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(57)【要約】
【課題】数本のカットバサミを平らに、もしくは高低層
で併設して、簡易性と安定性を具えた操作ができるよう
になる重畳組成のカットバサミの提供。
【解決手段】重畳組成のカットバサミは、カットバサミ
の第一ブレード、もしくは/及び第二ブレードの二側面
に少なくとも一つのメス部品と一つのオス部品を結合す
る。このオス部品は係止体を含み、メス部品は穿孔を含
む。係止体の最大外径は、穿孔の口径より大きく、係止
体を穿孔に強く押止して、穿孔の端縁に掛合し、メス部
品とオス部品を掛合し、数本のカットバサミを組み合わ
せて、極めて安定した定位効果を得ることができるので
、片手で同時に数本のカットバサミを握ってヘアーカッ
ト動作を行える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第一ブレード、第二ブレードと、少なくとも一つのメス部品及び少なくとも一つのオス
部品を含む重畳組成のカットバサミにおいて、
第一ブレードと、
第一ブレードと枢設する第二ブレードと、
第一ブレード及び第二ブレードの内、少なくとも一ブレードに結合し、穿孔を含む少なく
とも一メス部品と、
第一ブレード及び第二ブレードの内、少なくとも一ブレードに結合し、係止体を含み、そ
の係止体は最大外径を具え隣合う両カットバサミを重畳した後、その係止体を穿孔に差し
込み、穿孔の端縁に押止し、その係止体の最大外径は穿孔の外側に位置し、メス部品とオ
ス部品嵌合する少なくとも一つのオス部品を含むことを特徴とする重畳組成のカットバサ
ミ。
【請求項２】
　前記係止体は、球体形状で、穿孔は円形孔とすることを特徴とする請求項１記載の重畳
組成のカットバサミ。
【請求項３】
　前記穿孔は、その内壁が内凹円弧形状であることを特徴とする請求項２記載の重畳組成
のカットバサミ。
【請求項４】
　前記メス部品は、穿孔と相互に通じる欠切口を設置し、係止体を穿孔に差し込んだ時、
その欠切口によって穿孔の口径を拡げ、続いて原状回復することを特徴とする請求項１記
載の重畳組成のカットバサミ。
【請求項５】
　前記係止体は、欠切槽を設置し、係止体を穿孔に差し込んだ時、その欠切槽によって、
係止体の最大外径を縮小し、続いて原状回復することを特徴とする請求項１記載の重畳組
成のカットバサミ。
【請求項６】
　前記係止体は、その最大外径穿孔の口径よりやや大きいことを特徴とする請求項１記載
の重畳組成のカットバサミ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、重畳組成のカットバサミに関するもので、特にカットバサミの重畳組合せが
強固であるものである。
【背景技術】
【０００２】
　本発明は、下記を改善したものである。下記の特許は、数本のカットバサミを平行に併
設して組み合わせた他に、ヘアーカットの必要によって、数本のカットバサミの弾性組合
せを高低層にして併設し、様々なヘアーカット技術を用いることができる。しかしながら
、このカットバサミには使用上の欠点があり、カットバサミ１の第一、第二ブレードの二
側面にはボタン１５、２５及びカバーリング１３、２３(図１２参照)を結合し、ボタン１
５、２５をカバーリング１３、２３に設置して二つのカットバサミ１を併設組合せする。
ボタン１５、２５とカバーリング１３、２３を嵌め込むため、ボタン１５、２５はカバー
リング１３、２３から外れやすく、二つのカットバサミ１の重畳組合せの定位効果はよく
ない。また片手で同時に数本のカットバサミ１を握って操作した時、使いにくさや問題が
発生しやすく、加えて二つのカットバサミ１の隙間が同じで異なる顔の形、髪の量の顧客
に対して調整を加えられず、髪の層及び髪の量が固定して変化がなく、ヘアーカットが良
い状態にできない。
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　本発明は、カットバサミの第一ブレード、もしくは/及び第二ブレードの二側面に少な
くとも一つのメス部品と一つのオス部品を結合する。このオス部品は係止体を含み、メス
部品は穿孔を含む。係止体の最大外径は、穿孔の口径より大きく、係止体を穿孔に強く押
止して、穿孔の端縁に掛合し、メス部品とオス部品を掛合し、数本のカットバサミを組み
合わせて、極めて安定した定位効果を得ることができるので、片手で同時に数本のカット
バサミを握ってヘアーカット動作を行えることを最も主要な特徴とする。
【０００４】
　前述のメス部品には穿孔と相互に通じる欠切口を設置し、係止体で拡げた欠切口及び穿
孔により、スムーズに穿孔に入り、穿孔の端縁に掛合され、メス部品とオス部品の結合が
簡単で、省力化される。
【０００５】
　前述のオス部品の係止体には欠切槽を設置し、それを係止体によって最大外径を縮小し
、穿孔に差し込んで原状回復し、穿孔の端縁を掛合し、メス部品とオス部品の結合を簡易
、省力化する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　請求項１の発明は、第一ブレード、第二ブレードと、少なくとも一つのメス部品及び少
なくとも一つのオス部品を含む重畳組成のカットバサミにおいて、
第一ブレードと、
第一ブレードと枢設する第二ブレードと、
第一ブレード及び第二ブレードの内、少なくとも一つのブレードに結合し、穿孔を含む少
なくとも一つのメス部品と、
第一ブレード及び第二ブレードの内、少なくとも一つのブレードに結合し、係止体を含み
、その係止体は最大外径を具え隣合う量カットバサミを重畳した後、その係止体を穿孔に
差し込み、穿孔の端縁に押止し、その係止体の最大外径は穿孔の外側に位置し、メス部品
とオス部品嵌合する少なくとも一つのオス部品を含むことを特徴とする重畳組成のカット
バサミとしている。
　請求項２の発明は、前記係止体は、球体形状で、穿孔は円形孔とすることを特徴とする
請求項１記載の重畳組成のカットバサミとしている。
　請求項３の発明は、前記穿孔は、その内壁が内凹円弧形状であることを特徴とする請求
項２記載の重畳組成のカットバサミとしている。
　請求項４の発明は、前記メス部品は、穿孔と相互に通じる欠切口を設置し、係止体を穿
孔に差し込んだ時、その欠切口によって穿孔の口径を拡げ、続いて原状回復することを特
徴とする請求項１記載の重畳組成のカットバサミとしている。
　請求項５の発明は、前記係止体は、欠切槽を設置し、係止体を穿孔に差し込んだ時、そ
の欠切槽によって、係止体の最大外径を縮小し、続いて原状回復することを特徴とする請
求項１記載の重畳組成のカットバサミとしている。
請求項６の発明は、前記係止体は、その最大外径穿孔の口径よりやや大きいことを特徴と
する請求項１記載の重畳組成のカットバサミとしている。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明の重畳組成のカットバサミは、下述の利点がある。
　係止体７１を穿孔６１に強く押し入れることによって、係止体７１の最大外径Ｄを穿孔
６１の外側に位置し、且つ係止体７１は穿孔６１の端縁Ｚで押止し、メス部品６０とオス
部品７０を嵌合結合し、数本のカットバサミ２の重畳組合せが安定性を具え、片手で同時
に数本のカットバサミ２を握ってヘアーカット操作を行うことができ、安定した安定性と
簡易性を具える。
　メス部品６０の第一ネジ桿の長さを変化させるか、もしくオス部品７０の第二ネジ桿７
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３の長さを変化させることにより、数本のカットバサミ２の間の連結隙間Ａ、Ａ´を変更
して数本のカットバサミ２間の最も良い重畳距離を調整して出し、ヘアーカットの出来上
がりが様々な変化を呈して、活発、美しさを表現することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　図１、２に示すとおり、本発明の第一実施例のカットバサミ２は、枢設軸５０で第一ブ
レード３０及び第二ブレード４０を合わせて重ね合わせる。第一ブレード３０、もしくは
/及び第二ブレード４０のハンドル部３１、４１の両側面には少なくとも第一ネジ孔３２
及び、少なくとも第二ネジ孔４２を設置する。即ち第一ブレード３０の二側面には、すく
なくとも第一ネジ孔３２を設置し、且つ第二ブレード４０の二側面にはそれぞれ少なくと
も第二ネジ孔４２を設置する。第一ブレード３０もしくは/及び第二ブレード４０二側面
の第一ネジ孔３２と、第二ネジ孔４２は各々ネジ紋方式でメス部品６０とオス部品７０を
連結し、第一ブレード３０、もしくは/及び第二ブレード４０の一側面をメス部品６０と
結合する。第一ブレード、もしくは/及び第二ブレード４０の別一側面はオス部品７０と
結合し、メス部品６０には穿孔６１を設置し、側辺には第一ネジ桿６３が突出して延びる
。オス部品７０の一端には係止体７１が突出して伸び、別端には第二ネジ桿７３が伸びる
。上述のメス部品６０とオス部品７０は各々第一ネジ桿６３と第二ネジ桿７３で、第一ブ
レード３０、もしくは/及び第二ブレード４０の二側面の第一ネジ孔３２、第二ネジ孔４
２に連結する。本発明のメス部品６０及びオス部品７０は、第一ブレード３０もしくは/
及び第二ブレード４０と結合するのに、ネジ紋方式に限らず、嵌合、接着、溶接などその
他の固定方式で結合する。
【０００９】
　重畳組合せする時、数本のカットバサミ２を平らに合わせ、一カットバサミ２の第一ブ
レード、もしくは/及び第二ブレード一側面に設置したメス部品６０を、隣接するカット
バサミ２の第一ブレード３０、もしくは/及び第二ブレード４０の相対する別一側面に設
置した同じ高さのオス部品７０と相互に合わせ、係止体７１を穿孔６１に合わせる。図３
に示すとおり、オス部品７０を押止して係止体７１を穿孔６１に強く差し込み、穿孔６１
の端縁Ｚに掛合する。図４に示すとおり、この穿孔６１の内壁面６１１は内凹円弧形状で
あり、球体形状の係止体７１と相互に合わさり、係止体７１が穿孔６１を通過しやすくす
る。且つ係止体７１の最大外径Ｄは穿孔６１の口径よりやや大きく、係止体７１を強く穿
孔６１に差し入れると、最大外径Ｄは穿孔６１外側に位置しメス部品６０とオス部品７０
を掛合して合わせ、この掛合い方式により、図５に示すとおり、数本のカットバサミ２が
平らな併設方式で組み合わさる。
【００１０】
　本発明の数本のカットバサミ２は、高低落差を具えた並列重畳で組合せ、メス部品６０
を高位置もしくは低位置の別の第一ネジ孔３２、もしくは/及び第二ネジ孔４２に結合す
る。図６に示すとおり、各カットバサミ２のオス部品７０を異なる高度のメス部品６０内
に合わせ、数本のカットバサミ２に高低落差をつけて排列する。
【００１１】
　上述からわかるとおり、本発明のカットバサミ２は、平行並列及び高低二層で組合せ、
髪型のスタイル及びヘアーカットの必要によって、様々に応用できる。ヘアースタイルの
カット、髪透き、段カット等のカット技術が十分に行える。
【００１２】
　前述のメス部品６０の第一ネジ桿６３は、異なる長さとし、メス部品６０をカットバサ
ミ２に結合した時、メス部品６０とカットバサミ２が形成する距離は調整変化するので、
これによってカットバサミ２の連結する隙間Ａ、Ａ´は様々に調整できる。図７に示すと
おり、顔の形、髪の量に合わせたヘアーカットをする時、最も良い隙間の調整を行い、段
カットの変化及び髪の量感を具えたヘアースタイルにすることができる。同じく前述のオ
ス部品７０の第二ネジ桿７３も異なる長さにすることができ、オス部品７０をカットバサ
ミ２に結合する時、オス部品７０とカットバサミ２が形成する距離を調整変化させ、同様
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に数本のカットバサミ２間の連結の隙間を様々に調整することができる(図未提示)。
【００１３】
　本発明の第二実施例は前述のメス部品６０に穿孔６１と相互に貫通する欠切口６２を設
置する。図８に示すとおり、オス部品７０の係止体７１を穿孔６１に差し込むとき、この
欠切口６２によって、係止体７１が穿孔６１を少し拡がり、係止体７１が穿孔６１を楽に
通過させられる。図９に示すとおり、穿孔６１は弾性の回復により係止体７１周辺縁に押
さえ、メス部品６０とオス部品７０を嵌合して組合せ、メス部品６０とオス部品７０の組
合せが更に簡易になる。
【００１４】
　本発明の第三実施例は、前述のオス部品７０の係止体７１に欠切槽７２を設置し、図１
０に示すとおり、係止体７１を穿孔６１に差し込む時、この欠切槽７２によって、係止体
７１の最大外径Ｄを縮小することができ、スムーズに穿孔６１が通過できる。図１１に示
すとおり、係止体７１は弾性の回復により穿孔の端縁Ｚに押さえられ、メス部品６０とオ
ス部品７０の組合せが極めて簡易で省力化する。
【００１５】
　本発明のメス部品６０の穿孔６１は円形孔とし、オス部品の係止体７１は球体形状とす
る。球体形状の係止体７１で円形孔の穿孔６１に差し込んで合わせ、メス部品６０とオス
部品７０を嵌合して結合し、本発明の良好な実施方式とする。
【００１６】
　本発明はメス部品６０とオス部品７０の嵌合により、数本のカットバサミ２を重畳組合
せし、重合した数本のカットバサミ２を分離する時、カットバサミ２に僅かな力を加える
だけで、係止体７１の穿孔６１への嵌合力を解除して、係止体７１を穿孔６１から外す。
またメス部品６０とオス部品７０を分けて、重畳組合せした数本のカットバサミ２が分離
し、カットバサミの必要により、更に数本のカットバサミ２を組み合わせて並列する。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の第一実施例の立体分解図である。
【図２】本発明の第一実施例のメス部品とオス部品の立体分解図である。
【図３】本発明の第一実施例のメス部品とオス部品の断面分解図である。
【図４】本発明の第一実施例のメス部品とオス部品の組立断面図である。
【図５】本発明の第一実施例の複数本カットバサミの平行組立の断面図である。
【図６】本発明の第一実施例の複数本カットバサミの高低組合せの断面図である。
【図７】本発明の第一実施例の複数本カットバサミ重畳組合せ後の平面図で、カットバサ
ミを相互間の異なる隙間を表示したものである。
【図８】本発明の第二実施例のメス部品とオス部品の立体分解図である。
【図９】本発明の第二実施例のメス部品とオス部品の組合せ平面断面図である。
【図１０】本発明の第三実施例のオス部品とメス部品の立体分解図である。
【図１１】本発明の第三実施例のオス部品とメス部品の組合せ断面動作図である。
【図１２】公知のカットバサミの立体分解図である。
【符号の説明】
【００１８】
　　　１　　　　カットバサミ
　　１０　　　　第一ブレード
　　１３　　　　カバーリング
　　１５　　　　ボタン
　　２０　　　　第二ブレード
　　２３　　　　カバーリング
　　２５　　　　ボタン
　　　２　　　　カットバサミ
　　３０　　　　第一ブレード
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　　３１　　　　ハンドル部
　　３２　　　　第一ネジ孔
　　４０　　　　第二ブレード
　　４１　　　　ハンドル部
　　４２　　　　第二ネジ孔
　　５０　　　　枢設軸
　　６０　　　　メス部品
　　６１　　　　穿孔
　６１１　　　　内壁面
　　６２　　　　欠切口
　　６３　　　　第一ネジ桿
　　７０　　　　オス部品
　　７１　　　　係止体
　　７２　　　　欠切槽
　　７３　　　　第二ネジ桿
　　　Ａ　　　　隙間
　　　Ａ´　　　隙間
　　　Ｄ　　　　最大外径
　　　Ｚ　　　　端縁

【図１】 【図２】

【図３】
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【図１０】

【図１１】

【図１２】
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