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(57)【要約】
　実質的な時間の間、治療範囲上に位置付けられる、又は各治療中１回以上、該治療範囲
上を動かされる、適当なデバイス内の、少なくとも１つの低パワー電磁放射源を使う、非
医療環境で消費者により使用される装置が開示される。該装置は、光又は他の電磁放射が
皮膚に印加される時、消費者の皮膚面上を動かされるか、該面で、又は該面の近くで、適
用される。該装置は、独立に制御される種々のセクションを有してもよい該放射源を制御
する制御システムを有する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　組織を照射するよう配置された少なくとも１つの電磁放射源と、何時セクションが組織
の近くの近接部にあるかを示すよう配置された少なくとも１つの組織近接センサーとを夫
々有する複数のセクションを有する電磁放射源組立体、
　前記組織近接センサーと前記電磁放射源とに接続された制御器、を具備しており、各セ
クションについて、前記制御器は、前記少なくとも１つの組織近接センサーに応答して該
少なくとも１つの電磁放射源を制御するよう構成されていることを特徴とする組織の治療
用デバイス。
【請求項２】
　各セクションについて、制御器は、前記少なくとも１つの組織近接センサーが、前記セ
クションが前記組織の近くの近接部にあることを示す時は、該少なくとも１つの電磁放射
源を点灯するよう構成されることを特徴とする請求項１のデバイス。
【請求項３】
　各セクションについて、前記少なくとも１つの組織近接センサーは、前記セクションが
前記組織と接触する時、制御信号を発するよう構成されることを特徴とする請求項２のデ
バイス。
【請求項４】
　各セクションについて、前記少なくとも１つの組織近接センサーは、前記セクションが
前記組織に対し移動する時、制御信号を発するよう構成されることを特徴とする請求項２
のデバイス。
【請求項５】
　前記近接センサーは接触センサーであることを特徴とする請求項１のデバイス。
【請求項６】
　前記近接センサーは速度センサーであることを特徴とする請求項１のデバイス。
【請求項７】
　前記電磁放射源は固体電磁放射源を有することを特徴とする請求項１のデバイス。
【請求項８】
　各セクションについて、前記少なくとも１つの電磁放射源は、少なくとも２つの発光ダ
イオードを有することを特徴とする請求項１のデバイス。
【請求項９】
　前記セクションは隣接していることを特徴とする請求項１のデバイス。
【請求項１０】
　更にアパーチャーを具備しており、前記電磁放射源組立体の前記セクションは前記アパ
ーチャーを通して電磁放射を発射するよう構成されることを特徴とする請求項１のデバイ
ス。
【請求項１１】
　前記セクションは距離により分離されていることを特徴とする請求項１のデバイス。
【請求項１２】
　前記セクションの少なくとも１つは、前記セクションの少なくとも第２から或る距離に
より分離されていることを特徴とする請求項１のデバイス。
【請求項１３】
　更に第１及び第２アパーチャーを具備しており、前記電磁放射源組立体の前記セクショ
ンの少なくとも１つは、前記第１アパーチャーを通して電磁放射を放射するよう構成され
ており、前記電磁放射源組立体の前記セクションの少なくとも第２は、前記第２アパーチ
ャーを通して電磁放射を放射するよう構成されることを特徴とする請求項１のデバイス。
【請求項１４】
　組織の治療用光美容デバイスに於いて、
　第１及び第２範囲を有するアパーチャーと、
　前記第１及び第２範囲を通して電磁放射を放射するよう配向された電磁放射源と、
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　前記電磁放射源と電気的に接続され、入力信号を受信し、出力信号を送信するよう構成
された制御器と、
　前記制御器に電気的に接続される第１センサーと、を具備しており、前記第１センサー
は、前記第１範囲が前記組織に近い近接部にある時、第１センサー信号を前記制御器に提
供するよう構成され、
　前記制御器に電気的に接続される第２センサーを具備しており、前記第２センサーは、
前記第２範囲が前記組織に近い近接部にある時、第２センサー信号を前記制御器に提供す
るよう構成されており、更に
　前記制御器に電気的に接続され、前記電磁放射源に電氣的に接続された電源を具備して
おり、前記制御器は、前記第１及び第２センサー信号に応答して前記電磁放射源へ送られ
る電力の量を変えるよう構成されることを特徴とする光美容デバイス。
【請求項１５】
　前記制御器が、前記第２範囲から放射される電磁放射の第２輝度から独立に、前記第１
範囲から放射される電磁放射の第１輝度を変えるよう構成されることを特徴とする請求項
１４の光美容デバイス。
【請求項１６】
　前記制御器が、前記第２範囲の前記第２輝度を実質的に一定値に保持しながら、前記第
１範囲の電磁放射の前記第１輝度を変えるよう構成されることを特徴とする請求項１５の
光美容デバイス。
【請求項１７】
　前記制御器が、前記第２範囲の前記第２輝度を実質的に一定に保持しながら、前記第１
範囲の電磁放射の前記第１輝度を実質的にゼロから変えるよう構成されることを特徴とす
る請求項１５の光美容デバイス。
【請求項１８】
　前記第２輝度が実質的にゼロであることを特徴とする請求項１７の光美容デバイス。
【請求項１９】
　前記制御器が、前記第１範囲が前記組織に近い近接部にあり、前記第２範囲が前記組織
に近い近接部にない時、前記第１輝度を変えるよう構成されることを特徴とする請求項１
５の光美容デバイス。
【請求項２０】
　前記電源が、第１通路に沿い前記制御器に電氣的に接続され、前記第１範囲に電氣的に
接続された第１電界効果トランジスターと、第２通路に沿い前記制御器に電氣的に接続さ
れた第２電界効果トランジスターと、を備え、そして
　前記制御器が、電力が前記第１電界効果トランジスターにより前記第１範囲に供給され
、そして電力が前記第２電界効果トランジスターにより前記第２範囲に供給されるよう、
前記第１通路に沿い前記第１制御信号を、そして前記第２通路に沿い前記第２制御信号を
、提供するよう構成されることを特徴とする請求項１４の光美容デバイス。
【請求項２１】
　前記電磁放射源が、発光ダイオードの第１配列を有する第１セクションを備えることを
特徴とする請求項１４の光美容デバイス。
【請求項２２】
　前記電磁放射源が、発光ダイオードの第２配列を有する第２セクションを備えることを
特徴とする請求項２１の光美容デバイス。
【請求項２３】
　前記第１及び第２配列の前記発光ダイオードが基盤上に設置され、前記第１配列への第
１電氣接続を提供し、そして前記第２配列用の第２電氣接続を提供するよう、電気的に接
続されることを特徴とする請求項２２の該光美容デバイス。前記第１配列内の該発光ダイ
オードの副集合が又前記第２配列内に含まれることを特徴とする請求項１７の光美容デバ
イス。
【請求項２４】
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　更に前記制御器に電気的に接続される第３センサーを具備しており、前記アパーチャー
が第３範囲を有しており、前記第３センサーは、前記第３範囲が前記組織に近い近接部に
ある時、前記制御器に第３センサー信号を提供するよう構成されることを特徴とする請求
項１４の光美容デバイス。
【請求項２５】
　アパーチャーを有する光美容デバイスで組織を治療する方法に於いて、
　前記アパーチャーの第１範囲に対応し、前記第１範囲が前記組織に近い近接部にあるか
どうかを示す第１センサー信号を受信する過程と、
　前記第１範囲が前記組織に近い近接部にある時、前記第１範囲からの電磁放射で前記組
織を照射する過程と、
　前記アパーチャーの第２範囲に対応し、前記第２範囲が前記組織に近い近接部にあるか
どうかを示す第２センサー信号を受信する過程と、
　前記第２範囲が前記組織に近い近接部にある時、前記第２範囲からの電磁放射で前記組
織を照射する過程と、を具備することを特徴とする方法。
【請求項２６】
　更に、前記センサー信号が前記第１範囲が前記組織に近い近接部にあることを示す時、
前記第１範囲に対応する少なくとも１つの電磁放射源を点灯する制御信号を発する過程を
具備することを特徴とする請求項２５の方法。
【請求項２７】
　前記制御信号は、前記第１範囲が前記組織に接触する時発せられることを特徴とする請
求項２６の方法。
【請求項２８】
　前記制御信号は、前記第１範囲が前記組織に対し動かされる時発せられることを特徴と
する請求項２６の方法。
【請求項２９】
　更に、前記第１及び第２範囲から放射される電磁放射の輝度を独立に制御する過程を具
備することを特徴とする請求項２５の方法。
【請求項３０】
　前記第２範囲の電磁放射の前記輝度を実質的に一定値に保持しながら、前記第１範囲の
電磁放射の前記輝度が変えられることを特徴とする請求項２９の方法。
【請求項３１】
　前記第２範囲の電磁放射の前記輝度を実質的に一定値に保持しながら、前記第１範囲の
電磁放射の前記輝度が、実質的にゼロの値から、第２のゼロでない値まで、変えられるこ
とを特徴とする請求項２９の方法。
【請求項３２】
　更に、前記第２範囲の前記輝度を実質的にゼロに保持する過程を具備することを特徴と
する請求項２９の方法。
【請求項３３】
　前記第２部分が前記組織に近い近接部にない時を含めて、前記第１部分が前記組織に近
い近接部に置かれる時、前記第１範囲の前記輝度が高められることを特徴とする請求項２
９の方法。
【請求項３４】
　組織の治療用手持ち式デバイスを制御する方法に於いて、
　該デバイスのアパーチャーの第１部分が前記組織に近い近接部にあるかどうかを決める
過程と、
　前記アパーチャーの該第１部分の前記組織への近接を示す第１センサー信号を発生する
過程と、
　該アパーチャーの第２部分が該組織に近い近接部にあるかどうかを決める過程と、
　前記アパーチャーの該第２部分の該組織への接近を示す第２センサー信号を発生する過
程と、
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　前記第１及び第２センサー信号に応答して第１及び第２制御信号を発生する過程と、具
備しており、
　前記第１制御信号は、前記第１部分が前記組織に近い近接部にある時、第１電磁放射源
に前記第１部分を通して電磁放射を放射させ、前記第２制御信号は、前記第２部分が前記
組織に近い近接部にある時、第２電磁放射源に前記第２部分を通して電磁放射を放射させ
ることを特徴とする方法。
【請求項３５】
　第１及び第２窓を有するデバイスを使って組織を治療する方法に於いて、
　前記第１窓に対応し、前記第１窓が前記組織に近い近接部にあるかどうかを示す、第１
センサー信号を受信する過程と、
　前記第１窓が前記組織に近い近接部にある時、前記第１窓からの電磁放射で前記組織を
照射する過程と、
　前記第２窓に対応し、前記第２窓が前記組織に近い近接部にあるかどうかを示す、第２
センサー信号を受信する過程と、
　前記第２窓が前記組織に近い近接部にある時、前記第２窓からの電磁放射で前記組織を
照射する過程と、具備することを特徴とする方法。
【請求項３６】
　種々の輪郭を有する組織の治療用に適合された手持ち式光美容デバイスに於いて、
　複数のアパーチャーを有するヘッド部分を備えるハウジングと、
　実質的に前記ハウジング内に配置され、前記複数のアパーチャーを通して電磁放射を放
射するよう配向された、電磁放射源組立体と、そして
　該複数のアパーチャーの１つ以上を通して電磁放射の印加を可能にする制御器と、を具
備することを特徴とする手持ち式光美容デバイス。
【請求項３７】
　前記電磁放射源が複数の電磁放射源を有することを特徴とする請求項３６の手持ち式光
美容デバイス。
【請求項３８】
　該複数の電磁放射源の少なくとも１つは該複数のアパーチャーの１つを通して電磁放射
を提供し、該複数の電磁放射源の少なくとも第２は該複数のアパーチャーのもう１つを通
して電磁放射を提供することを特徴とする請求項３７の手持ち式光美容デバイス。
【請求項３９】
　該複数のアパーチャーの前記少なくとも１つは該複数のアパーチャーの第２に対し移動
可能であることを特徴とする請求項３６の手持ち式光美容デバイス。
【請求項４０】
　前記ハウジングは該複数のアパーチャーの少なくとも第１アパーチャーを有するアーム
を備えており、前記アームは該複数のアパーチャーの第２アパーチャーに対し前記第１ア
パーチャーを動かすよう構成されることを特徴とする請求項３６の手持ち式光美容デバイ
ス。
【請求項４１】
　前記第１アパーチャーは前記アームの遠位の端部に配置されることを特徴とする請求項
４０の手持ち式光美容デバイス。
【請求項４２】
　前記ハウジングは該複数のアパーチャーの少なくとも第１アパーチャーを有する延長可
能なボデイを備え、前記ボデイは該複数のアパーチャーの第２アパーチャーに対し前記第
１アパーチャーを動かすよう構成されることを特徴とする請求項３６の手持ち式光美容デ
バイス。
【請求項４３】
　種々の輪郭を有する組織の治療用に適合された手持ち式光美容デバイスに於いて、
　アパーチャーを有するヘッド部分を備えるハウジングと、
　前記ハウジング内に配置され、前記アパーチャーを通して電磁放射を放射するよう配向
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された電磁放射源と、
　前記電磁放射源に電力を提供するよう構成され、前記電磁放射源に電気的接続された電
源と、を具備しており、
　前記アパーチャーは、比較的大きい面積の組織に電磁放射を放射するよう構成された第
１幅を有する広い部分と、比較的小さい面積の組織に電磁放射を放射するよう構成された
第２の、小さい幅を有する狭い部分と、を備えることを特徴とする光美容デバイス。
【請求項４４】
　前記ヘッド部分は前記光美容デバイスから離れるよう延びるフレア部分を有し、前記ア
パーチャーの前記狭い部分は前記フレア部分に配置され、高く輪郭付けされた組織上に電
磁放射を放射するよう構成されることを特徴とする請求項４３の光美容デバイス。
【請求項４５】
　前記フレア部分が前記組織により形成されたクレビス内の組織を治療するよう適合され
ることを特徴とする請求項４４の光美容デバイス。
【請求項４６】
　前記フレア部分が鼻及び頬により形成されるクレビス内の組織を治療するよう適合され
ることを特徴とする請求項４４の光美容デバイス。
【請求項４７】
　前記アパーチャーが非対称であることを特徴とする請求項４３の光美容デバイス。
【請求項４８】
　前記アパーチャーが実質的に涙滴形を有することを特徴とする請求項４３の光美容デバ
イス。
【請求項４９】
　前記第１アパーチャーが、実質的に、涙滴の、洋梨の、梨状の、６次方程式の、ダンベ
ルの、蝶の、又はアトリフタロイドの、曲線の１つ以上である曲線を形成する周囲を有す
ることを特徴とする請求項４３の光美容デバイス。
【請求項５０】
　前記ハウジングが更に第２アパーチャーを有することを特徴とする請求項４３の光美容
デバイス。
【請求項５１】
　前記ハウジングが更に第２電磁放射源を有し、前記第２電磁放射源が前記ハウジングか
ら前記第２アパーチャーを通り前記組織へ電磁放射を送るよう配向されることを特徴とす
る請求項５０の光美容デバイス。
【請求項５２】
　前記第２アパーチャーが前記第１アパーチャーより小さい面積を有することを特徴とす
る請求項５０の光美容デバイス。
【請求項５３】
　前記第２アパーチャーが前記第１アパーチャーに対し移動可能であることを特徴とする
請求項５０の光美容デバイス。
【請求項５４】
　電磁放射を使って組織を治療する手持ち式デバイスに於いて、
　アパーチャーを備えるハウジングと、
　前記ハウジング内に設置され、前記アパーチャーを通して放射を送信するよう配向され
た電磁放射源組立体と、
　前記ハウジング内に、前記放射源組立体と熱の流通があるよう設置された熱放散要素と
、を具備しており、
　前記放射源組立体は、約１０ｍＷ／ｃｍ２と約１００Ｗ／ｃｍ２の間の放射照度の電磁
放射で、組織を照射するよう構成され、そして
　前記手持ち式デバイスは実質的に自己充足型で、動作中ユーザーの手内に保持される、
よう構成されることを特徴とする手持ち式デバイス。
【請求項５５】
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　前記放射源組立体が、約１００ｍＷ／ｃｍ２と約１００Ｗ／ｃｍ２の間の放射照度の電
磁放射で前記組織を照射するよう構成されることを特徴とする請求項５４の手持ち式デバ
イス。
【請求項５６】
　前記放射源組立体が、約１Ｗ／ｃｍ２と約１００Ｗ／ｃｍ２の間の放射照度の電磁放射
で前記組織を照射するよう構成されることを特徴とする請求項５４の手持ち式デバイス。
【請求項５７】
　前記放射源組立体が、約４Ｗ／ｃｍ２と約１００Ｗ／ｃｍ２の間の放射照度の電磁放射
で前記組織を照射するよう構成されることを特徴とする請求項５４の手持ち式デバイス。
【請求項５８】
　前記放射源組立体が、約１０Ｗ／ｃｍ２と約１００Ｗ／ｃｍ２の間の放射照度の電磁放
射で前記組織を照射するよう構成されることを特徴とする請求項５４の手持ち式デバイス
。
【請求項５９】
　前記アパーチャーは少なくとも約４ｃｍ２の面積を有することを特徴とする請求項５４
の手持ち式デバイス。
【請求項６０】
　前記アパーチャーは少なくとも約９ｃｍ２の面積を有することを特徴とする請求項５４
の手持ち式デバイス。
【請求項６１】
　前記アパーチャーは少なくとも約１４，４４ｃｍ２の面積を有することを特徴とする請
求項５４の手持ち式デバイス。
【請求項６２】
　前記アパーチャーは少なくとも約１６ｃｍ２の面積を有することを特徴とする請求項５
４の手持ち式デバイス。
【請求項６３】
　前記放射源組立体は少なくとも約２．５Ｗの光学的パワーを提供するよう構成されるこ
とを特徴とする請求項５４の手持ち式デバイス。
【請求項６４】
　前記放射源組立体は少なくとも約５Ｗの光学的パワーを提供するよう構成されることを
特徴とする請求項５４の手持ち式デバイス。
【請求項６５】
　前記放射源組立体は少なくとも約１０Ｗの光学的パワーを提供するよう構成されること
を特徴とする請求項５４の手持ち式デバイス。
【請求項６６】
　前記手持ち式デバイスが消費者による自己使用のためのデバイスであることを特徴とす
る請求項５４の手持ち式デバイス。
【請求項６７】
　前記ハウジングは前記アパーチャーを有するヘッド部分と、電磁放射が該放射源組立体
により発生された時、該アパーチャーが該組織上で動かされるのを可能にするためユーザ
ーにより保持されるよう構成されたハンドル部分と、を備えることを特徴とする請求項５
４の手持ち式デバイス。
【請求項６８】
　前記アパーチャーがサファイヤ窓を有することを特徴とする請求項５４の手持ち式デバ
イス。
【請求項６９】
　前記アパーチャーがプラスチック窓を有することを特徴とする請求項５４の手持ち式デ
バイス。
【請求項７０】
　前記電磁放射源組立体が固体電磁放射源を有することを特徴とする請求項５４の手持ち
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式デバイス。
【請求項７１】
　前記電磁放射源がＬＥＤ放射源であることを特徴とする請求項７０の手持ち式デバイス
。
【請求項７２】
　前記電磁放射源組立体がレーザー放射源であることを特徴とする請求項５４の手持ち式
デバイス。
【請求項７３】
　前記電磁放射源組立体が半導体素子の配列であることを特徴とする請求項５４の手持ち
式デバイス。
【請求項７４】
　前記電磁放射源組立体が少なくとも２つの電磁放射源を有することを特徴とする請求項
５４の手持ち式デバイス。
【請求項７５】
　前記電磁放射源組立体が第１電磁放射源を備えており、前記デバイスが更に第２電磁放
射源を具備しており、前記第１源は第１の波長範囲内の波長を有する電磁放射を発生する
ことが出来て、前記第２源は第２の波長範囲内の波長を有する電磁放射を発生することが
出来ることを特徴とする請求項５４の手持ち式デバイス。
【請求項７６】
　前記第１及び第２の波長範囲は重なり合わないことを特徴とする請求項７５の手持ち式
デバイス。
【請求項７７】
　更に電源を具備しており、
　前記第１電磁放射源は第１電氣接続通路に沿い前記電源に電氣的に接続されており、そ
して前記第２電磁放射源は、該第１電磁放射源が前記第２電磁放射源から独立に電磁放射
を作ることが出来るよう、第２電氣接続通路に沿い前記電源に電氣的に接続されることを
特徴とする請求項７５の手持ち式デバイス。
【請求項７８】
　前記電磁放射源組立体は半導体素子の配列であることを特徴とする請求項５４の手持ち
式デバイス。
【請求項７９】
　前記電磁放射源組立体は多数波長で動作可能であることを特徴とする請求項５４の手持
ち式デバイス。
【請求項８０】
　前記源組立体は可視光の青の範囲に最大輝度を有する第１波長バンドと、可視光のオレ
ンジの範囲に最大輝度を有する第２波長バンドと、を放射することを特徴とする請求項５
４の手持ち式デバイス。
【請求項８１】
　前記源組立体は該青の範囲の可視光の第１波長と、６３０ｎｍ、６３３ｎｍ又は６３８
ｎｍの１つの可視光の第２波長と、を放射することを特徴とする請求項５４の手持ち式デ
バイス。
【請求項８２】
　前記源組立体は、約６３０ｎｍ、６３３ｎｍ又は６３８ｎｍの１つで最大輝度を有する
第１波長の可視光を放射することを特徴とする請求項５４の手持ち式デバイス。
【請求項８３】
　前記源組立体は第２波長の電磁放射を放射することを特徴とする請求項８２の手持ち式
デバイス。
【請求項８４】
　更に電源を具備することを特徴とする請求項５４の手持ち式デバイス。
【請求項８５】
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　前記電源が連続波モードで電力を供給するよう構成されることを特徴とする請求項８４
の手持ち式デバイス。
【請求項８６】
　前記電源が準連続波モードで電力を供給するよう構成されることを特徴とする請求項８
４の手持ち式デバイス。
【請求項８７】
　前記電源が被パルス化波モードで電力を供給するよう構成されることを特徴とする請求
項８４の手持ち式デバイス。
【請求項８８】
　更に制御器に電氣的に接続された第１センサーを具備しており、前記第１センサーは前
記アパーチャーの第１セクションが前記組織と接触した時第１電氣信号を提供するよう構
成され、前記制御器は、前記センサーが前記第１電氣信号を提供する時、前記電磁放射源
組立体が点灯されるようにすることを特徴とする請求項５４の手持ち式デバイス。
【請求項８９】
　該電磁放射源組立体は第１電磁放射源と第２電磁放射源とを備えており、該デバイスは
更に前記制御器に電氣的に接続された第２センサーを具備しており、前記第２センサーは
、前記アパーチャーの第２部分が前記組織と接触した時、第２電氣信号を提供するよう構
成され、前記制御器は前記センサーが前記第２電氣信号を提供した時、前記第２電磁放射
源が点灯されるようにすることを特徴とする請求項８８の手持ち式デバイス。
【請求項９０】
　前記電磁放射源組立体は固体電磁放射源の配列であることを特徴とする請求項５４の手
持ち式デバイス。
【請求項９１】
　前記アパーチャーは熱伝導性であり、前記電磁放射源組立体は、前記アパーチャーが、
前記電磁放射源組立体からの熱が前記アパーチャー経由で治療されるべき前記組織の範囲
へ伝達されることを可能にする第３熱伝導路を提供するよう、前記アパーチャーに直接隣
接することを特徴とする請求項５４の手持ち式デバイス。
【請求項９２】
　前記ハウジングが更に前記制御器に電氣的に接続されたアラームを有しており、前記制
御器は前記ユーザーに情報を提供するために、前記アラームへ出力信号を提供するよう構
成されることを特徴とする請求項５４の手持ち式デバイス。
【請求項９３】
　前記アラームは可聴音声発生器であることを特徴とする請求項９２の手持ち式デバイス
。
【請求項９４】
　前記アラームは発光デバイスであることを特徴とする請求項９２の手持ち式デバイス。
【請求項９５】
　前記アラームはユーザーに治療時間が満了したことを警告するよう構成されることを特
徴とする請求項９２の手持ち式デバイス。
【請求項９６】
　電磁エネルギーを使いアクニを治療する手持ち式デバイスに於いて、
　アパーチャーを備えるハウジングと、
　前記アパーチャーを通して電磁放射を送信するよう配向された放射源と、
　前記放射源に電氣的に接続された制御器と、
　前記制御器に電氣的に接続されたセンサーと、を具備しており、前記制御器は前記セン
サーからの入力信号に応答して出力信号を提供するよう構成されており、
　前記放射源は約１Ｗ／ｃｍ２と約１００Ｗ／ｃｍ２の間の放射で前記組織を照射するよ
う構成されることを特徴とする手持ち式デバイス。
【請求項９７】
　電磁放射を使い組織を治療する手持ち式光美容デバイスに於いて、
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　アパーチャーを備えるハウジングと、
　該ハウジング内に設置され、前記アパーチャーを通して電磁放射を前記組織へ送るよう
構成された放射源と、そして
　前記源により発生された熱を除去するよう該ハウジング内に設置された冷却システムと
、を具備しており、前記冷却システムが流体を有するリザーバーを備えることを特徴とす
る手持ち式光美容デバイス。
【請求項９８】
　更に前記アパーチャーに結合された窓を具備しており、前記冷却システムが更に前記窓
から熱を除去することを特徴とする請求項９７の手持ち式光美容デバイス。
【請求項９９】
　前記窓が動作中該組織と接触するよう構成されることを特徴とする請求項９７の手持ち
式光美容デバイス。
【請求項１００】
　前記リザーバーが少なくとも５０ｃｃの流体を含むことを特徴とする請求項９７の手持
ち式光美容デバイス。
【請求項１０１】
　前記リザーバーが少なくとも１００ｃｃの流体を含むことを特徴とする請求項９７の手
持ち式光美容デバイス。
【請求項１０２】
　前記リザーバーが少なくとも２００ｃｃの流体を含むことを特徴とする請求項９７の手
持ち式光美容デバイス。
【請求項１０３】
　前記リザーバーが少なくとも２５０ｃｃの流体を含むことを特徴とする請求項９７の手
持ち式光美容デバイス。
【請求項１０４】
　前記リザーバーが約１８０ｃｃの流体を含むことを特徴とする請求項９７の手持ち式光
美容デバイス。
【請求項１０５】
　前記リザーバーが約３０７ｃｃの流体を含むことを特徴とする請求項９７の手持ち式光
美容デバイス。
【請求項１０６】
　前記リザーバーが水を含むことを特徴とする請求項９７の手持ち式光美容デバイス。
【請求項１０７】
　前記リザーバーが混合物を含むことを特徴とする請求項９７の手持ち式光美容デバイス
。
【請求項１０８】
　前記リザーバーが前記デバイスに除去可能に結合されたコンテナーであることを特徴と
する請求項９７の手持ち式光美容デバイス。
【請求項１０９】
　前記冷却システムは前記源に熱的に結合された熱放散要素と、ポンプとそして前記リザ
ーバーと前記熱放散要素との間の流体通路と、を備えており、前記ポンプは前記流体を前
記流体通路経由で前記リザーバーから前記熱放散要素へ流れさせるよう構成されることを
特徴とする請求項９７の手持ち式光美容デバイス。
【請求項１１０】
　更に
　センサーと、そして
　前記センサーから入力信号を受信するよう構成され、前記センサーからの前記入力信号
に応答して前記源を制御するよう構成された制御器と、を具備することを特徴とする請求
項９７の手持ち式光美容デバイス。
【請求項１１１】
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　前記センサーは、予め決められたしきい値温度に等しいか又はそれより高い温度を検出
時、前記入力信号を提供するよう構成された温度センサーであることを特徴とする請求項
１１０の手持ち式光美容デバイス。
【請求項１１２】
　前記温度センサーは、前記放射源、前記リザーバー、及び前記アパーチャーに結合され
、該組織と接触するよう構成された窓、の少なくとも１つに熱的に結合されることを特徴
とする請求項１１１の手持ち式光美容デバイス。
【請求項１１３】
　前記制御器が、前記センサーからの前記入力信号に応答して、前記源が電磁放射を発生
することを防止するよう構成されることを特徴とする請求項１１０の手持ち式光美容デバ
イス。
【請求項１１４】
　電磁放射で組織を治療する手持ち式光美容デバイスに於いて、
　開口部を備えるハウジングと、
　前記開口部を通して電磁放射を放射するよう構成された放射源と、そして
　熱収集要素と熱放散要素の間に延びる流体導通路を備える前記ハウジング内の冷却回路
と、を具備しており、
　前記冷却回路は、前記源と熱を流通しており、そして該源から前記熱収集要素へ、及び
前記熱収集要素から前記熱放散要素へ、熱を伝達するよう構成されていることを特徴とす
る手持ち式光美容デバイス。
【請求項１１５】
　前記熱収集要素はヒートシンクであることを特徴とする請求項１１４の手持ち式光美容
デバイス。
【請求項１１６】
　前記熱収集要素は前記源と熱を流通する熱伝導材料であることを特徴とする請求項１１
４の手持ち式光美容デバイス。
【請求項１１７】
　前記熱放散要素は流体を含むリザーバーであることを特徴とする請求項１１４の手持ち
式光美容デバイス。
【請求項１１８】
　前記熱放散要素はラディエーターであることを特徴とする請求項１１４の手持ち式光美
容デバイス。
【請求項１１９】
　前記熱放散要素は熱を放散するよう構成された１セットのフィンであることを特徴とす
る請求項１１４の手持ち式光美容デバイス。
【請求項１２０】
　前記冷却回路が水を有することを特徴とする請求項１１４の手持ち式光美容デバイス。
【請求項１２１】
　前記冷却回路が液体を有することを特徴とする請求項１１４の手持ち式光美容デバイス
。
【請求項１２２】
　前記冷却回路が混合物を有することを特徴とする請求項１１４の手持ち式光美容デバイ
ス。
【請求項１２３】
　前記混合物が流体と固体粒子を有することを特徴とする請求項１２２の手持ち式光美容
デバイス。
【請求項１２４】
　前記熱放散要素が前記デバイスに除去可能に結合されたコンテナーであることを特徴と
する請求項１１４の手持ち式光美容デバイス。
【請求項１２５】
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　前記冷却回路が更に、前記デバイスに除去可能に結合されたコンテナーを有し、前記コ
ンテナーが該冷却回路を通した循環用流体を含むことを特徴とする請求項１１４の手持ち
式光美容デバイス。
【請求項１２６】
　前記冷却回路が閉じた回路であることを特徴とする請求項１１４の手持ち式光美容デバ
イス。
【請求項１２７】
　前記冷却回路が、該冷却回路を通る通過用の流体を含むよう構成された流体源を更に有
する開いた回路であることを特徴とする請求項１１４の手持ち式光美容デバイス。
【請求項１２８】
　前記流体源が再充填可能であるよう構成されたコンテナーであることを特徴とする請求
項１２７の手持ち式光美容デバイス。
【請求項１２９】
　前記流体源が前記手持ち式光美容デバイスへ除去可能に結合されたコンテナーであるこ
とを特徴とする請求項１２７の手持ち式光美容デバイス。
【請求項１３０】
　前記流体導通路が更に第１チューブとポンプを有し、前記ポンプが前記熱収集要素と前
記熱放散要素との両者に流体的に連通しており、前記ポンプが前記熱収集要素から前記熱
放散要素へ前記第１チューブ経由で前記流体を汲むよう構成されることを特徴とする請求
項１１４の手持ち式光美容デバイス。
【請求項１３１】
　電磁放射を用いて組織を治療する手持ち式光美容デバイスに於いて、
　光学的窓を備えるハウジングと、
　前記デバイス内に設置され、電磁放射を前記光学的窓を通して前記組織へ送るよう配向
された、電磁放射源組立体と、
　前記デバイス内に設置されたポンプと、
　前記デバイス内の流体通路と、そして
　前記デバイス内に設置された第１及び第２ヒートシンクと、を具備しており、
　前記第１ヒートシンクは前記第１電磁放射源組立体に熱的に接続されており、
　該ポンプは前記第１及び第２ヒートシンクと流体的に連通し、流体を前記第１ヒートシ
ンク要素を横切り、前記通路を通り、そして前記第２ヒートシンクを横切るように汲むよ
う構成されており、それにより熱を前記源組立体から前記第２ヒートシンクまで伝達させ
ることを特徴とする手持ち式光美容デバイス。
【請求項１３２】
　前記源組立体は固体電磁放射源の配列であることを特徴とする請求項１３１の手持ち式
光美容デバイス。
【請求項１３３】
　更に
　前記ハウジングに結合されたセンサーと、そして
　該ハウジング内の制御器と、を具備しており、
　前記センサーは前記制御器に電気的に接続され、前記制御器は、前記センサーからの信
号に応答して前記源組立体を制御するよう構成されることを特徴とする請求項１３１の手
持ち式光美容デバイス。
【請求項１３４】
　前記センサーは、前記デバイスのしきい値温度を検出時、前記入力センサー信号を提供
するよう構成された温度センサーであることを特徴とする請求項１３３の手持ち式光美容
デバイス。
【請求項１３５】
　前記制御器が、該デバイスが安全動作のしきい値温度に達したことを前記温度センサー
が示した時、動作を終了するよう構成されることを特徴とする請求項１３３の手持ち式光
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美容デバイス。
【請求項１３６】
　更に
　制御器と、そして
　前記制御器に電気的に接続され、第１入力信号を提供するよう構成されたセンサーと、
を具備しており、
　前記制御器は、前記電磁放射源組立体に電氣的に接続され、前記第１入力信号に応答し
て前記電磁放射源へ供給される電力を変えるよう構成されることを特徴とする請求項１３
１の手持ち式光美容デバイス。
【請求項１３７】
　電磁放射を使って組織を治療する装置に於いて、
　ハウジングと、
　光学的窓を備えるアパーチャーと、
　電磁放射源と、を具備しており、
　前記電磁放射源は、前記光学的窓を通して、電磁放射を前記組織へ送るよう配向されて
おり、
　前記光学的窓は動作中、前記組織と接触するよう構成された外側研磨面を有することを
特徴とする装置。
【請求項１３８】
　該研磨面は微小研磨突起を有することを特徴とする請求項１３７の装置。
【請求項１３９】
　前記研磨面は使用中、前記組織へ圧縮力を印加するよう適合されることを特徴とする請
求項１３７の装置。
【請求項１４０】
　前記微小研磨突起はピークピーク値で１と５００μｍの間の面粗さを有することを特徴
とする請求項１３８の装置。
【請求項１４１】
　前記微小研磨突起がピークピーク値５０と７０μｍの間の面粗さを有することを特徴と
する請求項１３８の装置。
【請求項１４２】
　前記微小研磨突起が円形パターンで配置されることを特徴とする請求項１３８の装置。
【請求項１４３】
　前記微小研磨突起がサファイヤ粒子であることを特徴とする請求項１３８の装置。
【請求項１４４】
　前記微小研磨突起がプラスチック粒子であることを特徴とする請求項１３８の装置。
【請求項１４５】
　前記電磁放射源が、前記組織上への抗炎症効果を有する波長の範囲の電磁放射を提供す
るよう構成されることを特徴とする請求項１３７の装置。
【請求項１４６】
　更に少なくとも１つの接触センサーと、前記接触センサー及び前記電磁放射源と電氣通
信する制御器と、を具備しており、
　前記制御器は、前記研磨面が前記皮膚と接触した時、前記電磁放射源に前記組織を照射
させるよう構成されることを特徴とする請求項１３７の装置。
【請求項１４７】
　更に、前記窓に取り付けられ、前記研磨面を前記ハウジングに対し移動させるよう構成
された駆動デバイスを具備することを特徴とする請求項１３７の装置。
【請求項１４８】
　前記駆動デバイスが振動機構であることを特徴とする請求項１４７の装置。
【請求項１４９】
　前記駆動デバイスが回転機構であることを特徴とする請求項１４７の装置。
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【請求項１５０】
　前記光学的窓が前記アパーチャーに除去可能に結合されることを特徴とする請求項１３
７の装置。
【請求項１５１】
　前記光学的窓が第１光学的窓であり、そして更に前記第１光学的窓が除去された後、前
記アパーチャーに結合可能な第２光学的窓を具備することを特徴とする請求項１５０の装
置。
【請求項１５２】
　電磁放射を使って組織を治療する装置に於いて、
　ハウジングと、
　アパーチャーと、
　前記アパーチャーを通して、該組織に電磁放射を送るよう配向された放射源と、そして
　前記ハウジングに結合され、前記組織と接触するよう構成された研磨面と、を具備する
ことを特徴とする装置。
【請求項１５３】
　前記研磨面が、前記アパーチャーの外面上に配置されることを特徴とする請求項１５２
の装置。
【請求項１５４】
　前記研磨面が、前記アパーチャーを囲む前記ハウジングの外面上に配置されることを特
徴とする請求項１５２の装置。
【請求項１５５】
　前記研磨面が、前記アパーチャーの少なくとも１部分に実質的に隣接する、前記ハウジ
ングの外面に配置されることを特徴とする請求項１５２の装置。
【請求項１５６】
　前記研磨面が微小研磨面であることを特徴とする請求項１５２の装置。
【請求項１５７】
　前記研磨面が微小研磨突起を有することを特徴とする請求項１５２の装置。
【請求項１５８】
　前記研磨面が、使用中、前記組織に圧縮力を印加するよう適合されることを特徴とする
請求項１５２の装置。
【請求項１５９】
　前記研磨面がピークピーク値で１と５００μｍの間の面粗さを有することを特徴とする
請求項１５２の装置。
【請求項１６０】
　前記研磨面がピークピーク値で５０と７０μｍの間の面粗さを有することを特徴とする
請求項１５２の装置。
【請求項１６１】
　前記研磨面が円形パターン内に配置される構造体から成ることを特徴とする請求項１５
２の装置。
【請求項１６２】
　前記研磨面がサファイヤ粒子を有することを特徴とする請求項１５２の装置。
【請求項１６３】
　前記研磨面がプラスチック粒子を有することを特徴とする請求項１５２の装置。
【請求項１６４】
　前記放射源は、前記組織上への抗炎症効果を有する波長の範囲の放射を提供するよう構
成されることを特徴とする請求項１５２の装置。
【請求項１６５】
　更に、少なくとも１つの接触センサーと、前記接触センサー及び前記放射源と電氣通信
する制御器と、を具備しており、
　前記制御器は、前記研磨面が前記皮膚と接触した時、前記放射源に前記組織を照射させ
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るよう構成されることを特徴とする請求項１５２の装置。
【請求項１６６】
　更に、前記研磨面に取り付けられ、前記研磨面を前記ハウジングに対し移動させるよう
構成された、駆動デバイスを具備することを特徴とする請求項１５２の装置。
【請求項１６７】
　前記駆動デバイスが振動機構であることを特徴とする請求項１６６の装置。
【請求項１６８】
　前記駆動デバイスが回転機構であることを特徴とする請求項１６６の装置。
【請求項１６９】
　前記研磨面が前記デバイスに除去可能に結合されることを特徴とする請求項１５２の装
置。
【請求項１７０】
　組織を光美容デバイスで治療する方法に於いて、
　前記光美容デバイスの研磨面を前記組織に接触するよう置く過程と、
　前記組織を照射する過程と、そして
　前記研磨面を前記組織と接触するよう留めながら、前記研磨面を前記組織に対し移動さ
せる過程と、を具備することを特徴とする方法。
【請求項１７１】
　該研磨面を移動させる該過程が、更に角質層から細胞を除去する過程を備えることを特
徴とする請求項１７０の方法。
【請求項１７２】
　更に
　接触センサー信号を受信する過程と、そして
　前記研磨面の少なくとも１部分が前記組織と接触していることを前記接触センサー信号
が示す時のみ、前記組織を照射する過程と、を具備することを特徴とする請求項１７０の
方法。
【請求項１７３】
　更に
　過剰研磨を防止する圧力の範囲内に、前記研磨面の前記組織との接触を保持する過程を
具備することを特徴とする請求項１７０の方法。
【請求項１７４】
　更に
　前記組織の有効な研磨を提供するのに充分な圧力で、前記研磨面の接触を保持する過程
を具備することを特徴とする請求項１７０の方法。
【請求項１７５】
　該照射する過程が更に、前記組織に抗炎症効果を有する波長を備える電磁放射で照射す
る過程を備えることを特徴とする請求項１７０の方法。
【請求項１７６】
　電磁放射を用いて組織を治療する手持ちデバイスで使用するアタッチメントに於いて、
　研磨面を有する部材と、前記部材を前記手持ちデバイスに固定するよう構成されたマウ
ントと、を具備しており、前記研磨面は、前記手持ちデバイスの動作中、前記組織と接触
して置かれるよう構成されることを特徴とするアタッチメント。
【請求項１７７】
　前記部材が更に窓を備えており、前記研磨面が前記窓の外面であり、前記窓は前記手持
ちデバイスのアパーチャーの少なくとも１部分を横切って設置されるよう構成されること
を特徴とする請求項１７６のアタッチメント。
【請求項１７８】
　前記研磨面は、前記部材が前記手持ちデバイスに設置される時、前記手持ちデバイスの
アパーチャーの少なくとも１部分に実質的に隣接するよう構成されることを特徴とする請
求項１７６のアタッチメント。
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【請求項１７９】
　前記研磨面は、前記部材が前記手持ちデバイスに設置される時、前記手持ちデバイスの
アパーチャー付近に配置されるよう構成されることを特徴とする請求項１７６のアタッチ
メント。
【請求項１８０】
　前記研磨面は微小研磨面であることを特徴とする請求項１７６のアタッチメント。
【請求項１８１】
　前記研磨面は微小研磨突起を有することを特徴とする請求項１７６のアタッチメント。
【請求項１８２】
　前記研磨面は使用中、前記組織に圧縮力を印加するよう適合されることを特徴とする請
求項１７６のアタッチメント。
【請求項１８３】
　前記研磨面がピークピーク値で１と５００μｍの間の面粗さを有することを特徴とする
請求項１７６のアタッチメント。
【請求項１８４】
　前記研磨面がピークピーク値で５０と７０μｍの間の面粗さを有することを特徴とする
請求項１７６のアタッチメント。
【請求項１８５】
　組織の治療用手持ち式光美容デバイスのためのアダプターに於いて、
　前記デバイスから該組織へ電磁放射を送信するためのアパーチャーと、そして
　該アダプターが前記デバイスへ取り付けられ、そして該デバイスから除去されることを
可能にするコネクターと、を具備することを特徴とするアダプター。
【請求項１８６】
　更に、該アダプターが該デバイスに取り付けられる時、該デバイスにより検出されるよ
う構成された機構を具備することを特徴とする請求項１８５のアダプター。
【請求項１８７】
　該機構が、前記デバイスにより検出され、前記アダプターに関する識別情報を前記デバ
イスに提供する、よう構成された識別機構であることを特徴とする請求項１８６のアダプ
ター。
【請求項１８８】
　該機構が、前記デバイスのセンサーにより検出されるよう構成されることを特徴とする
請求項１８６のアダプター。
【請求項１８９】
　該機構が、前記デバイスにより検出されるよう構成された電氣的センサーであることを
特徴とする請求項１８６のアダプター。
【請求項１９０】
　該機構が、前記デバイスにより検出されるよう構成された機械的センサーであることを
特徴とする請求項１８６のアダプター。
【請求項１９１】
　該機構が、前記デバイスにより検出されるよう構成された磁気的センサーであることを
特徴とする請求項１８６のアダプター。
【請求項１９２】
　該機構が、前記デバイスにより検出されるよう構成された近接センサーであることを特
徴とする請求項１８６のアダプター。
【請求項１９３】
　該機構が、前記デバイスにより検出されるよう構成された運動センサーであることを特
徴とする請求項１８６のアダプター。
【請求項１９４】
　該アダプターが更に、センサー信号を前記デバイスへ渡すよう構成されたセンサーを具
備することを特徴とする請求項１８６のアダプター。
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【請求項１９５】
　前記センサーが接触センサー、近接センサー、及び運動センサーのグループ用センサー
であることを特徴とする請求項１８５のアダプター。
【請求項１９６】
　該デバイスがアパーチャーを有し、該アダプターのアパーチャーが該デバイスのアパー
チャーより小さいことを特徴とする請求項１８５のアダプター。
【請求項１９７】
　該デバイスがアパーチャーを有し、該アダプターのアパーチャーが該デバイスの該アパ
ーチャーより大きいことを特徴とする請求項１８５のアダプター。
【請求項１９８】
　該デバイスがアパーチャーを有し、該アダプターのアパーチャーの形状が該デバイスの
該アパーチャーの形状と異なることを特徴とする請求項１８５のアダプター。
【請求項１９９】
　更に、前記デバイスから放射される電磁放射の特性を変える修正機構を具備することを
特徴とする請求項１８５のアダプター。
【請求項２００】
　前記修正機構が前記デバイスにより放射される前記電磁放射の輝度を変えることを特徴
とする請求項１９９のアダプター。
【請求項２０１】
　前記修正機構が前記デバイスにより発生される電磁放射を集中することを特徴とする請
求項１９９のアダプター。
【請求項２０２】
　該アパーチャーが第１アパーチャーであり、更に第２アパーチャーを具備することを特
徴とする請求項１８５のアダプター。
【請求項２０３】
　更に、真空機構と、そして前記ハウジング内の開口部であるが、治療されるべき該組織
の部分を該開口部内に引き入れるよう構成された該開口部と、を具備することを特徴とす
る請求項１８５のアダプター。
【請求項２０４】
　組織を治療する手持ち式光美容デバイス用のアダプターに於いて、
　前記デバイスから前記組織へ電磁放射の少なくとも第１部分を送信するための第１アパ
ーチャーと、
　前記デバイスから前記組織へ電磁放射の少なくとも第２部分を送信するための第２アパ
ーチャーと、そして
　該アダプターが前記デバイスへ取り付けられそしてそれから除去されることを可能にす
るコネクターと、を具備することを特徴とするアダプター。
【請求項２０５】
　該デバイスがアパーチャーを有しており、前記第１及び第２アパーチャーの何れか又は
両者が前記デバイスのアパーチャーと寸法が異なることを特徴とする請求項２０４のアダ
プター。
【請求項２０６】
　該デバイスがアパーチャーを有しており、前記第１アパーチャーが前記デバイスのアパ
ーチャーより小さいことを特徴とする請求項２０４のアダプター。
【請求項２０７】
　該デバイスがアパーチャーを有しており、前記第１アパーチャーが前記デバイスのアパ
ーチャーと形状が異なることを特徴とする請求項２０４のアダプター。
【請求項２０８】
　前記第１アパーチャーが円形であることを特徴とする請求項２０４のアダプター。
【請求項２０９】
　前記第１アパーチャーが前記第２アパーチャーより大きいことを特徴とする請求項２０
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４のアダプター。
【請求項２１０】
　前記第１アパーチャーが前記アパーチャーを横切って延び、電磁放射に対し少なくとも
部分的に透明な材料を有することを特徴とする請求項２０４のアダプター。
【請求項２１１】
　前記第１アパーチャーがフイルターを有することを特徴とする請求項２０４のアダプタ
ー。
【請求項２１２】
　前記第１アパーチャーが、前記第１アパーチャーの寸法を変えるよう構成された調整機
構を有することを特徴とする請求項２０４のアダプター。
【請求項２１３】
　前記第１アパーチャーが前記第２アパーチャーに対し移動可能であることを特徴とする
請求項２０４のアダプター。
【請求項２１４】
　更に前記第１アパーチャーを遮るよう寸法取りされ、前記第１アパーチャーに対し移動
可能な、不透明面を具備しており、前記不透明面は、前記第２アパーチャーが遮られない
時は、実質的に第１アパーチャー全体を遮るよう寸法取りされ、位置付けられることを特
徴とする請求項２０４のアダプター。
【請求項２１５】
　更にセンサーと電氣通信路を具備しており、前記電氣通信路の電氣コネクターは、前記
アダプターが前記光美容デバイスに取り付けられた時、前記センサーが前記電氣通信路経
由で、前記光美容デバイスと電氣通信するべく、前記光美容デバイスの電氣コネクターと
接触するよう位置付けられることを特徴とする請求項２０４のアダプター。
【請求項２１６】
　前記センサーは前記第１アパーチャーに対応する近接センサーであり、前記近接センサ
ーは、前記第１アパーチャーが前記組織に近い近接部にある時、信号を提供するよう構成
されることを特徴とする請求項２１５のアダプター。
【請求項２１７】
　更に、該アダプターが該デバイスに取り付けられる時、該デバイスにより検出されるよ
う構成された機構を具備することを特徴とする請求項２０４のアダプター。
【請求項２１８】
　該機構が、前記デバイスにより検出され、前記アダプターに関する識別情報を前記デバ
イスに提供する、よう構成された識別機構であることを特徴とする請求項２１７のアダプ
ター。
【請求項２１９】
　該機構が前記デバイスのセンサーにより検出されるよう構成されることを特徴とする請
求項２１７のアダプター。
【請求項２２０】
　組織を治療する光美容デバイスに於いて、
　アパーチャーと、
　前記アパーチャーを通して前記組織へ電磁放射を放射するよう構成された電磁放射源と
、
　前記電磁放射源と電氣的に連通し、電力を前記電磁放射源に提供するよう構成された電
源と、
　前記電源と電気的に連通する制御器と、
　アダプターが該デバイスに取り付けられ、そして該デバイスから除去される、ことを可
能にするアダプターマウントと、そして
　前記アダプターマウントへの前記アダプターの取り付けを検出する検出器と、を具備し
ており、
　前記制御器が、前記検出器からの１つ以上の信号に応答して電磁放射の放射を制御する
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よう構成されることを特徴とする光美容デバイス。
【請求項２２１】
　更に、アパーチャーを有し、前記アダプターが前記アダプターマウントへ取り付けられ
た時、前記電磁放射源からの電磁放射を前記アパーチャーを通して送るよう構成された、
前記アダプターを具備することを特徴とする請求項２２０の光美容デバイス。
【請求項２２２】
　更に、各々がアパーチャーを有し、各前記アダプターが前記アダプターマウントへ取り
付けられた時、前記電磁放射源からの電磁放射を前記アパーチャーを通して送るよう構成
された、複数のアダプターを具備することを特徴とする請求項２２０の光美容デバイス。
【請求項２２３】
　前記制御器が、前記検出器からの１つ以上の信号に応答して、前記電磁放射源からの電
磁放射の送信を制御するよう構成されることを特徴とする請求項２２０の光美容デバイス
。
【請求項２２４】
　前記電磁放射源は第１電磁放射源であり、そして更に第２電磁放射源を具備しており、
前記制御器は、前記検出器からの１つ以上の信号に応答して、該第１及び第２電磁放射源
を制御するよう構成されることを特徴とする請求項２２０の光美容デバイス。
【請求項２２５】
　前記制御器は、前記検出器からの１つ以上の信号に応答して、前記電磁放射源からの電
磁放射の輝度を制御するよう構成されることを特徴とする請求項２２０の該光美容デバイ
ス。
【請求項２２６】
　前記制御器は、前記検出器からの１つ以上の信号に応答して、前記電磁放射源からの電
磁放射の波長を制御するよう構成されることを特徴とする請求項２２０の光美容デバイス
。
【請求項２２７】
　電磁放射を使って組織を治療する手持ち式デバイスに於いて、
　アパーチャーを備えるハウジングと、
　前記ハウジング内に設置され、前記アパーチャーを通して放射を送信するよう配向され
た電磁放射源と、
　前記ハウジング内に設置され、前記放射源と熱を流通する熱放散要素と、そして
　前記治療に関する情報を得るよう構成されたフィードバックセンサーを備えるフィード
バック回路と、を具備しており、
　動作中、前記フィードバック回路が前記フィードバックセンサーからの情報を提供する
よう構成されることを特徴とする手持ち式デバイス。
【請求項２２８】
　該フィードバック回路が細菌の存在を検出するよう構成されることを特徴とする請求項
２２７の手持ち式デバイス。
【請求項２２９】
　該フィードバック回路が炎症の存在を検出するよう構成されることを特徴とする請求項
２２７の手持ち式デバイス。
【請求項２３０】
　該フィードバック回路が該組織の温度を検出するよう構成されることを特徴とする請求
項２２７の手持ち式デバイス。
【請求項２３１】
　更に、該センサーがしきい値の上の温度を検出した時、該照射源から放射されるパワー
を変えるよう構成された制御器を具備することを特徴とする請求項２３０の手持ち式デバ
イス。
【請求項２３２】
　更に、該センサーがしきい値の下の温度を検出した時、該照射源から放射されるパワー
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を変えるよう構成された制御器を具備することを特徴とする請求項２３０の手持ち式デバ
イス。
【請求項２３３】
　該フィードバック回路が、動作中、ユーザーへ情報を提供するよう構成されることを特
徴とする請求項２２７の手持ち式デバイス。
【請求項２３４】
　更に、前記フィードバックセンサーと通信する制御器を具備しており、該フィードバッ
クセンサーは動作中、信号を該制御器へ提供するよう構成されることを特徴とする請求項
２２７の手持ち式デバイス。
【請求項２３５】
　電磁放射を使って組織を治療する手持ち式デバイスに於いて、
　アパーチャーを有するハウジングと、
　前記ハウジング内に設置され、前記アパーチャーを通して放射を送信するよう配向され
た電磁放射源組立体と、そして
　前記アパーチャーを横切って配置され、前記源組立体により放射される放射をシフトす
るよう構成されたアダプターと、を具備することを特徴とする手持ち式デバイス。
【請求項２３６】
　前記デバイスが同時に多数の波長で動作可能であることを特徴とする請求項２３５の手
持ち式デバイス。
【請求項２３７】
　前記デバイスが、可視光の青の範囲に最大輝度を有する第１波長バンドと、可視光のオ
レンジの範囲に最大輝度を有する第２波長バンドと、を放射することを特徴とする請求項
２３５の手持ち式デバイス。
【請求項２３８】
　前記源が、青の範囲の第１波長の可視光と、６３０ｎｍ、６３３ｎｍ又は６３８ｎｍの
１つで第２波長の可視光を放射することを特徴とする請求項２３５の手持ち式デバイス。
【請求項２３９】
　前記源が、約６３０ｎｍ、６３３ｎｍ又は６３８ｎｍの１つに最大輝度を有する第１波
長の可視光を放射することを特徴とする請求項２３５の手持ち式デバイス。
【請求項２４０】
　前記源が、第２波長の電磁放射を放射することを特徴とする請求項２３９の手持ち式デ
バイス。
【請求項２４１】
　前記アダプターが蛍光発光する材料を備えることを特徴とする請求項２３５の手持ち式
デバイス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、種々の皮膚科、美容、健康及び免疫の状況を治療するために電磁放射｛”イ
ーエムアール（ＥＭＲ）”｝、特に３００ｎｍと１００μｍの間の波長を有する放射、を
利用する方法と装置に関し、特に、温泉、サローン及び家庭を含む医学的及び非医学的、
両環境で実行するのに充分安全で、充分低廉である様なパワーとエネルギーで動作する方
法と装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　光学的放射は種々の皮膚科及び他の医学的状況を治療するため多年使われて来た。最近
では、光美容手順がプロ級デバイスを使って行われている。この様な手順は、一般に１０
０Ｗ／ｃｍ２を越えるエネルギーを患者の皮膚面に送るために、そして一般に実質でこの
値を越えるエネルギーを患者の皮膚面に送るために、レーザー、フラッシュランプ又は他
の比較的高パワーの光学的放射源の利用を含んでいる。これらの治療（複数を含む）に要
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する該高パワーの光学的放射源（複数を含む）は、（ａ）高価であり、そして又設置する
のに嵩張り、費用が掛かり、（ｂ）もし放散されないと、該放射源を破損し、他の問題を
引き起こす様な可成りの熱を発生し、かくして少なくとも該源用に、その嵩張る高価な冷
却技術を要し、そして（ｃ）患者及びオペレーターの両者に、例えば、人の眼、及び患者
の皮膚の非目標範囲、の両者に安全上の危険を与える。結果として、高価な安全上の特色
部が装置に付加されねばならぬことが屡々であり、一般にこの様な装置は医学要員によっ
てのみ操作されねばならない。患者の皮膚面に於ける高いエネルギーは又、安全上の心配
をもたらし、治療される患者のクラスを制限するものであり、例えば、非常に暗色の皮膚
の個人を治療することは不可能なことが多い。該高エネルギーは更に、この様な非目標組
織を保護するために、治療範囲の上の、及び／又は治療範囲に他の仕方で隣接する、組織
の冷却を要することで治療装置のコストを高める。
【０００３】
　一般に数百万円の、光学的皮膚科手順の実施用に今まで使われた装置の高いコストと、
この様な手順が医学的要員により行われるべき必要性と、はこの様な治療が典型的に稀で
あり、限定された数の比較的裕福な患者にのみ利用可能であることを意味する。
【０００４】
　しかしながら、種々の状況は、それらの幾つかが極めて普通なものであるが、光美容手
順（光美容治療とも呼ばれる）を使って治療され得る。例えば、この様な治療は、望まな
い範囲での毛髪成長を制限又は除去し、そして望ましい範囲の毛髪成長を刺激することを
含む毛髪成長管理、偽性毛嚢炎治療、血管病変、皮膚若返り、皮膚の肌理、孔サイズ、弾
性、しわの改善と皮膚リフティングとを含む皮膚老化防止、改良された血管及びリンパシ
ステム、改良された皮膚加湿、色素沈着病変の除去、色素再沈着、入れ墨低減／除去、乾
癬、身体臭の低減、油性の低減、汗の低減、傷跡の低減／除去、皮膚癌を含む皮膚疾患の
予防及び防止、脂肪／脂肪性浮腫の低減又は脂肪／脂肪性浮腫の見栄えの低減、を含む皮
下領域の改善、痛み緩和、筋肉、関節他用の生体刺激そして多くの他の状況を含むが、そ
れらに限定しない。
【０００５】
　加えて、アクニ（ａｃｎｅ）は光美容手順を使って治療可能な状況の１つである。アク
ニは皮脂腺の広く広がった不調である。皮脂腺は小さな油発生腺である。皮脂腺は通常皮
脂小胞（１種の小胞）の１部分であり、それは皮脂管と毛管をも有する（しかしそれに限
定されない）。小胞は萎縮性の毛髪（この様な小胞は最もアクニが起こりそうな小胞であ
る）、うぶ毛（この様な小胞はアクニが中で発展しそうにない小胞である）を有するか又
は正常な毛髪（アクニは普通この様な小胞では起こらない）を有してもよい。
【０００６】
　小胞の不調は数多く、１つの最も普通な皮膚の災難である尋常なアクニ、を有する。ア
クニの発達は腺から皮膚表面への出口が栓止めされる時起こる非炎症性アクニ（面ぽう）
の形成で通常スタートし、皮脂を該腺、皮脂管そして毛管内に蓄積させる。アクニの精確
な病因はなお議論されているが、面ぽう形成が、下位漏斗内のケラチナ化細胞層の形成及
び落屑の可成りの変化を含むことは確かに確立されている。特に、面ぽうは、下位漏斗の
上皮ライニングの細胞の落屑機構（異常細胞角質化）及び有糸分裂活動（増加した増殖）
の両者での欠陥の結果として形成される。
【０００７】
　皮脂内トリグリセリドの、主として細菌の作用による、化学的分解は、自由脂肪酸を解
放し、該脂肪酸は今度はアクニの典型的病変を作る炎症性反応をトリガーする。毛髪皮脂
ユニットの細菌母集団の中で、最も傑出しているのはプロピン酸菌属アクニである｛ピー
アクニ（Ｐ．Ａｃｎｅ）｝。これらの細菌は炎症性アクニ形成の原因である。
【０００８】
　アクニ用には種々の薬が入手可能である。局所的又はシステム的な抗生物質は治療の主
流である。口腔イソトレチノインは厳しい場合に使われる非常に効果的な薬剤である。し
かしながら、ピーアクニの高まる抗生物質耐性が数人の研究者により報ぜられ、イソトレ
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チノインの可成りの副作用がその使用を制限する。結果として、精々最小の副作用を有す
る、好ましくは副作用の無い効率的アクニ治療の探索が続いている。
【０００９】
　この目的で、光を利用する幾つかの技術が提案されて来た。例えば、アール．アンダー
ソン（Ｒ．Ａｎｄｅｒｓｏｎ）はレーザー感応性染料を用いた皮脂腺不調のレーザー治療
法を開示するが、この発明の方法は、発色団含有組成物を皮膚面の部分に塗布する過程と
、充分な量の該組成物を該皮膚内の空間内に貫入させる過程と、そして該皮膚部分を該組
成物が光化学的に又は光熱的に賦活される（光）エネルギーに曝す過程と、を有する。同
様な技術はエヌ．コリアス他で開示され、該技術はアクニに罹災した対象を３２０ｎｍと
３５０ｎｍの間の波長を有する紫外線光に曝す過程を有する。
【００１０】
　（引用によりここに組み入れられる）非特許文献１はアクニの光治療用の青色（４１５
ｎｍ）及び赤色（６６０ｎｍ）光の使用を報じている。連続波モードで、６６０ｎｍの波
長で動作する少なくとも１つの発光ダイオードを用いたアクニ治療法が特許文献１で開示
される。この治療は内因性感光剤を用いた光力学的治療｛ピーデーテー（ＰＤＴ）｝のバ
リエーションを示す。特に、ピーアクニは、効果的な感光体であるポルヒリン（主として
、コプロポルヒリン）を作るとして知られる。該感光体により強く吸収される波長を有す
る光で照射された時、この分子は一重項酸素の発生として知られる過程を高め得る。該一
重項酸素は周囲分子に攻撃的オキシダントとして作用する。この過程は結果として細菌の
破壊と状況の臨床的改善へ導く。作用の他の機構もこの様な光治療の臨床効能の役割を演
ずる。
【００１１】
　特許文献２は皮脂の脂質成分により実質的に吸収される波長範囲のパルス光を利用する
人体皮膚での皮脂生産を減じる方法を開示する。自明の作用機構は区別された熟成皮脂細
胞の輻射熱溶解である。
【００１２】
　使われる特定の技術又は手順に無関係に、特にスペクトルの青の範囲の、可視光を用い
たアクニの治療は、アクニ治療の効果的方法であると一般に考えられる。アクニ細菌はそ
れらの正常な代射過程の１部としてポルヒリンを作る。光によるポルヒリンの照射は、例
えば、癌の光力学的治療で使われる光感作効果を引き起こす。ポルヒリンの最も強い吸収
バンドはソーレー帯（Ｓｏｒｅｔ　ｂａｎｄ）と呼ばれ、それは可視スペクトルの菫－青
範囲（４０５－４２５ｎｍ）にある。光子を吸収しながら、該ポルヒリン分子は一重項－
三重項変換を受け、組織を傷つける細菌を酸化する一重項原子状酸素を発生する。該アク
ニ細菌を照射する時、同じ光化学過程が始動される。該過程は、該細菌により作られる内
因性ポルヒリン内の光の吸収を含む。結果として、該ポルヒリンは分解し、該一重項酸素
を解放し、該一重項酸素は該細菌を酸化し、そして該ピーアクニを根絶して、炎症性病変
カウントを顕著に減じる。この治療の特に臨床的結果が報告されている（非特許文献２）
。臨床研究で、金属ハロゲンランプからの光の９０ｍＷ／ｃｍ２と線量５４Ｊ／ｃｍ２で
１０分間の間、週２回づつ３５人の患者を治療して、平均病変カウントの６０％の減少が
見られた。治療の総コースは４週間続き、各患者はその間、８回の治療を受けた。
【００１３】
　今まで、アクニ及び他の状況の治療用の光美容手順が、幾つかの理由で皮膚科医の医療
室で行われて来た。これらの理由の中には、該手順を行うに使われるデバイスの出費、該
デバイスに関する安全上の心配、そして患者の皮膚上に光学的に誘起される傷を看護する
必要性がある。この様な傷は高出力放射により引き起こされる患者の表皮への損傷から起
こり、可成りの痛み及び／又は感染のリスクに帰着する。充分低廉で、充分安全であるの
で、この様な治療が非医療要員により行われ得て、治療される人により自己管理さえされ
る方法と装置が提供され、この様な治療が世界の人口の大きく拡大されたセグメントに利
用可能にされるなら望ましいであろう。
【特許文献１】米国特許第５，５４９，６６０号明細書、Ｅ．Ｍｅｎｄｅｓ、Ｇ．Ｉｒｏ
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ｎ、Ａ．Ｈａｒｅｌ、Ｍｅｔｈｏｄ　ｏｆ　ｔｒｅａｔｉｎｇ　ａｃｎｅ
【特許文献２】米国特許第６，２３５，０１６Ｂ１号明細書、Ｂ．Ｗ．Ｓｔｅｗａｒｔ、
Ｍｅｔｈｏｄ　ｏｆ　ｒｅｄｕｃｉｎｇ　ｓｅｂｕｍ　ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ　ｂｙ　ａ
ｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｐｕｌｓｅｄ　ｌｉｇｈｔ
【特許文献３】米国特許出願公開第１０／７４０，９０７号明細書、Ｌｉｇｈｔ　Ｔｒｅ
ａｔｍｅｎｔｓ　Ｆｏｒ　Ａｃｎｅ　Ａｎｄ　Ｏｔｈｅｒ　Ｄｉｓｏｒｄｅｒｓ　Ｏｆ　
Ｆｏｌｌｉｃｌｅｓ、２００３年１２月１９日出願
【特許文献４】米国特許出願公開第０９／６３４，９８１号明細書
【特許文献５】米国特許出願公開第１０／７０２，１０４号明細書、Ｍｅｔｈｏｄｓ　Ａ
ｎｄ　Ａｐｐａｒａｔｕｓ　Ｆｏｒ　Ｄｅｌｉｖｅｒｉｎｇ　Ｌｏｗ　Ｐｏｗｅｒ　Ｏｐ
ｔｉｃａｌ　Ｔｒｅａｔｍｅｎｔｓ、２００３年１１月４日出願、刊行番号Ｎｏ．ＵＳ　
２００４／０１４７９８４　Ａ１、２００４年７月２９日刊行
【特許文献６】米国特許出願公開第１０／７７６，６６７号明細書、Ｄｅｎｔａｌ　Ｐｈ
ｏｔｏｔｈｅｒａｐｙ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　Ａｎｄ　Ｃｏｍｐｏｓｉｔｉｏｎｓ、２００４
年２月１０日出願
【特許文献７】国際公開第ＷＯ２００４／０８４７５２Ａ２号パンフレット、Ｌｉｇｈｔ
　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｏｒａｌ　Ａｐｐｌｉａｎｃｅ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｏｆ　
Ｕｓｅ、２００４年１０月７日刊行
【特許文献８】米国実用新案出願第１０／３４６，７４９号明細書、ＭＥＴＨＯＤ　ＡＮ
Ｄ　ＡＰＰＡＲＡＴＵＳ　ＦＯＲ　ＨＡＩＲ　ＧＲＯＷＴＨ　ＣＯＮＴＲＯＬ、Ｒｏｘ　
Ａｎｄｅｒｓｏｎ、ｅｔ　ａｌ．２００３年３月１２日出願
【特許文献９】米国特許出願公開第０９／６３４、６９１号明細書、２０００年８月９日
出願
【特許文献１０】米国特許出願公開第１１／５８８，５９９号明細書、Ｔｒｅａｔｍｅｎ
ｔ　ｏｆ　Ｔｉｓｓｕｅ　Ｖｏｌｕｍｅ　Ｗｉｔｈ　Ｒａｄｉａｎｔ　Ｅｎｅｒｇｙ、２
００６年１０月２７日出願
【特許文献１１】米国特許出願公開第２００６－００２０３０９Ａ１号明細書、Ｍｅｔｈ
ｏｄｓ　ａｎｄ　Ｐｒｏｄｕｃｔｓ　ｆｏｒ　Ｐｒｏｄｕｃｉｎｇ　Ｌａｔｔｉｃｅｓ　
ｏｆ　ＥＭＲ－Ｔｒｅａｔｅｄ　Ｉｓｌｅｔｓ　ｉｎ　Ｔｉｓｓｕｅｓ、　ａｎｄ　Ｕｓ
ｅｓ　Ｔｈｅｒｅｆｏｒｅ、２００６年１月２６日刊行
【非特許文献１】Ｐ．Ｐａｐａｇｅｏｒｇｉｏｕ、Ａ．Ｋａｔｓａｍｂａｓ、Ａ．Ｃｈｕ
、Ｐｈｏｔｏｔｈｅｒａｐｙ　ｗｉｔｈ　ｂｌｕｅ（４１５ｎｍ）ａｎｄ　ｒｅｄ（６６
０ｎｍ）ｌｉｇｈｔ　ｉｎ　ｔｈｅ　ｔｒｅａｔｍｅｎｔ　ｏｆ　ａｃｎｅ　ｖｕｌｇａ
ｒｉｓ．Ｂｒ．Ｊ．Ｄｅｒｍａｔｏｌｏｇｙ、２０００、ｖ．１４２，ｐｐ．９７３－９
７８
【非特許文献２】Ａ．Ｒ．Ｓｈａｌｉｔａ、Ｙ．Ｈａｒｔｈ、ａｎｄ　Ｍ．Ｅｌｍａｎ、
”Ａｃｎｅ　ＰｈｏｔｏＣｌｅａｒｉｎｇ（ＡＰＣ．ＴＭ．）Ｕｓｉｎｇ　ａ　Ｎｏｖｅ
ｌ、Ｈｉｇｈ－Ｉｎｔｅｎｓｉｔｙ、Ｅｎｈａｎｃｅｄ、Ｎａｒｒｏｗ－Ｂａｎｄ，Ｂｌ
ｕｅ　Ｌｉｇｈｔ　Ｓｏｕｒｃｅ”Ｃｌｉｎｉｃａｌ　Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｎｏｔ
ｅｓ、Ｖ．９，Ｎ１
【非特許文献３】Ｊ．Ｋｏｚｉｏｌ、１９６５
【発明の開示】
【００１４】
　本発明の１側面は、複数のセクションを有する光源組立体を備える、組織の治療用デバ
イスである。各セクションは、該組織を照射するよう配置された少なくとも１つの光源と
、何時該セクションが該組織に近い近接部にあるかを示すよう配置された少なくとも１つ
の組織近接センサーと、を有する。制御器が該組織近接センサーと該光源に接続され、各
セクションについて、該制御器は該組織近接センサーに応答して該光源を制御するよう構
成される。
【００１５】
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　本発明のこの側面の好ましい実施例は、下記追加的特色の幾つかを有する。該制御器は
、該組織近接センサーが、該セクションが該組織に近い近接部にあることを示す時、該光
源を点灯するよう構成されてもよい。各セクションについては、少なくとも１つの組織近
接センサーは、該セクションが該組織と接触した時、制御信号を発するよう構成されても
よく、該組織近接センサーは該セクションが該組織に対し移動した時制御信号を発するよ
う構成されてもよい。該センサーは接触センサー又は速度センサーであってもよい。該光
源は固体光源であってもよく、少なくとも２つの発光ダイオードを有するのがよい。
【００１６】
　該セクションは連続してもよく、間隔で分離されてもよい。該セクションは又多数アパ
ーチャーを通して放射を発射するよう構成され、１つ以上のセクションは１つのアパーチ
ャーを通して放射を発射するよう構成され、他のセクションはもう１つのアパーチャーを
通して放射を発射するよう構成される。
【００１７】
　本発明のもう１つの側面は、第１及び第２範囲を有するアパーチャーと、該第１及び第
２範囲を通して光を放射するよう配向された光源と、該光源に電氣的に接続され、入力信
号を受信し、出力信号を送信するよう構成された制御器と、該第１範囲が該組織に近い近
接部にある時、第１センサー信号を該制御器に提供するよう該制御器に電気的に接続され
た第１センサーと、該第２範囲が該組織に近い近接部にある時第２センサー信号を該制御
器に提供するよう該制御器に電気的に接続された第２センサーと、そして該制御器に電気
的に接続され、該光源に電気的に接続される電源と、を備える組織の治療用光美容デバイ
スである。該制御器は該第１及び第２センサー信号に応答して該光源に送られる電力の量
を変えるよう構成される。
【００１８】
　本発明のこの側面の好ましい実施例は、下記の追加的特徴の幾つかを有する。該制御器
は、該第２範囲から放射される第２輝度の光から独立に、該第１範囲から放射される光の
第１輝度を変えるよう構成される。該制御器は該第２範囲の第２輝度を実質的に一定値に
保持しながら、該第１範囲の光の第１輝度を変えるよう構成される。該制御器は該第２範
囲の第２輝度を実質的に一定値に保持しながら、該第１範囲の光の第１輝度を実質的にゼ
ロから変えるよう構成される。該第２輝度は実質的にゼロであってもよい。該制御器は、
該第１範囲が該組織の近くの近接部にあり、該第２範囲が該組織の近くの近接部にない時
、該第１輝度を変えるよう構成されてもよい。
【００１９】
　電源は第１路に沿って該制御器に電気的に接続され、該第１範囲に電氣的に接続された
第１電界効果トランジスターと、第２路に沿って制御器に電気的に接続された第２電界効
果トランジスターと、を有する。該制御器は、電力が該第１電界効果トランジスターによ
り第１範囲に供給され、電力が第２電界効果トランジスターにより該第２範囲に供給され
るよう、該第１路に沿い第１制御信号を、第２路に沿い第２制御信号を提供するよう構成
される。
【００２０】
　該光源は発光ダイオードの第１配列を有する第１セクションと発光ダイオードの第２配
列を有する第２セクションとを備える。該第１及び第２配列の該発光ダイオードは基盤上
に設置され、該第１配列への第１電氣接続を提供し、第２配列への第２電氣接続を提供す
るよう電気的に接続される。該第１配列の該発光ダイオードの副集合は又該第２配列内に
含まれてもよい。
【００２１】
　第３センサーが該制御器に電気的に接続され、該アパーチャーが第３範囲を有してもよ
い。該第３センサーは該第３範囲が該組織の近くの近接部にある時、第３センサー信号を
該制御器に提供する。
【００２２】
　本発明のもう１つの側面は光美容デバイスでの組織の治療方法であり、該方法は、該ア
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パーチャーの第１範囲に対応し、該第１範囲が該組織の近くの近接部にあるかどうかを示
す第１センサー信号を受信する過程と、該第１範囲が該組織の近くの近接部にある時第１
範囲からの光で該組織を照射する過程と、該アパーチャーの第２範囲に対応し、該第２範
囲が該組織の近くの近接部にあるかどうかを示す第２センサー信号を受信する過程と、そ
して該第２範囲が該組織の近くの近接部にある時第２範囲からの光で該組織を照射する過
程と、に依る。
【００２３】
　本発明のこの側面の好ましい実施例は下記の追加的特徴の幾つかを有する。該デバイス
は、該センサー信号が該第１範囲が該組織の近くの近接部にあることを示す時、該第１範
囲に対応する少なくとも１つの光源を点灯する制御信号を発する。該制御信号は第１範囲
が該組織と接触した時発せられてもよい。該制御信号は該第１範囲が該組織に対し動かさ
れた時発せられてもよい。該デバイスは該第１及び第２範囲から放射される光の輝度を独
立に制御してもよい。第１範囲の光の輝度は、第２範囲の光の輝度を実質的に一定値に保
持しながら、変えられてもよい。該第１範囲の光の輝度は、第２範囲の光の輝度を実質的
に一定値に保持しながら、実質的にゼロの値から第２の非ゼロ値へ変えられてもよい。該
デバイスは第２範囲の輝度を実施的にゼロに保持してもよい。第１範囲の輝度は、第２部
分が組織の近くの近接部にない時を含め、第１部分が該組織の近くの近接部に置かれた時
増加してもよい。
【００２４】
　本発明のもう１つの側面は組織を治療する手持ち式デバイスを制御する方法であり、該
方法は、該デバイスのアパーチャーの第１部分が組織の近くの近接部にあるかどうかを決
定する過程と、該アパーチャーの第１部分の該組織への近接を示す第１センサー信号を発
生する過程と、該アパーチャーの第２部分が組織の近くの近接部にあるかどうかを決定す
る過程と、該アパーチャーの第２部分の該組織への近接を示す第２センサー信号を発生す
る過程と、そして第１及び第２センサー信号に応答して第１及び第２制御信号を発生する
過程と、を有する。該第１制御信号は、該第１部分が該組織の近くの近接部にある時、第
１光源に第１部分を通して光を放射させ、該第２制御信号は、該第２部分が該組織の近く
の近接部にある時、第２光源に第２部分を通して光を放射させる。
【００２５】
　本発明のもう１つの側面は第１及び第２アパーチャーを有するデバイスを使って組織を
治療する方法であり、該方法は、第１アパーチャーに対応し、該第１アパーチャーが該組
織の近くの近接部にあるかどうかを示す第１センサー信号を受信する過程と、該第１アパ
ーチャーが該組織の近くの近接部にある時第１アパーチャーからの光で該組織を照射する
過程と、該第２アパーチャーに対応し、該第２アパーチャーが該組織の近くの近接部にあ
るかどうかを示す第２センサー信号を受信する過程と、そして該第２アパーチャーが該組
織の近くの近接部にある時第２アパーチャーからの光で該組織を照射する過程と、を有す
る。
【００２６】
　本発明のもう１つの側面は種々の輪郭を有する組織の治療に適合した手持ち式光美容デ
バイスである。該デバイスは、複数のアパーチャーと、実質的にハウジング内に配置され
、該複数のアパーチャーを通して光を放射するよう配向された光源組立体と、そして該複
数のアパーチャーの１つ以上を通しての光の印加を可能にする制御器と、を有するヘッド
部分を備える。
【００２７】
　本発明のこの側面の好ましい実施例は下記の追加的特徴の幾つかを有する。該光源は複
数の光源を有するが、該複数の光源の少なくとも１つは該複数のアパーチャーの１つを通
して光を提供し、そして該複数の光源の少なくとも第２は該複数のアパーチャーのもう１
つを通して光を提供する。該複数のアパーチャーは相互に対し移動可能であってもよい。
該ハウジングは該複数のアパーチャーの第２アパーチャーに対し第１アパーチャーを動か
すよう構成されたアームを有してもよい。該第１アパーチャーは該アームの遠位の端部に
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配置される。該ハウジングは該複数のアパーチャーの第２アパーチャーに対し該第１アパ
ーチャーを動かすよう構成された延長可能なボデイを有してもよい。
【００２８】
　本発明のもう１つの側面は、種々の輪郭を有する組織の治療に適合された手持ち式光美
容デバイスである。該デバイスはアパーチャーを有するヘッド部分と、該ハウジング内に
配置され、該アパーチャーを通して光を放射するよう配向された光源と、を備えるハウジ
ングと、該光源に電気的に接続され、該光源に電力を提供するよう構成された電源と、を
具備する。該アパーチャーは組織の比較的大きい範囲に光を放射するよう構成された第１
幅を有する広い部分と、組織の比較的小さい部分へ光を放射するよう構成された第２の、
小さい幅を有する狭い部分と、を備える。
【００２９】
　本発明のこの側面の好ましい実施例は下記の追加的特徴の幾つかを有する。該ヘッド部
分は該光美容デバイスから離れて伸びるフレア部分を備え、該フレア部分は該フレア部分
上に配置され、高く輪郭を付けられた組織上に光を放射するよう構成された、該アパーチ
ャーの狭い部分を有する。該アパーチャーは非対称であってもよい。該アパーチャーは形
が実質的に涙滴であるか又は他の形を有してもよい。
【００３０】
　該デバイスは又多数アパーチャーを有してもよい。該ハウジングは該ハウジングから第
２アパーチャーを通り組織へ電磁放射を送るよう配向された第２電磁放射源を有してもよ
い。該第２アパーチャーは又第１アパーチャーより小さい面積を有し、該第１アパーチャ
に対し移動可能であってもよい。
【００３１】
　本発明のもう１つの側面は電磁エネルギーを使うアクニの治療用手持ち式デバイスであ
り、該デバイスはアパーチャーを有するハウジングと、該ハウジング内に設置され、該ア
パーチャーを通して放射を送信するよう配向された放射源と、そして該ハウジング内に設
置され、該放射源との熱流通のある熱放散要素と、を有する。該放射源は約１０ｍＷ／ｃ
ｍ２と約１００Ｗ／ｃｍ２の間の放射で組織を照射するよう構成される。
【００３２】
　本発明のこの側面の好ましい実施例は下記追加の特徴の幾つかを有する。該放射源は約
１００ｍＷ／ｃｍ２と約１００Ｗ／ｃｍ２の間の放射で組織を照射するよう構成されても
よい。該放射源は約１Ｗ／ｃｍ２と約１００Ｗ／ｃｍ２の間の放射で組織を照射するよう
構成されてもよい。該放射源は約１０Ｗ／ｃｍ２と約１００Ｗ／ｃｍ２の間の放射で組織
を照射するよう構成されてもよい。
【００３３】
　該アパーチャーは少なくとも約４ｃｍ２の面積を有してもよい。該アパーチャーは少な
くとも約９ｃｍ２の面積を有してもよい。該アパーチャーは少なくとも約１４．４４ｃｍ
２の面積を有してもよい。該アパーチャーは少なくとも約１６ｃｍ２の面積を有してもよ
い。
【００３４】
　該放射源は少なくとも約２．５Ｗの光学的パワーを提供するよう構成される。該放射源
は少なくとも約５Ｗの光学的パワーを提供するよう構成される。該放射源は少なくとも約
１０Ｗの光学的パワーを提供するよう構成される。
【００３５】
　該手持ち式デバイスは消費者による自己使用向けデバイスである。該手持ち式デバイス
はユーザーの手に保持されるよう構成されたデバイス内で実質的に自給自足的であり、手
中に保持された部品以外の他の大きな部品は無い。（しかしながら、或る実施例では、例
えば、電力コード、該デバイスを再充電するため、又は非動作時該デバイスを保持するた
めの遠隔ベースユニット、そして再利用及び再充填可能なコンテナー、の様な、幾つかの
追加部品が自給自足の手持ち式デバイス内に存在してもよい。）該ハウジングは該アパー
チャーを有するヘッド部分とユーザーにより保持されるべきハンドル部分を備える。該ア
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パーチャーはサファイヤ窓又はプラスチック窓を有する。該放射源はＬＥＤ放射源の様な
固体電磁放射源であってもよい。該放射源はレーザー放射源であってもよい。該放射源は
半導体素子の配列であってもよい。該放射源は電磁放射源であってもよい。
【００３６】
　該デバイスは異なる波長範囲内の放射を発生出来る第１放射源と第２放射源を有する。
該放射源は多数波長で動作出来てもよい。第１放射源は第２放射源から独立に放射を作る
ことが出来る。
【００３７】
　該手持ちデバイスは、連続波モード、準連続波モード、被パルス化モードで、又は他の
パワーモードでパワーを供給するよう構成されたパワー源を有する。該センサーは制御器
に電気的に接続され、該アパーチャーの対応するセクションが組織と接触した時、電氣信
号を供給するよう構成される。該制御器は、該センサーが該電氣信号を提供した時、該放
射源が点灯されるようにする。
【００３８】
　該デバイスは多数の放射源を備えるが、該源は制御器に接続され、各源を制御する電氣
信号を提供するよう構成された対応するセンサーを有する。該放射源は固体電磁放射源の
配列であってもよい。
【００３９】
　アパーチャーは熱伝導性であり、放射源からの熱が該アパーチャー経由で治療される組
織の範囲へ伝達されることを可能にする。
【００４０】
　該デバイスは又該制御器に電氣的に接続された警報器を有するが、それはユーザーへ情
報を提供するため該警報器に出力信号を提供するためである。該警報器は可聴音声発生器
であってもよい。該警報器は発光デバイスであってもよい。該警報器はユーザーに治療時
間が満了したことを警告するよう構成されてもよい。
【００４１】
　本発明のもう１つの側面は、アパーチャーを有するハウジングと、該アパーチャーを通
して放射を送信するよう配向された放射源と、該放射源に電気的に接続された制御器と、
そして該制御器に電氣的に接続されたセンサーと、を有し、電磁放射を使ってアクニを治
療するための手持ち式デバイスである。該制御器は該センサーからの入力信号に応答して
出力信号を提供するよう構成され、該放射源は約１Ｗ／ｃｍ２と約１００Ｗ／ｃｍ２の間
の放射で該組織を照射するよう構成される。
【００４２】
　本発明のもう１つの側面は、放射を使う組織の治療用手持ち式光美容デバイスである。
該デバイスはアパーチャーを有するハウジングと、該ハウジング内に設置され該アパーチ
ャーを通して組織へ放射を送るよう構成された放射源と、該源により発生された熱を除去
するため該ハウジング内に設置された循環冷却システムと、を有する。該冷却システムは
流体を有するリザーバーを備える。
【００４３】
　本発明のこの側面の好ましい実施例は、下記の追加的特徴の幾つかを有する。該手持ち
式美容デバイスは該アパーチャーに結合された窓を有し、該冷却システムは該窓から熱を
除去する。該窓は動作中、組織と接触するよう構成される。該リザーバーは少なくとも５
０ｃｃの流体を含んでもよい。該リザーバーは少なくとも１００ｃｃの流体を含んでもよ
い。該リザーバーは少なくとも２００ｃｃの流体を含んでもよい。該リザーバーは少なく
とも２５０ｃｃの流体を含んでもよい。該リザーバーは少なくとも約１８０ｃｃの流体を
含んでもよい。該リザーバーは少なくとも３０７ｃｃの流体を含んでもよい。該リザーバ
ーは水、流体と固体を含む混合物、又は他の流体又は混合物を含んでもよい。該リザーバ
ーは該デバイスに除去可能に結合されたコンテナーであってもよい。
【００４４】
　該冷却システムは該源に熱的に結合された熱放散要素、ポンプ、そして該リザーバーと
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該熱放散要素の間の流体通路、を有してもよい。該ポンプは該流体を、該リザーバーから
該熱放散要素へ該流体通路経由で流れさせるよう構成されてもよい。該手持ち式光美容デ
バイスは又センサーと、該源を制御するために該センサーからの入力信号を受信するよう
構成された制御器と、を有する。該センサーは、予め決められたしきい値温度に等しいか
それより高い温度の検出時、入力信号を提供するよう構成された温度センサーであっても
よい。該温度センサーは少なくとも１つの放射源、該リザーバー又は該アパーチャーに結
合され、該組織に接触するよう構成された窓、に熱的に結合される。該制御器は該源が放
射を発生することを防止するよう構成されてもよい。
【００４５】
　本発明のもう１つの側面は電磁放射での組織の治療用手持ち式光美容デバイスである。
該デバイスは開口部を有するハウジングと、該開口部を通して光を放射するよう構成され
た放射源と、そして熱収集要素と熱放散要素の間に延びる流体導通路を有する該ハウジン
グ内の冷却回路と、を備える。該冷却回路は、該源から該熱収集要素まで、そして該熱収
集要素から該熱放散要素まで、熱を伝達するため該源と熱を流通する。
【００４６】
　本発明のこの側面の好ましい実施例は下記追加的特徴の幾つかを有する。該熱収集要素
はヒートシンクであり、該源に熱流通する熱伝導材料である。該熱放散要素は流体を含む
リザーバーであってもよい。該熱放散要素はラディエーターであってもよい。該熱放散要
素は熱を放散するよう構成されたフィンのセットであってもよい。
【００４７】
　該冷却回路は水又は他の液体を含む。該冷却回路は流体の混合物を含み、又固体粒子を
有してもよい。
【００４８】
　熱放散要素は該デバイスに除去可能に結合されたコンテナーである。該冷却回路は該冷
却回路を通る循環用の流体を含み、該デバイスに除去可能に結合されたコンテナーを有し
てもよい。該冷却回路は閉じた回路である。該冷却回路は該冷却回路を通る通過用流体を
含む流体源を有する開いた回路であってもよい。該流体源は再充填可能なコンテナーであ
り、該手持ち式光美容デバイスに除去可能に接続されてもよい。
【００４９】
　該流体導通路は又第１チューブとポンプとを有する。該ポンプは該熱収集要素と該熱放
散要素の両者と流体的に連通している。該ポンプは該熱収集要素から該熱放散要素へ該第
１チューブを経由して流体を汲むよう構成される。
【００５０】
　本発明のもう１つの側面は電磁放射を使う組織の治療用手持ち式美容デバイスである。
該デバイスは光学的窓を有するハウジング、該デバイス内に設置され、該光学的窓を通し
て該組織へ電磁放射を送るよう配向された電磁放射源、該デバイス内に設置されたポンプ
、該デバイス内の流体通路、そして該デバイス内に設置された第１及び第２ヒートシンク
、を有する。該第１ヒートシンクは第１電磁放射源に熱的に接続される。該ポンプは該第
１及び第２ヒートシンクと流体的に連通し、流体を該第１ヒートシンク要素を横切り、該
通路を通り、そして該第２ヒートシンクを横切って汲むよう構成され、それにより熱を該
源から該第２ヒートシンクへ伝達されるようにする。
【００５１】
　本発明のこの側面の好ましい実施例は下記の追加的特徴の幾つかを有する。該源は固体
光源の配列でもよい。該手持ち式光美容デバイスは該ハウジングに結合されたセンサーと
、該ハウジング内の制御器とを有する。該センサーは該センサーからの信号に応答して該
源を制御する該制御器に電気的に接続される。該センサーは該デバイスのしきい値温度を
検出時、入力センサー信号を提供する温度センサーであってもよい。該制御器は、該デバ
イスが安全動作のしきい値温度に達したことを該温度センサーが示した時、動作を終了す
るよう構成されてもよい。該制御器は又、第１入力信号に応答して、電磁放射源に供給さ
れる電力を変えるために電磁放射源に電気的に接続される。
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【００５２】
　本発明のもう１つの側面は、放射を使う組織の治療装置である。該装置はハウジングと
、光学的窓を有するアパーチャーと、そして放射源と、を有する。該放射源は該光学的窓
を通して該組織へ放射を送るよう配向される。該光学的窓は動作時、該組織と接触するよ
う構成された外部研磨面を有する。
【００５３】
　本発明のこの側面の好ましい実施例は、下記追加的特徴の幾つかを有する。該研磨面は
微小研磨突起を有してもよい。該研磨面は使用時、該組織に圧縮力を印加するよう適合さ
れる。該微小研磨突起はピークピーク値で１と５００μｍの間の面粗さを有する。該微小
研磨突起はピークピーク値で５０と７０μｍの間の面粗さを有する。該微小研磨突起は円
パターンで配置されてもよい。該微小研磨突起はサファイヤ粒子であってもよい。該微小
研磨突起はプラスチック粒子であってもよい。該放射源は組織に抗炎症効果を有する波長
の範囲の放射を提供するよう構成される。
【００５４】
　該装置は少なくとも１つの接触センサーと、該接触センサー及び該放射源と電気通信す
る制御器と、を有する。該制御器は、外面が皮膚と接触すると、該放射源に該組織を照射
させるよう構成される。該外面を該ハウジングに対して移動させるために、振動又は回転
機構の様な駆動デバイスが該窓に取り付けられてもよい。
【００５５】
　光学的窓は該アパーチャーから除去可能である。該デバイスは第１光学的窓と、該第１
光学的窓が除去された後該アパーチャーに結合可能でもある、第２光学的窓と、を有する
。
【００５６】
　本発明のもう１つの側面は、放射を使う組織の治療装置である。該装置はハウジングと
、アパーチャーと、該アパーチャーを通して該組織へ放射を送るよう配向された放射源と
、そして該ハウジングに結合され、該組織と接触するよう構成された研磨面と、を有する
。
【００５７】
　本発明のこの側面の好ましい実施例は下記の追加的特徴の幾つかを有する。該研磨面は
該アパーチャーの外面上に配置されてもよい。該研磨面は該アパーチャーを囲むハウジン
グの外面上に配置されてもよい。該研磨面は該アパーチャーの少なくとも１部分に実質的
に隣接して該ハウジングの外面上に配置されてもよい。
【００５８】
　該研磨面は微小研磨面であり、微小研磨突起を有してもよい。該研磨面は使用時、組織
に圧縮力を印加するよう適合される。該研磨面はピークピーク値で１と５００μｍの間の
面粗さを有する。該研磨面はピークピーク値で５０と７０μｍの間の面粗さを有する。該
研磨面は円パターンで配置された構造体から成ってもよい。該研磨面はサファイヤ粒子又
はプラスチック粒子を有してもよい。
【００５９】
　放射源は組織に抗炎症効果を有する波長範囲の放射を提供するよう構成されてもよい。
該装置は少なくとも１つの接触センサーと、該接触センサー及び放射源と電氣通信する制
御器と、を有する。該制御器は、該外面が組織と接触した時、該放射源に該組織を照射さ
せるよう構成される。該装置は又研磨面をハウジングに対し移動させるために、該研磨面
に取り付けられた駆動デバイスを有する。該駆動デバイスは振動機構、回転機構又は他の
機構であってもよい。該研磨面は該デバイスに除去可能に結合されてもよい。
【００６０】
　本発明のもう１つの側面は、光美容デバイスで組織を治療する方法であり、該方法は、
該光美容デバイスの研磨面を該組織に接触して置く過程と、該組織を照射する過程と、そ
して該研磨面を該組織に接触して留めながら、該研磨面を該組織に対し動かす過程と、を
有する。
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【００６１】
　本発明のこの側面の好ましい実施例は下記追加的特徴の幾つかを有する。研磨面を動か
す過程は、角質層からの細胞の除去を必要としてもよい。該方法は又接触センサー信号を
受信する過程と、該研磨面の少なくとも１部分が該組織と接触したことを該接触センサー
信号が示した時だけ、該組織を照射する過程と、を有する。該デバイスは又、該研磨面の
該組織との接触を、過剰研磨を防止する圧力範囲内に保持しており、そして又、該研磨面
の接触を、該組織の有効な摩耗を提供するのに充分な圧力に保持する。該デバイスは又組
織に抗炎症効果を有する波長を備える放射で照射する。
【００６２】
　本発明のもう１つの側面は、放射を用いた組織の治療用手持ち式デバイスで使用するた
めのアタッチメントである。該アタッチメントは研磨面を有する部材と、該部材を手持ち
デバイスへ固定するマウントと、を有する。該研磨面は該手持ちデバイスの動作時、該組
織と接触して置かれるよう構成される。該部材は又窓を有し、該研磨面は該窓の外面であ
る。該窓は該手持ち式デバイスのアパーチャーの少なくとも１部分を横切って設置される
よう構成される。該研磨面は、該部材が該手持ち式デバイスに設置された時、該手持ち式
デバイスのアパーチャーの少なくとも１部分に実質的に隣接するよう構成される。該研磨
面は、該部材が該手持ち式デバイスに設置される時、該手持ち式デバイスのアパーチャー
付近に配置されるよう構成される。該研磨面は微小研磨面であり、微小研磨突起を有して
もよい。該研磨面は使用時、組織に圧縮力を印加するよう適合される。該研磨面はピーク
ピーク値で１と５００μｍの間の面粗さを有し、特に、ピークピーク値で５０と７０μｍ
の間の面粗さを有する。
【００６３】
　本発明のもう１つの側面は組織の治療用の手持ち式光美容デバイス用のアダプターであ
る。該アダプターは、該デバイスから組織へ放射を送信するためのアパーチャーと、該ア
ダプターが該デバイスへ取り付けられ、該デバイスから除去されることを可能にするコネ
クターと、そして該アダプターが該デバイスに取り付けられる時、該デバイスにより検出
されるよう構成される機構と、を有する。
【００６４】
　本発明のこの側面の好ましい実施例は下記追加的特徴の幾つかを有する。該アダプター
は該デバイスのアパーチャーより小さくてもよい。該アダプターは該デバイスのアパーチ
ャーより大きくてもよい。該アダプターのアパーチャーの形状は該デバイスのアパーチャ
ーの形状と異なってもよい。該アダプターは多数のアパーチャーを有してもよい。
【００６５】
　該アダプターは該デバイスから放射される放射の特性を変える修正機構を有する。該修
正機構は該デバイスにより放射される放射の輝度を変える。該修正機構は該デバイスによ
り発生される光を集中させる。該機構は該アダプターに関する識別情報を該デバイスへ提
供するため識別機構である。該機構は該デバイスのセンサーにより検出される。該機構は
電氣的センサー、機械的センサー、磁気的センサー、接触センサー、近接センサー、運動
センサー、又は他の種類のセンサーであってもよい。
【００６６】
　該アダプターは又真空機構と、治療されるべき組織の部分を該開口部内へ引くための該
ハウジング内の開口部と、を有する。
【００６７】
　本発明のもう１つの側面は、組織の治療用の手持ち式光美容デバイス用アダプターであ
る。該アダプターは、放射の少なくとも第１部分を該デバイスから該組織へ送信するため
の第１アパーチャーと、放射の少なくとも第２部分を該デバイスから組織へ送信するため
の第２アパーチャーと、そして該アダプターが該デバイスへ取り付けられ、そして該デバ
イスから除去されることを可能にするコネクターと、を有する。
【００６８】
　本発明のこの側面の好ましい実施例は下記追加的特徴の幾つかを有する。該アダプター
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はアパーチャーを有し、第１及び第２アパーチャーの何れか又は両者は該デバイスのアパ
ーチャーと寸法が異なってもよい。１つ又は両アパーチャーは該デバイスのアパーチャー
より小さくてもよい。１つ又は両アパーチャーは該デバイスのアパーチャーと形状が異な
ってもよい。１つ又は両アパーチャーは円形でもよい。第１アパーチャーは第２アパーチ
ャーより大きくてもよい。
【００６９】
　第１アパーチャーは、フイルターの様な、該放射に少なくとも部分的に透明で、該アパ
ーチャーを横切って延びる材料を有する。該第１アパーチャーは、該第１アパーチャーの
寸法を変えるよう構成された調整機構を有してもよい。該第１アパーチャーは該第２アパ
ーチャーに対し移動可能である。
【００７０】
　該アダプターは第１アパーチャーをさえぎる寸法の不透明面を有する。該不透明面は第
１アパーチャーに対し移動可能であり、それは第２アパーチャーがさえぎられない時第１
アパーチャーの実質的に全体をさえぎるよう寸法取りされ、位置付けられる。該アダプタ
ーは又センサーと電氣通信路を有する。該電氣通信路の電氣コネクターは、該アダプター
が該デバイスに取り付けられた時、該センサーが該デバイスと電氣通信するよう、該光美
容デバイスの電氣コネクターと接触するよう位置付けられる。該センサーは、第１アパー
チャーが組織に近い近接部にある時、信号を提供するよう該第１アパーチャーに対応する
近接センサーである。
【００７１】
　該アダプターは又、該アダプターが該デバイスに取り付けられた時、該デバイスにより
検出されるよう構成された機構を有する。該機構は該アダプターに関する識別情報を該デ
バイスに提供する。該機構は該デバイスのセンサーにより検出されるよう構成される。
【００７２】
　本発明のもう１つの側面は組織治療用光美容デバイスである。該デバイスはアパーチャ
ーと、光を該アパーチャーを通して該組織へ放射するよう構成された光源と、該光源と電
氣的に導通して該光源に電力を提供するよう構成された電源と、該電源と電氣通信する制
御器と、アダプターが該デバイスに取り付けられ、該デバイスから除去される、ことを可
能にするアダプターマウントと、そして該アダプターの該アダプターマウントへの取り付
けを検出する検出器と、を有する。該制御器は該検出器からの１つ以上の信号に応答して
放射の送信を制御するよう構成される。
【００７３】
　本発明のこの側面の好ましい実施例は下記の追加的特徴の幾つかを有する。該デバイス
は光源からの放射を、該アダプターマウントへ取り付けられた該アダプターを通るよう送
るアパーチャーを有する。該デバイスは、複数のアダプターを備えるが、各アダプターは
、各アダプターがアダプターマウントに取り付けられる時、光源からの放射を該アパーチ
ャーを通るよう送るアパーチャーを有している。該制御器は、該検出器からの１つ以上の
信号に応答して、該光源からの放射の透過を制御するよう構成される。該光源は幾つかの
光源の１つであってもよい。該制御器は該検出器からの１つ以上の信号に応答して該光源
を制御するよう構成される。該制御器は該検出器からの１つ以上の信号に応答して該光源
からの放射の輝度を制御するよう構成される。該制御器は該検出器からの１つ以上の信号
に応答して該光源からの放射の波長を制御するよう構成される。
【００７４】
　本発明の種々の側面は種々の利点を達成する。例えば、（現存する従来技術と比較して
）治療の効能とユーザーの満足は、幾つかの仕方で高められるが、それらは、ａ）治療放
射の波長を変える及び／又は付加波長を追加すること、ｂ）治療の時間的体制を操作する
こと、ｃ）治療プロトコルを変え、特に日毎の、或いは更に頻繁な適用を許容すること－
それは職業的環境では実用的でないが、ｄ）例えば、光学的窓の面を使うことにより、電
磁放射での治療を機械的作用を含む治療と組み合わせること、ｅ）例えば、個人的病変の
治療の様な、特定のニーヅに取り組むため種々の形と寸法の出力窓を提供すること、又は
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多数ユーザー用に個人的出力窓を提供すること、ｆ）イーエムアール作用を、例えば、光
への添加剤である、光により賦活される、又は光を使用する治療に補足的である、局所的
物質の送達の実施と組み合わせること、を含むが、それらに限定されない。当業者は、多
くの実施例が可能であり、該実施例の幾つかは上記利点の幾つか又は全てを達成するが、
他の実施例はこれらの利点を１つも達成せず、全く異なる利点を１つ以上達成するかも知
れないことを理解するだろう。
【実施例１】
【００７５】
非医学的環境の光美容手順
　全表皮層が概ね除去される、ＣＯ２レーザーの顔面の面再生、の様な或る光美容手順は
医学的理由（例えば、術後の傷看護のニーヅ）により皮膚科医の医療室で当面行われ続け
そうであるが、もし消費者が費用効果的デバイスを使って、安全で有効な仕方でこの様な
手順を行うことが出来るなら、消費者の毎日の衛生的体制の１部として非医学的環境（例
えば、家庭）で消費者により行われ得る多数の光美容手順がある。非医学的環境で消費者
により使用される光美容デバイスは下記特性、すなわち、（１）該デバイスが好ましくも
消費者による使用に安全で、眼、皮膚及び他の組織を含め、身体への傷害を避け得ること
、（２）該デバイスが最小のトレーニング又は他の教示で消費者又はオペレータが該デバ
イスを有効かつ安全に使用出来るようにする程使い易いこと、（３）該デバイスが好まし
くも乱用に耐える程充分にローバストで強固であること、（４）該デバイスが好ましくも
保守が容易であること、（５）該デバイスが好ましくも製造するのに比較的低廉で、多量
生産出来ること、（６）該デバイスが好ましくも小さく、例えば浴室内に容易に保管され
ること、（７）好ましくも該デバイスが電氣で動力を与えられ、例えば浴室で使用するよ
う意図された消費者用装置として安全基準の特色を有すること、の１つ以上を有すればよ
い。この様なデバイスはユーザーの手の中に保持されるよう構成されたデバイス内で実質
的に自己充足型であり、動作時、手に保持される部品以外の他の重要部品は無い。（しか
しながら、或る実施例では、例えば、電力コード、該デバイスを再充電又は非使用時該デ
バイスを保持するための別置きベースユニット、及び再使用可能又は再充填可能なコンテ
ナー、の様な或る種部品は自己充足型手持ち式デバイスへ追加されることあり。）
　現在入手可能な光美容デバイスは上記挑戦の１つ以上に関連する限界を有する。しかし
ながら、非医療環境での消費者による使用のために、該デバイスの安全性、治療の有効性
、コストそして該デバイスの寸法を含むこの様なデバイスの創生には、付随する技術的挑
戦が残されている。
【００７６】
低パワー電磁放射
　本発明は、実質的な時間の間、すなわち１秒から１時間、治療範囲上に保持されるか、
又は各治療中、多数回、該治療範囲上を動かされるか、何れかである適当なヘッド内の、
一般的には低パワー電磁放射源、或いは好ましくは低パワー電磁放射源の配列、の使用を
含む。人の身体の範囲と、治療される状況と、により、治療時の範囲上の累積ドウェル時
間は変わる。該治療は頻繁なインターバルで、すなわち、毎日に、又は１日に、週に、月
に、或いは他の適当なインターバルに、数回でも、繰り返されてもよい。治療間のインタ
ーバルは実質的に固定されるか、又は”要求される”ベースに依ってもよい。例えば、該
治療は、最初は或る状況を治療するために、そして次いで保守用に要求されるベースで、
実質的に規則的な又は固定のベースに依ってもよい。治療は数週間、数ヶ月、数年続けら
れる、そして／又はユーザーの規則的ルーチンでの衛生慣行に組み込まれてもよい。或る
治療は、引用によりここに組み込まれる特許文献３で更に論じられる。
【００７７】
　かくして、光は種々の状況を治療するため過去に使われたが、この様な治療は典型的に
幅広く隔てられたインターバル、例えば、毎週、毎月又はそれより長く、繰り返される１
回から１０回の治療を含む。対照的に、本発明の側面の実施例で使用するための治療回数
は、数時間から１週間以上の、治療間インターバルを伴って、１０から数千回であっても
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よい。アクニ又はしわの様な或る状況用に、低いパワーでの多数回の治療は高いパワーで
の１回の治療と同じ効果を提供すると考えられる。治療のメカニズムは、光化学的、光熱
的、フォトレセプター（ｐｈｏｔｏｒｅｃｅｐｔｏｒ）、細胞相互作用の光制御又はこれ
らの効果の或る組み合わせを含み得る。多数のシステム的治療用には、小さな線量の光は
、薬剤をシステム的に使うと同じ仕方で細胞、器官、又は身体機能を調整するのに効果的
である。
【００７８】
　医療室の様な管理された条件で行われねばならない強い光の１回又は２，３回の治療を
使う代わりに、細菌母集団レベルの同じ低減が、例えば、家庭での手持ち式光美容デバイ
スを使った、可成り低いパワーと線量の多数回の治療を使って達せられる。比較的低いパ
ワーの治療を使うと、消費者は自宅又は他の非医学的環境で該光美容デバイスを使うこと
が出来る。
【００７９】
　本発明で示唆される特定の光パラメーターと補助化合物の処方箋がこの治療戦略を提供
する。これらの治療は、治療の多い数と、それらが例えば、毎日から毎週投与されねばな
らない頻繁さベースのために、好ましくは家庭で行われるのがよい。（勿論、本発明の或
る実施例は、医師、看護師、医師のアシスタント、身体治療士、職業的治療士、他による
様に、医学的環境で、治療、教示又は他の目的で追加的に使われてもよい。）
　行われる治療により、光源は単一波長、多数波長又は１つ以上の波長バンドで放射する
よう構成されてもよい。該光源はコヒーレント光源、例えば、ルビー、アレキサンドライ
ト（ａｌｅｘａｎｄｒｉｔｅ）又は他の固体レーザー、ガスレーザー、ダイオードレーザ
ーバー、又は他の適当なレーザー光源であってもよい。代わりに、該源は非コヒーレント
光源、例えば、ＬＥＤ、アークランプ、フラッシュランプ、蛍光ランプ、ハロゲンランプ
、ハライドランプ又は他の適当なランプでもよい。
【００８０】
　種々の光ベースのデバイスが必要な光線量を身体へ送るために使われる。使われる電磁
放射源（複数を含む）はユーザーの皮膚表面で約１ｍＷ／ｃｍ２から約１００Ｗ／ｃｍ２

のパワー密度を提供するのがよく、１０ｍＷ／ｃｍ２から１０Ｗ／ｃｍ２が好ましい。使
われるパワー密度は、相当な治療効果が、上記で示された様に、延長された時間に亘る比
較的頻繁な治療により達成され得る様なものである。該パワー密度は、治療される状況、
使われる波長又は複数波長そして治療が望まれる身体位置、すなわち治療の深さ、ユーザ
ーの皮膚種類、他を含むが、それに限定されない多数の要因の関数として変わる。適当な
源は、例えば、約１－１００Ｗ、好ましくは２－１０Ｗのパワーを提供すればよい。
【００８１】
　適当な源は下記の様な固体光源を含むが、すなわち
　１．発光ダイオード（ＬＥＤｓ）－これらはエッジ放射ＬＥＤ｛イーイーエルイーデー
（ＥＥＬＥＤ）｝、面放射ＬＥＤ｛エスイーエルイーデー（ＳＥＬＥＤ）｝又は高明るさ
ＬＥＤ｛エイチビーエルイーデー（ＨＢＬＥＤ）｝を含む。該ＬＥＤは、それらに限定は
しないが、ＧａＮ、ＡｌＧａＮ、ＩｎＧａＮ、ＡｌＩｎＧａＮ、ＡｌＩｎＧａＮ／ＡｌＮ
、ＡｌＩｎＧａＮ（２８５ｎｍから５５０ｎｍを放射）、ＧａＰ、ＧａＰ：Ｎ、ＧａＡｓ
Ｐ、ＧａＡｓＰ：Ｎ、ＡｌＧａＩｎＰ（５５０ｎｍから６６０ｎｍを放射）、ＳｉＣ、Ｇ
ａＡｓ、ＡｌＧａＡｓ、ＢａＮ、ＩｎＢａＮ（近赤外及び赤外で放射）、の様な種々の材
料に基づいてもよい。もう１つの適当な種類のＬＥＤは、活性材料としてポリマーを使い
、非常に低コストで広いスペクトルの放射を有する有機ＬＥＤである。
　２．スーパールミネセントダイオード｛エスエルデーエス（ＳＬＤｓ）｝－エスエルデ
ーは広い放射スペクトル源として使われる。
　３．レーザーダイオード｛エルデー（ＬＤ）｝－レーザーダイオードは最も有効な光源
｛エルエス（ＬＳ）｝である。導波管レーザーダイオード｛ダブリュージーエルデー（Ｗ
ＧＬＤ）｝は非常に有効であるが、光をフアイバーに結合させる困難のために最適ではな
い。垂直空洞面放射レーザー｛ブイシーエスイーエル（ＶＣＳＥＬ）｝は、ウエーハ又は
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他の基盤上に作られたエミッターの大面積マトリックスのためにフアイバー結合用に最も
効果的である。これはエネルギー及び費用両面で効果的である。ＬＥＤ用に使われる同じ
材料がダイオードレーザー用に使われる。
　４．レーザーダイオードポンプ作用を有するフアイバーレーザー｛エフエル（ＦＬ）｝
。
　５．電氣ポンプ作用又はエルデー、ＬＥＤ又は電流／電圧源からの光ポンプ作用、を有
する蛍光固体光源｛エフエルエス（ＦＬＳ）｝。エフエルエスは電気ポンプ作用を有する
有機フアイバーであってもよい。
　６．光放射キャパシター｛エルイーシーエス（ＬＥＣｓ）｝。エルイーシーエスはエレ
クトロルミネセント材料を電場内に置くことにより創られるエレクトロルミネント光源で
ある。
【００８２】
　他の適当な低パワーレーザー、ミニ－ランプ又は他の低パワーランプ等も本発明の実施
例の光源（複数を含む）として使われてもよい。
【００８３】
　ＬＥＤは、それらの低コスト、それらが容易にパッケージされる事実、そして種々の組
織状況を治療するのに好適な広い範囲の波長でのそれらの入手可能性、のために、現在好
まれる放射源である。特に、変型化学気相成長｛エムシーブイデー（ＭＣＶＤ）｝技術は
、比較的安いコストで、ＬＥＤ及び／又はブイシーエスイーエルの望ましい配列、好まし
くは２次元配列、を含むウエーハを成長させるために使われる。しかしながら、ランプ、
例えば、白熱ランプ、蛍光ランプ、マイクロハライドランプ又は他の適当なランプは、治
療時、白色、赤色、近赤外線、及び赤外線の照射を適用する好ましい光源である。
【００８４】
　固体光源の効率は１－５０％であり、該源は非常に高密度パッケージング内に設置され
るので、その放射面積からの熱除去が概して電源電力への主な制限である。より良い冷却
用に、ＬＥＤｓ又は他の光源のマトリックスはダイアモンド、サファイヤ、ＢｅＯ、Ｃｕ
、Ａｇ、Ａｌ、ヒートパイプ、又は他の適当な熱導体上に設置される。特定の装置用に使
われる光源は、多数の基本部品を有するパッケージとして作られるか又は形成される。半
導体放射構造体から皮膚への光の改良された配送用に、該構造体と皮膚の間の空間は、空
気ギャップ無しで、１．３から１．８の範囲内、より好ましくは、１．３５と１．６５の
間の屈折率を有する透明材料で充たされる。
【００８５】
　本発明の実施例を使って治療可能である状況の例はアクニである。１側面では、説明さ
れる治療は、アクニに付随する特性的炎症に責任のある細菌（ピー－アクニス）の破壊を
含む。該細菌の破壊はピーアクニス内に蓄えられたポルヒリンを狙うことにより成就され
る。プロトポルヒリン、コプロポルヒリン及び亜鉛プロトポルヒリンの様なポルヒリンは
それらの代射産物としての嫌気性細菌により合成される。ポルヒリンは４００－７００ｎ
ｍの可視スペクトル領域の光を吸収し、吸収の最強ピークは４００－４３０ｎｍの範囲に
ある。選択された波長範囲での充分な輝度の光を提供することにより、細菌細胞の構造部
品への修理不可能な損傷へ、結果的に、それらの死滅へ導く、光力学的過程が誘起される
。加えて、光学的エネルギーの吸収から生じる熱は該細菌の死滅を加速する。例えば、望
ましい効果は、皮膚表面で約０．０１－１０Ｗ／ｃｍ２のパワー密度で皮膚面の下０．２
－１ｍｍの組織を照射するよう設計された光学的システムにより、約４０５ｎｍの波長で
光を放射する光源を使って達成される。本発明のもう１つの側面では、該治療は、血液及
び他の内因性組織発色団による光の吸収により間接的に、アクニ病変の外観の解決又は改
善を引き起こしてもよい。
【００８６】
アクニ及び他の皮膚状況の治療用光美容デバイス
　例えば、アクニを治療するよう設計された本発明の或る側面の光美容デバイスが、図１
から３を参照して説明される。光美容デバイス１００は消費者又はユーザーにより、例え
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る。この実施例では、光美容デバイス１００は手持ち式ユニットであり、それは幅約５２
ｍｍ、長さ２７０ｍｍで、約３０７ｃｃの合計内容積を有し、約３７０ｇの合計重さを有
する。
【００８７】
　好ましくは、光美容デバイス１００は、ユーザーに、光美容デバイス１００を安全及び
効果的に使う方法を教示する簡単で追随容易な取り扱い説明書付きでもたらされるのがよ
い。この様な取り扱い説明書は書き物で、絵を含んでもよく、そして／又は、この様な取
り扱い説明はビデオテープ、ＤＶＤ、及び／又は、インターネットの様な可視媒体を通し
て提供されてもよい。
【００８８】
　一般に、光美容デバイス１００は近位及び遠位の部分、それぞれ１１０及び１２０を有
する。近位の部分１１０はハンドルとして役立ち、それはユーザーが該デバイスを掴み、
治療を投与することを可能にする。遠位の部分１２０は光美容デバイス１００のヘッドと
呼ばれ、アパーチャー１３０を有するが、該アパーチャーは、アパーチャー１３０が治療
されるべき組織の面と接触して又はその近くに置かれる時、光美容デバイス１００により
作られる光が治療されるべき組織を照明することを可能にする。一般に、アクニを治療す
るために、ユーザーは治療を投与する彼等の皮膚上に光美容デバイス１００のアパーチャ
ー１３０を置く。
【００８９】
　光美容デバイス１００の正面から見ると、遠位の部分１２０は近位の部分１１０より僅
かに広くなるよう外方にフレアする。光美容デバイス１００の側方から見ると、遠位の部
分１２０は、近位の部分１１０を通して延びる縦軸線１３５に対し約４５度の角度だけア
パーチャー１３０を配向するようカーブする。勿論、この角度は可能性として該デバイス
の人間工学を改善するため他の実施例では異なってもよい。代わりに、実施例は、近位の
部分１１０の縦軸線に対し該アパーチャーの相対角を増加又は減少させるために上と下の
様な種々の方向にピボットする、及び／又は、近位の部分１１０の縦軸線の周りにスイベ
ル又は回転する、調整可能な又は移動可能なヘッドを有してもよい。
【００９０】
　光美容デバイス１００は下記表１にリスト化された仕様を充たすよう設計される。上述
の様に、光美容デバイス１００として説明される実施例は、約３７０ｇの重さを有し、そ
の重さは約１０分の合計治療時間を提供するために充分な冷却剤を収容するよう決定され
た。光美容デバイス１００に似た代わりの実施例は約２７０ｇの重さであり、約５分の合
計治療時間に適合する。同様に、他の実施例は利用可能治療時間を増やす又は減じるため
のより多く又はより少ない冷却剤を有してもよい。
【００９１】



(36) JP 2009-532079 A 2009.9.10

10

20

30

40

50

【表１】

【００９２】
　表１で、”最大”、”最小”、”合計”及び同様な用語が使われる場合、それらは特定
の実施例用を意味する。
【００９３】
　図３に示す様に、光美容デバイス１００は前部ハウジングセクション１４０，背部ハウ
ジングセクション１５０，及び底部ハウジングセクション１６０を有する。ハウジングセ
クション１４０，１５０及び１６０は光美容デバイス１００用ハウジングを形成するため
に各セクションのエッジに沿って適合し合う。該ハウジング内では、光美容デバイス１０
０は冷却剤リザーバー１７０，ポンプ１８０，冷却剤チューブ１９０ａ－１９０ｃ、感熱
スイッチ２００，電力制御スイッチ２１０，電子制御システム２２０，ブーストチップ２
２５，そして光源組立体２３０を有する。
【００９４】
光源組立体
　光源組立体２３０は多数の部品、すなわち、窓２４０，窓ハウジング２５０，接触セン
サーリング２６０，ＬＥＤモジュール２７０，そしてヒートシンク組立体２８０、を有す
る。図３から評価される様に、該３つのハウジングセクション１４０，１５０そして１６
０が組み立てられる時、それらは光美容デバイス１００の遠位の部分１２０内に開口部を
形成する。その開口部は光源組立体１３０を収容するが、該組立体は、光源組立体が組み
立てられた時、組織治療のため使われる遠位の部分１２０の面を形成するため、該開口部
内に固定される。
【００９５】
　光源組立体２３０の部品は光源組立体２３０を形成するために図３で示す順序で相互に
近い近接部内に固定され、それらを位置的に保持するねじを使って固定される。窓２４０
はアパーチャー１３０を形成する窓ハウジング２５０の開口部内に固定される。接触セン
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サーリング２６０は光美容デバイス１００の内部ハウジング内の窓ハウジング２５０の後
ろに、そしてそれに隣接して直接固定される。６つの接触センサー３６０が窓２４０の周
りに等距離で配置される。窓ハウジング２５０は、接触センサーリング２６０の接触セン
サー３６０を収容するために、開口部３３０に直接隣接し、それの周りに等しく隔てられ
た、６つの小さな開口部を有する。接触センサーリング２６０は、該接触センサー３６０
が該開口部３５０を通って延び－６つの接触センサーの各々が６つの対応する開口部３５
０の各々の１つ内に填るよう、窓ハウジング２５０に直接隣接して置かれる。ＬＥＤモジ
ュール２７０は接触センサーリング２６０の直接背後にそしてそれに隣接して固定される
。同様に、ヒートシンク組立体２８０はＬＥＤモジュール２７０の直接背後にそしてそれ
に隣接して固定される。
【００９６】
　窓２４０は開口部３３０のエッジ３４０に沿って、窓ハウジング２５０の円形開口部３
３０内に固定される。光は、３８ｍｍ（１．５インチ）の直径を有する円形式に対称なア
パーチャーを形成する窓２４０を通して送られる。窓２４０は円として示されるが、種々
の代わりの形状が使われてもよい。窓２４０はサファイヤで作られ、ユーザーの皮膚に接
触して置かれるよう構成される。サファイヤは、その良い光学的透過率と熱伝導率のため
に使われる。該サファイヤ窓２４０は動作波長で実質的に透明で、治療される皮膚面から
の熱を除去するよう熱伝導性である。
【００９７】
　代わりの実施例では、サファイヤ窓２４０は、該サファイヤ素子から熱を除去するため
、かくして治療中サファイヤ窓２４０に接触して置かれた皮膚からの熱を除去するため冷
却される。加えて、他の実施例は、無機ガラス、水晶の様な誘電体結晶又はプラスチック
の様な、又良い光学的透過率と熱伝達特性を有するサファイヤ以外の材料を使ってもよい
。例えば、コストを節約し、重さを減らすために、窓２４０はインジェクションモールド
された光学的プラスチック材料であってもよい。
【００９８】
　オプションでは、光美容デバイスでの治療の前に、動作周波数（複数を含む）で透明な
ローションが皮膚に塗布されてもよい。この様なローションは光学的透過率と熱伝達特性
の両者を改善する。なお他の実施例では、窓ハウジングの横側部２４５は、動作波長で反
射性の材料（例えば、銅、銀又は金）でコートされてもよい。加えて、窓ハウジング２５
０の外面、又は皮膚から反射されるか又は後方散乱される光に曝される何等かの他の面は
、この様な光を治療されるべき組織の範囲へ戻るよう再反射させるために、反射性（例え
ば、反射性材料でコートされる）であってもよい。これは”光子リサイクリング”と呼ば
れ、光源組立体２３０へ供給された電力のより効率的な使用を許容し、それにより、組織
へ送られた光量当たりの、源組立体２３０により発生された熱の相対量を減じる。何れの
この様な面も高度に反射性にされる（例えば、ポリッシされる）か、又は適当な反射材料
（例えば、反射材料の真空蒸着又は柔軟な銀コートされた膜でカバーされる）でコートさ
れるか、又はカバーされるか何れかとされる。
【００９９】
　又図２８を参照すると、窓２４０は好ましくは光美容デバイス１００の外側に配置され
た微小研磨面４５０を有するのがよい。微小研磨面４５０はピークピーク値で１と５００
μｍの間の、好ましくはピークピーク値で６０±１０μｍの微小面粗さを有するのがよい
。しかしながら、該面の寸法そして例えば、リブ形構造、歯の様な構造、そして円形パタ
ーン内に配置された構造、を使う様な、該面の研磨部分のパターンと形状の、バリエーシ
ョンを含んで、多くの他の構成が可能である。好ましくは、該微小研磨面４５０は窓２４
０に接着された小さなサファイヤ粒子を有するのがよい。代わりに、該粒子は、例えば、
製造コストを減じるために、プラスチック又はシリカガラスの様な他の材料製でもよい。
皮膚に対する該微小研磨面４５０の移動は角質層からの死んだ皮膚細胞の除去を提供し、
それは下記で詳細説明される様に角質層の正常な治癒／交換過程を刺激する。
【０１００】
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　加えて、微小研磨面は窓である必要はない。代わりに、例えば、微小研磨面を含む研磨
面は、光美容デバイスのアパーチャーの周辺付近に置かれてもよく、或いは該アパーチャ
ー又は窓に隣接して置かれてもよい。更に、該微小研磨面は、窓として構成されても、窓
に隣接していても、或いは他の様に構成されても、取り換え可能であってもよい。かくし
て、時間を経て、該デバイスの性能を保持するために、摩耗研磨面は新研磨面と取り換え
られてもよい。
【０１０１】
　接触センサーリング２６０は組織（例えば、皮膚）との接触を検出する接触センサー３
６０を提供する。接触センサーリング２６０は窓２４０の全部又は部分が、何時治療され
るべき組織と接触、又はそれに近い近接部に来たか、を検出するため使われる。１実施例
では、接触センサー３６０は電場（ｅ－ｆｉｅｌｄ）センサーである。代わりの実施例で
は、光学的（ＬＥＤ又はレーザー）、インピーダンス、導電率、又は機械的、センサーの
様な他のセンサー技術が使われてもよい。該接触センサーは、該センサーの全てが組織と
の同時接触を検出しないなら、光美容デバイス１００から何等光は放射されない（例えば
、どのＬＥＤも点灯されない）ことを保証するため使われてもよい。代わりに、そして顔
の様な高く輪郭取りされた面用に好ましいよう、接触センサー３６０は、ＬＥＤモジュー
ル２７０の或る部分のＬＥＤのみが点灯されることを保証するために使われてもよい。例
えば、もし窓２４０の１部分のみが、皮膚又は他の組織の近く近接するか又はそれに接触
するなら、或る接触センサーのみが皮膚との接触を検出し、この様な限られた接触はそれ
らのセンサーに対応するＬＥＤｓのみを点灯するため使われてもよい。これは”インテリ
ジェント接触制御”と呼ばれる。
【０１０２】
　示された実施例では、接触センサー３６０は、電子回路基板又は他の適当な材料から成
るリング３６５の周りに等距離に設置される。下記で詳細説明されるＬＥＤモジュール２
７０は接触センサーリング２６０の背後にそしてそれに隣接して直接設置される。該６つ
の接触センサー３６０は電氣コネクター３７０を経由して電子制御システム２２０に電気
的に接続される。代わりの実施例では、より多い、又はより少ない接触センサーが使われ
てもよく、それらは等距離に又はリング内に設置されなくてもよい。
【０１０３】
　上記説明の様に、接触センサーリング２６０は、該センサーが該接触センサーに組織と
直接接触出来るようにさせるためにハウジング２５０内の孔を通って延びるべく、窓ハウ
ジング２５０の内面に固定される。この実施例では、該接触センサーは、微小研磨面４５
０を含む、窓２４０が何時皮膚と接触するかを検出するため使われる。
【０１０４】
　図４－６を参照すると、ＬＥＤモジュール２７０はＬＥＤダイ５３０（図５に示す）の
配列を有し、該配列は光美容デバイス１００により電力を与えられた時光を発生する。Ｌ
ＥＤモジュール２７０は約４．０Ｗの光学的パワーを送り、該パワーは例えば、４００か
ら４３０ｎｍ（青色）波長領域で放射される。この範囲は当該技術で、皮膚及び他の組織
の治療用に安全であるとして公知である。光学的パワーは１０％より少ないパワー変動で
該アパーチャーに亘り均一に分布する。
【０１０５】
　１実施例では、ＬＥＤモジュール２７０は、寸法及び提供され照明量で概略等しい６つ
のパイ型セクション２７０ａ－２７０ｆに概念的、電氣的に分けられる。これは、電子制
御システム２２０を使って、光美容デバイス１００が、或る治療条件で、該パイ形セグメ
ント４７０ａ－４７０ｆの或るものだけを点灯することを可能にする。該６つの接触セン
サー３６０の各々は該パイ型セグメント４７０ａ－４７０ｆの１つに整合され、それと対
応する（図６に示す）。かくして制御電子装置は、１つ以上の接触センサーにより検出さ
れた接触に依って或るセグメントを点灯する。代わりの実施例では、種々の形状が該セグ
メント用に使われ、該セグメントは寸法、形状そして光学的パワーが異なってもよい。加
えて、多数の接触センサーが各セグメントと組み合わされてもよく、各センサーが１つ以
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上のセグメントと組み合わされてもよい。
【０１０６】
　図５を参照すると、ＬＥＤモジュール２７０／ＬＥＤセグメント４７０ａ－４７０ｆの
基盤４８０はどんな高熱伝導性で、電氣抵抗性セラミックで作られてもよい。個別ＬＥＤ
ダイ５３０は基盤４８０に設置される。該ＬＥＤダイ５３０が取り付けられる基盤４８０
の面４８５は下記表２で指定される合計数のＬＥＤを収容するようパターンメタライズさ
れる。各個別ＬＥＤダイ５３０は熱抵抗を最小化するために適当な、ローバストな、ダイ
取り付け材料で取り付けられるべきである。該パターン金属は１５分の時間の間３２５℃
へ加熱され得るべきである。加えて、背後側（図５に示す側の反対）も、適当な電氣接続
を提供するために、同様にパターンメタライズされる。ＬＥＤモジュール２７０の基盤は
１８０Ｗ／ｍ－Ｋより大きい熱伝導性を有し、電氣抵抗性であるのが好ましいセラミック
材料を有する。該基盤の熱膨張係数は３と８ｐｐｍ／Ｃの間にあるべきである。
【０１０７】
　示された実施例では、該ＬＥＤセグメント４７０ａ－４７０ｆの各々は近似的に同じ数
のＬＥＤｓを有し、各セクションのパワー要求は下表で示される。
【０１０８】
【表２】

【０１０９】
　ＬＥＤモジュール２７０は連続波｛シーダブリュー（ＣＷ）｝、準連続波｛キューシー
ダブリュー（ＱＣＷ）｝、又は被パルス化｛ピー（Ｐ）｝のモードで電力を与えられる。
用語”準連続波（ｑｕａｓｉ－ＣＷ）”は、光源（複数を含む）への連続的電力が制御さ
れた時間長さの間、周期的に中断されるモードを呼ぶ。用語”被パルス化”は、エネルギ
ー（電氣的又は光学的）が或る時間蓄積され、次に制御された時間長さの間のリリースを
伴うモードを呼ぶ。時間モードの最適選択は応用に依る。かくして、光化学的治療用には
、シーダブリュー又はキューシーダブリューモードが好ましい。光熱的治療用には、被パ
ルス化モードが好ましい。時間的モードは工場でプリセットされるか又はユーザーにより
選択されるか何れかである。アクニの治療用には、１０と１００％の間のデューテイサイ
クルと１０ｍｓとシーダブリューの間の”オン”時間を伴うシーダブリュー又はキューシ
ーダブリューが好ましい。シーダブリュー及びキューシーダブリュー光源は、比肩される
波長とエネルギーの被パルス化源より典型的に低廉である。かくして、コストの理由で、
治療用に被パルス化源より寧ろシーダブリュー又はキューシーダブリュー源を使うのが好
ましい。
【０１１０】
　アクニの治療用に、そして多くの他の治療用に、ＬＥＤモジュール２７０のＬＥＤダイ
５３０にエネルギーを与える準連続動作が好ましい。該キューシーダブリューモードの動
作で、最大平均パワーは該ＬＥＤから成就され得る。しかしながら、使われる光源は連続
モード（シーダブリュー）又は被パルス化モードで運転されてもよい。好ましくは、使わ
れるモード（複数を含む）に無関係に、適当な安全対策が該光美容デバイスの設計に組み
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入れられるのがよい。
【０１１１】
　電力は電氣コネクター３７０を経由して該ＬＥＤモジュール２７０に供給されるが、該
コネクターは該電子制御システム２２０からピンコネクター４６０へ取り付けられた電氣
可撓ケーブルである。それぞれのセグメント４７０ａ－４７０ｆに付随する該ＬＥＤダイ
５３０の点灯は、電子制御システム２２０により制御される。各セグメント４７０ａ－４
７０ｆは基盤４８０の底部に配置された独立ピンコネクター４６０の１つを通して別々に
制御される。８つのピンコネクター４６０があり、各々は電子制御システム２２０とＬＥ
Ｄモジュール２７０の間の電氣接続を提供する。図６で左から右へ読んで、各電氣ピンコ
ネクターは次の様な電氣接続を提供するが、すなわち（１）接地／陰極；（２）ＬＥＤセ
グメント４７０ａ；（３）ＬＥＤセグメント４７０ｂ；（４）ＬＥＤセグメント４７０ｃ
；（５）ＬＥＤセグメント４７０ｄ；（６）ＬＥＤセグメント４７０ｅ；（７）ＬＥＤセ
グメント４７０ｆ；そして（８）接地／陰極である。各セグメント４７０ａ－４７０ｆは
、共通の陰極を共有するが、回路を完成するために、ピンコネクター４６０から対応する
セグメント４７０ａ－４７０ｆへ、そして該共通の陰極へ戻る別々の陽極経路を有する。
かくして、ピンコネクター４６０経由で、該６つのＬＥＤセグメント４７０ａ－４７０ｆ
の各々は独立に制御される。
【０１１２】
　図７と８を参照すると、ＬＥＤモジュール２７０は、ＬＥＤモジュール２７０のＬＥＤ
ダイ５３０から放射される光の９５％以上を反射出来るリフレクター４９０を有する。リ
フレクター４９０は孔５００の配列を有する。各孔５００は漏斗型であり、コーン型のセ
クション５１０とチューブ型のセクション５２０とを有する。光学的リフレクター４９０
の孔５００の各々は基盤４８０に設置されたＬＥＤダイの１つと対応する。かくして組立
時、図８に示す様に、各孔は１つのＬＥＤを収容する。ＬＥＤダイにより放射され、該Ｌ
ＥＤダイが中に設置されるコーン型のセクション５１０に影響を与える光、の９５％以上
は治療されるべき組織の方へ反射されるだろう。加えて、リフレクター４９０は、皮膚か
ら反射又は後方散乱され、リフレクター４９０に影響を与える光が、治療されるべき組織
の方へ戻るよう再反射される点で光子リサイクリングを提供する。
【０１１３】
　１実施例では、リフレクター４９０は銀メッキされたオーエイチエフシー（ＯＨＦＣ）
銅で作られるが、それが光が衝突する全ての面で高度に反射性であるならば、どんな適当
な材料で作られてもよい。特に、孔５００内の面と、窓２４０に面するリフレクター４９
０の最上面と、は光を反射及び／又は治療されるべき組織上へ戻すために銀メッキされる
。
【０１１４】
　ＬＥＤモジュール２７０用の組立過程が図５を参照して図解される。第１に、光学的リ
フレクター４９０はパターン状にメタライズされたセラミック基盤４８０に取り付けられ
る。第２に、個別ＬＥＤダイ５３０は光学的リフレクター４９０内の孔５００を通して基
盤４８０に設置される。各ＬＥＤダイ５３０を基盤４８０に取り付けるため使われる材料
はチップ熱抵抗を最小化するのに好適であるべきである。好適な半田は金錫共晶混合物で
あり、これは製造者で該ＬＥＤダイ上に予め蒸着されてもよい。第３に、該ＬＥＤダイ５
３０は電気接続を提供するために金ワイヤボンディングされる。最後に、該ＬＥＤダイ５
３０は適当に屈折率マッチングされたシリコーンジェルで密封され、密封体２９５を完成
するために光学機器が付加される。
【０１１５】
　光は窓２４０を通して送られるので、ＬＥＤモジュール２７０の該ＬＥＤダイ５３０は
密封されるべきで、それらの屈折率は、サファイヤであろうと、光学グレードのプラスチ
ック又は他の適当な材料であろうと、光学的部品窓２４０と近くなるようマッチされるべ
きである。この特定の実施例では、ＬＥＤモジュール２７０の個別ＬＥＤｓはシーアール
イーイー（ＣＲＥＥ）により製造される、メガブライトＬＥＤシー４０５エムビー２９０
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－エス０１００（ｔｈｅ　ＭｅｇａＢｒｉｇｈｔ　ＬＥＤ　Ｃ４０５ＭＢ２９０－Ｓ０１
００）である。これらのＬＥＤｓは窓２４０と共に使用するのに好適な物理特性を有し、
望ましい４０５ｎｍの波長の光を作る。
【０１１６】
冷却システム
　図３を参照すると、光美容デバイス１００の光源組立体２３０と他の部品を過熱から防
止するために、光美容デバイス１００は冷却剤リザーバー１７０，ポンプ１８０，冷却剤
チューブ１９０ａ－１９０ｃ、感熱スイッチ２００そしてヒートシンク組立体２８０を有
する冷却システムを備える。
【０１１７】
　光源組立体２３０とヒートシンク組立体２８０が完全に組み立てられ、光美容デバイス
１００内に設置されると、感熱スイッチ２００はヒートシンク組立体２８０に直接隣接し
、かつ、接触して設置される。本実施例では、感熱スイッチ２００はアイテーテーインダ
ストリー（ＩＴＴ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ）により製造されたディスク瞬間スイッチであ
る｛部品番号イーデーエスエスシー１（ＥＤＳＳＣ１）｝。動作時の光美容デバイス１０
０の過熱を防止するために、感熱スイッチ２００は光源組立体２３０の温度をモニターす
る。もし感熱スイッチ２００が過熱の温度を検出したら、それは光源組立体２３０への電
力をカットし、光美容デバイス１００は該温度が受け入れ可能なレベルに達するまで、機
能を止める。１実施例では、該スイッチは、それが７０℃以上の温度を検出するなら、光
美容デバイス１００への電力を遮断する。代わりに、感熱スイッチが光源への電力のみを
カットし、該デバイスは出来るだけ速く該過熱温度を低減するために、冷却システムを動
作させる電力を供給し続けることも出来る。
【０１１８】
　光美容デバイス１００の冷却システムは更に、運転中光源組立体２３０内に発生する熱
を除去することにより、該デバイスを冷却する循環システムを有する。該冷却システムは
追加的に、窓２４０からの熱を除去するために使われてもよい。光美容デバイス１００の
該循環システムはポンプ１８０，冷却剤チューブ１９０ａ－１９０ｃ、冷却剤リザーバー
１７０そしてヒートシンク組立体２８０を有する。該冷却剤リザーバー１７０は約１８０
ｃｃの水を保持する内部空間を有する。光美容デバイス１００の使用時、該水がポンプ１
８０により循環される。ポンプ１８０はマイクロダイアフラム液体ポンプ（Ｍｉｃｒｏ－
Ｄｉａｐｈｒａｇｍ　Ｌｉｑｕｉｄ　Ｐｕｍｐ）の、直流モーター付き単一ヘッドオーイ
ーエム設置モデル（Ｓｉｎｇｌｅ　Ｈｅａｄ　ＯＥＭ　Ｉｎｓｔａｌｌａｔｉｏｎ　Ｍｏ
ｄｅｌ　ｗｉｔｈ　ＤＣ　Ｍｏｔｏｒ）、モデル番号エヌエフ５アールピーデーシー－エ
ス（ＮＦ５ＲＰＤＣ－Ｓ）である。該ポンプの重さ、寸法、及び性能は応用に好適な様に
選択され、例えば、光源の出力パワー、冷却剤の容積、そして望まれる合計治療時間によ
り変わる。
【０１１９】
　チューブ１９０ａは１端でポンプ１８０に、第２端でヒートシンク組立体２８０に接続
される。図３で示す様に、チューブ１９０ａはチューブ１９０ａを収容するために冷却剤
リザーバー７０の外側に沿って延びる溝３２０に沿って走る。チューブ１９０ｂは１端で
ヒートシンク組立体２８０に、第２端で冷却剤リザーバー１７０のコネクターポート２９
０へ接続される。チューブ１９０ｃは１端で冷却剤リザーバー１７０のコネクターポート
３００に、第２端でポンプ１８０のコネクターポート３１０へ接続される。冷却剤チュー
ブ１９０ａ－１９０ｃの各々は約３．１８ｍｍ（０．１２５インチ）の内径と約６．３５
ｍｍ（０．２５インチ）の外径を有する柔軟なピーブイシー配管である。該配管は９０℃
の最高温度容量を有する。冷却剤チューブ１９０ａ－１９０ｃの６つの端部の各々は同様
なコネクターポートに接続される。しかしながら、図３では、コネクターポート２９０，
３００及び３１０のみが示される。チューブ１９０ａ－１９０ｃの端部がそれぞれのコネ
クターポートに接続された後、該チューブは、漏洩を防止するために、この目的に好適な
商用グレードシール剤を使って該コネクターポートにシールされる。
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【０１２０】
　チューブ１９０ａ－１９０ｃが完全に接続されると、それらは連続回路を形成し、該回
路を通して、流体、この場合は水、が光源組立体２３０を冷却するため循環される。光美
容デバイス１００の動作時、水が冷却剤リザーバー１７０から、チューブ１９０ｃを通り
、ポンプ１８０内へ流れるのが好ましく、該ポンプは該流体を、チューブ１９０ａを通り
、ヒートシンク組立体２８０を通り、チューブ１９０ｂを通りそして冷却剤リザーバー１
７０内へ戻るよう強制する。
【０１２１】
　光美容デバイス１００の運転中、該水は光源組立体２３０により発生される熱を除去す
るためヒートシンク組立体２８０を横切って流れる。冷却剤リザーバー１７０は光源組立
体２３０から除去された熱用の追加のヒートシンクとして作用する。該水を直接ヒートシ
ンク組立体２８０から、冷却剤チューブ１７０を通り冷却剤リザーバー１７０内へ導くこ
とにより、最近に過熱された水は冷却剤リザーバー１７０内に分散されるが、それは、も
し最近加熱された水がポンプ１８０を通して最初に循環された場合より、効率的に該熱が
分散されることを可能にする。しかしながら、該水は他の実施例では何れの方向に流れて
もよい。
【０１２２】
　５Ｗの光学的パワーの発生で、ＬＥＤモジュール２７０の電力は約８４－８６Ｗとなる
。光美容デバイス１００の冷却システムは必要な治療時間、この実施例用では１０分間、
動作ジャンクション温度を１２５℃より下に保持する。ヒートシンク組立体２８０の表面
と該循環システム内に含まれる水の間のジャンクションの合計熱抵抗（Ｒｔｈ）は約０．
３１５Ｋ／Ｗである。従って、水温に対するジャンクション温度上昇は約２６．５（０．
３１５Ｃ／Ｗ×８４Ｗ）である。個別ＬＥＤダイ５３０用の最高動作ジャンクション温度
（Ｔｊｕｎｃｔｉｏｎ）は１２５℃である。該ジャンクション温度は下式で与えられる。
【０１２３】
　　Ｔｊ＝（Ｒｔｈ×ＨＬ）＋Ｔａ＋ΔＴｒｉｓｅ

ここでΔＴｒｉｓｅは熱がその中へ追い出された時の水の温度上昇である。従って、もし
Ｔｊｍａｘが１２５℃で周囲温度が３０℃であるなら、最高水温上昇は下記以下である。
【０１２４】
　　ΔＴｒｉｓｅ＝１２５℃－２６℃－３０℃＝６９℃
　従って、この実施例で、運転中Ｔａは好ましくは＜７０℃に限定されるのがよい。この
値は実施例により変化し、下記で論じる種々の種類の冷却システムを使う他の実施例には
適用可能でない。
【０１２５】
　図９と１０を参照すると、ヒートシンク組立体２８０が詳細に示される。ヒートシンク
組立体２８０は好ましくは銅製であるのがよいが、代わりに他の熱伝導性金属又はヒート
シンクとして役立つのに適した他の材料で作られてもよい。ヒートシンク組立体２８０は
フェースプレート３８０とバックプレート３９０から成る。フェースプレート３８０は光
源組立体２３０内に該ヒートシンク組立体２８０を固定するため使われる４つの孔４００
を有する。ヒートシンク組立体２８０が位置的に固定される時、フェースプレート３８０
の前方へ又は遠位の方へ面する面はＬＥＤモジュール２７０の後方へ又は近位の方へ面す
る面と接触する（図２に示す様に）。（フェースプレート３８０の遠位の方へ面する面は
図９と１０で下方に面しており、かくしてそれらの図では見られない）光美容デバイス１
００の動作中、フェースプレート３８０の遠位の方へ面する面とＬＥＤモジュール２７０
の背部との間の接触は、ＬＥＤモジュール２７０からヒートシンク組立体２８０への熱伝
達を容易にする。
【０１２６】
　図１０に示すフェースプレート３８０の後方へ又は近位の方へ面する面は高められた部
分４１０を有する。高められた部分４１０はフェースプレート３８０の外側エッジ４２０
より比較的厚く、円形であり－フェースプレート３８０の面３８４の地理学的中心内に配
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置される。該円形の高められた部分４１０内に螺旋型溝４３０がある。バックプレート３
９０が位置すると、螺旋型溝４３０は空けられた空間を形成し、該空間は運転中、水がそ
れを通過することを可能にして、ヒートシンク組立体２８０からの熱を除去する。該螺旋
型チャンネルは全てのハンドピースの配向に適合し、かくして効率的冷却用に有効な構成
であると考えられる。
【０１２７】
　バックプレート３９０は図９に示される３つのコネクター４４０ａ－４４０ｃを有する
。光美容デバイス１００が完全に組み立てられた時、ヒートシンク２８０が光源組立体２
３０を冷却するため使われる循環システムの部分として接続されることを可能にするよう
、コネクター４４０ａ－４４０ｃは、それぞれ、冷却剤チューブ１９０ａ、冷却剤チュー
ブ１９０ｂ及び感熱スイッチ２００用の接続を提供する。かくして、運転時、水はチュー
ブ１９０ａから、螺旋溝４３０内へそしてそれを通り、そしてヒートシンク組立体２８０
から、チューブ１９０ｂ内へ流れることが出来て、そこで該水は冷却剤リザーバー１７０
へ戻される。これは、該循環システム内に含まれる約１８０ｃｃの水へ追加の熱を伝達す
ることにより、ヒートシンク組立体２８０が光源組立体２３０を効率的に冷却することを
可能にする。更に、螺旋溝４３０は、その間流体がヒートシンク組立体８０と接触する比
較的長いセクションを提供することにより効率的熱伝達を提供する。
【０１２８】
　ヒートシンク組立体２８０を組み立てるために、バックプレート３９０はフェースプレ
ート３８０へ糊付けされる。代わりに、バックプレート３９０はねじ又は他の適当な手段
によりフェースプレート３８０へ取り付けられてもよい。流体が進む通路の代わりの形状
を含む、及び／又は、該ヒートシンク組立体内で流体が上を流れる表面積を増やすフィン
又は他の面を含む、等、ヒートシンク組立体２８０の他の代わりの実施例が可能である。
【０１２９】
　循環システム用の多くの他の構成が可能である。１つの代わりの実施例が図１７－２０
に示される。図１７の組立分解図で示される、光美容デバイス１５００は図１に示す光美
容デバイス１００と同様である。しかしながら光美容デバイス１５００は、ハウジングセ
クション１５４０と１５５０から成る、光美容デバイス１５００のハウジングの２ピース
設計を含めて幾つかの差異を有する。比較して、光美容デバイス１００のハウジングは上
記の様に３つのハウジングセクション１４０，１５０及び１６０により形成される。
【０１３０】
　光美容デバイス１５００は又冷却システムを有し、該システムの中では多くの部品が１
つのリザーバー１５７０内に一体化される。光美容デバイス１５００の冷却システムはリ
ザーバーセクション１５７０とポンプ組立体１５８０を有する。リザーバーセクション１
５７０はリザーバー１６００を形成するハウジング１５９０，ポンプ組立体マウント１６
１０，循環出力部１６２０，循環パイプ１６３０，インターフエースセクション１６４０
，循環入力部１６４５そしてマウンティングサポート１６５０を有する。ポンプ組立体１
５８０はモーターハウジング１６６０，モーターハウジングｏ－リング１６７０，インペ
ラー１６８０，モーターｏ－リング１６９０そして直流モーター１７００を有する。
【０１３１】
　光美容デバイス１５００が完全に組み立てられると、該デバイスは、流体、この場合は
水、が光美容デバイス１５００の光源組立体を冷却するため通って循環する、連続冷却回
路を有する。運転時、直流モーター１７００により駆動されるポンプ組立体１５８０は冷
却剤に該循環システムを通るよう流れさせる。冷却剤は好ましくはリザーバー１６００か
ら循環出力部１６２０を通るよう流れるのがよく、該出力部では該冷却剤はインペラー１
６８０により循環パイプ１６３０内へ汲まれる。該冷却剤は循環パイプ１６３０を通って
進み、インターフエースセクション１６４０内の出力開口部１６３５を経由してヒートシ
ンク組立体１７２０内へ流れる。該出力開口部１６３５は循環パイプ１６３０の端部にあ
る。次いで該冷却剤はヒートシンク組立体１７２０を通って流れるが、該組立体では熱は
該ヒートシンク組立体１７２０から該冷却剤へ伝達する。次いで該冷却剤は該インターフ
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エースセクション１６４０の中央に配置される入力開口部１６４５を経由してリザーバー
１６００内へ戻るよう流れる。光美容デバイス１５００では、該ヒートシンク組立体１７
２０は、インターフエースセクション１６４０の面に対し固定された１片の金属である。
【０１３２】
　なお他の実施例では、光美容デバイスを冷却するために追加の部品が該循環システム内
に含まれてもよい。例えば、同じ量の、熱放散、従って治療時間に適合しながら、冷却剤
リザーバー内に蓄えられる、又は該冷却剤リザーバーを置き換えるか、又は比較的小さい
冷却剤リザーバーを許容するか、何れかのラディエーターが熱を放散するため設計される
。
【０１３３】
　加えて、循環的水冷却より他の冷却機構、例えば圧縮ガス、熱フィンを有するパラフィ
ンワックス又は吸熱性化学作用、が使われてもよい。水の冷却能力を高めるために化学反
応剤が使われてもよい。例えば、ＮＨ４Ｃｌ（粉末）が温度を下げるために該冷却剤（水
）に直接付加されてもよい。これは水の熱容量を減じ、かくしてこの様な冷却は、例えば
光源の近くのヒートシンクに循環された水から分離されたＮＨ４Ｃｌ溶液を有する外部冷
却源として該冷却システムを増強させる。代わりに、ナノ粒子の懸濁物は冷却剤の熱伝導
率を高めるため使われてもよい。
【０１３４】
　更に、他の形の冷却も可能である。例えば、本実施例の１利点は、それが医学的環境で
光美容デバイスを冷却するため普通に使われるが、高価で大きい冷凍装置のニーヅを解消
することである。しかしながら、もう１つの可能な実施例は、手持ち式光美容デバイス内
にあるか、又は遠隔配置され、電氣ケーブルにより手持ち式デバイスに接続されるか、何
れかの冷凍装置を有してもよい。同様に、熱交換機が第１循環システムと第２循環システ
ムの間で熱を交換するため使われてもよい。
【０１３５】
電子制御システム
　図１－３を参照すると、光美容デバイス１００は電力制御スイッチ２１０を経由して電
子制御システム２２０に電力を提供する電源２１５により電力を与えられる。電源２１５
は電氣コード２１７を経由して光美容デバイス１００に接続される。電源２１５は標準壁
出口に差し込み、光美容デバイス１００の電氣部品に直流を提供する交流アダプターであ
る。電氣コード２１７は好ましくは軽量で柔軟なのがよい。代わりに、電氣コード２１７
は省略され、光美容デバイス１００が、光美容デバイス１００の代わりの実施例内に配置
される再充電電源（例えば、バッテリー又はキャパシター）用の充電ステーションである
ベースユニットと連携して使われてもよい。なお他の実施例では、光美容デバイスの代わ
りの実施例の再充電電源及び交流アダプターを含むことにより、ベースユニットが取り除
かれてもよい。
【０１３６】
　電子制御システム２２０は電氣コネクター３７０上で遠位の部分１２０の部品から情報
、例えば、接触センサー３６０を介した窓２４０の皮膚との接触に関する情報、を受信す
る。提供された情報に基づき、電子制御システム２２０は、ＬＥＤモジュール２７０のセ
グメント４７０ａ－４７０ｆの点灯を制御するために、又電氣コネクター３７０を使って
光源組立体２３０へ制御信号を送信する。電子制御システム２２０は又電氣コネクター３
７０を経由して光源組立体２３０から情報を受信してもよい。
【０１３７】
　１実施例では、光美容デバイス１００は含まれる制御的特徴に例え依存しなくても一般
に安全である。この実施例では、光美容デバイス１００のエネルギー出力は、例え、該装
置からの光が人の眼の中に有害に照らされても、該光がその人の眼に傷害を起こさないよ
う、比較的低い。更に、その人は不快感を受け、何等かの傷害が起こる前に、眼を背けさ
せ、まばたきさせるか、又は該光源を彼等の眼から離れるよう移動させる。該効果は電球
を直接見るのと同様である。同様に、ユーザーの皮膚への傷害は、例え推奨露光時間を越
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えても、使われるエネルギーレベルでは起こるべきでない。又、パラメーターの組み合わ
せが或る環境で或る傷害に帰着する程度に、何等かのこの様な傷害の前に、ユーザーの不
快感が起こり、該手順の終了に帰着する。更に、本発明の実施例で使われる電磁放射は一
般に可視光の範囲であり（ＵＶ、近赤外、赤外、及び無線周波範囲の電磁放射も使われる
が）、発癌性又は他の危険な短波長紫外線放射（＜３００ｎｍ）の様な電磁放射は避けら
れる。
【０１３８】
　光美容デバイス１００は一般に安全であるが、それとは別に、該デバイスはユーザー用
に該デバイスの安全を高める幾つかの追加の制御の特徴を有している。例えば、光美容デ
バイス１００は消費者による使用のための電子式手持ち美容デバイスについての標準的安
全の特徴を有する。加えて、図１２を参照すると、光美容デバイス１００は、合計治療時
間を限定することにより延長した時間の使用を防止したり、治療が終了した後ユーザーが
予めセットした時間光美容デバイス１００を再び使うことを防止することにより過剰使用
を避けたり、そしてユーザーが光美容デバイス１００からの光で彼等の眼又は他の誰かの
眼を照らすことを防止する、制御機構の様な追加的な安全の特徴を有する。
【０１３９】
　例えば、光源組立体２３０は、窓２４０の全て又は１部が治療されるべき組織に接触す
る時のみ点灯される。更に、組織に接触する光源組立体２３０の部分のみが点灯され得る
。かくして、例えば、該組織と接触する光源組立体２３０のセクションに付随するＬＥＤ
ｓは点灯される、一方接触しない光源組立体２３０のセクションに付随する他のＬＥＤｓ
は点灯されない。
【０１４０】
　これは接触センサーリング２６０を使って達成されるが、該リングは上記説明の様に、
窓２４０の周りに等距離に配置された６つの接触センサー３６０のセットを有する。該６
つの接触センサー３６０の各々は、光源組立体２３０の６つのパイ型のセグメント４７０
ａ－４７０ｆの１つと組み合わされる。各セグメント内の対応するＬＥＤｓは該センサー
出力に応答して制御電子機器により賦活される。接触センサー３６０が皮膚との接触を検
出すると、電氣信号が電子制御システム２２０へ送られ、該システムは対応する信号を光
源組立体２３０へ送り、対応するセグメント４７０ａ－４７０ｆのＬＥＤダイ５３０を点
灯させる。もし多数の接触センサー３６０が押されるなら、対応するセグメント４７０ａ
－４７０ｆの各々のＬＥＤダイ５３０が同時に点灯されるだろう。かくして、該６つのセ
グメント４７０ａ－４７０ｆのどんな組み合わせも、すなわち１つのセグメントから全６
つのセグメント４７０ａ－４７０ｆまで、同時に点灯され得る。
【０１４１】
　代わりの実施例では、該接触センサーは機械的、電気的、磁気的、光学的であってもよ
く、或いは何等かの他の形式であってもよい。更に、該センサーは組織を、応用に依って
、窓２４０が該組織に直接接触していても或いはその近くの近接部にあっても、検出する
よう構成される。例えば、センサーは、運転中組織と直接接触せず、該皮膚の近くの近接
部にある時、動作するよう設計された窓又は他のアパーチャーを有する光美容デバイスで
使用されてもよい。これは該デバイスが、例えば、該デバイスの窓又はアパーチャーと治
療される組織の間にローション又は他の物質を噴射することを可能にするだろう。
【０１４２】
　安全の特徴を提供するのに加えて、接触センサーリング２６０は又該治療を改良するた
めに電子制御システム２２０により使われる情報を提供する。例えば、電子制御システム
２２０は１つの治療セションの全体治療時間を制御するために、システムクロックとタイ
マーを有する。かくして、電子制御システム２２０は治療状況とパラメーターに依り全体
治療時間を制御及び変更することが出来る。電子制御システム２２０は又光源組立体２３
０へ送られる全体電力を制御することが出来て、それにより治療の何等かの与えられた点
に於ける光源組立体２３０から点灯される光の輝度を制御する。
【０１４３】
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　例えば、もし治療中、光源組立体２３０のセグメント４７０ａ－４７０ｆの１つだけが
点灯されるなら、光源組立体２３０は、もし、他方、全６つのセグメント４７０ａ－４７
０ｆが点灯されるなら発生される光エネルギーの約１／６分のみを発生するだろう。その
場合、光源組立体２３０は比較的少ない熱を発生し、組織に比較的少ない全光を提供する
（単位面積当たり光の量はその点で同じだろう）。もしより少ない光が発生されるなら、
冷却システムの水はもっとゆっくり加熱され、より長い治療時間を許容する。電子制御シ
ステム２２０は該治療セション中セグメント４７０ａ－４７０ｆの各々が点灯された合計
時間に基づき、光の形のエネルギーが組織に提供される割合を計算する。もし、該６つの
セグメント４７０ａ－４７０ｆの１つ以上が点灯されないので、より少ないエネルギーが
該治療コース中に提供されるなら、電子制御システム２２０は順応して合計治療時間を増
加出来る。これは、治療セッション中、適当な量の光が、治療されるべき組織へ送られる
よう利用可能であることを保証する。
【０１４４】
　上記で論じた様に、光美容デバイス１００を使う１つの治療用の可能な合計治療時間は
、約１０分である。もし該セグメント４７０ａ－４７０ｆの１部分のみが治療中の種々の
瞬間に点灯されるなら、電子制御システム２２０は該治療時間を延長してもよい。
【０１４５】
　代わりに、もしセグメント４７０ａ－４７０ｆの全部の６つより少ないものが点灯され
たなら、電子制御システム２２０は該点灯されるセグメント４７０ａ－４７０ｆに利用可
能な電力の量を増やすことが出来て、それにより比較的多い光が該点灯されたセクション
により発生され、それは、今度は、治療されるべき組織の単位面積当たりの送られる光の
量の相対的増加を引き起こす。これはより効果的治療を提供する。
【０１４６】
　当業者は光美容デバイス１００の制御システムの多くのバリエーションが可能であるこ
とを評価するであろう。応用とパラメーターにより、合計治療時間と光輝度は望まれる出
力をもたらすために独立に又は組み合わせで変えられてもよい。加えて、光美容デバイス
の実施例はモードスイッチを有してもよく、該スイッチは、追加的治療時間の付加、又は
該光源の或る部分のみが点灯された時作られる光の輝度の増加、又はこれら２つの或る組
み合わせを含めて、種々の動作モードをユーザーが選択することを可能にするだろう。代
わりに、該ユーザーは、如何に多くのセグメントが点灯されたかから独立して、又は例え
該アパーチャーがセグメントに分割されなくても、より高いパワーであるが、より短い治
療を選択してもよい。
【０１４７】
　更に、光美容デバイスの制御システムが、ユーザーが光源を組織上で動かす速度を検出
することを可能にする１つ以上の速度センサーを含め、多くの代わりの、センサー構成と
デバイスの使用法と、が可能である。この様な実施例では、該光源が比較的速く動きつつ
ある時、光の輝度は、該デバイスが治療されるべき組織の各単位面積に送られるより一定
した光を提供し続けることを可能にするために、光源への電力を増加することにより増加
出来る。同様に、光源の速度が比較的遅い時、該光の輝度は減じられ、光源が或る時間の
間動かないが、該組織と接触して留まる時は、該光源は、組織への損傷を防止するためタ
ーンオフされてもよい。速度センサーは又組織との接触の質を測定するため使われてもよ
い。
【０１４８】
　ブーストチップ２２５は光美容デバイス１００の電気部品へ充分な電力を提供する。充
分な電力がＬＥＤモジュール２７０のＬＥＤダイ５３０を点灯するために利用可能である
ことを保証するために、ブーストチップ２２５は電源からの電圧を変換することにより内
部ＤＣ－ＤＣ変換器の役割を演ずる。
【０１４９】
光美容デバイスの動作
　動作時、光美容デバイス１００は、消費者又は他のユーザーが、例えば、アクニを治療
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及び／又は防止するために彼／彼女の皮膚上で使える、コンパクトで、軽量な手持ち式デ
バイスを提供する。とりわけ、ハンドルとして機能する近位の部分１１０を保持して、ユ
ーザーは窓２４０の微小研磨面４５０を皮膚に対するように置く。窓２４０が該皮膚に接
触すると、該接触センサーに応答して、該制御システムはＬＥＤモジュール２７０のＬＥ
Ｄダイ５３０を点灯する。ＬＥＤダイ５３０が点灯される間、ユーザーは光美容デバイス
１００の窓２４０を、皮膚又は治療されるべき他の組織上で、動かす。光美容デバイス１
００の窓２４０が該皮膚を横切るように動くと、それは皮膚の健康と美容的外観を改善す
るために相乗的に働く２つの仕方で皮膚を治療する。
【０１５０】
　第１は、微小研磨面４５０は、角質層の落屑／置換を誘起するよう角質層の表面部分（
例えば、死んだ皮膚細胞と他の屑）を除去する。人体は繰り返し角質層を置換する－すな
わち約１ケ月の経過を経て角質層を置換する。古い組織の除去はこの更新過程を加速し、
それにより該皮膚をより良く見えさせる。微小研磨面４５０は角質層から古い組織の除去
を強調するよう輪郭沿いに進められる。もし余り少しの研磨しかなければ、効果は無視可
能であるか又は存在しない。余りに多い研磨があれば、微小研磨面は組織を切ったり、さ
もなければ損傷したりする。死んだ皮膚の除去は又皮膚内への光の貫入を改善する。
【０１５１】
　第２に、光美容デバイス１００は、それらの治癒効果用に選択された１つ以上の波長を
有する光で皮膚を治療する。アクニの治療用では、ＬＥＤモジュール２７０は好ましくは
４０５ｎｍに中心がある、約４００－４３０ｎｍの範囲の波長を有する光を発生するのが
好ましい。それらの波長で、光はアクニの治療及び防止に役立つ抗菌特性を有する。
【０１５２】
　加えて、微小皮膚科的研磨と連携して使われる光は、皮膚上の傷を癒す過程を改善する
治癒効果を有する。光の印加が現実に治癒過程を容易化する又は速めることは明らかでな
いが、光は治癒過程で有利な補足的効果を提供するように見える。したがって、光と表皮
研磨の両者で皮膚を刺激することにより光生体変調（ｐｈｏｔｏ－ｂｉｏｍｏｄｕｌａｔ
ｉｏｎ）を提供する実施例は、該治癒過程に有利な効果を有すると信じられる。光美容デ
バイス１００はこの様な目的で使われ得る。もう１つの例として、適当に輪郭を取られた
微小研磨面を有し、その抗炎症効果用に選択された波長を有する光を作ることが出来る光
美容デバイスは、この様な目的にも使用されてよい。
【０１５３】
　皮膚を横切って該デバイスを動かす代わりに、該デバイスは”ピックアンドプレース”
モードで使われてもよい。この様なモードでは、該デバイスは皮膚／組織と接触して又は
その近くの近接部に置かれ、ＬＥＤｓは予め決められたパルス幅の間点灯され、そしてこ
れは、治療されるべき全体範囲がカバーされるまで繰り返される。この様なデバイスは１
つ以上の接触センサーを有し、接触センサーのみ又は接触センサー及び窓２４０が該皮膚
と接触して置かれ、接触を検出すると、該制御システムは該ＬＥＤｓの全て又は或る部分
を点灯する。微小研磨面はこの様なデバイスでは、動作中該窓が組織の面を横切って動か
される光美容デバイスに於ける程有効ではない。ピックアンドプレースタイプの光美容デ
バイスで該微小研磨面の有効性を改善するためには、微小皮膚研磨を容易化するための回
転又は振動する窓の様な、そして他の目的では、特定スポット上の治療の完了の指示（例
えば、移動又は振動の中止によりユーザーに通信される）の様な、追加的特徴が含まれる
のがよい。
【０１５４】
ユーザーフィードバックシステム
　図１４を参照すると、光美容デバイス９１０の代わりの実施例は１つ以上のフィードバ
ック機構を有する。１つのこの様なフィードバック機構は治療についての情報を消費者に
提供してもよい。この様なフィードバック機構は、光美容デバイス９１０のヘッド９２０
内に配置された１つ以上のセンサー／検出器と、近位の部分９３０内に配置された出力デ
バイス５４０と、を有する。出力デバイス５４０は、１つ以上のＬＥＤｓの点灯させるこ
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とによる可視的フィードバック、該デバイスを振動させることによる機械的フィードバッ
ク、１つ以上のトーンを発射することによる音声フィードバックを含むが、それらに限定
されない、種々の形で該ユーザーへフィードバックを提供してもよい。該フィードバック
機構は、例えば、該ユーザーに組織の特定範囲がアクニを引き起こす細菌を含むかどうか
を知らせるため使われてもよい。この場合、該センサーは、アクニを引き起こす細菌が検
出された時、ユーザーに該範囲を治療し続けるよう知らせるために、該出力デバイスを賦
活させる。該出力デバイスは又、アクニを引き起こす細菌が少ししか、又は全く検出され
ない時、その範囲の治療が完了したことを知らせるために、例えば、異なる、軽い、トー
ン又は異なる機械的フィードバック、で賦活されてもよい。他の実施例では、特定の治療
及び／又は該デバイスの望まれる仕様に依り、追加の又は異なる情報がユーザーに提供さ
れてもよい。
【０１５５】
　加えて、該同じ又は異なるフィードバック機構は、該ユーザーに知らせて又は知らせる
ことなく、該デバイスの動作を制御するために、該光美容デバイス１００により使われる
べき情報を提供してもよい。例えば、もし該フィードバック機構が多量のアクニを引き起
こす細菌を検出したなら、該制御システムは、もっと有効な治療を提供するために、その
範囲の治療中放射される光の輝度を増加するようＬＥＤモジュール２７０への電力を増加
してもよい。同様に、もし該フィードバック機構がアクニを引き起こす細菌を少ししか又
は全く検出しないなら、該制御システムは、エネルギーを浪費せず、より長い治療時間を
許容するために、その範囲の治療時、放射される光の輝度を減じるよう該ＬＥＤモジュー
ル２７０の電力を減じてもよい。もしＬＥＤモジュール２７０が上記説明の様にセグメン
トに分けられているなら、該デバイスは各セグメント用の１つ以上のフィードバック機構
を有し、該制御システムはそれに応答して各セグメントを個別に制御してもよい。
【０１５６】
　図１４に示す実施例では、該フィードバック機構はアクニ内のプロトポルヒリンの蛍光
を検出するため使われる蛍光センサーを有するセンサー９００を備えるが、該プロトポル
ヒリンは赤及び黄の範囲の光を吸収後、蛍光を放つ。蛍光は、プロトポルヒリンがＬＥＤ
モジュール２７０から送られる治療光を吸収した結果であるか、又は該フィードバック機
構がこの様な蛍光を誘起するための別の光源を有しているかである。細菌ピーアクニの増
加した濃度の範囲（尋常なアクニの治療時）、又は色素沈着した口の細菌（口腔を治療時
）は、細菌により作られるプロト－及びコプロ－ポルヒリンの蛍光により検出され、輪郭
を描かれ得る。治療が進むと、該蛍光信号は減じる。
【０１５７】
　他の実施例では、フィードバック機構がとりわけ下記検出用に使われる。
【０１５８】
　ａ．細菌活動により引き起こされる皮膚表面ｐＨの変化。
　ｂ．その病変が視認可能となる前のアクニ病変の形成らしい範囲。これは皮膚の電気的
特性（静電容量）及び皮膚の機械的特性（弾性）の変化を検出することにより行われる。
　ｃ．日光黒子（色素沈着スポット）。これは治療される局所的組織内の相対的メラニン
及び血液含有量の変化を測定することにより行われる。同じ測定は表皮病変（治療される
）と黒子（治療を避ける）の間を区別するため使われ得る。
　ｄ．光学的若返りを行う時の光損傷された皮膚の範囲。これは光損傷した皮膚対光損傷
してない皮膚の蛍光（特にコラーゲン蛍光）の相対変化を測定することにより達成される
。
　ｅ．口の治療を行う時のエナメル汚点。これは弾性的な散乱か又は蛍光か何れかを使っ
て光学的に行われる。エナメルからの反射の及び／又は蛍光の光の検出用に光検出器とマ
イクロチップが使われる。
【０１５９】
　本発明の光美容デバイスは又しわ（皮膚のしわ）を治療することが出来て、皮膚の静電
容量を測定するセンサーが該デバイスに組み込まれるが、該デバイスは該皮膚の相対的弾
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性を決定することが出来て、それにより、形成済み及び形成中の両者のしわを識別する。
この様な光美容デバイスは静電容量の相対変化か又は抵抗値の相対変化か何れかを測定出
来る。
【０１６０】
　又光美容デバイス、光学的コヒーレンス技術｛”オーシーテー（ＯＣＴ）”｝を使って
しわ、色素沈着した病変、アクニそして他の状況を検出するよう設計される。これは光学
的画像か又は皮膚静電容量画像か何れかでのパターン認識により達成される。この様なシ
ステムは、例えば、しわを自動的に分類し、該しわを治療するかどうか、及び／又は如何
に治療するか、を決定する追加情報を該制御電子機器に提供する。オーシーテーを、電気
的パラメーターの測定を、或いは他の検出（又はそれらの組み合わせ）を使うにしても、
この様なデバイスは該状況自体（例えば、しわ、アクニ、色素沈着したそして脈管の病変
、他）に治療を制御／集中する利点を有し、又該状況が完全に展開する前に該状況を治療
するため使われるが、それはより良い治療結果に帰着する。
【０１６１】
　光美容デバイスの実施例は、例えば、年齢又は肝臓スポット又は雀斑の治療を可能にす
るため皮膚の色素沈着の相対変化を決定することが出来るフィードバック機構を有する。
この様な光美容デバイスは皮膚の真皮の色素沈着と表皮の色素沈着の間を区別出来る。動
作時、１つ以上のＬＥＤｓ（治療源であるか又はもう１つの光源でもよい）からの光は該
皮膚に貫入する。該光の幾らかはセンサーへ戻るよう反射される前に表皮のみを通過する
。同様に、該光の幾らかはセンサーへ戻るよう反射される前に表皮及び真皮の両者を通過
する。次いで電子制御システムは、表皮及び真皮が色素沈着を有するかどうかを、該反射
光から決定するために該センサーからの出力を使う。検査される組織の範囲は表皮内のみ
の色素沈着を有するなら、該電子制御システムは該色素沈着が治療用に好適な雀斑又は加
齢スポットを表すことを決定する。もし検査される組織の範囲が真皮と表皮の両者に色素
沈着を有するなら、該電子制御システムは又該組織が黒子、入れ墨、又は治療に好適でな
い皮膚病変を有することを決定する。この様な光学的色素沈着検出システムは、ことによ
ると、時－又は周波数－分割検波技術と組み合わされた、拡散反射光の空間－分割式測定
を使い実現され得る。
【０１６２】
　種々の又は追加のセンサー及び光又は他のエネルギー源又はそれらの組み合わせを用い
た種々のフィードバック機構を有する、多くの代替え実施例が可能であることは当業者に
は明らかであろう。例えば、アクニに付随する細菌による作られたポルヒリンの蛍光及び
しわに付随する皮膚静電容量の様な、種々の肉体的特性を測定するセンサーの組み合わせ
が含まれてもよい。加えて、センサー配置が変えられてもよい。例えば、光美容デバイス
は、ユーザーが光美容デバイスを動かす方向に無関係に、治療を要する範囲を光美容デバ
イスが検出することを可能にするために、治療用光源の周りに直角に配置された２つの光
学的センサー、又は正方形パターンで配置された４つの光学的センサー、を有してもよい
。
【０１６３】
　代わりに、光美容デバイス１００は、ユーザーの皮膚上での窓２４０の移動速度、アク
ニを引き起こす細菌の存在及び／又は皮膚温度、に関する情報を提供するセンサーを有し
てもよい。もう１つの実施例では、ホィール又は球が皮膚と物理的接触をするよう位置付
けられるが、ハンドピースが皮膚に対し動かされると該ホィール又は球が回転するように
該位置付けが行われ、それにより該ハンドピースの速度が該制御システムにより決定され
ることを可能にする。代わりに、ユーザーが何時該デバイスが治療し、何時治療してない
かを知るよう、該ハンドピースの速度が望ましい範囲内にあるかどうかをユーザーに知ら
せるために可視指示器（例えば、ＬＥＤ）又は可聴指示器（例えば、ビーパー）が使われ
てもよい。或る実施例では、該ユーザーに情報を提供するために多数の指示器（例えば、
種々のカラーを有するＬＥＤｓ、又は種々の音声指示器）が使われてもよい。
【０１６４】
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　他の速度測定方法が本発明のこの側面の範囲と共にあることは理解されるべきである。
例えば、ハンドピースが皮膚に対し動かされる時、皮膚の電気的（静電容量と抵抗）／磁
気的特性の時間依存性を記録することによりハンドピース速度を測定する電磁装置。代わ
りに、対象が皮膚面を横切ってドラグされる間に放射される音の周波数スペクトル又は振
幅が測定され、該音響スペクトルは速度に左右されるので、最終情報が速度を計算するた
め使われる。もう１つの代替えは、該ハンドピースが皮膚に沿って動かされる方向に沿う
距離により分離される２つのセンサー（例えば、１つは光学システムの前、１つはその後
）を使うことにより、ハンドピース速度を測定するための熱的センサーを使用することで
ある。この様な実施例では、第１センサーはハンドピース速度から独立した未治療皮膚の
温度をモニターし、第２センサーは照射後皮膚温度をモニターし、ハンドピース速度がゆ
っくりする程、与えられた皮膚範囲へ送られる影響は大きく、それは第２検出器により測
定されるより高い皮膚温度に帰着する。従って、該２つのセンサー間の温度差に基づき速
度が計算される。
【０１６５】
　上記実施例の何れに於いても、速度センサーは接触センサーと連携して使用される（例
えば、ここで説明される接触センサーリング２６０）。ハンドピースの１実施例では、接
触及び速度の両者は同じ部品により決定される。例えば、従来のコンピュータの光学的マ
ウス上で使われる様な光学的マウス型センサーが接触及び速度を決定するため使われても
よい。この様なシステムでは、皮膚面を連続的に画像形成するためにＣＣＤ（又はＣＭＯ
Ｓ）アレーセンサーが使われる。上記で説明した様に、特定セットの皮膚特徴の速度を追
跡することにより、該ハンドピースの速度は測定され、該アレーセンサーにより受信され
る光学的信号の強さは該皮膚との接触時増加するので、信号強さをモニターすることによ
り接触が決定される。加えて、ＣＭＯＳデバイスの様な光学的センサーは、皮膚から戻り
反射される光に基づき皮膚色素沈着レベル又は皮膚タイプを検出、測定するため使われ、
治療は色素沈着レベル又は皮膚タイプにより変えられてもよい。
【０１６６】
　本発明の或る実施例では、放射源出力を制御するために、フィードバックループ又はル
ックアップテーブルと連携して運動センサーが使われる。例えば、放射されるレーザーパ
ワーはルックアップテーブルに依ってハンドピース速度に比例して増加される。この方法
では、固定皮膚温度は、ハンドピースがハンドピース速度の範囲で動かされる事実にも拘
わらず、選択された深さでは保持される（すなわち、皮膚表面で一定フラックスを保持す
ることにより）。指定深さで与えられた皮膚温度を達成するため使われるパワーは、引用
によりここに組み入れられる特許文献４で詳細に説明される。代わりに、治療後皮膚温度
はモニターされ、治療光源出力パワーを変えることにより皮膚面で実質的に一定の影響を
保持するようフィードバックが使われる。皮膚温度は従来の熱的センサーか又は非接触中
赤外線光学的センサーか何れかを使うことによりモニターされる。上記運動センサーは例
示用であり、運動検出は音声の様な他の手段により達成されてもよい（例えば、ドップラ
ー情報を使って）。
【０１６７】
光美容デバイスと共に使用するアタッチメント
　光美容デバイス１００は種々の治療の実施又は治療の側面でユーザーに役立つアタッチ
メントをオプションで有してもよい。例えば、鼻の周りの様な到達し難い範囲の組織を治
療するためにアタッチメントが使われる。該アパーチャーを制御又は変更するためにアタ
ッチメント又は他の機構を使う光美容デバイスは”適応型アパーチャー”を有すると呼ば
れる。図１３を参照すると、光美容デバイス１００用アタッチメント６００が示される。
アタッチメント６００はクリップ６１０により光美容デバイス１００の遠位の部分１２０
に取り付けられる。４つのクリップはアタッチメント６１０の２つの相対する側の各々上
の２つのクリップを有するよう対称に配置される。アタッチメント６００はフレーム６２
０とアパーチャー６３０を有する。アパーチャー６３０はコーン型で、不透明コーンセク
ション６４０と開口部６５０を有する。アタッチメント６００が取り付けられた時光美容
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デバイス１００に面する不透明セクション６４０の面は反射性材料でコートされる。開口
部６５０は光を通す、現実的開口部であるか、又は該開口部は窓２４０と同じ材料製で該
開口部を横切る窓を有してもよい。
【０１６８】
　アタッチメント６００が光美容デバイス１００に取り付けられると、アパーチャー６３
０は、光源組立体２３０が点灯された時、本質的に全ての光がアパーチャー６３０を通過
するよう窓２４０をカバーする。動作時、アタッチメント６００はユーザーが該光を治療
されるべき組織の小さな範囲上に集中することを可能にする。例によれば、ユーザーは、
鼻の周りの様に到達するのが難しい範囲内の、個別の面ぽう、個別のしわ又は他の状況（
例えば、細い血管又は色素沈着した病変）の様な、特定の小さな影響された範囲を治療す
るためにアタッチメント６００を光美容デバイス１００に取り付ける。
【０１６９】
　ユーザーは開口部６５０のエッジ６６０を皮膚に対するよう置いてもよい。この様な接
触は、アタッチメント６００のフレーム６２０がクリップ６１０経由で光美容デバイス１
００内の圧力感応スイッチと契合することを可能にする。アタッチメント６００が組織に
対し押されると、それは該スイッチを閉じ、それは該接触センサー３６０を契合された様
に見えさせる回路を完成する。かくして、電子制御システム２２０は全部の６つのセグメ
ント４７０ａ－４７０ｆを同時に点灯させる。代わりに、アタッチメント６００は、アタ
ッチメント６００が光美容デバイス１００に取り付けられた時、完結した回路を形成する
接触センサー３６０に面するフレーム６２０の面の周りに走るワイヤを有しており、そし
て該アタッチメント６００は組織に対し押され、それはセンサー３６０に電場を検出させ
、該６つのセグメント４７０ａ－４７０ｆの各々が点灯されることを可能にする。
【０１７０】
　図１３Ａで示される様に、矢印２７１で表され、ＬＥＤモジュール２７０により発生さ
れる光は、開口部６５０を直接通過するか、又は不透明コーンセクション６４０の内部反
射面により反射されるか何れかである。光源組立体２３０も又光学的リフレクター４９０
を有するので、大抵の光は、それが治療される組織６７０内へ進むか又は光美容デバイス
１００の面により吸収されるまで、アパーチャー６３０及び光学的リフレクター４９０に
より区切られる空間６８０内で反射され続ける。もし比較的高い反射率を有する材料が使
われるなら、そしてもし空間６８０内の比較的多くの面が反射性材料でコートされるなら
、比較的より多くの光が組織６７０上に集中するであろう。
【０１７１】
　図１３Ａに示す開口部６５０は窓によりカバーされず、動作中、リム６６０が組織６７
０に対し押されると、組織６７０はコーン６４０内に僅かに膨らまされる。例えば、アク
ニの徴候の面ぽうである組織６７０の部分６９０は空間６８０内に配置される。これは光
２７１が光源組立体２３０から直接組織６９０の頂部を打ち、光２７１が不透明コーンセ
クション６４０の内面により反射される時、間接的に組織６９０の側部を打つことを可能
にする。部分６９０により表される面ぽうが頂部及び側部の両者からの光の中に浸される
ことを可能にすることは光治療の治癒効果を改善し、治療される面ぽうをより有効に減じ
又は除去すると信じられる。
【０１７２】
　面ぽうを治療するのに加えて、アタッチメント６００は又他の目的に使われてもよい。
例えば、アタッチメント６００は頬と鼻孔の間のクレビスの様な窓２４０の大きな面を使
って治療するのが難しい組織の範囲を治療するのに使われる。アタッチメント６００は個
別しわに沿って治療する、又は眼の周りの様に敏感な範囲に注意深く導かれる治療を提供
する、ために使われる。
【０１７３】
　もう１つの実施例で、図２９－３２を参照すると、光美容デバイス１００に似た光美容
デバイス７００は幾つかの追加的機能を提供するためにアタッチメント７１０を有する。
第１に該アタッチメントは皮膚面に追加の機械的作用を提供するために研磨面を有する。
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該研磨面は図２８と連携して論じた微小研磨面４５０と類似である。図３０で示される様
に、アタッチメント７００は、該デバイスの使用時、組織に対し微小研磨の機械的作用を
提供するために、それらがアタッチメント７１０の面から外方へ延びるようサファイヤ粒
子７２０が埋め込まれたプラスチック製である。
【０１７４】
　加えて、アタッチメント７００は最初の光の部分をより長い波長の光を有する光に変換
する蛍光材料を使って作られる。（代わりに、この様な蛍光材料は又光の１部分をより短
い波長バンドに変換してもよいが、これはこの様なデバイスの余り典型的でない応用と考
えられる。）該デバイスの出力スペクトルの例が図３２で示される。図解される様に、ア
タッチメント７００の付加は、２つの対応する最大輝度を有する２つの波長範囲でイーエ
ムアールを放射するデバイスを提供するが、該最大輝度の１つは青の波長バンドにあり、
該最大輝度のもう１つはオレンジの波長バンドにある。
【０１７５】
　他の実施例では、アタッチメントは他の方法で該光美容デバイスの出力を変える。例え
ば、アタッチメントは、該アタッチメント無しで該デバイスが出力する異なる波長で１つ
の最大輝度を有する出力を提供するよう蛍光材料をフイルター用材料と組み合わせる。同
様に、該デバイス単独で提供される最大出力輝度に追加して、又は該デバイス単独で提供
される最大出力輝度をフイルターすることに依って、等の方法を含めて、２つより多い波
長で最大出力輝度を創るために多数の材料が使われる。この様なアタッチメントは表面全
体に亘り近似的に一定で、均一なイーエムアール放射を提供するため層内に一体化される
か、又は例えば、種々の材料を使って窓の種々の部分又はセグメントを作ることにより、
窓の面の種々の部分で種々のイーエムアール放射を提供してもよい。なお他の実施例では
、例えば、種々の波長で光を放射する同調可能な放射源又は源のアレーを含むことにより
、アタッチメントの助力無しで該デバイス自身により、種々の波長で最大出力が提供され
てもよい。
【０１７６】
　他の実施例では、アタッチメントはアタッチメント７００の１つ又はもう１つの機能の
みをサービスするか、又はアタッチメント７００の該機能の１つ又は両機能のみならず追
加の機能を含むことも出来る。
【０１７７】
　なお他の実施例では、アタッチメント、例えば、アタッチメント６００と７００と同様
なアタッチメントが、同じデバイスの多数のユーザーによる治療を個人専用化するため使
われてもよい。例えば、種々の家族メンバー、ルームメイト、他が該デバイスを使うため
に各々が別々のアタッチメントを有してもよく、該アタッチメントは治療時光美容デバイ
スに取り付けられ、次いで次に除去される。異なる個人に属するアタッチメントは容易な
識別用にラベル付けされてもよい。更に、或る実施例では、光美容デバイスは現在使用中
のアタッチメントを認識し、従って自動的に治療パラメーターを調整する機構を有しても
よい。
【０１７８】
　アタッチメント６００及び／又は７００と同様なアタッチメントの多くの異なる実施例
が可能である。例えば、光美容デバイスの代わりの実施例は、アタッチメントが接続され
た時、該電氣制御システムに知らせる電氣接点又は他の機構を有してもよい。それは該電
氣制御システムが、例えば、光源への電力を増加又は減少させるか、又は１つより多い光
源が利用可能な時（例えば、ＬＥＤｓのアレー）、該光源の１部分のみを点灯する、該光
源からの出力のパルス幅とパワーを変える（例えば、短い持続時間の、より高パワーのパ
ルス光で、又はより長い持続時間の、より低パワーで、組織を治療する）、該アタッチメ
ントの端部に置かれた接触センサーを使い、窓上の接触センサーからの情報を無視するこ
とにより治療時間を変えること、他により動作モードを変えることを可能にする。それは
又電子制御システムが種々の目的用に該デバイスと共に使われる種々のアタッチメント間
を区別することを可能にする。
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【０１７９】
　アタッチメント６００の寸法、形状、ディメンジョン及び材料も又様々でよい。例に依
れば、アタッチメントはピラミッドとして形作られてもよい。同様に、該アタッチメント
の内部反射面は、光を組織上にもっと直接的に反射し、光美容デバイスの方へ戻るよう反
射される光の量を減らすために、対数曲線に適合してもよい。もう１つの例として、該ア
タッチメントは、光が窓２４０の１部分からのみ通ることを可能にする単純なフラットマ
スクであってもよい。加えて、該開口部は窓２４０上に中央化される必要はなく、１つの
側へ離されてもよい。同様に、該開口部は寸法、形状が種々であってもよく、又該開口部
の前又は背後に横切って焦点合わせ用又は他の光学機器を有してもよい。幾つかのアタッ
チメントは異なる機能をサービスするために該光美容デバイスへ結合するよう利用可能に
されており、家族の各メンバーは、各家族メンバーが共通の電氣歯ブラシベースへの結合
用に彼等自身の歯ブラシヘッドを有すると同じ仕方で、彼等自身のアタッチメントを有し
てもよい。窓２４０より小さい範囲上に光を集中する代わりに、該光をより大きい治療範
囲上に送るためにアタッチメントが提供されてもよい。該デバイスのアパーチャーは又、
例えば、種々の組織タイプ、組織輪郭及び治療に有効に適合するために、異なる形状を有
してもよい。
【０１８０】
　他の実施例は、比較的大きい面から放射される光で到達するのが難しい範囲の治療を容
易化するため使われる。例えば、図１５に示す様に、光美容デバイスの窓１１００は、よ
り広い面部分１１１０とより狭い面部分１１２０を有する涙滴の様に形作られる。ユーザ
ーは組織の比較的平坦な範囲を治療するために窓１１００の面全体を使い、代わりに広い
面で治療し難い組織の範囲を治療するために該狭い面部分１１２０を使ってもよい。該ユ
ーザーが組織を治療するために窓１１００の狭い面部分のみを使う時は、該狭い面部分に
付随するＬＥＤｓのみが点灯されてもよい。例えば、狭い面部分に付随する接触センサー
１１３０は狭い面部分１１２０を使って治療される組織と接触するか、又は該組織に近い
近接部にある一方、広い面部分１１１０に付随する接触センサーは契合されない。該制御
システムはその時狭い面部分１１２０に付随するＬＥＤｓのみを点灯するためにこの接触
情報を使う。この構成はアタッチメント６００の様なアドオン部品のニーヅを排除する。
【０１８１】
　図１６を参照すると、なおもう１つの実施例では、光美容デバイス１１７０は２つの（
又はより多い）独立アパーチャー、大きい窓１１８０と小さい窓１１９０，を有する。オ
プションでは、該窓は相互に対し移動可能である。小さな窓１１９０は、矢印１２１０に
より示す様に延長位置へ、及び同位置から、スイングするアーム１２００の端部に配置さ
れる。完全に延長されると、アーム１２００は位置的にロックする。延長されたアーム１
２００で治療中、小さな窓に付随する１つ以上の接触センサー１２２０は治療されるべき
組織と接触して、又は該組織の近くの近接部に置かれ、一方大きい窓１１８０に付随する
接触センサー１２３０は契合されない。かくして、該光美容デバイスがこの仕方で使われ
る時、小さな窓１１９０に付随する光源（例えば、ＬＥＤｓ）のみが点灯され、大きな窓
１１８０に付随するＬＥＤｓは点灯されない。更に、光美容デバイス１００に関係して上
記論じた様に、光美容デバイス１１７０の制御システムは、利用可能な窓範囲の比較的小
さな部分のみが利用されることを決定し、小さな窓１１９０か、又は大きい窓１１８０を
使う時（又は小さい窓と大きい窓の両者を同時に使う時）か、何れかに付随するＬＥＤｓ
への電力を増加してもよい。それはそれらのＬＥＤｓにより作られるより多くの光に帰着
し、かくして或る治療の効能を増加させる。
【０１８２】
　オプションでは、皮膚から散乱される光を皮膚内へ向け直すために、先端リフレクター
が該１つ以上のアパーチャー付近に付加されてもよい（上記で、光子リサイクリングとし
て説明された）。近赤外線の波長について、皮膚表面に入射する光の４０％と８０％の間
が皮膚の外へ散乱され、当業者が理解する様に、散乱の量は皮膚色素沈着に部分的に左右
される。先端リフレクターを使って、皮膚から散乱される光を該皮膚の方へ戻るよう向け
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直すことにより、光美容デバイスに提供される効果的影響は２より大きい因数で増加する
。先端リフレクターは光を皮膚の方へ戻り反射させるために、銅、金又は銀コーティング
を有する。
【０１８３】
　反射コーティングは、該皮膚から反射／散乱される光へ曝されるデバイスのどんな不透
過性面に塗布されてもよい。当業者は、これらの面の配置及び効能が光源（複数を含む）
の選ばれた焦点合わせ形状と配置に左右されることを理解するだろう。
【０１８４】
追加の実施例
　上記で詳細説明が与えられたので、多数の代わりの実施例が可能なことは明らかである
。例えば、ディメンション、アタッチメント、光の波長、治療時間、動作モードそして大
抵の他のパラメーターが望まれる治療と治療の方法に依り変えられてもよい。
【０１８５】
　例えば、皮膚内への光の結合用の機構を有する光源が、皮膚へ適用される何等かのハン
ドピース、例えば、シャワーブラシ、又は顔のクレンジング用ブラシ、マッサージャー又
はローラーを含めたどんなタイプのブラシ、の中に又はそれに付置して設置されてもよい
。例えば、その全体の引用によりここに組み入れられた特許文献５を参照。加えて、該光
源はシャワーヘッド、マッサージャー、皮膚クリーニングデバイス、他内に結合されても
よい。該光源は、現在ある製品にクリップされる、ベルクロ（Ｖｅｌｃｒｏ）で締結され
る、又は他の仕方で固定／レトロフィットされるアタッチメント内に設置されてもよく、
或いは該光源は新製品内に一体化されてもよい。
【０１８６】
　もう１つの代わりの実施例では、光美容デバイスは、人が操作中該デバイスを保持する
必要がないよう、例えば、テープ、ストラップ又はカッフにより人に取り付けられてもよ
い。この様なデバイスは、例えば、細菌を殺菌するか又は傷内で成長するのを防止する、
組織内での炎症を減じるか取り除く、又は他の治癒効果を提供する、ために或る範囲の組
織へ光を提供してもよい。この様なデバイスは、例えば、冷却システムの部分としてカッ
フを有し、光源で作られる熱により加熱された水を該カッフを通して循環する、ことによ
り光源により作られる熱を利用してもよい。この様なデバイスは加熱パッドと同様な組織
の追加的熱を提供してもよい。
【０１８７】
　代わって、例えば、該デバイス及び／又は治療されるべき組織の冷却に役立つ氷を挿入
するコンパートメント又はコンテナー又は再凍結可能なパケットを有することにより、組
織に”冷気”を印加するデバイスが使用されてもよい。この様なデバイスは治療されるべ
き組織を冷却するのみならず該デバイスの冷却剤システム内で循環する何等かの流体を冷
却する氷又は他の冷却機構を使ってもよく、それにより長い治療時間を、又は動作中少な
い冷却剤しか要しない比較的小さいデバイスを、或いは両者を提供する。この様なデバイ
スは除去可能な、再使用可能な及び／又は再充填可能なコンテナーを有してもよい。それ
は又使い捨てコンテナーを有してもよい。該コンテナーは、応用に依り、種々の流体、流
体の混合物又は流体と固体粒子の混合物で充たされてもよい。
【０１８８】
　例えば、パラフィンワックスは約６０℃の比較的安定な温度での冷却を提供するため使
われる。一般に、高熱容量を有する物質は比較的大量の熱を蓄積するが、その温度は、熱
が該物質内に蓄積されると、或る速度で常に高まるので、特定温度で相変化を経る物質が
好ましい。他方、物質が相変化を経ると、物質の温度は、相変化が完了するまで、安定で
ある。この現象は光美容デバイスの動作を最適温度により良く調整するため使われてもよ
い。
【０１８９】
　これは、例えば、或る波長のイーエムアールを発生するため半導体デバイスを使う実施
例では、重要である。例えば、青い光を発生する半導体デバイスは、赤の範囲の光を発生
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する半導体デバイスより一般に温度感応性が低い。温度が上昇すると、後者のデバイスは
パワーを失い、発生される波長をシフトする傾向がある。従って、この様なデバイスの温
度を出来るだけ長い間安定した温度に保持するのが望ましい。概略最適動作温度で相を変
化させる熱吸収材料を使うことは、或る実施例に連携してここで論じた様に、４Ｗのイー
エムアールを放射するデバイス用に、比較的長い時間、例えば、５又は１０分の間、に亘
り、該デバイスの安定で、効率的動作を提供する。比較的温度感応性の低い、青い光を発
生する半導体デバイスの場合、該温度は、約１００－１１０℃に保持され、約１２５℃の
最高温度を有する。比較して、可視の赤の範囲（例えば、６３０ｎｍ、６３３ｎｍ及び６
３８ｎｍ）の波長を作る多くの現在の半導体デバイスの最適動作温度は約５０℃である。
【０１９０】
　かくして、約６０℃の相変化材料を低廉に提供するためにパラフィンワックスが使われ
、該材料は、より費用効果的なデバイスを維持しながら、温度感応性部品が長い期間殆ど
最適に動作することを可能にする。代わって、該ワックスは、該相変化温度を該部品の理
想的動作温度に、又は理想的動作温度より僅かに低く、減じるためドープされてもよい。
同様に、望ましい相変化温度を有するもう１つの物質が使われてもよい。かくして、多く
の物質が熱を蓄積するために使われてもよいが、高熱容量を有する物質が好ましく、高熱
容量を有し、該デバイスの電子的又は他の部品が最適に動作する温度で相変化を経る、両
面を有する物質がなお一層好ましい。
【０１９１】
　閉じた循環システムが説明されたが、該デバイスを冷却する水の様な流体を提供するた
めに、源又は再充填可能なコンテナーの様な流体源が挿入される開いた冷却回路を該デバ
イス内に有する他の構成も可能である。
【０１９２】
　本発明の実施例は又、フェースマスクの形であっても、又は治療されるべきユーザーの
身体の他の部分、スムーズであるか、輪郭を付けられるか、又は平坦であるか、又は該放
射を送る突起、水ジェット又は剛毛を利用する、外面を有するアパーチャー（複数を含む
）を備えるアップリケーターの皮膚に面する側、に適合する形であってもよい。この様な
装置はそれが静止している程度にユーザーの皮膚上を動かされてもよいが、好ましい実施
例のすり減らす又は清掃する作用を提供する必要はない。
【０１９３】
　代わりの実施例のヘッドは、治療の前、途中又は後にローション、薬又は局所的物質の
様な物質が通して該皮膚にディスペンスされる開口部を有してもよい。この様なローショ
ン、薬、局所的物質、複合物等が、例えば、或る治療を容易化する光賦活される化合物を
含んでもよい。又ローションは、治療中に塗布する、のに加えて、又はそれに代わって、
該治療の前に塗布されてもよい。この様なデバイスは、光熱的又は光化学的機構を介して
、該ローションと汗腺の間の相互作用を高めるために、制汗又は脱臭のローションと連携
して使われてもよい。該ローション、薬又は局所的物質は、皮膚清掃、加湿、コラーゲン
生成、他の様な、皮膚及び人の健康用の種々の利点を有する化合物を含んでもよい。該物
質は使い捨てのコンテナー、アタッチメント又は他のデバイスを使って塗布されてもよい
。代わりに、該物質は、再使用可能な及び／又は再充填可能なコンテナー又はリザーバー
又は該光美容デバイスの必須部分を形成する他の構造体、を使って提供されてもよい。ロ
ーション又は他の物質は光美容デバイスの効率を改善するために屈折率マッチングをもた
らしてもよい。ローションは、組織の治療に役立つ研磨粒子を有してもよく、例えば、該
ローション内に懸濁された微小粒子を使う皮膚組織の研磨の如くである。該ローション又
は他の物質は抗菌性、抗炎症性であり、紫外線光からの防護｛太陽の紫外線光からのエス
ピーエフ（ｓｐｆ）防護の対策の様な｝を提供する。該ローション又は他の物質は、組織
のエッチングに役立ち、該光美容デバイスからのイーエムアールへの熱的又は光学的反応
をもたらす。該ローション又は他の物質は、例えば、光賦活されない物質上で、治療の又
は物質の効能を改善するよう光賦活されてもよい。該ローション又は他の物質は、例えば
、アクニに付随する細菌を蛍光発光させることにより、マーカー又は治療用検出機構を提
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供してもよく、翻ってそれは、治療範囲の境界、治療が必要かどうか、及び／又は治療が
完了したかどうか、を決定するために、光美容デバイスにより検出されてもよい。
【０１９４】
　図３１を参照すると、なおもう１つの実施例では、光美容デバイス８００は、それから
ローション又は他の物質が配分されるアタッチメント８１０及び／又は８２０を有する。
アタッチメント８１０及び８２０は、ローション、アクニ対抗剤又は他の物質の様な、１
つ以上の物質で満ちた透明なディスペンサーパッドの様な、使い捨て器具であってもよい
。１回以上の使用後、該アタッチメントは捨てられるか、清掃され、再び満たされ、再使
用される。アタッチメント８１０では、満たした材料は該アパーチャーに亘り延びる。ア
タッチメント８２０では、該満たされた材料は光美容デバイス８００のアパーチャーの周
辺付近に含まれる。
【０１９５】
　図３１及び３４－３５を参照すると、アタッチメント８３０はデバイス８００と同様な
光美容デバイス用のアタッチメントのもう１つの実施例である。アタッチメント８３０は
、ラテックス又は他の適当なプラスチック材料の様な延びる材料製である。アタッチメン
ト８３０は、外側リム８３２の間に延びるヘッド部分８３４を囲む外側リム８３２を有す
る。ヘッド８３４は２プライの膜システム８３６及び８３８で作られ、該システムは膜８
３６と８３８の間に貯蔵容積８４０を規定する。膜８３６の１つは１セットの微小孔８４
２を有するが、その孔を通してローション又は他の液体又は流体が分散される。動作時、
アタッチメント８３０は、外側リム８３２を該アパーチャー全体に亘るよう延ばし、アパ
ーチャー８０２の周辺を囲む、対応するリップ８０４の周りに外側リム８３２を填める、
ことにより光美容デバイス８００のアパーチャー８０２全体に亘るよう置かれる。リップ
８０４は光美容デバイス８００の使用中、アタッチメント８３０を位置的に固定する。使
用中、膜８３６は、貯蔵容積８４０内に含まれる物質をディスペンスするために皮膚と接
触してもよい。該アタッチメント８３０を延ばすことにより、微小孔８４２は、その物質
が皮膚に塗布されるよう、閉じ位置から開き位置へ移行する。更に、アタッチメント８３
０と、膜８３６に接触する何れかの皮膚と、の間に圧力が印加され、微小孔８４２を通し
て貯蔵容積８４０内の物質の塗布を更に容易にする。該物質は、例えば、治療に役立ち、
光学的結合を改善し、治療される組織の冷却又は加熱に役立ち、そして／又は他の又は追
加の目的に役立つローションであってもよい。
【０１９６】
　物質をディスペンス出来るアタッチメントの多くの他の実施例が可能である。アタッチ
メントは、光美容デバイスに取り付けられたリザーバーから該アパーチャーを通して物質
がディスペンスされることを可能にする結合機構を有してもよい。アタッチメントは寸法
が固定され、評価される程延びない微小孔を有してもよい。アタッチメントは多孔性の面
又はサファイヤ、ガラス又はプラスチックの様な堅い媒体内に創られた微小孔を有しても
よい。同様に、該微小孔は該アパーチャーの周辺付近に置かれるよう構成されてもよい。
代わりに、光美容デバイスのアパーチャー又は何等かの他の構造体がローション、他の液
体又は流体をディスペンスするよう構成された微小孔を含んでもよい。
【０１９７】
光美容デバイス内での種々の波長の光の使用法
　加えて、代わりの実施例では、望まれる治療により種々の波長の光がその効果を高める
。例えば、アクニを治療時、２９０ｎｍから７００ｎｍまでの波長バンドが一般に受け入
れ可能であるが、前記説明の様に４００－４３０ｎｍの波長バンドが好ましい。コラーゲ
ンの刺激用には、この治療用の目標範囲は一般的に、皮膚内へ約０．１ｍｍから０．５ｍ
ｍの深さにある乳頭状真皮であり、組織内の水がこの治療用の主発色団なので、放射源か
らの波長は、２，３の光子が該乳頭状真皮を越えて通るよう、水又は脂質又はタンパク質
により高度に吸収される範囲内にあるべきである。９００ｎｍから２００００ｎｍの波長
バンドはこれらの基準を充たす。皮脂腺治療用には、該波長は９００－１８５０ｎｍの範
囲にあってもよいが、９１５ｎｍ、１２０８ｎｍ、及び１７１５ｎｍの様な脂肪吸収のピ
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ーク付近が好ましい。毛髪成長管理は、遷移を加速する又は毛髪の成長状態を他の仕方で
制御するよう、毛包マトリックスに作用することにより達成され、それにより印加エネル
ギー及び他の要因に依って毛髪成長を加速又は減速させるが、好ましい波長は６００－１
２００ｎｍの範囲にある。
【０１９８】
　もう１つの例はアクネのみならず他の身体（特に、皮膚及び歯の）状況を治療するため
に使い得る過剰炎症の抑制である。この治療は幾つかの作用機構を通して行われる（下記
の議論は排他的ではない）。これらの機構の幾つかはリボフラビンによる光吸収を含み、
次の光子エネルギーの炎症を減じる生理学的信号への変換を伴う。図３３を参照すると、
リボフラビンを含む幾つかのフラビンの吸収スペクトルが示される（非特許文献３参照）
。４３０ｎｍと４８０ｎｍ（好ましくは、４４０ｎｍと４６０ｎｍの間）の間の波長範囲
内の光が該目的に好適である。もう１つの機構は、シトクロムｃ酸化酵素の様な細胞状シ
トクロムによる光の吸収を含む。これらの発色団の吸収スペクトルは概略５７０ｎｍから
９３０ｎｍまでに拡がる。説明された両機構に取り組むデバイスの１つの可能な実施例は
２つ以上のカラーの光源の組み合わせを有してもよい。（例示的放射スペクトルについて
は図３２参照。）
【０１９９】
　代わりの実施例では、光源は１つの波長の出力を発生してもよく、選択された範囲の波
長に亘り、又は１つ以上の別々のバンドの波長に亘り、出力を発生してもよい。他の範囲
の波長を有する光は単独で、又は種々の範囲の光の特性を利用するために、４００－４３
０ｎｍの様な、他の範囲と連携して、使われてもよい。例えば、４８０－５１０ｎｍの範
囲の波長を有する光は抗菌性を有すると知られるが、４００－４３０ｎｍの範囲の波長を
有する光より細菌の死滅では比較的効果が低いとしても知られる。しかしながら、４８０
－５１０ｎｍの範囲の波長を有する光は又４００－４３０ｎｍの範囲の光よりも皮膚のポ
ルヒリン内に比較的深く貫入するとして知られる。
【０２００】
　同様に、５５０－６００ｎｍの範囲の波長を有する光は抗炎症効果を有するとして知ら
れる。かくして、これらの波長の光は、組織の炎症及び腫脹（例えばアクニに付随する炎
症）を減じる及び／又は緩和するよう設計されたデバイスのみで使われる。更に、これら
の波長の光は、選択された波長の各範囲の特性及び効果を利用するよう設計されたデバイ
スで上記で論じた波長を有する光と組み合わせて使われてもよい。
【０２０１】
　多数波長の光で組織を治療することが出来る光美容デバイスの実施例では、種々の望ま
れる波長の光を提供するために多数光源が１つのデバイスで使われてもよく、或いは１つ
以上の広いバンド源が、適当なフィルタリングと共に使われてもよい。放射源アレーが使
われる場合、幾つかの源の各々は選択された種々の波長又は波長バンドで動作し、そこで
は提供される波長（複数を含む）及び／又は波長バンド（複数を含む）は、治療される状
況と使われる治療プロトコルに左右される。同様に、１つ以上の広いバンド源が使われて
もよい。広いバンド源用には、その出力を望まれる波長バンドに限定するためにフィルタ
リングが必要になる。又、２つ以上の異なる波長で光を放射するＬＥＤダイが１枚の基盤
に設置され、そして該デバイスが設計された治療用に好適な仕方で制御され、例えば、他
の波長の光を放射するＬＥＤダイから独立に、又はそれと組み合わせて、１つの波長で該
ＬＥＤダイの幾つか又は全てを制御する、様に全ての種々のダイに電気的に接続される、
様なＬＥＤモジュールが使われてもよい。
【０２０２】
　源を種々の波長で使うことは、皮膚内の種々の深さの状況用の同時治療を可能にし、光
美容デバイスの種々の動作モードを選択することにより、１つの治療中又は多数治療で、
２つ以上の状況が治療されることさえ可能にする。種々の治療用の波長範囲の例は下記表
で提供される。
【０２０３】
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【表３】

【０２０４】
　他の代わりの実施例では、光美容デバイスのヘッドの寸法と形状は、該光美容デバイス
が治療するよう設計された組織により変えられ得る。例えば、該ヘッドは身体を治療する
ためには大きく、顔を治療するためには小さくてよい。同様に、この様なデバイスのアパ
ーチャー（複数を含む）の寸法、形状及び数は変えられてもよい。又、取り換え可能なヘ
ッドのセットが使われてもよく、－各ヘッドが、特定治療用の異なる機能にサービスする
種々の設計を有したり、或いは１つのデバイスが多数の治療用に使われることを可能にし
てもよい。同様に、多数光源を有する追加コストを避けるために、光が通して放射される
アパーチャーを有するヘッドの面の様に、該ヘッドの１部分のみが、光源を置き換えるこ
と無く、置き換え可能であってもよい。
【０２０５】
　大きい光美容デバイスは、例えば、シャワー又はバス中に身体上で使用されてもよい。
その状況では、水は、ユーザーの皮膚に送られる光用の導波管としても作用する。小さい
光美容デバイスは、小面積の組織へのより狙い澄ました治療を提供するため、又は例えば
口内又は鼻の周りの様な、組織の到達し難い範囲を治療するため、使われてもよい。
【０２０６】
　この点まで、本発明の実施例は、主として皮膚用の光美容的治療に関して説明して来た
。しかしながら、本発明の実施例を使って、指及び足の爪、歯、歯肉、口腔内の他の組織
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、又は子宮腔、前立腺、他を含むが、それらに限定されない内部組織、を含む他の組織が
治療されてもよい。
【０２０７】
　もう１つの実施例では、ここに説明されたデバイスは、放射が治療用に検出された範囲
上に位置付けられる、及び／又は、その範囲上を過ぎる、光源により主として放射される
よう適合されてもよい。例えば、該デバイスが皮膚上を進むと、制御器は治療用に検出さ
れた範囲に対応する或る光源のみをオンに切り替える。例えば、該皮膚上を通り、小さな
色素沈着した病変が検出されるなら、その病変上を通るＬＥＤｓの部分だけが点灯され、
治療する必要のない組織に光を印加することによりエネルギーを浪費することを避けても
よい。
【０２０８】
口腔内組織の治療用光美容デバイス
　本発明の側面に依り、口腔内での使用のため設計された実施例を使って治療される幾つ
かの状況がある。例えば、本発明の実施例は、口内の過剰な歯垢形成又は細菌により引き
起こされるそれらの様な口内の状況を治療出来る。この様な方法は引用によりここに組み
入れられる特許文献６，７に詳細に説明されている。
【０２０９】
　加えて、口内の組織を治療するために本発明の側面によるデバイスを使うことにより、
過去には口腔の外部から治療されて来た或る状況が、口腔内から電磁放射源を使うことに
より治療される。これらの状況の中に、唇付近のアクニ及びしわがある。例えば、疾患皮
膚の外面を照射することにより頬上のアクニを治療する代わりに、口用装置は口腔内から
外の目標組織に向かって該頬を照射してもよい。これは、口腔内の組織壁内のメラニンの
不在と、粘膜組織内の低い散乱と、のために口腔内組織は外側皮膚の表皮より貫入するの
に容易なので、有利である。結果として、光学的エネルギーは容易に組織に貫入し、低レ
ベルのエネルギーで同じ治療を提供し組織損傷のリスクを減じる又は同じレベルのエネル
ギーで改良した治療を提供する。このタイプの治療用の波長の好ましい範囲は約２８０ｎ
ｍから１４００ｎｍの範囲、なおより好ましくは約５９０ｎｍ－１３００ｎｍの範囲にあ
る。
【０２１０】
　図２１－２３を参照すると、光美容デバイス２０００のもう１つの実施例が示される。
光美容デバイス２０００は、歯、歯肉、及び他の組織の様なユーザーの口内の組織を治療
するため使われる歯ブラシである。光美容デバイス２０００はヘッド部分２０１０，ネッ
ク部分２０２０，及びハンドル部分２０３０を有する。
【０２１１】
　ヘッド部分２０１０はそれが周期的に置換されることを可能にするために除去可能な歯
ブラシヘッドであってもよい。代わりに、ヘッド部分２０１０は除去可能でなく、光美容
デバイス２０００はユニボデイ設計を有してもよい。ヘッド部分２０１０は口内の組織を
治療するためにヒートシンク２０４０と光源組立体２０５０を有する。
【０２１２】
　ネック部分２０２０は冷却剤リザーバー２０６０を有し、該リザーバーは動作時、例え
ば、水で充たされ、該水はヒートシンク２０４０から過剰な熱を除去することにより光源
組立体２０５０を冷却するためにヘッド部分２０１０を通るよう循環される。
【０２１３】
　ハンドル部分２０３０は、バッテリーが光美容デバイス２０００に電力を与えるよう設
置されるコンパートメント２０７０を有し、加えてモーター２０８０，ピーシーエム熱キ
ャパシター２０９０，ブースターチップ２１００，螺旋形ポンプ２１１０，電力スイッチ
２１１５及び電子制御システム２１２０を有する。電子制御システム２１２０は光源組立
体２０５０の点灯を制御し、例えば追加の治療を要する細菌の存在をユーザーのために識
別する等、上記説明の１つ以上のフィードバック機構を通してユーザーにフィードバック
を提供してもよい。螺旋型ポンプ２１１０は光美容デバイス２０００の光源組立体２０５
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０を冷却する冷却剤として使われる、水の様な流体を循環する。
【０２１４】
　光源組立体２０５０は図２４から２６で詳細に示される。光源組立体２０５０はＬＥＤ
モジュール２１４０上に設置された剛毛組立体２１３０を有するが、該モジュールはＬＥ
Ｄモジュール２１４０のＬＥＤダイ２１６０から放射される光の９５％以上を反射出来る
光学的リフレクター２１５０を有する。
【０２１５】
　剛毛組立体２１３０は設置用プラットフォーム２１８０に取り付けられた透明で光透過
する光学的剛毛２１７０の１２のスタンドを有する。設置用プラットフォーム２１８０は
、該剛毛２１７０が設置された時該剛毛２１７０を受け入れる孔（示されてない）のセッ
トを有する。
【０２１６】
　光学的リフレクター２１５０は孔２１９０のアレーを有する光リサイクル用鏡である。
各孔２１９０はコーンセクション２２００とチューブセクション２２１０を有するファン
ネル型である。該孔２１９０の各々は基盤２２２０上に設置された個別ＬＥＤダイ２１６
０の１つに対応する。かくして、組み立てられると、図２５に示す様に、各孔２１９０は
１つのＬＥＤダイ２１６０を収容する。光学的リフレクター２１５０は銀でメッキされた
オーエイチエフシー銅製であるが、それが光と接する全ての面上で好ましく高度に反射性
であるならどんな材料であってもよい。光学的リフレクター２１５０の反射面は、ＬＥＤ
モジュール２１４０により発生された追加の光を該剛毛２１７０を通して治療されるべき
組織上へより効率的に反射するため提供される。
【０２１７】
　ＬＥＤモジュール２１４０用組立過程が図２４を参照して図解される。第１に、光学的
リフレクター２１５０はパターン状にメタライズされたセラミックである基盤２２２０に
取り付けられる。第２に、該個別ＬＥＤダイ２１６０が光学的リフレクター２１５０内の
孔２１９０を通して基盤２２２０に設置される。基盤２２２０にＬＥＤダイ２１６０を取
り付けるため使われる材料はチップ熱抵抗を最小化するのに好適であるべきである。好適
な半田は共晶性金錫であり、これは製造者でダイ上に予め蒸着されてもよい。第３に、該
ＬＥＤダイ２１６０は電気接続を提供するため金ワイヤボンドされる。最後に、該ＬＥＤ
ダイ２１６０は適当に屈折率マッチングする光学的ジェル（結合媒体）で密封され、該密
封を完了するために出力光学機器が付加される。この目的で種々の光学的結合媒体が使わ
れてもよい｛例えば、ナイオプチカル（Ｎｙｅ　Ｏｐｔｉｃａｌ）によるナイオジェル（
ＮｙｏＧｅｌｓ）｝。
【０２１８】
　該光透過用剛毛２１７０は剛毛組立体２１３０を形成するため設置用プラットフォーム
２１８０内へ設置される。剛毛組立体２１３０は次いで、該ＬＥＤダイから放射される光
が該光透過光学的剛毛２１７０を通過することを可能にするよう、剛毛２１７０の各個別
スタンドが該ＬＥＤダイ２１６０の各々に直接隣接して位置付けられるよう、ＬＥＤモジ
ュール２１４０の頂面に糊付けされる。図２７に図解される様に、剛毛２１７０の各スタ
ンドの近位の端部２２３０は、光学的カプラー２２４０により対応するＬＥＤダイ２１６
０に結合されるが、該カプラーは、ＬＥＤダイ２１６０からの光を剛毛２１７０へより効
率的に伝達するため適当な光学的材料製である。
【０２１９】
　図２１から２３で示される様に、動作時、ユーザーは電力スイッチ２１１５を使って光
美容デバイス２０００をオンに切り替える。これは電力がバッテリー（示されてない）か
ら供給されるようにする電子回路を閉じる。かくして、電子制御システム２１２０が動作
すると、光源組立体２０５０は点灯され、そしてモーター２０８０は動作し、螺旋ポンプ
２１１０を廻し始める。螺旋ポンプ２１１０はねじ２２４５を廻すことにより冷却剤、こ
こでは水、を汲むが、該ねじは螺旋ポンプ２１１０の中央シャフト２２５０の外面上に配
置され、中央シャフト２２５０から概略はネック部分２０２０の内部円柱面２２８０へ延
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びる。ねじ２２４５の回転運動は水を連続回路である冷却システムを通るよう強いる。
【０２２０】
　螺旋ポンプ２１１０は水を冷却剤リザーバー２０６０からそしてヘッド部分２０１０の
ヒートシンク２０４０を通るよう流れさせる。動作時、光源組立体２０５０により作られ
る熱はヒートシンク２０４０を通る。過剰な熱はヒートシンク２０４０からヒートシンク
２０４０を通って循環する水へ伝達される。加熱水は次いで、ヘッド部分２０１０からネ
ック部分２０２０を通りハンドル部分２１３０まで縦軸線２２６５に沿って走る中空のチ
ューブを形成する中央シャフト２２５０の開いた端部２２５５内に流れる。該加熱水は中
央シャフト２２５０を通って流れ、中央シャフト２２５０の内部から熱キャパシター２０
９０に隣接して配置される孔２２６０を通るよう押し出される。この点で、該加熱水は方
向を逆転し、該水から熱キャパシター２０９０へより効率良く熱を伝達するために、熱キ
ャパシター２０９０のフィン２２７０に沿って流れる。該水は次いでネック部分２０２０
の冷却剤リザーバー２０６０内へ戻るよう中央シャフト２２５０の外部付近を流れる。
【０２２１】
　水が該冷却システム外へ流れるのを防止するために、該冷却システムは熱キャパシター
２０９０とモーター２０８０の間のシール２２９０を用いることを含め、適当にシールさ
れる。ヘッド部分２０１０が除去可能なので、ヘッド部分２０１０とネック部分２０２０
の間の接合部２３００も又光美容デバイス２０００の漏れを防止するためにシールされね
ばならない。これは、一緒にスナップし、該冷却システムを有効にシールする、ヘッド及
びネック部分、２０１０及び２０２０、の間の密接なはめあいを設計することにより達成
される。
【０２２２】
　ユーザーはヘッド部分２０１０を口腔内に置き、治療されるべき組織を剛毛２１７０で
ブラシする。該剛毛から治療されるべき組織へ光が放射する。例えば、光は歯の上の歯垢
堆積を治療し、歯及び歯肉から細菌を除去するため使われる。
【０２２３】
　光美容デバイス２０００の仕様が、光美容デバイス２０００の代わりの低パワーの実施
例と一緒に下記表に示される。該低パワーの実施例はより少ししか電力を使わない利点を
有する。かくして、循環冷却システムは必要でない。代わりに、光源により発生される熱
が、該光美容デバイスのヘッド、ネックそしてハンドル部分内に蓄積され、そして該光美
容デバイスから、周囲空気、ハンドピース上のユーザーの手及び／又はユーザーの口内組
織へ、直接放射される、ことを可能にするヒートシンクが提供される。
【０２２４】
【表４】

【０２２５】
　もう１つの実施例では、口腔内組織の治療用光美容デバイスは、該ユーザーにより治療



(62) JP 2009-532079 A 2009.9.10

10

20

30

40

50

されるべき問題範囲の存在の様な、治療結果についての情報のみならず、治療が完了した
指示、をも提供するセンサーを有する、フィードバック機構を備える。該フィードバック
センサーは、例えば、悪い息又は口腔内組織の他の状況を引き起こす細菌の蛍光を検出す
るため使われる蛍光センサーであってもよい。該センサーは細菌により作られるプロト－
及びコプロ－ポルヒリンの蛍光により、色素沈着した口内細菌を検出し、輪郭を描くこと
が出来る。治療が進むと、蛍光信号が減じるが、該フィードバック機構は、何時治療が完
了するか、又はユーザーが治療を続ける必要がある範囲、をユーザーに示すために、上記
説明の出力デバイスを有してもよい。
【０２２６】
　ユーザーは、該剛毛から、口腔内の何れかの組織、例えば、歯、歯肉、舌、頬、唇及び
／又は喉へ、光を導いてもよい。本発明のもう１つの実施例では、アップリケーターは剛
毛を有さず、代わりに、平坦な表面又はバンプ又は突起を有する面又は光を組織へ印加す
るための何等かの他の面、を有する。該アップリケーターは、それが目標範囲で又はその
近くで、組織に接触するよう、口内組織に対し押される。該アップリケーターは、接触範
囲から該アップリケーターを動かすこと無く、表面下器官を治療するよう、機械的にかき
回されてもよい。例えば、該アップリケーターは、該アップリケーターが接触範囲でユー
ザーの頬に接触するよう、ユーザーの頬に対し押されてもよい。該アップリケーターは、
物理的接触点が変わらず留まりながら、ユーザーの歯又は下にある腺又は器官を治療する
ために、ユーザーの頬内へマッサージされる。この様なアップリケーターのヘッドは透明
で、熱伝達材料から成る接触窓を有してもよい。該接触窓は、それがユーザーにより置き
換えられるべく、除去可能であるよう適合されてもよい。
【０２２７】
　他の実施例では、電磁放射は同じ口内用装置から多方向に向けられる。例えば、発光歯
ブラシは、１つのグループが剛毛に実質的に平行な方向に放射し、一方もう１つのグルー
プは反対の又は或る他の方向に放射するよう、２グループのＬＥＤｓを有してもよい。
【０２２８】
本発明の側面に依る実施例を使う可能な治療例
　本発明の側面に依る幾つかの実施例を説明したが、種々の異なる状況を治療する、光美
容デバイスの多くの異なる実施例が可能であることは明らかである。下記は本発明の側面
に依る装置と方法を使って達成される治療例の論議である。しかしながら、論じられる治
療は例示用で、限定するよう意図されてはいない。本発明に依る装置と方法は多方面であ
り、公知の、又はなお開発されるべき治療に適用されてもよい。
【０２２９】
　例示用治療は放射誘起される毛髪除去を有する。放射誘起される毛髪除去は、本発明の
側面に依る装置と方法により行われ得る美容的治療である。毛髪除去の場合、熱的損傷又
は破壊用の主な目標は、マトリックスと乳頭とを含む毛球と、ヘアバルジの周りの幹細胞
と、である。毛髪除去治療用には、毛幹及び毛球内に配置されたメラニンが狙われる発色
団である。該球はメラニンを含み、かくして熱的に治療されるが、該球内の乳頭と毛幹内
のマトリックスの間の毛髪成長連通路を提供する基底膜は最高濃度のメラニンを含み、選
択的に狙われてもよい。バルジ範囲内の毛幹の加熱は該バルジを囲む幹細胞の熱的破壊を
引き起こす。
【０２３０】
　０．６と１．２μｍの間の波長が典型的に毛髪除去に用いられる。パワー、速度及び焦
点合わせ形状の適当な組み合わせにより、周囲真皮が損傷されずに保たれながら、種々の
毛髪関連の目標（例えば、球、マトリックス、基底膜、肝細胞）は変性温度まで加熱され
得る。目標の毛包と表皮の両者はメラニンを含むので、表皮接触冷却と長パルス幅の組み
合わせが表皮損傷を防止するため使われる。毛髪除去のより詳細な説明は、引用によりこ
こに組み入れられる、同時係属中の出願である特許文献８で与えられる。
【０２３１】
　毛髪除去は広い範囲（例えば、背中及び脚）に亘り要求されることが多く、従って要求
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パワーは、短い治療時間を達成するために、対応して大きい（２０－５００Ｗの桁）。現
世代のダイオードバーは８００ｎｍで４０－６０Ｗを放射出来るが、それは該バーを本発
明の光美容デバイスの或る実施例での使用に有効ならしめる。
【０２３２】
　オプションで、局所用ローションは治療範囲の皮膚（例えば、ハンドピースを介して）
に塗布されてもよい。或る実施例では、透明なローションが、光を照射されるべき皮膚領
域へ向けるために導波管効果を提供するのに好適な範囲の屈折率を有するよう選択される
。好ましくは、ローションの屈折率は水の屈折率（すなわち、水の化学的添加物により約
１．３３）より大きいのがよい。或る実施例では、該ローションの屈折率は真皮の屈折率
（すなわち、約１．４）より大きい。或る実施例では、該ローションの屈折率は内側毛根
鞘の屈折率（すなわち、約１．５５）より大きい。屈折率が内側毛根鞘の屈折率より大き
い実施例では、皮膚面に入射する光は顕著な減衰無しに毛髪マトリックスへ直接送られる
。
【０２３３】
　皮膚を照射するため使われる有効なパルス長さは、ビームサイズを照射源の走査速度で
割って与えられる。例えば、５０－１００ｍｍ／ｓの走査速度で動かされる２ｍｍのビー
ム寸法は２０－６０ｍｓの有効パルス長さを提供する。２５０Ｗ／ｃｍのパワー密度につ
いては、有効なフルーエンス（ｆｌｕｅｎｃｅ）は５－１０Ｊ／ｃｍ２であり、それは高
屈折率ローションを使用せずにデバイスにより送られるフルーエンスの約２倍である。
【０２３４】
　或る実施例では、該ローションのｐＨはマトリックス細胞の変性しきい値を減じるため
に調整されてもよい。この様な実施例では、毛マトリックスを傷つけ、かくして毛髪成長
管理を提供するために低いパワーが要求される。オプションでは、該ローションは源によ
り放射される光の顕著な吸収を有する分子、又はイオン又は原子によりドープされてもよ
い。適当なローションが使われた時、毛包での光の増加した吸収のために、該毛髪マトリ
ックスを加熱するのに充分な照射を提供するよう低パワー照射源が使われてもよい。
【０２３５】
　本発明の毛髪成長管理の方法の第２の例示用実施例は、最初に皮膚を照射する過程と、
次いで毛髪を物理的に除去する過程と、を有する。皮膚の最初の照射により、毛幹の小胞
への、或いは毛包の真皮への、取り付けは弱められる。その結果、機械的又は電氣機械的
脱毛はより容易に達成され（例えば、ソフトワックス化又は電氣機械的脱毛器を使うこと
による）、痛みは除去される。
【０２３６】
　照射は毛球の皮膚又は皮下脂肪への取り付けを弱め、従って、脱毛のみに比べて、顕著
に高いパーセントの毛包を皮膚から抜くことが可能である。毛球の直径は外側毛根鞘の直
径に近いので、毛球付きの毛を抜くことは、付随する幹細胞を含む毛包全体を恒久的に破
壊する。従って、最初に照射し次いで脱毛することにより、新しい毛髪成長は減速される
か又は完全に止められる。
【０２３７】
　脂肪性浮腫は本発明の側面の装置と方法により治療されてもよい美容的問題のもう１つ
の例である。特性的脂肪性浮腫のディンプルの形成は乏しい血液及びリンパの循環で始ま
り、それらは今度は細胞性廃棄物の除去を抑制する。例えば、細胞間空間内の未除去死滅
細胞は時間経過後、脂肪を漏洩する。毒素及び細胞性廃棄物の連続蓄積により結合組織の
損傷とその後の小節形成が起こる。
【０２３８】
　下記は脂肪性浮腫の２つの例示的治療であり、両者共血液流れと繊維芽細胞成長の両者
を刺激することを狙っている。第１の例示的治療では、皮膚面の下２－１０ｍｍに焦点合
わせするよう設計された光学的システムと組み合わされた、近赤外線スペクトル範囲（範
囲６５０－１８５０ｎｍの波長で）で放射する治療源を使って局所化された範囲の熱的損
傷が創られた。１実施例では、１－１００Ｗ／ｃｍのパワー密度を有する光が該皮膚面に
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送られ、該装置は皮膚の下５ｍｍの距離に４５℃の温度を創る速度で運転された。該皮膚
は傷形成を減じるため表皮への損傷を避けるか又は減じるよう冷却された。該皮膚の下の
選択された距離で選択された温度を達成する更に詳細な事項は、その実質が上記引用によ
りここに組み入れられる特許文献９により与えられる。該治療は該組織の圧縮、該組織の
マッサージ、又は該組織上の多数回通過、を含んでいる。
【０２３９】
　上記で述べた様に、アクニはもう１つの非常に普通の皮膚疾患であり、それは本発明の
側面による装置と方法を使って治療され得る。下記は本発明によりアクニを治療する追加
の例示的方法である。該例示的方法の各々では、現実の治療される範囲は比較的小さく（
顔面アクニの治療を仮定する）、かくして低パワーのシーダブリュー源が使われる。
【０２４０】
　第１の可能な治療は皮脂生産を防止するために皮脂腺を選択的に損傷させる過程である
。皮脂腺は皮膚面の下約１ｍｍに配置される。この深さに焦点スポットを創り、脂質（例
えば、０．９２，１．２、そして１．７μｍの近くで）により選択的に吸収される波長を
使って、直接熱的破壊が可能になる。例えば、熱的変性を引き起こすために、上記で引用
によりその実質がここに組み入れられる特許文献９で説明される方法の何れかを使って、
皮膚面の下約１ｍｍに４５－６５℃の温度が発生されてもよい。
【０２４１】
　アクニ用の代わりの治療法は、皮脂の生産の停止及び枯死（プログラムされた細胞死滅
）を達成するために、皮脂腺を熱変性温度の下の点まで（例えば、温度４５－６５℃まで
）加熱する過程を有する。この様な選択的治療は周囲細胞に対する皮脂生産に責任ある細
胞の低い熱的しきい値を利用する。
【０２４２】
　アクニのもう１つの代わりの治療法は皮脂腺への血液供給の熱的破壊である（例えば、
血液を温度６０－９５℃まで加熱することにより）。
【０２４３】
　アクニの上記治療用に、該皮脂腺は、インドシアニングリーン｛アイシージー（ＩＣＧ
）、８００ｎｍ近くを吸収｝又はメチレンブルー（６３０ｎｍ近くを吸収）の様な化合物
を使うことにより近赤外放射に敏感化されてもよい。代わりに、皮脂腺を敏感化するため
に、ホトフリンの様な非熱的、光力学治療剤が使われてもよい。或る実施例では、モノク
ローナル抗体｛エムエイビーエス（ＭＡＢｓ）｝の様な生化学的担体が、これらの敏感化
化合物を直接皮脂腺へ選択的に送るため使われてもよい。
【０２４４】
　上記手順はアクニ用治療法として説明されたが、該治療は皮脂腺の損傷／破壊（そして
従って皮脂出力の減少）を含むので、該治療は過剰に油性の皮膚を治療するためにも使わ
れてよい。
【０２４５】
　アクニを治療するなおもう１つの技術は、妨げられない皮脂流出を可能にするために感
染毛包の開口部を拡げるために光を使う過程を有する。該技術の１実施例では、好ましく
は該小胞開口部内に蓄積するのがよいローション（例えば、有機、無機染料又は吸収粒子
を有する脂質両立性のローション）が該皮膚面に塗布される。治療源波長は該ローション
の吸収バンドとマッチされる。例えば、アイシージードープされたローションの場合は、
該源波長は７９０－８１０ｎｍである。例えば、皮膚面で影響（例えば、１－１００Ｗ／
ｃｍ）を発生することにより、漏斗／下位漏斗で４５－１００℃の温度を発生する光学シ
ステムを使うことにより、該小胞開口部は拡げられ、皮脂は該毛包の外へ流れることが可
能にされ、面ぽう（すなわち、アクニ）形成を防止するよう下位漏斗を作り直す。
【０２４６】
　従来の剥離式のＣＯ２レーザーによる皮膚の面再生の代替えとして、今使われる非剥離
しわ治療は、本発明の側面の装置と方法により行われるもう１つの美容治療である。非剥
離しわ治療は、新コラーゲン堆積を発生するため繊維芽細胞を熱的に刺激するように、表
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皮の冷却と、真皮の上層への光の供給と、を同時の行うことにより達成される。
【０２４７】
　光美容デバイスの実施例は、青の範囲、特に約３８０－３９０ｎｍの、光を皮膚に照ら
すことにより、皮膚内のより新しいコラーゲン内の蛍光を検出するセンサーを有してもよ
い。
【０２４８】
　しわ治療では、主な発色団は水なので、０．８－２μｍの範囲の波長が、該治療での使
用に適当な波長である。顔のしわのみが美容上関心があるのが典型的なので、治療範囲は
典型的に比較的小さく、必要なカバー率（ｃｍ２／ｓ）は対応して低く、比較的低パワー
治療源が使われる。表皮冷却と組み合わせて表面下焦点合わせを提供する光学システムが
、望まれる結果を達成するため使われてもよい。上部真皮温度の精密制御は重要であり、
もし該温度が余りに高いなら、表皮の誘起される熱的損傷が過剰となり、もし該温度が余
りに低いなら、新コラーゲン堆積の量は最小となるであろう。上部真皮温度を精密に制御
するために、速度センサー（手動走査されるハンドピースの場合）又は機械的ドライブが
使われてもよい。代わりに、非接触、中赤外線熱的センサーが皮膚温度をモニターするた
め使われてもよい。
【０２４９】
　加齢スポットの様な色素沈着病変はこれらの構造体内のメラニンを含む細胞を選択的に
狙うことにより除去され得る。これらの病変は、皮膚表面の下１００－２００μｍの深さ
に焦点合わせする光学システムを使って標定され、０．４－１．１μｍの範囲の波長で狙
われ得る。個別メラニン保持細胞は小さく、短い熱的弛緩時間を有するので、浅い表面下
焦点は変性温度に到達するのに役立つ。
【０２５０】
　腋の下の臭の除去は本発明の側面の装置と方法により治療されるもう１つの問題である
。この様な治療では、エクリン／アポクリン腺を熱的に損傷させるために、該エクリン／
アポクリン腺により選択的に吸収される波長を有する源が使われる。オプションでは、損
傷を高めるために敏感化化合物が使われてもよい。
【０２５１】
　欲しない美容的状況に責任のある組織内発色団、又は該組織に近接する発色団、による
光の吸収も、本発明の側面の実施例を使って行われ得る。治療は、非可逆的損傷の温度を
下回るよう目標組織を限定的に加熱することにより達成されるか、又は非可逆的損傷（例
えば、変性）を引き起こす加熱により達成される。治療は、熱への生物学的応答の直接的
刺激によるか、又は生物学的応答が熱により間接的に達成される現象のカスケード的誘起
により、成就される。治療は上記機構の何れかの組み合わせから生じてもよい。オプショ
ンでは、治療の効能を増すために、冷却、直流又は交流（無線周波）電流、物理的振動又
は他の物理的刺激が、治療範囲又は隣接範囲に印加されてもよい。治療は単一セションを
要してもよいが、或いは望ましい効果を達成するため多数セションが使われてもよい。
【０２５２】
　他の実施例では、イーエムアールは、他の様式の治療、例えば、電氣的刺激、機械的刺
激、光学的又は熱的に賦活された物質の塗布及び／又は熱又は超音波の様な他の形の電磁
エネルギーを用いた刺激、と組み合わせて印加されてもよい。
【０２５３】
　説明された実施例と説明された実施例の応用をもっと完全に理解するのに役立つ下記追
加の文献、すなわち特許文献１０，１１が引用によりここに組み入れられる。
【０２５４】
　かくして発明概念と多数の例示用実施例を説明して来たが、当業者には、本発明は種々
の方法で実施されてもよく、この様な人々には変型と改良が容易に行い得ることは明らか
である。かくして、与えられた例は限定用には意図されてない。又用語”含む”、”具備
する”、”有する”は、その後の列挙される項目とその等価物のみならず、列挙項目の前
、後、又はその間の追加的項目も、含むよう意図されていると理解されるべきである。
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【０２５５】
　用語、光は該実施例の多くを論じるためにこの出願で使われるが、当業者は、説明され
た実施例の原理が全電磁放射｛”イーエムアール（ＥＭＲ）”｝スペクトルに亘る放射に
適用されることを理解するであろう。本発明も本請求項も可視光に限定されるよう意図さ
れておらず、もし指定が無ければ、一般的にイーエムアールに適用するよう意図されてい
る。
【図面の簡単な説明】
【０２５６】
　本発明の図解した、限定しない実施例が付随する図面を参照する例により説明されるが
、該図面では種々の図面で共通の要素用に同じ参照数字が用いられている。
【図１】本発明の或る側面の光美容デバイスの正面斜視図である。
【図２】図１の光美容デバイスの側面斜視図である。
【図３】図１の光美容デバイスの組立分解図である。
【図４】図３の光美容デバイスのＬＥＤモジュールの斜視図である。
【図５】図４のＬＥＤモジュールの組立分解図である。
【図６】図３の光美容デバイスのＬＥＤモジュールの正面図の略図である。
【図７】図３の光美容デバイスの光学的反射器の正面図の略図である。
【図８】本発明の側面のＬＥＤモジュールの１部分の側面断面図である。
【図９】図３の光美容デバイスのヒートシンク組立体の背面斜視図である。
【図１０】図３の光美容デバイスのヒートシンク組立体の１部分の背面斜視図である。
【図１１】図３の光美容デバイスの或る内部部品の正面斜視図である。
【図１２】図３の光美容デバイスの制御システムの略図である。
【図１３】図３の光美容デバイスで使用するためのアタッチメントの正面斜視図である。
【図１３Ａ】図１３のアタッチメントの側面断面図である。
【図１４】光美容デバイスの実施例のもう１つのサンプルの側面図である。
【図１５】光美容デバイス用アパーチャーのもう１つのサンプルの正面略図である。
【図１６】光美容デバイスの実施例のもう１つの例の正面図である。
【図１７】光美容デバイスの代わりの実施例の組立分解図である。
【図１８】図１７の光美容デバイスの側面斜視図である。
【図１９】図１７の光美容デバイスのポンプ組立体の組立分解図である。
【図２０】図１７の光美容デバイスのポンプ組立体及びリザーバーの断面側面図である。
【図２１】光美容デバイスの実施例のもう１つの例の斜視図である。
【図２２】図２１の光美容デバイスの１部分の断面側面図である。
【図２３】図２１の光美容デバイスの１部分の断面側面図である。
【図２４】図２１の光美容デバイスの光源の部品の組立分解図である。
【図２５】図２１の光美容デバイスの光源の部品の組立分解図である。
【図２６】図２１の光美容デバイスの光源の斜視図である。
【図２７】図２１の光美容デバイスのヘッドの略図解である。
【図２８】研磨面を有する光学的窓の略図である。
【図２９】研磨面を有し取り付け可能で、取り外し可能な窓を備える実施例の側面斜視図
である。
【図３０】図２９の窓の断面図の略図である。
【図３１】ローション又は他の物質をディスペンスするために、２つの取り付け可能で取
り外し可能なパッドを有するもう１つの実施例の側面斜視図である。
【図３２】波長の関数としての種々のフラビンの吸収スペクトルのグラフ線図である。
【図３３】主として青及びオレンジの波長範囲の光を放射するよう設計された実施例の放
射スペクトルのグラフ線図である。
【図３４】微小孔の配列を通して物質をディスペンスするアタッチメントの代わりの実施
例の正面斜視図である。
【図３５】図３４のアタッチメントの側面断面図である。
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