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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　肌に接触して毛を切断する刃ヘッドがグリップ部に連結され、当該刃ヘッドが、毛を刃
ヘッドの内側に導入する多数の開口が形成された外刃と、当該外刃の内面に沿って摺動す
る内刃と、当該内刃を往復動作させるモータと、を含む電気かみそりにおいて、
　前記グリップ部の一端側に揺動可能にかつ前記刃ヘッドが受けた外力に応じて前記グリ
ップ部からの突出量が変化しうる状態で支持されて当該一端側から突出する支持アームを
備え、
　前記刃ヘッドが、前記支持アームによって、前記内刃の往復動方向に沿って伸びる軸回
りに揺動可能に両端支持される一方、
　前記支持アームの前記グリップ部に対する揺動の軸方向が、前記内刃の往復動方向と交
叉する方向に設定され、
　前記支持アームは、揺動可能かつ突出量が変化する台座部と、当該台座部に固定された
アーム部とを備えていることを特徴とする電気かみそり。
【請求項２】
　前記支持アームの前記内刃の往復動方向の幅を、基端側から先端側に向けて拡大させた
ことを特徴とする請求項１に記載の電気かみそり。
【請求項３】
　少なくとも二つのアーム分割体を組み合わせて前記アーム部を構成するようにしたこと
を特徴とする請求項１または２に記載の電気かみそり。
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【請求項４】
　前記刃ヘッドは、前記内刃と前記外刃とを含み当該内刃の往復動方向に沿って細長い複
数の摺動刃アセンブリを、相互に略平行に備え、
　前記刃ヘッドの前記支持アームに対する揺動軸心を、当該刃ヘッドの肌との接触領域の
中心に対して、当該刃ヘッドの肌への突き当て方向に略垂直でありかつ前記内刃の往復動
方向に略垂直な方向の当該接触領域の端部より外側となる位置に、設定したことを特徴と
する請求項１～３のうちいずれか一つに記載の電気かみそり。
【請求項５】
　前記刃ヘッドは前記支持アームの先端側に支持され、
　前記支持アームを、その基端側から先端側に向けて、前記刃ヘッドの自由状態での肌へ
の突き当て方向に対し、前記先端側が前記揺動軸心に近づく方向に傾けて延伸させたこと
を特徴とする請求項４に記載の電気かみそり。
【請求項６】
　前記摺動刃アセンブリは、それぞれ、付勢機構によって、前記突き当て方向に向けて付
勢されており、
　前記刃ヘッドの支持アームに対する揺動軸心に近い側の摺動刃アセンブリに対する付勢
機構による付勢力を、当該揺動軸心から遠い側の摺動刃アセンブリに対する前記付勢機構
による付勢機構による付勢力より弱くしたことを特徴とする請求項４または５に記載の電
気かみそり。
【請求項７】
　前記刃ヘッドおよび前記支持アームのうちいずれか一方にはローラを設けるとともに、
他方には当該ローラを転動可能に案内する円弧状のガイドレールを設け、
　前記ローラを前記ガイドレールの軌道に沿って移動案内することで、前記刃ヘッドを前
記支持アームに対して揺動させるようにしたことを特徴とする請求項４～６のうちいずれ
か一つに記載の電気かみそり。
【請求項８】
　前記刃ヘッドを、内刃の往復動方向に沿って細長く形成し、
　前記刃ヘッドの支持アームに対する揺動負荷トルクを、支持アームおよび刃ヘッドのグ
リップ部に対する揺動負荷トルクより低くしたことを特徴とする請求項１～７のうちいず
れか一つに記載の電気かみそり。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、グリップ部に可動支持された刃ヘッドを備える電気かみそりに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、剃毛性能の向上等を目的として、肌に接触する刃ヘッドをグリップ部によっ
て可動支持し、肌への追従性を高めた電気かみそりが知られている（例えば、特許文献１
）。
【０００３】
　この特許文献１に開示される電気かみそりでは、グリップ部を含む本体ブロックの一端
に、外刃および当該外刃の内側で往復摺動する内刃を含む刃ヘッドとしてのヘッドブロッ
クを、揺動可能な状態で接続することで、ヘッドブロックの外刃が肌に好適な姿勢で当接
されるようにして、肌への追従性を高めて剃毛性能を向上させている。
【０００４】
　また、スプリングによって、ヘッドブロックを肌に対する突き当て方向に付勢し、骨の
凹凸等に対する衝撃吸収性を高めている。
【特許文献１】特開２００３－９３７６５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００５】
　しかしながら、上記特許文献１に開示される電気かみそりでは、ヘッドブロックの長手
方向の両端を支持する棒状のヘッド支持部材が、本体ブロックに設けられた筒状部の筒内
にそれぞれ収容され、それら両端のヘッド支持部材の筒内での位置の差によって、ヘッド
ブロックが傾いた状態、すなわち揺動した状態を得る構成となっていた。
【０００６】
　そして、この電気かみそりでは、本体ブロックにおいてヘッド支持部材を支持する部分
とヘッドブロックの端部との間の隙間によって、ヘッドブロックの揺動可能範囲を確保し
ていたため、ヘッドブロックの揺動可能範囲を拡大するには、本体ブロックの幅を大きく
せざるを得ず、実際には揺動可能範囲を大きくとりにくいという問題があった。
【０００７】
　そこで、本発明は、本体部の大型化を抑制しながら刃ヘッドの可動範囲を拡大可能な電
気かみそりを得ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　請求項１の発明にあっては、肌に接触して毛を切断する刃ヘッドがグリップ部に連結さ
れ、当該刃ヘッドが、毛を刃ヘッドの内側に導入する多数の開口が形成された外刃と、当
該外刃の内面に沿って摺動する内刃と、当該内刃を往復動作させるモータと、を含む電気
かみそりにおいて、上記グリップ部の一端側に揺動可能にかつ上記刃ヘッドが受けた外力
に応じて上記グリップ部からの突出量が変化しうる状態で支持されて当該一端側から突出
する支持アームを備え、上記刃ヘッドが、上記支持アームによって、上記内刃の往復動方
向に沿って伸びる軸回りに揺動可能に両端支持される一方、上記支持アームの上記グリッ
プ部に対する揺動の軸方向が、上記内刃の往復動方向と交叉する方向に設定され、上記支
持アームは、揺動可能かつ突出量が変化する台座部と、当該台座部に固定されたアーム部
とを備えていることを特徴とする。
【００１０】
　請求項２の発明にあっては、上記支持アームの上記内刃の往復動方向の幅を、基端側か
ら先端側に向けて拡大させたことを特徴とする。
【００１１】
　請求項３の発明にあっては、少なくとも二つのアーム分割体を組み合わせて上記アーム
部を構成するようにしたことを特徴とする。
【００１２】
　請求項４の発明にあっては、上記刃ヘッドは、上記内刃と上記外刃とを含み当該内刃の
往復動方向に沿って細長い複数の摺動刃アセンブリを、相互に略平行に備え、上記刃ヘッ
ドの上記支持アームに対する揺動軸心を、当該刃ヘッドの肌との接触領域の中心に対して
、当該刃ヘッドの肌への突き当て方向に略垂直でありかつ上記内刃の往復動方向に略垂直
な方向の当該接触領域の端部より外側となる位置に、設定したことを特徴とする。
【００１３】
　請求項５の発明にあっては、上記刃ヘッドは上記支持アームの先端側に支持され、上記
支持アームを、その基端側から先端側に向けて、上記刃ヘッドの自由状態での肌への突き
当て方向に対し、上記先端側が上記揺動軸心に近づく方向に傾けて延伸させたことを特徴
とする。
【００１４】
　請求項６の発明にあっては、上記摺動刃アセンブリは、それぞれ、付勢機構によって、
上記突き当て方向に向けて付勢されており、上記刃ヘッドの支持アームに対する揺動軸心
に近い側の摺動刃アセンブリに対する付勢機構による付勢力を、当該揺動軸心から遠い側
の摺動刃アセンブリに対する上記付勢機構による付勢機構による付勢力より弱くしたこと
を特徴とする。
【００１５】
　請求項７の発明にあっては、上記刃ヘッドおよび上記支持アームのうちいずれか一方に
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はローラを設けるとともに、他方には当該ローラを転動可能に案内する円弧状のガイドレ
ールを設け、上記ローラを上記ガイドレールの軌道に沿って移動案内することで、上記刃
ヘッドを上記支持アームに対して揺動させるようにしたことを特徴とする。
【００１６】
　請求項８の発明にあっては、上記刃ヘッドを、内刃の往復動方向に沿って細長く形成し
、上記刃ヘッドの支持アームに対する揺動負荷トルクを、支持アームおよび刃ヘッドのグ
リップ部に対する揺動負荷トルクより低くしたことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１７】
　請求項１の発明によれば、刃ヘッドを揺動支持する支持アームを、グリップ部の一端側
から突出させた状態で当該グリップ部に揺動可能に支持する構造にしたため、上記従来構
造と比較して支持アームの揺動可能範囲を大きくでき、以て、肌に対する追従性を高め、
剃毛性能を向上することができる。
【００１８】
　また、グリップ部による支持アームの支持構造によって肌への衝撃をより緩和すること
ができる。
【００１９】
　請求項２の発明によれば、支持アームが揺動してグリップ部に当たるまでの範囲、すな
わち揺動可能範囲を拡大することができる。
【００２０】
　請求項３の発明によれば、支持アームの組み立てが容易になり、ひいては、電気かみそ
りの組み立てをより容易にかつより迅速に行うことができるようになる。
【００２１】
　請求項４の発明によれば、肌に突き当てた刃ヘッドを、肌に沿って内刃の往復動方向と
垂直な方向に移動させる場合に、摺動刃アセンブリに肌から作用した抗力による刃ヘッド
の揺動方向（揺動軸心回りの揺動方向）を複数の摺動刃アセンブリについて同じにして、
揺動軸心から離間した位置で刃ヘッドの肌への追従性を向上させることができ、以て、剃
毛性能を向上させることができる。
【００２２】
　請求項５の発明によれば、支持アームによる刃ヘッドの支持点を刃ヘッドの支持アーム
に対する揺動軸心に近付けて、支持点に作用するモーメントを小さくできるため、支持ア
ームによる刃ヘッドの支持部および支持アームをよりコンパクトに構成することができる
。
【００２３】
　請求項６の発明によれば、刃ヘッドの支持アームに対する揺動軸心に近い側の摺動刃ア
センブリの肌に対する追従性を高めることができ、以て、剃毛性能を向上させることがで
きる。
【００２４】
　請求項７の発明によれば、ローラとガイドレールとを用いた構成により、刃ヘッドの支
持アームに対する揺動軸心のずらし量を大きくとって、剃毛性能をより一層向上させるこ
とができる。
【００２５】
　請求項８の発明によれば、刃ヘッドおよび支持アームのグリップ部に対する揺動負荷と
、刃ヘッドの支持アームに対する揺動負荷とを近付けることができる分、肌に沿ってどの
方向に動かした場合にも、肌に対する追従性能を高めることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２６】
　（第１実施形態）図１は、本実施形態にかかる電気かみそりの正面図および側面図、図
２は、電気かみそりの分解斜視図、図３は、電気かみそりの刃ヘッドの分解斜視図、図４
は、電気かみそりの支持アームの分解斜視図、図５は、支持アームによる刃ヘッドの支持
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状態の変化を示す説明図、図６は、刃ヘッドとグリップ部との連結部分の内部構成を示す
正面断面図、図７は、電気かみそりの側断面図、図８は、刃ヘッドの揺動状態の変化を示
す説明図である。
【００２７】
　なお、以下の説明では、便宜上、図１の（ａ）を正面、図１の（ｂ）を側面と定義し、
図１の（ｂ）の左側を前側、同図右側を後側と定義する。また、図１の（ａ）にしたがっ
て上下方向を定義する。
【００２８】
　本実施形態にかかる電気かみそり１では、掴持するための細長いグリップ部２の長手方
向一端部に、髭等の体毛を剃る刃ヘッド３が可動支持されており、刃ヘッド３の肌への追
従性を良くし、剃毛性能を高めてある。
【００２９】
　グリップ部２は、図１に示すように、断面が扁平なスティック状に形成されており、適
宜に括れ部や膨出部を設けて、手で掴持しやすいようにするとともに、フィット感を高め
てある。
【００３０】
　また、図１の（ｂ）に示すように、グリップ部２を、少なくとも刃ヘッド３に近い側で
は、あるいは全体として、下方に向かうにつれて前面２ａ側に向けて湾曲させ、グリップ
部２を斜めに掴持した姿勢で、刃ヘッド３の刃面Ｄを頬や鼻の下等の顔の側面にフィット
させられるようにしてある。かかる形状では、グリップ部２の前面２ａを下に向け、後面
２ｂを上に向けた姿勢が、頬などの顔の側面を剃毛する際に、最も掴持しやすい姿勢とな
る。したがって、本実施形態にかかる電気かみそり１は、当該姿勢で剃毛性能が向上する
ように構成される。
【００３１】
　また、図１の（ａ）に示すように、グリップ部２の前面２ａのほぼ中央部には、操作ボ
タン４が設けられ、この操作ボタン４の操作により、刃ヘッド３内に設けられた可動刃の
動作を制御できるようになっている。
【００３２】
　そして、このグリップ部２は、図２に示すように、前面ケース５と後面ケース６とを、
電池７や、駆動回路８、スイッチ９、これらを固定する基台１０等を内包する状態で、ネ
ジ１１等で結合して構成される。
【００３３】
　一方、刃ヘッド３は、図３に示すように、リニアモータ等のモータを内包する往復駆動
部１２や、往復駆動部１２を収納するヘッドケース１３、内刃１４，１８、外刃１５，１
９等から構成される。
【００３４】
　往復駆動部１２による往復動作出力（往復振動）は、駆動子１６を介して内刃１４に伝
達される。外刃１５には、多数の開口（図示せず）が形成される一方、内刃１４は、外刃
１５の内面に摺接しながら往復動作するように構成されており、開口から外刃１５の内面
側に導入された毛が、内刃１４と外刃１５との摺動によって剪断される。これら内刃１４
および外刃１５は、いずれも細長く形成されており、内刃１４はその長手方向に往復動作
（振動）するようになっている。本実施形態では、これら内刃１４および外刃１５からな
るネット刃アセンブリ（摺動刃アセンブリ）１７が、相互に平行に、前後に二組並べて配
設されており、それら二組のネット刃アセンブリ１７（図１）の間に、細長いスリット内
刃１８およびスリット外刃１９からなるスリット刃アセンブリ２０（図１）が設けられて
いる。
【００３５】
　また、この往復駆動部１２は、ヘッドケース１３の上側開口部１３ａに挿入され、ヘッ
ドケースカバー２１、駆動子防塵ゴム２２、およびゴム押さえ板２３を被せて、ネジ２４
等によって固定される。
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【００３６】
　外刃１５，１９は、カバーフレーム２５の開口部２５ａから露出した状態で、保持フレ
ーム２６に、上下動可能に、すなわち開口部２５ａからの突出量を変化させうる状態で保
持される。そして、二つの湾曲した外刃１５の頂面が、刃ヘッド３の刃面Ｄとなる（図１
，図２参照）。
【００３７】
　この刃ヘッド３は、略Ｕ字状の支持アーム２７に、揺動可能に両端支持されている。
【００３８】
　支持アーム２７は、グリップ部２の一端側に揺動可能に支持されており、図２および図
４に示すように、基本的には、フロートガイド２８，２９、台座部３０、およびアーム部
３１等から構成される。
【００３９】
　アーム部３１（の斜行部３１ａ）の内刃１４の往復動方向の幅Ｗｄは、図１にも示すよ
うに、基端側、すなわちグリップ部２による支持アーム２７の揺動支持点側から、先端側
、すなわち支持アーム２７による刃ヘッド３の揺動支持点側に向けて、徐々に拡大（漸増
）されており、左右に揺動する支持アーム２７とグリップ部２の上端部との干渉を抑制し
て、刃ヘッド３および支持アーム２７のグリップ部２に対する揺動角度を比較的大きくと
れるようにしてある。
【００４０】
　そして、このアーム部３１は、左右両側に起立片３２，３２が突設されて上側が開放さ
れた略Ｕ字状に形成されており、これら一対の起立片３２，３２によって、刃ヘッド３の
長手方向両端部が支持（両端支持）されるようになっている。
【００４１】
　すなわち、起立片３２，３２の先端部の内側（Ｕ字の内側）には、ローラ３４，３５が
回転自在に支持されるとともに、これら起立片３２，３２が、刃ヘッド３の長手方向両端
部に形成された開口３３，３３から刃ヘッド３内にそれぞれ挿入される。一方、刃ヘッド
３のヘッドケース１３の側面には、円弧状のガイドレール３６が形成される。そして、刃
ヘッド３内に挿入された各起立片３２のローラ３４，３５によって、ガイドレール３６を
挟み込む状態で、ローラ３４，３５がガイドレール３６に摺接しながら転動し、以て、刃
ヘッド３が、アーム部３１（支持アーム２７）に対して揺動可能に両端支持される状態が
構築される。このとき、その揺動軸心Ｏの軸方向は、内刃１４の往復動方向に沿うことに
なる。
【００４２】
　かかる構成では、刃ヘッド３の支持アーム２７に対する揺動軸心Ｏは、ガイドレール３
６の円弧形状の中心として定まることになる。すなわち、本実施形態によれば、ローラ３
４，３５とガイドレール３６との組み合わせによって揺動支持機構を構成したため、刃ヘ
ッド３や支持アーム２７の形状や配置による制約が少なくなり、より適切な位置に揺動軸
心Ｏを設定することができる。
【００４３】
　本実施形態では、図５に示すように、この揺動軸心Ｏを、刃ヘッド３の刃面Ｄの接触中
心（接触領域の中心）Ｍではなく、当該刃ヘッド３の肌との接触中心Ｍに対して、当該刃
ヘッド３の肌への突き当て方向（図５中の矢印Ｙの方向；摺動刃アセンブリ１７の突出方
向；刃面Ｄ，Ｄを含む仮想平面（略肌との接触面）に対する法線方向；図１では上方向）
に略垂直でありかつ上記内刃の往復動方向に略垂直な方向（図５では上方向）の当該接触
領域の端部（すなわち図５では上側の刃面Ｄ；外刃１５の頂上部）より外側（すなわち図
５では上側）となる位置に、設定している。
【００４４】
　上述したグリップ部２の湾曲形状、および刃ヘッド３における摺動刃アセンブリ１７の
配置から、本実施形態にかかる電気かみそり１は、顔の側面を剃毛する際には、前面を下
方にかつ後面を上方に向けた姿勢が、肌に突き当てやすい姿勢となる。なお、一般的には
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、顔の側面における毛の向きは下向きであることから、剃毛性能の点からは、この姿勢で
電気かみそり１を下から上に動かすのが良いことになる。
【００４５】
　また、図５に示すように、電気かみそり１が、その前面を下方にかつ後面を上方に向け
た姿勢にある状態では、刃ヘッド３の重心Ｇには、下向きに刃ヘッド３の自重Ｗが作用す
る。この自重Ｗは、支持アーム２７に対する刃ヘッド３の揺動軸心Ｏ回りに、図５中時計
回り方向の回転モーメント（大きさ：Ｗ×Ｌ２）を生じる。
【００４６】
　さらに、この電気かみそり１では、図２、図５（ｂ）、および図７に示すように、刃ヘ
ッド３の下部の係止孔１３ｂと支持アーム２７（例えば台座部３０）の係止孔３０ａとの
間に引張バネとしてのスプリング３７を架設して、刃ヘッド３が初期位置（姿勢）に戻る
ようにしているため、このスプリング３７の付勢力により、刃ヘッド３に対して、揺動軸
心Ｏ回りに、当該刃ヘッド３の下方を前方側に揺動させる方向の回転モーメント（図５の
時計回り方向の回転モーメント）が作用する。
【００４７】
　したがって、本実施形態では、刃面Ｄに対して肌から作用する抗力Ｆによる反時計回り
方向の回転モーメント（Ｆ×Ｌ１）が、自重Ｗおよびスプリング３７の付勢力による時計
回り方向の回転モーメントより十分に大きくならないと、反時計回りに刃ヘッド３が揺動
しにくくなり、肌に対する追従性が悪化してしまう。
【００４８】
　そこで、本実施形態では、支持アーム２７に対する刃ヘッド３の揺動軸心Ｏを、刃ヘッ
ド３の刃面Ｄの接触中心Ｍではなく、当該刃ヘッド３の肌との接触中心Ｍに対して、当該
刃ヘッド３の肌への突き当て方向Ｙに略垂直でありかつ内刃の往復動方向に略垂直な方向
の当該接触領域の端部（すなわち図５では上側の刃面Ｄ；外刃１５の頂上部）より外側（
すなわち図５では上側）となる位置に、設定することで、各摺動刃アセンブリ１７に肌か
ら作用した抗力による刃ヘッドの揺動方向（揺動軸心Ｍ回りの揺動方向）を複数の摺動刃
アセンブリ１７について同じ方向（図５中反時計回り方向）に設定するとともに、肌から
の抗力Ｆによって生じる図５中反時計回り方向の回転モーメントのモーメントアームＬ１
を長くとり、以て、反力Ｆによって生じる回転モーメントの増大、ひいては、肌に対する
追従性の向上を図っている。
【００４９】
　なお、本実施形態のように、グリップ部２またはグリップ部２から刃ヘッド３にかけて
、グリップ部２の前面２ａ側が内側となるように湾曲させた形状の場合には、揺動軸心Ｏ
をグリップ部２の後面２ｂ側にずらすことが、揺動軸心Ｏを当該湾曲の外側にずらすこと
に相当することが理解できよう。
【００５０】
　また、本実施形態では、アーム部３１（の斜行部３１ａ）を、グリップ部２による揺動
支持点から、刃ヘッド３の突き当て方向（図５中の矢印Ｙの方向）に対して支持アーム２
７に対する刃ヘッド３の揺動軸心Ｏに傾けた方向に延伸させている。こうすることで、ア
ーム部３１による刃ヘッド３の支持部分が揺動軸心Ｏに近付き、当該支持部分に作用する
回転モーメントを小さくできるため、アーム部３１による刃ヘッド３の支持部分およびア
ーム部３１をより小型かつより軽量に構成することができる。
【００５１】
　ところで、二つの摺動刃アセンブリ１７，１７は、いずれも、刃ヘッド３内に設けられ
る付勢機構としてのスプリング５３（図６）によって上方向（肌への突き当て方向Ｙ）に
向けて付勢されているが、本実施形態では、支持アーム２７に対する刃ヘッド３の揺動軸
心Ｏに近い後側（図５の上側）の摺動刃アセンブリ１７に対するスプリング５３による付
勢力を、揺動軸心Ｏから遠い前側（図５の下側）の摺動刃アセンブリ１７に対するスプリ
ング５３による付勢力より弱くしている。揺動軸心に近い後側（図５の下側）の摺動刃ア
センブリ１７は、前側の摺動刃アセンブリ１７に比べて、モーメントアームが短い分、よ
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り大きな力を印加しないと揺動軸心Ｏ回りに揺動することができず、肌に対する追従性が
低くなるが、これを補うべく、後側の摺動刃アセンブリ１７に対する付勢力を相対的に小
さくすることで、当該後側の摺動刃アセンブリ１７の追従性を高めるようにしたものであ
る。
【００５２】
　なお、刃ヘッド３の揺動軸心Ｏ回りの揺動可能範囲は、刃ヘッド３の揺動に伴って起立
片３２，３２の側壁面３２ａ，３２ｂと、開口３３，３３の揺動周方向の内壁面３３ａと
が当接するときの姿勢によって定まる。よって、起立片３２，３２の形状を適宜に調整す
ることで、揺動範囲を調整することができる。本実施形態では、起立片３２，３２の後側
の側壁面３２ｂを上方に向けて直立させる一方、前側の側壁面３２ａを上方に向けて前面
側に傾斜させることで、刃ヘッド３がほぼ直立した姿勢（図５の（ａ））から、刃ヘッド
３の下部が後側に向く姿勢（図５の（ｂ））までの範囲で、刃ヘッド３が揺動できるよう
にしてある。
【００５３】
　また、図４に示すように、アーム部３１の基端部には、係合溝３８が設けられる一方、
台座部３０の上端部には、係合リブ３９が設けられており、これら係合溝３８内に係合リ
ブ３９をスライドさせて嵌装することで、台座部３０上にアーム部３１が固定される。な
お、本実施形態では、台座部３０とアーム部３１とを別体としているが、これらを一体化
させた構造としてもよい。
【００５４】
　台座部３０は、開口部４０を有する枠状に形成されており、図６にも示すように、この
開口部４０内を、往復駆動部１２内のモータと駆動回路８とを電気的に接続するリード線
４１が上下に貫通している。なお、リード線４１は螺旋状に巻回されており、伸縮性を確
保してある。
【００５５】
　また、台座部３０の右側の前後にはそれぞれ丸孔４２が設けられる一方、左側の前後に
はそれぞれ長穴４３が設けられている。フロートガイド２８，２９には、それぞれ軸４４
，４５が前後二箇所ずつ突出形成されており、これら軸４４，４５が丸孔４２および長穴
４３に係合している。
【００５６】
　そして、フロートガイド２８，２９の前後両端には、それぞれガイドリブ４６，４７が
設けられており、このガイドリブ４６，４７が、グリップ部２の前面ケース５および後面
ケース６に設けられたガイド溝４８，４９（図２参照）に緩挿されて、上下に摺動可能に
案内される。また、フロートガイド２８，２９は、それぞれ付勢手段としてのスプリング
５０，５０（図７，図８参照）によって、突き当て方向（上方）Ｙに向けて付勢されてい
る。なお、フロートガイド２８，２９の前側の上部、および後側の下部には、それぞれロ
ーラ５１，５２が設けられており、これらローラ５１，５２により、フロートガイド２８
，２９とガイド溝４８，４９との摺動抵抗の低減が図られている。
【００５７】
　これらフロートガイド２８，２９や、台座部３０、スプリング５０，５０等を含む支持
アーム２７の下部構成では、上方から刃ヘッド３に作用する荷重の大きさによって、スプ
リング５０，５０の伸縮状態が変化し、具体的には、刃ヘッド３に作用する荷重が大きい
ほど、刃ヘッド３および支持アーム２７はグリップ部２に対して相対的に下方に位置し、
刃ヘッド３に作用する荷重が小さいほどグリップ部２に対して相対的に上方に位置するこ
とになる。すなわち、本実施形態では、かかる構成によって、支持アーム２７が、刃ヘッ
ド３が受けた外力に応じてグリップ部２からの突出量が変化しうる状態で支持された状態
が具現化されている。
【００５８】
　また、図８（ｂ）に示すように、刃ヘッド３に上方から偏心荷重Ｆが作用すると、フロ
ートガイド２８，２９の上下位置が相違した状態となり、刃ヘッド３が軸４４を中心とし
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て揺動する。なお、図８では、刃ヘッド３が同図中反時計回り方向に揺動した状態のみを
示したが、フロートガイド２８，２９の位置関係が左右逆となって、刃ヘッド３が逆方向
に揺動可能であることは、容易に理解できよう。すなわち、本実施形態では、かかる構成
によって、支持アーム２７がグリップ部２に対して揺動可能な構成が具現化されている。
このときの揺動の軸方向は、内刃１４の往復動方向と交叉する方向（本実施形態の場合、
内刃１４の往復動方向と略直交する方向）となる。
【００５９】
　また、本実施形態では、刃ヘッド３が細長いため、軸心から力の作用点までの距離（モ
ーメントアーム）の関係から、同じ大きさの入力（肌からの反力）に対しては、刃ヘッド
３を前面２ａ側から見て左右方向に揺動させる回転モーメント（図８（ｂ）の状態を生じ
させる回転モーメント）が前後方向に揺動させる回転モーメント（図５（ｂ）の状態を生
じさせる回転モーメント）よりも大きくなるため、前後方向と左右方向とで揺動負荷トル
クが同じだと、刃ヘッド３を左右方向に比べて前後方向には揺動させにくくなってしまい
、結果として、前後方向に動かす場合の追従性が左右方向に動かす場合の追従性よりも悪
くなってしまう。
【００６０】
　そこで、本実施形態では、付勢手段としてのスプリング５０，５０による付勢力や、設
定位置、および別の付勢手段としてのスプリング３７による付勢力や、設定位置等を適宜
に調整することで、刃ヘッド３の支持アーム２７に対する揺動軸心Ｏ回りの揺動負荷トル
クを、刃ヘッド３および支持アーム２７のグリップ部２に対する揺動軸心回りの揺動負荷
トルクより高くし、前後方向と左右方向とでモーメントアームの差異を減殺して、刃ヘッ
ド３の支持アーム２７に対する揺動負荷と、刃ヘッド３および支持アーム２７のグリップ
部２に対する揺動負荷とが、ほぼ均等になるようにしている。
【００６１】
　以上の本実施形態によれば、刃ヘッド３を揺動支持する支持アーム２７を、グリップ部
２の一端側から突出させた状態で当該グリップ部２に揺動可能に支持する構造にしたため
、上記従来構造と比較して支持アーム２７の揺動可能範囲を大きくでき、以て、肌に対す
る追従性を高め、剃毛性能を向上することができる。
【００６２】
　また、本実施形態によれば、支持アーム２７が、刃ヘッド３が受けた外力に応じてグリ
ップ部２に対する突出量が変化しうる状態で支持されているため、グリップ部２による支
持アーム２７の支持構造によって肌への衝撃をより緩和することができる。
【００６３】
　また、本実施形態によれば、支持アーム２７の幅（内刃１４の往復動方向の幅）Ｗｄを
、基端側から先端側に向けて、すなわちグリップ部２による揺動支持点側から刃ヘッドの
揺動支持点側に向けて、徐々に拡大させたため、当該支持アーム２７が揺動してグリップ
部２の側壁に当接するまでの範囲を拡大することができ、その分、支持アーム２７および
刃ヘッド３の揺動可能範囲をより拡大することができる。
【００６４】
　また、本実施形態によれば、刃ヘッド３の支持アーム２７に対する揺動軸心Ｏを、接触
中心Ｍに対して、刃ヘッド３の肌への突き当て方向Ｙに略垂直でありかつ内刃の往復動方
向に略垂直な方向の当該接触領域の端部（刃面Ｄ）より外側となる位置に、ずらして設定
したため、肌に突き当てた刃ヘッド３を、内刃１４の往復動方向と垂直な方向に移動させ
る場合に、摺動刃アセンブリに肌から作用した抗力による刃ヘッドの揺動方向（揺動軸心
回りの揺動方向）を複数の摺動刃アセンブリについて同じにして、揺動軸心Ｏから離間し
た側で刃ヘッド３の肌への追従性を向上させることができ、以て、剃毛性能を向上させる
ことができる。
【００６５】
　この場合、刃ヘッド３すなわち電気カミソリ１を肌に押し当てて、刃ヘッド３の揺動軸
心Ｏに近い側の端縁が先方、揺動軸心Ｏから遠い側の端縁が後方となる方向に動かすと、
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揺動軸心Ｏに近い側（後側の摺動刃アセンブリ１７）で、刃ヘッド３の肌への押しつけ力
が高くなるため、肌の引き伸ばし効果を高めて、剃毛性能をより一層高めることができる
。
【００６６】
　したがって、図１に示すように、グリップ部２（グリップ部２から刃ヘッド３にかけて
）を、刃ヘッド３の長手方向（内刃１４の往復動方向）に垂直な面に沿って湾曲または折
曲させた場合には、その掴持姿勢、顔の側面での毛の向き（下向き）、および当該毛の向
きに適した動かす方向（下から上）を考慮すると、揺動軸心Ｏは、当該湾曲または折曲の
外側となる方向にずらすのが有効である。
【００６７】
　また、本実施形態によれば、支持アーム２７を、基端側から先端側に向けて、刃ヘッド
３の肌への突き当て方向Ｙに対し、刃ヘッド３の支持アーム２７に対する揺動軸心Ｏ側に
傾けた方向に延伸させたため、支持アーム２７による刃ヘッド３の支持点を揺動軸心Ｏに
近付けて、支持点に作用するモーメントを小さくできるため、支持アーム２７による刃ヘ
ッド３の支持部および支持アーム２７をよりコンパクトに構成することができる。
【００６８】
　また、本実施形態によれば、刃ヘッド３は、内刃１４の往復動方向に沿って細長い複数
の摺動刃アセンブリ１７を、相互に略平行に備え、刃ヘッド３の支持アーム２７に対する
揺動軸心Ｏに近い側の摺動刃アセンブリ１７に対する付勢機構としてのスプリング５３に
よる付勢力を、当該揺動軸心Ｏから遠い側の摺動刃アセンブリ１７に対する付勢機構とし
てのスプリング５３による付勢力より弱くしたため、揺動軸心Ｏに近い側の摺動刃アセン
ブリ１７の肌に対する追従性を高めることができ、以て、剃毛性能を向上させることがで
きる。
【００６９】
　また、本実施形態によれば、ローラ３４，３５とガイドレール３６とを用いた構成によ
り、揺動軸心Ｏのずらし量をより大きくとって、剃毛性能をより一層向上させることがで
きる。
【００７０】
　また、本実施形態によれば、刃ヘッド３を、内刃１４の往復動方向に沿って細長く形成
し、刃ヘッド３の支持アーム２７に対する揺動負荷トルクを、刃ヘッド３および支持アー
ム２７のグリップ部２に対する揺動負荷トルクより低くしたため、刃ヘッド３および支持
アーム２７のグリップ部２に対する揺動負荷と、刃ヘッド３の支持アーム２７に対する揺
動負荷とを近付けることができ、肌に沿ってどの方向に動かした場合にも、肌に対する追
従性能を高めることができる。
【００７１】
　（第２実施形態）図９は、本実施形態にかかる支持アームの要部の分解斜視図、図１０
は、刃ヘッドとグリップ部との連結部の縦断面図である。なお、本実施形態では、上記第
１実施形態にかかる電気かみそりと同様の構成要素を備えている。よって、それら同様の
構成要素については共通の符号を付し、重複する説明を省略する。
【００７２】
　本実施形態では、少なくとも二つのアーム分割体３１Ｌ，３１Ｒを組み合わせて支持ア
ーム２７のアーム部３１を構成するようにしたものである。
【００７３】
　このため、本実施形態によれば、各部品の組み付け手順の自由度が増大し、支持アーム
２７の組み立てや、ガイドローラ３４，３５とガイドレール３６との係合、ひいては、電
気カミソリ１の組み立てを、より容易にかつより迅速に行うことができるようになる。
【００７４】
　なお、アーム分割体３１Ｌ，３１Ｒを組み立てた状態での支持アーム２７の構成、およ
び他の構成要素は、上記第１実施形態と全く同様であるため、上記第１実施形態と全く同
様の効果を得ることができるのは勿論である。
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【００７５】
　また、本実施形態では、アーム分割体３１Ｌの内面の基端部から先端部にかけて溝６０
を形成し、この溝６０内でリード線４１を配索するようにしている。さらに、このリード
線４１は、揺動支持点近傍まで延伸させ、刃ヘッド３（例えばヘッドケース１３）に設け
た孔（図示せず）内に導入している。
【００７６】
　このため、本実施形態によれば、リード線４１が外から見えにくくなって、美観の向上
を図ることができる上、リード線４１が刃ヘッド３等の可動部分に接触するのを抑制する
とともに、リード線４１の揺動量を抑制して、リード線４１ひいては電気カミソリ１の信
頼性向上に資するという利点がある。
【００７７】
　以上、本発明の好適な実施形態について説明したが、本発明は上記実施形態には限定さ
れず、種々の変形が可能である。
【図面の簡単な説明】
【００７８】
【図１】本発明の実施形態にかかる電気かみそりの正面図（ａ）および側面図（ｂ）。
【図２】本発明の実施形態にかかる電気かみそりの分解斜視図。
【図３】本発明の実施形態にかかる電気かみそりのヘッド部の分解斜視図。
【図４】本発明の第１実施形態にかかる電気かみそりの支持アームの分解斜視図。
【図５】本発明の実施形態にかかる電気かみそりの支持アームによる刃ヘッドの支持状態
の変化を示す説明図。
【図６】本発明の第１実施形態にかかる電気かみそりの刃ヘッドとグリップ部との連結部
分の内部構成を示す正面断面図。
【図７】本発明の実施形態にかかる電気かみそりの側断面図。
【図８】本発明の実施形態にかかる電気かみそりの刃ヘッドの揺動状態の変化を示す説明
図。
【図９】本発明の第２実施形態にかかる電気かみそりの支持アームの要部の分解斜視図。
【図１０】本発明の第２実施形態にかかる電気かみそりの刃ヘッドとグリップ部との連結
部分の内部構成を示す正面断面図。
【符号の説明】
【００７９】
　１　電気カミソリ
　２　グリップ部
　３　刃ヘッド
　１４　内刃
　１５　外刃
　１７　摺動刃アセンブリ
　２７　支持アーム
　３１Ｌ，３１Ｒ　アーム分割体
　３４，３５　ローラ
　３６　ガイドレール
　５３　スプリング（付勢機構）
　Ｗｄ　（内刃の往復動方向における支持アームの）幅
　Ｍ　接触中心（接触領域の中心）
　Ｏ　（刃ヘッドの支持アームに対する）揺動軸心
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