのためのみ(橙色LEDのみ、赤色LED
のみ、赤外LEDのみ)のタイプによって、又は特定のヘッドの処置のフェーズのために、作
動されてもよい。
【００１７】
　確かに、本発明に述べられているマッサージ装置において、マッサージ用ヘッドの少な
くとも２つのエレメントの動きを制御するために、制御手段は、波動放出システム及び駆
動手段に同時に作用すべく、そして、当該処置の間に少なくとも２つの異なる皮膚処置の
フェーズを創成するために、区別されたマッサージ用ヘッドのタイプに応じてそうすべく
、構成されてもよい。
【００１８】
　本発明に述べられたマッサージ装置を実施する第１の方法において、当該区別手段は、
マッサージ用ヘッドの少なくとも１つのタイプ及び本体に位置された機械式センサからな
り、当該本体に取付けられたマッサージ用ヘッドのタイプに応じて、情報を制御手段に伝
送するべく構成されている。機械式センサは、当該マッサージ用ヘッドが当該装置に取付
けられたとき、互いに接触するようになる電気的接点を含む全ての機械式センサをカバー
している。
【００１９】
　本発明に述べられたマッサージ装置を実施する第２の方法において、当該区別手段は、
マッサージ用ヘッドの少なくとも１つのタイプ及び当該本体に位置された磁気センサから
なり、当該本体に取付けられたマッサージ用ヘッドのタイプに応じて、情報を制御手段に
伝送するべく構成されている。それらは、磁石(又は電磁石、又はホール効果センサ)と組
み合わされたリードスイッチのような全てのタイプの磁気センサをカバーしている。
【００２０】
　本発明に述べられたマッサージ装置を実施する第３の方法において、区別手段は、マッ
サージ用ヘッドの少なくとも１つのタイプ及び本体に位置された光センサからなり、それ
は当該本体に取付けられたマッサージ用ヘッドのタイプに応じて、制御手段に情報を伝送
するべく構成されている。それらは、光センサ、及び可視光線の、半透明の、透明な、及
び反射面のような全てのタイプの視覚的センサをカバーしている。それらは、当該装置の
ハンドル部分における穴の底に、又はその側部に位置されている。
【００２１】
　当該装置は、当該本体にヘッドが正しく取付けられておらず、及び区別手段によって区
別されない場合にはターンオンされ得ない。
【００２２】
　本発明に述べられているマッサージ装置において、それは、当該本体に位置された化粧
品分配システム、及び当該本体から当該マッサージ用ヘッドに当該化粧品を移動させる手
段を含んでいる。このことはまた、当該マッサージ用ヘッドの機能に補完的である皮膚処
置機能を提供することを可能にする。分配システムの構成に応じて、当該化粧品は自然に
手動的及び/又は自動的に分配される。
【００２３】
　実施の１つの方法において、本発明に述べられているマッサージ装置は、当該化粧品分
配システムを作動させる手段を含み、それは、前記分配システムが手動モード又は自動モ
ードで作動することを許容するべく構成されている。これは、ユーザーが、このように、
マッサージ用ヘッドで得られることを補足するために、化粧処置を遂行することを選ぶこ
とができるので、マッサージ装置の使用の完全な自由を許容している。
【００２４】
　本発明に述べられているマッサージ装置において、制御手段は、当該化粧品分配システ
ムに作用し、そして当該本体に取付けられているマッサージ用ヘッドのタイプに応じて、
当該化粧品の少なくとも分配を変えるべく構成されている。これは、異なるマッサージ用
ヘッドについて適切な化粧処置を遂行することを可能にする。
【００２５】
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　本発明に述べられているマッサージ装置において、当該取付手段は、当該マッサージ用
ヘッドが当該本体に正しく取付けられていることを検出するシステムを含んでいる。これ
は、マッサージ装置が適切な状態の下に用いられることを保証する。
【００２６】
　本発明に述べられているマッサージ装置において、それは、駆動手段と伝達機構との間
の連結手段を含み、連結手段は、マッサージ用ヘッドが本体に取付けられているとき、当
該駆動手段に対する当該伝達機構の向きの角度と無関係に構成されている。このように、
他のヘッドが本体に４５°の角度で位置されながら、幾つかのヘッドは、例えば、取付け
られたとき、当該本体の延長部として位置され得るので、マッサージ用ヘッドを当該本体
に異なる向きに取付けることは可能である。
【００２７】
　本発明に述べられたマッサージ装置を実施する方法の１つにおいて、当該マッサージ用
ヘッドのタイプの１つは適用表面を含み、そしてマッサージ用エレメントは、適用表面の
外部に向かって直立に延びている、少なくとも２つのマッサージ用チップからなり、マッ
サージ用チップは中心Cを有する仮想の同心円に従い適用表面に画定され、及び伝達機構
は、前記マッサージ用チップを中心Cで会う軌道に沿って横方向に一方向に、及び/又は、
他の方向に移動させて、当該マッサージ用チップを共に近づけるようにし、及び/又は、
逆に、当該マッサージ用チップをバラバラに広げるように構成されている。このタイプの
マッサージ用ヘッドは、皮膚のピンチングを遂行することができる。
【００２８】
　本発明に述べられたマッサージ装置を実施する１つの方法において、当該マッサージ用
ヘッドのタイプの１つは、適用表面を含み、そしてマッサージ用エレメントは、適用表面
の外部に向かって直立に延びている、少なくとも２つのマッサージ用チップからなり、当
該伝達機構は、適用表面に直交する軸線に沿って当該２つのチップを振動を伴って回転さ
せるべく構成されている。このタイプのマッサージ用ヘッドは、特に、回転ピンチング作
用を遂行させるべく皮膚に直交させ、又はスカルプティング(sculpting)引締め作用を遂
行させるべく皮膚に平行させて当該マッサージ用チップを適用することによって、目及び
口の周りの精密な作業を遂行することができる。
【００２９】
　本発明に述べられたマッサージ装置を実施する１つの方法において、当該マッサージ用
ヘッドは適用表面を含み、及び当該マッサージ用エレメントは適用表面に対して外部に向
かって傾斜された３つのマッサージ用チップからなる。当該伝達機構は、適用表面に直交
する３つのそれぞれの一定の軸線に沿って当該３つのマッサージ用チップを回転又は振動
させるべく構成されている。このタイプのマッサージ用ヘッドは、軽い皮膚のピンチング
を遂行することができる。
【００３０】
　本発明に述べられたマッサージ装置を実施する１つの方法において、当該マッサージ用
ヘッドは適用表面を有し、当該マッサージ用エレメントは、適用表面の外部に向かって延
びる少なくとも２つのマッサージ用フィンガーからなる。当該マッサージ用フィンガー及
び伝達機構は、鉤爪を形成すべく構成されている。このタイプのマッサージ用ヘッドは、
皮膚のピンチングを遂行することができる。
【００３１】
　マッサージ用チップ又はマッサージ用フィンガーを備える、本発明に述べられたマッサ
ージ装置を実施するこれらの種々の方法において、当該マッサージ用ヘッドは、当該マッ
サージ用エレメントを覆う柔らかいスキンを含んでいる。これは、当該マッサージ用チッ
プ又はマッサージ用フィンガーが過剰に攻撃的に感ずることを防ぎ、及びそれらが当該ス
キンの表面接触を介して皮膚を良好に把持することを許容する。
【００３２】
　本発明に述べられたマッサージ装置を実施する１つの方法において、当該マッサージ用
ヘッドは、当該適用表面に直交して延びるクラウンを有している。及び、伝達機構は、当
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該適用表面に直交する軸線の周りの揺動運動（oscillating movement）に当該クラウンを
駆動すべく構成されている。これは、マッサージ用チップ又はマッサージ用フィンガーと
組み合わされて、皮膚を良好に把持することを可能にし、及び皮膚上で複雑な運動を遂行
する。
【００３３】
　本発明に述べられたマッサージ装置を実施する１つの方法において、マッサージ用ヘッ
ドは適用表面を有し、及びマッサージ用エレメントは、間に空間を備えて当該適用表面の
外面を越えて部分的に延在している２つの平行な長手方向の軸線に沿って位置された２つ
のマッサージ用ローラからなり、及び伝達機構は、２つの軸線に直交する平面に沿って視
たとき、適用表面を越えて延び左側に位置されるマッサージ用ローラの部分は三角（trig
onometric）方向に回転し、及び当該適用表面を越えて延び右側に位置されるマッサージ
用ローラの部分は時計回りに回転するように、２つのローラの同期された逆の回転を推進
するべく構成されている。このタイプのマッサージ用ヘッドは、皮膚の折り重ね（foldin
g）を遂行することができる。
【００３４】
　本発明において、マッサージ装置は、互いに、且つ作動ゾーンによって互いから離間さ
れている適用表面に平行な２つの回転軸線に沿って自ら回転することができる２つの平行
なマッサージ用ローラの、第１のローラであって、当該第１のローラの表面から突き出る
べく半径方向に延びる少なくとも１つのパドルを有している第１のローラ、及び平滑な表
面を有している第２のローラとからなる２つのマッサージ用エレメントと、当該マッサー
ジ用ヘッドの外部から視たとき、当該ローラを、第１のローラは作動ゾーンの外部から作
動ゾーンの内部に向けて、及び第２のローラは作動ゾーンの内部から作動ゾーンの外部に
向かう同一方向に回転させる伝達機構と、を含んでいるマッサージ用ヘッドを含んでもよ
い。このヘッドは、「ジャッケピンチング」として知られているプロのエスティシャンの
手の動作を自動化する。
【００３５】
　本発明において、マッサージ装置は、顔面に対して押圧されるべく意図され、圧力表面
を画定する圧力エレメントと、当該圧力エレメントの上方の、マッサージ用フィンガーで
あって、各々が顔面に接触する１つの作動ヘッドを有し、そして各々が、作動ヘッドがマ
ッサージ用ヘッドの内部に向かって圧力表面の下に位置される、後退位置(R)と、作動ヘ
ッド（２２）がマッサージ用ヘッドの外部に向かって圧力表面の上に位置される、伸長位
置(E)との間を動くことができる、マッサージ用フィンガーからなる少なくとも１つのマ
ッサージ用エレメントと、各マッサージ用フィンガーが伝達機構に連結され、及びマッサ
ージ用フィンガーの各々をその伸長位置(E)及び後退位置(R)の間で交互方式で移動せせる
べくデザインされている操作手段（２５）とを備えるマッサージ用ヘッド(１)を含んでい
る。このヘッドは、「タッピング(tapping)」として知られているプロのエスティシャン
の手の動作を自動化する。
【００３６】
　このタッピングマッサージ用ヘッドについては、装置が波動を放出する手段で装備され
るとき、制御手段がヘッドを認識し、可視の橙光波を放出するシステムを作動させるべく
構成されてもよい。このタッピングと橙光との組合わせは、皮膚の表皮上で動作を遂行す
る。
【００３７】
　本発明において、マッサージ装置は、顔面に対して適用されるべく意図されている圧力
エレメントを有し、圧力クラウンを形成するマッサージ用ヘッド、を含んでもよい。圧力
クラウンは、一方において、圧力平面の一部である圧力表面を、及び、他方において、圧
力クラウンの内部に配置された作動ゾーンを画定する。マッサージ用ヘッドは、当該圧力
クラウンの内部、及び当該作動ゾーン内で、圧力平面から突き出ている作動表面を備える
作動ヘッドからなる少なくとも１つのマッサージ用エレメント、伝達機構に連結され、及
び対応する作動表面の中心からオフセットした少なくとも１つの回転軸線（Δ、Δ’）に
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沿って各作動ヘッドを回転させるべくデザインされている操作手段を含んでいる。
【００３８】
　クラウンの内部で作動ゾーンを動かすことでマッサージするヘッドについては、当該装
置が光波動放出手段を装備されているとき、制御手段は、当該ヘッドを区別すると、赤外
光波動放出システムを作動させるべく構成されている。このタッピングと橙光の組合わせ
は、真皮内で深くに遂行することができる。
【００３９】
　本発明に述べられているマッサージ装置において、それは、前記マッサージ装置が適用
されたとき、上述の化粧品分配システムによって分配される、又はユーザーによって皮膚
に直接に施される化粧品の浸透を、改善及び/又は加速させる電流を皮膚に伝送するべく
構成された経皮的イオン導入処置装置を含む。イオン導入は、最初は薬品、特にスポーツ
薬品、を皮膚に施すために開発された処置であるが、今はまた、化粧品の良好な浸透用に
検討されている。１つの実行方法において、この経皮的イオン導入装置は、マッサージ用
チップ又はローラ及び/又はマッサージ用ヘッドの適用表面に位置された、異なる電位を
有する少なくとも２つ電極を含んでいる。本発明において、マッサージ装置の、特に、そ
れがまた、化粧品分配システムを含むときのセッティングは、当該化粧品の適用の前.こ
れらの及び/又は途中に、経皮的イオン導入処置を遂行することができる。これらのセッ
ティングは、本体に取付けられたマッサージ用ヘッドの区別に応じるであろう。
【００４０】
　１つの可能な「イオン導入」プログラムにおいて、特別な化粧品が手動的に又は適切な
ヘッドによって施され、及びその次に、電極を備えた特別なヘッドが連結され、及びその
次に、当該装置が、全体のゾーンに亘り継続する処置のための接触を維持しつつ移動され
、又はカウントダウンタイマー及びユーザーに変えるべき時を伝える指示器と共に、１つ
のゾーンに保持される。
【００４１】
　本発明の１つの特徴において、マッサージ装置は、その本体上に、以下のデータの種類
：処理期間(全体、経過、残り)、処置フェーズ、及び区別されたヘッドの名称の 少なく
とも１つを表示するスクリーンを備えたユーザーインターフェース(UI)を有している。
【００４２】
　当該UIはまた、ユーザーの希望(自動区別手段により定められた制限内)に従い処置を調
整するべく、ユーザーが、提供されたプログラムの中からセットし及び選べるように制御
ボタン(スクリーン上に直接、又はケーシング上の機械式アクチュエータ)を含んでもよい
。
当該処置は、セッティングを使用して調整され得る。
【００４３】
　当該UIは、一旦、マッサージ用ヘッドが適切に取り付けられ、そして区別されると、
ユーザーに２つ異なるプログラムの間での選択を与える。当該UIは、ユーザーに、同じヘ
ッドについて２つの異なる強度レベルを有する１つのプログラムの間での選択を与え、そ
れで、ユーザーはマッサージ又は放出される波動の強度の高又は低を選ぶことができる。
【００４４】
　このUIはまた、当該装置上のヘッド交換を半自動的に指図するのにも用いられる。例え
ば、プログラムは第１のヘッドを用いて最初のマッサージフェーズを始め、及び最初のフ
ェーズの終りに、当該UIが、ユーザーに、第２のフェーズを始めるためにそれを交換する
ように指示する。このようにして、ヘッドは自動的に制御手段を介して指示され、及びユ
ーザーはヘッドを変える。それは、その次に、第２の処置フェーズを始める前に、当該装
置によって検証される。この指図は、タイマーを含んでいる電子制御ユニットによって行
われる。
【００４５】
　もちろん、区別手段を実施する他の方法は、本発明の範囲内に留まりつつ、マッサージ
装置上に考えられてもよい。
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【図面の簡単な説明】
【００４６】
　下記の説明は、図面に基づいてこの発明の特徴及び利益にハイライトを当てている。
【図１】図１は、種々のデザインのマッサージ用ヘッドを受入れることができる本発明に
述べられるマッサージ装置を描写している。
【図２】図２は、マッサージ用ローラを備えるマッサージ用ヘッドを描写している。
【図３】図３は、マッサージ用チップを備えるマッサージ用ヘッド描写している。
【図４】図４は、マッサージ用ヘッドと本体との間の取外し可能な取付けシステムを描写
している。
【図５】図５は、３つの傾斜したチップを備えるマッサージ用ヘッドを描写している。
【図６】図６は、３つの傾斜したチップを備えるマッサージ用ヘッドを描写している。
【図７】図７は、マッサージ用ヘッドのクラウンを描写している。
【図８】図８は、マッサージ用ヘッド上の柔らかいスキンを描写している。
【図９】図９は、マッサージ用ヘッドと本体との間の伝達機構を描写している。
【図１０】図１０は、マッサージ用ヘッドと本体との間の伝達機構を描写している。
【図１１】図１１は、マッサージ用ヘッドと本体との間の光ファイバ連結システムを描写
している。
【図１２】図１２は、鉤爪が装備されているマッサージ用ヘッドの変形例を描写している
。
【図１３】図１３は、鉤爪が装備されているマッサージ用ヘッドの変形例を描写している
。
【図１４】図１４は、本体上のマッサージ用ヘッドを区別する手段の変形例を描写してい
る。
【図１５】図１５は、本体上のマッサージ用ヘッドを区別する手段の変形例を描写してい
る。
【図１６】図１６は、本体上のマッサージ用ヘッドを区別する手段の変形例を描写してい
る。
【図１７】図１７は、光センサ(１６７)を用いている本体上のマッサージ用ヘッドを区別
する手段の変形例を描写している。
【図１８】図１８は、光センサ(１６７)を用いている本体上のマッサージ用ヘッドを区別
する手段の変形例を描写している。
【図１９】図１９は、光センサ(１６７)を用いている本体上のマッサージ用ヘッドを区別
する手段の変形例を描写している。
【図２０】図２０は、光センサ(１６７)を用いている本体上のマッサージ用ヘッドを区別
する手段の変形例を描写している。
【図２１】図２１は、化粧品分配システムを描写している。
【図２２】図２２は、化粧品分配システムを描写している。
【図２３】図２３は、化粧品分配システムの変形例を描写している。
【図２４】図２４は、化粧品分配システムの変形例を描写している。
【図２５】図２５は、マッサージ装置の変形システムを描写している。
【図２６】図２６は、マッサージ用ヘッド上の光ダイオードを描写している。
【図２７】図２７は、マッサージ装置の経皮性イオン導入処置装置を描写している。
【図２８】図２８は、本体とマッサージ用ヘッドとの間に位置された調整システムを描写
している。
【図２９】図２９は、本体とマッサージ用ヘッドとの間のロックシステムの実施変形例を
描写している。
【図３０】図３０は、本体とマッサージ用ヘッドとの間のロックシステムの実施変形例を
描写している。
【図３１】図３１は、本体とマッサージ用ヘッドとの間のロックシステムの実施変形例を
描写している。
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【図３２】図３２は、本体とマッサージ用ヘッドとの間のロックシステムの実施変形例を
描写している。
【図３３】図３３は、本体とマッサージ用ヘッドとの間のロックシステムの実施変形例を
描写している。
【図３４】図３４は、本体とマッサージ用ヘッドとの間のロックシステムの実施変形例を
描写している。
【図３５】図３５は、本体とマッサージ用ヘッドとの間のロックシステムの実施変形例を
描写している。
【図３６】図３６は、本体とマッサージ用ヘッドとの間のロックシステムの実施変形例を
描写している。
【図３７】図３７は、異なるマッサージ用ヘッドが本体に取付けられるとき、当該異なる
マッサージ用ヘッドを区別することを描写している。
【図３８】図３８ないし図４４は、本発明に述べられるヘッドを描写し、「タッピングヘ
ッド」と称され、独自の参照番号を有している。図３８は、当該タッピングヘッドが装備
されている本発明に述べられるマッサージ装置の断面である。
【図３９】図３９は、マッサージ装置に装備される着脱自在のマッサージ用ヘッドの斜視
図である。
【図４０】図４０は、図３９に示されたマッサージ用ヘッドの部分切り欠き斜視図である
。
【図４１】図４１は、本発明に述べられたマッサージ装置のための着脱自在のマッサージ
用ヘッドを実施する他の形態の断面である。
【図４２】図４２は、図４１に示されたマッサージ用ヘッドの部分切り欠き斜視図である
。
【図４３】図４３は、本発明に述べられているマッサージ装置のための着脱自在のタッピ
ングヘッドを実施する他の形態の部分切り欠き斜視図である。
【図４４】図４４は、本発明に述べられているマッサージ装置のための着脱自在のタッピ
ングヘッドを実施する他の形態の側面から見た立面図である。
【図４５】図４５ないし図４９は、本発明に述べられるヘッドを描写し、「内部作動ゾー
ンヘッド」として知られ、独自の参照番号を有している。図４５は、この内部の作動ゾー
ンヘッドが装備されている本発明に述べられるマッサージ装置の断面である。
【図４６】図４６は、第１の内部作動ゾーンヘッドの斜視図である。
【図４７】図４７は、図４６の内部作動ゾーンヘッドの断面である。
【図４８】図４８は、第２の内部作動ゾーンヘッドの断面である。
【図４９】図４９は、第３の内部作動ゾーンヘッドの断面である。
【図５０】図５０ないし５６は、本発明に述べられるヘッドを描写し、「ジャッケピンチ
ングヘッド」として知られ、独自の参照符号を有している。図５０は、ジャッケピンチン
グヘッドが装備されているマッサージ装置の断面である。
【図５１】図５１は図５０に示されたマッサージ装置を備える着脱自在なマッサージ用ヘ
ッドの部分切り欠き斜視図である。
【図５２】図５２は、図５１に示されたマッサージ用ヘッドの斜視図である。
【図５３】図５３は、本発明に述べられたマッサージ装置のための着脱自在なマッサージ
用ヘッドを実施する他の形態の斜視図である。
【図５４】図５４は、図５３に示されたマッサージ用ヘッドの断面である。
【図５５】図５５は、示された発明における円滑表面ローラを実施する、図５０ないし図
５４の代替品の斜視図である。
【図５６】図５６は、本発明に述べられているローラパドルの、図５０ないし図５４の代
替品の斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００４７】
　図１に示されるように、マッサージ装置(１)は本体(２)を有しており、その内部に、電
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気プラグ及び低電圧変圧器を介して外部電源、又は、充電可能なバッテリ又は使い捨ての
バッテリのような内部電源のいずれかに接続される電動のモータ(３)が存している。当該
マッサージ装置(１)はまた、その回転速度を低減し、及び使用時の必要に応じて適応させ
るために、モータ(３)の出力部に位置されたギアモータを有している。マッサージ装置(
１)は、図面に示されている異なるタイプのマッサージ用ヘッド(４、５、６、７、８、ta
、bi及びja)の取付けを容認するように構成されている。この目的を達成するために、マ
ッサージ装置は当該本体(２)及びマッサージ用ヘッド(４、５、６、７、８、ta、bi、ja)
の間に着脱自在な取付け手段(９)を有している。当該マッサージ装置はまた、その本体上
に、以下の種類のデータ：処置時間(全体、経過、残り)、処置のフェーズ、及び区別され
ているヘッドの名称の少なくとも１つを表示するスクリーンを備えるユーザーインターフ
ェース(UI)を有している。当該UIはまた、(自動的区別機能により規定される制限内で)ユ
ーザーが希望する処置に調整するために、ユーザーが設定し且つ提供されたプログラムの
１つを選択することができるように、(スクリーン上に、又はケーシング上に機械的に)制
御ボタンを有している。このUIはまた、当該装置上のヘッドの交換を半自動的に指示すべ
く用いられてもよい。例えば、プログラムは、第１のヘッドを用いる第１のフェーズで始
め、及び第１のフェーズの終りに、当該UIが、第２のフェーズを始めるためにそれを置き
換えるべくユーザーに指示してもよい。このように、ヘッドは制御手段によって自動的に
指示され、及び当該ヘッドがユーザーによって交換され、及びその後、第２の処置フェー
ズを開始する前に当該装置によって検証されもする。
【００４８】
　図２において、当該マッサージ用ヘッド(４)は、適用表面(９)及び２つのマッサージ用
ローラ(１０、１１)を有し、その一部分(１０a、１１a)は当該適用表面(９)を超えて延在
している。これらのローラ(７、８)は、互いに平行である２つの軸線(X１、X２)に沿って
位置されている。この実施方法では、モータ(３)が、スプロケットホイール(１３)に連結
された駆動シャフトを有している。このように、モータ(３)は、スプロケットホイール(
１３)を軸線X３に沿って回転させる。このスプロケットホイール(１３)は、同じデザイン
で軸線X４に沿って位置されたもう１つのスプロケットホイール(１４)に噛み合っている
。
【００４９】
　図２に示されるように、当該マッサージ用ヘッド(４)は、２つのジブ(jib、１５、１６
)を有している。これらのジブ(１５、１６)は、それぞれ、２つのシャフト(１７、１８)
によって軸線X３及びX４に対し旋回連結体として組立られており、これらのジブは、軸線
X１及びX２上の旋回連結体としてのローラ(１０、１１)を、前記ジブ(１５、１６)上に旋
回連結体として組立てられている２つのシャフト(１９、２０)によって受入れている。
【００５０】
　このマッサージ用ヘッド(４)は、同じデザインの２つの他のスプロケットホイール(不
図示)を有している。当該他のスプロケットホイールの１つは、シャフト２０を介して、
例えば、これらのエレメントの間に位置されたフルート(不図示)によって、ローラ１１に
連結され、そしてスプロケットホイール１３に噛み合っている。同様に、他のスプロケッ
トホイールは、シャフト１９を介してローラ１０に連結され、スプロケットホイール１４
に噛み合う。このように、スプロケットホイール１３が矢印２３で示される方向に回転す
るモータ(３)を介して噛み合わされると、スプロケットホイール１４は矢印２４で示され
る方向に回転し、かくて、噛み合っているローラ１０は、矢印２６で示される方向に、及
びローラ１１は矢印２５の方向に駆動される。
【００５１】
　図２に描写されたように、スプリング(２７)が２つのジブ(１５、１６)の間に位置され
ている。初期位置においては、これらのスプリング(２７)は、ジブ(１５、１６)に対して
作用し、及びマッサージ用ヘッド（４）上に位置された２つの調整ねじ(２８、２９)の端
部(２８a、２９a)に対して支持して保持する。このように、ローラ(１０及び１１)は、初
期位置において最小のギャップを伴って互いから広げられている。加えて、ねじ(２８、
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２９)を調整することによって、これらの２つのローラ(７、８)の間の最小のギャップを
変えることができる。ローラ(１０、１１)の部分１０a及び１１aが皮膚にあてがわれたと
き、矢印(２５、２６)の方向のローラ(１０、１１)の逆回転方向が皮膚におけるひだを形
成する。皮膚によってこれらのローラに及ぼされる力が、これらの力がスプリング(２７)
によって及ぼされる力よりも大きいときは、これらのスプリング(２７)を圧縮し、そして
ローラを図２において、矢印３０及び３１の方向に広げる。他方、皮膚によってローラ(
１０、１１)に及ぼされる力が、スプリング(２７)によって及ぼされる力よりも小さいと
きは、これらのスプリング(２７)は緩み、ローラ(１０、１１)を矢印３２及び３３で示さ
れる方向に、図２において、釣り合い位置に到達するまで戻す。
【００５２】
　同一原理に従って機能する、取付けヘッド(４)の伝達機構の実施変形例は、本発明の範
囲内に未だに残ると考えられる。
【００５３】
　図３に描写されているように、当該マッサージ用ヘッドの変形例(５)は、三角形状のカ
ム（３５）を備える伝達片（３４）を有している。円筒形状の案内片（３６）は、当該マ
ッサージ装置(１)の使用中に皮膚の表面に平行に位置される適用表面(３７)を有している
。
【００５４】
　図３においては、１つのマッサージ用チップ(３８)のみが描写されている。いかしなが
ら、
図３を見ることによって、当該マッサージ用ヘッド(５)は、この実施方法では、３つの同
一の、均一に分配されたマッサージ用チップを有していることが理解される。当該マッサ
ージ用チップ(３８)は、適用表面に直交してその外部に向かって延在する外側部分(３８a
)を有している。この外側部分(３８a)は、当該マッサージ装置（１）が適用されるとき、
ユーザーの皮膚と接触する。
【００５５】
　図３に描写されたように、案内片（３６）は、案内片（３６）の軸線X５に沿って横方
向に立つのを可能にする。チップについては、軸線X６及びX７に沿っても同様である。モ
ータ(３)は、軸線X８に沿っての案内片（３６）の回転を駆動する。
【００５６】
　図３に描写されたように、当該マッサージ用チップ(３８)は内側部分(３８b)を有して
いる。マッサージ用ヘッド(５)が当該本体(２)に取付けられたとき、この内側部分(３８b
)は伝達片(９)のカム(３５)の内部に位置される。この内側部分(３８b)は、スプリング手
段(３９)によって当該カム(３５)に対抗して保持される。案内片（３６）が、軸線X８の
周りで矢印４０で示される方向に回転すべく駆動されたとき、当該マッサージ用チップ(
３８)はそれと共に回転する。当該カム(３５)は、当該内側部分（６９）に対して力を加
え、及び当該マッサージ用チップ(３８)を第１の角度位置上で矢印４１で示される方向に
押圧し、当該マッサージ用チップ(２１)を軸線X８と軸線X５、X６及びX７との交差点によ
って画定された中心（C)に向かって軸線X５沿って横方向に矢印４１で示される方向に移
動させる。その次に、第２の角度位置上で、当該カム(３５)はこの力を内側部分(３８b)
に加えるのを停止する。戻し機能を遂行する当該スプリング(３９)は、当該マッサージ用
チップ(３８)を矢印４２の方向に押圧し、そしてそれを中心(C)から距離を置くべく矢印
４２の方向に軸線X５沿って横方向に移動させる。線X５に沿っての当該マッサージ用チッ
プ(３８)の横方向移動と組み合わされた軸線X８の周りでの案内片（３６）の回転は、そ
の次に、このマッサージ用チップ(３８)が中心(C)に近づきその後中心(C)から離れて移動
するのを許容し、円状横運動、すなわち、曲線状運動をなす。２つの他のマッサージ用チ
ップは、マッサージ用チップ３８と同期して同じ動きを経験するということが理解される
。このようにして、当該３つのマッサージ用チップ(３８)は、中心(C)を有する単一の仮
想円上に位置され、そして中心(C)を通る、曲線をなす運動で動く。これは、当該マッサ
ージ用ヘッド(５)によって、皮膚の回転ピンチングを遂行する。



(15) JP 2015-535457 A 2015.12.14

10

20

30

40

50

【００５７】
　４つのチップを備える実施変形例が、マッサージ用ヘッド(５)のために検討されてもよ
い。
【００５８】
　固定の案内片及び軸線X８の周りに回転する伝達片を考慮してもよく、その場合、当該
マッサージ用チップは、中心(C)から離れる又はそれに近づくべく、それに向かって半径
方向に動く。また、存するチップの数に応じて、カムの多様な変形例を考慮してもよい。
【００５９】
　他のマッサージ用ヘッドの変形例もまた考慮されてもよい。図１において、当該マッサ
ージ用ヘッド(６)は、軸線X９の周りに回転又は振（揺)動するべくモータ(３)及び伝達機
構を介して駆動される、２つのチップ(４３、４４)を有していることが分かる。
【００６０】
　図５及び６において、当該マッサージ用ヘッド(７)は、ギア機構（４８）によって軸線
X１０、X１１及びX１２の周りに回転すべく駆動される３つのマッサージ用チップ(４５、
４６、４７)を有している。これらのマッサージ用チップ(４５、４６、４７)は適用表面(
５２)に対して傾いている。
【００６１】
　図１２及び１３において、マッサージ用ヘッド(８)は、その適用表面(５１)の外部に向
かって延びる２つ鉤爪(４９、５０)を有している。これらの鉤爪(４９、５０)は可撓性で
ある。当該マッサージ用ヘッド(８)は、チャンバー(５４）を備える剛性片（５３）を有
しており、鉤爪(４９、５０)がそれらの可撓性の故に撓むので、チャンバー(５４）内に
入り、そして塞ぐことができる。鉤爪(４９、５０)の横方向への運動は、チャンバー(５
４）の内部での矢印５５の方向の引張り機構によって開始される。当該鉤爪(４９、５０)
の可撓性は、当該引張り機構がこれら鉤爪(４９、５０)の矢印５５の反対の方向への動き
許容するとき、鉤爪(４９、５０)が広げられた位置に戻ることを許容する。
【００６２】
　図７に描写された１つの変形例において、マッサージ装置(１)は、チップ又は鉤爪を備
えるマッサージ用ヘッド(５、６、７、８)に位置されてもよいクラウン(５６)を有してい
る。図７において、チップ(５８)が表されている。このクラウン(５６)は、軸線X１３の
周りに回転すべく駆動され、そして適用表面(５７)に対して、マッサージ用チップ(５８)
の端部が当該クラウン(５６)の外縁部（５９）と同じ平面に位置されるように延びている
。このクラウン(５６)は、好ましくは、軸線X１３の周りで矢印６０の方向の交互の運動
で回転すべく作動される。そのようにするために、マッサージ装置(１)は、図９及び１０
に描写される伝達機構(６１)を有している。この伝達機構(６１)は、マッサージ装置(１)
の本体(２)内に位置されているギアボックス(６２)を有している。このギアボックス(６
２)は、モータ(３)のギアボックスとは異なっても又は同じでもよい。それはまた、ギア
システム(不図示)を介して同じモータ(３)によって、又は当該本体(２)に位置された別の
モータによって駆動されてもよい。偏心器(６３)が当該ギアボックス(６２)のシャフト(
６４)に位置されている。この偏心器(６３)は、シャフト(６４)の回転軸線(X１４)からオ
フセットしたフィンガー(６５)を有している。このフィンガー(６５)は、軸線X１５に沿
い横方向に増大し、図９及び１０に描写されるように、クラウン(５６)に順に噛み合うピ
ニオン（６８）に噛み合っているラック（６７）に配置された溝（６６）に位置されてい
る。このようにして、当該フィンガー(６５)は、軸線X１４の周りに回転するとき溝（６
６）の内部にある程度の自由度を有している。この回転は矢印６９に沿っての交互の運動
を当該ラックに伝達し、及びそれ故に矢印７０に沿っての交互の回転運動をピニオン（６
８）及びクラウン(５６)に伝達する。この伝達機構(６１)の有利な点は、当該フィンガー
(６５)と溝（６６）との間の傾きの角度を容易に変えることができることであり、このこ
とは、当該マッサージ用ヘッドを当該本体(２)に、異なる角度方向でもって、例えば、本
体(２)の軸線沿って、又は当該本体(２)に対して４５°の傾斜でもって取付けることを可
能にする。このようにして、当該マッサージ用ヘッドと当該本体との間の角度とは無関係
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な、連結手段が得られる。かかる連結は、当該マッサージ用ヘッドと当該本体との間の伝
達機構の変形例と共に、必要に応じて使用され得る。また、当該マッサージ用ヘッドと当
該本体の間の傾斜の角度と無関係な、例えば、円錐状又は均等なホイールを備えるギアシ
ステムのような、連結の変形例を考慮することもできる。
【００６３】
　図８に描写された１つの変形例において、マッサージ装置(１)は、マッサージ用チップ
(７３、７４、７５)を覆うマッサージ用ヘッド(７６)の適用表面(７２)の頂部に柔らかい
スキン(７１)を有している。この柔らかいスキン(７１)は、当該チップが過剰に攻撃的に
感じるのを防ぎ、及び表面接触を介しての皮膚への付着性を改善する。図１２及び１３に
おける鉤爪(４９、５０)、又は異なるチップを備える変形例、又はさらに他の変形例と共
に、この柔らかいスキンが考慮されてもよい。
【００６４】
　図２１及び２２に描写された１つの変形例において、マッサージ装置(１)には、化粧品
分配システム(７７)が存在し、この化粧品分配システム(７７)は、小さな棒(７９)によっ
て圧力が付与される可撓性の製品リザーバ(７８)を含んでいる。小さな棒(７９)は当該製
品リザーバ(７８)の長さに沿って矢印８０の方向に横方向に移動する。起動システム（８
１）が当該棒（７９）を矢印８０に沿って動かす。この起動システム（８１）は、例えば
、手動で作動されたとき矢印８０の方向に横方向に動く、当該棒（７９）に取付けられた
ボタン８２）からなる。ノッチ付けられた部品（８３）は、製品リザーバ(７８)に沿って
棒（７９）が前進するとき、当該棒（７９）を適所に保持するために、押圧されたときは
すぐに、ボタン（８２）のノッチ（８４）を保持する。当該分配システム(７７)は、チュ
ーブ（８５）を含み、その位置付けが、当該マッサージ用エレメント(８７、８８)の間の
、又は図２８に描写されるように、当該マッサージ用エレメント(８７、８８)を介しての
いずれかで、適用表面(８６)へ化粧品を分配するのを許容する。これらのマッサージ用エ
レメント(８７、８８)は、図２８におけるマッサージ用ローラであるが、もちろん、これ
らはチップ又は鉤爪でもよい。図２８において、当該チューブ（８５）は、マッサージ装
置の本体(２)に配置された第１の部分（８５a）及びマッサージ用ヘッド(８９)に配置さ
れた第２の部分（８５b）を有していることが分かる。当該チューブの第１の部分（８５a
）及び第２の部分（８５b）の間には気密連結手段(９０)が確立されている。気密ジョイ
ントが装備されている雌雄連結構造のような種々の方法の気密連結(９０)が考慮されても
よい。
【００６５】
　当該化粧品分配システムの他の変形例が考慮されてもよい。例えば、電動ポンプのよう
なポンプ手段によって、持続的及び規則的に化粧品を分配する自動的な作動システムが考
慮されてもよい。外的起動を必要としない物理現象を通じて規則的に分配される自然な方
法で化粧品を分配するシステムもまた考慮されてもよい。
【００６６】
　図２３及び２４に描写された１つの変形例において、分配システム(９１)は、可撓性の
リザーバ(９２)、及びレバー(９４)及び矢印(９６)で指示されたように、繰り返し運動で
動くべく構成された電動化されたフィンガー(９５)を含むアクチュエータ(９３)を含んで
いる。当該分配システム(９１)は、レバー(９４)の後端部(９４a)が中に移動できる開口
部(９８)を備えるスライドシステム(９７)を含んでいる。当該レバー(９４)は、図２３に
示された第１の位置に置かれるべく構成され、これに従い、当該レバー(９４)の後端部(
９４a)が開口部(９８a)の後方に位置され、及び前記レバー(９４)電動化されたフィンガ
ー(９５)から解除される。このように、リザーバ(９２)を押圧し、そして化粧品を、図２
８におけるチューブ（８５）と同様に構成されてもよいチューブ(９０)を介して分配する
ために、当該レバー(９４)に手動の力を加えることが必要である。他方において、当該レ
バー(９４)の後端部(９４a)が開口部の前方(９８b)に位置されるときは、図２４に示され
るように、電動化されたフィンガー(９５)が当該レバー(９４)を自動的に作動させてリザ
ーバ(９２)を押圧し、及び化粧品をチューブ（９０）を介して分配する。手動モード又は
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自動モードを切り替えるシステムを備える化粧品分配システムの実施の変形例は、未だに
本発明の範囲内に留まるものと考えられる。
【００６７】
　図２５に描写されたように、マッサージ装置(１)はモータ(３)によって、当業者には周
知のギアシステム(１０１)の手段により、軸線X１６の周りに回転すべく駆動されるシャ
フト(１００)を有している。このシャフト(１００)の端部(１００aは、マッサージ用ヘッ
ド(４、５、６、７、８、ta、bi、ja)、例えば、マッサージ用エレメントのケーシング(
１０２)に位置され、軸線X１６の周りに不均衡で回転し、そしてマッサージ装置(１)が適
用されている間、当該マッサージ用ヘッドを振動させるバランスウェイト（１０３）を受
入れている。振動システムの他の変形例もまた考慮されてもよい。特に、デザインの単純
化、及び当該本体と当該マッサージ用ヘッドとの間の取付点でのシャフト(１００)に、追
加の連結システムを有するのを回避するために、当該マッサージ用ヘッドの近くの本体(
２)に直接にバランスウェイト（１０３）を位置決めすることを考慮してもよい。当該マ
ッサージ用ヘッドの内部に振動システムを完全に一体化させることもまた考慮してもよい
。ここでは、モータ(３)又はもう１つのモータによって作動される駆動シャフトがヘッド
を通り、この場合、例えば、図９及び１０に描写されたものと同等な取付システムがその
次に考慮てもよい。
【００６８】
　図１１及び２６に描写された１つの変形例において、マッサージ装置(１)は、マッサー
ジ用ヘッド(１０５)の適用表面(１０４)に、本体(２)の内部に配置された電子ケーシング
(不図示)により制御される光ダイオード(１０６)を有している。これらの光ダイオード(
１０６)は、マッサージ用ヘッド(４、５、６、７、８、ta、bi、ja)はが作動されるとき
自動的に、又は専用の制御ボタンの手段(不図示)による個別にのいずれかでターンオンさ
れてもよい。当該光ダイオード(１０６)は、例えば、適用表面(１０４)の外縁部(１０７)
に位置され、又は当該マッサージ用エレメントの軌道の外側の前記適用表面(１０４)に亘
って均等に配分される。異なる色の光ダイオード、又は多色ダイオードが、所望の波長及
び/又は求められている処置に応じて、用いられてもよく、又はこれらの光ダイオード(１
０６)の波長を変更するために、制御ユニットでさえ用いられてもよい。光伝送システム(
１０８)は、マッサージ用ヘッド(４、５、６、７、８、ta、bi、ja)は及び当該本体(２)
の間にis位置されている。この光伝送システムは、放出された光を適用表面(１０４)又は
マッサージ用チップのようなマッサージ用エレメントに向かわせる光ファイバ連結(１０
９、１１０)を含んでいる。
【００６９】
　図２７に描写された実施の１変形例において、マッサージ装置(１)は、異なる電位を持
った２つの電極(１１１、１１２)を有している。これらの電極(１１１、１１２)は２つの
マッサージ用エレメント(１１３、１１４)からなってもよく、又はそれらは適用表面（１
１５）に位置されてもよい。これらの電極(１１１、１１２)は本体(２)に配置された電源
（１１６）によって動力源とされている。このデザインは、化粧品の皮膚への塗布(appli
cation)の前又は途中での経皮的イオン導入処置を遂行することを可能にし、それによっ
て、化粧品の浸透を加速させる。この化粧品は、自然な方法で、手動的又は自動的にマッ
サージ装置(１)により分配されるか、ユーザーによって皮膚に直接に施されてもよい。マ
ッサージ装置(１)は、当該マッサージ用ヘッド(１２０)が本体(２)に取付けられ、又は本
体(２)から取外されるとき、電極(１１１、１１２)に迅速に接続、又は接続を切るのに用
いられる、着脱自在な取付手段(１１７、１１８)を有している。例えば、当該マッサージ
用ヘッド（１２０）と当該本体(２)との間の取付領域（１２１）における電気的接点を考
慮してもよい。
【００７０】
　図１及び４に描写されたように、マッサージ装置(１)は、マッサージ用ヘッド(４、５
、６、７、８、ta、bi、ja)が本体(２)に迅速に取付けられ、又は本体(２)から迅速に取
外され得るように構成されている取付手段(９)を有している。この取付手段(９)は、当該
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マッサージ用ヘッドと当該本体との間の着脱自在な締結システムによって実現されている
。図４における実施の方法において、当該本体(２)は、スロット(１２２、１２３)を有し
ており、及びマッサージ用ヘッド(４、５、６、７、８、ta、bi、ja)は、機構（１２５）
を受入れる部品（１２４）を含んでいる。機構（１２５）は、当該本体(２)に対してのマ
ッサージ用ヘッドの傾斜の角度と無関係である取付システムを介して、モータ(３)に連結
されているマッサージ用エレメントに当該動きを伝達する。この部品（１２４）は、ノッ
チ(１２６、１２７)及び当該ノッチ(１２６、１２７)から引き込める手段(１２８、１２
９)を有しており、スロット(１２２、１２３)でのそれらの位置決めのために、それらが
引き込むのみならず、これらのスロット(１２２、１２３)からのそれらの退去をも許容す
る。
【００７１】
　異なるロックシステムないしは格納手段が図２９から３６に示され、本体(２)に取付け
られたマッサージ用ヘッド(１３０)を保っている。図２９において、ボール(１３２)を用
いた止めシステム(１３１)が描写され、及びボール(１３２)はスプリング(１３３)に取付
けられ、そして、当該マッサージ用ヘッド(１３０)の溝(１３４)に挿入されている。図３
０においては、バヨネットシステム(１３５)が描写されている。図３１及び３２には、バ
ルブ及びスプリングシステム(１３６)が描写され、それは当該マッサージ用ヘッドに固定
された部品(１３７)をロックする。図３３及び３４において、ノッチ(１３９)及び解除ラ
ッチ(１４０)を備えるロックシステム(１３８)が、部品(１４１)のロック位置及びアンロ
ック位置において図示されている。図３５及び３６において、ロックシステム(１４２)は
２つのノッチ(１４３、１４４)が部品(１４５)のロック及びアンロックを許容する。これ
らの異なる実施変形例は限定していない。
【００７２】
　図１４から２０に描写されたように、マッサージ装置(１)は、本体(２)に取付けられた
マッサージ用ヘッド(１４７)を区別する手段（１４６）を有している。
【００７３】
　図１４及び１５において、当該マッサージ用ヘッド(１４６)は、本体(２)の円形溝(１
４９)に挿入されるべく意図されている円形隆起(１４８)を有している。当該本体(２)は
、第２の円形溝(１５０)を含んでいる。機械的接点(１５１、１５２)が、これらの円形溝
(１４９、１５０)に置かれている。当該マッサージ用ヘッド(１４６)が本体(２)に取付け
られたとき、当該隆起(１４８)は当該機械的接点(１５１)を作動させる。図３７において
、当該本体(２)に取付けられ得る４つのマッサージ用ヘッド(１５３、１５４、１５５、
１５６)が分かる。第１のマッサージ用ヘッド(１５３)は、隆起を有していない。第２の
マッサージ用ヘッド(１５４)は、１つの隆起(１５７)を有している。第３のマッサージ用
ヘッド(１５５)は、２つの隆起(１５７、１５８)を有している。及び、第４のマッサージ
用ヘッド(１５６)は、１つの隆起(１５８)を有している。これらのマッサージ用ヘッド(
１５３、１５４、１５５、１５６)が、本体(２)にに取付けられたとき、それらは、２つ
の機械的接点（１５９、１６０）の１つ又は両者のいずれかを作動させる。それらは、図
１４に描写された制御ユニット（１６１）にプログラムされている２進コードに基づいて
、区別される。この制御ユニット（１６１）は、マッサージ装置(１)内の種々のアクチュ
エータを、取付けられたマッサージ用ヘッドのタイプに基づいて制御するべく構成されて
いる。このようにして、例えば、制御ユニット（１６１）は、モータ、化粧品分配ポンプ
、経皮性イオン導入処置装置、振動システム、光システムなどの作動を制御する。
【００７４】
　図１６において、隆起(１６２、１６３)は本体(２)に位置され、そして機械的接点(１
６４、１６５)によって実施されていることが分かる。一方、当該マッサージ用ヘッド(１
４７)は円形溝（１６６）を有している。
【００７５】
　変形例は、本発明の範囲内とみなされてもよい。特に、当該機械的接点は、磁気接点又
はセンサーに置き換えられてもよい。
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【００７６】
　図１４及び１７ないし２０において、光センサ(１６７)が描写されている。図１７にお
いて、マッサージ用ヘッド(１４７)は、ダイオード(１６９)によって放出された光が通過
し、光センサ(１７０)によって検出されるのを許容する透明な表面(１６８)を有している
。このようにして、当該光は透明性によって検出される。図１８における変形例において
、表面(１７１)は不透明で、及びそれ故に、センサー(１７０)は、当該マッサージ用ヘッ
ド(１４７)が取付けられたとき、不透明性を検出する。図１９において、マッサージ用ヘ
ッド(１４７)と本体(２)との間に、セパレータ(１７２)が位置されている。図２０におい
ては、ミラーシステムがマッサージ用ヘッド(１４７)と本体(２)との間に置かれている。
【００７７】
　他の変形例も、特に、本体(２)と制御ユニット（１６１）上のマッサージ用ヘッドを区
別することに関して未だに本発明の範囲内に残ると考えられる。
例えば、センサーがマッサージ用ヘッド(１４７)が当該本体(２)に適切に取付けられてい
るかを検出するために用いられてもよい。
【００７８】
　図３８ないし４４に描写されたタッピングヘッドに関しては、独自の参照符号を有して
いる。
【００７９】
　図３８に描写されたような、及び全体が参照符号Ａで指示された本発明に述べられたマ
ッサージ装置は、駆動ユニット（２）に着脱自在にデザインされているマッサージ用ヘッ
ド(１からなっている。当該マッサージ用ヘッド(１)は、ユーザーの顔面の皮膚上に電動
モータによって駆動されるマッサージ用エレメント(M) を介して機械的動作を付与するべ
くデザインされている。
【００８０】
　この目的を達成するために、当該駆動ユニット(２)は、その一端部（４）に、マッサー
ジ用ヘッド(１)の着脱自在な適合手段(５)を有している概ね円筒形状の細長い本体（３）
からなっている。描写された実施例において、当該適合手段（５）は鞘体によって形成さ
れ、その内部に当該マッサージ用ヘッド(１)が部分的に挿入されている。
【００８１】
　当該本体(３)の内部において、当該駆動ユニット(２)は、当該マッサージ用ヘッド(１)
のマッサージ用エレメントに電動モータの運動を伝達すべくデザインされている駆動手段
(７)を作動させる電動モータ(６)を有している。図示の実施例において、当該駆動手段(
７)は当該駆動ユニット(２)の適合手段（５）の点でアクセスできる出力シャフト(８)を
駆動する減速歯車（不図示）を含んでいる。
【００８２】
　電動モータ(６)は、本体(３)の内部に位置されたバッテリパック（B) によって動力源
とされている制御ユニット(１０)によって操作される。もちろん、制御ユニット(１０)へ
の電力はまた変圧器を介した電力網から直接に提供されてもよい。制御ユニット(１０)は
また、本体（３）の外部からアクセス可能である手動の制御インターフェース（１１）に
連結される。手動の制御インターフェース（１１）は、例えば、ストップ/スタートスイ
ッチ及び/又は手動的に作動プログラムを選択する手段を含んでもよい。
【００８３】
　当該駆動ユニット(２)はまた、制御ユニット(１０)に連結され、マッサージ用ヘッド(
１)の識別手段(１３)を読み取るべく適合されている区別手段(１２)を有している。当該
制御ユニット(１０)は、このように、識別手段(１３)が読み取られた後、区別されたマッ
サージ用ヘッド(１)に応じて当該マッサージ装置(A)の作動を制御するべく適合されてい
る。マッサージ装置(A)の機能的制御は、特に、当該マッサージ用エレメント(M)によって
遂行されるマッサージのために適切であるように、電動モータ(６)の回転速度を決定する
ことからなる。識別手段(１３)は、例えば、RFIDチップからなってもよく、一方、区別手
段(１２)はかかるRFIDチップを読み取るべくデザインされる。もちろん、、識別手段(１
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３)及び区別手段(１２)は、、例えば、機械的又は電気的接触に基づく識別システムの形
式、又は永久磁石とリードスイッチとを用いる磁気識別システムの形式でさえの他の適切
な方法で、実施されてもよい。
【００８４】
　本発明において、当該マッサージ用ヘッド(１)は、タッピングマッサージを遂行するべ
くデザインされている。この目的を達成するために、当該マッサージ用ヘッド(１)は、図
３９に示されるように、作動距離を画定するために顔面に対して押圧するべく意図されて
いる圧力エレメント（２０）を含む。このように、当該圧力エレメント（２０）は、基準
表面を形成する圧力表面（S)を画定する。
【００８５】
　描写された実施例において、当該圧力表面（S)は滑らかであり、及び目の下又は周りに
マッサージが遂行されているときに、それが頬骨に順応するのを許容する凹んだ形状であ
る。
【００８６】
　当該マッサージ用ヘッド(１)は、当該圧力表面（S)の上方で及び前記圧力表面（S)に関
して駆動ユニット(２)の反対側に、少なくとも２つのマッサージ用フィンガー(２１)であ
って、各々が顔面に接触することが意図されている作動ヘッド（２２）を備えているマッ
サージ用フィンガー(２１)を有するマッサージ用エレメント(M)を有している。
【００８７】
　当該２つのマッサージ用フィンガー(２１)の各々は、一方において、図３９において前
方位置に配置されたマッサージ用フィンガー(２１)の位置に対応する後退位置(R)と、及
び他方において、図３９において、さらに後に配置されたマッサージ用フィンガー(２１)
の位置に対応する伸長位置(E)との間で動く。
【００８８】
　後退位置(R)において、マッサージ用フィンガー(２１)の作動ヘッド（２２）は、当該
マッサージ用ヘッド(１)の内部に向かって当該圧力表面（S)の下方に位置される。一方で
、伸長位置(E))においては、各マッサージ用フィンガー(２１)の作動ヘッド（２２）は、
当該マッサージ用ヘッド(１)の外部に向かって当該圧力表面（S)の上方に位置される。各
作動ヘッド（２２）は、このようにして、後退位置(R)及び伸長位置(E)の間に５mm及び１
５mmの間の運動振幅を有している。また、伸長位置(E)においては、各作動ヘッド（２２
）が当該圧力表面（S)から２mmから１０mmに至る距離だけ突出する。
【００８９】
　当該マッサージ用ヘッド(１)はまた、その伸長位置(E)及び後退位置(R)の間で交互にマ
ッサージ用フィンガー(２１)の各々を動かすべくデザインされている操作手段（２５）を
有している。操作手段（２５）は、このように、電動モータ(６)の回転運動を伝達するた
め及びマッサージ用フィンガー(２１)の交互の運動に変換するために、駆動手段(７)より
詳しくは出力シャフト(８)と協働すべくデザインされている。
【００９０】
　図示の実施例において、各マッサージ用フィンガー(２１)は、概ねＳ字の形状であり、
対応するマッサージ用フィンガー(２１)の下方部に配置された連結ピン（２６）に支えら
れており、一方、前記マッサージ用フィンガー(２１)の上方部は作動ヘッド（２２）を支
えている。操作手段は、このように、 連結ピン（２６）に直交し且つ出力シャフト(８)
と同軸の方向で自ら回転するカム（２７）を含んでいる。このようにして、当該カム（２
７）は、下方の表面上に、出力シャフト(８)を受入れるハウジングを有している。当該カ
ム（２７）はまた、おおよそ正弦曲線形状の周囲カム溝（２８）を含んでいる。各マッサ
ージ用フィンガーは、連結ピン（２６）からある距離のところでカム溝（２８）に挿入さ
れている突起（２９）を有し、当該カム（２７）のそれ自体の回転が各突起（２９）の交
互の運動を生じさせるようにしている。マッサージ用フィンガー(２１)の適合性を踏まえ
ると、各突起（２９）の交互の運動が連結ピン（２６）の周りに回るマッサージ用フィン
ガーの交互の揺動を生じさせている。
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【００９１】
　好ましくは、マッサージ装置(A)、及びより詳しくは、操作手段（２５）、駆動手段(７
)、及び制御ユニット(１０)は、マッサージ用フィンガーの各々に２.５Hz以上の運動周波
数を与えるべくデザインされる。
【００９２】
　注目すべきは、描写された実施例において、当該操作手段（２５）は、マッサージ用フ
ィンガー(２１)の一が伸長位置(E))にあるときは、他のマッサージ用フィンガー(２１)は
後退位置(R)にある、及びその逆であるように、マッサージ用フィンガー(２１)の動きを
調整するべくデザインされていることである。
【００９３】
　このように構成されたマッサージ装置は以下のように実施される。圧力表面（S)が顔面
に対して置かれ、及びその次に、ユーザーはインターフェース（１１）を用いて当該マッ
サージ装置(A)をターンオンする。当該マッサージ用フィンガー(２１)は、その次に、人
差し指及び中指が顔面の皮膚、及び特に目の周りの皮膚を交互にタッピングするような、
２つの指を用いて遂行されるであろうマッサージの作動を開始する。
【００９４】
　描写された実施例において、及び指の動作に可能な限り近づいてまねるために、各作動
ヘッドは、凸形状を備える作動表面(T)、及びこの場合、球面の剛形状を備える作動表面(
T)を有している。
【００９５】
　本発明に述べられている当該装置を用いて遂行されるマッサージは、刺激、補整(平滑
化）及び弛緩（リラックス）作用を生じさせ、それによって、目の下のくまを軽減し、し
わ及びしわ線を埋める。この処置を最適化するために、当該マッサージ装置(A)は、図３
８ないし４０に描写されたように、化粧品を施す、すなわち、分配する手段（４０）を含
んでいる。描写された実施例において、化粧品を施す手段（４０）は、当該駆動ユニット
(２)に配置され、及び抽出システム（４２）、例えば、抽出ポンプ（４２）を介して圧力
エレメント（２０）に配置された分配ノズル(４３)に連結されているリザーバ(４１)から
なる。当該抽出ポンプ（４２）は、マッサージ装置(A)が作動しているときに、当該化粧
品を分配するように制御ユニット(１０)によって作動される。もちろん、作動ヘッドの一
方、又は作動ヘッドの両方が化粧品分配ノズルを含んでいてもよい。
【００９６】
　また、再度、図３８ないし４０に描写された実施例において、当該マッサージ装置（A)
はまた、電流及び/又は電圧を発生するユニット（４６）を含んでいる電流を皮膚に適用
する手段（４５）を有している。当該発生器ユニット（４６）は、制御ユニット(１０)に
よって作動される。発生器ユニット（４６）は、作動ヘッド（２２）に支持されている電
極（４７）に連結されている。
【００９７】
　マッサージ装置（A)の使用中、当該制御ユニット(１０)は、電極（４７）が皮膚に接触
しているとき、当該化粧品の活性基本成分の吸収を促進する電気泳動現象が創成されるよ
うに、発生器ユニット（４６）を作動させる。
【００９８】
　本発明において、マッサージ用フィンガー(２１)は、必ずしも、水平方向の軸線の周り
に揺動運動すべく駆動される必要はない。このように、図４１及び４２は、当該マッサー
ジ用フィンガー(２１)が異なる運動学を有している、本発明に述べられている装置のため
のマッサージ用ヘッド（１）を示している。
【００９９】
　この実施例において、各マッサージ用フィンガー(２１)は、操作手段（２５）を取り囲
んでいる中空の本体(５０)の外部に少なくとも部分的に延びる一種の直線的ピストンの形
状に構成されている。各フィンガーは、その次に、中空の本体(５０)内に配置されたボア
（５１）によって横方向で案内されている。中空の本体(５０)の内部に配置された各マッ
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サージ用フィンガー(２１)の端部は、操作手段（２５）に属している操作ディスク（５３
）に支持された偏心ピン（５２）とは協働する。当該偏心ピン（５２）は、対応するマッ
サージ用フィンガーに固く連結されているチャンバー(５４）内に位置され、そして、当
該偏心ピン（５２）は、操作ディスク（５３）と共にのその回転が、対応するマッサージ
用フィンガー(２１)の横方向運動に変換されるように、横方向に動くことができる。
【０１００】
　加えて、この実施態様例においては、圧力表面（S)は平坦である。
【０１０１】
　この実施態様例においてはさらに、当該マッサージ用フィンガーの空間距離すなわち経
路は、当該駆動ユニットの長手方向軸線(L)に直交しないが、しかし、ゼロでない角度を
それと共に、図示の実施例においては、おおよそ３０°の角度を形成している。このこの
実施の方法は、ユーザーが目又は口の輪郭のような顔面の狭い領域に当該装置の本体によ
って邪魔されずに、より容易に到達するのを許容するという有利性を提供する。
【０１０２】
　また、この実施態様例においては、圧力エレメント（２０）が電流を皮膚に伝送するた
めの電極(５６)を有している。
【０１０３】
　この実施態様例においてはさらに、当該マッサージ用ヘッドは、顔面の方向に光を拡散
する手段（６０）を有している。この場合、拡散手段（６０）はマッサージ用フィンガー
(２１)に配置され、制御ユニット(１０)によって作動される電子発光ダイオードのような
光源(６１)を含んでいる。当該光源(６１)は、その次に、作動表面（T)に配置された出力
パネル（Ｄ）を備える光学システム(６２)と対にされ、及びそれ故に、本発明に述べられ
ているマッサージ装置(A)を使用している者の顔面に向けられる。
【０１０４】
　図４３は、本発明に述べられているマッサージ装置(A)のマッサージ用ヘッド(１)の他
の実施の変形例をさらに図示している。この変形例において、２つのマッサージ用フィン
ガー（２１）は、垂直方向軸線の周りの回転で振（揺)動する単一のプレート（６５）に
支持され、一方、当該プレートの下側のボアを介して、操作手段（２５）に属している偏
心ディスク（６６）によって駆動される。そこで、ピンがプレートのボア内に位置されて
いる。この実施態様例において、各マッサージ用フィンガー(２１)は、対応する作動ヘッ
ド（２２）を形成している、着脱自在なキャップ（６７）を有している。
【０１０５】
　実施のもう１つの例においては、このキャップが柔軟なエラストマータイプの材料から
作られる。
【０１０６】
　実施のもう１つの方法においては、それが化粧品に浸けられて作動表面（T)を形成する
パッド(６８)を含んでもよい。着脱自在なキャップ(６７)は、このようにして、化粧品を
施す又は分配する手段を形成している。
【０１０７】
　この実施態様例において、当該圧力エレメント（２０）は、マッサージ用ヘッド(１)又
は駆動ユニット(２)のいずれかに配置されている光源から生成される光を拡散する光学シ
ステム(６２)を含んでいる。
【０１０８】
　図４４は、図４１及び４２に描写されたマッサージ用ヘッドの実施変形例を描写してお
り、それはマッサージ用フィンガー(２１)の操作運動学を共有している。この実施変形例
は、図４１及び４２に描写されたマッサージ用ヘッドと、マッサージ用フィンガーが、当
該駆動ユニットの長手方向軸線(L)に直交する方向に交互に横方向に動くという点で異な
っている。加えて、当該実施の形態では、各マッサージ用フィンガーの作動表面(T)が平
坦である。
【０１０９】
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　図４５ないし４９に描写された「内部作動ゾーン」ヘッドに関しては、その独自の参照
番号を備えている。
【０１１０】
　注目すべきは、これらの図面において、異なる変形例に共通する構造的及び/又は機能
的エレメントは、同一の参照番号を有していることである。
【０１１１】
　本発明に述べられたマッサージ装置は、図４５に描写され、及び全体が参照符号Ａで指
示されたように、駆動ユニット（２）に着脱自在にデザインされているマッサージ用ヘッ
ド(１)からなる。当該マッサージ用ヘッド(１)は、電動モータによって駆動されるマッサ
ージ用エレメントを介してユーザーの顔面の皮膚上に機械的力を及ぼすべくデザインされ
ている。
【０１１２】
　この目的を達成するために、当該駆動ユニット(２)は、概ね円筒形状である細長い本体
を有しており、その一端部に当該マッサージ用ヘッド(１)を着脱自在な方法で取付ける手
段(５)を有している。図示の実施例において、当該取付手段(５)は鞘体で形成され、その
内部に当該マッサージ用ヘッド(１)が部分的に挿入されている。
【０１１３】
　当該駆動ユニット(２)は、本体(３)の内部に、電動モータの運動をマッサージ用ヘッド
(１)のマッサージ用エレメントに伝達するべくデザインされている駆動手段(７)を作動さ
せる電動モータ(６)を有している。図示の実施例において、当該駆動手段(７)は、駆動ユ
ニット(２)の取付手段(５)にアクセス可能な出力シャフト(８)を駆動する減速歯車（不図
示）を有している。
【０１１４】
　電動モータ(６)は、本体の内部に置かれたバッテリーパック（１１）により動力源とさ
れている制御ユニット(１０)で作動される。もちろん、当該制御ユニット(１０)の電力は
また、 変圧器を介した電力網から直接に来てもよい。当該制御ユニット(１０)はまた、
本体の外部からアクセス可能な手動制御インターフェース（１４）に連結されてもよい。
当該手動制御インターフェース（１４）は、例えば、スタート／ストップスイッチ及び/
又は動作プログラムを手動的に選択する手段を含んでもよい。
【０１１５】
　当該駆動ユニット(２)はまた、当該制御ユニット(１０)に連結され、及びマッサージ用
ヘッド(１)上の識別手段(１３)を読み取るべくデザインされている区別手段(１２)を含ん
でいる。当該制御ユニット(１０)は、このように、識別手段(１３)を読み取った際に区別
されたマッサージ用ヘッド(１)に応じて、当該マッサージ装置(A)の作動を制御するべく
デザインされている。マッサージ装置(A)の作動の制御は、マッサージ用エレメントによ
って遂行されるべきマッサージにとって適切であるような、電動モータ(６)の回転速度の
設定からなってもよい。識別手段(１３)は、例えば、RFIDチップからなり、一方、区別手
段(１２)がかかるRFIDチップを読み取るようにデザインされる。もちろん、識別手段(１
３)及び区別手段(１２)は、例えば、機械的又は電気的接触を介しての識別システムの形
式、又は永久磁石とリードスイッチとを用いる磁気識別システムの形式でさえのような他
の如何なる適切な方法で作られてもよい。
【０１１６】
　本発明において、当該マッサージ用ヘッド(１)は、当該ヘッドが皮膚と一定の接触状態
に留まっている間、皮膚に対して作動ヘッドを移動させることによってマッサージを遂行
するべくデザインされている。この目的を達成するために、当該マッサージ用ヘッド(１)
は、図４６に示されるように、顔面に接触すべく意図された圧力エレメント（２０）を含
んでいる。当該圧力エレメント（２０）は、一般に、リング形状であり、及び圧力平面（
P)内に圧力表面（S)を画定する圧力クラウン(２１)を形成している。前記圧力表面（S)は
、ユーザーがそう望むなら皮膚に完全に適合できるべくデザインされている。図示の実施
例において、当該圧力エレメント（２０）は、中空で剛性があり、一方、当該圧力表面（
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S)はエラストマー(例えば、シリコーン又はEPDM) のような弾性的に曲げられる材料から
形成される。このようにして、当該圧力表面（S)は、それが適用されている顔面の領域の
形状に適合するために、数ミリメータ、及び好ましくは、少なくとも２ミリ曲げられる。
【０１１７】
　圧力クラウン(２１)は、作動ゾーン(Z)を輪郭付け、その内部には、図示の実施例にお
いて
少なくとも３つの作動ヘッド(２２)が存し、各々は圧力平面（P)を越えて延びる作動表面
(T)を備えている。図示の実施例において、各作動ヘッド（２２）は、対応する作動表面
（T)が凸面、より詳しくは球面形状を有するように、ボール（２３）を有している。各作
動表面(T)は、このようにして、作動表面（T)の頂上と圧力平面（P)との間で計測して、
、好ましくは、前記ボールの曲線半径(R)に等しい又は大きい高さ（Ｈ）だけ、圧力平面
（P)から突き出るべく恒久的に延びている。１つの変形例において、各作動表面（T)の突
起の高さ（Ｈ）は、曲線半径(R)の半分よりも大きいが、曲線半径(R)よりも小さい。
【０１１８】
　図示の実施例において、作動ヘッド（２２）に属している各ボール（２３）は、金属の
ような剛性の材料から作られている。このようにして、各作動表面(T)は、圧力表面（S)
の可撓性ないしは弾性的に曲げられる性質とは反対に剛性である。また、この実施例にお
いて、各ボール（２３）の表面は滑らかである。
【０１１９】
　本発明において、当該マッサージ用ヘッド(１)はまた、各作動ヘッド（２２）を各対応
する作動表面（T) の中心からオフセットした軸線()に沿って回転させるべくデザインさ
れている操作手段（２５）を有している。当該操作手段（２５）は、このようにして、電
動モータ(６)の回転運動を作動ヘッド(２２)の回転運動へ伝達し及び変換するため、駆動
手段(７)、及びより詳しくは出力シャフト(８)と協働すべくデザインされている。
【０１２０】
　図示の及び図４６及び４７に示される実施例において、当該操作手段（２５）は、３つ
のボール（２３）を遊星運動で動かすべくデザインされている。つまり、本発明に述べら
れたマッサージ装置の作動中の、第２の回転軸線（Δ’）の周りの各ボールの第２の回転
運動に組み合わされた、回転軸線（Δ）の周りの３つのボール（２３）の主回転運動であ
る。
【０１２１】
　この目的を達成するために、各作動ヘッド（２２）は第２の回転軸線（Δ’）に関して
中心付けられたディスク（２６）を有し、当該ディスク（２６）は、その上側表面に、堅
く連結された対応するボール（２３）を支持している。各作動ヘッドはまた、対応するデ
ィスク（２６）の下側表面に堅く連結された、第２の回転軸線（Δ’）に同軸である遊星
ピニオン(２７)を有している。
【０１２２】
　当該操作手段（２５）は、このように、その内部表面に出力シャフト(８)を受入れるた
めのハウジング（２９）を有し、そして、上側表面に３つのピニオン(２４)を担持し、そ
の各々が遊星ピニオン(２７)の軸方向ボアに係合されている、軸線(Δ)を有する操作シャ
フト(２８)を含んでいる。当該操作手段はまた、当該マッサージ用ヘッド(１)を構成して
いるケーシング(３１)に堅く連結された固定の周囲クラウン(３０)を含む。遊星ピニオン
(２７)の各々は、操作シャフト(２８)の回転が前述のボール（２３）の遊星運動を生じさ
せるように、固定の周囲クラウン(３０)に噛み合っている。
【０１２３】
　この図示された扁形例において、ボール及び圧力クラウンのために用いられていた材料
を取り替えることができる。つまり、可撓性の材料からボールが作られ、及び剛性の材料
からクラウンが作られ得る。
【０１２４】
　必要に応じて、及びもみを軽減するために、各作動ヘッド（２２）が通常の回転を遂行
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するように軸線Δ’上に取り付けられるように、マッサージ用ヘッド(１)を構成してもよ
い。
【０１２５】
　このようにして創成されたマッサージ装置は、以下のように実施される。圧力表面（S)
が顔面に対して置かれ、及びその次に、ユーザーは手動制御インターフェース（１４）を
用いてマッサージ装置(A)をターンオンする。作動ヘッド(２２)は、その次に、作動ゾー
ン（Z)の周りの皮膚がリング形状の圧力表面（S)によって保持されつつ、遊星回転運動で
動き始める。
【０１２６】
　本発明に述べられた装置を用いて遂行されるマッサージは、顔面の皮膚を深く揉む（マ
ッサージする）ことができ、それによって、しわを減らし、血行を促し、及び皮膚を作り
出すエレメントの生産を開始する。
【０１２７】
　この処置を最適化するために、図４５に示されたマッサージ装置(A)は、化粧品塗布手
段（４０）を有している。図示の実施例において、化粧品塗布手段(４０)は、駆動ユニッ
ト(２)に配置され、圧力エレメント（２０）に配置された分配ノズル(４３)に、ポンプの
ような抽出システム（４２）を介して、連結されているリザーバ(４１)を含んでいる。抽
出ポンプ（４２）は、マッサージ装置(A)の作動中に化粧品を分配するように、制御ユニ
ット(１０)によって作動される。もちろん、圧力エレメント（２０）は、１つ以上の分配
ノズルを含んでもよい。加えて、各作動ヘッドはまた、対応する作動ヘッドに配置された
可撓性リザーバから供給され、前記作動ヘッドが回転するとき、カムシステムによって起
動される化粧品分配ノズルを有してもよい。
【０１２８】
　また、図４５ないし４７に図示の実施例においてさえ、当該マッサージ装置(A)はまた
、電流及び/又は電圧を発生させるユニット（４６）を含む、電流(４５)を供給する手段
（４５）を有している。当該発生器ユニット（４６）は、制御ユニット(１０)によって作
動される。当該発生器ユニット（４６）は、圧力エレメント（２０）に支持された電極（
４７）に連結されている。
【０１２９】
　マッサージ装置(A)の使用中、当該制御ユニット(１０)は、電極（４７）が皮膚に接触
しているとき、電気泳動現象が誘発され、それによって、当該化粧品の活性基本成分の吸
収を促進するように、当該発生器ユニット（４６）を作動させる。
【０１３０】
　本発明において、当該作動ヘッド(２２)は、前述のように、遊星タイプの運動で必ずし
も駆動されなくてもよい。
【０１３１】
　このように、図４８は、本発明に述べられたマッサージ装置のためのマッサージ用ヘッ
ドの１つの実施変形例を示しており、それは、図４５ないし４７を参照して説明されたの
と、
３つの作動ヘッド(２２)が操作シャフト(２８)に回転可能に連結された円形プレート（５
０）上に支持されている点で異なる。当該プレート（５０）は、金属ボール（２３）によ
って形成された３つの作動ヘッド(２２)を担持しており、そのいる中心は回転軸線（Δ）
からオフセットしている。また、ボール（２３）は、各々が、当該プレート（５０）に堅
く連結されている小さな半球皿（５１）に囲まれているこのようにして、各ボール（２３
）は、この実施の変形例に説明されたマッサージ装置の使用中に、皮膚の上を転がること
ができるように、自ら回転することができる。
【０１３２】
　加えて、この実施態様例において、各作動ヘッドは、対応するボール（２３）によって
形成された電気刺激電極を含み、それはブラシシステム(５２、５３)及び環状チャネル（
５４）を介して電流発生器ユニット（４６）に電気的に接続されている。
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【０１３３】
　さらにこの実施態様例において、当該マッサージ用ヘッドは、顔面に向けて光を拡散す
る手段（６０）を有している。この場合、拡散手段（６０）は、マッサージ用ヘッド内に
位置され、そして、光源として、制御ユニット(１０)によって作動される電子発光ダイオ
ード(６１)を含んでいる。光源（６１）は、その次に、圧力エレメントによって形成され
た光学システムと組み合わされる。光源（６１）は、透明であり、及び圧力表面（S)に配
置された光出力表面を含み、及びそれ故に、本発明に述べられたマッサージ装置(A)を使
用している者の顔面に向けて向けられるべく意図されている。
【０１３４】
　この目的を達成するために、全体の作動ゾーン(Z)は、光が通過するのを許容するする
ために透明な部品で作られてもよい。
【０１３５】
　図４８は、本発明に述べられているマッサージ装置(A)のマッサージ用ヘッド(１)のさ
らに他の実施変形例を描写している。この変形例において、当該マッサージ用ヘッド(１)
は、球形状の１つの作動ヘッド（２２）を有しているのみであり、それは当該プレート（
５０）に堅く連結されるが、その中心からオフセットしている。この実施態様例において
、マッサージ用ヘッド(２２)の中心は、軸線（Δ）が通る作動ゾーン（Z)の中心から、作
動ゾーン（Z)の最小寸法の１/６以上の大きさの距離オフセットしている。この場合、作
動ゾーン（Z)の直径は、作動ゾーン（Z)の前記最小寸法の半分より小さい。
【０１３６】
　この実施態様例において、作動ヘッド（２２）は、対応する作動表面を形成し、その頂
上に化粧品に浸されたパッド(６６)を有する、着脱自在なキャップ（６５）を有している
。当該着脱自在なキャップ（６５）は、このようにして、化粧品を塗布する手段を形成し
ている。
【０１３７】
　この実施態様例において、当該キャップ（６５）はまた、当該作動ヘッド（２２）に配
置された光源(６１)によって生じた光を拡散する光学システム(６７)を有している。当該
光学システム(６７)は、この場合、光ガイドとして機能する透明な材料から作られる球状
のキャップによって形成される。
【０１３８】
　図５０ないし５６に示された「ジャッケピンチング」ヘッドに関しては、それ独自の参
照番号を備えている。
【０１３９】
　注目すべきは、これらの図面において、異なる変形例に共通する構造的及び/又は機能
的エレメントは同一の参照番号を有していることである。
【０１４０】
　本発明に述べられたマッサージ装置は、図５０に示され、及び全体が参照符号Ａで指示
されたように、駆動ユニット（２）に着脱自在となるべくデザインされているマッサージ
用ヘッド(１) からなる。当該マッサージ用ヘッド(１)は、電動モータによって駆動され
るマッサージ用エレメント(E)を介して、ユーザーの顔面の皮膚上に機械的動作を付与す
るべくデザインされている。
【０１４１】
　この目的を達成するために、当該駆動ユニット(２)は、一端部(４)にマッサージ用ヘッ
ド(１)の着脱自在な適合手段(５)を有している、概ね円筒形状を備える細長い本体（３）
を有している。当該適合手段（５）は、図示の実施例において、当該マッサージ用ヘッド
(１)が内部に部分的に挿入されている鞘体によって形成されている。
【０１４２】
　当該駆動ユニット(２)は、本体(３)の内部に、マッサージ用ヘッド(１)のマッサージ用
エレメントに電動モータの運動を伝達するためにデザインされている駆動手段(７)を作動
させる、電動モータ(６)を有している。図示の実施例において、当該駆動手段(７)は、駆
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動ユニット(２)の適合手段（５）にアクセス可能である出力シャフト(８)を駆動する減速
歯車（不図示）を含んでいる。
【０１４３】
　電動モータ(６)は、本体(３)の内部に配置されたバッテリパック（B)によって動力源と
されている制御ユニット(１０)により作動される。もちろん、当該制御ユニット(１０)の
電力はまた、変圧器を介した電力網から直接に提供されてもよい。当該制御ユニット(１
０)はまた、当該本体(３)の外部からアクセス可能である手動の制御インターフェース（
１１）に連結され得る。当該手動の制御インターフェース（１１）は、例えば、ストップ
/スタートスイッチ及び/又は動作プログラムを手動的に選択する手段を有してもよい。
【０１４４】
　当該駆動ユニット(２)はまた、制御ユニット(１０)に連結された、及びマッサージ用ヘ
ッド(１)上の識別手段（１３）を読み取るべくデザインされている区別手段(１２)を有し
ている。制御ユニット(１０)は、このようにして、識別手段(１３)を読み取った際に区別
されたマッサージ用ヘッド(１)に基づいて、当該マッサージ装置(A)の作動を制御するべ
くデザインされている。マッサージ装置(A)の作動を制御することは、マッサージ用エレ
メント（Ｅ）によって遂行されるマッサージが適切であるように、電動モータ(６)の回転
速度を決定することからなってもよい。識別手段(１３)は、例えば、RFIDチップからなり
、一方、区別手段(１２)がかかるRFIDチップを読み取るべくデザインされてもよい。もち
ろん、識別手段(１３)及び区別手段(１２)は、機械的又は電気的接触によっての識別シス
テムの形式、又は永久磁石とリードスイッチとを用いる. 磁気識別システムの形式でさえ
のような、他の如何なる適切な手段によって作られてもよい。
【０１４５】
　本発明において、当該マッサージ用ヘッド(１)は、ピンチングによって、マッサージを
遂行するべくデザインされているこの目的を達成するために、当該マッサージ用ヘッド(
１)は、そのマッサージ用エレメント(E)として、図５１においてより明らかである適用表
面(S)に対して平行である、２つの回転軸線Δ及びΔ‘に沿ってそれ自体が回転できる２
つのマッサージ用ローラ(２１及び２２)を有している。当該２つのマッサージ用ローラ(
２１及び２２)は、互いから離され、作動ゾーン(Z)によって分けられている。図示の実施
例においては、回転軸線Δ及びΔ‘の間の距離は一定である。
【０１４６】
　また、図示の実施例において、当該マッサージ用ローラ(２１及び２２)は、２つローラ
への接線の、及び当該マッサージ用ヘッドの外部に向かって配置される面（Ｐ）は、当該
駆動ユニット(２)の長手方向軸線と共に、直角ではないゼロでない角度を形成するように
、当該マッサージ用ヘッド(１)の内部に配置されている。
【０１４７】
　本発明において、第１のローラ(２１)は、少なくとも１つパドル、及びこの場合、実施
例として表された、第１のローラ(２１)の表面から半径方向に突き出る４つのパドル(２
３ないし２７) を有している。第１のローラ(２１)の外表面は、適用表面(S)から後退さ
れている。パドル(２３ないし２７)は、第１のローラ(２１)が回転する際、適用表面(S)
から突き出るに十分な距離半径方向に延びている。当該パドル(２３ないし２７)はまた、
第１のローラ(２１)の周囲に規則的に配分され、及びこの場合、互いから９０°に置かれ
ている。
【０１４８】
　図示の実施例において。当該パドル(２３ないし２７)は、全てのパドルは同じ形状を有
しているとの理解で、図５０及び５６において分かる、可変形状の直線状の横方向断面を
有している。このように、パドル２３は、直線状の横方向断面として視たとき、パドル(
２３)の残りよりも厚い自由端部を有している。パドル２４に関しては、直線状の横方向
断面として視たとき、それは８の字形状をである。パドル２５は、直線状の横方向断面と
して視たとき、直線形状を有している。パドル２６の直線状の横方向断面は、端部に向か
って薄くなる細長のか細い形状を有している。よりよき理解のために、この形状は、コン
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マとして周知の形を採用すればよい。その凹面は、例えば、停止時に、後で現れるように
、第１のローラ(２１)の回転方向の反対を指している。もう１つのパドル形状(２７)は、
図５６に示され、直線状の横方向断面として視たとき、大文字のＬの形状であり、その基
部がパドルの自由端にある。これらの形状の各々が、異なる強度及び効果を有するマッサ
ージを生じさせる。
【０１４９】
　第２のローラ(２２)は、適用表面(S)から突出する、又は適用表面(S)の側方に延びる滑
らかなタイプの外表面を有している。
【０１５０】
　我々は、上で滑らかなタイプの外表面を定義した。図５０ないし５４に示されるように
、
当該ローラ(２２)の滑らかなタイプの外表面は、絶対的に滑らかであってもよい。図５５
は、滑らかなタイプの表面を有している代わりのローラを図示し、当該表面は、当該ロー
ラの高さに平行した規則的な縦溝彫りにされている。このように、当該ローラが皮膚に接
触するとき、それは、圧力角度(Sa)を画定する。皮膚に向く当該ローラの圧力角度(Sa)内
に含まれる外表面の少なくとも約半分が、皮膚に接触するとみなすことができる。
【０１５１】
　本発明において、当該マッサージ用ヘッド(１)はまた、当該ローラ(２１及び２２)を、
第１のローラについては、作動ゾーンの外部から作動ゾーンの内部に向かって、及び、第
２のローラについては、作動ゾーンの内部からその外部に向かって行く、当該マッサージ
用ヘッドの外部から視て、矢印F１及びF２で示されるように、同一方向に、同時に駆動す
るべくデザインされている伝達手段（３０）を有している。伝達手段(３０)は、このよう
に、長手方向軸線(L)に沿っての電動モータの回転運動を、長手方向軸線(L)の方向に直交
する、軸線Δ及びΔ‘に沿っての回転運動に伝達及び変換するように、当該駆動手段(７)
、及びより詳しくは出力シャフト(８)と協働するべくデザインされている。
【０１５２】
　図示の実施例において、及び図５２に示されるように、伝達手段(３０)は、第１のピニ
オン、角度付き伝達を提供する２つの切頭円錐形ピニオン、及びその次に、マッサージ用
ローラ(２１及び２２)を共に、異なる速度で駆動するストレートピニオンを備えるギヤト
レインを含んでいる。
【０１５３】
　伝達手段(３０)は、好ましくは、第２のローラ(２２)の回転速度よりも大きな第１のロ
ーラ(２１)の回転速度、及びこの場合、第２のローラ(２２)の２倍を生じさせるべくデザ
インされている。
【０１５４】
　このようにして創成されたマッサージ装置は、以下のように実施される。適用表面（Ｓ
）が顔面に対して置かれ、及びその次に、ユーザーはインターフェース（１１）を用いて
マッサージ装置(A)をスタートさせる。マッサージ用ローラ(２１及び２２)は、その次に
、同じ方向に回転し始める。第２のローラ(２２)の回転が、マッサージ用ヘッドの皮膚上
での動きを生じさせ、一方、第１のローラ(２１)のパドルは、当該マッサージ用ヘッドが
前進するにつれ、皮膚を連続的に解放する。
【０１５５】
　本発明に述べられた装置を用いて遂行されるマッサージは、顔面の皮膚、又は首の皮膚
でさえの血行を刺激することにより、しわを軽減することができる。この処置を最適化す
るために、図５０ないし５２に示されたようなマッサージ装置(A)は、化粧品塗布手段（
４０）を含む。図示の実施例において、化粧品塗布手段（４０）は、駆動ユニット(２)に
配置され、抽出ポンプ（４２）を介して適用表面(S)、及びより詳しくは、図５１に示さ
れるように、第２のマッサージ用ローラ(２２)の直近に配置された２つの分配ノズル(４
３)に連結されたリザーバ(４１)を含んでいる。このようにして、化粧品は第２のマッサ
ージ用ローラによって皮膚に施される。当該抽出ポンプ（４２）は、マッサージ装置(A)
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が作動中に当該化粧品が分配されるように、制御ユニット(１０)によって作動される。
【０１５６】
　もちろん、適用表面(S)は、１つのみの分配ノズル、又は異なって位置された幾つかの
分配ノズルでさえ、有してもよい。同様に、化粧品分配ノズルは、マッサージ用ローラ、
又は両マッサージ用ローラにさえ化粧品を施すように、当該マッサージ用ヘッド(１)、の
内部に位置されてもよい。
【０１５７】
　また、図５０ないし５２に図示の実施例においてさらに、当該マッサージ装置(A)はま
た、電流及び/又は電圧を発生するユニット（４６）を含む電流(４５)を供給する手段（
４５）を有している。当該発生器ユニット（４６）は制御ユニット(１０)によって作動さ
れる。当該発生器ユニット（４６）は、ブラシシステム（４７）を介して、第２のローラ
(２２) 導電表面によって少なくとも部分的に形成されている電極(５６)に接続されてい
る。
【０１５８】
　マッサージ装置(A)の使用中、当該制御ユニット(１０)は、皮膚又は顔面の筋肉を刺激
すべくマイクロ電流が与えられ、又は電気泳動現象でさえ誘発され、それによって、当該
化粧品の活性基本成分の吸収を促進するように、当該発生器ユニット（４６）を作動させ
る。
【０１５９】
　図５０ないし５２に示された実施例において、当該マッサージ用ヘッド(１)は、顔面に
向かう光を拡散する手段(５０)を有している。この場合、拡散手段（５０）は、当該マッ
サージ用ヘッドに、及びより詳しくは、適用表面(S)に位置されている。拡散手段（５０
）は、その光源として、制御ユニット(１０)により作動され、及び作動ゾーン（Z)のいず
れかの側に置かれた２つの電子発光ダイオード(５１)を有している。これらの光源(５１)
は、その次に、各々が、光ガイドを形成し、及び圧力表面（S)に光出力表面を含んでおり
、それ故に、本発明に述べられているマッサージ装置(A)を用いている者の顔面に向けて
向かわされることが意図されている、透明なブロックによって形成される光学システム(
５２)と組み合わされる。
【０１６０】
　図５３及び５４は、本発明に述べられたマッサージ装置のためのマッサージ用ヘッドの
１つの実施の変形例を描写しており、図５０ないし５２を参照して説明されたものと、適
用表面(S)が電流発生器ユニット（４６）に連結された２つ電極(５５)を有しているとい
うことで異なっている。
【０１６１】
　この実施の態様例を未だに参照するに、、当該マッサージ用ヘッド(１)はまた、その化
粧品を分配する手段として、前記マッサージ用ヘッド(１)に着脱自在にデザインされてい
る、２つのキャップ(６０)を有している。各キャップ(６０)は、このようにして、化粧品
に浸されたパッド（６２）を有している。
【０１６２】
　また、この変形例において、拡散手段（５０）は、マッサージ用ヘッドに配置され、及
びその光源として、制御ユニット(１０)に作動される電子発光ダイオード(６５)を含んで
いる。当該電子発光ダイオード(６５)は、マッサージゾーンが光出力表面を形成するよう
に、当該マッサージ用ヘッド(１)の内部をライトアップする。この関連で、当該マッサー
ジ用ヘッドの上側部分はまた、適用表面(S)が光出力表面を形成するように、透明であっ
てもよい。
【０１６３】
　もちろん、本発明において述べられた当該マッサージ用ヘッドの種々の他の変更例又は
変形例は、添付の請求の範囲内であると考えられる。
【０１６４】
　もちろん、ここに述べられたヘッドの各々は、区別するシステムを備えて装備されてい
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る。
【０１６５】
　作動中、「抗老化、抗しわ、若返り、及びスカルプティング」のような幾つかのプログ
ラムは、UIを介して、以下のように提供される。このセッションは、同時に、温かい、強
力な光(橙、赤)と組合される、異なるマッサージのシリーズからなり、各ヘッドは、特定
のゾーン及び特定の動作のため、及び好ましくは、ヘッド当り５ないし１０分にデザイン
されている。
【０１６６】
　代わりに、このセッションは、温かい、強力な光(橙、赤)を適用する前又は後の、異な
るマッサージのシリーズからなってもよい。第１の実施例において、第１のフェーズは、
「加熱、皮膚準備」プログラムであってもよい。それは、漸進的な温め及び継続的温度計
測（制御手段連結された温度センサーを介して）を含み、温度値が（３７°C及び４５°C
の間の閾値、及び好ましくは、４１°C)に到達したとき、当該装置が、当該UIを介して可
視のディスプレイに、ユーザーが皮膚上にプログラムを始めることができることを、光、
又は音でさえ、又は振動で合図する。タイマーが、その次に、開始され、及びサーモスタ
ットが目標温度を維持するべくプログラムされてもよい。これは、マッサージのために皮
膚を準備し、血管を拡張させ、及び線維芽細胞を目覚めさせる。第２の実施例において、
最後のフェーズは、「加熱」プログラムであってもよい。これは、排除及び排出を促進し
、及び処置の終りにおいての健全性をサポートする。これは、処置の快適性及び有効性を
改善する。熱は、赤外LED、LED放熱器又は１つ以上の平らな加熱エレメント(lLOチャンネ
ル)、セリグラフのチャンネルを通る機械式導通エレメントによる抵抗によって、発生さ
れる。
【０１６７】
　上に述べられたように、熱はまた、電動化された機械式抗老化タイプのマッサージと同
時にプログラムされてもよい。
【０１６８】
　当該装置は、当該本体に取付けられたヘッドを区別し、モータ(ピンチングの場合の速
度のための電圧及び電流制限)及び光ののパラメータを設定する。それは、ヘッドが変え
られねばならないとき(例えば、６分後)を指示する。「タッピング」ヘッドは、一方にお
いて、微小循環を刺激し、及びこのようにしてくまを軽減するため、及び他方において、
皮膚の構造的エレメントの生産を再開し、しわを埋めるべくしわ線における代謝を活性化
するために、目の周り用に推奨される(やや低めの光強度)。３つのマッサージ用ボールを
備えた「内部作動ゾーン」ヘッドは、広い領域のため、深い揉みのため、及び線維芽細胞
及び微小循環を刺激するために推奨される。「ジャッケピンチング」ヘッドは、２つロー
ラ、一は滑らかと称される表面を有し、他はパドルを備えている、を有しており、しわを
埋めるべくしわ線を刺激するために推奨される。同期して逆回転する２つローラを備える
「二重ローラ」ヘッドは、顔の特徴を彫りこむための深いマッサージに推奨される。パラ
メータの自動的な調整は、マイクロコントロラーにインストールされているソフトウエア
に従って制御される。
【０１６９】
　加えて、手による又は内臓の化粧品分配システムによる化粧品の塗布は随意であり、マ
ッサージの前又は後に提供されてもよい。化粧品の分配は、選ばれたヘッドに応じて、手
動又は自動であろうし、化粧品のより良好な浸透のためにはマッサージ中、より良好な滑
り、及び少ない摩擦と炎症のために接触部を潤滑ためにはマッサージの前、十分な水分補
給及び有効な抗老化活動のためにはマッサージの後、光活性化及び/又は皮膚への光のよ
り良好な吸収（インターフェースへのより少ない反射）のせいで減少した光損失のために
は、マッサージの前、又は光の照射と同時、皮膚への活性要素のより良い浸透のためには
加熱の後、になされ得る。
【０１７０】
　各々の処置について、動作中の、累進的なマッサージ速度又は周波数もまた提案される
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。これは、皮膚が次第に慣れてきてより大きな適応性を提供するのを許容し、一旦皮膚が
活気付くと、その次に、マッサージがより大きな有効性のために強化する。これは、マイ
クロコントロラー及びタイマ (水晶振動子)によって管理される。



(32) JP 2015-535457 A 2015.12.14

【図１】



(33) JP 2015-535457 A 2015.12.14

【図２】

【図３】



(34) JP 2015-535457 A 2015.12.14

【図４】

【図５】

【図６】



(35) JP 2015-535457 A 2015.12.14

【図７】

【図８】

【図９】



(36) JP 2015-535457 A 2015.12.14

【図１０】

【図１１】

【図１２】



(37) JP 2015-535457 A 2015.12.14

【図１３】

【図１４】



(38) JP 2015-535457 A 2015.12.14

【図１５】

【図１６】

【図１７】



(39) JP 2015-535457 A 2015.12.14

【図１８】

【図１９】

【図２０】



(40) JP 2015-535457 A 2015.12.14

【図２１】

【図２２】

【図２３】



(41) JP 2015-535457 A 2015.12.14

【図２４】

【図２５】

【図２６】



(42) JP 2015-535457 A 2015.12.14

【図２７】

【図２８】

【図２９】



(43) JP 2015-535457 A 2015.12.14

【図３０】

【図３１】

【図３２】



(44) JP 2015-535457 A 2015.12.14

【図３３】

【図３４】

【図３５】



(45) JP 2015-535457 A 2015.12.14

【図３６】

【図３７】



(46) JP 2015-535457 A 2015.12.14

【図３８】



(47) JP 2015-535457 A 2015.12.14

【図３９】

【図４０】



(48) JP 2015-535457 A 2015.12.14

【図４１】

【図４２】



(49) JP 2015-535457 A 2015.12.14

【図４３】



(50) JP 2015-535457 A 2015.12.14

【図４４】



(51) JP 2015-535457 A 2015.12.14

【図４５】



(52) JP 2015-535457 A 2015.12.14

【図４６】



(53) JP 2015-535457 A 2015.12.14

【図４７】

【図４８】



(54) JP 2015-535457 A 2015.12.14

【図４９】



(55) JP 2015-535457 A 2015.12.14

【図５０】



(56) JP 2015-535457 A 2015.12.14

【図５１】

【図５２】



(57) JP 2015-535457 A 2015.12.14

【図５３】

【図５４】



(58) JP 2015-535457 A 2015.12.14

【図５５】

【図５６】



(59) JP 2015-535457 A 2015.12.14

10

20

30

40

【国際調査報告】



(60) JP 2015-535457 A 2015.12.14

10

20

30

40



(61) JP 2015-535457 A 2015.12.14

10

20

30

40



(62) JP 2015-535457 A 2015.12.14

10

20

30

40



(63) JP 2015-535457 A 2015.12.14

10

20

30

40



(64) JP 2015-535457 A 2015.12.14

10

20

30

40



(65) JP 2015-535457 A 2015.12.14

10

20

30

40



(66) JP 2015-535457 A 2015.12.14

10

20

30

40



(67) JP 2015-535457 A 2015.12.14

10

20

30

40



(68) JP 2015-535457 A 2015.12.14

10

20

30

40



(69) JP 2015-535457 A 2015.12.14

10

20

30

40



(70) JP 2015-535457 A 2015.12.14

10

フロントページの続き

(81)指定国　　　　  AP(BW,GH,GM,KE,LR,LS,MW,MZ,NA,RW,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,RU,TJ,T
M),EP(AL,AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,MK,MT,NL,NO,PL,PT,RO,R
S,SE,SI,SK,SM,TR),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,KM,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AO,AT,AU,AZ,BA,
BB,BG,BH,BN,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CL,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,GT,HN,H
R,HU,ID,IL,IN,IR,IS,JP,KE,KG,KN,KP,KR,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LT,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX,MY,MZ,NA,NG
,NI,NO,NZ,OM,PA,PE,PG,PH,PL,PT,QA,RO,RS,RU,RW,SA,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,ST,SV,SY,TH,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,
UA,UG,US

(72)発明者  フランク　マンディカ
            フランス　エフ－６９３４０　フランシュビル　ルート　ドゥ　ブルイッシン　４６　ビス
Ｆターム(参考) 4C100 AD19  AD27  BA02  BB03  BC03  CA01  DA02  EA01  EA06  EA07 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	search-report
	overflow

