
JP 2014-533546 A 2014.12.15

(57)【要約】
　同様の方向に延びた複数の歯（６、７、１３）をそれ
ぞれが有する固定切断要素（４）、可動切断要素（５）
及び固定ガード部材（１３）を含む、毛をトリミングす
るための装置（１１）が開示される。可動切断要素は、
毛が歯の間の空間に入るとカットされるように、固定切
断要素に対して移動可能である。可動切断要素は、固定
切断要素と固定ガード部材との間に配置され、使用の際
、固定ガード部材はシェービングされる皮膚に最も近い
構成要素である。使用時に、固定切断要素と固定ガード
部材は皮膚と接触し得るものの、可動切断要素は、皮膚
のダメージ又は刺激を防止するために皮膚との完全接触
が制限されるように、固定切断要素の歯、可動切断要素
の歯及び固定ガード部材の歯の長さが異なっている。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　可動切断要素と、該可動切断要素の一方側にある固定切断要素とを含み、前記固定切断
要素及び前記可動切断要素のそれぞれは複数の歯を含み、該複数の歯は、前記固定切断要
素に対して前記可動切断要素が動いている時に、当該複数の歯の間の空間に入った毛がカ
ットされるように構成されたヘアトリミング装置であって、
　前記可動切断要素と皮膚との接触を制限するために、前記可動切断要素の前記固定切断
要素とは反対側に、固定ガード部材が配置された、ヘアトリミング装置。
【請求項２】
　前記固定ガード部材は複数の歯を含む、請求項１に記載のヘアトリミング装置。
【請求項３】
　前記固定ガード部材の歯は、前記固定切断要素の歯と重なり合う、請求項２に記載のヘ
アトリミング装置。
【請求項４】
　前記固定ガード部材を支持するフレームを含む、先行する請求項のいずれかに記載のヘ
アトリミング装置。
【請求項５】
　前記固定ガード部材は前記フレームと一体形成されている、請求項４に記載のヘアトリ
ミング装置。
【請求項６】
　前記固定ガード部材は前記フレームに着脱可能である、請求項４に記載のヘアトリミン
グ装置。
【請求項７】
　前記固定ガード部材は、前記フレームに取り付け可能な別個の部品である、請求項４に
記載のヘアトリミング装置。
【請求項８】
　前記固定切断要素の歯は、前記支持フレームから前記固定ガード部材の歯及び／又は前
記可動切断要素の歯よりもさらに延びている、請求項３～７のいずかに記載のヘアトリミ
ング装置。
【請求項９】
　前記可動切断要素の歯は、前記支持フレームから前記固定ガード部材の歯よりもさらに
延びている、請求項３～７のいずかに記載のヘアトリミング装置。
【請求項１０】
　前記固定切断要素及び前記固定ガード部材は同数の歯を含む、先行する請求項のいずれ
かに記載のヘアトリミング装置。
【請求項１１】
　前記固定切断要素の歯と前記固定ガード部材の歯とが一列に並んでいる、先行する請求
項のいずれかに記載のヘアトリミング装置。
【請求項１２】
　前記可動切断要素の歯の間隔は、前記固定ガード部材の歯及び前記固定切断要素の歯と
は異なる、請求項１１に記載のヘアトリミング装置。
【請求項１３】
　フォイルと、該フォイルと関連し、当該フォイルを貫通する毛をカットする切刃と、前
記フォイルに隣接する先行する請求項のいずれかに記載のヘアトリミング装置とを有する
シェーバー。
【請求項１４】
　前記フォイルの両側に隣接するヘアトリミング装置を含む、請求項１３に記載のシェー
バー。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明はヘアトリマーに関し、より具体的には、ヘアトリマーの使用時に皮膚をダメー
ジ又は刺激（irritation）から保護するガード部材（guard）に関する。本発明は、本発
明に係るヘアトリマーを組み入れたシェーバーにも関する。
【背景技術】
【０００２】
　体の様々な部位から毛を除去するのに電気シェーバーが使用される。典型的なシェーバ
ーの種類は、図１に示すトリマー／フォイル／トリマーアセンブリ（trimmer-foil-trimm
er　assembly）である。該アセンブリは、シェーバーを２つの方向に動かすことができ且
つプレトリミング、次いで剃毛という二段階のカット工程が行われるようにするために、
短い毛をカットするシェービングフォイル（shaving　foil）の両側に配置された、より
長い毛をトリミングするプレトリミング用トリマー（pre-trimming　trimmers）を含む。
【０００３】
　一般に、プレトリマーは固定切歯（stationary　cutting　teeth）及び可動切歯（movi
ng　cutting　teeth）を含む。該固定切歯と可動切歯は、それらの間に入った毛を協働し
て捕捉しカットする。この構成のそうした例が米国特許第４，７２４，６１４号に示され
、一列の可動切歯に隣接した一列の固定切歯が開示されている。固定歯は、刺激の原因に
なる可動切歯とユーザーの皮膚との直接接触を防止するために、可動歯よりも突き出てお
り、該皮膚と接触する。毛が可能な限り短くカットされるように、固定歯は、皮膚に対し
て可動歯の上に位置している。しかしながら、この構成では、可動切歯が皮膚と接触して
、刺激又はダメージをもたらすのを完全に防ぐことができない。さらに、固定歯が鋭利な
エッジを有していたり、皮膚の表面上のいくつかの形状（features）に引っ掛かるほど小
さかったりすることがある。そのため、シェーバーが皮膚上で動かされると、固定切歯に
よってダメージや刺激が生じることがある。
【０００４】
　そのため、可動切歯又は固定切歯に起因する皮膚刺激を実質的に緩和するヘアトリミン
グ装置の提供が望まれる。
【０００５】
　国際公開第２００９／０２４９００号からは、固定切歯と、可動切歯と、シェーバーが
皮膚上で動かされた際に皮膚を固定歯の端部から保護する固定ガード部材とを含むヘアト
リミング装置が提供されることが知られている。このガード部材は、固定歯の、皮膚と対
向しない側の表面の上に配置されている。また、ガード部材は、固定歯が皮膚上で動かさ
れる際に固定歯が皮膚に入り込んだり、皮膚にダメージを与えたりするのを防止するため
に、固定歯の端部上で延在している。本願は、皮膚と可動切歯との接触をさらに低減させ
て、国際公開第２００９／０２４９００号のヘアトリミング装置の性能をさらに改善する
ことを試みる。
【０００６】
　米国特許出願第２０１１／００１６７２３号からは、保護歯（protective　teeth）と
、固定切歯と、可動切歯とを含むヘアトリマーが提供されることが知られている。保護歯
は皮膚と固定切歯の間に配置され、可動切歯は皮膚とは反対側で固定切歯に隣接している
。この構成では、皮膚の保護が良好になるものの、切断面（cutting　plane）（固定切断
要素（cutting　element）と可動切断要素との間の）が皮膚の表面から実質的に遠ざかる
（removed）ため、残った毛の長さが不十分になり得ることを意味する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、上記の課題を緩和するか又は実質的に軽減することを試みる。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明によれば、可動切断要素と、該可動切断要素の一方側にある固定切断要素とを含
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むヘアトリミング装置が提供される。前記固定切断要素及び前記可動切断要素のそれぞれ
は複数の歯（teeth）を含み、該複数の歯は、前記固定切断要素に対して前記可動切断要
素が動いている時に、当該複数の歯の間の空間に入った毛がカットされるように構成され
ている。前記可動切断要素と皮膚との接触を制限するために、前記可動切断要素の前記固
定切断要素とは反対側に、固定ガード部材が配置されている。
【０００９】
　前記ヘアトリミング装置の使用の際、当該装置の周りの皮膚は変形して可動切断要素と
接触し、ユーザーに刺激がもたらされることがある。皮膚と可動切断要素との接触を制限
して、ユーザーへの刺激を制限するために、固定ガード部材が配置されている。
【００１０】
　前記固定ガード部材は、トリマーと皮膚との間に第２の接点を提供するため、可動切断
要素の両側で、装置と皮膚とが接触することになる。これは、単純に負荷をより分散させ
ることで、固定切断要素の歯と皮膚との間の力を低減させる。この力を低減させることで
、トリマーの使用時に固定歯は皮膚に刺激又はダメージを与え難くなる。
【００１１】
　前記固定ガード部材は複数の歯を含むことが好ましい。
【００１２】
　前記固定ガード部材の歯は、前記固定要素の歯と重なり合うことが好ましい。固定ガー
ド部材の歯は、それらの間に毛が通るようにするため、カッターの有効性が低下しない。
【００１３】
　一実施形態において、フレームは固定ガード部材を支持し得る。
【００１４】
　前記固定ガード部材は前記フレームと一体形成されていてもよい。この場合、固定ガー
ド部材が強固に配置され、装置における部品の数が少なくなる。
【００１５】
　あるいは、前記固定ガード部材は、前記フレームに着脱可能であってもよい。この場合
、様々な歯長又は材料といった様々な構成に対して固定ガード部材を変更できる実現性が
得られる。
【００１６】
　あるいは、前記固定ガード部材は、前記フレームに取り付け可能な別個の部品であって
もよい。
【００１７】
　前記固定切断要素の歯は、前記支持フレームから前記固定ガード部材の歯及び／又は前
記可動切断要素の歯よりもさらに延びていることが好ましい。この利点は、固定切断要素
の歯が、ヘアトリミング装置と皮膚との間に主たる接触を提供する点である。そのため、
固定切断要素には、切歯を提供することと、皮膚と可動切歯との間の空間を維持すること
という２つの機能がある。
【００１８】
　また、前記可動切断要素の歯は、前記支持フレームから前記固定ガード部材の歯よりも
さらに延びていてもよい。これは、固定ガード部材によってカッターの有効性が制限され
ないようにするために必要な場合がある。効果的なカット長を得るには、可動切断要素は
依然として皮膚の近くになければならないが、固定ガード部材は、皮膚と可動切断要素と
の間の過剰な接触を防止しなければならない。
【００１９】
　前記固定切断要素及び前記固定ガード部材は同数の歯を含むことが好ましい。
【００２０】
　前記固定切断要素の歯と、前記固定ガード部材の歯とが一列に並んでいることが好まし
い。これらの歯が一列に並んでいないと、切歯と切歯との間のカットが行われる空間に毛
が入るのが妨げられるため、切断性能に悪影響が及ぶ。
【００２１】
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　本実施形態によれば、前記可動切断要素の歯の間隔は、前記固定ガード部材の歯及び／
又は前記固定切断要素の歯とは異なっているべきである。これによってもたらされる利点
は、全ての切歯が同時に切断作用に関与しないことであり、可動切断要素の駆動に必要と
なるアクチュエータのパワーが低減される。また、アクチュエータの故障又は停止の可能
性が低減される。
【００２２】
　さらなる実施形態は、フォイルと、該フォイルと関連し、当該フォイルを貫通した毛を
カットする切刃と、前記フォイルに隣接する上述のヘアトリミング装置とを有するシェー
バーを含み得る。
【００２３】
　使用時に、前記シェーバーを２つの方向に動かすことができるように、前記シェーバー
は、前記フォイルの両側に隣接するヘアトリミング装置を含んでもよい。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
　添付の図面を参照して、好ましい実施形態を一例として説明する。
【図１】図１は、当該技術分野で周知のヘアシェーバーを、該シェーバーの皮膚接触側か
ら示す端面図である。
【図２】図２は、当該技術分野で周知の図１のシェーバーの概略側面図である。
【図３】図３は、本発明の第１の実施形態を、シェーバーの皮膚接触側から示す端面図で
ある。
【図４】図４は、図３の実施形態の概略側面図である。
【図５】図５は、図３の実施形態を、シェーバーの皮膚接触側から示す概略端面図である
。
【図６】図６は、本発明の第２の実施形態を、シェーバーの皮膚接触側から示す端面図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　図面を参照して、図１は、当該技術分野で周知のヘアシェーバー１を、該シェーバーが
皮膚と接触し得る側から示す端面図である。シェーバー１は、非常に短い毛をカットする
ためのフォイルシェーバー領域（foil　shaver　region）２を含み、該フォイルシェーバ
ー領域２の両脇には、長い毛をフォイルシェーバー２で剃る前にトリミングするための２
つのプレトリミング領域（pre-trimming　region）３がある。使用の際、ヘアシェーバー
は、皮膚の上でＸ又はＸ’の方向に動かされる。
【００２６】
　プレトリミング領域３は、フォイルシェーバー領域２の対向する２つの側に位置してい
る。各プレトリミング領域３は、互いに隣接配置され且つ平行に延在する固定切断要素（
fixed　cutting　element）４及び可動切断要素（moving　cutting　element）５を含む
。固定切断要素４及び可動切断要素５は、それぞれ複数の切歯（cutting　teeth）（歯に
は刃の意味も含まれ得る）６、７を含む。可動切断要素５は、切歯６と７との間の領域８
に毛が入ると、固定切歯６に対する可動切歯７のせん断作用によってその毛がカットされ
るように、平行方向Ｙ及びＹ’に往復運動するよう駆動される。
【００２７】
　図２は、固定切断要素４及び可動切断要素５を示す、当該技術分野で周知のプレトリミ
ング部３の側面図である。各切断要素４、５の歯６、７は、それぞれ１つのみが図示され
ているが、これは歯６、７の後ろに他の歯が隠れているからである。固定切歯６は、可動
切歯7よりも延びており、固定切歯６の遠位端９が皮膚１０と接触して皮膚１０と可動切
歯７との間隔を維持している。シェーバー１が皮膚の上で動かされると、この接触により
皮膚１０の変形が起きる。皮膚１０は、固定切断要素４の前でドーム状に隆起し（domes
　up）、これが可動切断要素５と皮膚１０との接触を引き起こし得る。固定切歯６は皮膚
上で動かされるため、固定切歯６の遠位端９は刺激を低減するために通常丸まっている（
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rounded）。この特徴は、フィリップス社の別の特許出願の対象である。
【００２８】
　図３は、本発明の第１の実施形態を皮膚接触側から示す端面図である。本発明の第１の
実施形態は、支持フレーム１２に取り付けられたプレトリマー１１を両側に有するフォイ
ルシェービング領域２を含む。各プレトリマー１１は、先行技術と同様に、固定切断要素
４及び可動切断要素５を含む。また、可動切断要素５と皮膚との間に配置されるように構
成され、可動切歯７と皮膚との接触を制限する固定ガード部材（fixed　guard）１３を含
む。
【００２９】
　固定切断要素４は複数の切歯６を含み、該切歯６は、その遠位端９が皮膚と接触するよ
うに延在している。固定切歯６の遠位端９は、固定切歯６が皮膚を傷つけるのを防ぎ且つ
使用時における摩擦を低減するために丸まっている。固定切歯６は、可動切歯７と協働し
て、切歯６と７との間の空間に入る毛をカットする切断部（cutting　portion）を含む。
【００３０】
　可動切断要素５は、アクチュエータ（図示せず）によって平行方向Ｙ－Ｙ’に往復運動
するように駆動され、固定切断要素４と協働して切断作用を生み出す。可動切歯７は、固
定切歯６ほどは皮膚方向に延びていない。
【００３１】
　固定ガード部材１３は、支持フレーム１２から延び、固定切歯６の数と同数且つ固定切
歯６と一列に並んだ複数のガード歯１４を含む。ガード歯１４は、皮膚と第２の接点を形
成して（他方は固定切歯６）、皮膚の変形を制限するように作用するため、可動切断要素
５と皮膚との接触が低減される。固定ガード部材１３は、ステンレス鋼又は耐水性プラス
チック等の硬くて耐久性のある材料で構成されるべきである。
【００３２】
　プレトリマー１１の構成要素は、第１のプレトリマーの可動切断要素５と、第２のプレ
トリマーの可動切断要素５とが、対向する側に２つの切断面を有する同一の構成要素とな
るように構成される。これにより、１つのアクチュエータで、両方のプレトリマー１１の
可動切断要素５を同時に駆動させるように構成することができる。
【００３３】
　固定切断要素４、可動切断要素５及び固定ガード部材１３の概略側面図を図４に示す。
これら３つの構成要素は、図面の紙面と垂直な方向に延びている。各部の歯６、７、１４
はそれぞれ１つのみが図示されており、他の歯は、図示されている歯の後ろに隠れている
。シェーバー１をＸ方向に動かすことによりシェービングされる皮膚１０も図示されてい
る。固定切歯６の丸まった遠位端９は皮膚１０と接触しており、シェーバー１が皮膚１０
上で動かされるとドーム化効果（doming　effect）が生じる。ガード歯１４も皮膚１０と
接触しているため、該ドーム化効果を弱めるように作用して、可動切断要素と皮膚との接
触を制限する。可動切歯７は、切歯と切歯の間の空間に入った毛を、固定切歯６と協働し
てせん断することによりカットする。
【００３４】
　本実施形態では、固定ガード部材１３と可動切断要素５との間で切断作用が起こらない
ようにするため、固定ガード部材１３は可動切断要素５から離間されている。ガード歯１
４は、この段階であっても前記の毛が短い長さにカットされ得るようにするため、可動切
断歯７又は固定切断歯ほど延びていない。
【００３５】
　当業者であれば、ガード歯１４の長さによって、プレトリマー１１のカット高さ（cutt
ing　height）が規定されることが分かる。即ち、ガード歯１４の長さが短いほど切歯７
は皮膚１０に近くなるため、より近くでカットを行えるが（closer　cut）、刺激がより
多くもたらされ得る。また、ガード歯１４の長さが長いほど切歯７が皮膚１０から遠ざか
るため、あまり近くでカットが行えないが刺激は低減される。従って、可動切歯７と皮膚
１０との接触が過度になることなく、毛を適切にカットできるようにガード歯１４の長さ
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が最適化され得る。この最適なポジション（optimal　position）では、特に、シェーバ
ー１を、例えば、毛を完全に除毛するためではなく、毛をトリミングするために使用する
場合、ガード歯１４が可動切歯７よりも長くなる。
【００３６】
　図５は、固定切断要素４、可動切断要素５及び固定ガード部材１３を示す、プレトリマ
ー１１を皮膚接触側から見た概略端面図である。固定ガード部材１３を最前面に、可動切
断要素５をその直ぐ後ろに、そして固定切断要素４を最背面に示す。この図では、可動切
断要素５が方向Ｙ－Ｙ’に反復運動する。図示する歯６、７、１４の数及び形状は概略的
に示してあるだけで、プレトリマー１１にとって最も望ましい構成を表していない。図５
では、固定切歯６とガード歯１４とが同数で存在し、それらの歯は一列に並んでいる。も
しそれらの歯が一列に並んでいなければ、切歯６と７との間のカットが行われる領域８に
毛が入るのが妨げられることがある。図５に示す実施形態では、トリマー３の故障及び／
又は停止を引き起こし得る、歯６、７の全てが同時にカットを行う場合において、好まし
くない状況が防止されるようにするために、可動切断要素５の歯７が固定切断要素４の歯
よりも少なくなっており、固定ガード部材１３と可動切断歯７とが、それぞれ異なる間隔
で配置されている（この場合ではさらに離れている）。
【００３７】
　図６に本発明の第２の実施形態を示す。本実施形態では、固定ガード部材１３は、支持
構造体１２に取り付けられた別個の部品である。この部品１３はステンレス鋼で構成され
得るか、あるいはより心地よい感触を得るためにプラスチックが用いられ得る。これによ
ってより高い汎用性が製品に付与され、様々なカット高さが得られるように、様々な長さ
のガード歯１４を有する固定ガード部材１３に変えることもできる。
【００３８】
　本明細書で説明した例示的実施形態ではヘアシェーバーを参照したが、ガード部材の構
成やトリマーを、他の種類のヘアトリマー、シェーバー又はバリカンに使用してもよいこ
とが分かる。
【００３９】
　「含む（comprising）」という用語は、他の要素又は工程を排除するものではなく、ま
た不定冠詞「ａ」又は「ａｎ」は、複数を排除するものではなことが分かる。互いに異な
る従属項に特定の手段が記載されているとしても、それは、該手段を組み合わせて有利に
用いることができないということを意味しない。請求項内のいずれの参照符号も、請求項
の範囲を限定するものと解釈すべきではない。
【００４０】
　本願では、特徴の特定の組み合わせに対して請求項が策定されているが、本発明の開示
の範囲には、それがいずれかの請求項で現在クレームされているものと同一の発明に関す
るかどうか、また、親発明が軽減するものと同一の技術的課題のうちの任意のもの又は全
てを緩和するかどうかに関わらず、本明細書で明確に又は暗示的に開示されている任意の
新規特徴もしくは新規特徴の任意の組み合わせ又はその一般化されたものも含まれると理
解すべきである。出願人は、そのような特徴及び／又はその組み合わせに対する新たな請
求項を、本願又は本願から派生するさらなる出願の手続き中に策定し得ることをここに通
知する。
【００４１】
　以下の請求項の範囲に含まれる他の変形例及び変更例は、当業者には明白である。
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【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】
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【手続補正書】
【提出日】平成26年5月20日(2014.5.20)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　可動切断要素と、該可動切断要素の一方側にある固定切断要素とを含み、前記固定切断
要素及び前記可動切断要素のそれぞれは複数の歯を含み、該複数の歯は、前記固定切断要
素に対して前記可動切断要素が動いている時に、当該複数の歯の間の空間に入った毛がカ
ットされるように構成されたヘアトリミング装置であって、
　前記可動切断要素と皮膚との接触を制限するために、前記可動切断要素の前記固定切断
要素とは反対側に、固定ガード部材が配置され、
　前記固定ガード部材は、前記可動切断要素の歯と前記皮膚との接触を制限するために、
前記可動切断要素と前記皮膚との間に配置されるように構成され、
　前記固定ガード部材は複数の歯を含み、
　前記固定切断要素の歯は、前記皮膚との接点を形成するように構成され、
　前記固定ガード部材の歯は、前記皮膚との第２の接点を形成するように構成され、前記
皮膚の変形を制限するように作用して前記可動切断要素と前記皮膚との接触を低減する、
ヘアトリミング装置。
【請求項２】
　前記固定ガード部材の歯は、前記固定切断要素の歯と重なり合う、請求項１に記載のヘ
アトリミング装置。
【請求項３】
　前記固定ガード部材を支持するフレームを含む、先行する請求項のいずれかに記載のヘ
アトリミング装置。
【請求項４】
　前記固定ガード部材は前記フレームと一体形成されている、請求項３に記載のヘアトリ
ミング装置。
【請求項５】
　前記固定ガード部材は前記フレームに着脱可能である、請求項３に記載のヘアトリミン
グ装置。
【請求項６】
　前記固定ガード部材は、前記フレームに取り付け可能な別個の部品である、請求項３に
記載のヘアトリミング装置。
【請求項７】
　前記固定切断要素の歯は、前記支持フレームから前記固定ガード部材の歯及び／又は前
記可動切断要素の歯よりもさらに延びている、請求項２～６のいずかに記載のヘアトリミ
ング装置。
【請求項８】
　前記可動切断要素の歯は、前記支持フレームから前記固定ガード部材の歯よりもさらに
延びている、請求項２～６のいずかに記載のヘアトリミング装置。
【請求項９】
　前記固定切断要素及び前記固定ガード部材は同数の歯を含む、先行する請求項のいずれ
かに記載のヘアトリミング装置。
【請求項１０】
　前記固定切断要素の歯と前記固定ガード部材の歯とが一列に並んでいる、先行する請求
項のいずれかに記載のヘアトリミング装置。
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【請求項１１】
　前記可動切断要素の歯の間隔は、前記固定ガード部材の歯及び前記固定切断要素の歯と
は異なる、請求項１０に記載のヘアトリミング装置。
【請求項１２】
　フォイルと、該フォイルと関連し、当該フォイルを貫通する毛をカットする切刃と、前
記フォイルに隣接する先行する請求項のいずれかに記載のヘアトリミング装置とを有する
シェーバー。
【請求項１３】
　前記フォイルの両側に隣接するヘアトリミング装置を含む、請求項１２に記載のシェー
バー。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００５】
　米国特許第２，８６７，９０２号にはバリカンが開示されている。該バリカンは、相対
移動が可能な切断部材（relatively　movable　cutting　members）からなるカッターヘ
ッド（cutting　head）を含み、前記切断部材は、毛髪と接触する平坦なベアリング面を
形成するように協働する平滑な外表面（blunt　outer　surface）を有し、前記部材には
切削溝が形成され、該切削溝は、人の頭の毛髪が、前記カッターヘッドのベアリング面を
長手方向に貫通した状態で該ベアリング面に当接すると、該毛髪を収容するために、前記
ヘッドの先端から終端に延びる溝を提供するように協働し、前記切断部材は、振動可能な
切断部材が間に配置された２つの固定櫛部材（fixed　comb　member）を含む。
　独国特許出願第１０２００７０５０３７９号にはヘアトリマーが開示され、該ヘアトリ
マーは、前面側に歯を有する固定切断要素と、前記固定切断要素に対して振動する可動切
断要素であって、前面側に歯を有し、前記ヘアトリマーの使用中に前記固定切断要素の歯
と前記可動切断要素の歯との間に捕捉された毛が切断されるようにする可動切断要素と、
前記固定切断要素上に配置され、前記ヘアトリマーをユーザーの皮膚上に配置するために
提供され、前記前面側に歯を有する保護支持体とを有し、前記保護支持体の前記歯が前面
側で前記固定切断要素の前記歯に嵌合しているか又は少しだけ突出しており、前記保護支
持体の前記歯が少なくとも実質的に隙間なしに前記固定切断素子上で受容される。
　国際公開第２００９／０２４９００号にはヘアトリミング装置が開示され、該ヘアトリ
ミング装置は、固定切歯、可動切歯及び保護歯を含み、前記固定切歯、前記可動切歯及び
前記保護歯は略平行に配置され、前記保護歯は、前記ヘアトリミング装置の動作中に、少
なくとも前記固定切歯の一部又は前記可動切歯の一部が皮膚と接触可能なように配置され
、前記固定切歯は皮膚と接触し、前記可動切歯は、前記固定切歯の上に位置し、前記保護
切歯は、前記装置の動作方向において皮膚に対して前記固定歯の前に位置している。
　国際公開第２００９／０２４９００号からは、固定切歯と、可動切歯と、シェーバーが
皮膚上で動かされた際に皮膚を固定歯の端部から保護する固定ガード部材とを含むヘアト
リミング装置が提供されることがさらに知られている。このガード部材は、固定歯の、皮
膚と対向しない側の表面の上に配置されている。また、ガード部材は、固定歯が皮膚上で
動かされる際に固定歯が皮膚に入り込んだり、皮膚にダメージを与えたりするのを防止す
るために、固定歯の端部上で延在している。本願は、皮膚と可動切歯との接触をさらに低
減させて、国際公開第２００９／０２４９００号のヘアトリミング装置の性能をさらに改
善することを試みる。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
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【補正の内容】
【０００８】
　本発明によれば、可動切断要素と、該可動切断要素の一方側にある固定切断要素とを含
むヘアトリミング装置が提供される。前記固定切断要素及び前記可動切断要素のそれぞれ
は複数の歯（teeth）を含み、該複数の歯は、前記固定切断要素に対して前記可動切断要
素が動いている時に、当該複数の歯の間の空間に入った毛がカットされるように構成され
ている。前記可動切断要素と皮膚との接触を制限するために、前記可動切断要素の前記固
定切断要素とは反対側に、固定ガード部材が配置されている。前記固定ガード部材は、前
記可動切断要素の歯と前記皮膚との接触を制限するために、前記可動切断要素と前記皮膚
との間に配置されるように構成されている。前記固定ガード部材は複数の歯を含む。前記
固定切断要素の歯は、前記皮膚との接点を形成するように構成されている。前記固定ガー
ド部材の歯は、前記皮膚との第２の接点を形成するように構成され、前記皮膚の変形を制
限するように作用して前記可動切断要素と前記皮膚との接触を低減する。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】削除
【補正の内容】
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【国際調査報告】
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