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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　毛切断機器のブレードセットであって、前記ブレードセットは、毛を切断するために想
定移動方向に毛を通って動かされるように配置され、前記ブレードセットは：
－　少なくとも１つの歯付き切断エッジ、及び横方向端部を有する静止ブレードであって
、シェービング目的のために使用しているとき、皮膚接触面として配置される第１の面を
さらに有する、静止ブレード、
－　少なくとも１つの歯付き切断エッジを有する可動ブレードであって、前記静止ブレー
ド及び前記可動ブレードは、前記想定移動方向と基本的に直角である切断方向に互いに対
して往復運動するように配置される、可動ブレード、及び
－　前記横方向端部と関連付けられ、それによって前記静止ブレードの横方向端部キャッ
プを定める横方向保護要素であって、前記横方向保護要素は、前記横方向端部の横方向エ
ッジを、使用しているとき、少なくとも１つの前記横方向エッジの皮膚接触が防がれるよ
うに、横方向に保護し、前記横方向保護要素及び前記横方向端部は、毛がそれらの間に捕
えられることを防ぐように、協働する、横方向保護要素、を有し、
　前記静止ブレード及び前記可動ブレードは少なくとも部分的に鋼から作られ、前記横方
向保護要素は、プラスチック材料から作られ、
　前記ブレードセットは、前記毛切断機器のハウジングに対して枢動又は旋回するように
構成される、
　ブレードセット。
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【請求項２】
　前記横方向保護要素は、横方向に実質的に直角である長手方向Ｘに延びる、滑らかなエ
ッジ移行部を有し、前記滑らかなエッジ移行部は、前記長手方向に直角な断面で見るとき
、凸状に湾曲している、
　請求項１に記載のブレードセット。
【請求項３】
　前記横方向保護要素は、前記横方向端部と横方向に重なる、
　請求項１又は２に記載のブレードセット。
【請求項４】
　前記横方向保護要素は、前記横方向端部に横方向に隣接し、前記横方向保護要素と前記
横方向端部との間の最大クリアランスを定める横方向スロットが、毛フィラメントの想定
断面範囲より小さい、
　請求項１乃至３のいずれか１項に記載のブレードセット。
【請求項５】
　前記横方向保護要素は、その皮膚に配向される側部に、少なくとも前記静止ブレードの
前記切断エッジにおいて、前記静止ブレードの全積み重ね高さより大きい、横方向エッジ
丸め部を有する、
　請求項１乃至４のいずれか１項に記載のブレードセット。
【請求項６】
　前記横方向保護要素は、少なくとも前記静止ブレードの前記切断エッジにおいて、前記
静止ブレードの全積み重ね高さより大きい、全高範囲を有し、前記横方向保護要素は、好
ましくは、使用しているとき、皮膚から離れる方に面する前記横方向保護要素の底端部表
面が、使用しているとき前記皮膚から離れる方に面する、前記静止ブレードのそれぞれの
底端部表面から垂直方向にオフセットされるように、配置される
　請求項１乃至５のいずれか１項に記載のブレードセット。
【請求項７】
　前記横方向保護要素は、垂直方向において前記静止ブレードの前記第１の面に位置合わ
せされる又は前記第１の面に対して僅かに高くされる皮膚に面する端部表面を有する、
　請求項１乃至６のいずれか１項に記載のブレードセット。
【請求項８】
　前記横方向保護要素は、前記切断エッジにおいて、長手方向に前記静止ブレードと重な
り、前記横方向保護要素は、滑らかな長手方向端部移行部を有する、
　請求項１乃至７のいずれか１項に記載のブレードセット。
【請求項９】
　前記横方向保護要素は凹部を有し、前記静止ブレードは、前記横方向端部において、横
方向開口を定め、前記横方向開口は、前記静止ブレードに設けられる前記可動ブレードの
ためのガイドスロットに関連付けられ、前記凹部及び前記横方向開口は少なくとも部分的
に互いに重なり、前記横方向保護要素は、その皮膚に面する側において、前記凹部に隣接
するバー部分を有する、
　請求項１乃至８のいずれか１項に記載のブレードセット。
【請求項１０】
　前記静止ブレード及び前記可動ブレードは、少なくとも部分的に板金材料から作られ、
前記横方向保護要素は、熱可塑性の射出成形材料から作られる、
　請求項１乃至９のいずれか１項に記載のブレードセット。
【請求項１１】
　前記横方向保護要素は、ポジティブロック機構により前記静止ブレードに嵌合される、
　請求項１乃至１０のいずれか１項に記載のブレードセット。
【請求項１２】
　前記横方向保護要素は前記静止ブレードに成型される、
　請求項１乃至１１のいずれか１項に記載のブレードセット。
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【請求項１３】
　前記静止ブレードが少なくとも部分的に前記可動ブレードを囲み、前記静止ブレードは
、使用しているとき、皮膚に面する壁部分として配置される第１の実質的に平らな壁部分
と、前記皮膚から離れる方に面する第２の壁部分と、を有し、前記第１の壁部分及び前記
第２の壁部分は、それらの前記切断エッジにおいて接続され、それによって、それぞれの
歯スロットと交互の複数の長手方向に延びる静止歯を定め、前記可動ブレードは、前記エ
ッジに配置された前記可動ブレードの歯が、前記歯スロットに捕えられた毛を切断するた
めに前記静止歯と協働するように、前記第１の壁部分と前記第２の壁部分との間のガイド
スロットの中で案内される、
　請求項１乃至１２のいずれか１項に記載のブレードセット。
【請求項１４】
　第１の切断エッジ及び前記第１の切断エッジから長手方向に離間される第２の切断エッ
ジを有し、前記横方向保護要素は、前記静止ブレードの全長手方向の範囲に適合する長手
方向範囲を有する、
　請求項１乃至１３のいずれか１項に記載のブレードセット。
【請求項１５】
　モータ、及び切断ユニットを収容するハウジングを有する毛切断機器であって、前記切
断ユニットは、請求項１乃至１４のいずれか１項に記載のブレードセットを有する、
　毛切断機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、毛切断機器、具体的には電動式毛切断機器、より具体的には、このような機
器のための切断ユニットのためのブレードセットに関する。ブレードセットは、少なくと
も１つの歯付き切断エッジ（ｃｕｔｔｉｎｇ　ｅｄｇｅ）を有する静止ブレード及び少な
くとも１つの歯付き切断エッジを有する可動ブレードを有することができ、静止ブレード
及び可動ブレードは、毛を切断するように互いに対し動かされるように配置される。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１は、ハンドルケースを有するせん断アセンブリを開示し、ブレードホルダが
前記ケースの前端部に取り外し可能に付けられ、前記ホルダは、平らなせん断ブレードを
支持するように働く概して長方形の端部を有し、この平らなせん断ブレードのせん断エッ
ジは、前記端部の長手方向エッジを超えて横方向に突出し、一対のクランプが、前記ブレ
ードホルダの端部に沿って対応する横方向溝を通って外側にスライド可能であり、前記ク
ランプのそれぞれは、一体のピースであるとともにせん断ブレードアセンブリの対応する
端部に重なるように内側に折り曲げられたリップ部を有し、シャンクが、ホルダ構造の対
応する端部の近く対応する横方向溝を通って延び、前記リップ部の端部は、コーナーピー
スによって広がった上方端部に接合される。
【０００３】
　特許文献２は、内側せん断プレート及び外側せん断プレートを有する毛刈り込み（ｃｌ
ｉｐｐｉｎｇ）ヘッドアセンブリを開示し、外側せん断プレートは、内側せん断プレート
のエッジを取り囲む横方向フランジを有し、内側プレートはセレーションを有し、外側プ
レートは、協働せん断エッジ及び協働排出ポートを形成するためのスロットを有し、外側
プレートは、その端部に付けられた弾性取付クリップを有し、取付クリップは、ハンドル
へのアセンブリのラッチ取り付けのために横方向下方に延びる弾性舌部を有する。
【０００４】
　体毛を切断するために、基本的に２つの習慣的に識別される種類の電動機器：カミソリ
、及びヘアトリマ又はバリカンがある。一般的に、カミソリは、シェービング（ｓｈａｖ
ｉｎｇ）するために、すなわち、無精ひげなしの滑らかな皮膚を得るために皮膚のレベル
で体毛を切るために、使用される。ヘアトリマは、典型的には、皮膚から選択された距離
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で毛を切断するために、すなわち、所望の長さに毛を切断するために、使用される。機器
の違いは、異なる構造及びいずれの機器にも実装される切断ブレード配置の構成に反映さ
れている。
【０００５】
　電気カミソリは典型的には、箔（ｆｏｉｌ）、すなわち極薄の有孔スクリーン、及び箔
の内部に沿って且つ箔に対して移動可能であるカッタブレードを含む。使用中、箔の外側
が皮膚に置かれるとともに皮膚に押し付けられるので、箔を貫通する任意の毛が、内側に
対して動くカッタブレードによって切断され、カミソリの内部の中空毛収集部の中に落ち
る。
【０００６】
　電気ヘアトリマは、他方で、典型的には、歯付きエッジを有する概して２つのカッタブ
レードを含み、それぞれの歯付きエッジが重なるように、一方が他方の上に置かれる。動
作において、カッタブレードは、互いに対して往復運動し、それらの歯の間に捕えられた
任意の毛をハサミ動作で切断する。毛が切断される皮膚の上の正確なレベルは、通常、（
スペーサ）ガード又は櫛と呼ばれる、追加の取り付け可能な部分によって決定される。
【０００７】
　さらに、シェービング及びトリミング（ｔｒｉｍｍｉｎｇ）目的の両方に基本的に適合
された組み合わされた装置が、知られている。しかし、これらの装置は単に２つの離れた
且つ別個の部分、すなわち、上述のような電動カミソリの概念に適合する構成を有するシ
ェービング部、及び、他方、毛トリマの概念に適合する構成を有するトリミング部、を含
むだけである。
【０００８】
　残念ながら、一般の電動カミソリは、特に、皮膚の上の所望の可変の長さに毛を切断す
るように、すなわち、正確なトリミング動作に適していない。これは、少なくとも部分的
に、それらが、箔を、したがって、カッタブレードを皮膚から離間させるための機構を含
まないという事実によって説明することができる。しかし、それらが、例えば、間隔をあ
ける櫛のような取り付けスペーサ部を追加することによって、そうだったとしても、典型
的には多数の小さい円形の穿孔を含む、箔の構成は、毛の最も短い且つ固いものを除いて
効率的な捕獲を減少させる。
【０００９】
　同様に、一般のヘアトリマは特に、主に別々のカッタブレードが、変形することなしに
ハサミ動作を行うために、一定の剛性、したがって、厚さを必要とするために、シェービ
ングに適していない。それは、毛が皮膚の近くで切断されることをたいてい防ぐその皮膚
に面するブレードの最小の必要なブレード厚さである。したがって、体毛を剃る（ｓｈａ
ｖｅ）こと及び刈る（ｔｒｉｍ）こと両方を望むユーザは、２つの別々の機器を購入し且
つ適用する必要があるかもしれない。
【００１０】
　さらに、組み合わされたシェービング及びトリミング装置は、それらが基本的に２つの
切断ブレードセット及びそれぞれの駆動機構を必要とするので、幾つかの欠点を示す。そ
の結果、これらの装置は、標準的なタイプの専用毛切断機器より重く且つ摩耗しやすく、
また、コストのかかる製造及び組立プロセスを必要とする。同様に、これらの組み合わさ
れた装置を操作することはしばしば、むしろ不快且つ複雑であることを経験する。２つの
別個の切断部を有する従来の組み合わされたシェービング及びトリミング装置が利用され
る場合でさえ、装置を扱うこと及び２つの異なる動作モードの間を切り替えることは、時
間がかかり且つあまりユーザフレンドリでないと見なされるかもしれない。切断部は、典
型的には装置の異なる場所に設けられるため、ユーザが操作中に２つの別個の優勢な把持
位置に慣れる必要があるので、案内精度（したがって、切断精度も）は減少するかもしれ
ない。
【００１１】
　特許文献３は、使用しているとき静止ブレードの第１の部分が皮膚に面する可動ブレー
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ドの側部に配置され、且つ使用しているとき静止ブレードの第２の部分が皮膚から離れる
方に面する可動ブレードの側部に配置されるように、可動ブレードを収容する静止ブレー
ドを有するブレードセットを提供することによって、この問題に取り組んでいる。さらに
、歯付き切断エッジにおいて、静止ブレードの第１の部分及び第２の部分は接続され、そ
れによって、可動ブレードのそれぞれの歯を覆う複数の静止歯を形成する。その結果とし
て、可動ブレードは、静止ブレードによって保護される。
【００１２】
　この配置は、静止ブレードはまた皮膚から離れる方に面する可動ブレードの側部にも存
在するので、静止ブレードが増加した強度及び剛性を持つブレードセットを提供する限り
において有利である。これは、概して、可動ブレードの皮膚に面する側部において静止ブ
レードの第１の部分の厚さの削減を可能にするかもしれない。その結果として、この方法
では、可動ブレードは動作中に皮膚の近くに来るかもしれないので、上述のブレードセッ
トは、シェービング動作に良く適している。それとは別に、溝と交互のそれぞれの歯を含
む切断エッジの構成が、より長い毛が溝に入ることも可能にし、したがって、可動ブレー
ドと静止ブレードとの間の相対切断運動によって切断されることを可能にするので、ブレ
ードセットはまた、特に、毛トリミング動作に適している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１３】
【特許文献１】ＵＳ　２，２９０，３２６　Ａ
【特許文献２】ＵＳ　２，１５１，９６５　Ａ
【特許文献３】ＷＯ　２０１３／１５０４１２　Ａ１
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　特許文献３から知られる切断機器は特に、トリミング及びシェービング動作の両方に適
している。トリミング動作に対して、ブレードセットは典型的には皮膚表面レベルから離
間又は距離を置かれる。シェービング動作に対して、ブレードセットは典型的には、皮膚
表面に接触するとともに皮膚表面に対して動かされる。しかし、それとは別に、文献は、
特定のシェービング及びトリミング性能の特色並びにこれらの及び更なる切断動作に関す
る実際的な使用態様を述べていない。例えば、ユーザが、例えば、ほおひげ、やぎひげ、
口ひげ等を成形するために、正確に実際の顎髭の形態を成形することを目指す、スタイリ
ング動作も想像されるかもしれない。このような応用、より一般的には、このようなシェ
ービング及びトリミングの適合性は、対処される必要がある幾つかの実用及び取扱いの問
題を提起するかもしれない。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　本発明の目的は、特に、シェービング動作に使用されるとき、改良された日常使用の適
合性を示す、毛切断機器、特にそのブレードセットを提供することである。しかし、トリ
ミング動作に対するそれぞれの適合性を減じないことが好ましい。特に、毛切断機器のブ
レードセットは、トリミング及びシェービング動作両方のために配置されるように提示さ
れ得るとともに、有利には、使用において、皮膚刺激を減らし得る。製造が比較的容易で
あり且つそれでも拡大した機能を提供し得るブレードセットを提供することがさらに好ま
しい。さらにより好ましくは、毛切断機器はまた、正確なスタイリング動作に適する。本
発明は、独立請求項によって定められる；従属請求項は有利な実施形態を定める。
【００１６】
　本発明の第１の態様では、毛切断機器の切断ユニットのためのブレードセットが提示さ
れ、前記ブレードセットは、毛を切断するために想定される移動方向に毛を通って動かさ
れるように配置され、前記ブレードセットは、少なくとも１つの歯付き切断エッジ、第１
の横方向端部及び第２の横方向端部を有する静止ブレードであって、さらに、シェービン



(6) JP 6126750 B2 2017.5.10

10

20

30

40

50

グ目的のために使用しているとき、皮膚接触面として配置される第１の面を有する、静止
ブレード；少なくとも１つの歯付き切断エッジを有する可動ブレードであって、静止ブレ
ード及び可動ブレードは想定移動方向と基本的に直角である切断方向に互いに対して往復
運動するように配置される、可動ブレード；及び第１の横方向端部及び第２の横方向端部
の少なくとも一方と関連づけられ、それによって静止ブレードの少なくとも１つの横方向
端部キャップを定める、少なくとも１つの横方向保護要素、を有し、静止ブレード及び可
動ブレードは少なくとも部分的に鋼から作られ、少なくとも１つの横方向保護要素は、プ
ラスチック材料から作られる。本明細書では、プラスチック材料は、任意のポリマ材料及
び／又は任意の熱可塑性材料を包含し、天然ゴム若しくは合成ゴム材料、又は熱可塑性エ
ラストマを含む。
【００１７】
　少なくとも１つの横方向保護要素は、使用しているとき、少なくとも１つの横方向端部
の皮膚接触が防がれるように、それぞれの横方向端部の少なくとも１つの横方向エッジを
、横方向に保護する。好ましくは、少なくとも１つの横方向保護要素及びそれぞれの横方
向端部は、毛がそれらの間に捕えられることを防ぐように、協働する。
【００１８】
　この態様は、切断及びシェービング動作両方のために構成されている毛切断機器のブレ
ードセットが、毛の除去をできる限り皮膚レベルの近くで可能にするために、少なくとも
静止ブレードの皮膚接触部分で、比較的薄くする必要があるという洞察に基づく。この方
法では、清潔且つ滑らかな髭剃りが可能になり得る。しかし、同時に、ブレードセットの
比較的薄い構成は、シェービングのために使用されるときに皮膚表面の上をスライドする
とき、皮膚刺激を引き起こし得る。特に、静止ブレードの皮膚接触部分は、エッジの少な
くとも幾つかを面取り又は丸くした後でさえ、比較的鋭いエッジが残り得るほど実際薄く
なり得るので、ブレードセット、特にその静止ブレードの皮膚接触部分が実際に薄くなる
ほど、皮膚刺激又はさらに皮膚を切ることのリスクが高くなり得る。これは、特に、一方
では、切断領域として働かないが、他方では、皮膚に押し付けられるとともに皮膚に対し
て動かされるとき、皮膚をひっかく又は切り得る、ブレードセットの横方向端部に当ては
まる。
【００１９】
　ブレードセットが、露出された方法で毛切断機器のハウジングに取り付けられるように
配置されることが好ましい。言い換えると、ブレードセットは、ハウジングに取り付けら
れるとき、機器のハウジングからかなり離間され得る。例えば、ブレードセットの横方向
端部が、毛切断機器のハウジングの中に埋め込まれない又は同ハウジングによって保護（
ｓｈｉｅｌｄ）されないことが好ましくなり得る。毛切断機器のハウジングに対する切断
ユニットのブレードセットの露出配置は、ブレードセットの可視性が向上され得る限りに
おいて、有益であることができ、これは、スタイリング動作に対して特に有益であるとと
もに、トリミング及びシェービング動作も容易にし得る。その結果として、ブレードセッ
トを持つ切断ユニットの操作上の操作性が、高められ得る。しかし、ブレードセットの横
方向端部もまた、その結果、ハウジングから離間される。少なくとも１つの側部保護要素
は、したがって、ブレードの少なくとも１つの横方向端部を保護することができ、これは
、少なくとも１つの横方向端部に直接接触することから皮膚を保護し得る。その結果とし
て、皮膚刺激の発生又はさらに皮膚を切ることが、防がれ得る。
【００２０】
　ブレードセットは、毛切断機器のハウジングに対して枢動（ｐｉｖｏｔ）又は旋回（ｓ
ｗｉｖｅｌ）するように構成される。ブレードセットは実際の皮膚輪郭に「従う」ように
構成され得るので、平らでない又は湾曲した皮膚部分（例えば、顎部分又は首部分）もこ
の方法で剃られ得る。これに関して、シェービング性能はまた、毛切断機器のハウジング
に対する切断ユニットのブレードセットの多少の「露出」配置から利益を得ることができ
る。その結果として、ブレードセットは、毛切断機器のハウジングによってその横方向端
部で十分に保護されない又はカバーされないかもしれない。したがって、ブレードセット
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に、特にその静止ブレードに、直接又は間接的な方法で接続され得る少なくとも１つの保
護要素を提供することがむしろ好ましい。少なくとも１つの横方向保護要素は、少なくと
も静止ブレード及び少なくとも１つの横方向保護要素が、使用において、同じ運動及び配
向（ｏｒｉｅｎｔａｔｉｏｎ）変化を受けるように、構成されるとともに配置される。少
なくとも１つの横方向保護要素が、ブレードセットの静止ブレードに固定して接続される
ことが特に好ましい。
【００２１】
　少なくとも１つの横方向保護要素は、静止ブレードの少なくとも１つの横方向端部をカ
バーし得る。静止ブレードが、それぞれの横方向端部において鋭いエッジ又は角部をもた
らし得るかなり小さい厚さを有し得ることを仮定すると、少なくとも横方向保護要素を設
けることは、少なくとも１つの横方向保護要素が静止ブレード（の皮膚接触部分）より著
しく「厚」くなり得る限りにおいて、有益であり得る。その結果として、十分なスペース
又は材料厚さが、少なくとも１つの保護要素を面取り又は丸くするために提供される。そ
の結果として、静止ブレードの潜在的な鋭い横方向端部は、接触しているとき皮膚を保護
するように、十分に滑らかにされる又は丸められる追加のキャップによってカバー又は保
護され得る。
【００２２】
　本明細書で使用されるとき、想定される移動方向はまた、意図される移動方向とも称さ
れることができ、特に本明細書において説明目的のために提供される。意図される移動方
向が、典型的には、横方向又は切断方向と基本的に直角であるブレードセットの長手方向
（この開示のためにＸ方向とも称される）に実質的に平行であることが、さらに仮定され
得る。
【００２３】
　少なくとも１つの横方向保護要素は、使用するための協働構造を定めるように静止ブレ
ードと協働し得、使用中、皮膚刺激又は皮膚への損傷が、ブレードセットのカバーされて
いない横方向端部で生じ得る。ブレードセットが、静止ブレードの反対側の横方向端部に
配置される２つのほど要素を有することが特に好ましい。幾つかの実施形態では、２つの
保護要素は、鏡面反転され得る。
【００２４】
　１つの実施形態では、少なくとも１つの横方向保護要素は、横方向Ｙに実質的に直角で
ある長手方向Ｘに延びる、少なくとも１つの滑らかなエッジ移行部、特に、丸め部を有し
、少なくとも１つの滑らかなエッジ移行部は、好ましくは、長手方向Ｘに直角な断面で見
るとき、凸状に湾曲している。また、少なくとも１つの横方向保護要素の長手方向前端部
及び長手方向後端部の少なくとも一方においても、滑らかにされた移行部が設けられるこ
とがさらに好ましくなり得る。
【００２５】
　少なくとも１つの滑らかなエッジ移行部は、シェービングのために使用されるとき、皮
膚表面に対して滑らかに動く又は滑らかに滑るように構成され得る。さらに、少なくとも
１つの保護要素は、少なくとも幾つかの実施形態において、追加の部分と見なされ得るの
で、少なくとも１つの保護要素は、特に皮膚に優しく、さらに比較的低い摩擦係数を有し
得る材料で作られることができる。
【００２６】
　さらに他の実施形態では、少なくとも１つの横方向保護要素は、第１の横方向端部及び
第２の横方向端部の少なくとも一方と横方向に重なり得る。その結果として、少なくとも
１つの保護要素は、一方では、静止ブレードの少なくとも１つの横方向端部を少なくとも
部分的にカバーするとともに、他方では、その横方向端部に隣接している静止ブレードの
部分の少なくとも幾つかに接続され得る、横方向カバー又はフードとして成形され得る。
これは、この方法では、少なくとも１つの保護要素と静止ブレードとの間の接触領域が増
やされ得るので、有利であり得る。しかし、重なる部分が、切断エッジの有効な横方向の
範囲（ｅｘｔｅｎｓｉｏｎ）を与えることを避けるために、できる限り小さいことが好ま
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しくなり得る。本明細書で使用されるとき、用語「横方向に重なる」は、横方向Ｙにおけ
る静止ブレード及び少なくとも１つの保護要素の少なくとも部分的な重なりとみなされ得
る。
【００２７】
　また他の実施形態では、少なくとも１つの横方向保護要素は、第１の横方向端部及び第
２の横方向端部の少なくとも一方に横方向に隣接し、少なくとも１つの横方向保護要素と
第１の横方向端部及び第２の横方向端部の少なくとも一方との間の最大クリアランスを定
める横方向スロットが、毛フィラメント（ｈａｉｒ　ｆｉｌａｍｅｎｔ）の想定断面範囲
（ａｓｓｕｍｅｄ　ｃｒｏｓｓ－ｓｅｃｔｉｏｎａｌ　ｅｘｔｅｎｓｉｏｎ）に適合され
る。この実施形態は、少なくとも１つの保護要素が、横方向Ｔにも静止ブレードと必ずし
も重なる（囲む）必要があるわけではないという洞察に基づく。これに関して、少なくと
も静止ブレードの皮膚に面する側部又は部分において、少なくとも１つの保護要素が、垂
直方向Ｚに、すなわち、皮膚に向かって、静止ブレードの輪郭を超えて突出しないことが
さらに好ましい。これは、この方法では、保護要素が、シェービング目的に使用されると
き、皮膚の毛が皮膚の比較的近くで、好ましくは皮膚のレベルで、なお切断されることが
できるように、静止ブレードの皮膚に面する側部に材料を加えないので、有益であり得る
。
【００２８】
　少なくとも１つの保護要素が、静止ブレードのそれぞれの横方向端部に継ぎ目なく隣接
することがさらに好ましい。言い換えると、少なくとも１つの保護要素が、毛フィラメン
トがそれらの間のスロット又は隙間に入れないほど静止ブレードのそれぞれの横方向端部
の近くに配置されることが好ましい。したがって、少なくとも１つの保護要素とそれぞれ
の横方向端部との間のスロットが、０．１５ｍｍ未満、好ましくは、０．１０ｍｍ未満、
より好ましくは０．０５ｍｍ未満である、横方向範囲（ｌａｔｅｒａｌ　ｅｘｔｅｎｓｉ
ｏｎ）を有することが特に好ましい。その結果として、スロット又は隙間で毛フィラメン
トを挟むこと及び引き裂きが回避されることができる。
【００２９】
　また他の実施形態によれば、少なくとも１つの横方向保護要素は、その皮膚に配向され
る側部に、少なくともその少なくとも１つの切断エッジにおいて、静止ブレードの全積み
重ね高さより大きい、横方向エッジ丸め部を有する。上述のように、少なくとも１つの保
護要素は、静止ブレードの皮膚接触部分の厚さより大きく、より好ましくは、静止ブレー
ドの全体の厚さ又は高さより大きい、皮膚の想定レベルに基本的に直角な、垂直範囲を有
し得る。少なくとも１つの保護要素は、したがって、著しく小さい積み重ね高さのために
、このような静止ブレードで単純に実装されることができない、それぞれの皮膚に面する
側部及びそれぞれの横方向の側部から移行し得る反映で横方向に丸められることができる
。これは、特に、横方向エッジ丸め部が、皮膚に面する側部に接線方向に合流する及び横
方向側部に接線方向に合流することをさらに想定するときに当てはまる。
【００３０】
　また他の実施形態では、少なくとも１つの横方向保護要素は、少なくともその少なくと
も１つの切断エッジにおいて、静止ブレードの全積み重ね高さより大きい、全高範囲を有
し、少なくとも１つの横方向保護要素は、好ましくは、使用しているとき、皮膚から離れ
る方に面する少なくとも１つの横方向保護要素の底端部表面が、使用しているとき皮膚か
ら離れる方に面する、静止ブレードのそれぞれの底端部表面から高さ方向（又は垂直方向
）Ｚにオフセットされるように、配置される。言い換えると、少なくとも１つの横方向保
護要素は、垂直オフセットのために、静止ブレードを「上回り」得る。皮膚から離れる方
に面する側部において、材料が、ブレードセットのシェービング性能を減ずることなしに
加えられ得る。多くの材料が高さ方向に加えられるほど、少なくとも１つの保護要素のそ
れぞれの横方向の丸め部が大きくなり得る。
【００３１】
　これに関して、少なくとも１つの横方向保護要素が、高さ（垂直）方向Ｚにおいて静止
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ブレードの第１の面に沿った又は同第１の面に対して僅かに高くされた皮膚に面する端部
表面を有し、高さ方向Ｚにおけるオフセット寸法は好ましくは、約０．５ｍｍから約０．
０ｍｍの範囲、好ましくは、約０．３ｍｍから約０．０ｍｍの範囲である。言い換えると
、少なくとも１つの横方向保護要素が、皮膚に向かって垂直に重ならないことが好ましい
。軸方向の選択されることになるオフセット寸法を定めることは、製造性とシェービング
性能との間のトレードオフと見なされ得る。好ましくは、静止ブレードの皮膚に面する表
面及び横方向保護要素のそれぞれの皮膚に面する表面は基本的に同じ高さにされる。
【００３２】
　他の実施形態では、少なくとも１つの横方向保護要素は、少なくとも１つの切断エッジ
において、長手方向に静止ブレードと重なることが好ましく、少なくとも１つの横方向保
護要素は、好ましくは、少なくとも１つの滑らかな長手方向端部移行部、好ましくは、シ
ェービング目的で使用するとき、皮膚と接触するように配置される少なくとも１つの前端
丸め部を有する。この実施形態によれば、少なくとも１つの横方向保護要素は、皮膚表面
を滑らかに動くように適合されるスライド滑走部として形成され得る。少なくとも１つの
保護要素の形状は、皮膚に対するブレードセットの位置合わせ（ａｌｉｇｎｍｅｎｔ）に
貢献し得る。少なくとも１つの保護要素の前端部は、ブレードセットの切断エッジの前に
位置し得るので、移動方向に動かされるとき、皮膚の剃られることになる領域も、それに
応じて予め位置合わせされ得る。
【００３３】
　さらに他の実施形態では、少なくとも１つの横方向保護要素は凹部を有し、静止ブレー
ドは、第１の横方向端部及び第２の横方向端部の少なくとも一方において、横方向開口を
定め、横方向開口は、静止ブレードに設けられた可動ブレードのためのガイドスロットに
関連付けられ、凹部及び横方向開口は少なくとも部分的に互いに重なり、少なくとも１つ
の横方向保護要素は、その皮膚に面する側において、凹部に隣接するバー部分を有する。
【００３４】
　静止ブレードの横方向開口は、可動ブレードのために静止ブレードによって定められた
ガイドスロットの範囲と見なされ得る。横方向開口はしたがって、そうでなければブレー
ドセットを汚す又はブロックさえし得る、それぞれのガイドスロットから、汚れ、切断さ
れた毛等を除去するために使用され得る。したがって、少なくとも１つの保護要素におけ
る凹部が、横方向開口の少なくとも一部の覆いを取ることが特に好ましい
【００３５】
　その結果として、小片及びくずが、同時に少なくとも１つの横方向保護要素によって保
護される横方向端部を通って除去され得る。少なくとも１つの横方向保護要素の凹部は、
横方向孔又は開口として画定され得る、すなわち、少なくとも１つの横方向保護要素のそ
れぞれの壁によって囲まれる。代替的には、凹部は、使用しているとき皮膚から離れる方
に面するその側部に好ましくは設けられる少なくとも１つの横方向保護要素の窪み又は下
方浸食として形成され得る。言い換えると、少なくとも１つの連続的なバー部分が、少な
くとも１つの横方向保護要素に設けられることが好ましく、連続的なバー部分は実質的に
長手方向Ｘに延び、連続的なバー部分は好ましくは、静止ブレードの皮膚接触部分の少な
くとも横方向端部を保護する。
【００３６】
　静止ブレード及び可動ブレードは、少なくとも部分的に板金材料から作られることが好
ましく、少なくとも１つの横方向保護要素は、熱可塑性材料から射出成形される。熱可塑
性材料は、基本的にさらなる機械加工が必要とされないように、ニアネット成形される方
法（ｎｅａｒ－ｎｅｔ　ｓｈａｐｅｄ　ｍａｎｎｅｒ）で成形され得る。特に、少なくと
も１つの滑らかなエッジ移行部、より好ましくは、少なくとも１つのエッジ丸め部は、少
なくとも１つの保護要素を射出成形するとき、形成されることができる。熱可塑性材料は
、少なくとも１つの保護要素を含むブレードセットが皮膚表面の上を滑るとき、低摩擦が
生じるように、選択されることができる。
【００３７】
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　代替実施形態では、静止ブレード及び可動ブレードは、少なくとも部分的に鋼、特に板
金材料から作られ、少なくとも１つの横方向保護要素は、ゴム又は合成ゴム材料、特に、
熱可塑性エラストマから作られる。熱可塑性エラストマは、射出成型法によって処理され
るとともに形成される。
【００３８】
　少なくとも１つの横方向保護要素は、横方向保護要素が振動で緩むことができないよう
に、少なくとも１つのポジティブロック機構（ｐｏｓｉｔｉｖｅ－ｌｏｃｋｉｎｇ　ｆｅ
ａｔｕｒｅ）により静止ブレードに嵌合されることがさらに好ましい。その結果として、
少なくとも１つの保護要素は、スナップオン（ｓｎａｐ－ｏｎ）取り付け部品として、又
は、より好ましくは、ロスプルーフ（ｌｏｓｓ－ｐｒｏｏｆ））取り付け部品として、構
成されることができる。
【００３９】
　代替的には、又は加えて、少なくとも１つの横方向保護要素は、静止ブレードに圧入さ
れることができ、少なくとも１つの横方向保護要素は、好ましくは、静止ブレードにプレ
ス嵌め又はしまり嵌めされる。有利には、嵌合特徴部及び圧入嵌め特徴部が組み合わされ
得る。
【００４０】
　さらに他の好適な実施形態では、少なくとも１つの横方向保護要素は静止ブレードに成
型され、少なくとも１つの横方向保護要素は好ましくは、静止ブレードにオーバーモール
ドされる又は静止ブレードにインサート成形される。その結果として、少なくとも１つの
保護要素を静止ブレードに成形して取付けることは、１つの製造ステップで実行されるこ
とができる。オーバーモールドすること又はインサート成形することは、少なくとも１つ
の保護要素を成形する際、少なくとも１つの保護要素を静止ブレードに取り付けるための
嵌合特徴部、圧入特徴部及び接合接触部の少なくとも１つも達成され得るように、少なく
とも１つの保護要素のための型に静止ブレードを提供することを含み得る。
【００４１】
　少なくとも１つの横方向保護要素は、より一般的には、静止ブレードに接合されること
がさらに好ましい。接合は、直接接合、すなわち、少なくとも１つの横方向保護要素及び
静止ブレードを直接的に接触させること、及び仲介（ｍｅｄｉａｔｅｌｙ）接合、すなわ
ち、少なくとも１つの横方向保護要素及び静止ブレードを間接的に接触させること、例え
ば、接着剤、セメント等を使用するとき、を含み得る。静止ブレードが少なくとも部分的
に可動ブレードを囲むことがさらに好ましくなり得、静止ブレードは、使用しているとき
、皮膚に面する壁部分として配置される第１の実質的に平らな壁部分と、皮膚から離れる
方に面する第２の壁部分と、を有し、第１の壁部分及び第２の壁部分は、それらの少なく
とも１つの切断エッジにおいて接続され、それによって、それぞれの歯スロットと交互の
複数の長手方向に延びる静止歯を定め、可動ブレードは、その少なくとも１つの切断エッ
ジに配置された可動ブレードの歯が、歯スロットに捕えられた毛を切断するように静止歯
と協働するように、第１の壁部分と第２の壁部分との間のガイドスロットの中で案内され
る。
【００４２】
　言い換えると、より一般的には、可動ブレードは、静止ブレードの第１の壁部分と第２
の壁部分との間に「挟まれる」ことができる。これは、第１の、皮膚に面する壁部分の厚
さを減らすことを可能にし得る十分な強度及び厚さを持つ、ブレードセット、特にその静
止ブレードを提供し得る。その結果として、毛は、シェービングするとき、皮膚表面のさ
らに近くで切断されることができる。
【００４３】
　これに関して、ブレードセットは、第１の切断エッジ及び第１の切断エッジから長手方
向に離間された第２の切断エッジを有することがさらに好ましく、少なくとも１つの横方
向保護要素は、静止ブレードの全長手方向の範囲に適合する長手方向範囲を有する。少な
くとも１つの横方向保護要素は、少なくとも１つの保護要素が、第１の切断エッジ及び第
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２の切断エッジの両方と長手方向に重なる又は上にあるように選択される長手方向範囲を
有することがさらに好ましい。その結果として、少なくとも１つの横方向保護要素は、反
対の移動方向へのスライドスキッド（ｓｌｉｄｉｎｇ　ｓｋｉｄ）として働き得る。
【００４４】
　例として、第１の壁部分の厚さは、少なくとも、少なくとも１つの切断エッジにおいて
、約０．０４ｍｍから約０．２５ｍｍの範囲、好ましくは約０．０４ｍｍから０．１８ｍ
ｍの範囲、より好ましくは、約０．０４ｍｍから０．１４ｍｍの範囲であり得る。第２の
壁部の厚さは、少なくとも、少なくとも１つの先導エッジにおいて、約０．０８ｍｍから
０．４ｍｍの範囲、好ましくは約０．１５ｍｍから０．２５ｍｍの範囲、より好ましくは
、約０．１８ｍｍから０．２２ｍｍの範囲であり得る。基本的に可動ブレードの厚さに適
合される、静止ブレードの第１の壁部及び第２の壁部によって画定されるガイドスロット
の厚さは、少なくとも、少なくとも１つの先導エッジにおいて、約０．０５ｍｍから約０
．５ｍｍの範囲、好ましくは約０．０５ｍｍから約０．２ｍｍの範囲であり得る。全体の
厚さ又は積み重ね高さが、少なくとも、少なくとも１つの先導エッジにおいて、約０．３
ｍｍから約０．７５ｍｍの範囲、好ましくは約０．４ｍｍから約０．５ｍｍの範囲であり
得る。
【００４５】
　本開示の他の態様は、モータ、及び切断ユニットを収容するハウジングを有する毛切断
機器を対象にし、切断ユニットは、本開示の原理による露出ブレードセットを有する。好
ましくは、ブレードセットは、本明細書に論じられる態様及び実施形態の少なくとも幾つ
かにしたがって形成される少なくとも１つの横方向保護要素を有する。より好ましくは、
ブレードセットは、ハウジングに枢動可能に取り付けられ、横方向端部に関連付けられる
少なくとも１つの横方向保護要素は、ブレードセットに沿って動く（枢動する又は旋回す
る）ように構成される。言い換えると、少なくとも１つの横方向保護要素は、基本的に、
毛切断機器のハウジングから独立し得る。結果として、毛切断機器は、特に、シェービン
グ、トリミング及びスタイリング動作に適し得、これらの少なくとも幾つかは、ブレード
セットの特定の輪郭追従能力を必要とし得る。
【００４６】
　本開示のこれらの及び他の特徴並びに利点は、説明することを意図し且つ開示を限定す
ることを意図しない添付の図面とともに、本開示の特定の実施形態の以下の記載からより
完全に理解されるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００４７】
　本発明の様々な態様は、以下に記載される実施形態から明らかになるとともに同実施形
態を参照して説明されるであろう。
【図１】本開示の原理に従うブレードセットを備え得る切断ユニットの例示的な実施形態
を取り付けられている例示的な電気毛切断機器の概略斜視図を示す。
【図２ａ】図１による毛切断機器の切断ユニットのブレードセットの部分的な斜視上面図
である。
【図２ｂ】主に説明目的のためにブレードセットの壁部分が省略された、図２ａの図に対
応するさらなる部分的な斜視底面図である。
【図３】第１の横方向保護要素及び第２の横方向保護要素を取り付けられたブレードセッ
トの破断斜視上面図（又は皮膚側の図）である。
【図４】図３に示されたブレードセットの部分上面図であり、隠された縁が破線によって
示されている。
【図５】図３に示されたブレードセットの破断正面図である。
【図６】図３に示されたブレードセットの底面図である。
【図７】内側横方向側部を示す横方向保護要素の斜視底面図である。
【図８】外側横方向側部を示す横方向保護要素のさらなる斜視底面図である。
【図９】代替側部保護要素を取り付けられている代替ブレードセットの部分底面図である
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。
【図１０】図９に示されたブレードセットの部分正面図である。
【図１１】横方向保護要素の実施形態の側面図である。
【図１２】ブレードセットに取り付けられた横方向保護要素の他の実施形態の更なる側面
図である。
【発明を実施するための形態】
【００４８】
　図１は、毛切断機器１０、特に電気毛切断機器１０の例示的な実施形態を、単純化され
た斜視図で、概略的に示す。切断機器１０は、ハウジング１２、ハウジング１２内の破線
ブロック１４によって示されたモータ、及びハウジング１２内の破線ブロック１６によっ
て示された駆動機構を含み得る。モータ１４を動かすために、少なくとも切断機器１０の
幾つかの実施形態では、例えば、再充電可能なバッテリ、交換可能なバッテリ等のような
、ハウジング１２の中の破線ブロック１７によって示される、電気バッテリが設けられ得
る。しかし、幾つかの実施形態では、切断機器１０は、電源に接続するための電力ケーブ
ルを備え得る。電源コネクタが、（内部）電気バッテリ１７に加えて又は同バッテリ１７
の代わりに設けられ得る。
【００４９】
　切断機器１０はさらに、切断ヘッド又は切断ユニット１８を有し得る。切断ユニット１
８において、ブレードセット２０が毛切断機器１０に取り付けられ得る。切断ユニット１
８のブレードセット２０は、切断運動を可能にするために駆動機構１６を介してモータ１
４によって駆動され得る。
【００５０】
　切断運動は、概して、ブレードセット２０の静止ブレード２２と可動ブレード２４との
間の相対運動と見なされ得る、図２ａ及び２ｂも参照。一般的に、ユーザは、切断機器１
０を握るとともに、毛を切るために移動方向２８に毛を通って切断機器１０を案内し得る
。さらに、ブレードセット２０は、参照数字２６によって示される湾曲両矢印を指す、枢
動する方法で、切断ユニット１８に配置されることができる。幾つかの実施形態では、切
断機器１０、又は、より具体的には、ブレードセット２０を含む切断ユニット１８は、皮
膚において延びる毛を切断するために皮膚に沿って進められることができる。皮膚の近く
で毛を切断するとき、基本的にシェービング動作が、皮膚のレベルで切断する（又は刻む
）ことを目的として実行されることができる。しかし、クリッピング（又はトリミング）
動作も考えられることができ、切断ユニット１８は、ブレードセット２０を有し、ブレー
ドセット２０は、皮膚に対して所望の距離において経路に沿って進められる。
【００５１】
　毛を通って案内又は導かれるとき、ブレードセット２０を含む切断機器１０は典型的に
は、図１に参照数字２８によって示される共通移動方向に沿って動かされる。これに関連
して、毛切断機器１０は典型的には手動で案内されるとともに動かされることを考えれば
、移動方向２８はしたがって、必ずしも、正確な幾何学的な基準として解釈される必要は
無く、切断機器１０及びブレードセット２０を取り付けられたその切断ユニット１８の配
向に対して固定された定義及び関係を有する必要が無いことを言及しておく価値がある。
すなわち、皮膚において切断されることになる毛に対する切断機器１０の全体的な配向は
、多少非定常として解釈され得る。しかし、説明のために、（仮想）移動方向２８が、以
下の毛切断機器１０の構造的な特徴を記載するための手段として役立ち得る座標系の主中
心面に平行（又は概して平行）であることが適正に想定されることができる。
【００５２】
　参照の便宜上、座標系は、図１乃至１２の幾つかに示される。例として、デカルト座標
系Ｘ－Ｙ－Ｚが図１に示されている。それぞれの座標系のＸ軸が、本開示のために、長さ
に概して関連付けられる概して長手方向に延びる。座標系のＹ軸が、本開示のために、幅
に関連付けられる横（又は横断）方向に延びる。座標系のＺ軸が、説明のために、少なく
とも幾つかの実施形態において、概して垂直方向と称され得る高さ（又は垂直）方向に延
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びる。言うまでもなく、毛切断機器１０の特徴及び／又は実施形態に対する座標系の関連
性は、主に説明目的のために提供され、限定する方法で解釈されるべきではない。当業者
は、異なる配向を含む、代替実施形態、それぞれの図面及び例に直面しているとき、ここ
に提供された座標系を容易に変換及び／又は動かし得ることが理解されるべきである。
【００５３】
　ブレードセット２０はさらに、静止ブレード２２に第１の横方向端部３０ａ及び第２の
横方向端部３０ｂを有し得る。横方向端部３０ａ、３０ｂは、横方向Ｔに互いに離間され
ている。静止ブレード２２は、可動ブレードのためのガイドスロット３６を画定する（図
２ｂ参照）。さらに、ブレードセット２０の横方向端部３０ａ、３０ｂの少なくとも一方
において、横方向開口３８が設けられ得る。幾つかの実施形態では、横方向開口３８は、
静止ブレード２２のガイドスロット３６の範囲と見なされ得る。
【００５４】
　図１に最も良く見ることができるように、ブレードセット２０は、少なくとも幾つかの
実施形態では、多少露出したブレードセット２０と見なされ得る。言い換えると、ブレー
ドセット２０は、毛切断機器１０のハウジング１２のメインボディから離間され得る。こ
れは、動作中のブレードセット２０の可視性を増加させ得るとともに切断ユニット１８の
操作性を向上させ得る。毛切断機器１０は好ましくは、シェービング、トリミング及びス
タイリング動作に適するので、ブレードセット２０がハウジング１２に枢動可能に取り付
けられることが好ましい（図１の参照数字２６を参照）。その結果として、ブレードセッ
ト２０は、その場合にはハウジング１２に対して移動可能（旋回又は枢動動作）であるの
で、横方向端部３０ａ、３０ｂは、基本的に、固定されたハウジング構成要素によって保
護又は隠されることができない。したがって、横方向のシールディング（ｓｈｉｅｌｄｉ
ｎｇ）又はキャッピング（ｃａｐｐｉｎｇ）が、ブレードセット２０とともに基本的に動
き（枢動又は旋回し）得る切断ユニット１８の構成要素によって実行されることが好まし
い。
【００５５】
　図２ａ及び２ｂは、図１に例示的に示された切断ユニット１８のブレードセット２０の
部分的な詳細図を示す。ブレードセット２０は、静止ブレード２２及び可動ブレード２４
を有する。ブレードセット２０、又は、より具体的には、その静止ブレード２２及び可動
ブレード２４は、第１の歯付き切断エッジ３２及び第２の歯付き切断エッジ３４を有し得
る。切断エッジ３２、３４は、例えば、切断（例えば、シェービング又はトリミング）す
るとき、より具体的には、鏡の前で顔の毛を整えるとき、はっきりと見えるとともに、有
意な精度で案内され得る。切断エッジ３２、３４は、長手方向Ｘに基本的に平行である移
動方向２８で互いから離間されている。静止ブレード２２及び可動ブレード２４は、基本
的に平らな形状を有し得る。静止ブレード２２が、可動ブレード２４を収容するとともに
案内するように配置されることが特に好ましい。言い換えると、静止ブレード２２は、可
動ブレード２４のための外殻（ｓｈｅｌｌ）又は保持器（ｃａｇｅ）と見なされ得る。静
止ブレード２２は、横方向Ｙに直角な面で見るとき、少なくとも１つの切断エッジ３２、
３４において、基本的にＵ形状である、断面を有し得る。Ｕ形状形態は、第１の脚部及び
第２の脚部を有し得る。第１の脚部と第２の脚部との間に、可動ブレード２４のためのガ
イドスロットが画定され得る。可動ブレード２４は、静止ブレード２２に対する横方向運
動のために、静止ブレード２２に収容されるとともに案内されることができる。静止ブレ
ード２２は基本的に、毛を切断するとき皮膚に面するその側部において、及び、少なくと
も部分的に、毛を切断するとき皮膚から離れる方に面するその側部において、可動ブレー
ド２４を囲む。静止ブレード２２は、複数の歯４２を有し得る。可動ブレード２４は、複
数の歯４４を有し得る。静止ブレードの歯４２及び可動ブレードの歯４４はそれぞれ、毛
を切断するための切断動作において協働するように、切断エッジ３２、３４に配置される
。
【００５６】
　静止ブレード２２、又は、より一般的には、ブレードセット２０は、使用しているとき
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、皮膚から離れる方に面する表面又は側部とも見なされ得る底端部表面４６を有する。表
面４６と反対側には、上端部表面４８が設けられ、これはまた、使用しているとき、皮膚
に面する又は皮膚に接触する表面又は側部と見なされ得る。本明細書で使用されるとき、
表面４８は、静止ブレードの第１の表面とも見なされ得る。本明細書で使用されるとき、
表面４６は、静止ブレードの第２の表面とも見なされ得る。
【００５７】
　この静止ブレードはさらに、第１の部分又は壁部分５２及び第２の部分又は壁部分５０
を有し得る。第１の壁部分５２は、第１の表面４８を有する。第２の壁部分５０は、第２
の表面４６を有する。第１の壁部分５２はまた、皮膚に面する又は皮膚に接触する壁部分
と見なされ得る。第２の壁部分５０はまた、使用しているとき、皮膚から離れた方に面す
る壁部分と見なされ得る。第２の壁部分５０及び第２の表面４６は基本的に、毛切断機器
１０のハウジング１２に面する。
【００５８】
　ブレードセット２０をシェービング動作に適切に適合させるために、ブレードセット２
０の一般的な高さ（又は厚さ）は、少なくとも、少なくとも１つの切断エッジにおいて、
比較的小さいことが好ましい。特に、静止ブレード２２の皮膚側部分が比較的小さい厚さ
を有することが好ましい。更により好ましくは、皮膚に面する静止ブレードの部分の厚さ
は、少なくとも切断エッジにおいて、皮膚から離れる方に面する静止ブレードの部分の厚
さより著しく小さい。毛切断機器１０のための例示的なブレードセット２０は、約０．３
ｍｍから約０．７５ｍｍの範囲の全高又は厚さを有し得る。静止ブレード２２の皮膚に面
する部分の高さ又は厚さは、少なくとも、少なくとも１つの切断エッジにおいて、約０．
０４ｍｍから約０．２５ｍｍの範囲であり得る。皮膚から離れる方に面する静止ブレード
の高さ又は厚さは、約０．０８ｍｍから約０．４ｍｍの範囲であり得る。可動ブレード２
４の高さの厚さは、少なくとも、少なくとも１つの切断エッジにおいて、約０．０５ｍｍ
から約０．５ｍｍの範囲であり得る。可動ブレード２４の高さは基本的に、可動ブレード
２４のために静止ブレード２２によって画定されるガイドスロットの高さに対応し得る。
【００５９】
　静止ブレード２２の少なくとも１つの横方向端部３０ａ、３０ｂにおいて、少なくとも
１つの横方向エッジ４０、４０ａが設けられ得る。本明細書で使用されるとき、少なくと
も１つの横方向エッジ４０は、使用中に皮膚をスライドするとき、皮膚刺激及び／又は皮
膚を切ることさえ引き起こし得る基本的に鋭いエッジ又は角部と見なされ得る。従来のト
リマブレードと比べると、静止ブレード２２は好ましくは特に薄いので、そして、静止ブ
レードは、基本的に、第１の壁部分５２及び少なくとも１つの先導エッジにおいて接続さ
れ得る第２の壁部分５０から構成され得るので、十分な厚さ、又は、より一般的には、垂
直方向Ｚにおける材料が、少なくとも１つの横方向端部３０ａ、３０ｂを十分に滑らかに
する（すなわち、面取りする及び／又は丸める）ように提供されることができない。さら
に、ガイドスロット３６の横方向の輪郭に対応し得る少なくとも１つの横方向開口３８が
設けられ得るので、さらにより潜在的に鋭いエッジ又は角部が、少なくとも１つの横方向
端部３０ａ、３０ｂに設けられ得る。
【００６０】
　特に図３乃至５を参照すると、ブレードセット２０の好適な構成が示されるとともにさ
らに詳述され、ブレードセット２０は少なくとも１つの保護要素５６ａ、５６ｂを取り付
けられている。好ましくは、横方向端部３０ａ、３０ｂ（図１参照）のそれぞれは、それ
ぞれの横方向保護要素５６ａ、５６ｂによって覆われる又は保護されている。潜在的に鋭
い横方向エッジ及び角部４０、４０ａ（図２ａ、２ｂ参照）は、少なくとも１つの横方向
保護要素５６ａ、５６ｂによって覆われることができる。その結果として、少なくとも１
つの切断エッジ３２、３４は別として、機器１０が使用中であるとき、有害な、潜在的に
皮膚を刺激する特徴部が皮膚に接触することができない。
【００６１】
　少なくとも１つの横方向保護要素５６ａ、５６ｂは、ブレードセット２０の静止ブレー
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ド２２の少なくとも１つのエッジ輪郭を滑らかにするように構成され得る。このために、
少なくとも１つの横方向保護要素は、長手方向Ｘに基本的に延びている丸められた又は滑
らかなエッジ移行部６２を有し得る。言い換えると、丸められたエッジ移行部６２は、ブ
レードセット２０の少なくとも１つの横方向端部３０と実質的に平行に延び得る。少なく
とも１つの横方向保護要素５６ａ、５６ｂは、使用しているとき皮膚から離れた方に面す
る表面とも称され得る底端部表面５８を有し得る。少なくとも１つの横方向保護要素５６
ａ、５６ｂはさらに、皮膚に面する表面とも称され得る上端部表面６０を有し得る。静止
ブレード２２の第１の表面４８及び上端部表面６０は、使用しているとき、皮膚に面し得
る。丸められたエッジ移行部６２の丸い半径は、このような静止ブレード２２の少なくと
も１つの横方向端部３０ａ、３０ｂの横方向エッジ４０、４０ａのいずれかに設けられ得
る丸い半径より著しく大きくなり得る。
【００６２】
　少なくとも１つの横方向保護要素５６ａ、５６ｂはさらに、底部移行部６６を有するこ
とができ、この底部移行部はまた丸められる又は面取りされ得る。底端部表面５８と上端
部表面６０との間の横方向移行部が、エッジ移行部６２及び底部移行部６６によって定め
られ得る。特に、底部移行部６６及びエッジ移行部６２ａは、底端部表面５８及び上端部
表面６０にそれぞれ接線方向に接続される。
【００６３】
　図４に最も良く見ることができるように、少なくとも１つの横方向保護要素５６ａ、５
６ｂは、静止ブレード２２のそれぞれの長手方向寸法ｌｌｓより大きい長手方向範囲ｌｌ

ｐを有し得る。横方向保護要素５６ａ、５６ｂが、静止ブレード２２と、特にその切断エ
ッジ３２、３４と重なることが、特に好ましい。その結果として、少なくとも１つの横方
向保護要素５６ａ、５６ｂの最も遠い点が、静止ブレード２２の（歯先端の）それぞれの
最も遠い点から（正に）にオフセットされ得る。その結果として、横方向保護要素５６ａ
、５６ｂは、スライドスキッドとして働き得る。
【００６４】
　好ましくは、横方向保護要素５６ａ、５６ｂはさらに、少なくとも１つの（前方）端部
丸み部６４を有する。好ましくは、少なくとも１つの切断ユニット３２、３４のそれぞれ
は、横方向保護要素５６ａ、５６ｂのそれぞれの（前方）端部丸み部６４と関連付けられ
る。さらに、内側移行部または内側丸み部６８が横方向保護要素５６ａ、５６ｂに存在し
得る。
【００６５】
　さらに図４を参照すると、少なくとも１つのポジティブロック機構５４を示す隠れた縁
が提供される。少なくとも１つのポジティブロック機構５４は、横方向保護要素５６ａ、
５６ｂに設けられ得る。少なくとも１つのポジティブロック機構５４は、横方向保護要素
５６ａ、５６ｂをブレードセット２０の静止ブレード２２に取り付け且つ固定し得る。
【００６６】
　さらに、少なくとも１つの横方向保護要素５６ａ、５６ｂを取り付けられたブレードセ
ット２０の正面図及び底面図を示す図５及び６が参照される。図５の破断図から最も良く
見られることができるように、ブレードセット２０又は、より具体的には、その静止ブレ
ード２２は、垂直（又は高さ）寸法Ｚに全範囲ｌｔｓを有し得る。それに応じて、少なく
とも１つの横方向保護要素５６ａ、５６ｂは、全厚さ範囲ｌｔｐを有し得る。一般的に、
横方向保護要素５６ａ、５６ｂの全厚さは、静止ブレード２２の全厚さｌｔｓより大きく
なり得る。少なくとも１つの横方向保護要素５６ａ、５６ｂが、静止ブレード２２をその
底部側において上回ることが特に好ましい。言い換えると、横方向保護要素５６ａ、５６
ｂ底端部表面５８及び静止ブレード２２の第２の表面４６は、（垂直）底部オフセット寸
法ｌｏｂだけオフセットされ得る。さらに、横方向保護要素５６ａ、５６ｂの上端部表面
６０及び第１の表面４８は、皮膚配向オフセット寸法ｌｏｓだけオフセットされ得る。も
しあれば、高さ方向Ｚにおける静止ブレード２２に対する横方向保護要素５６ａ、５６ｂ
のオフセットが主に、使用しているとき、皮膚から離れる方に面する側に設けられること
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が特に好ましい。幾つかの実施形態では、第１の表面５８及び上端部表面６０が少なくと
も部分的に位置合わせされる、すなわち寸法ｌｏｓがゼロに近い又はゼロに等しいことが
さらに好ましくなり得る。滑らかなエッジ移行部６２の半径が、静止ブレード２２の全厚
さｌｔｓより大きいことがさらに好ましい。
【００６７】
　さらに図６を参照すると、駆動係合スロット７０が示され、そこを通って、可動ブレー
ド２４が、静止ブレード２２と可動ブレード２４との間の相対運動を生じるように、係合
されるとともに動作されることができる。駆動機構１６（図１参照）は、駆動係合スロッ
ト７０を介して可動ブレード２４に接触し得る。
【００６８】
　特に図７及び８を参照すると、そしてさらに図４を参照すると、横方向保護要素の例示
的な実施形態が説明される。横方向保護要素５６は、その（内側）横方向側部に少なくと
も１つの嵌合スロット又は嵌合凹部７８を含むキャップのような方法で形成され得る。少
なくとも１つの嵌合スロット７８は好ましくは、横方向保護要素５６がそこに取付けられ
ることができるように、少なくとも１つの横方向端部３０ａ、３０ｂ（図２ａ及び２ｂ参
照）に適合される。幾つかの実施形態では、横方向保護要素５６は、静止ブレード２２に
嵌合され得る。幾つかの代替実施形態では、少なくとも１つの横方向保護要素５６は、静
止ブレード２２に圧入され得る。さらに、幾つかの実施形態では、少なくとも１つの横方
向保護要素５６は、静止ブレード２２に接合され得る。接合は、オーバーモールドするこ
と、インサート成形すること等を含み得る。
【００６９】
　図７に最も良く見ることができるように、横方向保護要素５６のそれぞれの長手方向端
部は、その第１の壁７４及び第２の壁７６を介して接続され得る。第１の壁７４には、上
端部表面が設けられ得る。第２の壁７６には、底端部表面５８が設けられ得る。
【００７０】
　さらに図９及び１０を参照すると、少なくとも１つの横方向保護要素５６ｃを取り付け
られたブレードセット２０ａの代替実施形態が、図示されるとともにさらに詳述される。
図１０から最も良く見られることができるように、横方向保護要素５６ｃは、静止ブレー
ド２２のそれぞれの横方向端部３０に横方向に隣接する。図７及び８に示された横方向保
護要素５６は、横方向Ｙにおいて少なくとも１つの横方向端部３０に重なるように構成さ
れる一方、図９及び１０に示された横方向保護要素５６ｃは、他方で、それぞれの横方向
端部３０に隣接するように適合される。言い換えると、図７及び８の横方向保護要素５６
は、キャップのような方法で成形され得る。図９及び１０の横方向保護要素５６ｃはむし
ろ、隣接する部品として定められる。幾つかの実施形態では、比較的小さい横方向クリア
ランスｌｃｌが、静止ブレード２２の横方向端部３０と横方向保護要素５６との間に設け
られ得る。もしあれば、横方向クリアランスｌｃｌは、好ましくは毛が横方向端部３０と
横方向保護要素５６との間のそれぞれの横方向スロット７２に入らないように、毛フィラ
メントの想定される断面寸法（例えば、直径）に適合されることが特に好ましい。横方向
保護要素５６は、静止ブレード２２に、特にその第２の表面４６に、横方向保護要素５６
ｃの内側における少なくとも１つの横方向範囲として見なされ得る少なくとも１つの接続
タップ８４を介して、取り付けられ得る。
【００７１】
　さらに図１１及び１２を参照すると、横方向保護要素５６ｃ、５６ｄの更なる実施形態
が説明される。横方向保護要素５６の側面図を示す、図１１から最も良く見られることが
できるように、横方向保護要素５６は、高さ方向Ｚ及び長手方向Ｘにおいて静止ブレード
２２の少なくとも１つの横方向端部３０の範囲を超える形状及び範囲を有する。その結果
として、静止ブレード２２の横方向開口３８（図２ａ及び２ｂ参照）もまた保護又は覆わ
れることができる。しかし、幾つかの実施形態では、少なくとも１つの横方向開口３８が
、横方向保護要素５６によって（横方向に）覆われないことが好ましい。これに関して、
図１２が参照される。そこに示される横方向保護要素５６は、下方浸食又は穴部分として
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成形され得る凹部８０を有し得る。例えば、凹部８０は、高さ寸法Ｚにおいて横方向保護
要素５６の底端部表面５８からオフセットされる凹部表面８２を有し得る。長手方向Ｘに
おける横方向保護要素５６のそれぞれの端部はしたがって、単一の壁又は第１の壁７４ａ
によって主に接続される。第１の壁７４ａは基本的に、長手方向に延び、特に、静止ブレ
ード２２の少なくとも第１の壁部分５２を覆う又は保護するように配置される（これに関
して図２ａ及び２ｂ参照）。その結果として、静止ブレード２２の横方向開口部３８の少
なくとも一部は、毛又は髭がそこから除去されることができるように、アクセス可能であ
る。
【００７２】
　本発明の例示的な実施形態が、添付の図面を一部参照して、説明されてきたが、本発明
はこれらの実施形態に限定されないことが理解されるべきである。開示された実施形態に
対する変形形態は、図面、明細書の開示、及び添付の特許請求の範囲の検討から、特許請
求の範囲に記載される発明を実施する当業者によって理解され、達成することができる。
本明細書全体を通して「１つの実施形態」又は「実施形態」という語句は、実施形態に関
連して説明される特定の特徴、構造又は特性が、本発明の少なくとも１つの実施形態に含
まれることを意味する。従って、本明細書全体を通して様々な箇所で「１つの実施形態に
おいて」又は「実施形態では」という語句が用いられているが、必ずしも全てが同じ実施
形態を指すとは限らない。さらに、１つ以上の実施形態の特定の特徴、構造、又は特徴は
、明示的に記載されていない新たな実施形態を形成するために任意の適切な方法で組み合
わせることができることに留意されたい。
【００７３】
　請求項において、「有する（ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ）」なる語は他の要素又はステップ
を除外するものではなく、「１つの（ａ又はａｎ）」なる不定冠詞は複数を除外するもの
ではない。単一の要素又はその他のユニットが、請求項に列記された幾つかのアイテムの
機能を実行しても良い。特定の手段が相互に異なる従属請求項に列挙されているという単
なる事実は、これら手段の組み合わせが有利に利用されることができないことを示すもの
ではない。請求項におけるいずれの参照記号も、範囲を限定するものとして解釈されるべ
きではない。
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