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(57)【要約】
【課題】電動ブラシによってまつ毛にマスカラをきれい
に塗布する。
【解決手段】本発明は、まつ毛にマスカラを塗布するた
めのブラシを保持する棒状のハンドルを固定支持する支
持手段と、前記支持手段を、その軸を中心に２方向のい
ずれかの方向に回転させる駆動手段と、前記駆動手段に
電力を供給する電源手段と、ユーザの操作によって、前
記ブラシと前記ハンドルとの回転方向を決定するととも
に前記駆動手段を駆動させる操作手段と、を備えること
を特徴とする電動マスカラ塗布装置である。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　まつ毛にマスカラを塗布するためのブラシを保持する棒状のハンドルを固定支持する支
持手段と、
　前記支持手段を、その軸を中心に２方向のいずれかの方向に回転させる駆動手段と、
　前記駆動手段に電力を供給する電源手段と、
　ユーザの操作によって、前記ブラシと前記ハンドルとの回転方向を決定するとともに前
記駆動手段を駆動させる操作手段と、
　を備えることを特徴とする電動マスカラ塗布装置。
【請求項２】
　前記支持手段は、前記ハンドルを着脱可能であることを特徴とする請求項１に記載の電
動マスカラ塗布装置。
【請求項３】
　前記電源手段は、充電池であることを特徴とする請求項１に記載の電動マスカラ塗布装
置。
【請求項４】
　前記充電池に接続され、前記充電池の充電量に応じて２色以上に光る発光手段を、さら
に備えることを特徴とする請求項３に記載の電動マスカラ塗布装置。
【請求項５】
　前記充電池の充電量を表示する表示手段を、さらに備えることを特徴とする請求項３に
記載の電動マスカラ塗布装置。
【請求項６】
　前記支持手段、前記駆動手段、前記電源手段を収容する収容部と、
　前記収容部と係合する蓋部と、をさらに備え、
　前記蓋部は、前記マスカラを入れる容器の役割も兼ねる
　ことを特徴とする請求項１に記載の電動マスカラ塗布装置。
【請求項７】
　前記電源手段は、充電池であり、前記収容部の内部に固定され、当該固定された状態で
外部電源からの充電を受ける
　ことを特徴とする請求項６に記載の電動マスカラ塗布装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電動ブラシによってまつ毛にマスカラ（液）を塗布する電動マスカラ塗布装
置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　マスカラは、まつ毛を濃くする、カールする、あるいはセパレートして広げるためにま
つ毛に塗布される化粧品である。一般に、ユーザは、マスカラのついた塗布具（ブラシ等
）を手で移動や回転等させることによって、まつ毛にマスカラを塗布する。
【０００３】
　また、マスカラの塗布具等に関して、様々な改良が行われている。例えば、特許文献１
では、クシ歯の形状を工夫することでマスカラの塊が発生しづらい塗布具に関する技術が
開示されている。
【０００４】
【特許文献１】特開２００７－１７５２５７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、人の手の動きの精密さには限界があり、マスカラの塗布に不慣れな者は
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当然のこと、マスカラの塗布に慣れた者であっても、わずか数ミリの長さのまつ毛にマス
カラをきれいに塗布することは非常に困難であった。特に、まつ毛の根元近くにマスカラ
を塗布する場合、手の動きが少しでもずれるとマスカラが皮膚に付着してしまい、そうな
ると対応が面倒になるという問題もある。
【０００６】
　そこで、本発明は、前記した問題を解決するためになされたものであり、電動ブラシに
よってまつ毛にマスカラをきれいに早く均一に塗布する電動マスカラ塗布装置を提供する
ことを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　前記課題を解決するために、本発明は、まつ毛にマスカラを塗布するためのブラシを保
持する棒状のハンドルを固定支持する支持手段と、前記支持手段を、その軸を中心に２方
向のいずれかの方向に回転させる駆動手段と、前記駆動手段に電力を供給する電源手段と
、ユーザの操作によって、前記ブラシと前記ハンドルとの回転方向を決定するとともに前
記駆動手段を駆動させる操作手段と、を備えることを特徴とする電動マスカラ塗布装置で
ある。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、電動ブラシによってまつ毛にマスカラをきれいに早く均一に塗布する
ことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　以下、図面を参照（言及図以外の図も適宜参照）して、本発明を実施するための最良の
形態（以下、「実施形態」という。）について詳細に説明する。
　図１は、電動マスカラ塗布装置の全体構成図である。図１に示すように、電動マスカラ
塗布装置１００は、本体部２１と蓋部２２とから構成される。
【００１０】
　本体部２１は、ランプ１（発光手段）、電源口２、収容部３、充電池４（電源手段）、
モータ５（駆動手段）、モータ軸６（支持手段）およびスイッチ９（操作手段）を備えて
いる。
　ランプ１は、充電池４に接続され、充電池４の充電量に応じて２色以上に光る。ランプ
１は、例えばＬＥＤ（light emitting diode）であり、充電池４の充電量が充分のときは
緑色に発光し、充電池４の充電量が不充分のときは赤色に発光する。なお、ランプ１の発
光色は、赤、緑に限らず、白、黄、青、紫、あるいはそれらの中間色など、どんな色であ
ってもよい。
【００１１】
　電源口２は、充電池４に対して充電を行う場合に、外部電源に接続されたケーブルのコ
ネクタを充電池４に対して差し込むための穴である（図７で後記）。
　収容部３は、本体部２１における外枠部材であり、ユーザが手で把持する部分である。
収容部３には溝部１３が設けられている。なお、収容部３は、内部の部品等の出し入れの
ためにキャップ式で二つに分離することができるものであるが、説明の都合上、一体のも
のとして説明する。
【００１２】
　充電池４は、外部電源から充電可能な電池であり、例えば、リチウム充電池、マンガン
充電池等である。充電池４は、スイッチ９の操作にしたがって、ランプ１およびモータ５
に電力を供給する（詳細は後記）。
　モータ５は、充電池４から電力の供給を受け、モータ軸６を、軸を中心に２方向のいず
れかの方向に一定の速度で回転させる。
【００１３】
　モータ軸６は、ブラシバー７８をハンドル７の部分で固定支持し、モータ５の動力によ
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って２方向のいずれかの方向にブラシバー７８と一体となって回転する。モータ軸６は、
内部にスプリング６１を有している。スプリング６１は、図１の上方側の端部がモータ軸
６に固定されている。
【００１４】
　ブラシバー７８は、ハンドル７とブラシ８とから構成される。ハンドル７は、ブラシバ
ー７８における軸であり、また、ユーザがブラシバー７８を手で持つための取っ手の役割
も兼ねている。ブラシ８は、マスカラをまつ毛に塗布するため塗布具である。ブラシバー
７８は、ハンドル７の一端の直方体形状の端部７１の部分でモータ軸６に固定支持され、
モータ５の動力によりモータ軸６と一体となって回転する。ブラシ８は、ここでは複数の
略円盤形状の化学繊維（レーヨン等）または合成繊維（ナイロン等）としているが、天然
繊維（毛、綿等）であってもよい。なお、ブラシバー７８のハンドル７は、単一の棒状の
ものであってもよいし、また、途中で分離してブラシ８の付いている部分だけを交換でき
るような構造のものであってもよい。
【００１５】
　スイッチ９は、ブラシバー７８の動きに関し、一方の方向の回転、他方の方向の回転、
停止のいずれかをユーザが操作するための操作手段である。
【００１６】
　蓋部２２は、溝部１０を有する容器１１から構成されている。容器１１にはマスカラ１
２を充填しておくことができる。また、本体部２１の溝部１３と蓋部２２の溝部１０とを
係合することで、本体部２１と蓋部２２を一体化することができる。
【００１７】
　図２は、電動マスカラ塗布装置１００の本体部２１と蓋部２２を一体化した様子を示す
図である。図２に示すように、本体部２１の溝部１３と蓋部２２の溝部１０とを係合する
ことで、本体部２１と蓋部２２を一体化することができる。電動マスカラ塗布装置１００
は、このとき、ブラシバー７８のブラシ８がマスカラ１２に浸る構造となっている。
【００１８】
　次に、モータ軸６がブラシバー７８のハンドル７を固定支持する構造について説明する
。図３（ａ）～（ｄ）は、モータ軸６にブラシバー７８のハンドル７を固定支持する様子
を示す図であり、それぞれ、上側の図が図２のＸ－Ｘ矢視断面図、下側の図が図２のモー
タ軸６付近の斜視図である。
【００１９】
　図３（ａ）および（ｂ）に示すように、ブラシバー７８のハンドル７をモータ軸６に固
定支持させる場合、ユーザは、ハンドル７の端部７１をモータ軸６の底の開放部から挿入
する。
　その後、図３（ｂ）および（ｃ）に示すように、ユーザは、端部７１でスプリング６１
を押圧圧縮した状態で、ハンドル７を、その軸を中心として９０度回転させる。
【００２０】
　続いて、図３（ｃ）および（ｄ）に示すように、ユーザが、ハンドル７をその軸を中心
として９０度回転させた後、ハンドル７に対する加力を弱めると、ハンドル７は、スプリ
ング６１の伸長力によって下方に押し戻され、モータ軸６の凹構造部分に嵌り、モータ軸
６によって固定支持される。
　このように、ブラシバー７８のハンドル７がモータ軸６に固定支持されることによって
、ブラシバー７８とモータ軸６が一体となって回転することができる。
【００２１】
　続いて、電動マスカラ塗布装置１００の外観について説明する。図４は、電動マスカラ
塗布装置１００の外観を示す図である。本体部２１および蓋部２２は、略同一直径の細長
い略円筒形状となっており、ユーザが手で把持しやすく、また、カバン等に収納しやすい
コンパクトな構造となっている。さらに、本体部２１の収容部３と蓋部２２の容器１１に
は、それぞれ、フラットな平面部３ａと平面部１１ａが設けられている。これらの平面部
３ａと平面部１１ａにより、充電池４を充電中の電動マスカラ塗布装置１００をテーブル
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などの水平面上に横向きに置いても転がらないようになっている（詳細は図７で後記）。
【００２２】
　図５は、図４のＹ矢視方向から本体部２１を見た場合の上面図である。図５に示すよう
に、本体部２１の収容部３の上面に電源口２とランプ１が配置されている。
【００２３】
　図６は、本体部２１における電気回路図である。図６に示すように、スイッチ９にはＡ
～Ｆ（Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ，ＥおよびＦ）の６つの接点が設けられている。
　スイッチ９が「ＯＦＦ」の位置のとき（図４参照）、接点Ａ～Ｆは開いており、モータ
５に電力が供給されず、モータ５は停止した状態となる。
【００２４】
　スイッチ９が「ＬＥＦＴ」の位置のとき（図４参照）、接点Ａと接点Ｃ、および、接点
Ｂと接点Ｄがそれぞれ接続される。これにより、閉回路が形成されて、充電池４からモー
タ５に電力が供給され、モータ５は一方の方向に回転する。
　スイッチ９が「ＲＩＧＨＴ」の位置のとき（図４参照）、接点Ｃと接点Ｅ、および、接
点Ｄと接点Ｆがそれぞれ接続される。これにより、閉回路が形成されて、充電池４からモ
ータ５に電力が供給され、モータ５は他方の方向に回転する。
【００２５】
　このようにして、ユーザがスイッチ９を「ＬＥＦＴ」および「ＲＩＧＨＴ」のいずれか
の位置にスライドさせることによって、ブラシバー７８を２方向のうちの望む方向に回転
させることができる。なお、「ＬＥＦＴ」および「ＲＩＧＨＴ」は、それらが互いに逆の
方向であればよく、電動マスカラ塗布装置１００の構造を基準とした絶対的な方向を意味
するものではない。
【００２６】
　図７は、電動マスカラ塗布装置１００に対して充電を行う様子を示す図である。図７に
示すように、ユーザは、電動マスカラ塗布装置１００に充電を行う場合、まず、電動マス
カラ塗布装置１００をテーブルなどの水平面上に横向きに置く。その際、平面部３ａと平
面部１１ａが水平面に接するように電動マスカラ塗布装置１００を置くことで、電動マス
カラ塗布装置１００を安定させることができる（電動マスカラ塗布装置１００が転がらな
い）。
【００２７】
　そして、ユーザは、ケーブル３０のプラグ３２を商用電源のコンセント４０に差し、ケ
ーブル３０のコネクタ３１を電動マスカラ塗布装置１００の電源口２に差し込むことで、
電動マスカラ塗布装置１００の充電池４に対して充電を行うことができる。
【００２８】
　図８は、電動マスカラ塗布装置１００を使用してユーザのまつ毛にマスカラを塗布する
様子を示す図である。図８に示すように、ユーザ５０は、手５１で収容部３を把持して、
スイッチ９をスライドさせてブラシバー７８を望む方向に回転させる。その後、ユーザ５
０は、ブラシバー７８のブラシ８がまつ毛５２に触れるように本体部２１を移動させるこ
とで、まつ毛５２にマスカラを塗布することができる。
【００２９】
　図９は、電動マスカラ塗布装置の他の実施形態を示す外観図である。以下、図１～図８
の電動マスカラ塗布装置１００と同一の構成には同一の符号を付与し、重複する説明を省
略する。
　図９に示すように、電動マスカラ塗布装置１００ａは、本体部２１ａと蓋部２２とから
構成される。
【００３０】
　本体部２１ａは、電動マスカラ塗布装置１００の本体部２１（図４参照）と少し異なり
、上方部分が少し太くなっている。また、収容部３ｂには平面部３ｂａと充電残量ゲージ
９０が設けられている。
　充電残量ゲージ９０は、充電池４の残量を示す表示手段である。
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【００３１】
　このように、電動マスカラ塗布装置１００ａによれば、充電池４やモータ５のサイズが
少し大きい場合でも、充電池４やモータ５を収容部３ｂに収容し、全体としてコンパクト
な構成を実現することができる。また、充電残量ゲージ９０によって、ユーザは充電池４
の充電残量を認識することができる。つまり、ランプ１だけのときよりも詳しく充電池４
の充電残量を把握することができるので、早めに充電するなど、柔軟な対応を行うことが
できるようになる。
【００３２】
　このようにして、本実施形態の電動マスカラ塗布装置１００（１００ａ）によれば、ユ
ーザは、従来のように手動でブラシバー７８を回転させることなく、本体部２１（２１ａ
）を少し平行移動するだけで、まつ毛にマスカラをきれいに早く均一に塗布することがで
きる。つまり、マスカラの塗布に不慣れなユーザであっても、まつ毛にマスカラを容易か
つ正確に（思い通りの箇所に思い通りの量を）塗布することができる。
【００３３】
　また、ブラシバー７８をモータ５によって回転させるので、ブラシバー７８の回転速度
を一定に保持することができ、まつ毛にマスカラを安定して（まつ毛を絡めず広げてきれ
いにセパレートさせて）塗布することができる。つまり、モータ５の代わりにぜんまいを
使用する場合などに比べて、格段に安定してまつ毛にマスカラを塗布することができる。
　さらに、ユーザは、ブラシバー７８の回転方向を自由に選択することができるので、両
目の上下の４箇所のいずれのまつ毛にもマスカラを容易かつ正確に塗布することができる
。
【００３４】
　また、モータ５の動力源として、充電不可能な一次電池ではなく充電池４を使用するこ
とで、使用済みの電池が発生せず、環境に優しい。
　さらに、ランプ１を見ることで充電池４の充電状態がわかるので、適切なタイミングで
充電池４の充電を行うことができる。
【００３５】
　また、本体部２１（２１ａ）に対してブラシバー７８が着脱可能であるので、古いブラ
シバー７８を新しいブラシバー７８に交換したり、色の違うマスカラを使用するためにブ
ラシバー７８を交換したりすることが容易になる。
　さらに、ブラシバー７８をモータ５によって回転させることで、まつ毛をきれいにカー
ルさせることができる効果も生まれる。
【００３６】
　また、充電池４およびモータ５という動力機構を有するにもかかわらず、本体部２１（
２１ａ）および蓋部２２を略同一直径の細長い略円筒形状とし、さらに、蓋部２２がマス
カラを入れる容器の役割も兼ねることで、使用や収納に便利なコンパクトな構造の電動マ
スカラ塗布装置１００（１００ａ）を実現することができる。
【００３７】
　さらに、充電池４を充電する場合、充電池４を収容部３（３ｂ）の外部に取り出すので
はなく、充電池４が収容部３（３ｂ）の内部に固定された状態のまま外部電源からの充電
を行うので、充電を容易かつ迅速に行うことができる。
【００３８】
　以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく
、その趣旨を変えない範囲で実施することができる。
　例えば、本体部２１（２１ａ）と蓋部２２の形状は、円筒形状でなくても、直方体形状
等の他の形状であってもよい。
【００３９】
　また、モータ５に対してギア等による減速機構が備えられていてもよい。
　さらに、ブラシバー７８の回転速度は、ブラシ８の性質等を考慮し、まつ毛にマスカラ
をきれいに塗布することができる速度であれば、速くても遅くてもどんな速度であっても
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よい。また、モータ５の回転速度を多段階に設定してもよい。
　また、非常時等に充電池４以外の電池を別途組み込んで動作させることができるような
構造としてもよい。
【００４０】
　さらに、ブラシバー７８のハンドル７と係合するモータ軸６の内部構造は、凹部を設け
る代わりに突起部が設けられていてもよい。また、モータ軸６の内部にスプリング６１が
なくてもよい。さらに、ハンドル７の端部７１が略直方体でなくても楕円形状やフック形
状などの他の形状であってもよい。つまり、モータ軸６とブラシバー７８のハンドル７が
係合して一体で回転できるのであれば他の構造であってもよい。
【００４１】
　また、マスカラの液漏れ防止等のために、Ｏリングや樹脂製のパッキンなどを各所に配
置してもよい。
　さらに、スイッチ９は、スライド型のものでなくても、押下型のものであってもよい。
　その他、全体や部品の具体的な構成について、本発明の主旨を逸脱しない範囲で適宜変
更が可能である。
【図面の簡単な説明】
【００４２】
【図１】電動マスカラ塗布装置の全体構成図である。
【図２】電動マスカラ塗布装置１００の本体部２１と蓋部２２を一体化した様子を示す図
である。
【図３】（ａ）～（ｄ）は、モータ軸６にブラシバー７８を固定支持する様子を示す図で
あり、それぞれ、上側の図が図２のＸ－Ｘ矢視断面図、下側の図が図２のモータ軸６付近
の斜視図である。
【図４】電動マスカラ塗布装置１００の外観を示す図である。
【図５】図４のＹ矢視方向から本体部２１を見た場合の上面図である。
【図６】本体部２１における電気回路図である。
【図７】電動マスカラ塗布装置１００に対して充電を行う様子を示す図である。
【図８】電動マスカラ塗布装置１００を使用してユーザのまつ毛にマスカラを塗布する様
子を示す図である。
【図９】電動マスカラ塗布装置の他の実施形態を示す外観図である。
【符号の説明】
【００４３】
　１　　　ランプ
　２　　　電源口
　３　　　収容部
　３ａ　　平面部
　４　　　充電池（電源手段）
　５　　　モータ（駆動手段）
　６　　　モータ軸（支持手段）
　７　　　ハンドル
　８　　　ブラシ
　９　　　スイッチ（操作手段）
　１０　　溝部
　１１　　容器
　１１ａ　平面部
　１２　　マスカラ
　１３　　溝部
　２１　　本体部
　２２　　蓋部
　３０　　ケーブル
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　３１　　コネクタ
　３２　　プラグ
　４０　　コンセント
　５０　　ユーザ
　５１　　手
　５２　　まつ毛
　６１　　スプリング
　７１　　端部
　７８　　ブラシバー
　１００　電動マスカラ塗布装置

【図１】 【図２】
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