
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
軸線（Ｘ）を持つ捻られていない支持体（４）に取り付けられ製品（Ｍ）を適用可能な剛
毛列（２，３）を具備する睫毛又は眉等のケラチン繊維へ製品（Ｍ）を適用するためのア
プリケータ（１，１０１，２０１）において、上記剛毛列が、第１のシート（Ｐ）に配設
された少なくとも第１の剛毛群（２）と、第２のシート（Ｓ）に配設された少なくとも第
２の剛毛群（３）とにより形成され、上記剛毛列が、軸線（Ｘ）に対して横方向にアプリ
ケータを見たとき第１のシート（Ｐ）の剛毛が第２のシート（Ｓ）の剛毛に交差するよう
に構成されていることを特徴とするアプリケータ。
【請求項２】
剛毛（２，３）が、房（Ｔ）の形態で上記第１及び第２のシート（Ｐ，Ｓ）内に少なくと
も部分的に配設されていることを特徴とする請求項１に記載のアプリケータ。
【請求項３】
各房（Ｔ）が２から２００本の剛毛（２，３）、好ましくは４から１００本の剛毛、より
好ましくは５から５０本の剛毛からなることを特徴とする請求項２に記載のアプリケータ
。
【請求項４】
上記第１及び第２のシート（Ｐ，Ｓ）の剛毛（２，３）がその自由端から所定距離の位置
のところで交差していることを特徴とする請求項１ないし３の何れか１項に記載のアプリ
ケータ。
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【請求項５】
第１のシート（Ｐ）の剛毛（２）が、軸線（Ｘ）に沿ってアプリケータを見たときに第２
のシート（Ｓ）の剛毛（３）にも交差していることを特徴とする請求項１ないし４の何れ
か１項に記載のアプリケータ。
【請求項６】
上記第１及び第２のシート（Ｐ，Ｓ）が互いに平行であることを特徴とする請求項１ない
し４の何れか１項に記載のアプリケータ。
【請求項７】
上記第１及び第２のシート（Ｐ，Ｓ）が所定のゼロでない距離（ｄ１ ）だけ離間して配設
されていることを特徴とする請求項１ないし６の何れか１項に記載のアプリケータ。
【請求項８】
上記第１及び第２のシート（Ｐ，Ｓ）が互いに接触していることを特徴とする請求項１な
いし６の何れか１項に記載のアプリケータ。
【請求項９】
上記第１及び第２のシート（Ｐ，Ｓ）が互いに平行ではないことを特徴とする請求項１な
いし５の何れか１項に記載のアプリケータ。
【請求項１０】
上記第１及び第２のシート（Ｐ，Ｓ）が支持体（４）の取り付け面（５）に直交している
ことを特徴とする請求項９に記載のアプリケータ。
【請求項１１】
上記第１及び第２のシート（Ｐ，Ｓ）の少なくとも一つが支持体（４）の取り付け面（５
）に直交していないことを特徴とする請求項１ないし９の何れか１項に記載のアプリケー
タ。
【請求項１２】
上記第１及び第２のシート（Ｐ，Ｓ）が互いに分岐していることを特徴とする請求項１１
に記載のアプリケータ。
【請求項１３】
上記第１及び第２のシート（Ｐ，Ｓ）が互いに収束していることを特徴とする請求項１１
に記載のアプリケータ。
【請求項１４】
上記第１のシート（Ｐ）が第２のシート（Ｓ）と１５°から１６５°の角度（α１ ）をな
していることを特徴とする請求項１３に記載のアプリケータ。
【請求項１５】
上記第１及び第２のシート（Ｐ，Ｓ）が剛毛（２，３）の自由端から所定距離に位置する
少なくとも一つの線（Ｌ，Ｌ１ ，Ｌ２ ）に沿って交差していることを特徴とする請求項１
３又は１４に記載のアプリケータ。
【請求項１６】
第３のシート（Ｒ）に配設された第３の剛毛群を更に有していることを特徴とする請求項
１ないし１５の何れか１項に記載のアプリケータ。
【請求項１７】
二つの平行なシート（Ｐ，Ｓ）と、該平行なシート（Ｐ，Ｓ）の少なくとも一つと交差す
る少なくとも一つのシート（Ｒ）を有することを特徴とする請求項１６に記載のアプリケ
ータ（１，１０１，３０１）。
【請求項１８】
シート（Ｐ，Ｒ，Ｓ）内の剛毛（２，３）が互いに平行であることを特徴とする請求項１
ないし１７の何れか１項に記載のアプリケータ。
【請求項１９】
シート（Ｐ，Ｒ，Ｓ）内の剛毛（２，３）が可変の密集度を有することを特徴とする請求
項１ないし１８の何れか１項に記載のアプリケータ。
【請求項２０】
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上記第１及び第２のシート（Ｐ，Ｓ）がその長さの少なくとも一部にわたって異なった高
さ（Ｈ１ ，Ｈ２ ）を有することを特徴とする請求項１ないし１９の何れか１項に記載のア
プリケータ。
【請求項２１】
上記シート（Ｐ，Ｒ，Ｓ）の少なくとも一つが、その長さの少なくとも一部にわたって、
特に漸次的に変化可能な高さ（Ｈ）を有することを特徴とする請求項１ないし２０の何れ
か１項に記載のアプリケータ。
【請求項２２】
支持体（４）が、例えばフィルムヒンジ（２０）により連結され、上記剛毛列（２，３）
を形成するように、例えばスナップ締結、溶接又は接着剤接合により接合された少なくと
も二つの部分からなることを特徴とする請求項１ないし２１の何れか１項に記載のアプリ
ケータ。
【請求項２３】
上記シート（Ｐ，Ｓ；Ｐ’，Ｓ’）の少なくとも一つが、支持体（４）を貫通し支持体の
各側に延びることを特徴とする請求項１ないし２２の何れか１項に記載のアプリケータ。
【請求項２４】
剛毛（２，３）が支持体（４）内への剛毛の固着を容易にする隆起部を有していることを
特徴とする請求項１ないし２３の何れか１項に記載のアプリケータ。
【請求項２５】
第１のシート（Ｐ）内において、第２のシート（Ｓ）内において剛毛（３）が支持体（４
）となす第２の角度（β２ ）とは異なる第１の角度（β１ ）を剛毛（２）が支持体（４）
となし、上記角度（β１ ，β２ ）が３０°から１５０°であることを特徴とする請求項１
ないし２４の何れか１項に記載のアプリケータ。
【請求項２６】
剛毛（２，３）が、天然又は合成の剛毛から選択され、例えばポリエチレン、ポリプロピ
レン、エチレン／プロピレンのコポリマー、ポリアミド、ポリエステル、ポリ塩化ビニル
、ポリテトラフルオロエチレン、ポリエチレンテレフタレート又は熱可塑性エラストマー
、又は該剛毛の混合物から形成されたことを特徴とする請求項１ないし２５の何れか１項
に記載のアプリケータ。
【請求項２７】
剛毛（２，３）が形成された材料が、グラファイト、モリブデンジスルフィド又はポリテ
トラフルオロエチレン等の、処理される繊維上の滑りを改善するための薬剤を含有するこ
とを特徴とする請求項１ないし２６の何れか１項に記載のアプリケータ。
【請求項２８】
剛毛（２，３）の断面が約０．０６ｍｍから約０．３０ｍｍ、好ましくは０．０８ｍｍか
ら０．２０ｍｍの直径の円内にあることを特徴とする請求項１ないし２７の何れか１項に
記載のアプリケータ。
【請求項２９】
剛毛（２，３）が可変形状の断面を有していることを特徴とする請求項１ないし２８の何
れか１項に記載のアプリケータ。
【請求項３０】
剛毛（２，３）の可視長さが約０．５ｍｍから約２０ｍｍ、好ましくは１ｍｍから１０ｍ
ｍであることを特徴とする請求項１ないし２９の何れか１項に記載のアプリケータ。
【請求項３１】
剛毛（２’，３’）の少なくとも一部が、丸み付けられた、先細になった、フォーク状の
、ピン頭状（７）又はフック状の自由端を有していることを特徴とする請求項１ないし３
０の何れか１項に記載のアプリケータ。
【請求項３２】
上記剛毛（２，３）の回りの熱可塑性材料製の支持体（４）のオーバーモールディング又
は射出オーバーモールディングにより得られることを特徴とする請求項１ないし３１の何
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れか１項に記載のアプリケータ。
【請求項３３】
化粧品等の製品（Ｍ）を睫毛又は眉に適用するための装置において、製品（Ｍ）の貯留分
を含む容器（１１）と、任意の拭い取り部材（１９）と、請求項１ないし３２の何れか１
項に記載のアプリケータ（１）を具備し、上記アプリケータが容器に着脱自在に配設され
、把持部材（１０）を有する装置。
【請求項３４】
睫毛又は眉のメークアップ及び／又はトリートメントのための、請求項３３に記載の装置
（Ａ）の使用。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は睫毛又は眉のようなケラチン繊維に製品を適用するためのアプリケータに関する
。本発明はまた製品の貯留分を含む容器と、把持部材が備えられた棒状体の端部に設けら
れた上記アプリケータとを具備するタイプの装置（アセンブリ）に関する。アプリケータ
部材を抜き出したときに製品がアプリケータ上全体に分散され、及び／又は過剰な製品が
除かれるように、拭い取り部材を場合によっては容器内に設けてもよい。
【０００２】
【従来の技術と発明が解決しようとする課題】
アプリケータ部材が、製品を含む容器からアプリケータが取り出されるとき製品が充填さ
れうる少なくとも一列の歯部を有する櫛型のアプリケータからなる収容・適用装置が知ら
れている。
メークアップの分野では、アプリケータ上の歯部又は剛毛の配置が、製品の特に睫毛への
塗布のための重要なパラメータである。各配置について、特定のレオロジーを持つ製品に
対して特定のメークアップが対応する。よって、歯部又は剛毛の配置に応じて、メークア
ップは軽く、重く、カール又は長くするタイプ等々になる。
【０００３】
もちろん、製品の塗布特性に影響を及ぼす他のパラメータがあり、より重要なものの一つ
はおそらくは製品自体の種類である。その結果、所望されるメークアップのタイプに応じ
て、アプリケータを製品に適合させる必要がある。
櫛型のアプリケータは、一般に全体を成形により、特に熱可塑性材料を成形することによ
り得られる。かかる櫛に伴う問題の一つは、歯部の配置のタイプを増やすこと、従って得
ることができるメークアップのタイプを増やすことの困難性である。これは、新しいメー
クアップを得るためには、それぞれの歯部の新しい配置に対して新しいモールドを使用す
ることが必要となるためである。更に、ある種の配置は成形では容易には得られない。ま
た、小断面の歯部又は複雑な形状を持つ歯部の製造は問題がないわけではない。
【０００４】
睫毛のメークアップに対しては、「捩りブラシ (twisted　 brush)」型のブラシがまた知ら
れており、これらは螺旋状の巻回を形成するように捩られた二本のワイヤ分岐体からなる
コア部を具備している。ワイヤを捩る工程に先だって、剛毛のシートがその二本の分岐体
の間に挿入される。完全に捩った後、剛毛はワイヤの二本の捩られた分岐体間に放射状に
保持される。ついで、所望されるメークアップに応じて必要とされる形状にブラシをトリ
ミングすることによってブラシの最終形状が得られる。
上述のタイプのアプリケータに固有の欠点は、拭い取り後でさえ、取り上げられた製品量
がしばしば塗布に必要な量より多くなってしまうことである。従って、残留製品が残り、
それが二回の塗布の間で乾燥してしまう。
【０００５】
更に、特に剛毛の対応、その組織、その密集度、その直径又はブラシの形状を変えること
により近年になされたかなりの進歩にも拘わらず、ある種の配置は捩りブラシの技術を使
用すると得ることができない。プロセスの制約は、何が起ころうとも、剛毛はそれを支持
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するワイヤの螺旋状の動きに少なくともその基部において追随しなければならないので、
本来的に存在するものである。
従って、新しいタイプのメークアップを得る目的で新しい構成に配された剛毛、又は剛毛
の房 (束 )を有するアプリケータに対する需要がある。
特に、処理される繊維全体に製品を良好に伸展させ、繊維を実質的に長くし、カールさせ
ることを可能にするアプリケータを製作することが本発明の一目的である。
簡単に使用でき製造に費用がかからないこのようなアプリケータを製作することが本発明
の他の目的である。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
本発明の第１の側面では、これらの目的は、捻られていない支持体に取り付けられ製品を
適用可能な剛毛列を具備する睫毛又は眉等のケラチン繊維へ製品を適用するためのアプリ
ケータにおいて、剛毛列が、第１のシートに配設された少なくとも第１の剛毛群と、第２
のシートに配設された少なくとも第２の剛毛群とにより形成され、剛毛列が、その長軸を
横断してアプリケータを見たとき第１のシートの剛毛が第２のシートの剛毛に交差するよ
うに構成されていることを特徴とするアプリケータを製作することにより、達成される。
本発明では、剛毛は、それらが交差する場所では互いに物理的に接触するか、あるいは所
定距離だけ離れて交差しうるが、本質的な特徴は、繊維がアプリケータに、その軸線に対
して横にして係合せしめられるとき、ほぼゼロであるか、とにかく繊維の長さよりも短い
距離だけ軸線Ｘを横断する方向に分離されて、互いに交差している二の剛毛の間に繊維が
保持されうることにある。
本発明の意味において「取り付けられる」という用語は、アプリケータ製造過程の先の工
程で剛毛が別個に製造され、ついで支持体の製造中又は支持体の製造後にアプリケータ内
に取り付けられることを意味する。
【０００７】
しかして、剛毛は型を通しての押出加工を行い、ついで所望の長さに切断することにより
常套的な形で得ることができる。剛毛は更に様々な処理、例えば化学的、熱的又は機械的
処理の対象を形成しうる。ついで、剛毛は支持体に、例えば支持体の成形（モールディン
グ）の間に、一端がモールドに配置された剛毛に支持体をオーバーモールディング又は射
出オーバーモールディングすることにより取り付けられる。一般に、支持体は比較的剛性
の熱可塑性材料で製作される。あるいは、剛毛は、支持体を成型した後に、例えば接着剤
接合、熱間若しくは冷間スウェージング、スタンピング、リベット打ち、溶接又はステー
プリングにより取り付けることができる。
剛毛は支持体を形成する材料と同一か異なる材料から製作されうる。例を挙げると、剛毛
は、ナイロン－６、ナイロン－６，６、ナイロン－６，１０、ナイロン－６，１１又はナ
イロン－６，１２で製作されうる。支持体自体は例えばポリエチレン、ポリプロピレン又
はエラストマーで製作されうる。
本発明に対して意図される製品は特に比較的粘性のコンシステンシーを持つマスカラ組成
物である。このような組成物の目的は、睫毛に適用されるときに、特にそれらを着色し及
び／又は長くし及び／又はカールさせることにある。組成物はまたトリートメント効果を
持っていてもよい。
【０００８】
一実施態様では、剛毛は、房の形態で第１及び第２のシート内に少なくとも部分的に配設
される。この場合、このような房は、２から２００本の剛毛、好ましくは４から１００本
の剛毛、より好ましくは５から５０本の剛毛からなりうる。
本発明の非常に有利な特徴によれば、第１及び第２のシートの剛毛はその自由端から所定
距離の位置で交差している。しかして、剛毛の交差した配向のために、交差点と剛毛の自
由端の間に位置する剛毛部分は、製品が充填されたアプリケータが睫毛に係合せしめられ
るときに、睫毛を把持可能で、そこへの製品の広がりを促進する「Ｖ字」形の凹所を形成
する。更に、そのような「把持」により製品を睫毛の最先端まで完全に伸展させることが
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可能になり、従って睫毛がより長いとの錯覚をもたらす。また、アプリケータの軸線の回
りに回転させる塗布の動きを行うことにより、このようにして把持された睫毛がアプリケ
ータの回転の動きに対応するカール形成の動きをなす。
【０００９】
ある実施態様では、第１のシートの剛毛が、その長軸に沿ってアプリケータを見たときに
第２のシートの剛毛に交差していることがまた望ましい。換言すれば、この特徴によれば
、一方のシートの剛毛の他方のシートに対する交差した配向とは別に、シート自体が互い
に交差する。
一実施態様では、第１及び第２のシートは互いに平行である。しかして、一方のシートの
剛毛又は剛毛の房は、他方のシートの剛毛又は剛毛の房の取り付け線に平行な取り付け線
において支持体に取り付けられる。
第１及び第２のシートは所定の距離だけ離間して配設されうる。しかし、好適な実施態様
では、第１及び第２のシートは互いに接触している。このような構造により、上述した「
Ｖ字」形の凹所によって処理される繊維の係合が容易になされるようになる。
【００１０】
他の実施態様では、第１及び第２のシートは互いに平行ではない。しかして、一方のシー
トの剛毛又は剛毛の房は、他方のシートの剛毛又は剛毛の房の取り付け線に平行ではない
取り付け線において支持体に取り付けられる。
更に、第１及び第２のシートは支持体の取り付け面に直交している面にそれぞれ配置され
うる。
あるいは、第１及び第２のシートは、支持体の剛毛の取り付け面に対して傾斜した面にそ
れぞれ配置されうる。
また別に、シートの一つは剛毛の取り付け面に直交した面に配置され得、他方は剛毛の取
り付け面に対して傾斜した面に配置される。
よって、第１のシートと第２のシートは互いに分岐しうる。この場合、二つのシートは好
ましくは６０°未満である角度をその間に形成する。
しかしながら、好ましくは、第１及び第２のシートは互いに収束する。この構造では、第
１及び第２のシートは交差しうる。ついで第１のシートは、約１５°から約１６５°まで
変化しうる交差角度を第２のシートに対して形成する。好ましくは、第１及び第２のシー
トが交差するとき、それらはそれらが含む剛毛の自由端から所定距離で交差する。このよ
うにして、睫毛が底部に保持される「Ｖ字」が形成される。
【００１１】
適切な場合には、アプリケータは更に第３のシートに配設された第３群の剛毛を更に有し
うる。３つのシートのアプリケータの特定の一実施態様では、二つのシートが相互に平行
であり、少なくとも一つの更なるシートが、二つの相互に平行なシートの一方又は双方と
交差するように配置されている。
本発明の好適な実施態様では、シート内の剛毛は互いに平行である。あるいは、シートの
所定の剛毛はシート内に第１の配向で存在し得、同じシートの他の剛毛は異なった配向を
持つ。
同様に、シート内の剛毛はシートの全長にわたって一定の密集度を持つか可変の密集度を
有しうる。しかして、特に、下方の睫毛又は眼の角の睫毛にメークアップを塗布すること
が簡単になるようにアプリケータの自由端の近くに、より高い剛毛密集度の領域を設ける
ことができる。
【００１２】
他の実施態様では、第１及び第２のシートはその軸方向長さの少なくとも一部にわたって
異なった高さを有しうる。このようにして、より高いシートの剛毛にはより顕著な睫毛の
コーミング及び分離機能が付与される。
更に他の実施態様では、シートの少なくとも一つが、その軸方向の長さの少なくとも一部
にわたって、例えば漸次的に変化可能な高さを有しうる。よって、瞼上の睫毛のセット曲
率にシートの自由縁部を適合させることができる。
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特定の一実施態様では、支持体は、特にフィルムヒンジにより連結され、剛毛列を形成す
るように、特にスナップ締結、溶接（溶着）又は接着剤接合により接合された少なくとも
二つの部分からなる。このようなフィルムヒンジはアプリケータの長軸に直交するか平行
な配向を有しうる。好適には、該部分は、最終の剛毛の配置がこれらの部分が互いに接合
された後にのみ形成されるような構造を有する。しかして、好適な実施態様によれば、第
１の部分は剛毛の第１のシートを担持する一方、第２の部分は剛毛の第２のシートを担持
する。所望の最終の配置、つまり剛毛が交差する二つのシートを有する配置が形成される
のは、これら二つの部分を互いに接合することによってのみである。
【００１３】
他の特定の実施態様では、シートの少なくとも一つは支持体を貫通し、支持体の各側に延
びる。このためには、支持体に、支持体への剛毛の取り付け面に直交しない多数の穴を穿
設する。ついで、剛毛を穴に、特に接着接合、熱間又は冷間スウェージング、スタンピン
グ、リベット止め、溶着又は締結等々によって取り付ける。このようにして、同一でも異
なっていてもよい二つのアプリケータ部分が、処理される繊維に係合せしめられるアプリ
ケータ部分に応じて、異なった塗布特性を付与しうるように支持体の各側に得られる。
支持体における剛毛の取り付けを強固にするために、剛毛は支持体内に取り付けられるよ
うになった部分上に少なくとも隆起部を有していてもよい。これは、特に支持体と剛毛が
異なった互いに適合性のない材料、つまり特に熱融解により、剛毛の回りの支持体のオー
バーモールディング又は射出オーバーモールディングの際にそれらの間に物理化学的結合
を作り出せない材料で製造されているときに、有利である。
【００１４】
それらを含むシートの面において、剛毛は約３０°から約１５０°の間で変わりうる角度
で支持体の面に対して傾斜している。一つのシートの剛毛により形成された角度は他のシ
ートの剛毛により形成された角度とは異なっていて、アプリケータを側面から見たとき、
一つのシートの剛毛が他方のシートの剛毛と交差する。好ましくは、一つのシートの剛毛
は支持体に対して９０°未満の角度で配向する一方、他方のシートの剛毛は支持体の取り
付け面に対して９０°を越える角度で配向する。好ましくは、一つのシートの剛毛は他方
のシートの剛毛に対して対称に傾斜している。しかして、一つのシートの剛毛は９０°－
ηで配向する一方、他方のシートの剛毛は好ましくは９０°＋ηで配向し、ここでηは好
ましくはせいぜい６０°である。しかし、この後者の制限は必ずしも必須ではない。
【００１５】
剛毛の種類については、これらは、天然又は合成の剛毛から選択され、例えばポリエチレ
ン、ポリプロピレン、エチレン／プロピレンのコポリマー、ポリアミド、ポリエステル、
ポリ塩化ビニル、ポリテトラフルオロエチレン、ポリエチレンテレフタレート又は熱可塑
性エラストマー製の剛毛から選択されうる。装置の剛毛は不定断面、例えば中空、平坦又
は多角形断面の剛毛、及び／又はエラストマー製の剛毛及び／又は少なくとも一つの毛細
管溝を有する剛毛及び／又はその長軸の回りに、右又は左に捩られた剛毛、及び／又は端
部が研磨された剛毛、及び／又は自由端が丸み付けされ、先細にされ、フォーク形状にさ
れ、ピン頭部状にされもしくはフック状にされた剛毛、及び／又は様々な長さの剛毛、及
び／又はフィラー、特に静菌性及び磁性フィラー又は滑りを改善可能なフィラーを含有し
た剛毛、及び／又はフロック加工された剛毛又はそのような剛毛の混合物からなりうる。
【００１６】
処理される繊維に対する剛毛の滑りを改善するための薬剤は、グラファイト、モリブデン
ジスルフィド又はポリテトラフルオロエチレンから選択されうる。
好適には、断面が約０．０６ｍｍから約０．３０ｍｍ、好ましくは０．０８ｍｍから０．
２０ｍｍの直径の円内にある剛毛が選択される。
例を挙げると、剛毛の可視長さ、つまり支持体の取り付け面と剛毛の自由端の間の長さが
、約０．５ｍｍから約２０ｍｍ、好ましくは１ｍｍから１０ｍｍでありうる。
本発明の非常に有利な特徴によれば、アプリケータは、剛毛の端部の一方の回りへの好適
な材料製の支持体のオーバーモールディング又は射出オーバーモールディングにより得る
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ことができる。所望されるメークアップ特性に応じて、支持体は剛性、半剛性もしくは可
撓性の熱可塑性材料、例えば適当な曲げ係数を持つエラストマーから製作しうる。
アプリケータは、直接連結されるか棒状体によって連結される把持部材に締結されうる。
【００１７】
本発明の第２の側面は、化粧品のような製品を睫毛又は眉に適用するための装置であって
、製品の貯留部を含む容器と、任意に備えられる拭い取り部材と、容器に着脱自在に配設
される上述の第１の側面のアプリケータを具備し、該アプリケータが把持部材を含む装置
に関する。好適な拭い取り部材は例えば仏国特許出願公開第２７４５２７２号に記載され
ている。
本発明のアプリケータ装置は特に睫毛又は眉のメークアップ及び／又はトリートメントの
ために使用することができる。
本発明は非限定的な実施例の次の詳細な記載を読み添付図面を調べることにより更に明瞭
に理解されるであろう。
【００１８】
【発明の実施の形態】
本発明に係るアプリケータ１を備えたアプリケータ装置Ａを図１に示す。この装置は、比
較的粘性のコンシステンシーを有する睫毛もしくは眉のための化粧用及び／又はトリート
メント用製品Ｍ、例えばマスカラ組成物の貯留分を含む容器１１を具備する。
容器１１には、本発明に係るアプリケータ１が着脱自在に取り付けられるネジ込み首部３
０が設けられている。アプリケータ１は軸線Ｘの棒状体１０ａによって把持スリーブ１０
に接合されている。更に、把持スリーブ１０は、首部３０に螺合されるように設計された
容器閉塞用キャップを構成している。ネジ込み首部３０は棒状体１０ａが収納位置におい
て貫通せしめられる透孔１１ａを有している。
【００１９】
容器１１の透孔１１ａには、首部３０の内方部分３０ａ内に挿入された弾性的に変形可能
な開放気泡又は半開放気泡発泡体ブロックからなる拭い取り部材１９が内部に設けられて
いる。発泡体ブロック１９は、アプリケータ１とこれに一体の棒状体１０ａの部分が貫通
せしめられる中央路１９ａを有している。アプリケータが容器から抜き取られるときに、
中央路１９ａにより、製品Ｍがアプリケータ１の剛毛の間（及びその上）に広げられ、過
剰な製品Ｍが除かれるようになっている。
変形例（図示せず）によれば、拭い取り部材は、容器１１の首部に嵌め込まれたエラスト
マーもしくは非エラストマー材料製のスリーブにより形成された環状縁部（唇部）からな
りうる。
棒状体１０ａは剛性又は半剛性でありうる。真っ直ぐなものを図示しているが、変形例と
しては湾曲したものもありうる。
【００２０】
図２（ａ）ないし２（ｄ）は本発明の一般的な原理を示す。
しかして、図２（ａ）は長軸Ｘに沿って延びる長尺の形状の支持体４を有している。支持
体４は、二つの平面シートの形に配置された取り付けられる剛毛２，３の第１及び第２の
群Ｐ，Ｓが取り付けられる取り付け面を有している。支持体４は前方端部４ａと後方端部
４ｂの二つの端部を有している。これらの端部は隣接する剛毛の高さにほぼ対応する高さ
を有している。前方端部４ａは、適用時に眼を損傷する可能性のある角度を避けるように
丸み付けされている。後方部分４ｂは棒状体１０ａの第１の端部に接合されている。棒状
体１０ａの第２の端部は把持スリーブ１０（図２（ａ）には示さず）と一体になっている
。
各剛毛群２，３は第１のシートＰと第２のシートＳにそれぞれ配設されている；各シート
Ｐ，Ｓ内の剛毛は、アプリケータを、軸線Ｘを横断する方向に見たときに、第１のシート
Ｐの剛毛２が第２のシートＳの剛毛３に交差するように配設される。
【００２１】
図２（ｂ）は、図２（ａ）の面ＩＩ－ＩＩに沿った断面図において、睫毛もしくは眉に製
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品、特にマスカラを適用するためのアプリケータ１の第１の好適な実施態様を示す。図２
（ａ）では、剛毛２により形成された第１のシートＰは剛毛３により形成されたシートに
平行であり、第１のシートＰの剛毛は第２のシートＳの剛毛に実際に接触している。換言
すれば、二つのシートＰ及びＳを分離する距離は実質的にゼロである。
図２（ｃ）は、シートＰ，Ｓが所定の距離だけ離間している点以外は、図２（ｂ）のシー
トの配置と同様のシートＰ，Ｓの配置を示している。しかして、第１のシートＰの剛毛２
は第２のシートＳの剛毛とは接触していない。例示すると、二つのシートを分離する距離
は約１ｍｍから１．５ｍｍとできる。
図２（ｄ）に示されているように、第１のシートＰを含む面は第２のシートＳを含む面か
ら広がっている（分岐している）。ここで検討された例ではは、支持体の面５において、
第１のシートＰの剛毛の基部が第２のシートＳの剛毛３の基部から所定距離のところに位
置している。もちろん、第１及び第２のシートＰ，Ｓの剛毛２，３の基部は面５において
接触しうる。
【００２２】
図３（ａ）及び３（ｂ）は、二つの剛毛シートＰ，Ｓが平行で、距離ｄ１ のところに位置
し、異なった高さＨ１ ，Ｈ２ を有している実施態様を示している。しかして、第１のシー
トＰは、第２のシートＳの高さＨ２ よりも低い一定の高さＨ１ を有している。このような
配置は製品を適用するときに睫毛の良好な分離が達成されるので好ましい。ここでは剛毛
２，３は取り付け面５において一定の距離ｄだけ離間するように取り付けられる。第１の
シートＰの剛毛２は、第２のシート（Ｓ）の剛毛３の取り付け角度β２ とは異なる角度β

１ で取り付け面５に取り付けられる。好適には、角度β１ ，β２ は３０°から１５０°で
ある。好ましくは、角度β１ は約９０°未満で、β２ が約９０°以上であるか、その逆で
ある。特定の一例では、β１ は約７０°で、β２ が約１１０°であり、シートＰの剛毛２
はシートＳの剛毛３と約４０°の角度をなしている。
もちろん、シートＰ，Ｓをあるいは図２（ｂ）、２（ｄ）及び７（ｂ）に示される配置に
取り付けることができる。
【００２３】
図４に示されたアプリケータに形成されたシートＰ，Ｓは可変高さＨを有しており、該高
さはアプリケータの自由端４ａから棒状体１０ａに向かって漸次増加している。剛毛２，
３の自由端により形成される形状は真っ直ぐでも湾曲していてもよく、特に凹でも凸でも
よい。
本発明の他の実施態様において、図５（ａ）から５（ｄ）は、図２（ａ）から２（ｄ）及
び７（ｂ）と同様に、分離した剛毛の代わりに剛毛２，３の房Ｔを有するアプリケータ１
を示している。しかして、第１のシートＰは剛毛２の房により形成され、第２のシートＳ
は剛毛３の房により形成されている。剛毛２，３のこのような房は２から２００本の剛毛
、好ましくは４から１００本の剛毛、より詳細には５から５０本の剛毛からなりうる。
【００２４】
図６（ａ）及び６（ｂ）は同じ取り付け線ｌに沿って支持体５中に剛毛２，３の二つのシ
ートＰ，Ｓを取り付ける方法をより詳細に示している。シートＰ及びＳは広がるように配
向している。分散角度αは２つのシートの間に形成される。好適には、角度αは５°から
４５°まで変化しうる。例示した実施態様では、シートの一つＰは支持体４の面５に直交
する面にある。他のシートＳは支持体中への剛毛の取り付け面５に対して傾斜した面にあ
る。各シートＰ，Ｓ内の剛毛２，３の配向角度β１ 及びβ２ は上述したとおりである。
図７（ａ）ないし７（ｃ）は第１及び第２のシートＰ，Ｓが取り付けられた取り付け面５
を有するアプリケータ１を示している。シートＰは、アプリケータの軸線Ｘに平行で取り
付け面５に平行な線Ｌに沿って、シートＳの面を妨害する面にある。シートＰの面はシー
トＳの面と角度α１ を形成している。シートＳの取り付け線ｌ１ シートＰの取り付け線ｌ

２ に平行である。各取り付け線はゼロでない距離だけ離間している。交差線Ｌは剛毛２，
３の自由端から所定の距離にある。
【００２５】
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図７（ｃ）は、剛毛２，３の自由端が、例えば熱処理により、ピン頭部７の形状に成形さ
れうることを示している。一般に、剛毛の自由端は、任意の種類の機械的、熱的、又は化
学的処理を受けうる。
図８（ａ）及び８（ｂ）は、アプリケータ１が３つのシートＰ，Ｒ，Ｓを有している実施
態様の斜視断面図を示している。この実施態様によれば、２つのシートＰ，Ｓは相互に平
行であり、取り付け面５に対して斜めになっている。第３のシートＲは、それを含む面が
一方では苦戦Ｘに平行で取り付け面５に平行な線Ｌ’に沿ってシートＰの面を切断し、他
方では線Ｌ’に平行な線Ｌに沿ってシートＳの面を切断するように、取り付け面５に対し
て傾斜している。第１の交差線Ｌ’は、線Ｌから取り付け面５を分離する距離より短い取
り付け面５からの所定距離のところに位置している。
図９は図７（ａ）に示した実施態様と同様の実施態様の部分斜視図を示しており、差異は
、個々の剛毛２，３が複数の剛毛からなる房Ｔにより置き換えられていることである。
【００２６】
図１０（ａ）から１０（ｄ）は取り付け面への剛毛の様々な取り付け方を示している。こ
の目的において、取り付け孔２１が支持体４に異なった形で配置されうる。図１０（ａ）
では、孔２１は、一方が第１のシートＰに対応し他方が第２のシートＳに対応する二つの
平行な取り付け線ｌ、ｌ１ に配置されている。二つの取り付け線ｌ、ｌ１ は距離ｄ１ だけ
分離している。取り付け線ｌの孔２１は他の取り付け線ｌ１ の孔の反対に配置されている
。
図１０（ｂ）では、孔２１は、一方が第１のシートＰに対応し他方が第２のシートＳに対
応する二つの平行な取り付け線ｌ、ｌ１ に配置されている。各取り付け線の孔２１は他の
取り付け線の孔の反対に配置されている。この実施態様では、二つの取り付け線は実質的
にゼロの距離を置いて配置されている。
【００２７】
図１０（ｃ）では、孔２１は、一方が第１のシートＰに対応し他方が第２のシートＳに対
応する二つの平行な取り付け線ｌ、ｌ１ に配置されている。二つの取り付け線はゼロでは
ない距離ｄ１ によって分離している。各取り付け線の孔２１は他の取り付け線の孔に対し
てずれるように配置されている。
図１０（ｄ）では、孔２１は、取り付け面５において広がる二つの取り付け線ｌ、ｌ１ に
配置されている。各取り付け線の孔２１は漸次変化する距離だけ他の取り付け線の反対に
配置されている。
図１０（ｅ）は、図１０（ｄ）の構造において取り付けられた二つのシートＰ，Ｓの配置
を概略的に示しており、シートＰ，Ｓは互いに傾斜して配置され、シートＰ及びＳの取り
付け面５に平行ではない線Ｌに沿って交差するようになっている。
図１０（ｆ）は、図１０（ｄ）の構造において取り付けられた二つのシートＰ，Ｓの配置
を概略的に示しており、シートＰ，Ｓはそれぞれ取り付け面５に直交する面に含まれてい
る。
【００２８】
図１１は図２（ａ）及び２（ｂ）に示した種類のアプリケータの側面図の概略図である。
しかし、剛毛２，３は取り付け面５に等間隔で配置されていないことが分かる。これは、
同じシート、例えばＰでは、剛毛２の基部が可変の距離ｄ２ 、ｄ３ 分だけ分離されている
ためである。しかして、取り付け面５に対して異なった高さに位置する二つの交差線Ｌ１

，Ｌ２ が定まる。線Ｌ１ 及びＬ２ は剛毛の自由端から所定距離に位置している。それぞれ
が異なったシートの一部を形成している剛毛２，３の対の端部が、よって、睫毛Ｃが把持
される「Ｖ字」状のフォーク部を形成し、睫毛はシートＰ，Ｓに対して横断して配向して
いる。好ましくは、剛毛の配置は、睫毛Ｃが実質的に個々に「Ｖ字」中に挿入されるよう
なものである。これにより睫毛が十分に分離される。
好適には、睫毛が「Ｖ字」を形成する二つの剛毛２，３に接触せしめられたときに図１１
に破線で示されるように僅かに撓むことができるような可撓性を有する剛毛が選択される
。異なった高さの交差線を有し、製品の適用中に撓みうる剛毛を使用しているために、製
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品の円滑化の顕著な改善、よって睫毛のよりよい着色性を達成することができる。製品の
より均質な広がり、睫毛の更なるカーリングが得られ、睫毛を顕著に長くすることもでき
る。
【００２９】
図１２に示したような本発明の他の実施態様では、アプリケータ１０１は長尺形状の第１
の部分４ｃと第２の部分４ｄからなる支持体を有している。二つの部分４ｃ及び４ｄは軸
線Ｘの各側に位置する。二つの部分４ｃ及び４ｄは軸線Ｘに沿って位置するフィルムヒン
ジ２０によって互いに接合されている。
剛毛２は部分４ｃに締結された第１のシートＰを形成している。同様に、連続した剛毛３
は部分４ｄに締結された第２のシートＳを形成している。剛毛２，３は、第１の部分４ｃ
の剛毛２が後者と角度β１ を形成し、この角度は剛毛３と第２の部分４ｄの間の角度β２

とは異なった角度であるように支持体の対応する部分に取り付けられる。
フィルムヒンジ２０により、図１２に示した形状のアプリケータ１０１を製造し、フィル
ムヒンジの軸線Ｘに沿って回動させることにより二つの部分４ｃ、４ｄを組み立てること
が可能になり、その作用形態が図１３（ａ）及び１３（ｂ）に示されたアプリケータが得
られる。
【００３０】
二つの部分４ｃ及び４ｄは、アプリケータ１０１を収容するための棒状体の自由端に形成
された穴内にアプリケータを挿入するとき、その互いに折り畳まれた位置に保持されうる
。あるいは、フィルムヒンジ２０の軸の回りに回動させて、二つの部分４ｃ、４ｄを接合
した後に、第１の部分４ｃを接着接合、溶着（溶接）又はスナップ締結によって第２の部
分４ｄに取り付けることができる。
二つの部分の組み立てによって得られる剛毛の形状については、図７（ａ）を参照して上
述した種類のアプリケータが得られる。
【００３１】
図１４（ａ）及び１４（ｂ）は支持体４をそのまま貫通する剛毛２，３のシートの二つの
対向対Ｐ，Ｓ；Ｐ’，Ｓ’を有しているアプリケータ２０１の他の実施態様を示している
。よって、支持体４は二つの取り付け面５，５’を互いに対向して位置する二つの面に形
成している。それは前方端部４ａと後方端部４ｂを有している。後者は上述したように棒
状体１０ａに接合されている。支持体４には異なった角度で支持体を貫通する２群の穴２
１ａ，２１ｂが設けられている。少なくとも一つの剛毛２，３は各穴２１ａ，２１ｂを貫
通し、支持体の各側に「Ｖ字」を形成している。しかして、二つのアプリケータ部分を有
するアプリケータが形成される。
剛毛は、図１４（ｂ）に示すように、適当な道具３０によって支持体４の側面をスウェー
ジングすることによって支持体４に取り付けることもできる。これらの条件下では、支持
体は好適な、特に熱可塑性の材料、例えばポリエチレン又はポリプロピレンから製作され
なければならない。
【００３２】
もちろん、本発明は今説明した例示的な実施形態に限定されるものではなく、特にこれま
で説明した様々な例の特定の実施態様の特徴を組み合わせることができる。
睫毛又は眉用の本発明のアプリケータは、好ましくは、実質的に剛性又は半剛性のコンシ
ステンシーの熱可塑性材料、又は適切な可撓性のエラストマー、特に熱可塑性エラストマ
ーをオーバーモールディング又は射出オーバーモールディングすることにより製作される
。簡単に述べると、剛毛を必要とされる長さに切断した後に、例えばクランプによって所
望の配向に保持する。クランプから突出する剛毛の端部をついでモールド内に導入し、そ
こで、オーバーモールディング又は射出オーバーモールディング工程において剛毛の端部
の回りに支持体を形成する。棒状体１０ａと可能な把持スリーブ１０の全て又は一部を同
時に形成することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明に係るアプリケータ１を備えた収容・アプリケータ装置の概略の軸方向
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断面図である。
【図２】　（ａ）は第１の実施態様に係る本発明のアプリケータの側面図である。（ｂ）
ないし（ｄ）は（ａ）のアプリケータの断面図と（ａ）の実施態様の二つの変形例を示す
。
【図３】　（ａ）及び（ｂ）はそれぞれ本発明に係るアプリケータの他の実施態様の側面
図及び軸方向図である。
【図４】　本発明に係るアプリケータの他の実施態様の側面図である。
【図５】　（ａ）ないし（ｄ）はそれぞれ本発明の更に他の実施態様の側面図及び軸方向
図を示す。
【図６】　（ａ）及び（ｂ）は本発明の更に他の実施態様の概略側面図及び軸方向図を示
す。
【図７】　（ａ）ないし（ｃ）は本発明の更に他の実施態様に関する。
【図８】　（ａ）及び（ｂ）は本発明の他の実施態様を示す。
【図９】　支持体への一つの特定の取り付け方法を示す部分斜視図である。
【図１０】　（ａ）ないし（ｆ）はアプリケータの支持体への剛毛の様々な取り付け方法
を示す。
【図１１】　本発明に係るアプリケータの剛毛により睫毛を保持している状態を概略的に
示す。
【図１２】　本発明の他の実施態様のアプリケータの斜視図を示す。
【図１３】　（ａ）及び（ｂ）は本発明の他の実施態様のアプリケータの斜視図及び断面
図を部分的に示す。
【図１４】　（ａ）及び（ｂ）は本発明の他の実施態様の概略図である。
【符号の説明】
１　　　　　　　アプリケータ
２，３　　　　　剛毛
４　　　　　　　支持体
Ｐ　　　　　　　第１のシート
Ｓ　　　　　　　第２のシート
Ｘ　　　　　　　軸線
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】
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