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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ハンドルと、
　少なくとも１つの剃刀ブレードと該少なくとも１つの剃刀ブレードの後方に位置するキ
ャップとを含む剃刀カートリッジと、
を備えたシェービング器具であって、
　前記剃刀カートリッジは、前記少なくとも１つの剃刀ブレードにほぼ平行で且つ前記少
なくとも１つの剃刀ブレードの後方にある軸を中心に枢動するように前記ハンドルに枢動
可能に接続されており、
　前記剃刀カートリッジは、中立位置と回転位置との間を枢動し、
　前記シェービング器具が更に、
　前記ハンドルから延びており、且つ前記剃刀カートリッジに接触して前記中立位置に向
けて前記剃刀カートリッジを付勢するバイアス部材と、
　前記剃刀カートリッジが枢動する軸の前方で前記剃刀カートリッジに枢動可能に接続さ
れ且つ前記ハンドルに摺動可能に接続されたブリッジと、
を備え、
　前記ブリッジは、前記剃刀カートリッジが前記中立位置にある第１の位置と前記剃刀カ
ートリッジが前記回転位置にある第２の位置との間で摺動可能である、
ことを特徴とするシェービング器具。
【請求項２】
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　前記カートリッジが枢動する前記軸が、剃刀ブレードの全ての後方にある、
ことを特徴とする請求項１に記載のシェービング器具。
【請求項３】
　前記バイアス部材が、前記ハンドルから延びる片持ち状突出部であり、前記剃刀カート
リッジが前記中立位置から前記回転位置まで枢動するときに前記剃刀カートリッジにより
曲げられる、
ことを特徴とする請求項１に記載のシェービング器具。
【請求項４】
　前記剃刀カートリッジに枢動可能に接続されたブリッジの一部が、前記少なくとも１つ
の剃刀ブレードに平行且つその前方で前記剃刀カートリッジにわたって延びることにより
ガードを形成する、
ことを特徴とする請求項１に記載のシェービング器具。
【請求項５】
　前記ブリッジが付随する皮膚伸長部材を含み、該皮膚伸長部材が、剃られることになる
髪に前記少なくとも１つの剃刀ブレードが遭遇する前に剃れる表面を伸長するように動作
可能である、
ことを特徴とする請求項４に記載のシェービング器具。
【請求項６】
　前記皮膚伸長部材が湾曲面を有する、
ことを特徴とする請求項５に記載のシェービング器具。
【請求項７】
　前記皮膚伸長部材が少なくとも１つの突出部を含む、
ことを特徴とする請求項５に記載のシェービング器具。
【請求項８】
　前記ハンドルが、該ハンドル内に配置された第１及び第２の端部を有するチャネルを含
み、前記ブリッジが、前記チャネル内に位置する第１の端部を含む、
ことを特徴とする請求項１に記載のシェービング器具。
【請求項９】
　前記剃刀カートリッジは、前記ブリッジの第１の端部が前記チャネルの第１の端部と接
触しているときに前記中立位置にある、
ことを特徴とする請求項８に記載のシェービング器具。
【請求項１０】
　前記剃刀カートリッジは、前記ブリッジの第１の端部が前記チャネルの第２の端部と接
触しているときには完全に回転した位置にある、
ことを特徴とする請求項８に記載のシェービング器具。
【請求項１１】
　前記剃刀カートリッジは、前記ブリッジの第１の端部が前記チャネルの第１の端部と第
２の端部との中間にあるときには前記中立位置にある、
ことを特徴とする請求項８に記載のシェービング器具。
【請求項１２】
　前記キャップが前方端部と後方端部とを有し、前記ハンドルに対して前記剃刀カートリ
ッジが枢動する軸が、前記キャップの前方端部と後方端部との間に位置する、
ことを特徴とする請求項１に記載のシェービング器具。
【請求項１３】
　前記剃刀カートリッジがシェーブ平面を定め、前記ハンドルに対して前記剃刀カートリ
ッジが枢動する軸が、前記シェーブ平面の下に位置する、
ことを特徴とする請求項１に記載のシェービング器具。
【請求項１４】
　前記ブリッジが実質的に固定されている、
ことを特徴とする請求項１に記載のシェービング器具。
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【請求項１５】
　前記剃刀カートリッジが、前記ハンドルの上側部分から延びる支持アームを介して前記
ハンドルに枢動可能に接続されている、
ことを特徴とする請求項１に記載のシェービング器具。
【請求項１６】
　前記支持アームが、前記ハンドルの上側部分にフレキシブルに取り付けられている、
ことを特徴とする請求項１５に記載のシェービング器具。
【請求項１７】
　支持部分と、
　前記支持部分から延びる支持アームと、
　前記支持アームに枢動可能に接続されて中立位置と回転位置との間で枢動可能であり、
少なくとも１つの剃刀ブレードと該少なくとも１つの剃刀ブレードの後方に位置するキャ
ップとを含む剃刀カートリッジと、
　前記剃刀カートリッジと接触して前記剃刀カートリッジを前記中立位置に付勢するバイ
アス部材と、
　前記剃刀カートリッジに枢動可能に接続され且つ前記支持部分に摺動可能に接続された
ブリッジと、
を備え、
　前記ブリッジは、前記剃刀カートリッジが中立位置にある第１の位置と、前記カートリ
ッジが回転位置にある第２の位置との間で摺動される、
ことを特徴とする剃刀ヘッド。
【請求項１８】
　前記支持アームが、前記支持部分にフレキシブルに取り付けられている、
ことを特徴とする請求項１７に記載の剃刀ヘッド。
【請求項１９】
　前記支持アームへの前記剃刀カートリッジの枢動接続が枢動軸を定める、
ことを特徴とする請求項１７に記載の剃刀ヘッド。
【請求項２０】
　前記枢動軸が、前記キャップの下に位置する、
ことを特徴とする請求項１９に記載の剃刀ヘッド。
【請求項２１】
　前記剃刀カートリッジへの前記ブリッジの枢動接続がガードを定める、
ことを特徴とする請求項１７に記載の剃刀ヘッド。
【請求項２２】
　前記ガード状に皮膚延伸部材を更に備える、
ことを特徴とする請求項２１に記載の剃刀ヘッド。
【請求項２３】
　前記支持部分への前記ブリッジの摺動接続がチャネル内で行われる、
ことを特徴とする請求項１７に記載の剃刀ヘッド。
【請求項２４】
　前記剃刀カートリッジが中立位置にあるときに、前記ブリッジは、前記チャネルの第１
の端部で前記支持部分に摺動可能に接続されている、
ことを特徴とする請求項２３に記載の剃刀ヘッド。
【請求項２５】
　前記剃刀カートリッジが中立位置にあるときに、前記ブリッジは、前記チャネルの第１
の端部と前記チャネルの第２の端部の中間で前記支持部分に摺動可能に接続されている、
ことを特徴とする請求項２３に記載の剃刀ヘッド。
【請求項２６】
　前記バイアス部材が前記剃刀カートリッジと接触している湾曲面を含む、
ことを特徴とする請求項１７に記載の剃刀ヘッド。
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【請求項２７】
　前記バイアス部材が前記支持部分にフレキシブルに取り付けられている、
ことを特徴とする請求項１７に記載の剃刀ヘッド。
【請求項２８】
　支持部分と、
　前記支持部分から延びる支持アームと、
　前記支持アームに枢動可能に接続されて中立位置と回転位置との間で枢動可能であり、
少なくとも１つの剃刀ブレードと該少なくとも１つの剃刀ブレードの後方に位置するキャ
ップとを含む剃刀カートリッジと、
　前記剃刀カートリッジと接触して前記剃刀カートリッジを前記中立位置に付勢するバイ
アス部材と、
　前記剃刀カートリッジにフレキシブルに接続され且つ前記支持部分にフレキシブルに接
続されたブリッジと、
を備え、
　前記ブリッジにより、前記剃刀カートリッジがシェービング力を受けていないときに剃
刀カートリッジを前記中立位置に維持することが可能となり、前記剃刀カートリッジがシ
ェービング力を受けているときに前記回転位置に維持することが可能となる、
ことを特徴とする剃刀ヘッド。
【請求項２９】
　前記支持アームが、前記支持部分にフレキシブルに取り付けられている、
ことを特徴とする請求項２８に記載の剃刀ヘッド。
【請求項３０】
　前記支持アームへの前記剃刀カートリッジの枢動接続が枢動軸を定める、
ことを特徴とする請求項２８に記載の剃刀ヘッド。
【請求項３１】
　前記枢動軸が前記キャップの下に位置する、
ことを特徴とする請求項３０に記載の剃刀ヘッド。
【請求項３２】
　前記剃刀カートリッジへの前記ブリッジの接続が現存のヒンジを介している、
ことを特徴とする請求項１７に記載の剃刀ヘッド。
【請求項３３】
　前記バイアス部材が前記支持部分内に位置する、
ことを特徴とする請求項１７に記載の剃刀ヘッド。
【請求項３４】
　前記バイアス部材が、圧縮バネと、前記圧縮バネに隣接して位置するプランジャとを含
み、前記剃刀カートリッジの移動が前記圧縮バネに接して前記プランジャを付勢するよう
にする、
ことを特徴とする請求項３３に記載の剃刀ヘッド。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般にシェービング器具に関し、より詳細には、剃刀カートリッジを有し、
該剃刀カートリッジのキャップの下に位置する軸の周りで剃刀カートリッジが枢動するシ
ェービング器具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ウェットシェーブ剃刀として通常知られるシェービング器具は、各々、剃刀カートリッ
ジと、ハンドルとを含む。剃刀カートリッジは、ガードの後方で且つキャップの前方に装
着された少なくとも１つの剃刀ブレードを含み、剃刀ブレードの刃先が、ガード及びキャ
ップの最上部から接線方向に延びる理論上の平面として定義されるシェーブ面又はその近
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傍にあるようにされる。剃刀カートリッジは、ハンドル上に枢動可能に取り付けられ、使
用中に剃刀カートリッジがハンドルに対して中立位置と回転位置との間を枢動することが
可能になる。剃刀カートリッジがハンドルに対して中立位置と回転した位置との間で枢動
動作を行うことにより、剃刀ブレードは、剃られる表面に隆起及び窪みがあっても該表面
と接触を維持することができる。
【０００３】
　ほとんどのウェットシェーブ剃刀では、剃刀カートリッジの枢動中心である軸はガード
の区域に位置付けられる。これらのタイプの剃刀では、剃刀カートリッジは、髭が生えた
表面の複雑な詳細部分を切り揃えるために動きを正確に制御しようとして使用時に不規則
に枢動する傾向がある。不規則な動きの１つの要因は、ハンドルへの僅かな間の意図しな
い力の作用である。別の要因は、一般に、剃られる表面がガードバーを通り過ぎることに
より生じる摩擦力に起因する。更に別の要因は、毛を切る間に受ける力が剃刀カートリッ
ジを回転位置まで付勢する傾向があることとすることができる。
【０００４】
　上述のように、剃刀カートリッジは、ガード区域に位置する軸の周りを枢動する。この
軸はまた、シェーブ面の上又は下のいずれかで剃刀ブレードの前方に隣接して位置する。
バイアス部材を用いて剃刀カートリッジの意図しない枢動運動を制限することができるが
、該部材は通常、例えば、ユーザが自分の皮膚に剃刀カートリッジをどれ位強く押しつけ
るか、取り去る髪の量、並びに存在する水及び／又はシェービング補助剤の量などの多く
の相互作用要因の影響を受けやすい。この問題は、ユーザが複雑な詳細部分をシェービン
グ又は切り揃えの際に悪化する。これらの場合、複雑な詳細部分をユーザが剃るときには
、ユーザは通常剃られている表面に通常よりも大きな力で剃刀を押しつけ、ゆっくりと剃
刀を動かす傾向がある。その結果として、ガード及び剃刀ブレードにより大きな力を生じ
ている剃刀カートリッジは、剃られている表面から離れるように回転する傾向があり、こ
れにより剃刀ブレードの接触が緩くなる。それ故に、綿密に注意を払い且つガードバーが
存在したとしても、剃刀ブレードが意図する位置（剃られている表面と接触している）に
ないので所望の髭剃りは達成されないことになる。
　必要とされていることは、従来技術に伴う問題及び欠点を克服するシェービング器具で
ある。
【０００５】
【特許文献１】米国特許第５，０５６，２２１号公報
【特許文献２】米国特許第４，０４４，１２０号公報
【特許文献３】米国特許第５，０９５，６１９号公報
【発明の開示】
【０００６】
　第１の態様において、本発明は、ウェットシェービング動作において利用可能なシェー
ビング器具を対象とする。シェービング器具は、ハンドルと、該ハンドルに枢動可能に接
続された剃刀カートリッジと、前記ハンドルから延びて且つ剃刀カートリッジに接触して
いるバイアス部材と、剃刀カートリッジに枢動可能に接続され且つハンドルに摺動可能に
接続されたブリッジと、を含む。剃刀カートリッジは、１つ又はそれ以上の剃刀ブレード
と、剃刀ブレードの後方に位置するキャップとを含む。剃刀カートリッジが、剃刀ブレー
ドにほぼ平行で剃刀ブレードの後方にある軸の周りで枢動するようにハンドルに枢動可能
に接続されている。ハンドルから延びるバイアス部材は、剃刀カートリッジと接触して中
立位置に向けて剃刀カートリッジを付勢する。ブリッジは、剃刀カートリッジが中立位置
である第１の位置と剃刀カートリッジが回転位置である第２の位置との間で摺動可能であ
る。
【０００７】
　別の態様によれば、本発明は、ウェットシェービング動作において利用可能なシェービ
ング器具の剃刀ヘッドを対象とする。剃刀ヘッドは、支持部分と、支持部分から延びる支
持アームと、支持アームに枢動可能に接続されて中立位置と回転位置との間で枢動可能な
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剃刀カートリッジと、剃刀カートリッジと接触して剃刀カートリッジを中立位置に付勢す
るバイアス部材と、剃刀カートリッジに枢動可能に接続され且つ支持部分に摺動可能に接
続されたブリッジと、を含む。剃刀カートリッジは、少なくとも１つの剃刀ブレードと、
該少なくとも１つの剃刀ブレードの後方に位置するキャップとを含む。ブリッジは、剃刀
カートリッジが中立位置である第１の位置と剃刀カートリッジが回転位置である第２の位
置との間で摺動可能である。
【０００８】
　更に別の態様では、本発明は、支持部分と、該支持部分から延びる支持アームと、支持
アームに枢動可能に接続され且つ中立位置と回転位置との間で枢動可能な剃刀カートリッ
ジと、剃刀カートリッジと接触して中立位置に向けて剃刀カートリッジを付勢するバイア
ス部材と、剃刀カートリッジに接続され且つ支持部分に接続されたブリッジとを含む。他
の実施形態における場合のように、剃刀カートリッジは、少なくとも１つの剃刀ブレード
と、剃刀ブレードの後方に位置するキャップとを含む。ブリッジにより、剃刀カートリッ
ジがシェービング力を受けない中立位置で剃刀カートリッジを維持することが可能となり
、更に、剃刀カートリッジがシェービング力を受ける回転位置で剃刀カートリッジを維持
することが可能となる。ブリッジの剃刀カートリッジへの接続はフレキシブル接続である
。
【０００９】
　本明細書に記載する本発明の実施形態は、細かい詳細を必要とするシェービング及び切
り揃え区域の間の制御を改善することを可能にする。詳細には、剃刀カートリッジがより
望ましい位置（キャップの下）までハンドルに対して回転する枢動軸を移動することによ
り、シェービング動作中にシェービング器具の改善された制御を維持することができ、こ
れにより結果として得られるシェーブの品質が改善される。
【００１０】
　本発明の別の利点は、ハンドルに対して剃刀カートリッジが枢動を引き起こす傾向があ
る通常のシェービング中に生じる剃刀カートリッジに作用する力が低減されることである
。ブリッジを介したハンドルへの剃刀カートリッジの接続と連動したバイアス部材により
、不規則な力を緩衝することが可能となり、剃られる表面に対する剃刀カートリッジの安
定した位置決めを容易にする。
【００１１】
　本発明の更に別の利点は、剃刀カートリッジが装着された支持アームのフレキシビリテ
ィにより、シェービング動作中のシェービング器具に対する衝撃吸収品質が与えられるこ
とである。支持アームのフレキシビリティの程度により、シェービング動作中の剃刀ブレ
ードが生じるチャタリング量（２つの位置の間での制御されない急激な変化）が有効に排
除又は低減される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　図１を参照すると、本発明のシェービング器具が参照符号１０で全体的に図示されてい
る。シェービング器具１０（ウェットシェーブ剃刀とすることができる）は、ハンドル１
２と、該ハンドルに枢動可能に取り付けられた剃刀カートリッジ１４とを含む。剃刀カー
トリッジ１４は、少なくとも１つの剃刀ブレード１６（２つ示されている）と該剃刀ブレ
ードの後方に位置付けられたキャップ１８とを含む。ブリッジ２０が、剃刀ブレード１６
の前面の剃刀カートリッジ１４の前方部分に枢動可能に接続され、ハンドル１２まで延び
ている。剃刀カートリッジ１４へのブリッジの枢動可能接続部に隣接するブリッジ２０の
部分は、ガード４２を定める。
【００１３】
　キャップ１８は、付属快適ストリップ４６（潤滑ストリップとしても知られる）を含む
ことができ、該ストリップにはシェービング補助剤を含むことができる。例えば、シェー
ビング補助剤は、以下の１つ又はそれ以上を含むことができる。
　Ａ．　剃刀と皮膚との間の摩擦力を低減するための潤滑剤、例えばマイクロカプセル化
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されたシリコーンオイル。
　Ｂ．　剃刀部分とシェーバの面との間の抵抗を低減する助剤、例えば、１００，０００
と６，０００，０００の間の分子量の範囲のポリエンチレン・オキシド；非イオンのポリ
アクリルアミド；及び／又は「グアーガム」のような植物性材料由来の自然多糖類。
　Ｃ．　剃刀が極めて容易に頬髭を通過できるようにするために髪の化学構造を修飾する
助剤、例えば、１つの実施例は脱毛剤。
　Ｄ．　シェービング中に剃刀部品から頬髭及び皮膚の破片をより容易に洗浄することを
可能にする洗浄剤、例えば、シリコンポリエチレン・オキシドブロックコポリマー及びラ
ウリル硫酸ナトリウムなどの洗浄剤。
　Ｅ．　殺菌、又は皮膚の損傷及び擦り傷の治療用の薬剤。
　Ｆ．　皮膚の軟化、平滑化、コンディショニング、回復用の美容剤。
　Ｇ．　切り傷により生じる出血を抑えるための血液凝固薬。
　Ｈ．　血管を収縮させることにより、シェービング中に刺激を受ける皮膚から滲出する
場合があるリンパ液などの体液の流れを止めるための収斂剤。
【００１４】
　或いは、シェービング補助剤は、Ｔｈｏｅｎｅに付与された米国特許第５，０５６，２
２１号、Ｒｏｗｓｅｌｌ他に付与された米国特許第４，０４４，１２０号、Ｄａｖｉｓ他
に付与された米国特許第５，０９５，６１９号で開示されたシェービング補助剤のうちの
１つ又はこれらの組み合わせとすることができ、これらは引用により本明細書に組み込ま
れる。ガード４２は、剃刀ブレード１６が髪と噛み合うのに備えて、剃られる表面を予め
伸長するよう動作する。ガード４２は、ブリッジ２０と一体化するか、又は別個に形成さ
れてブリッジに取り付けることもでき、限定ではないがエラストマー材料を含むあらゆる
好適な材料から作ることができ、更に、皮膚の伸長を助ける突起、窪み、及び／又は隆起
部を含むことができる。ガード４２の最上部からキャップ１８の最上部まで接線方向に延
びる理論上の平面は、シェーブ平面として定義される。
【００１５】
　図２を参照すると、ハンドル１２は、下側グリップ部分２２と、取り外し可能な上側部
分２４又は剃刀カートリッジ１４が取り付けられて剃刀ヘッドを定める支持部分により定
めることができる。剃刀カートリッジ１４は、上側部分２４から突出する支持アーム３０
に取り付けられる。剃刀カートリッジ１４が支持アーム３０に取り付けられるポイントは
、剃刀カートリッジが枢動する枢動軸Ａを定める。枢動軸Ａは、キャップ１８の区域内で
剃刀ブレードよりも下に位置付けられる。ブリッジ２０は、ハンドル１２の上側部分２４
と剃刀カートリッジ１４の底面を接続する。バイアス部材１５はまた、上側部分２４から
延びて、剃刀カートリッジ１４の底面に係合する。
【００１６】
　図３を参照すると、各支持アーム３０が、ハンドルの上側部分２４から突出し、剃刀カ
ートリッジ１４に枢動可能に接続されている。各支持アーム３０は、剃刀カートリッジ１
４の底面上の突出面２８のアパーチャにおいて受けられる枢動ピン２６を含む。アパーチ
ャ内に枢動ピン２６を保持するのを容易にするために、フレキシブルタブ３１を突出面２
８に近接して位置付けることができる。しかしながら、本発明はこれに関して限定される
ものではなく、フレキシブルクリップ又は同様のものを用いて剃刀カートリッジ上に枢動
ピンを保持してもよく、或いは、剃刀カートリッジから延びるピンを支持アームの表面に
位置するアパーチャ内に受けることもできる。ある実施形態において、枢動ピン及びこれ
らそれぞれの剃刀カートリッジ１４への取付具は、剃刀カートリッジを介した破片の洗浄
を妨げないように配置される。好ましくは、２つの支持アーム３０は、ハンドルの上側部
分２４から延びて、剃刀カートリッジ１４を独立して取り付ける。ハンドルの上側部分２
４にフレキシブルに取り付けられた２つの支持アーム３０を使用することで、剃刀カート
リッジ１４は、剃られている皮膚表面の外形を効率的に移動することが可能となる。
【００１７】
　図４を参照すると、ブリッジ２０は、ハンドルの上側部分２４に摺動可能に接続され、
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且つガード４２を介して剃刀カートリッジ１４の上側部分に枢動可能に接続されている。
図示の実施形態では、ブリッジ２０は、上側部分２４内に形成され、切り通され、或いは
配置されたチャネル４０内に位置付けられた第１の端部を有する。チャネル４０は、第１
及び第２の端部を含む。ブリッジ２０の第１の端部は、チャネル４０で受けられる横方向
に延びたピン４４を含む。ブリッジ２０がチャネル４０内に装着されると、ブリッジの第
１の端部は、チャネルの長さに沿って摺動することができる。非バイアスの中立位置では
、ピン４４は、チャネル４０内のチャネルの中間に位置し、これにより剃刀カートリッジ
１４が回転位置に双方向に枢動することが可能になる。しかしながら、本発明はこの点に
ついて限定されるものではなく、非バイアス及び中立位置では、ピン４４は、チャネルの
第１の端部又は２つの端部のいずれかに位置することができる。ブリッジ２０の長さは、
剃刀カートリッジ１４の摺動量を定めるように選択される。
【００１８】
　ブリッジ２０の第２の端部は、アクスルを近づけるガード４２で終端し、アクスルの両
端は、剃刀カートリッジ１４の前方部分に位置付けらブリッジ接続部材４８で受けられる
。各ブリッジ接続部材４８はスロットにより定められ、その定義境界は、剃刀カートリッ
ジ１４がブリッジ２０上に取り付けられたときに、ガード４２の少なくとも端部を相補的
に収容するように円形にされる。剃刀カートリッジはピンを有する一体形成ガード、又は
クリップ又はクランプ内に相補的に装着することができる同様の構造、或いはブリッジ上
に他の受け構造を含むことができるので、本発明は、剃刀カートリッジ上のスロット内に
保持された枢動ガードに関して限定されるものではない。接続部の他のタイプ（例えば、
現存のヒンジを介してブリッジに接続された固定ガード）は本発明の範囲内にあるので、
本発明はまた、クリップ又はクランプに保持される枢動ガード或いは剃刀カートリッジ上
の他の受け構造に関して限定されるものではない。ブリッジ２０は実質的に固定とするこ
とができ、或いはフレキシブルであってもよい。
【００１９】
　バイアス部材１５は、チャネル４０が位置付けられる表面に隣接した上側部分２４から
延びる。バイアス部材１５の前方端部は、剃刀カートリッジ１４の底面と係合する湾曲面
５０を有する。バイアス部材１５は、湾曲面５０が剃刀カートリッジ１４の底面と係合す
るようにフレキシブルであり、バイアス部材は回転位置から中立位置に剃刀カートリッジ
を付勢する。剃刀カートリッジを中立位置に戻すよう付勢している際に、ピン４４はチャ
ネル４０内の元の非バイアス位置まで摺動して戻す。
【００２０】
　図５及び図６に示すように、チャネル４０は、ハンドルの上側部分２４内の開放スロッ
トにより定められ、スロットの周辺を少なくとも部分的に延びる突出部５２を有する。ブ
リッジ２０の第１の端部は、チャネル４０内に受けられ、ピン４４の横方向に延びる端部
は、突出部５２によりチャネル内に捕捉され保持される。
【００２１】
　図５を具体的に参照すると、ブリッジ２０は、ガード４２上に配置された皮膚伸長部材
６８を含むことができる。皮膚伸長部材６８は、剃刀ブレード１６にほぼ平行で且つ前方
にあるガード４２全体にわたって延び、限定ではないが、エラストマー材料などのあらゆ
る好適な材料から作ることができる。突起、窪み、及び／又は隆起部を皮膚伸長部材の表
面上に形成又は他の方法で配置し、皮膚の伸長を容易にし、及び／又はシェービング補助
剤、水、又は破片を剃刀ブレードの経路の外に一掃することができる。隆起部の形態の突
起が参照符号７１で示されている。好ましくは、ガード４２の湾曲の後に皮膚伸長部材６
８の表面が続き、剃刀カートリッジ１４がバイアスされ、ブリッジ２０が移動するときに
は、皮膚伸長部材６８が剃られている表面と接触したままとなる。
【００２２】
　本発明は、摺動可能に位置付けられ且つハンドル内のチャネルにある細長い部材に関し
て限定されるものではない。図７を参照すると、ブリッジ２０は、フレキシブルであり、
且つハンドル１２と剃刀カートリッジ１４のいずれか又は両方に固定することができる。
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このような実施形態において、ハンドル１２と剃刀カートリッジ１４のいずれか又は両方
へのブリッジ２０の接続は、現存のヒンジ４９を介したものとすることができる。
【００２３】
　次に図８及び図９を参照すると、バイアス部材１５は、ハンドル１２又はバイアス部材
を支持する構造内に配置することができる。このような実施形態において、バイアス部材
１５は、圧縮バネ７４及び隣接して配置されるプランジャ７５とすることができる。ブリ
ッジ２０の第２の端部（ピン４４）はプランジャ７５と協働する。シェービング器具１０
を使用していない期間の間（図８）、圧縮バネ７４は、プランジャ７５及び剃刀カートリ
ッジ１４を中立（非枢動）位置に付勢する。シェービング器具１０が使用される場合（図
９）、剃刀カートリッジ１４は枢動位置に移動され、その結果、プランジャ７５を圧縮バ
ネ７４に接して付勢して、これを圧縮させる。
【００２４】
　次に全ての図を参照すると、一般的なシェービング動作中、剃刀カートリッジ１４は中
立位置から少なくとも部分的に回転位置にバイアスされる。剃刀カートリッジ１４が皮膚
表面の隆起に遭遇すると、枢動軸Ａを中心とした剃刀カートリッジ１４の枢動運動は、バ
イアス部材１５のフレキシブル性によって吸収され、ブリッジ２０の第１の端部がチャネ
ル４０（図５及び６）の長さに沿って並進するか、又はブリッジ自体が屈曲する（図７）
かのいずれかである。従って、剃刀カートリッジ１４は枢動軸Ａの周りを更に回転される
。皮膚表面の隆起に遭遇した後、剃刀カートリッジ１４は回転位置から解放され、部分回
転位置に戻って付勢される。使用中に剃刀カートリッジ１４が皮膚表面の窪みに遭遇する
と、剃刀カートリッジ１４は、枢動軸Ａの周りを部分回転位置から中立位置方向に回転さ
れる。剃刀カートリッジ１４に加わる力が存在しない場合（例えば、非使用の期間中、シ
ェービング器具１０がシェービングストローク間で皮膚表面から持ち上げられた場合）、
バイアス部材１５は剃刀カートリッジを中立位置に戻す。
【００２５】
　本発明をその詳細な実施形態に関して図示し説明してきたが、本発明の範囲から逸脱す
ることなく種々の変更を行うことができ、均等物でその要素を置き換えることができる点
は当業者であれば理解されるであろう。加えて、本発明の範囲から逸脱することなく本発
明の教示に対して特定の状況又は材料を適合させるために修正を行うことができる。従っ
て、本発明は、上記の詳細な説明で開示された特定の実施形態に限定されるものではなく
、本発明は、添付の請求項の範囲内にある全ての実施形態を含むことになる。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】本発明のシェービング器具の斜視図である。
【図２】本発明のシェービング器具の後方分解斜視図である。
【図３】本発明のシェービング器具の後方斜視図である。
【図４】ハンドルの上側部分へのブリッジの摺動接続を示す、本発明のシェービング器具
の側断面図である。
【図５】図４のシェービング器具の前面図である。
【図６】図４のシェービング器具の前方斜視図である
【図７】ハンドルの上側部分へのブリッジのフレキシブル接続を示す、本発明のシェービ
ング器具の側断面図である。
【図８】本発明のシェービング器具の側断面図であり、バイアス部材がハンドル内に位置
付けられた圧縮バネであり、剃刀カートリッジが中立位置にある。
【図９】図８のシェービング器具の側断面図であり、剃刀カートリッジが回転位置にある
。
【符号の説明】
【００２７】
　１０　シェービング器具
　１２　ハンドル
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　１４　剃刀カートリッジ
　１５　バイアス部材
　１６　剃刀ブレード
　１８　キャップ
　２０　ブリッジ
　４２　ガード
　４６　快適ストリップ
　６８　皮膚伸長部材

【図１】 【図２】
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【図３】

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】 【図８】
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