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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ハンドル（１）と、
　該ハンドルに枢動可能に接続され、カミソリの使用時に該ハンドルに対して枢動可能で
あるヘッド構造体（５）と、
　モータ駆動装置と、
　該モータ駆動装置を作動するモータ（１８）とを含み、
　該モータ（１８）が該ヘッド構造体（５）内に配置されており、
　該ヘッド構造体が、密閉チャンバが中に形成されているボディ（６）を含み、該モータ
（１８）が該密閉チャンバの中に収納されており、
　該モータ（１８）が、該密閉チャンバの壁（８ａ）を通って延びている出力部材を、該
チャンバの外側に配置される要素（２２）と協働して駆動し、シール（２６）が、出力部
材又は前記要素のいずれか一方と、前記チャンバの壁との間に設けられており、
　該モータ（１８）が軸線を有し、該モータの軸線が、該ハンドル（１）に対する該シェ
ービングヘッド（５）の枢動動作の該軸線（Ａ）と略平行である、安全カミソリ。
【請求項２】
　該ハンドル（１）が、上端部、下端部及び該上端部と下端部の間で延びている全長部を
有し、該ヘッド構造体（５）が、該上端部に枢動可能に接続され、該ハンドル（１）に対
して、該ハンドルの全長部に対する横方向の枢動軸線（Ａ）を中心として枢動可能である
、請求項１に記載の安全カミソリ。
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【請求項３】
　該シールが、前記チャンバ壁（８ａ）と、前記出力部材又は前記要素（２２）との間で
延びている可撓性の封止部材（２６）を含む、請求項１に記載の安全カミソリ。
【請求項４】
　該モータ（１８）が回転モータである、請求項１～３のいずれか１項に記載の安全カミ
ソリ。
【請求項５】
　該モータ（１８）がリニアモータ（５５）である、請求項１～３のいずれか１項に記載
の安全カミソリ。
【請求項６】
　該ヘッド構造体（５）が、シェービングカートリッジ（３０）をその上に取り外し可能
に取付ける取付構造体（３６）を含む、請求項１～５のいずれか１項に記載の安全カミソ
リ。
【請求項７】
　取付構造体が、該ハンドルに対する該ヘッド構造体の枢動動作のために、該シェービン
グカートリッジ（３０）をその上に位置させるように配置される、請求項６に記載の安全
カミソリ。
【請求項８】
　該ハンドル（１）が、バッテリーを受入れる区画を含み、該バッテリーと該モータの間
に電流を導通させる電気導体が、該ハンドルと該ヘッド構造体の間において枢動接続から
独立して延びている、請求項１～７のいずれか１項に記載の安全カミソリ。
【請求項９】
　可撓性チューブ（４２）が、該ハンドル（１）と該ヘッド構造体（５）の間で延びてお
り、該電気導体が該可撓性チューブの中を通っている、請求項８に記載の安全カミソリ。
【請求項１０】
　該モータ（１８）が、該出力部材の回転運動を往復運動に変換する機構に連結された回
転出力部材（２０）を有する、請求項１～９に記載のいずれか１項に記載の安全カミソリ
。
【請求項１１】
　該モータ駆動装置が、可動性の皮膚接触構成要素（３２；３８）を作動する、請求項１
～１０のいずれか１項に記載の安全カミソリ。
【請求項１２】
　該皮膚接触構成要素が、刃先を有するブレード（３２）を含む、請求項１１に記載の安
全カミソリ。
【請求項１３】
　該皮膚接触構成要素（３８）が、別々の位置で皮膚に接触する複数の要素（３９）を有
し、該構成要素が、皮膚に向かう方向と皮膚から離れる方向に往復するように配置されて
いる、請求項１１に記載の安全カミソリ。
【請求項１４】
　該皮膚接触構成要素が、シェービングストロークの実施の際に、ブレード縁部の前にあ
る、皮膚と接触するガード要素（８７）である、請求項１１に記載の安全カミソリ。
【請求項１５】
　該モータ駆動装置が、該ヘッド構造体（５）を振動させる振動機構（７０、７２）を含
む、請求項１～１０のいずれか１項に記載の安全カミソリ。
【請求項１６】
　該モータ（１８）及び該振動機構（７０、７２）が、密閉モータハウジング（９）内に
収容されている、請求項１５に記載の安全カミソリ。
【請求項１７】
　該モータ駆動装置が、ブレードユニット支持プラットフォーム（１０１）である、請求
項１～９のいずれか１項に記載の安全カミソリ。
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【請求項１８】
　該ブレードユニット支持プラットフォーム（１０１）は、該ハンドル（１）に対する該
ヘッド構造体（５）の枢動動作の軸線（Ａ）と平行である軸線を中心とする、該ヘッド構
造体内での枢動動作のために取付けられている、請求項１７に記載の安全カミソリ。
【請求項１９】
　該モータ駆動装置が、シェービング形状を変えるために皮膚接触構成要素の相対的な位
置を調整するように作動可能である、請求項１～１０のいずれか１項に記載の安全カミソ
リ。
【請求項２０】
　該モータ駆動装置が、毛髪が切断される前にこの毛髪を持ち上げる及び／又は延ばすよ
うに作動可能である皮膚接触部材を作動する、請求項１～１０のいずれか１項に記載の安
全カミソリ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、カミソリに関し、とりわけ電動モータを含む安全カミソリに関する。
【背景技術】
【０００２】
　安全カミソリは一般にハンドルを備えており、それによって、カミソリのシェービング
ストロークが行われる時に、鋭利な刃先を持つ１つ以上のブレードが皮膚の表面を横切っ
て動く。例えば、米国特許出願ＵＳ－Ａ－５２９９３５４で記載されているように、使用
時にカミソリを振動させる、例えば振動機構、例えば偏心重りを駆動するために、又は欧
州特許出願ＥＰ－Ａ－０９０６８１４（オルロフ（Orloff））、ＰＣＴ国際公開特許ＷＯ
－Ａ－９６／２５２７６（アビドール（Avidor））（図１２～１５）及びＰＣＴ国際公開
特許ＷＯ－Ａ－２００４／０１８１６５（ゾイデルバート（Zuidervaart））で記載され
ているように、カミソリハンドルに取付けられているブレードユニットの構成要素を動か
すために、電動モータを安全カミソリの中に含む多くの提案がなされてきた。従来技術の
構成において、電動モータはカミソリハンドルの中に収納され、モータの出力軸と駆動さ
れる装置とを連結させるために、伝達配置が一般に必要とされる。モータ駆動装置がカミ
ソリのヘッドに配置され、ハンドルから離れているとき、伝動はブレードユニットの構成
要素が往復運動で駆動される場合において特に複雑になり得る。近年は、ブレードユニッ
トが皮膚の表面を横切って動くと、皮膚の輪郭に沿ってカミソリハンドルに対して枢動動
作をするように取付けられているブレードユニットが、安全カミソリに設けられているこ
とが一般的になってきた。カミソリハンドルに収納されたモータから枢動可能なブレード
ユニットの構成要素に運動を伝えることは、伝動系に複雑さを増し、刃先が有効なシェー
ビングに必要な鋭さを失ったときに廃棄されることが意図される、ブレードユニット内に
歯車コンポーネントなどを含むことは、経済的に実行可能な解決法ではない。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　安全カミソリとは対照的に、電気乾式カミソリが米国特許出願ＵＳ－Ａ－３７９７１０
９（ヤマダ（Yamada））及び欧州特許出願ＥＰ－Ａ－１３７５０８９（シバ（Shiba））
から既知であり、それは、箔、箔と協働するアンダーカッター、及びアンダーカッターを
駆動するモータを含むアセンブリーが、ボディを保持するためにボディ構造体上に枢動調
整されて取付けられている。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本発明によると、安全カミソリは、
　ハンドル；
　ハンドルに枢動可能に接続し、カミソリの使用時にハンドルに対して枢動可能であるヘ
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ッド構造体；
　モータ駆動装置；及び
　モータ駆動装置を作動し、ヘッド構造体内に配置されるモータ、
を含んで提供される。
【０００５】
　モータを枢動ヘッド構造体内に収納することにより、カミソリヘッドに配置されたモー
タとモータ駆動装置との間の伝達を簡単にしておくことができ、その結果、経済的に製造
することができる。
【０００６】
　好ましい実施形態において、ハンドルは対向する上端部と下端部を有し、ヘッド構造体
は、ハンドルの全長部に対して横方向にある軸線を中心として枢動するように、上端部に
枢動可能に接続されている。モータは、ヘッド構造体のボディ内に形成された密閉チャン
バに収納され、モータの出力駆動部材が、チャンバの外側に配置されている駆動要素と協
働するために、チャンバの端部壁を通って封止様式で延びている。シールは、都合よくは
、駆動要素とチャンバ壁の間に挿入される、可撓性部材の形態をとる。モータは、都合よ
くは回転モータであるが、リニアモータも可能であり、有利には、モータはヘッド構造体
の枢動軸線と平行の軸線を有する。ヘッド構造体は、取替可能なブレードユニットを、ヘ
ッド構造体上に取り外し可能に取付ける、取付構造体を含む。取替可能なブレードユニッ
トは、一般ににシェービングカートリッジと呼ばれ、シェービングの際に通常皮膚と接触
する全てのカミソリ構成要素を備える。ヘッド構造体がハンドルに対して枢動可能である
ので、簡単な取付構造体が可能であり、そのためカートリッジがヘッド構造体に対して固
定的に位置決めされるが、それにもかかわらず更に、シェービングストロークを行うとき
に皮膚の輪郭に沿って、ハンドルに対して枢動することが可能である。
【０００７】
　カミソリハンドルは、都合よくは、交換式又は充電式バッテリーを収納するバッテリー
区画を含む。電気導体は、ヘッド構造体とハンドルの間の、例えば、それらの間に接続さ
れた可撓性チューブの中を通って、枢動連結を介して又はそれとは無関係にバッテリーと
モータの間を通ることができる。
【０００８】
　一つの特定の実施形態において、モータは、例えば、カミソリの可動性の皮膚接触構成
要素を作動するために、回転運動を往復運動に変換する機構と連結された回転可能な駆動
出力部材を有する。皮膚接触構成要素は、ブレードを含んでもよい。あるいは、皮膚接触
構成要素は、別々の位置で皮膚に接触する複数の要素を有していてもよく、皮膚に向かう
及び皮膚から離れる方向で往復させるよう配置されてもよい。皮膚接触構成要素は、シェ
ービングストロークの実施の際においてブレードの刃先の前にある、皮膚と接触するガー
ド要素であってもよいし、ブレードの後ろで皮膚と接触するキャップ要素であってもよい
。別の構成によると、モータ駆動装置は、毛髪が切断される前にこの髪の毛を持ち上げる
及び／又は延ばすように作動可能である、皮膚接触構成部材を作動する。別の可能性は、
シェービングカートリッジのシェービング形状を変えるために、皮膚接触構成要素の相対
的な位置を調整するか又は変更するように作動可能であるモータ駆動装置である。
【０００９】
　別の実施形態において、モータ駆動装置は、ヘッド構造体を振動させる振動機構である
。あるいは又は追加的に安全カミソリは、皮膚に適用するための潤滑剤及び／又は保湿液
のようなシェービング促進流体を放出するための分配装置、例えばポンプ、又は毛髪トリ
ミング装置を含んでもよく、分配装置及び／又は毛髪トリミング装置はモータによって作
動可能である。
【００１０】
　本発明、並びにその好ましい特徴及び利点のより完全な理解が、以下の「発明を実施す
るための最良の形態」から得られ、参照は添付図面によってなされる。
【発明を実施するための最良の形態】
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【００１１】
　好適な実施形態の詳細説明
　図１～７に図示されているものは、ハンドル１を有する安全カミソリの実施形態であり
、その上部のみが示されている。ハンドルは、その自由端に複数の枢動要素３を有する一
対のヨークアーム２を画定する、二又に分かれている上端部を有する。ハンドル１の全長
部に対して横方向にある枢動軸線Ａを中心とするハンドルに対する枢動運動のために、複
数の枢動要素３に枢動可能に接続しているものは、カミソリヘッド構造体５である。ヘッ
ド構造体は、複数の枢動要素３とそれぞれ連結され、モータハウジング９の対向する端部
壁８ａ、８ｂと一体的に装着されている一対の末端部材７を持つ、ボディ６を含む。端部
壁８ａ、８ｂは、前側及び後側ハウジング壁１０、１１及びケーブル入口開口部１６を画
定する外側に突出している管状差込部１４により形成されている底壁１２により相互接続
されており、モータハウジング９の上側は、前、後及び端部壁の上縁部に封止されたカバ
ー１５で閉じられている。電動モータ１８はハウジング９により収容されているチャンバ
内に密閉され、モータハウジングの端部壁８ａを通って突出し、クランクアーム２２に設
けられたカム従動スロット２１と係合する偏心カム要素２０を持つ、出力駆動軸１９を有
する。可撓性の環状封止部材２６は、モータハウジングの内部を水分及び他の物質の侵入
を封止するため、モータハウジングの端部壁８ａと、モータ駆動軸１９及びカム要素２０
の周りのクランクアーム２２との間を封止する。クランクアーム２２は、モータハウジン
グの端部壁８ａ、８ｂの上方に突出している一対の突起２７の回転のために軸支されるロ
ッド２４により、回転的に固定される。ロッド２４に沿って中央の位置に、レバーアーム
２８がロッドで固定され、それによって、このアーム２８の自由端は、電動モータ１８の
スイッチが入ると上下に振動させられる。レバーアーム２８の自由端は、カミソリヘッド
構造体５に取替可能に取付けられているシェービングカートリッジ３０の可動性構成要素
と接触するように位置づけされている。シェービングカートリッジは、鋭利な刃先を持つ
複数個のブレード３２を担持するフレーム３１、直立するフィン又は、それ自体周知の他
の複数の突出物を有するエラストマーストリップ（図示されず）を持つガード、及び潤滑
物質のストリップを含むキャップ３３を有する。フレームの外端には、カートリッジをヘ
ッド構造体５の上で後ろから滑動させて図面に図示されている作動位置を取り、カートリ
ッジを取替えるときにヘッド構造体から後ろ向きの方向で滑動させて外すことを可能にす
る、末端部材７の内面上に設けられている相補レール３６と協働するための、溝３５が設
けられている。作動位置に正確に取付けられると、カートリッジ３０は、軸線Ａを中心と
するハンドル１に対する枢動動作を持って、ヘッド構造体の上の位置に固定される。カー
トリッジは、シェービングされる皮膚の表面を横切って動く時に、シェービング中ブレー
ド３２の前にある皮膚と接触するガード構成要素３８を備える。ガード構成要素３８は、
その全長部に沿って間隔を置いた上向きの方向の複数の突出部３９を持つ細長いバーから
構成される。ガードバー３８は、カートリッジフレーム３１内で上下移動するよう案内さ
れ、ガードバー３８の末端部は、フレームの末端部に形成されたスロット内に受入れられ
る。レバーアーム２８の自由端は、ガードバー３８の下側と連結され、それによって、レ
バーアーム２８がモータ１８ににより振動されると、ガードバー３８は、他のカートリッ
ジ構成要素に対して上下に駆動され、それにより複数の突出部３９が、シェービングされ
る皮膚に向かう及び皮膚から離れるように動かされる。このように往復運動するガード構
成要素は、シェービングの際の知覚される快適さのレベルを促進する可能性がある。
【００１２】
　モータ１８に動力を供給するために電流を供給する充電式又は交換式バッテリーは、図
に示されていない、カミソリハンドル１の下部に収納される。電流をモータに運ぶ電気ケ
ーブル導体（これも図示されず）は、ハンドルの中を上部に向かって上向きに通り、ハン
ドルの外側の管状差込部４１を経由して形成されている開口部４０を通って、外に通じて
いる。差込部４１は、モータハウジングの差込部１４に、可撓性チューブ４２により接続
されて密閉されており、その中をケーブル導体が通り、中にあるモータ１８に接続するた
めにモータハウジング９に入る。密閉ケーブルダクトを形成することに加えて、可撓性チ
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ューブ４２は、カミソリヘッド構造体がカミソリハンドル上に対して特定の枢動位置にな
るように偏倚力をかける、戻しばねとして作用してもよい。
【００１３】
　上記よりモータ１８を枢動ヘッド構造体５内に取付けることによって、シェービングの
際にカミソリハンドルに対して枢動することができるカートリッジ３０内でモータ１８か
ら可動性ガード構成要素３８へ運動を移す、簡単且つ容易に製造される構成要素を含む伝
動系が達成されることが理解される。
【００１４】
　本発明による安全カミソリの第２の実施形態が、図８～１３で図示されており、上記で
記載された第１の実施形態のものに対応するこの実施形態及び下記で記載される更なる実
施形態のこれらの部分は、同じ参照番号により確認される。カミソリハンドル１に枢動可
能に取付けられているヘッド構造体５は、底カバー１５により密閉様式で閉じられている
モータハウジング９を形成するボディ６を有する。ハンドル１は、第１磁石（図示されず
）を収納するソケット５１により形成される延長部５０を含み、モータハウジング９には
、第２磁石を収納する同様のソケット５２が設けられ、それによって、２個の磁石が、カ
ミソリの使用時にハンドル１に対するヘッド構造体５の枢動を制御するために協働する。
ケーブルの入口開口部１６が、モータハウジングの上側壁に形成され、この実施形態にお
いて、電気ケーブルがハンドル１とヘッド構造体５の間を延びるように導くために、対応
するケーブル出口開口部が、隣接するハンドルのヨークアーム２の端部に設けられていて
、ハンドル内に収納されているバッテリーから、モータハウジング９により収容されてい
るチャンバ内に収納されているモータ１８へ電流を運ぶ。この実施形態において、モータ
１８は、二重ソレノイドリニアモータであり、ソレノイド５５は、それらの間で延びてい
る電動子ロッド５６を往復して駆動するように軸方向に対向した配列で配置されている。
ピン５８は、駆動ロッド５６の中央を通って垂直に延びており、ピン５８の両末端は、単
一駆動構成要素により都合よく設けられているレバーアーム５９、６０のそれぞれに設け
られているスロットを通って延びている。レバーアーム５９、６０は、枢動ピン６１によ
りモータハウジングと枢動可能に連結されている第１末端部を有し、それらの第２末端部
において、駆動ピン６４を担持する。駆動ピンは、モータハウジングの上側壁の穴６５を
通って上方に突出し、可撓性封止ブーツ６６が、水などの侵入に対してモータチャンバを
封止するため、駆動ピン６４と上側壁との間に接続されている。モータ１８が通電される
とき、ソレノイド５５は、対向する逆極性により作動され、それによって、駆動ロッド５
６は前後に往復運動して、ソレノイドの間の駆動ピン５８を共に動かし、それによりレバ
ーアーム５９、６０を含む駆動構成要素を、枢動ピン６１の軸線を中心として振動させ、
それにより駆動ピン６４を駆動して、枢動ピン６１の軸線を中心とした弓形軌道に沿った
往復運動を行わせる。シェービングカートリッジ３０は、カートリッジフレーム３１の末
端部の間で長手方向に摺動するように案内されるスライドバー６８、及びカートリッジの
下で前方へ延びているスライドバー６８に、駆動ピン６４がそれらの間に配置されるよう
に装着された一対の平行フォークアーム６９を有する。したがって、駆動ピン６４が、モ
ータ１８を通電することによってその弓形軌道に沿って往復運動すると、運動がフォーク
アーム６９に伝わって、スライドバー６８をカートリッジ３０の長手方向に往復運動させ
る。フォークアーム６９の間のスロットは、それらの前方末端部が開口しているので、シ
ェービングカートリッジとカミソリヘッド構造体５との摺動係合及び離脱は、駆動ピン６
４により妨げられることがない。スライドバー６８は、シェービングの経験を促進させる
ために往復運動するブレードカートリッジのいずれかの皮膚接触構成要素、例えば、カー
トリッジのガードの構成要素、カートリッジのキャップの構成要素、又はブレード３２の
１つ以上と連結されることができる。
【００１５】
　図１４～１７で図示される安全カミソリの第３の実施形態は、カミソリハンドル１の上
端部から延びている一対のヨークアーム２に枢動可能に取付けられているヘッド構造体５
を有する点については、基本的には前の２つの実施形態と同じである。この実施形態にお
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いて、電気ケーブル導体をハンドルからヘッド構造体に導くために、ハンドルとヘッド構
造体の間に別々の接続チューブが含まれ得るが、図示されておらず、この実施形態におい
て、ハンドルに収納されているバッテリーから、ヘッド構造体内のモータ１８へ電流を送
る電気導体は、ヘッド構造体５とヨークアーム２との間の枢動接続のうちの少なくとも１
つを通って行く。ヘッド構造体５は、上側カバー１５で閉じられて密閉モータハウジング
９を形成するチャンバを画定する、中空ボディ６を含む。電動モータ１８は、モータハウ
ジング９の密閉チャンバ内に固定的に取付けられており、その回転出力軸１９は、一対の
平行可撓性リンク７２により固定モータ支持構造体体に接続されている重り７０に設けら
れたスロットに係合されている駆動ピンを有する偏心カム要素２０を担持する。モータ１
８が通電されるとき、出力駆動軸１９及びカム要素２０の回転は、重り７０を、図１７で
見られるように、紙の平面に対して平行の方向及び枢動軸線Ａに対して垂直の方向で前後
に振動させる。振動は、枢動ヘッド構造体に伝えられ、したがって、ガイドレール３６に
よってヘッド構造体５に確実に固定されているシェービングカートリッジ３０に伝えられ
る。シェービングカートリッジを振動させることが、シェービングの際に有益な効果を生
じ得ることは、よく知られている。
【００１６】
　重り７０が振動させられる方向は、必要な振動様式に応じて設定可能である。振動及び
構造体は、所望であれば、重りを他の方向、例えば皮膚に接触するカートリッジの面に対
して、垂直の方向に振動させるように、容易に変更することができる。また、ハンドルの
中に振動機構が完全に配置されているそれ自体既知の従来技術のカミソリのように、偏心
重りは、モータの出力駆動軸１９に直接取付けられていることができる。枢動ヘッド構造
体５内に機構全体、すなわちモータ及び重りが収納されていることによって、可動部は全
てハンドル１から遠く、それによって、振動効果はシェービングカートリッジの領域に集
中し、振動が一般に望ましくないハンドルから離れている。また、カートリッジ３０及び
ヘッド構造体５がハンドル１に対して枢動するとき、変化がないので、カートリッジにお
ける振動効果は一定である。
【００１７】
　図１８～２２で図示される安全カミソリの第４の実施形態は、前の実施形態と同様に、
ハンドルに対する軸線Ａを中心とする枢動動作のために、一対のヨークアーム２によりハ
ンドル１の上端部に枢動可能に取付けられているヘッド構造体５を有する。ヘッド構造体
６は、カバー１５により上側が密閉されて閉じられているモータハウジング９を含む。モ
ータ１８は、モータハウジングにより収容されているチャンバ内にしっかりと位置づけさ
れており、一対の一直線上に整列しているピン８１を担持するフレーム８０が、モータ１
８の周りに装着されている。駆動部材８２は、モータが通電されたときにピン８１の軸線
を中心として振動させるように、ピン８１に軸支され、且つモータ１８の出力駆動軸１９
に連結されている。モータ駆動軸１９は、ピン８３の穴に係合している偏心カム要素を担
持する。駆動部材８２は、カバー１５における弓形スロット８４を通じて突出している駆
動ピン８５を含み、図示されていない可撓性シールによりカバーに封止されており、ピン
８５は、モータ１８が通電されるときに、弓形軌道に沿って往復運動する。電流は、カミ
ソリハンドル１に収納されたバッテリーからモータ１８へ、前の実施形態に関連する上記
記載の構成のうちのいずれか１つにより、ハンドル１からヘッド構造体５へ導かれ得るケ
ーブル導体によって、送られる。駆動ピン８５は、ブレード３２の刃先に対して平行の方
向に往復するシェービングカートリッジ３０のガード構成要素８７に連結されているスラ
イドプレート８６における、前の方向に開口しているスロット８８と係合する。カートリ
ッジは、ヘッド構造体５のボディ６の固定された位置に保持され、前の実施形態のように
、ヘッド構造体に滑動可能に取り付け及び取り外し可能であり、且つヘッド構造体から取
り外し可能である。カートリッジが、ボディ６の末端部材７のガイドレール３６の上へ滑
動するとき、ピン８５とスロット８８の係合を促進するために、スロットの側面が前の方
向に分かれて漏斗を形成して、ピン８５をスロット８８中に案内する。ピン８５の弓形往
復運動がプレート８６の直線往復運動、したがってガード構成要素８７の直線往復運動に



(8) JP 4796068 B2 2011.10.19

10

20

30

40

50

移り、この往復運動が、枢動軸線Ａを中心とするカミソリハンドル１に対するカートリッ
ジ３０の枢動動作と無関係に、容易に達成されることが理解されるであろう。
【００１８】
　図２３～２６において、本発明による安全カミソリの第５の実施形態が図示される。前
の実施形態と共通しているが、カミソリは、カミソリハンドルの上端部から延びている一
対のヨークアーム２の自由端の複数の枢動要素３に枢動可能に接続されたヘッド構造体５
を含み、その上部のみが示されている。ヘッド構造体５は、複数の枢動要素３と協働する
ピボットジャーナル（pivot journals）を担持する末端部材７を持つボディ６を含み、こ
れは、底カバー１５と一緒になって、電動モータ１８が配置されている密閉チャンバを収
容するモータハウジング９を形成する。上記で記載された第１の実施形態のように、可撓
性チューブ４２は、電気ケーブル導体がハンドル１とヘッド構造体５との間を通って、ハ
ンドルに収納されたバッテリーから電導モータ１８へ電流を導通するため、ハンドルの差
込部４１とモータハウジングの差込部１４とを相互に接続する。
【００１９】
　ブレードユニットプラットフォーム１０１は、ジャーナル１０２により末端部材７の間
に枢動可能に取り付けられており、細長いスロット１０４を持つ駆動アーム１０３が、プ
ラットフォーム１０１から下向きに延びている。アーム１０４はモータハウジングの上側
壁に形成されたスロット１０５の中を自由に通過し、そこにアーム１０４は可撓性封止ブ
ーツ１０８で封止されている。モータの出力駆動軸１９は、スロット１０４に係合する偏
心カム要素２０を担持し、その結果、モータが通電されたとき、ブレードユニットプラッ
トフォーム１０１は、図２６の矢印１０９で示されているように、その枢動軸を中心に前
後に揺すられる。プラットフォーム１０１は、プラットフォーム１０１接続されたフレー
ム３１上に支持されている二対の対面ブレード３２を含むブレードユニット１１０を担持
し、その結果、ブレードユニット１１０が、ヘッド構造体５のボディ６に対して、プラッ
トフォームと共に揺れる。カートリッジケーシング１１２がボディ６に嵌合されて、ブレ
ードユニット１１０及びプラットフォーム１０１を収容し、ケーシングは、開口部１１３
を有し、その中を通ってブレード３２の刃先が露出される。示されるように、カートリッ
ジケーシング１１２には、開口部１１３の前側にエラストマーガードストリップ１１４が
、開口部１１３の後側にキャップ表面を画定する潤滑ストリップ１１５が設けられる。ヘ
ッド構造体５は、全体として、ハンドル１に対して軸線Ａを中心として枢動可能である。
モータ１８が通電されるとき、プラットフォーム１０１及びその上に担持されているブレ
ードユニット１１０は振動させられ、それによって、ブレード３２、より重要にはその刃
先は、カートリッジケーシング１１２の開口部１１３内で弓形往復運動を行い、それによ
りブレード３２のセットが交互に作用して、シェービングストロークを実施するときにカ
ミソリが当てられている皮膚の表面から突出している毛を切断する。ブレードユニットの
弓形往復運動は、モータ１８と支持プラットフォーム１０１の間の簡単な駆動伝動により
達成され、これは、シェービングカートリッジが、全体として、シェービングストローク
を行う間に皮膚の輪郭に沿ってハンドル上で自由に枢動するという事実にもかかわらず、
製造及び組立が経済的である。
【００２０】
　好ましい実施形態のここまでの記述は、非限定例の目的でのみ提示されており、続く特
許請求の範囲により定義される本発明の範囲から逸脱することなく、その変更及び変形が
可能であることが理解されるべきである。例えば、電気導体がハンドル１と枢動可能なヘ
ッド構造体の間で接続され得る他の方法があり、一つの可能性は、耐水性であり可撓性の
印刷回路基板を使用することであり、これは平坦であるので、ハンドル及びモータハウジ
ングに入る位置で容易に圧着され封止され得る。可撓性の印刷回路基板は、嵩高を少なく
することができ、上記で記載された実施形態の可撓性チューブ構成よりもヘッド構造体の
回転に与える影響を少なくすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
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【図１】本発明の実施形態の安全カミソリの上部の平面図。
【図２】図１の安全カミソリの正面図。
【図３】図１で示される安全カミソリの背面図。
【図４】図１で示される安全カミソリの表面を一部切り取った側面図。
【図５】図４の線Ｖ－Ｖに沿った断面図。
【図６】図１の安全カミソリの等角図。
【図７】図５の線ＶＩＩ－ＶＩＩに沿った断面図。
【図８】本発明の第２の実施形態の等角図。
【図９】第２の実施形態の垂直断面図を示す。
【図１０】第２の実施形態の平面図。
【図１１】第２実施形態の背面図。
【図１２】図示するために幾つかの部分を取り外した、第２の実施形態の等角図。
【図１３】モータハウジングの部分を取り外してモータチャンバの内部を見せた、第２の
実施形態の底面図。
【図１４】本発明による安全カミソリの第３の実施形態を示す等角図。
【図１５】幾つかの部分が省略されているカミソリを示す、図１４に対応する図。
【図１６】図１４のカミソリの平面図。
【図１７】図１５で示されたカミソリを図示する平面図。
【図１８】本発明の第４の実施形態による安全カミソリの等角図。
【図１９】図１８の安全カミソリの断面図。
【図２０】図１８で示されたカミソリの平面図。
【図２１】カートリッジとモータハウジングのカバーが取り外されている、図１８のカミ
ソリの平面図。
【図２２】図１８の安全カミソリの正面図。
【図２３】本発明の第５の実施形態の等角図。
【図２４】図２３で示された安全カミソリのヘッド構造体の分解図。
【図２５】図２３の安全カミソリの断面図。
【図２６】図２３で示されたカミソリのヘッド構造体の拡大断面図。
【符号の説明】
【００２２】
Ａ．　枢動軸線
１　カミソリハンドル
２　ヨーク
３　複数の枢動要素
５　ヘッド構造体
６　ボディ
７　末端部材
８ａ、８ｂ　端部壁
９　モータハウジング
１０　前側壁
１１　後側壁
１２　底壁
１４　差込部
１５　カバー
１６　ケーブル入口
１８　モータ
１９　駆動軸
２０　カム要素
２１　カム従動スロット
２２　クランクアーム
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２６　封止部材
２７　突起
２８　レバーアーム
３０　シェービングカートリッジ
３１　カートリッジフレーム
３２　ブレード
３３　キャップ
３５　溝
３６　レール
３８　ガード構成要素
３９　突出部
４０　ケーブル開口部
４１　差込部
４２　可撓性チューブ
５０　ハンドル延長部
５５　ソレノイド
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５８　ピン
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６５　穴
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