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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　互いに対して可動であるよう配置される２つの歯状刃を有する、特には毛髪切断器具の
ための切断装置であって、
　前記歯状刃を互いに対して押し付けるよう配置される磁気要素と、
　連結要素とを有し、
　該連結要素は、
　　前記２つの歯状刃の間に配置され、
　　前記歯状刃の一方に対して接続され、該歯状刃に往復動作をさせるのに対して、他方
の歯状刃は固定状態であり、
　前記磁気要素は、前記の可動な歯状刃上に配置される一方、前記の固定の歯状刃は磁性
材料を包含する、
　ことを特徴とする切断装置。
【請求項２】
　前記連結要素、前記往復動作をする刃、及び前記磁気要素は、前記連結要素が前記往復
動作をする刃に対して固定するよう前記磁気要素を包囲するように配置される、
　ことを特徴とする請求項１記載の切断装置。
【請求項３】
　前記連結要素は、その端部の一方において伝達要素を有する、
　ことを特徴とする請求項１又は２記載の切断装置。
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【請求項４】
　前記磁気手段と前記刃の一方との間において、空隙が与えられる、
　ことを特徴とする請求項１乃至３のうちいずれか一項記載の切断装置。
【請求項５】
　毛髪切断器具であって、
　請求項１乃至４のうちいずれか一項記載の切断装置を有する、
　毛髪切断器具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、特には毛髪切断器具である切断器具に対する切断装置に係る。
【０００２】
　本発明は更に、本発明に従った切断装置を有する毛髪切断器具に係る。
【背景技術】
【０００３】
　毛髪切断器具は通常、モータを用いて互いに対して相対的に動かされる２つの刃を有す
る切断装置を有する。切断装置は通常、毛髪切断装置に対する動力供給としてのモータ又
はバッテリを囲う毛髪切断器具のケーシング上に取り付けられる。ケーシングはまた、手
持ち型の毛髪切断システムに対するハンドルとしての役割を有する。
【０００４】
　切断されるべき毛髪は、刃の歯の間において捕捉され、刃の往復動作によって切断され
る。通常、刃の一方のみが往復し、他方は固定状態である。安全上の理由により、固定刃
はしばしば、切断されるべき毛髪を有する皮膚に隣接するよう選択され、故に皮膚が往復
する刃によって怪我をすることから保護する。
【０００５】
　ＥＰ０９１４２３４Ｂ１（特許文献１）は、歯状切断装置を有する毛髪切断器具を記載
する。歯状切断装置は、カッター歯の列を有する２つの歯状カッターを有する。両カッタ
ーは、互いに対して往復的に駆動可能である。両カッターは、夫々のカッター歯の列の範
囲において互いに対して位置する。両カッターを互いに対して適切に位置付けるよう、切
断装置は、スチールスプリング装置を有する。スプリング装置は、実質的にＵ字型である
中央部分、Ｕ字型部分の肢部における２つの巻線スプリング部分、及び２つの屈曲された
端部を有し、中央部分及び端部は、互いに向かって動き得る。スプリング装置は、カッタ
ー間に配置され、カッターが所定のスプリング力を有して互いに向かって押し付けられる
ようにする。カッター間のギャップが大きすぎる場合、カッターの歯の間に捕捉される毛
髪は、切断されない。
【特許文献１】ＥＰ０９１４２３４Ｂ１
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、既存の切断装置及び毛髪切断器具を更に単純化する、ことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の第１の態様において、上述の目的は、特には毛髪切断器具に対する切断装置に
よって達成される。該装置は、互いに対して可動であるよう配置される２つの歯状刃を有
する。該切断装置は、歯状刃を共に押し付けるよう配置される磁気手段を有する。
【０００８】
　刃を互いに対して共に押し付けるよう刃又は磁化刃に隣接する磁気ユニット又は磁化構
成要素等である磁気手段を利用することによって、切断装置の設計は単純化される。即ち
、フラットスプリング又はレッグスプリング等であるスプリング装置は、切断装置におい
て与えられる必要はなく、且つ収容される必要もない。このことによって、切断装置に対
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して新しい設計自由度が与えられる。
【０００９】
　刃を共に押し付けるよう磁気手段を使用することの主な利点は、刃の往復動作に対して
克服されなければならない摩擦、又はレッグスプリングの場合には堅さがない、ことであ
る。故に、刃を駆動させるための駆動ユニット又は何らかの切断器具のエネルギ消費量は
、大幅に低下される。更なるエネルギは、切断工程等に対して使用され得、切断の質を高
める。
【００１０】
　本発明に従った切断装置は、特に毛髪器具に対して充分適切であるが、芝生の切断又は
生け垣の刈込み、あるいは紙、布、又は繊維等を切断する切断器具等である、往復動作を
する刃の原理に依存するいかなる切断器具にも充分に使用され得る。
【００１１】
　望ましくは、切断装置は、刃の一方上に配置される磁気要素を有し、他方の刃は、磁化
材料を包含する。このことは、一方では磁気要素が必要とされる磁力に依存して選択され
得る、という利点を有し、他方では刃の一方自体が磁気手段であるため、補足的空間及び
追加的構成要素の量が低減される、という利点を有する。１つの往復動作をする刃及び１
つの固定刃が使用される場合、有利には、磁気ユニットは、それ自体も動かされなければ
ならないため、エネルギ消費量を更に低減させるよう固定刃に対して取り付けられる。
【００１２】
　望ましい実施例において、切断装置は、連結要素を有する。該連結要素は、刃の一方に
対して接続され、それを往復動作するよう駆動させる一方、他方の刃は固定状態である。
磁気要素は、可動刃上に配置される一方、固定刃は、磁化材料を包含する。連結要素は、
特には毛髪切断器具である切断器具の駆動ユニットに対して切断装置を結合させるよう使
用され得る。
【００１３】
　望ましくは、連結要素、往復動作をする刃、及び磁気要素は、連結要素が往復動作をす
る刃に対して固定するよう磁気要素を包囲するように配置される。故に、可動刃に対する
磁気要素の位置は、充分に定義付けられる。
【００１４】
　有利には、連結要素は、２つの刃の間において配置される。これは、必要とされる空間
が低減されるため、切断装置の小型設計をもたらす。更には、連結要素は、歯状刃の歯の
先端における距離を定義付けるよう使用され得る。
【００１５】
　望ましくは、連結要素は、伝達要素を有する。伝達要素は、切断装置と、特には毛髪切
断器具である切断器具の何らかの伝達システムとの間の接点の機能を有し、器具の駆動ユ
ニットの動作を線形の往復動作へと伝達し、且つ徐々に変換する。連結要素の端部の一方
において伝達要素を与えることによって、連結要素の中央における伝達素子と比較すると
伝達ユニットの設計における更なる自由度が可能となる。
【００１６】
　望ましい実施例において、空隙は、磁気手段と刃との間において与えられる。このこと
は、磁力が磁気手段の寸法及び特徴並びに空隙の高さに依存するため、刃に作用する磁力
を設定するよう特に有利である。異なる仕様を意図される異なる実施例に対して、異なる
磁力が必要とされ得る。設計及び製造コストを低減させるよう、空隙は、変更に大変便利
なパラメータである。
【００１７】
　本発明の更なる態様において、上述された目的は、本発明に従った切断装置を有する毛
髪切断器具によって達成される。
【００１８】
　刃を互いに対して共に押し付けるよう刃又は磁化刃に隣接する磁気ユニット又は磁化構
成要素等である磁気手段を利用することによって、切断装置だけではなく毛髪切断器具に
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対しても、新しい設計が与えられる。低減されたエネルギ消費量により、より小さなモー
タ及びより小さな伝達システム等である、より小さなバッテリ及び／又はより小さな駆動
ユニットが可能となる。設計の自由度は、より小さな切断装置の可能性によって、並びに
、連結要素の中央だけではなく連結要素の端部の一方上における切断装置の連結要素の伝
達要素の可能性によって、更に高められる。
【００１９】
　毛髪切断器具は、既知の種類の毛髪切断器具であり得る。該器具は例えば、人間の男女
いずれにも対する髭、頭部、又は全身の身繕いである全身の毛髪切断、自家用又は業務用
、ペットの毛刈りシステム、あるいは、手術前に身体の毛髪を除去するよう使用される手
術用の１回使用のトリマに対するものである。他の可能性は、切断装置に加えてローター
シェーバ又はフォイルシェーバ等であるシェービングユニットを有する、シェーバー／毛
髪切断複合器具である。
【００２０】
　毛髪切断器具の切断装置の刃を共に押し付ける磁気手段による低減されたエネルギ消費
量は、毛髪切断器具のより長い寿命をもたらす。このこと並びに現在可能である切断装置
及び毛髪切断器具の可能なより小型の設計は、製造及び使用のコストを低減させる。消費
者も、より小型の毛髪切断器具のほうがより扱い易いことを評価する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　本発明の詳細な説明は、以下に与えられる。かかる記載は、添付の図面を参照して読ま
れるべき非制限的な例として与えられる。
【００２２】
　図１ａ，ｂ，ｃは、ヘアトリマとしばしば称される、毛髪切断器具１を示す。ヘアトリ
マ１は、ヘアトリマ１は、人間工学上好ましい構造を達成するよう、僅かに湾曲され角度
をつけられているケーシング３及びグリップ５を有する。ケーシング３の背部において、
ボタン６は、ケーシング３上に取り付けられる切断ユニット２のロックを解除するよう配
置され、それをケーシング３から取り外し、異なる寸法を有する切断ユニット又はフォイ
ルシェービングユニット等である他のユニットと交換する。ヘアトリマ１のケーシング３
は、２つのガイドウェイ７を有する。該ガイドウェイは、異なる長さの毛髪切断を可能と
するために異なる位置においてコームアタッチメント（図１ａ－ｃ中に示されず）のガイ
ド部材を受けるよう適合される。
【００２３】
　ケーシング３の中央部分において、更なる摺動ボタン４が配置される。この摺動ボタン
４は、ケーシング３の内部に収容される電気駆動モータのスイッチをオン又はオフにする
よう、２つの位置の間において摺動可能である。駆動モータは、ケーシング３の内部にお
ける伝達システムと共に、切断装置２の刃を駆動させるよう適合される。駆動モータは、
また、ケーシング３において収納される充電式バッテリによって電力を与えられる。モー
タに電力を与える他の手段は、例えば外部電力供給又は一次電池を使用して可能である、
ことが留意される。
【００２４】
　刃を互いに対して共に押し付けるよう刃又は磁化刃に隣接する磁気ユニット又は磁化構
成要素等である磁気手段を利用することによって、図２，３において示される望ましい実
施例に関して説明される通り、切断装置の設計は単純化される。即ち、フラットスプリン
グ又はレッグスプリング等であるスプリング装置は、切断装置において与えられる必要は
なく、且つ収容される必要もなくなる。このことによって、切断装置２及びヘアトリマ１
に対して新しい設計自由度が与えられる。
【００２５】
　刃を共に押し付けるよう磁気手段を使用することによって、刃の往復動作に対して克服
されなければならない摩擦、又はレッグスプリングの場合における堅さはない。故に、駆
動モータのエネルギ消費量は、大幅に低下される。更なるエネルギは、切断工程等に対し
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て使用され得、切断の質を高め得る。低減されたエネルギ消費量はまた、ヘアトリマ１の
より長い寿命に繋がる。低減されたエネルギ消費量は更に、より小さなバッテリ、並びに
より小さな駆動モータ及び伝達システムを使用することを可能にする。図１中に示される
例において、このことは、ケーシング３及び切断装置２のスリム且つ軽量の設計をもたら
し、特にヘアトリマの取扱いを容易にする。
【００２６】
　切断装置２の望ましい一実施例は、図２ａの分解図、図２ｂの前面図、図２ｃの側面図
、図２ｄの斜視図、図２ｅの上面図、及び図２ｆの断面図において、示される。
【００２７】
　切断装置２の主な構成要素は、２つの刃２０１，２０３である。刃２０１，２０３はい
ずれも、歯２１１，２３１を有する。切断されるべき毛髪は、歯２１１，２３１間におい
て捕捉され、互いに対して刃２０１，２０３の両方の往復動作によって切断される。本例
において、下方刃２０１は、固定状態であり、その追加的な機能が往復動作によって皮膚
が傷つくことからガードするため、ガードと称される。上方刃２０３はまた、カッターと
称される。いずれの刃も、スチールを有して作られるため、磁化できる。
【００２８】
　カッター２０３は、駆動ブリッジとも称される連結要素２０５上に取り付けられる。駆
動ブリッジ２０５は、磁石２０７を収容するよう突起２５５（図２ａ中１つのみ図示）を
有する開口を有する。磁石２０７は、駆動ブリッジ２０５によって包囲されるよう下方エ
ッジにおいて突起２５５補完的な凹部２７１，２７３を有する。更には、駆動ブリッジ２
０５は、カッター２０３における適切な開口２３２，２３３，２３４，２３５において収
容及びスナップ留めされるべき、２つのシャフト２５１，２５２及び２つのフック状シャ
フト２５３，２５４を有する。カッター２０３は、磁石２０７が駆動ブリッジ２０５にお
いて位置付けられた後に、駆動ブリッジ２０５上に取り付けられる。磁石２０７を駆動ブ
リッジ２０５において一体にすることによって、切断ユニット２における磁石２０７の位
置は、充分に定義付けられて固定される。駆動ブリッジ２０５及びカッター２０３の意図
的ではない取付け間違いを避けるよう、２つのシャフト２５１，２５２は、温間リベット
され（ｗａｒｍ　ｒｉｖｅｔｅｄ）得る。
【００２９】
　駆動ブリッジ２０５は、ガード２０１のスロット２１３，２１５へとスナップ留めされ
るよう下方側部上における２つのリップを有する（図示せず）。スロット２１３，２１５
は、駆動ブリッジ２０５、並びに磁石２０７及びカッター２０３の往復動作に対する案内
機能を有する。潤滑且つ摩擦のない往復動作を確実なものとするよう、駆動ブリッジ２０
５に対するガード２０１の滑り表面２１２は研磨され、磁石２０７とガード２０１との間
において空隙２０８（図３参照）が与えられる。空隙２０８は、カッター２０３とガード
２０１との間において作用する力を定義する。
【００３０】
　駆動ブリッジ２０５は、その端部の一方において伝達要素２０９を有する。伝達要素２
０９は、切断装置２とヘアトリマの駆動ユニットとの間における接点（インターフェイス
）である。駆動ユニットは、回転動作をもたらすモータ、及び回転動作を線形の往復動作
へと変換する伝達システムを有する。伝達要素２０９は、線形の往復動作を駆動ブリッジ
に対して伝達し、カッター２０３をガード２０１に対して往復するよう動かす。伝達要素
２０９は、他の実施例においては駆動ブリッジ２０５の端部間のどこかに配置され得る、
ことが留意される。
【００３１】
　効率的な切断工程に対して、ガード２０１及びカッター２０３が互いに対して充分に押
し付けられる、ことは重要である。さもなければ、切断されるべき毛髪、即ちガード２０
１の歯２１１，２３１とカッター２０３との間において捕捉される毛髪は、切断されるこ
となく歯２１１，２３１の間を抜ける。図３において概略的に示される通り、両方の刃２
０１，２０３は、磁気手段２０７を使用して共に押し付けられる。
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【００３２】
　本例において、磁場（点線）を生成する磁北極Ｎ及び磁南極Ｓを有する磁石２０７は、
カッター２０３とガード２０１との間において配置される。カッター２０３及びガード２
０１は、スチールを有し、いずれも磁石２０７によって取り付けられ、故に歯２１１，２
１３の範囲において特に共に押し付けられる。他の範囲において、カッター２０３とガー
ド２０１との間に空隙２０８があり、エネルギ消費量を増大させる稼働中の摩擦を避ける
ようにする。空隙２０８の高さは、磁石２０７の寸法、及び磁石２０７と刃２０１，２０
３との間に作用するよう必要とされる磁力に依存して、選択される。本例において、空隙
２０８の高さは、十分の１ミリメートルの範囲である。いずれも磁化材料である刃２０１
，２０３を使用することによって、磁石２０７は、カッター２０３及びガード２０１に対
してより効率的に取り付けられ、カッターは、より効率的に共に押し付けられる。
【００３３】
　磁気手段を使用する多種の他の可能性が利用され得る、ことは留意される。例えば、磁
石は、各刃に対して取り付けられ得るか、あるいは磁石は、磁化可能であるカッター、ガ
ード等に対して取り付けられ得る。スチールを有して作られる刃の他に、鉄の代わりに充
分な量のニッケル又はコバルト等を包含する刃も、使用され得る。
【００３４】
　カッター２０３を駆動させること及び磁石２０７を位置付けることに加えて、駆動ブリ
ッジ２０５の主な機能の１つは、ガード２０１に対するカッター２０３の位置、特にはガ
ード２０１の歯２１１の先端とカッター２０３の歯２３１の先端との間の距離を決定する
こと、である。この距離は、切断の効率性を向上させ且つ切断による皮膚の損傷の可能性
を低減する際の重要なパラメータである。
【００３５】
　本発明の複数の望ましい実施例が記載されてきたが、当業者は、多種の変更、修正、及
び置換えが本発明の趣旨及び概念から逸脱しない範囲で行なわれ得る、ことを理解する。
したがって本発明は、添付の請求項の適切案範囲を有する形状又は修正において特許請求
される。例えば、従属請求項の特徴の多種の組合せは、本発明の範囲を逸脱することなく
独立請求項の特徴と共に使用され得る。更には、請求項における参照符号は、範囲を制限
するものとして解釈されるべきではない。
【００３６】
　参照符号：　
　１　ヘアトリマ
　２　切断装置
　３　ケーシング
　４　ボタン
　５　グリップ
　６　ボタン
　７　ガイドウェイ
　２０１　ガード
　２０３　カッター
　２０５　駆動ブリッジ
　２０７　磁石
　２０８　空隙
　２０９　伝達要素
　２１１　歯
　２１２　滑り表面
　２１３，２１５　スロット
　２３１　歯
　２３２，２３３，２３４，２３５　開口
　２５１，２５２　シャフト
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　２５３，２５４　フック状シャフト
　２５５　突起
　２７１，２７３　凹部
　Ｎ　磁北極
　Ｓ　磁南極
【図面の簡単な説明】
【００３７】
【図１】図１ａ－ｃは、本発明に従った毛髪切断器具の望ましい一実施例を示す。
【図２】図２ａ－ｆは、本発明に従った切断装置の望ましい一実施例の異なる図を示す。
【図３】本発明に従った切断装置における磁気手段の機能を概略的に示す。

【図１ａ】

【図１ｂ】

【図１ｃ】

【図２ａ】
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