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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
化粧品を塗布するための、引き抜き可能なアプリケータ（２０）と、化粧品を貯蔵す
るための第１の領域（１２）と、前記第１の領域（１２）から隔てられて設けられた、前
記アプリケータ（２０）に化粧品を供給するための第２の領域（５２）と、化粧品を前記
第１の領域（１２）から前記第２の領域（５２）へ送るためのピストン−シリンダ装置と
、環状の封止体（３０）および通気穴（３４）を備えた、調節可能な弁（３０、３４）と
を有する化粧用具（１０）であって、
前記環状の封止体（３０）が移動可能であり、前記アプリケータが前記化粧用具内に収
められた静止位置のときに前記弁の通気穴（３４）が開き、前記アプリケータが引き抜か
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れると前記弁の通気穴（３４）が閉じることを特徴とする化粧用具。
【請求項２】
化粧品を前記第１の領域（１２）から前記第２の領域（５２）へ送るための少なくとも
１つの供給路（５０）を有していることを特徴とする請求項１記載の化粧用具。
【請求項３】
前記ピストン−シリンダ装置が、前記第２の領域（５２）内の圧力を前記第１の領域（
１２）内の圧力に対して減少させるように構成されていることを特徴とする請求項１また
は２記載の化粧用具。
【請求項４】
前記ピストン−シリンダ装置が前記アプリケータ（２０）に結合されていることを特徴

20

(2)

JP 4040043 B2 2008.1.30

とする請求項１から３のいずれか１項記載の化粧用具。
【請求項５】
前記ピストン−シリンダ装置がピストンを有し、前記アプリケータ（２０）がつまみ部
（２６）を有し、前記ピストンが前記アプリケータ（２０）の前記つまみ部（２６）の内
部に配されていることを特徴とする請求項４記載の化粧用具。
【請求項６】
前記弁の動作状態が圧力依存性であることを特徴とする請求項１から５のいずれか１項
記載の化粧用具。
【請求項７】
前記弁は、閾圧力を上回ったときに開き、閾圧力を下回ったときに閉じることを特徴と
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する請求項６記載の化粧用具。
【請求項８】
前記静止位置にある前記アプリケータ（２０）を収容するための、前記第１の領域（１
２）から隔てられた収容領域（１８）をさらに有することを特徴とする請求項１から７の
いずれか１項記載の化粧用具。
【請求項９】
前記第１の領域（１２）が前記収容領域（１８）を管状の覆いのように囲んでいること
を特徴とする請求項８記載の化粧用具。
【請求項１０】
前記アプリケータ（２０）が前記収容領域から取り出されるときに前記アプリケータが
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前記第２の領域（５２）を通過するように、前記第２の領域（５２）が前記収容領域（１
８）に隣接していることを特徴とする請求項８または９記載の化粧用具。
【請求項１１】
前記第１の領域（１２）を環境に対して封止するためのドラッグピストン（１４−１６
）をさらに有することを特徴とする請求項１から１０のいずれか１項記載の化粧用具。
【請求項１２】
前記ドラッグピストン（１４、１６）が密封部材（１６）を有することを特徴とする請
求項１１記載の化粧用具。
【請求項１３】
前記ドラッグピストン（１４、１６）が境界ディスク（１４）を有することを特徴とす
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る請求項１１または１２記載の化粧用具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、化粧品を貯蔵するための第１の領域を有する化粧用具に関する。この点に関
し、特に本発明は睫毛用化粧品すなわちマスカラとともに使用される化粧用具に関する。
しかしながら本発明は、この用途に限定されるものではない。
【背景技術】
【０００２】
前述の種類の化粧用具は周知である。従来これらは、塗布具すなわちアプリケータを第
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１の領域の中に入れて化粧品をアプリケータにとるディップシステムとして知られている
ものを含んでいる。このような従来の化粧用具は改良を要する。
【０００３】
アプリケータが化粧品に浸されるため、化粧品が特に細菌によって汚染される可能性が
あり、その結果、使用不可能となることがある。仮にもアプリケータが第１の領域の中に
入るためには比較的大きい開口が必要であり、それによって、貯蔵されている化粧品につ
いて、比較的大きい表面積に空気が作用する。これは、貯蔵されている化粧品が乾燥また
は変質する危険を高めるものである。また、粘性の化粧品の場合、アプリケータを化粧品
の中に入れた後にクレーター状のくぼみが残り、これによって空気の攻撃にさらされる表
面積が必然的に増加する。また、このクレーター状のくぼみを見ると、女性ユーザーは化
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粧品が乾燥してしまったという印象を持つために、例えば水で「何とかしよう」という気
になることがあり、それによって重大な汚染の危険を生じる可能性がある。これに加え、
化粧品を、例えば、軸部を有するブラシの形態のアプリケータにとる場合、化粧品が軸部
表面にまで移ることがあり、それによって次第に軸部が汚れてくるということもある。ま
た、正確な調量は不可能である。また、慣例的に設けられているシゴキ手段は半径方向に
は確かに有効であるが、軸線方向には有効でなく、そのため、化粧品の塊（ダマ）がアプ
リケータに残り、化粧をするときに塗り過ぎになったり汚したりすることが認められる。
これらの塊を例えばティッシュペーパーで拭い取ると化粧品が無駄になる。最後に、アプ
リケータを第１の領域に入れるとき、または再び入れるときに、いくつかの環境下でアプ
リケータ上に形成された崩れやすい乾燥した残留物が、貯蔵されている化粧品に混入する
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ことにも問題がある。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
本発明の目的は、本明細書の冒頭に記載されている種類の化粧用具を、前述の欠点およ
び問題が取り除かれるように改良することである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
本発明によれば、上記の目的はアプリケータに化粧品を供給するための、第１の領域か
ら隔てられた第２の領域によって達成される。
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【０００６】
すなわち、本発明にしたがえば、アプリケータに化粧品を供給する動作を化粧品貯蔵領
域内で実施しない。これによって、あらゆる「逆行」が無くなる。特に、貯蔵されている
化粧品が細菌で汚染されるという問題はもう生じない。さらに、アプリケータの大きさに
対応した化粧品貯蔵手段（第１の領域）へのアクセスが不要となり、そのため、空気との
接触をもたらす過度に大きい表面積に起因する化粧品の乾燥および変質の危険はもはや生
じない。また、アプリケータの軸部が化粧品によって何気なく汚れる危険もない。最後に
、崩れやすい残留物が第１の領域に入り込む可能性もない。
【０００７】
本発明の特に好ましい実施態様にしたがえば、化粧品を第１の領域から第２の領域へ送
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るための少なくとも１つの供給路が形成される。
【０００８】
さらに好ましい特徴において、本発明による化粧用具は、化粧品を第１の領域から第２
の領域へ運ぶ搬送手段を有する。
【０００９】
この点に関し、搬送手段は原則として任意の望ましい形状のものとすることができる。
しかしながら、本発明の特に好ましい実施態様にしたがえば、第１の領域内の圧力に対し
て第２の領域内の圧力を小さくするようになっている。特に、前述の供給路が形成される
場合は、化粧品は、搬送手段が動かされるのと同時に第１の領域から第２の領域へ運ばれ
る。
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【００１０】
さらに別の好ましい特徴において、搬送手段は化粧品のアプリケータに結合されている
。これによって、例えばアプリケータが静止位置から取り出されるときなど、アプリケー
タが動かされるときに搬送手段も動かされる。
【００１１】
本発明によれば、搬送手段がピストン−シリンダ装置を有していることが好ましい。
【００１２】
さらに別の好ましい特徴の場合、ピストンはアプリケータのつまみ部の中に配される。
【００１３】
それぞれの状況ごとに圧力状態を適切に設定できるようにするために、本発明の特に好
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ましい実施態様にしたがえば、化粧用具に調節可能な弁が設けられている。
【００１４】
この点に関し、この弁は、搬送手段が第１の動作状態にあるときに開き、搬送手段が第
２の動作状態にあるときに閉じることができる。
【００１５】
本発明による好ましい特徴において、弁は環状の封止手段を有する。
【００１６】
この点に関し、本発明の特に好ましい実施態様では、環状の封止手段は移動可能であり
、第１の動作状態のときに通気穴を開くが、第２の動作状態のときに通気穴を閉じる。
【００１７】
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これに加え、または別の選択肢として、本発明によれば、弁の動作状態は圧力依存性で
ある。
【００１８】
この点に関し、例えば、弁は、閾圧力を上回ったときに開き、閾圧力を下回ったときに
閉じるようにすることが可能である。すなわち、本発明にしたがう弁は双安定性であるこ
とが好ましい。
【００１９】
本発明の特に好ましい実施態様にしたがえば、化粧用具は、静止位置にあるアプリケー
タを収容するための収容領域を有し、この収容領域は第１の領域から隔てられている。
【００２０】
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この点に関し、さらに第１の領域（貯蔵領域）が収容領域を管状の覆いのように囲むこ
とも可能である。
【００２１】
本発明によれば、この場合に、アプリケータを収容領域から取り出すときにアプリケー
タが第２の領域（供給領域）を通過するように、第２の領域が収容領域に隣接しているこ
とが好ましい。
【００２２】
特に搬送手段がピストン−シリンダ装置の態様につくられ、アプリケータに結合されて
いるとき、本発明のこの構成では、アプリケータが収容領域から取り出されるときに化粧
品がアプリケータに（自動的に）とられる。
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【００２３】
本発明の好適な実施態様にしたがえば、ドラッグピストンが、第１の領域を環境に対し
て封止する働きをする。
【００２４】
この点に関し、さらに別の好ましい特徴では、ドラッグピストンは密封部材を有する。
【００２５】
さらに別の好ましい特徴において、ドラッグピストンは境界ディスクを有する。よって
、これは調量用の止め具を形成する。
【００２６】
さらに好ましい特徴にしたがえば、本発明は、前述の構成にしたがう化粧用具だけでな
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く、化粧品用アプリケータと組み合わせた化粧用具なども提供する。
【００２７】
また、本発明は、前述の構成にしたがう化粧用具のアプリケータに関するものでもある
。
【００２８】
この点に関し、本発明にしたえば、好ましい特徴において、アプリケータは化粧品用搬
送手段の少なくとも一部分に連結される。
【００２９】
さらに別の好ましい特徴において、アプリケータは搬送手段の役割を果たすピストン−
シリンダ装置に結合される。
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【００３０】
最後に、本発明によるアプリケータは、内部にピストンが配置されるつまみ部を有する
。この設計構成では、美的に魅力がないと認められるピストンは見えない。
【００３１】
本発明は、上記性質の化粧用具および上記性質のアプリケータをそれぞれの場合に別個
に提供するだけでなく、これら２要素を互いに組み合わせたものを提供するものでもある
ことに特に注意を向けられたい。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３２】
以下、添付の図面を参照しながら、例として好適な実施形態を通して本発明を詳細に説
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明する。
【００３３】
図面に記載されている化粧用具は参照数字１０で示されている。この化粧用具は輪郭が
円筒形のものである。貯蔵手段１２は、例えば睫毛用化粧品すなわちマスカラなどの化粧
品を貯蔵するのに役立つ。貯蔵手段１２は、図面下部において、円環体の形態の境界ディ
スク１４によって閉じられている。境界ディスク１４の反対側には、化粧品を乾燥させな
いために貯蔵手段１２を環境に対して封止する密封部材１６が配置されている。化粧用具
１０は、アプリケータの役割をする、図面に大雑把に示されているにすぎないマスカラブ
ラシ２０を収容する収容スペース１８をさらに有する。収容スペース１８は、収容スペー
スを囲む壁２２によって貯蔵手段１２から隔てられている。マスカラブラシ２０の代わり
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に、例えばプラスチックのプレス加工品および金属コイルなど、いずれか他のアプリケー
タを使用することも可能であることが分かるであろう。
【００３４】
マスカラブラシ２０は保持具２４によって保持され、保持具２４もまた、例えば接着に
よってつまみ部２６に固定されている。保持具２４と化粧用具１０の内壁２８との間にシ
ールリング３０が配置されている。
【００３５】
保持具２４は通気穴３２、３４、３６および３８を有し、つまみ部２６は通気穴４０を
有する。以下にこれらの通気穴の機能を説明する。
【００３６】
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図示の実施形態では、Ｏ−リング４２がシゴキ手段の役割を果たす。しかしながら、シ
ゴキ手段は、例えばシールリップの形態など、異なる形状のものとすることもできる。保
持具２４の円錐形の突出部４４は心合わせのために役立つ。
【００３７】
壁２２の、図面上方向の端部４６および隣接する突出部４８はシゴキ手段の役割を果た
す。シゴキ手段４６と４８の間には、供給路５０の役割を果たす環状の間隙が形成されて
いる。この配置では、環状の供給路５０が供給領域５２を囲んでいる。環状の供給路５０
の代わりに、供給領域のまわりに環状に延びる壁に、１つまたはそれ以上の「窓」を設け
ることも可能である。
【００３８】
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ドラッグピストンの役割を果たす構成要素１４および１６の後ろの空間に通気するため
に通気穴５４が設けられている。
【００３９】
マスカラブラシ２０および保持具２４と連合した化粧用具１０の機能を以下に記載する
。
【００４０】
貯蔵手段１２の中にマスカラすなわち睫毛用化粧品が入っていると仮定する。ここでつ
まみ部２６が化粧用具１０から外されると、保持具２４が化粧用具１０に対して図面上方
向に動く。その結果、シールリング３０がずれて通気穴３４を閉じる。化粧用具１０内の
保持具２４がさらに移動すると、保持具２４は、シリンダの役割を果たす化粧用具１０内
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でピストンのように作用し、それによって減圧が生じる。減圧の結果、供給路の役割を果
たす環状の間隙５０によってマスカラが供給スペース５２に運ばれる。マスカラブラシ２
０がこの供給領域５２を徐々に通過することによって、マスカラブラシ２０にマスカラが
供給される。
【００４１】
供給スペース５２におけるマスカラブラシへのマスカラ供給は、きわめて一定である。
特にこれは充填レベルとは無関係である。供給動作をさらに均一化するために、つまみ部
２６と化粧用具１０の間にネジ山を設けることもできる。より具体的には、ネジ山を設け
ることによって、前述の化粧用具１０からのつまみ部２６の「引き抜き」の進行がより均
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一となる。
【００４２】
化粧後、すなわち、マスカラブラシ２０の使用後またはマスカラブラシのマスカラをす
べて使い終わって次に使うまでの間、マスカラブラシ２０は再び収容スペース１８に導入
される。この場合、マスカラブラシは、ブラシ上の、乾いた固体を含むマスカラを取り除
くシゴキ手段４６を通過する。化粧用具１０の内壁２８にマスカラ残留物があったとして
も、Ｏ−リング４２によって取り除かれる。
【００４３】
マスカラブラシ２０を収容スペース１８に導入するのに伴って、シールリング３０とと
もに保持具２４も導入される。この場合、シールリング３０は保持具２４に対して図面上
方向にずれ、それによって通気穴３４が開かれる。ここで、内壁２８によって区切られて
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いる空間が、通気穴３８、３６、３４、３２および４０によって周囲の空気と連通するの
で、圧力上昇は生じない。
【００４４】
貯蔵手段１２内のマスカラの消費が進むと、境界ディスク１４が密封部材１６とともに
図面上方向に移動する。境界ディスク１４が貯蔵手段１２の上側境界部に接するとまもな
く化粧用具１０は使い果たされる。これが貯蔵手段１２内のマスカラをほぼ１００％消費
する唯一のケースであることは明らかである。
【００４５】
シールリング３０および通気穴３２、３４、３６、３８および４０の代わりに、別の弁
ソリューションを実施することも可能である。この目的のために、例えば、閉じる方向に
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弾性的に付勢されており、収容スペース内の所定の圧力で開く弁を収容スペース１８の底
部に設けることも可能である。この場合、開弁圧力は０．０２ｂａｒ以下である。
【００４６】
以上の説明、特許請求の範囲、および図面に開示されている本発明の特徴は、本発明の
さまざまな実施形態を単独または組み合わせて本発明を実施する上で不可欠なものであり
うる。
【図面の簡単な説明】
【００４７】
【図１】本発明によるアプリケータの特に好ましい実施形態と組み合わせた本発明による
化粧用具の好適な実施形態の概略断面図である。
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【符号の説明】
【００４８】
１０

化粧用具

１２

貯蔵手段

１４

境界ディスク

１６

密封部材

１８

収容スペース

２０

マスカラブラシ

２２

壁

２４

保持具
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(7)
２６

つまみ部

２８

内壁

３０

シールリング

３２

通気穴

３４

通気穴

３８

通気穴

４０

通気穴

４２

Ｏ−リング

４４

突出部

４６

端部

４８

突出部

５０

供給路

５２

供給スペース

５４

通気穴

【図１】

JP 4040043 B2 2008.1.30
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