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(57)【要約】
本体部（１０ａ、１０ｂ）と、そこから突出し実質的に
平行な、軟質ブラスチック材料から形成される複数の可
撓性のブラシ毛（１２ａ、１２ｂ）とを備え、ブラシ毛
と相対的に短いブラシ毛が、ブラシ毛エリアの少なくと
も一部にわたって散りばめられるように、前記ブラシ毛
エリアの少なくとも一部にわたって、前記ブラシ毛のい
つくかが相対的に短い長さを有するように、前記ブラシ
毛が配置される、毛髪をほぐすために使用されるヘアケ
ア装置。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　本体部と、そこから突出し実質的に平行な、軟質ブラスチック材料から形成される複数
の可撓性のブラシ毛とを備え、ブラシ毛と相対的に短いブラシ毛が、前記ブラシ毛エリア
の少なくとも一部にわたって散りばめられるように、前記ブラシ毛エリアの少なくとも一
部にわたって、前記ブラシ毛のいつくかが相対的に短い長さを有するように前記ブラシ毛
が配置されることを特徴とする、毛髪をほぐすために使用されるヘアケア装置。
【請求項２】
　前記相対的に短いブラシ毛は、一定量によって前記ブラシ毛より短くされることを特徴
とする請求項１に記載のヘアケア装置。
【請求項３】
　前記一定量は、およそ０．００７ｍであることを特徴とする請求項２に記載のヘアケア
装置。
【請求項４】
　前記（相対的に長い）ブラシ毛及び相対的に短いブラシ毛それぞれは、好ましくはおよ
そ０．０１４、０．００７ｍの長さであることを特徴とする請求項２に記載のヘアケア装
置。
【請求項５】
　前記相対的に短い長さのブラシ毛は、前記（相対的に長い）ブラシ毛と交互に置かれる
ことを特徴とする請求項１又は２に記載のヘアケア装置。
【請求項６】
　短いブラシ毛は、前記ブラシ毛の周縁端部を除き、４本の相対的に長いブラシ毛のグル
ープそれぞれの中央にあって、相対的に短いブラシ毛及び相対的に長いブラシ毛のライン
は交互であって、前記ブラシ毛は隣接するラインにおけるそれらに対してずらされている
ことを特徴とする請求項１又は２に記載のヘアケア装置。
【請求項７】
　前記相対的に長いブラシ毛の自由端は（第１）面を定義し、前記第１面は人間の頭部形
状により良好に合致するように曲げられることを特徴とする請求項１又は２に記載のヘア
ケア装置。
【請求項８】
　前記第１面は凹状であることを特徴とする請求項７に記載のヘアケア装置。
【請求項９】
　前記ブラシ毛のあるエリアにおける前記本体は、曲げられた形状にされることを特徴と
する請求項１又は２に記載のヘアケア装置。
【請求項１０】
　前記相対的に長いブラシ毛の前記自由端によって定義される前記第１面の形状に対応す
るように、前記本体は凹状であることを特徴とする請求項１又は２に記載のヘアケア装置
。
【請求項１１】
　前記相対的に短い複数のブラシ毛の自由端は、前記第１面から一定の距離で間隔がおか
れる第２面を定義することを特徴とする請求項７に記載のヘアケア装置。
【請求項１２】
　前記本体が人間の手のひらに一致する形状にされることを特徴する前記請求項のいずれ
か１項に記載のヘアケア装置。
【請求項１３】
　前記本体が使用者の親指に一致するくぼみ部を備えることを特徴とする請求項１２に記
載のヘアケア装置。
【請求項１４】
　前記本体は好ましくは２つの部、すなわち使用者の手のひらに一致する第１隆起部と、
前記第１部に取り付けられ、前記ブラシ毛を備え付ける第２部とになっていることを特徴
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とする請求項１に記載のヘアケア装置。
【請求項１５】
　前記ブラシ毛は、前記ブラシ本体に相対的に近いそれらの基部で、それらの自由端より
も厚くなっていること特徴とする前記請求項のいずれか１項に記載のヘアケア装置。
【請求項１６】
　前記ブラシ毛は、先細りであることを特徴とする請求項１５に記載のヘアケア装置。
【請求項１７】
　前記ブラシ毛は、２又はそれ以上の異なる厚さの別個部分を有することを特徴とする請
求項１５に記載のヘアケア装置。
【請求項１８】
　１又はそれ以上の前記別個部分が、先細りであることを特徴とする請求項１６に記載の
ヘアケア装置。
【請求項１９】
　前記相対的に長いブラシ毛それぞれは、２つの僅かに先細る部分になっており、相対的
に短いブラシ毛の自由端の領域にほぼある点で、相対的に長いブラシ毛が使用時に屈曲す
る傾向を有するように、前記相対的に長いブラシ毛の相対的に薄い部分が前記本体から離
れたところから開始されることを特徴とする請求項１８に記載のヘアケア装置。
【請求項２０】
　添付図面を参照に実質的に前述されたヘアケア装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ヘアケア装置に関し特に、毛髪、排他的ではないが特に濡れた毛髪のもつれ
を修正するための装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　乾燥した又は濡れた毛髪のもつれをほぐすことによって、もつれを修正しようとするた
めのヘアブラシ又は櫛が知られており、当該ブラシは一般的に硬質のブラシ毛又は歯を有
する。これは上手くいかずに結び目（knots）をもたらすことがあり、結ばれた毛髪をカ
ットする必要がある場合がある。
【０００３】
　ここで使用される用語“ブラシ毛”は、一般的に例えばブラシ上に見られるフィラメン
ト状の突起を意味することが意図とされ、プラスチックのフィラメント状の突起を含み、
ここでは動物毛のブラシ毛に限定されない。本明細書では、当該ブラシ毛の長さへの言及
は、装置本体から突出するブラシ毛の長さを意味するように解釈され、換言すると前記ブ
ラシ毛の有効長である。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　一側面における本発明は、本体部と、そこから突出し実質的に平行な、軟質ブラスチッ
ク材料から形成される複数の可撓性のブラシ毛とを備える毛髪をほぐすために使用される
ヘアケア装置を提供し、ブラシ毛と相対的に短いブラシ毛が、前記ブラシ毛エリアの少な
くとも一部にわたって散りばめられるように、前記ブラシ毛エリアの少なくとも一部にわ
たって、前記ブラシ毛のいつくかが相対的に短い長さを有するように、前記ブラシ毛が配
置される。
【０００５】
　好ましくは、相対的に短いブラシ毛は、一定量によってブラシ毛より短くされる。
【０００６】
　所望により、一定量は、およそ０．００７ｍである。（相対的に長い）ブラシ毛及び相
対的に短いブラシ毛それぞれは、好ましくはおよそ０．０１４、０．００７ｍの長さであ
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る。
【０００７】
　優位的には、相対的に短いブラシ毛は、（相対的に長い）ブラシ毛と交互に置かれる。
【０００８】
　好ましくは、短ブラシ毛は、ブラシの周縁部を除き、４本の相対的に長いブラシ毛のグ
ループそれぞれの中央にあって、相対的に短いブラシ毛及び相対的に長いブラシ毛のライ
ンは交互であって、前記ブラシ毛は隣接するラインにおけるそれらに対してずらされてい
る。
【０００９】
　相対的に長いブラシ毛の自由端は（第１）面を定義し、望ましくは前記第１面は人間の
頭部形状により良好に合致するように曲げられる。これにより、より大きなブラシ毛と頭
部の接触面積が、さらに容易に達成される。
【００１０】
　相対的に短い長さのブラシ毛は、全て同じ長さである必要がないとともに、同様に相対
的に長いブラシ毛は、全て同じ長さである必要がないことが理解される。しかしながら、
製造の容易性のために、それぞれの種類のブラシ毛は全て同じ長さであることが望ましい
。
【００１１】
　優位的には、前記第１面は凹状である。
【００１２】
　最も好ましくは、ブラシ毛のあるエリアにおいて、前記相対的に長いブラシ毛の前記自
由端によって定義される前記第１面の形状に対応するように、本体は曲げられた形状にさ
れ、好ましくは凹状である。
【００１３】
　相対的に短いブラシ毛の自由端は第２面を定義し、最も好ましくは、第２面は、曲げら
れるように配置され、好ましくは凹状であって、また好ましくは前記面から一定の距離で
間隔がおかれる。
【００１４】
　好ましくは、本体が人間の手のひらに一致する形状にされる。
【００１５】
　望ましくは、本体が使用者の親指に一致するくぼみ部を備える。
【００１６】
　本体は好ましくは２つの部、すなわち使用者の手のひらに一致する第１隆起部と、前記
第１部に取り付けられ、前記ブラシ毛を備え付ける第２部とになっている。
【００１７】
　好ましくは、ブラシ毛は、ブラシ本体に相対的に近いそれらの基部で、それらの自由端
よりも厚くなっている。それらは先細りであって、又は２又はそれ以上の異なる厚さの別
個部分を有するかもしれない。１又はそれ以上の部分は先細りかもしれない。
【００１８】
　望ましくは、相対的に長いブラシ毛それぞれは、２つの僅かに先細る部分となっており
、相対的に短いブラシ毛の自由端の領域にほぼある点で、相対的に長いブラシ毛が使用時
に屈曲する傾向を有するように、相対的に長いブラシ毛の相対的に薄い部分が本体から離
れたところから開始される。ブラシ毛のために選択されるブラスチック材料は、ブラシ毛
が、弾性があって、かつ使用時に曲げられた後、それらの（曲げられていない）静止位置
まで戻るようでなければならない。
【００１９】
　本発明に係る装置は特に、例えば毛髪用カラー剤等のヘアトリートメント材料を塗布す
るのに有益であって、当該トリートメント材料が毛髪に均等かつ素早く塗られることを可
能にする。
【図面の簡単な説明】
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【００２０】
　本発明の実施形態は、以下の添付図面を参照にして、単なる具体例として説明される：
【００２１】
【図１】本発明に係る第１のヘアケア装置の側面図である。
【図２】図１のヘアケア装置を上方から見た図である。
【図３】図１のヘアケア装置を下方から見た図である。
【図４】図４は、図１～３の装置の一部の拡大スケールにおける部分概略図であって、異
なるサイズの２つの隣接するブラシ毛を示す。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　図１で示されるヘアケア装置において、一般的に１０で示される本体は、２つの部から
形成され、上部１０ａは使用者の手のひらに一致するようにさせられ、下部１０ｂはブラ
シ毛を備え付け、かつ従来の手段で上部１０ａに取り付けられる。下部１０ｂは、複数の
平行なブラシ毛を備え付ける凹状曲面状の下面１０ｃを有する。ブラシ毛は２種類ある。
相対的に長いブラシ毛１２ａ、及び相対的に長いブラシ毛１２ａに散りばめられた相対的
に短いブラシ毛１２ｂである。これらはさらに詳細に図４に示される。相対的に長いブラ
シ毛は第１の相対的に厚い先細り部Ａと、第２の相対的に薄い先細り部Ｂとを有する一方
、相対的に短いブラシ毛は、それが表面１０ｃから生ずる根から、単一の先細りを有する
ことが理解される。ブラシ毛の長さの差はおよそ０．００７ｍである。本実施形態では、
ブラシ毛それぞれの種類、すなわち長及び短ブラシ毛両方は、それぞれ同じ長さを有し、
すなわち、すべての短ブラシ毛は同じ長さを有し、全ての長ブラシ毛は同じ長さを有し、
そして、ブラシが凹状であるから、ブラシ毛の２つの組の自由端先端は、それぞれ破線Ｘ
、Ｙで示される曲面を形成し又は定義し、かつこれら面は、下部１０ｂの表面１０ｃの凹
形状に一致する。ブラシ毛は軟質ブラスチック材料から形成される（従来のスタイリング
ブラシ及び櫛を形成する硬質ブラスチック材料ではない）。軟質ブラシ毛は濡れた毛髪の
もつれをほぐすために、熱風ブローの補助（軟質ブラシ毛に損傷を与え及び／又は溶融す
るかもしれない）なしで、濡れた毛髪に使用されることが意図されたものである。ブラシ
の毛髪のもつれをほぐす性能は公知の種類のものより優れており、かつ洗髪後の濡れた毛
髪のもつれを相対的に容易かつ早くほぐすことが、実験によって示された。ブラシ毛を含
む装置を作るための典型的なプラスチック材料は以下の通りである；
【００２３】
　本体部１０ａ　ポリプロピレン共重合体
　本体部１０ｂ　エンジニアリング熱可塑性エラストマー、例えばデュポン社によって製
造されるハイトレル（ＨＹＴＲＥＬ、商品名）、特にハイトレル６３５６
　フィラメント１２ａ、１２ｂ　エンジニアリング熱可塑性エラストマー、例えばデュポ
ン社によって製造されるハイトレル（ＨＹＴＲＥＬ、商品名）、特にハイトレル６３５６
【００２４】
　図１～４から理解されるように、相対的に長いブラシ毛１２ａ及び相対的に短いブラシ
毛１２ｂは、装置の下部のほとんどを覆い、かつそれらはブラシ毛の短、長、短、・・・
の交互の列Ｓ、Ｌに配置される。長ブラシ毛の所定のグループにとっては、それらの間に
中央に短ブラシ毛が配置されるように、１列上のブラシ毛は、隣接する列のそれらからず
らされている。かくして、長及び短ブラシ毛は互いに一般的に散りばめられている。
【００２５】
　示された実施形態は、右手使用に適するように設計されていることが示されており、上
部１０ａは、使用者の手に一致するような形状であって、使用者の親指を受けるように設
計された湾入部１０ｄと、快適な方法で装置の移動制御を強化するための、使用者の指を
受けるように設計された更なる湾入部１０ｅを有する。左利きの人に使用されるために、
左右対称に変形されたものが提供されるであろう。
【００２６】
　両サイズのブラシ毛は、ブラシ毛の基部において堅固な支持を提供することを補助する
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食いつき部（chamfer）１４をそれらの基部に有する。歯の厚さ（約０．０００７～０．
００１ｍ）は非常に微細であるため、これら食いつき部１４が無いと、ブラシ毛は応力が
基部に移り基部において抜き取られる。
【００２７】
　ブラシ毛は先細りである。これはブラシ毛の長さに沿って曲げられるように設定される
。ブラシ毛は毛髪のもつれを容易にほぐすために可撓性がなければならない。それらは静
止位置に戻ることができなければならず、それゆえ弾性を有しなければならない。先細り
は、毛髪をほぐすのに重要な役割を果たす、ブラシ毛のばね様移動を可能にする。
【００２８】
　相対的に長いブラシ毛はブラシ毛毎に２つの先細り部を有し、１つのみの先細りのとき
よりも、曲げが生じる点が自由端のより近くになることを可能にする。
【００２９】
　相対的に短いブラシ毛は、１つの先細りのみを有し、したがって、２つの異なる長さの
比を考慮しても、これらブラシ毛が曲がる点は、相対的に長いブラシ毛のときほど、その
自由端の近くで生じることはない。
【００３０】
　装置の使用において、頭部に当てられてかつ緩やかな圧力が頭部に付与されるように、
２つのブラシ毛長さが曲がる位置は重要であって、最初に相対的に長いブラシ毛は横向き
に曲げられ、その後、相対的に短いブラシ毛が毛髪にさらに密接に接触する。
【００３１】
　相対的に長いブラシ毛が撓曲されかつ曲げられ、もはや毛髪を持ち上げることができな
くなったとき、次いで相対的に短いブラシ毛が更に毛髪の房を捕まえる。これは、同時に
動作される毛髪のもつれをほぐす２つの独立した動作を与える。
【００３２】
　したがって、相対的に短いブラシ毛の長さは、長ブラシ毛の曲がり点の長さ又はそれよ
りわずかに短い長さに一致する必要がある。
【００３３】
　従来の櫛の歯は、硬質で可撓性がなく、さらに、従来のブラシは、歯に枢動性を付与す
る弾性タイプの基部に取り付けられた硬質の歯を有する傾向にあるが、歯自身は未だ硬質
である傾向にある。ブラシに使用されるブラシ毛は、より可撓性があって、さらに弾性／
ゴムタイプの基部上にセットされ、通常、一束あたりのブラシ毛のセット量が従来の方式
で、等間隔に基部にセットされる。ブラシ毛は、通常先細り形状ではなく、左右に旋回す
るだけである。これらブラシ毛がもつれた毛髪に接触すると、もつれを一緒に圧縮させる
傾向にあり、それゆえ課題を追加し、かつもつれをそれ自体でほぐす毛髪自体の本来の特
性を低下させる。もつれを除去する当該方法を継続することは、毛髪の切断や毛髪抜けを
もたらす（毛根における自然の毛髪抜けとは混同されない）。
【００３４】
　公知のブラシや櫛とは異なり、装置の基部は、頭部の自然の輪郭に従うように好ましく
は凹状であって、相対的に大きい面積にわたって、根におけるより正確な直接接触を付与
する。もつれがない毛髪に使用されるとき、毛髪にもつれがないことを確実にし、かつも
つれが再形成される危険性をさらに減少させる。
【００３５】
　本発明の装置は、異なる種類のヘアトリートメント材料（例えば、カラー剤）を毛髪に
塗布するのに使用されることが可能であって、ブラシ毛の凹状構造は、選択された材料が
毛髪の根から端部まで完全にかつ均等に塗られることを確実にすることを補助する。
【００３６】
　カラーリング製品と従来の公知の硬質の歯／ブラシ毛との組み合わせによって、毛髪に
もつれを形成する傾向にあるため、ヘアカラーの製造者は、トリートメント材料、特にカ
ラー剤が毛髪上にあるとき、毛髪を櫛で梳かないことを推奨している。通常、彼らはこれ
らもつれを取り除き、かつヘアカラーが均等に塗られることを確実にするために、カラー
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リングブラシと熟練技能者を活用することを推奨している。当該方法は、時間を浪費し、
かつ製品によって毛髪を均等かつ完全に覆うことを保証しない。
【００３７】
　さらにヘアカラー剤の製造者は、カラー剤を正確に定められた長さの時間毛髪上にとど
め、かつ除去前に定められた最大時間より長く、毛髪上に放置させるべきではないことを
要求する。当該定められた時間間隔内において、毛髪は追加のカラーサービスやトリート
メントを施される必要があるかもしれない。これら追加サービスのいくつかは、当該時間
間隔内には、完了させることができないかもしれず、そのため、毛髪全てが根から端部ま
で均等にカラー剤によってコートされることを確実にすることは困難かもしれない。これ
ら追加サービスを完了させるためにかかる時間は、毛髪長さや状況に依存し、クライアン
トに応じて変化し、材料製造者によって定められた時間間隔よりも、完了させるまでに長
い時間かかる場合もあり、彼らは、彼らの製品を使用したときに、最上のヘアカラー結果
を保証しようとするために、これら時間間隔を定めかつガイドラインを発行する。
【００３８】
　製造者が定めた時間よりも長く、ヘアカラー製品が毛髪上にとどめられると、例えば、
製造者が定めたものと異なるヘアカラー結果が達成される等、最終的に達成されるカラー
結果や、その結果生じる不平／責任問題等に、非常に影響を与えるかもしれない。一般的
に製造者は、定められた時間やガイドラインが順守されていない場合、最終のカラーに対
して責任を認めない。
【００３９】
　本発明に係る装置は、もつれさせることなく、均等かつ素早くカラーを塗るために使用
されることが可能であって、特に、時限の第１カラー塗布が進行しつつ、一般的に時間を
浪費する追加カラーサービスが要求されるとき、追加サービスを第１塗布のための製造者
時間スケール内に完了可能なように、毛髪の根から端部まで均等にかつ素早く、ヘアカラ
ーを塗るのに有益である。
【図１】 【図２】
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