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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　多孔質塗布体と、多孔質塗布体に並設される櫛部材とからなる櫛部によって髪を梳くと
共に、取り付けられる容器内の担持体に担持される塗布液を、該多孔質塗布体を介して毛
髪に塗布しうる髪用塗布具であって、
　上記の多孔質塗布体は、塗布液保持力が１２０～２５０ｍｍの範囲にあり、上記多孔質
塗布体と上記櫛部材の櫛歯とは非接触で且つ５．０ｍｍ以内に近接されて互いに配されて
なる髪用塗布具。
【請求項２】
　上記の櫛部材の櫛歯先端が多孔質塗布体の先端より０．２～３．０ｍｍの範囲で突き出
ている請求項１記載の髪用塗布具。
【請求項３】
　上記の櫛部材の櫛歯は樹脂又は金属からなり、また、多孔質塗布体は、スライバーペン
芯、フェルト状物、連続気泡スポンジ状物の１つ以上から選択されるものである請求項１
又は２に記載の髪用塗布具。
【請求項４】
　上記の多孔質塗布体が櫛状に形成された複数のペン型多孔質塗布体である請求項１～３
の何れかに記載の髪用塗布具。
【請求項５】
　上記多孔質体は櫛状に形成された複数のペン型多孔質塗布体に形成され、該ペン型多孔
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質塗布体同士の間隔が０．４～４．０ｍｍの範囲である請求項４に記載の髪用塗布具。
【請求項６】
　上記担持体が中綿である請求項１～５の何れかに記載の髪用塗布具。
【請求項７】
　上記多孔質体又は前記櫛部材が着脱可能である請求項１～６の何れかに記載の髪用塗布
具。
【請求項８】
　請求項１～７の何れかに記載の髪用塗布具が該塗布液の容器本体に取り付けられている
塗布具付き化粧料容器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、髪用塗布具及びその塗布具付き化粧料容器に関するものであり、容器本体に
取付られ、髪（人間、その他のペット動物等を含む毛髪）を梳きながら容器に収容した塗
布液（染毛剤、整髪剤、育毛剤等）を髪に塗布するための髪用塗布具及びその塗布具付き
化粧料容器に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来から容器に収容した染毛剤などをその容器に取り付けた櫛部の櫛歯間に導入して、
この櫛部で髪を梳くことによって髪を染めるような髪塗布具付き化粧料容器は、すでに知
られている。
　例えば、柄としての薬液の収容容器と、容器に接続される櫛体とから構成され、またそ
の櫛体が軸部と、軸部に取付けられる複数の櫛歯とから構成され、その櫛歯に非吐出櫛歯
と吐出櫛歯とを交互に突設されるものが提案されている（特許文献１を参照。）。そして
、非吐出櫛歯及び吐出櫛歯は、頂部ほど幅が狭くなる略三角板状に形成され、吐出櫛歯に
は、薬液が吐出される吐出口が貫通形成され、吐出櫛歯の先端から吐出口までの距離は、
吐出櫛歯の先端から基端（軸部）までの長さに対し５～６０％の範囲に設定され、且つ吐
出櫛歯の各間隔が４～８ｍｍの範囲に設定されることにより、櫛歯間に保持される薬液の
量を適量にするとともに、薬液の毛髪への塗布を容易かつ均一にすることができるとして
いる。
【０００３】
　また、容器本体に取り付けられて液剤の案内通路を形成する柄部と、縦列に配置された
多数の櫛歯を有する櫛部とを備え、櫛歯には柄部の案内通路に連通して歯丈方向に延びる
液剤の注出通路と、注出通路の先端に連通して櫛歯の表裏を貫通する注出口とが形成され
た塗布用櫛付き容器が提案されている（例えば、特許文献２を参照。）。そして、このよ
うな注出口は相隣り合う櫛歯同士間でその歯丈方向の形成位置がづらされることによって
、毛元の近傍から毛先に向けて広い範囲に亘ってむらなく塗布することができ、液剤の塗
布作業が楽に行えるとしている。
【０００４】
　また、容器本体の口縁部に取付けられる櫛付きキャップにおいて、列設された主櫛歯片
に、容器内に連通して主櫛歯の側面に開口する注出口が設けられ、また、主櫛歯片の両側
且つ並設してその先端が同じ高さ以上とされた副櫛歯片（開口無し。）が設けられる櫛付
きキャップが提案されている（例えば、特許文献３を参照。）。
　このような構成にあっては、使用者が櫛部或いは櫛体を頭皮に対してほぼ直角に維持し
ながら梳くことができ、頭髪を梳く際に櫛体の角度が変わることによる色むら、特に毛の
根本に近い部分での色むらを防止するとしている。
【０００５】
　しかしながら、これらの髪塗布用化粧料容器では、櫛体自体の注入口或いは開口から過
剰な液漏れが生じ、また連通路や柄路などから均一な液供給が成されず、染髪にムラなど
が生じる。そこで、容器内に貯留担持体を設け、担持体に塗布液を吸蔵しておき、櫛部に
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毛管作用に有する塗布用のペン芯を櫛状に列設した髪塗布具が提案されている（例えば、
特許文献４および５を参照。）。櫛部の櫛歯に上述したような注出口や開口が無いため、
それぞれの櫛歯間での通路におけるチャンネリングは生じない。このため、このようなペ
ン型塗布芯を備えたものは、各櫛歯、即ち各塗布用芯に均一に液が供給されるため、染髪
にムラなどが生じない。
【０００６】
　しかしながら、このような従来の髪塗布具にあっては、塗布液によって過剰な液漏れ（
直流）が生じたり、また、塗布用ペン芯の先まで容器からの塗布液が十分に供給されない
場合が見られた。また、塗布用ペン芯からの塗布液が頭皮等に直接触れる等するため、染
毛剤の場合には頭皮を汚す危険性が見られた。更に、従来のような構造であると、頭皮を
汚さないように櫛部とペン芯との先端部の段差を広げて配置するため、頭髪への塗布性を
十分に確保できなかった。また、櫛部には抜け毛などが付着するが、櫛部から抜け毛など
は排除する等の手入れが容易にできないため、容器内に塗布液を残したまま捨てるなどの
不都合が見られた。
【特許文献１】特開２００３－０１９０２３号公報
【特許文献２】特開２００２－１５９３２５号公報
【特許文献３】特開２００２－１９１４２７号公報
【特許文献４】実開平４－６０１１６号公報
【特許文献５】実開平４－６０１１７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　従って、本発明の課題は、上記事情に鑑み、塗布液の液漏れがなく塗布液が適度に供給
される髪塗布具、それに加えて、塗布液などが直接頭皮等に触れず、塗布性が十分に確保
できる髪塗布具、及びそのような髪塗布具を具備した塗布具付き化粧料容器を提供するこ
とにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明者等は、髪塗布具の櫛部の構造において多孔質塗布体を用いることが櫛歯自体に
直接供給口又は吐出口を設けるより優れていること、また、このような多孔質塗布体を使
用した場合には、それに並設した櫛部材（通常の櫛材）が補助的に必要なこと、そして、
塗布液の液漏れ（直流）防止及び櫛部への適度な塗布液の供給には、その使用する塗布液
における多孔質塗布体の塗布液保持力が１２０～２５０ｍｍの範囲、特に１５０～２０５
ｍｍの範囲にあることを見出し、本発明に至ったものである。
【０００９】
　また本発明者等は、上述の櫛部材が補助的に並設させるが、多孔質塗布体の先端より、
かかる櫛部材の櫛歯先端を０．２～３．０ｍｍの範囲で突き出させることにより、塗布体
からの塗布液が直接作用し、頭皮を汚さないと同時に、毛髪の生え際部分を実質的に根本
から塗布でき、生え際の塗り残しが認識されないことを見出した。またかかる櫛部材と多
孔質塗布体とが非接触で且つ５．０ｍｍ以内、特に３．５ｍｍ～１．０ｍｍの範囲に近接
されることにより、塗布液が櫛部材を汚さずに、かつ毛髪の実質的な部分に均一に塗布で
きることを見出し、本発明に至ったものである。
　即ち、本発明の髪塗布具及びその塗布具付き化粧料容器は、以下の（１）～（７）の構
成或いは手段からなることを特徴とするものである。
【００１０】
　（１）．多孔質塗布体と、多孔質塗布体に並設される櫛部材とからなる櫛部によって髪
を梳くと共に、取り付けられる容器内の担持体に担持される塗布液を、該多孔質塗布体を
介して毛髪に塗布しうる髪用塗布具であって、上記の多孔質塗布体は、塗布液保持力が１
２０～２５０ｍｍの範囲にあり、上記多孔質塗布体と上記櫛部材の櫛歯とは非接触で且つ
５．０ｍｍ以内に近接されて互いに配されてなる髪用塗布具。
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【００１１】
　尚、ここで、塗布液保持力とは、以下の測定方法に基づく値である。
　（保持力の測定方法）
　図６（ａ）及び（ｂ）に示すように、シリコーン製のチューブ９１の一方を塗布液の収
容容器９０に入れ、他方を測定対象物９２（多孔質塗布体）と連結させ、チューブ内を塗
布液で満たす。このとき測定対象物内も塗布液で満たされ測定対象物の上端まで塗布液で
充填される。次いで、測定対象物の下端を徐々に上げる。このとき、測定対象物の上端で
メニスカスが発生し、測定対象物の毛管力で塗布液の液柱を保持する。測定対象物の下端
と液面との距離（Ｘ）が測定対象物が支えている塗布液の液柱の高さである。この測定対
象物が保持している塗布液の液柱を高くしていき、測定対象物が塗布液の液柱を支えきれ
なくなり測定対象物下端から空気が侵入する高さを求めることにより、「保持力」が測定
できる。なお、厳密には、保持力は、上記各高さＸ（ｍｍ）×塗布液の密度（ｐ）×重力
加速度（ｇ）とするものであるが、密度（β）、重力加速度（ｇ）は定数であるため、本
発明では、上記高さ（Ｘ）を保持力とした。
【００１２】
　（２）．　上記の櫛部材の櫛歯先端が多孔質塗布体の先端より０．２～３．０ｍｍの範
囲で突き出ている上記（１）記載の髪用塗布具。
　（３）．　上記の櫛部材の櫛歯は樹脂又は金属からなり、また、多孔質塗布体は、スラ
イバーペン芯、フェルト状物、連続気泡スポンジ状物の１つ以上から選択されるものであ
る上記（１）又は（２）に記載の髪用塗布具。
　（４）．　上記の多孔質塗布体が櫛状に形成された複数のペン型多孔質塗布体である上
記（１）～（３）の何れかに記載の髪用塗布具。
　（５）．上記多孔質体は櫛状に形成された複数のペン型多孔質塗布体に形成され、該ペ
ン型多孔質塗布体同士の間隔が０．４～４．０ｍｍの範囲である上記（４）に記載の髪用
塗布具。
【００１３】
　（６）．上記担持体が中綿である上記（１）～（５）の何れかに記載の髪用塗布具。
　（７）．上記多孔質体又は前記櫛部材が着脱可能である請求項（１）～（６）の何れか
に記載の髪用塗布具。
　（８）．上記（１）～（７）の何れかに記載の髪用塗布具が該塗布液の容器本体に取り
付けられている塗布具付き化粧料容器。
【発明の効果】
【００１４】
　以上のような本発明の構成或いは手段によれば、多孔質塗布体、例えば、スライバーペ
ン芯、フェルト状物、連続気泡スポンジ状物等からなる塗布体は、その塗布液保持力が１
２０～２５０ｍｍの範囲にあることにより、塗布液の液漏れ（直流）防止及び櫛部への適
度な塗布液の供給ができる。上記の櫛部の多孔質塗布体の先端より櫛部材の先端が０．２
～３．０ｍｍの範囲で突き出ているので、塗布体からの塗布液が地肌に直接作用しないた
め、十分な塗布性が確保できると同時に地肌を汚すことがない。更に、上記の並設される
多孔質塗布体と櫛部材の櫛歯とは非接触で且つ５ｍｍ以内に近接されて互いに配すること
により、塗布液が櫛部材を汚さずに、かつ毛髪の実質的な部分より均一に塗布できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下、本発明の髪塗布具及びその塗布具付き化粧料容器を、図面を参照しながら発明を
実施するための最良の形態に基づいて詳述する。尚、本発明の髪塗布具及びその塗布具付
き化粧料容器は、以下の実施形態に限るものではない。
　図１は本発明に係る髪塗布具を具備する塗布具付き化粧料容器のキャップを外した状態
の斜視図である。図２（ａ）及び（ｂ）は、本発明に係る塗布具付き化粧料容器の正面か
らの部分断面図及び側面からの断面図である。図３は、本発明に係る塗布具付き化粧料容
器の分解斜視図である。図４（ａ）及び（ｂ）は、本発明に係る髪塗布具に使用される櫛
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部材の正面図及び側面図である。図５は、本発明に係る髪塗布具付き化粧料容器の別の態
様を示す斜視図である。図６（ａ）及び（ｂ）は多孔質体が塗布液等の液を保持する場合
の指標となる液保持力を測定する装置の概要図である。
【００１６】
　図１～図３に示す如く、本実施態様の塗布具付き化粧料容器１の髪用塗布具、即ち櫛部
３０は、櫛部材１１と、櫛部材１１に並設される板状の多孔質塗布体１０とからなり、そ
の櫛部３０によって髪を梳くと共に、取り付けられる容器本体２内の塗布液を塗布体１０
を介して毛髪に塗布しうるものである。
【００１７】
　図１～図３に示す如く化粧料容器１において、樹脂容器本体２は筒状に成形されている
。容器本体２の尾端２Ａは開口され、図３に示す貯留担持体４が容器本体２内に挿入収容
される。担持体４には化粧料である塗布液が担持される。尾端２Ａの内壁にはネジが形成
され、蓋部材５Ｂにもネジが形成されて両者が螺合されてその開口が密封されると共に、
蓋部材５Ｂは担持体４の端部４Ａを押し付け固定している。尚、蓋部材５Ｂには意匠的な
蓋部材５Ａが蓋部材５Ｂに取り付けられる。
　上記の貯留担持体４としては塗布液を担持できるものである限り、その材料に制限され
るものではなく、例えば、中綿等を挙げることができる。
【００１８】
　容器本体２の先端２Ｂには、矩形筒状の取付孔６、差込穴７及び螺合部９が形成され、
取付孔６はほぼ中央に形成される。取付孔６には板状の多孔質塗布体１０が挿入され、両
側に設けた差込穴７には樹脂製の櫛部材１１が装着される。螺合部９は、後述するキャッ
プ内壁の螺合部に螺合される。多孔質塗布体１０は、矩形支持部材１２を介して取付孔６
内に装填され、多孔質塗布体１０は容器本体２の軸方向に沿って設けられる。多孔質塗布
体１０の基端１０Ａは、その装填時に上述の担持体４の先端４Ｂの一部に挿入されて連結
される。
　尚、矩形支持部材１２の外壁面と取付孔６の筒状の内壁面とは液密に密着しており、ま
た、支持部材１２は取付孔６から着脱可能でも、完全に固定されても良い。
【００１９】
　上記の多孔質塗布体１０は、その使用する塗布液の液保持力（ｍｍ）が上述の測定にお
いて１２０～２５０ｍｍの範囲であり、特に１５０～２０５ｍｍの範囲にあることが好ま
しい。上記の範囲の液保持力のある多孔質塗布体１０を使用すれば、塗布液の液漏れ（直
流）を防止して櫛部３０への適度な塗布液の供給ができる。塗布液の液保持力が上記の範
囲を超えると、直流防止が困難となる。一方、上記の範囲未満では、容器からの塗布液の
適度な供給が困難となる。
　上記の範囲内で使用できる多孔質塗布体の素材としては、スライバーペン芯、フェルト
状物、連続気泡スポンジ状物等が好適である。
【００２０】
　櫛部材１１は図４に示すように樹脂製の成形部材からなり、基部１３と基部１３の先端
面に一定間隔をおいて設けられる複数の櫛歯１４とからなる。基部１３は上述の差込穴７
と着脱可能に係合される係合部として成形され、また櫛歯１４の先端部はＲが付けられて
丸み成形される。基部１３と差込穴７との係合時、櫛部材１１は取付孔６に装填された多
孔質塗布体１０に並設される。かかる櫛部材１１の取付状態では、櫛歯１４の先端１４Ｂ
が多孔質塗布体１０の先端１０Ｂより突き出しており、図２に示すようにその突出量（Ｌ
）は０．２～３．０ｍｍの範囲にあり、特に好ましくは、０．５～２．０ｍｍの範囲であ
る。
　かかる突出量（Ｌ）により、その使用時に頭皮等に塗布液が付着せず、頭髪の殆どがそ
の根本から頭髪だけに塗布液を塗布することができる。上記の範囲未満の突出量では頭皮
に直接多孔質塗布体１０が当接するおそれがあり、また、上記の範囲を超えてくると、頭
髪の根本への十分な塗布が困難となってくる。
【００２１】
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　また、図２に示すように互いに列配される多孔質塗布体１０と櫛歯１４との間隔Ｓは非
接触で且つ５．０ｍｍ以内に近接されて互いに配されてなることが好ましく、特に、０．
５～３．５ｍｍの範囲であることが好ましい。本発明ではこのような多孔質塗布体１０と
櫛歯１４の距離を一定間隔以内に保つ必要は必ずしもないが、上記の範囲内での距離を保
つことで、液が櫛部を汚すことを防ぐと共に毛髪への塗布性をより向上させることができ
る。
　従って、本発明に係る髪塗布具である櫛部３０は、容器本体２の先端部２Ａ、多孔質塗
布部材１０、支持部材１２、及び基部１３及び櫛歯１４からなる櫛部材１１から構成され
る。
【００２２】
　上記の櫛部３０は、上述したキャップ１５に覆われる。キャップ１５は、内キャップ１
６、中キャップ１７及び外キャップ１８からなる。内キャップ１６には容器本体２の先端
２Ｂの天面に当接する開口部２２が形成され、また、内キャップ１６の先端部には櫛歯１
４と多孔質塗布体１０とを分かちながらこれらの先端部を保持するガイド突起が成形され
たガイド孔２１が設けられる。中キャップ１７内にはコイルバネ２３が配される。
【００２３】
　このように構成される塗布具付き化粧料容器１にあっては、櫛部３０の構造において多
孔質塗布体１０を用いるので、櫛歯自体に塗布液の直接吐出口を設けるよりその塗布性に
優れている。また、多孔質塗布体１０においてその使用する塗布液の液保持力を所定範囲
にすることにより、塗布液の液漏れ（直流）を十分に防止すると共に櫛部３０への適度な
且つ均等な塗布液の供給が可能となる。
　また、このような多孔質塗布体１０には近接して櫛部材１１の櫛歯１４が列設されるが
、かかる櫛部材の櫛歯の先端を所定範囲で突き出させることにより、塗布体からの塗布液
が頭皮に直接作用しないようにすることができる。このため地肌を汚すことがない。更に
、近接範囲を所定範囲内とすることにより、塗布液が櫛部材１１を汚すのを防ぐと共に、
髪梳き状態とが良く、十分な塗布性が確保できる。
【００２４】
　上記の実施形態では、容器本体２の先端２Ｂを櫛部３０の一部として容器本体２と共に
一体成形して、本発明に係る髪塗布具を塗布具付き化粧料容器１の櫛部３０として設けた
が、必ずしもこれに限ることはない。容器本体２の先端部分を着脱可能な蓋体などに形成
して、髪塗布具を化粧料容器とは別体として提供しても良い。
　上記の実施形態では、多孔質塗布体１０の支持部材１２及び櫛部材１１を容器本体２か
ら着脱可能で良いとしたが、容器本体２に固定されるものであっても良い。尚、、多孔質
体１０及び櫛部材１１の少なくとも一方を着脱可能とすることが好ましい。着脱可能とす
ることにより、多孔質塗布体１０にしつこく付着する抜け毛などの絡み毛の除去が極めて
容易になり、その使い勝手に支障が生じなくなる。
　上記の実施形態では、櫛部材１１を樹脂製としたが、これ以外のもを使用することがで
きる。例えば、金属、天然樹脂、その天然の櫛素材などを使用することができる。しかし
ながら、その厳密な寸法取りなどの点から素材は精密成形性のある樹脂及び金属であるこ
とが好ましい。
　上記の実施形態では、貯留担持体４から着脱可能としたが、必要により蓋部材５Ｂを完
全に取り付けて、着脱不能としても良い。
【００２５】
　上記の実施形態では、塗布液を染毛剤としたが、これに限る必要はない。例えば、整髪
剤、育毛剤、またペットその他の動物の毛艶剤等であっても良い。但し、これらの塗布液
は、上述の多孔質塗布体の液保持力における関係を満たす必要がある。
【００２６】
　図５は、本発明に係る塗布具付き化粧料容器の別の態様を示すものである。尚、図５で
示す塗布具付き化粧料容器４０の各部材については、図１で示した化粧料容器と同一又は
類似の部材に関して、同一の符号を付してその詳しい説明を省略する。
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　本実施態様の塗布具付き化粧料容器４０が図１の容器１と異なる点は、多孔質塗布体が
複数のペン型多孔質塗布体４１からなり、これらの多孔質塗布体４１は、束ね部材４２を
介して隣接する櫛歯に並設且つ列設されていることである。また、これらのペン型多孔質
塗布体４１は、図１に示した実施態様と同様に、その塗布液保持力が１２０～２５０ｍｍ
の範囲にある。更に、櫛部材１３の櫛歯１４の先端はペン型多孔質塗布体４１の先端より
も０．２～３．０ｍｍの範囲で突き出していると共に、櫛歯１４とペン型多孔質塗布体４
１とは非接触で且つ５．０ｍｍ以内に近接されて互いに配されているものである。
【００２７】
　束ね部材４２で支持された多孔質塗布体４１同士の間隔は、０．４～４．０ｍｍの範囲
、特に、０．６～２．０ｍｍの範囲が好ましい。上記の範囲未満では、髪梳き通りが悪く
、抜け毛などの絡み毛も多くなる。また、上記の範囲以上では、単位質量当たりの毛髪と
のペン型多孔質塗布体４１との接触性が悪くなり、塗布性が十分でない。
　このような構成の塗布具付き化粧料容器４０にあっては、図１に示す化粧料容器１と同
様な効果を奏する他に、多孔質塗布体４１が櫛形となっているため、決めの細かい塗布が
可能である。
【産業上の利用可能性】
【００２８】
　本発明の髪用塗布具及びその塗布具付き化粧料容器は、容器本体に設けた櫛部によって
髪（人間、その他のペット動物等を含む髪）を梳きながら容器に収容した塗布液（染毛剤
、整髪剤、育毛剤等）を髪に塗布する際に、塗布液の液漏れがなく塗布液が適度に供給さ
れ、それに加えて、塗布液などが直接頭皮等に触れず、塗布性が十分に確保でき、優れた
性能を維持し産業上の利用可能性の高いものである。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】図１は本発明に係る髪塗布具を具備する塗布具付き化粧料容器のキャップを外し
た状態の斜視図である。
【図２】図２（ａ）及び（ｂ）は、本発明に係る塗布具付き化粧料容器の正面からの部分
断面図及び側面からの断面図である。
【図３】図３は、本発明に係る塗布具付き化粧料容器の分解斜視図である。
【図４】図４（ａ）及び（ｂ）は、本発明に係る髪塗布具に使用される櫛部材の正面図及
び側面図である。
【図５】図５は、本発明に係る塗布具付き化粧料容器の別の実施態様を示す斜視図である
。
【図６】図６（ａ）及び（ｂ）は多孔質体が塗布液等の液を保持する場合の指標となる液
保持力を測定する装置の概要図である。
【符号の説明】
【００３０】
　１　　　塗布具付き化粧料容器
　２　　　容器本体
　４　　　貯留担持体
　５Ａ、５Ｂ　　　蓋部材
　１０　　多孔質塗布体
　１１　　櫛部材
　１２　　束ね部材
　１４　　櫛歯
　１５　　キャップ
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