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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　人体に４００～６００ｎｍの波長分布を有する光を照射して波長に対する吸収スペクト
ルを測定する測定手段と、該測定手段で測定した吸収スペクトルにおける吸収ピーク値と
既存の基本吸収スペクトルとを比較して照射する光の波長とパワーと照射時間とを制御す
る制御手段と、この制御手段による制御下で対象とする毛の毛周期における成長期に光を
照射する光源とからなることを特徴とする毛成長調節装置。
【請求項２】
　人体に４００～６００ｎｍの波長分布を有する光を照射して波長に対する吸収スペクト
ルを測定する測定手段と、該測定手段で測定した吸収スペクトルにおける吸収ピーク値と
既存の基本吸収スペクトルとを比較して照射する光の波長とパワーと照射時間とを制御す
る制御手段と、この制御手段による制御下で対象とする毛の毛周期における休止期に光を
照射する光源とからなることを特徴とする毛成長調節装置。
【請求項３】
　上記制御手段は、照射する光のエネルギーが一定となるように少なくともパワーと照射
時間とを制御するものであることを特徴とする請求項１または２記載の毛成長調節装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光によって毛の成長を調節する毛成長調節装置に関するものである。
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【背景技術】
【０００２】
　医療分野において光照射による脱毛が知られている。これは高出力（クラス４）レーザ
を用いて、毛根部（及び毛包部）の細胞を破壊するネクローシスにより脱毛を行うもので
、細胞の破壊を伴うために火傷、シミ等の副作用が起きやすく、そのため専門の医師によ
ってのみその施術が可能となっている。
【０００３】
　脱毛や発毛・育毛等に関しては、家庭で手軽に行えるものが望まれているが、このよう
な要望に応えることができるものは存在していないのが現状である。なお、発毛や育毛を
補助する器具として、特表２００２－５４１９０６号公報に頭皮に微細振動を与えるとと
もに光照射を行うものが存在しているが、これは毛乳頭に栄養補給する育毛剤の頭皮への
浸透を補助するための光照射であり、発毛・育毛に光照射が作用するものではない。また
、特表２００５－５１９６９２号公報では低パワーの光で毛の成長を抑制する手法が提案
されているが、ここで示された技術だけでは十分な効果が得られていない。
【特許文献１】特表２００２－５４１９０６号公報
【特許文献２】特表２００５－５１９６９２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明は上記の従来の問題点に鑑みて発明したものであって、低出力光の照射で副作用
が殆どないにもかかわらず毛の成長を調節することができる毛成長調節装置を提供するこ
とを課題とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　毛の成長を調節するための光を照射する光照射部を備えた毛成長調節装置としては、毛
根部付近への照射でその周囲に存在する体内既存の光吸収成分に光吸収させる上記光照射
部は、波長が４００ｎｍ以上６００ｎｍ以下であるとともに１２００ｎｍ以上１５００ｎ
ｍ以下の波長帯を含んでおらず且つエネルギーが０．０１Ｊ／ｃｍ2以上１Ｊ／ｃｍ2以下
の低エネルギーの光を半値幅が１ｍｓ以下の照射時間で照射するものを好適に用いること
ができる。
【０００６】
　このような光は、毛根部付近のメラニンを含む体内成分で吸収された時、
○活性酸素等のラジカルを生成させてＤＮＡ・タンパク質・膜脂質等を変性させることで
細胞増殖の停止や細胞死への誘導
○発生した熱に起因するストレス応答タンパク質（ヒートショックプロテイン）の生成に
よる細胞死への誘導
○転写調節因子であるｍｙｃとｐ５３タンパク質が動員または活性化されて毛の成長が停
止
○毛母細胞の数が減少して再生する毛の太さや長さが変化
○色素細胞に光が当たることで、メラニン生成過程で生じるドーパキノン、ドーパクロー
ムの漏洩を防止する酵素の働きが抑制され、細胞毒性を有するドーパキノン、ドーパクロ
ーム等が漏洩することで細胞死が発生
○毛の排出
○毛の毛周期における成長期から休止期への移行
といった事象を発生させるもので、従来の医療用光脱毛技術のように細胞の破壊ではなく
、体内で起きている通常の細胞の変化あるいは通常は毛周期の退行期に働く生理的細胞死
（アポトーシス）を人為的に発生させることで毛の成長調節を行うものであり、しかもそ
の光を吸収する成分を対外から供給するのではなく、元から体内に存在しているメラニン
等の成分に光を吸収させて、熱的・化学的な変化を起こすために副作用が少ないものであ
る。
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【０００７】
　なお、エネルギーが０．０１Ｊ／ｃｍ2未満であれば、光照射による効果を確認するこ
とができず、１Ｊ／ｃｍ2超であれば人体に対する他の影響が懸念される。
【０００８】
　照射する光は、１２００ｎｍ以上１５００ｎｍ以下の波長帯を含んでいないことが望ま
しい。水分の吸収範囲が上記波長帯にあるために、この波長帯の光がないものとすること
で、体内での水分への光エネルギー吸収を抑制することができて、人体に対する悪影響を
少なくすることができる。
【０００９】
　また照射する光の照射時間の半値幅は１ｍｓ以下であることが望ましい。上記エネルギ
ーは照射パワーと照射時間との積であるが、照射パワーとの関係で半値幅が１ｍｓを越え
る場合、十分な効果を得ることができない。
【００１１】
　そして本発明は、人体に４００～６００ｎｍの波長分布を有する光を照射して波長に対
する吸収スペクトルを測定する測定手段と、該測定手段で測定した吸収スペクトルにおけ
る吸収ピーク値と既存の基本吸収スペクトルとを比較して照射する光の波長とパワーと照
射時間とを制御する制御手段と、この制御手段による制御下で対象とする毛の毛周期にお
ける成長期もしくは休止期に光を照射する光源とからなるものに特徴を有している。毛の
毛周期における成長期に光を照射することで発毛を抑制することができ、毛の毛周期にお
ける休止期に光を照射することで発毛を促進することができる。
【００１２】
　ここにおける制御手段は、照射する光のエネルギーが一定となるように少なくともパワ
ーと照射時間とを制御するものであることが望ましい。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明は、火傷等副作用を招くことのない低出力光の光照射によって、毛の成長調節を
行うことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下、本発明を添付図面に示す実施形態に基いて説明すると、図１は毛の成長調節のた
めの光を照射する光源１０の構成を示しており、キセノンフラッシュランプ１０ａ、コン
デンサ１０ｂ、充電・放電回路１０ｃ、反射板１０ｄ、そして４００ｎｍ～９００ｎｍの
バンドパスフィルター２６からなる。
【００１５】
　この光源１０は、その照射エネルギーが０．０１Ｊ／ｃｍ2以上１Ｊ／ｃｍ2以下で、照
射時間が半値幅で６００ｎｓ程度の光を出力するものであり、この光出力を毛根部付近に
照射して、皮膚内部に存在するメラニン等に光を吸収させることで、毛の成長調節を行う
。
【００１６】
　ここで光吸収成分の主要な一つであるメラニンは図２に示すような分光吸収特性をもっ
ていることから、メラニンの吸光ピーク波長である５６７ｎｍを含む４００～６００ｎｍ
の光を照射する。この波長域は、医療分野では酸化ヘモグロビンの吸光波長であるために
血管内壁に影響が出るといわれているが、照射エネルギーが小さいために血管内壁に影響
を及ぼすことはなく、メラニンの吸光により低エネルギーで効率よく毛の成長調節につい
ての効果を出すことができる。
【００１７】
　成長している毛の毛根部付近に上記光を照射した時に毛根部で生ずる細胞死の様子を図
３に示す。図３(a)は照射１０時間後の細胞の様子で、細胞死（アポトーシス）を誘導す
る成分であるＣａｓｐａｓｅ３の活性化の状況を現しており、毛母の上半分（皮膚表面に
近い側）で活性化している。また、毛母での細胞死（アポトーシス）を起こしている部分
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を確認すると、図３(b)に示すように毛母の中心付近に確認することができる。しかし、
照射１０時間後の細胞形態を示している図３(c)から明らかなように、形態上の変化は無
いことから、皮膚内部において組織あるいは細胞破壊は起こっていないことがわかる。
【００１８】
　そして、照射１０時間後及び２４時間後のサイトカインの分析を行ったところ、炎症性
サイトカインの活性化が確認された。成長中の毛根部はメラニンを毛に送り込む機能を有
してメラニンが多数存在していることから、光照射による毛の成長調節に係る作用を毛根
部で効率良く起こすことができる。ただし、皮膚上面より照射しているため毛根部の上半
分のみに細胞死を起こす。上半分でほとんどの光が吸収されるため下半分では細胞死は起
きない。また、図４は、光照射の２４時間後に毛母周囲で細胞分裂活性化が生じているこ
と（赤色点が細胞分裂活性のある細胞）を示しており、更に図５は光照射７２時間後に毛
の排出が生じていることを示している。
【００１９】
　上記のような事象が生ずる理由として、次のことが考えられる。すなわち、メラニンが
光を吸収→炎症性サイトカイン活性→ｐ５３タンパク質とｍｙｃタンパク質の比率あるい
は比活性が変化→ｐ５３優位でｐ５３活性化の状態となり細胞死誘導（照射後約１０時間
以内）→ｐ５３優位の状態が解消してｍｙｃタンパク質の比活性が上昇→細胞分裂が活性
化（照射後約２４時間）→細胞死を起こした毛根部が毛とともに排出（照射後約７２時間
）。
【００２０】
　上記の過程に関して更に説明すると、反応開始はメラニンが光を吸収し光熱反応および
光化学反応を起こすことでｐ５３とｍｙｃのバランス変化を起こしている。バランスの変
化をきたす前に炎症性サイトカインが活性化するが、その誘導要因としては毛母のメラニ
ンの光熱反応により毛母上半分の局所の温度上昇を起こすことあるいは酸化還元状態が変
化すること等により、ストレス応答タンパク質であるヒートショックプロテインが生成あ
るいは活性化されることに伴う転写の調節や分子シャペロン効果が考えられる。
【００２１】
　ｐ５３は細胞死を誘導するタンパク質で細胞中に常時存在するが、光照射に対する反応
としてｐ５３の活性化が起きている。正常状態の細胞はｐ５３とｍｙｃのバランスが保た
れているが、光照射によりｐ５３が優位となるため、数時間後にはこのアンバランスな状
態を解消するためｍｙｃが増加あるいは活性化する。このために照射１０時間後には細胞
死がみられるのに対し、２４時間後には細胞増殖活性がみられるようになる。
【００２２】
　また、細胞死を誘導するもうひとつの要因として皮膚内部に存在する成熟色素細胞（メ
ラノサイト）に対する光照射の効果がある。メラニンの生成細胞であるメラノサイト内で
のメラニンの生成過程においては、ドーパ、ドーパクローム、ジヒドロキシインドールな
どが生成されているが、これらの成分は細胞毒性がある。正常な生成過程ではこの毒性を
抑制するための酵素が機能しているものの、生成過程に光を照射して既に生成されている
メラニンに光を吸収させると、上記酵素の働きが抑制されてしまい、ドーパクロームやジ
ヒドロキシインドールなどが細胞に影響する状況を作りだす。このために細胞死が誘導さ
れる。
【００２３】
　活性酸素も細胞死を誘導する要因の一つである。ヘモグロビンは中心にＦｅをもつテト
ラピロール環の構造をしているが、この構造は可視光を吸収して活性酸素を生じることが
知られている。成長している毛の周辺には血管（この血管量は後述の毛周期において、成
長期の方が休止期よりも多い：図６参照）があり、血管内の血液の構成成分であるヘモグ
ロビンがその活性酸素を生み出す。よって、血中のヘモグロビンに光を吸収させることで
活性酸素を生じさせて細胞にダメージを与える。なお、使用している光源のエネルギーは
小さく抑えているために、この効果は毛母がある皮膚下約４ｍｍ程度までであり、より深
いところにある血管への影響はない。図７に複数波長での組織の深さ方向の光到達率を示
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す。
【００２４】
　図８にマウスで行った光照射の効果を示す。毛の成長が遅れているところが光を照射し
た部分である。この光照射による効果は人体においても既に確認されている。なお、毛の
成長（長さと太さ）は毛芽細胞の数によって規定され、この数は毛母細胞の数と相関関係
があるため、毛母細胞が細胞死により減少した状態では次に再生してくる新しい毛はより
少ない数の毛芽細胞から作られることになる。このために光照射で毛母細胞の細胞死を誘
導し、毛排出前の毛母細胞の数を減らすことで新しく生えてくる毛の太さをより細く且つ
成長期間の短いものとすることができる。従って毛母細胞の減少効果を繰返すことで、最
終的には毛がほとんど皮膚表面に出てこない毳毛型毛周期に変化させることができる。
【００２５】
　つまり、毛（体毛）は成長期から退行期、休止期というサイクルで変化する毛周期（図
９参照）を有することが知られているが、上記の光照射の繰り返しによって成長期が短い
毛周期とすることができるために、皮膚表面の毛を細く且つあまり伸びない状態に変化さ
せることができるものである。なお、このような毛周期の変化は周期パターンの変化に過
ぎず、毛周期サイクルに伴う一連の組織変化は人体にとって正常なものであるために人体
に悪影響を及ぼすことはない。
【００２６】
　図１０は上記光源１０を備えた毛成長調節装置１を示している。キセノンフラッシュラ
ンプを光源１０とするこの毛成長調節装置１は、皮膚の反射特性計測のための投光用とし
ての白色ＬＥＤ２０と、ミラー２７を介して皮膚９に投光した際の拡散反射光を皮膚入射
方向と４５°の方向から受光する受光素子２１と、ＲＧＢの各色フィルタを有する上記受
光素子２１から得られたＲＧＢの各輝度信号を処理するＲＧＢ信号コンパレート部２２と
を備えている。なお、家庭用機器としての構成を考えて、ＲＧＢの色フィルターを使用し
ているが、分光反射率計測装置のような高度な分析装置を用いてもよいのはもちろんであ
る。
【００２７】
　前記コンパレート部２２は、上記輝度信号を基に光源１０による皮膚９への光照射を上
記皮膚９に対して行うかどうかの判断並びに照射に際しての照射時間Ｓと照射パワーＰと
の決定をこれらの設定部２３，２４と協働して行う。そして決定された照射時間Ｓと照射
パワーＰに基づき、キセノンフラッシュ点灯回路２５がキセノンフラッシュランプ１０ａ
を発光させて、バンドパスフィルター２６を透過した光を皮膚９に照射する。
【００２８】
　図１２に上記判断及び決定についての動作を示す。受光したＲＧＢ信号において、各輝
度の総和Σが予め設定したしきい値より小さい場合、日焼けで皮膚が黒くなり反射率が低
下していると判断する。日焼けにより黒くなった皮膚ではメラニン量が多く、また，皮膚
全体に広がっており光を吸収しやすい状態にあるため照射パワーＰを低減する。
【００２９】
　次にＲとＧの輝度比をみる。日焼けしていない皮膚の場合、通常Ｇ／Ｒはある程度大き
な値となるが、日焼けによって赤くなった皮膚の場合、Ｇ／Ｒの値が小さくなる。この赤
い日焼けの場合、皮膚内部で炎症が起きているために照射対象とはしない。
【００３０】
　更にＲ，Ｇ，Ｂの各輝度の信号を比較してＧの輝度が最小でない場合、皮膚以外の目等
、照射すべき部位ではないと判断し照射しない。
【００３１】
　これらの安全上の確認ステップを経た後、照射を行うのであるが、この時、照射パワー
ＰはＧの輝度が予め設定した値よりも大きい場合、効果を出すためにパワーアップとそれ
に伴う照射時間短縮を行う。具体的には図１２に示した点灯回路２５において、照射時間
を制御するインダクタンスＩの値を変化させ、またコンデンサ容量を変化させる。
【００３２】



(6) JP 5010327 B2 2012.8.29

10

20

30

40

50

　皮膚の分光反射率は、日本人の場合、図１３に示した３人の分光反射率の分布からもわ
かるように４００～６００ｎｍ付近で反射率が低下しており、この波長域の光を吸収しや
すい特性をもっている。これは皮膚に存在するメラニンの影響が大きい。なお、メラニン
単体の吸光率の分光特性（図２参照）は前述の通りであり、５６７ｎｍで照射光の３９％
を吸収する。
【００３３】
　このために上記光照射に際しては、４００～６００ｎｍという皮膚が吸収しやすい波長
帯の光を使用することで、低出力の光で毛に刺激を与えることができる。なお、皮膚に有
害な４００ｎｍ以下の紫外線は前記ＵＶカットフィルター２６によってカットしている。
【００３４】
　キセノンフラッシュランプである光源１０による照射光量としては１５０万～７００万
ｌｕｘの光を閃光時間(ピークパワーの半値)１００～７００μｓで照射を行う。照射時間
Ｓ及び照射パワーＰは、照射対象となる皮膚の分光反射率に応じて前述のように制御する
が、照射パワーＰ（照射光量）及び照射時間Ｓ（閃光時間）は上記の範囲に限定するもの
ではない。
【００３５】
　また、照射エネルギーＫ（Ｊ／ｃｍ2）は、照射パワーＰ（Ｗ）と照射時間Ｓ（秒）と
の積であり、この照射エネルギーＫは０．０１Ｊ／ｃｍ2以上１Ｊ／ｃｍ2以下となるよう
に照射パワーＰ（Ｗ）と照射時間Ｓ（秒）とを制御する。１回／日の照射を何日かの間隔
をおいて行う場合と、１回／日の照射を５～１０日程度連続して繰返す場合とでは、後者
の方がより低パワーの光源１０を使用することができる。
【００３６】
　ここにおいて、前述の毛周期における成長期に上記光照射を行えば、上述のように毛の
成長が効果的に抑制されるとともに、火傷等の副作用発生が無いことが人体においても確
認されている。なお、毛周期の変化に効果が出た４００～６００ｎｍの分光反射率を基準
とし，光照射対象の皮膚の分光反射率の変化率に応じて前記照射パワーＰを変化させるも
のとする。基準となる特定波長の反射率をＲ０、照射する皮膚の反射率をＲ１とし、Ｒ０
の皮膚に対し炎症性サイトカインの活性を達成した光源のパワーをＰ０とすると、求める
照射パワーＰは、
Ｐ＝Ｒｌ／Ｒ０×Ｐ０
で求めることができる。そして毛周期に影響を及ぼすエネルギーＫは一定値となるために
、皮膚の分光反射率が高い場合は照射パワーＰを高くして照射時間Ｓを短くすればよい。
【００３７】
　また、毛周期における休止期に光を照射すれば、逆に毛周期における成長期における毛
の成長が早く進むこともマウス及び人体において確認している。従って上記光照射は、脱
毛（毛の成長抑制）に限らず、発毛・育毛についても効果を有するものとなっている。
【００３８】
　なお、毛周期における成長期と退行期と休止期の各期間は腕，頭髪等、場所により異な
っているために、毛の成長の促進または抑制を行いたい場所に応じて毛周期における休止
期にあるのか成長期にあるのかを見定めた上で、光照射を行う。
【図面の簡単な説明】
【００３９】
【図１】本発明において用いる光源を示しており、(a)は概略横断面図、(b)は概略縦断面
図である。
【図２】メラニンの吸光度を示す説明図である。
【図３】(a)(b)(c)は光照射の１０時間後の毛母の細胞についての顕微鏡写真である。
【図４】光照射の２４時間後の毛母の細胞についての顕微鏡写真である。
【図５】光照射の７２時間後の毛排出がなされている毛母の細胞についての顕微鏡写真で
ある。
【図６】毛を作る器官である毛包周辺の血管についての説明図である。
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【図７】皮膚内部への光到達度を示す説明図である。
【図８】マウスによる実験結果を示す説明図である。
【図９】毛周期の説明図である。
【図１０】本発明に係る毛成長調節装置のブロック図である。
【図１１】同上のフローチャートである。
【図１２】同上の点灯回路の一例の回路図である。
【図１３】３人の皮膚の分光反射率の測定結果の説明図である。
【符号の説明】
【００４０】
　１　毛成長調節装置
　１０　光源

【図１】

【図２】

【図７】

【図１０】
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