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(57)【要約】
　毛切断装置本体３と、切断の後の毛の長さを定義する
ための交換可能なくしユニット２と、を有する毛切断装
置１。毛切断装置本体３は更に、毛切断装置本体３に対
するくしユニット２の着脱可能な装着のためのくしイン
タフェースと、毛の長さをユーザに表示するための、該
くしインタフェースに動作可能に結合された毛の長さイ
ンジケータ７と、を有する。交換可能なくしユニット２
は、くしユニット２に関連する毛の長さを識別するため
のくし識別部材１１、１３を有し、該くしインタフェー
スは、毛の長さインジケータ７に電気的に結合されたく
し認識構成１０、１４ａ、１４ｂを有する。くし認識構
成１０、１４ａ、１４ｂは、くしユニット２が毛切断装
置本体３に接続されたときにくし識別部材１１、１３を
感知し、くしユニット２に関連する毛の長さを示す電子
信号を毛の長さインジケータ７に供給するように構成さ
れる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　毛切断装置本体と、
　切断の後の毛の長さを定義するための交換可能なくしユニットと、
を有する毛切断装置であって、前記毛切断装置本体は更に、
　前記毛切断装置本体に対する前記くしユニットの着脱可能な装着のためのくしインタフ
ェースと、
　前記毛の長さをユーザに表示するための、前記くしインタフェースに動作可能に結合さ
れた毛の長さインジケータと、
を有し、
　前記交換可能なくしユニットは、前記くしユニットに関連する毛の長さを識別するため
のくし識別部材を有し、
　前記くしインタフェースは、前記毛の長さインジケータに電気的に結合されたくし認識
構成を有し、
　前記くし認識構成は、前記くしユニットが前記毛切断装置本体に接続されたときに前記
くし識別部材を感知し、前記くしユニットに関連する前記毛の長さを示す電子信号を前記
毛の長さインジケータに供給するように構成された毛切断装置。
【請求項２】
　前記毛切断装置本体に対する前記くしユニットの位置を制御して、前記くしユニットを
用いて実現可能な毛の長さの範囲内で前記毛の長さを調節するための、ユーザ制御可能な
アクチュエータを更に有する、請求項１に記載の毛切断装置。
【請求項３】
　前記ユーザ制御可能なアクチュエータは、前記毛の長さインジケータに動作可能に結合
された、請求項２に記載の毛切断装置。
【請求項４】
　前記毛の長さインジケータは、前記くし認識構成により供給される前記電子信号に基づ
いて選択的に起動されるように構成された少なくとも第１の光源及び第２の光源を有する
、請求項２又は３に記載の毛切断装置。
【請求項５】
　前記第１の光源は、第１のくしユニットに関連する第１の毛の長さの範囲を示すように
構成され、前記第２の光源は、第２のくしユニットに関連する第２の毛の長さの範囲を示
すように構成された、請求項４に記載の毛切断装置。
【請求項６】
　前記第１の光源と前記第２の光源とは、互いに一定の距離をおいて配置された、請求項
５に記載の毛切断装置。
【請求項７】
　前記毛の長さインジケータは、前記第１及び第２の光源と前記毛切断装置のユーザとの
間に配置された半透明のパターンを持つ可動式のマスクを有する、請求項４乃至６のいず
れか一項に記載の毛切断装置。
【請求項８】
　前記半透明のパターンは、前記第１の光源が起動されているときにのみユーザに見える
第１のインジケータと、前記第２の光源が起動されているときにのみユーザに見える第２
のインジケータとを有する、請求項７に記載の毛切断装置。
【請求項９】
　前記第１の光源及び前記第２の光源のそれぞれは、ユーザに対して現在の毛の長さの設
定を表示するように動くことができる、請求項４乃至６のいずれか一項に記載の毛切断装
置。
【請求項１０】
　前記くし識別部材は少なくとも１つの磁石を有し、前記くし認識構成は前記磁石により
生成される磁場の極性を感知するための少なくとも１つのセンサを有する、請求項１乃至
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９のいずれか一項に記載の毛切断装置。
【請求項１１】
　前記くし識別部材は機械的構造を有し、前記くし認識構成は前記機械的構造により選択
的に動かされるように構成されたスイッチのセットを有する、請求項１乃至１０のいずれ
か一項に記載の毛切断装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、毛切断体と、切断の後の毛の長さを定義するための交換可能なくしユニット
と、を有する毛切断装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在利用可能な毛切断装置は、一般には人物又はペットの毛を切るための電動モータ式
の切断ナイフを備えた毛切断体を持つ。切断の後の毛の長さは一般に、肌と切断ナイフと
の間の距離を定義する交換可能なくしユニットの適切な選択によって決定される。
【０００３】
　ユーザの利便性のため、幾つかの毛切断装置は、くしユニットが移動させられることに
よって、当該くしユニットによりサポートされる毛の長さの範囲内で毛の長さが変えられ
るようになっている。
【０００４】
　切断ナイフに対するくしユニットの斯かる移動を許容することに加え、国際特許出願公
開WO2006/134576に開示された毛切断装置は、固定された区切りと、くしユニットが移動
させられたときに該くしユニットと共に移動する可動式の区切りと、を有する毛の長さイ
ンジケータにより、ユーザに対して毛の長さのグラフィカルな表示を提供する。
【０００５】
　国際特許出願公開WO2006/134576による毛切断装置においては、該毛切断装置に取り付
けられたくしユニットが、可動式の区切りと機構的に結合されたレバーと相互作用し、該
レバーが動かされたときに、これら区切りを円周方向に移動させる。透明な窓を通してユ
ーザに対して一度に見えるのは、可動式の区切りのうち１つのみである。くしユニットの
対向する側面（左と右）におけるレバーを選択的に動かすことにより、どちらのくしユニ
ットが利用されるかに依存して、２つの異なる可動式の区切りがユーザに表示され、それ
によりユーザに表示された毛の長さが、該毛切断装置に現在装着されているくしユニット
に適合される。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　国際特許出願公開WO2006/134576による毛切断装置は、現在設定されている毛の長さに
ついての適切な情報をユーザに与えるが、例えば毛切断装置の信頼性に関するもののよう
な、改善の余地が依然として存在するように考えられる。
【０００７】
　上述した先行技術に鑑み、本発明の一般的な目的は、改善された毛切断装置、特により
信頼性の高い毛切断装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本目的を達成するため、本発明は、毛切断装置本体と、切断の後の毛の長さを定義する
ための交換可能なくしユニットと、を有する毛切断装置であって、前記毛切断装置本体は
更に、前記毛切断装置本体に対する前記くしユニットの着脱可能な装着のためのくしイン
タフェースと、前記毛の長さをユーザに表示するための、前記くしインタフェースに動作
可能に結合された毛の長さインジケータと、を有し、前記交換可能なくしユニットは、前
記くしユニットに関連する毛の長さを識別するためのくし識別部材を有し、前記くしイン
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タフェースは、前記毛の長さインジケータに電気的に結合されたくし認識構成を有し、前
記くし認識構成は、前記くしユニットが前記毛切断装置本体に接続されたときに前記くし
識別部材を感知し、前記くしユニットに関連する前記毛の長さを示す電子信号を前記毛の
長さインジケータに供給するように構成された毛切断装置を提供する。
【０００９】
　切断の後の毛の長さは一般的に、該毛切断装置本体及びくしユニットに含まれる、１つ
又は複数のナイフのような切断手段間の距離により決定される。従って、該くしユニット
が、切断の後の毛の長さを定義する。
【００１０】
　くし認識構成は、毛の長さインジケータに含まれる１つ又は複数の電子部品に電気的に
直接結合されても良いし、又は、毛の長さインジケータを制御するように構成された処理
回路のような該毛切断装置に含まれる１つ又は幾つかのその他の電子部品を介して毛の長
さインジケータに電気的に間接的に結合されても良い。
【００１１】
　くし認識構成により毛の長さインジケータに供給される電子信号は、該毛の長さインジ
ケータに含まれる１つ又は幾つかの電子部品に、又は該毛の長さインジケータを制御する
ように構成された処理回路に、直接に供給されても良い。斯かる処理回路は、毛の長さイ
ンジケータと共に配置されても良いし、又は該毛切断装置中のどこか別のところに配置さ
れ、毛の長さインジケータに電気的に接続されても良い。
【００１２】
　毛の長さインジケータは、切断の後の毛の長さをユーザに対して種々の方法で示し得る
。例えば、毛の長さは数字で及び／又はディスプレイ上の相対的な目盛りを用いて示され
ても良いし、又は毛の長さは切断の後の毛の長さの生の縮尺で表示を提供することにより
示されても良い。斯かる生の縮尺での表示は、電気的若しくは機械的に提供されても良い
し、又はこれらの組み合わせで提供されても良い。
【００１３】
　本発明は、改善された、より信頼性の高い毛切断装置は、先行技術に比べて可動部の数
を減らすことにより達成され得るという認識に基づくものである。更に、本発明者は、可
動部の数を減らす有利な方法は、くし認識構成と毛の長さインジケータとの間の電気的結
合を提供し、更に、該毛切断装置に現在具備されているくしユニットに関連する毛の長さ
を示す電子信号を、くし認識構成が毛の長さインジケータに供給するように、くし認識構
成を構成することであることを認識した。
【００１４】
　ここで、国際特許出願公開2006/134576による毛切断装置における直線的な変位を回転
運動に変換する機械的構成は必要ではなくなり、機構的により単純で堅固な毛切断装置を
もたらす。
【００１５】
　本発明の種々の実施例による毛切断装置は、必要であれば防水性にすることが容易とな
ることも期待される。
【００１６】
　更に、特定のくしユニットに関連する毛の長さ（及びことによると１つ又は複数の他の
特性）を、電子的な形態で毛の長さインジケータの供給することは、２つよりも多いくし
ユニットの表示を簡単化する。ディジタル式のスイッチのような２つのセンサを備えたく
し認識構成を用いることは、くしユニットが取り付けられていない状態と、３つの異なる
くしユニットの状態とに対応し得る、４つのディジタル状態を許容する。該くし認識構成
が付加的なセンサ及び／又はセンサ状態を備える場合、更なるくしユニットが認識される
ことができ、種々のくしユニットを示す信号が毛の長さインジケータに容易に送信される
。
【００１７】
　更に、くし認識構成から、一般的には毛切断装置の反対側に配置され、くしユニットか
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ら幾分かの距離だけ離れた毛の長さインジケータへと、力学的な力が伝達される必要がな
いため、本発明の種々の実施例による毛切断装置は、特にくしユニットを交換する際、ユ
ーザにとって操作が容易なものとなる。
【００１８】
　本発明の種々の実施例によれば、該毛切断装置は更に、前記毛切断装置本体に対する前
記くしユニットの位置を制御して、前記くしユニットを用いて実現可能な毛の長さの範囲
内で前記毛の長さを調節するための、前記くしユニットに機械的に接続された、ユーザ制
御可能なアクチュエータを有しても良い。
【００１９】
　ユーザ制御可能なアクチュエータは、毛の長さを調節するためにユーザが動かすアクチ
ュエータであっても良い。この場合には、該アクチュエータを動かすときにユーザにより
かけられる力は、ことによると何らかの機械式伝達装置を通して、くしユニットへと伝達
される。
【００２０】
　代替としては、該ユーザ制御可能なアクチュエータは、ユーザにより供給された信号に
応じてくしユニットの位置を制御するため電動式であっても良い。
【００２１】
　常にユーザに現在の切断の後の毛の長さを提供することを可能とするため、該ユーザ制
御可能なアクチュエータは、毛の長さインジケータに動作可能に結合されても良い。該毛
の長さインジケータとの結合は機械的であっても良いし、電子的であっても良いし、又は
これらの組み合わせであっても良い。
【００２２】
　機械的な結合の場合には、該ユーザ制御可能なアクチュエータの特定の動きが、くしユ
ニット及び毛の長さインジケータの略等しく大きな変位をもたらすように、毛の長さイン
ジケータの可動部が、該ユーザ制御可能なアクチュエータと機械的に結合されても良い。
代替としては、それぞれの変位の何らかのスケーリングがあっても良い。
【００２３】
　電子的又は機械／電子的な結合の場合には、該ユーザ制御可能なアクチュエータの特定
の状態が、毛の長さを示す電子的なバー若しくは数字又はこれらの組み合わせにより、毛
の長さインジケータにより電子的に示される毛の長さに対応しても良い。
【００２４】
　種々の実施例によれば、前記毛の長さインジケータは、前記くし認識構成により供給さ
れる前記電子信号に基づいて選択的に起動されるように構成された少なくとも第１の光源
及び第２の光源を有しても良い。
【００２５】
　このことは、該毛切断装置に大型のディスプレイ又は複雑な機構的方法を備える必要な
く、現在の毛の長さのユーザへの直観的な伝達を提供する。
【００２６】
　有利にも、前記第１の光源は、第１のくしユニットに関連する第１の毛の長さの範囲を
示すように構成され、前記第２の光源は、第２のくしユニットに関連する第２の毛の長さ
の範囲を示すように構成されても良い。
【００２７】
　該第１の光源と第２の光源とは、間に一定の距離をおいて配置されても良い。
【００２８】
　種々の実施例によれば、前記毛の長さインジケータは、前記第１及び第２の光源と前記
毛切断装置のユーザとの間に配置された半透明のパターンを持つ可動式のマスクを有して
も良い。
【００２９】
　前記半透明のパターンは、前記第１の光源が起動されているときにのみユーザに見える
第１のインジケータと、前記第２の光源が起動されているときにのみユーザに見える第２
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のインジケータとを有しても良い。
【００３０】
　他の実施例によれば、前記第１の光源及び前記第２の光源のそれぞれは、ユーザに対し
て現在の毛の長さの設定を表示するように動くことができても良い。
【００３１】
　該第１及び第２の光源は例えば、回路基板のような同一の担体に配置されても良く、該
担体は、ユーザ制御可能なアクチュエータが動作させられたときに該担体が動くようにユ
ーザ制御可能なアクチュエータに結合されていても良い。この場合には、単一の可動部が
、異なるくしユニットに関連している２つ又はそれ以上の異なる毛の長さの範囲を選択的
に示し、該毛の長さの範囲は、毛切断装置本体に現在装着されているくしユニットに関連
する光源を選択的に起動することにより示される。
【００３２】
　本発明の毛切断装置の種々の実施例によれば、前記くし識別部材は少なくとも１つの磁
石を有しても良く、前記くし認識構成は前記磁石により生成される磁場の極性を感知する
ための少なくとも１つのセンサを有しても良い。
【００３３】
　この場合には、地場の感知は該毛切断装置の防水カバーを通して実行されることができ
るので、該毛切断装置は特に密閉が容易となり得る。
【００３４】
　更に前記くし識別部材は機械的構造を有しても良く、前記くし認識構成は前記機械的構
造により選択的に動かされるように構成されたスイッチのセットを有しても良い。
【００３５】
　本発明のこれらの及び他の態様は、本発明の現在好適な実施例を示す添付図面を参照し
ながら、以下に詳細に説明される。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
【図１】本発明の実施例による毛切断装置の例を模式的に示す。
【図２】磁石及び対応するセンサを用いるくしの識別の例を模式的に示す。
【図３】スイッチのセット中の１つのスイッチを選択的に起動するように構成された機械
的構造を用いるくしの識別の例を模式的に示す。
【図４（ａ）】可動式のマスクを照明するように構成された第１及び第２の個別に制御可
能な光源を有する、本発明による毛切断装置の第１の実施例を模式的に示す。
【図４（ｂ）】可動式のマスクを照明するように構成された第１及び第２の個別に制御可
能な光源を有する、本発明による毛切断装置の第１の実施例を模式的に示す。
【図４（ｃ）】可動式のマスクを照明するように構成された第１及び第２の個別に制御可
能な光源を有する、本発明による毛切断装置の第１の実施例を模式的に示す。
【図５】可動式の担体上に配置された第１及び第２の個別に制御可能な光源を有する、本
発明による毛切断装置の第２の実施例を模式的に示す。
【発明を実施するための形態】
【００３７】
　以下の説明において、本発明は、くしユニットが、該くしユニットとユーザにより直接
に操作されるように構成されたユーザ制御可能なアクチュエータとの間の機械的な結合を
通して変位可能である、毛切断装置に関連して説明される。このことは、本発明を決して
限定するものではなく、本発明は、くしユニットが、ユーザにより操作されるモータによ
り変位される、他の毛切断装置にも等しく適用可能であることは、留意されるべきである
。
【００３８】
　図１は、交換可能なくユニット２と毛切断装置本体３とを有する、毛切断装置の例１の
斜視図である。毛切断装置本体３は更に、くしユニット２の着脱可能な装着のためのくし
インタフェース（図１においては見えていない）と、毛を切断するための切断構成（図１
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においては見えていない）と、切断の後の毛の長さを示すための毛の長さインジケータ７
と、該切断構成に対するくしユニット２の位置のユーザ制御を可能とするための制御ホイ
ールの形をとるユーザ制御可能なアクチュエータ８と、を有する。図１から分かるように
、切断の後の毛の長さは、くしユニット２の特性、及び切断構成に対するくしユニット２
の位置により定義される。
【００３９】
　更に、図１には明示的に示されてはいないが、ユーザ制御可能なアクチュエータ８は、
毛の長さインジケータ７に動作可能に結合され、それによりユーザ制御可能なアクチュエ
ータ８のユーザ操作が、くしユニット２の動きに加えて、毛の長さインジケータ７におけ
る変更された表示値に帰着する。
【００４０】
　ユーザ制御可能なアクチュエータ８によって、くしユニット２は、特定の距離即ちスト
ロークΔＬだけ、切断構成に対して変位させられ、該ストロークは、最短の毛の長さＨＬ

ｍｉｎと最長の毛の長さＨＬｍａｘにより定義される設定可能な毛の長さ範囲ＨＬに対応
し、ここでＨＬｍａｘ－ＨＬｍｉｎ＝ΔＬである。
【００４１】
　明らかに、ＨＬｍｉｎよりも短い又はＨＬｍａｘよりも長い毛の長さに設定することを
可能とするためには、現在装着されているくしユニット２は、別の構成（歯の長さ）を持
つくしユニットに交換されるべきである。本発明による毛切断装置の種々の実施例によれ
ば、各くしユニットは、該くしユニットのＨＬｍｉｎ又は別の特性のような、当該くしユ
ニットの少なくとも１つの特性を識別するくし識別部材を持つ。くしユニットが毛切断装
置本体３に装着されると、当該くし識別部材が、毛切断装置本体３に含まれるくし認識構
成（図１には示されていない）により感知される。
【００４２】
　２つのくし識別部材、及び対応するくし認識構成の例が、図２及び３を参照しながら説
明される。
【００４３】
　図２において、くし識別部材は、くしユニット２に組み込まれた永久磁石１０を有する
。毛切断装置本体３は、永久磁石１０の存在及びその極性を感知することができる磁場セ
ンサ１１を備えた、くし認識構成を有する。図２に示された構成によれば少なくとも、該
くし認識構成は、くしユニットがない状態と、反対の極性を持つ磁石を有する２つの異な
るくしユニットと、を区別できる。更なる別のくしユニットの認識を提供するために、く
し認識構成は、１つ又は幾つかの更なる磁場センサを有しても良い。
【００４４】
　ここで図３を見ると、ここで模式的に示されたくし識別部材は、くしユニット２に形成
された機械的構造１３を有する。毛切断装置本体３は、２つのスイッチａ及びｂのセット
を備えたくし認識構成を有する。図示されたくしユニット２が毛切断装置本体３に装着さ
れると、スイッチ１４ａが動かされ（押下され）、スイッチ１４ｂは動かされない。図３
に示された構成によれば、くし認識構成は少なくとも、くしユニットがない状態と、異な
る機械的構造を持つ３つの異なるくしユニットの状態と、の間を区別できる。更なる別の
くしユニットの認識を提供するために、くし認識構成は、１つ又は幾つかの更なるスイッ
チを有しても良い。
【００４５】
　くし認識構成により提供される、装着されたくしユニットに関連する毛の長さを示す信
号を用いる一方法は、該信号に基づいて毛の長さインジケータに含まれる固定式の表示構
成の状態を制御することである。例えば、該表示構成は、発光ダイオード（ＬＥＤ）のよ
うな光源の構成を有しても良いし、又は該表示構成は、ＬＣＤ若しくはＯＬＥＤディスプ
レイ又はそれと同様のものであっても良い。
【００４６】
　くし認識構成により提供される上述した信号を用いる別の方法は、毛切断装置に現在装
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着されているくしユニットに基づいて、可動式の毛の長さインジケータの外観を制御する
ことである。
【００４７】
　以下、くし認識構成により提供される信号を用いるこれら方法の両方が、それぞれ図４
ａ乃至ｃ及び図５に示された実施例を用いて説明される。
【００４８】
　図４ａ乃至ｃにおいて、毛切断装置本体３に対するくしユニット２の動きが、略リング
型のユーザ制御可能なアクチュエータ８（以下、制御リング８と呼ぶ）を用いて制御され
る毛切断装置１が示されている。毛の長さインジケータ７は、毛切断装置本体３において
、くしユニット２とは反対側に配置され、ここでは分割されたバックライト構成２１の形
をとる光源構成の前に配置された可動式のマスク２０の形で備えられる。
【００４９】
　制御リング８が一方の方向に回転させられると、くしユニット２が制御リング８に向か
って引かれ、可動式のマスク２０が制御リング８から離れるように押され、制御リング８
が反対方向に回転させられると、くしユニット２が制御リング８から離れるように押され
、可動式のマスク２０が制御リング８に向かって引かれる。
【００５０】
　ここで示される例においては、切断の後の毛の長さは、可動式のマスク２０に備えられ
たパターンを用いて示され、くし認識構成により供給される信号は、分割されたバックラ
イト構成２１に含まれるセグメントを選択的に起動するために利用される。
【００５１】
　分割されたバックライト構成２１は、第１のセグメント２２ａと第２のセグメント２２
ｂとを有し、これらセグメントは、セグメント２２ａとセグメント２２ｂとの間の光の漏
れを防ぐため、区切り２３により分離されている。毛切断装置本体３にくしユニット２が
装着されていない場合には、セグメント２２ａ及び２２ｂのいずれも点灯されない。短く
切るためのくしユニット２が毛切断装置本体３に装着されている場合には、下部のセグメ
ント２２ａが点灯され、長く切るためのくしユニット２が毛切断装置本体３に装着されて
いる場合には、上部のセグメント２２ｂが点灯される。
【００５２】
　図４ａ乃至ｃは、毛の長さインジケータ７が、分割されたバックライト構成２１、２つ
の半透明の矢印２４ａ及びｂを備えた可動式のマスク２０、及び半透明な目盛りを備えた
固定マスク２５を有し、可動式のマスク２０及び固定マスク２５がバックライト構成２１
の前方に配置された例において、ユーザが見るものを模式的に示している。図４ｂにおい
て、短く切るためのくしユニットが毛切断装置本体３に装着されており、バックライト構
成の下部セグメント２２ａを起動するくし認識構成からの信号に帰着する。その結果、ユ
ーザは、固定マスク２５に備えられた半透明な目盛りの下部において毛の長さを示す下部
の半透明矢印２４ａを見ることとなる。図４ｃにおいては、長く切るためのくしユニット
が毛切断装置本体３に装着された場合の状態が示されている。図４ａ乃至ｃにおける分割
されたバックライト構成２１に対する代替として、可動式マスク２０及び固定マスク２５
の背後に、他のタイプの個別に制御可能な光源が配置されても良い。例えば、ＬＥＤが利
用されても良い。
【００５３】
　図５において、毛切断装置本体３に対するくしユニット２の動きが、毛切断装置のくし
ユニット２と同じ側に配置された制御ホイールの形をとるユーザ制御可能なアクチュエー
タ８を用いて制御される、毛切断装置１が示されている。毛の長さインジケータ７は、毛
切断装置本体３のくしユニット２とは反対側に配置され、第１のＬＥＤ３２ａ及び第２の
ＬＥＤ３２ｂが接続された可動式の回路基板３１の形で備えられる。
【００５４】
　制御ホイール８は、毛切断装置本体３のカバーの内部に配置されたスピンドル３０を制
御する。スピンドル３０が一方の方向に回転させられると、くしユニット２は制御ホイー
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スピンドル３０が反対方向に回転させられると、くしユニット２は制御ホイール８から離
れる方向に押され、可動式の回路基板３１は制御ホイール８に向けて引かれる。
【００５５】
　図示された当該実施例においては、切断の後の毛の長さは、固定目盛りに対するＬＥＤ
３２ａ、ｂの一方の位置を用いて示されている。
【００５６】
　図５に示されるように、第１のＬＥＤ３２ａ及び第２のＬＥＤ３２ｂは、くしユニット
２のストロークΔＬに略対応する距離だけ離れて可動式の回路基板３１に配置される。く
しユニット２が毛切断装置本体３に装着されていないときには、ＬＥＤ３２ａ、ｂのいず
れも点灯されない。短く切るためのくしユニット２が毛切断装置本体３に装着されている
場合には、下部のＬＥＤ３２ａが点灯され、長く切るためのくしユニット２が毛切断装置
本体３に装着されている場合には、上部のＬＥＤ３２ｂが点灯される。
【００５７】
　図４ａ乃至ｃ及び図５に関連して、くしユニット２及び毛の長さインジケータの位置を
同時に制御する方法の２つの例が説明されてきた。当業者には容易に理解されるように、
本発明の範囲内である種々の代替例がある。例えば、ユーザ制御可能なアクチュエータの
動きが、１つよりも多いスピンドルの動きに変換されても良い。更に、ユーザ制御可能な
アクチュエータは、回転運動ではなく直線運動のために構成される等しても良い。
【００５８】
　当業者は、本発明は決して以上に説明された実施例に限定されるものではないことを理
解するであろう。例えば、ユーザ制御可能なアクチュエータは、以上に議論されたもの以
外の、いずれの適切なユーザ制御可能な手段により提供されても良い。とりわけ、ユーザ
制御可能なアクチュエータは、機械的なスライダを有しても良いし、又は機械的なスライ
ダとのユーザインタラクションを通して制御されても良いし、及び／又はユーザの近接を
感知するものであっても良い。後者の場合には、ユーザ制御可能なアクチュエータは、容
量型、光学式、圧電式又は超音波手段を有しても良いし、又はこれらとのユーザインタラ
クションを通して制御されても良い。
【００５９】
　同様に、くし認識構成とくし識別部材との相互作用は、以上の詳細な説明において例示
された機械的及び磁気的な相互作用の他の物理的特性に基づくものであっても良い。例え
ば、くし認識構成とくし識別部材との相互作用は、容量結合、光学感知、圧電式圧力感知
、熱の感知等に基づくものであっても良い。
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