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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電気かみそり用剃毛ユニット（１）であって、外側カッター（５）と、前記外側カッタ
ーに対応する内側カッター（１３）と、を備え、前記外側カッター及び内側カッターが、
互いに対して可動であるように装着され、駆動機構により相対運動するように構成されて
おり、前記内側カッターに複数の刃先（２３）が設けられ、前記内側カッターの外面は前
記外側カッターの内面と接しており、前記外側カッターに、刃先（２２）を備えた複数の
歯（６）が設けられ、前記外側カッター（５）に、互いに向かい合って配置されて前記相
対運動の方向に従って延びる２つの櫛要素（２、３）が設けられ、前記２つの櫛要素が、
前記第１櫛要素（２）の前記歯（６）の先端部（１０）が前記第２櫛要素（３）の前記歯
（６）の先端部（１０）と対向するように互いに対して整列され、前記歯の先端部が、互
いに本質的に離隔して配置され、前記歯（６）の先端部（１０）が、その対応する反対側
の末端部に対して上方に持ち上がっており、かつ前記第１櫛要素（２）の前記歯（６）が
、前記相対運動の方向に沿って前記第２櫛要素（３）の前記歯（６）に対してずれて配置
され、前記２つの櫛要素（２、３）は、単体の材料から一体形成され、前記内側カッター
（１３）は、複数のバー（１５）で相互接続された２つの側壁（１４）から構成され、各
バー（１５）の上面にくぼみ（２０）が設けられていることを特徴とする、電気かみそり
用剃毛ユニット。
【請求項２】
　前記２つの櫛要素（２、３）の前記歯（６）のピッチ（Ｐ）がほぼ等しく、前記第１櫛
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要素（２）の歯（６）が、前記第２櫛要素（３）に対して本質的にピッチの半分だけずれ
て設けられることを特徴とする、請求項１に記載の剃毛ユニット。
【請求項３】
　前記第１櫛要素（２）及び前記第２櫛要素（３）の前記歯（６）がそれぞれ、互いに対
して鈍角（Ａ）で延びる平面に位置することを特徴とする、請求項１又は２に記載の剃毛
ユニット。
【請求項４】
　対向する歯の先端部（１０）間の間隔（Ｇ）が、約０．７～１．６ミリメートルである
ことを特徴とする、請求項１～３のいずれか一項に記載の剃毛ユニット。
【請求項５】
　前記歯（６）の先端部（１０）が、約１５０～８００μｍの幅を有することを特徴とす
る、請求項１～４のいずれか一項に記載の剃毛ユニット。
【請求項６】
　前記外側カッター（５）の前記歯（６）の先端部（１０）間の領域において、前記内側
カッター（１３）に前記くぼみ（２０）が設けられることを特徴とする、請求項１～５の
いずれか一項に記載の剃毛ユニット。
【請求項７】
　前記内側カッター（１３）及び外側カッター（５）の前記相対運動が、前記剃毛ユニッ
トの長手方向軸（Ｘ）に沿った並進振動運動であることを特徴とする、請求項１～６のい
ずれか一項に記載の剃毛ユニット。
【請求項８】
　前記２つの櫛要素（２、３）の少なくとも一方に、前記歯（６）の先端部（１０）の反
対側に配置されるバー（１９）が設けられることを特徴とする、請求項１～７のいずれか
一項に記載の剃毛ユニット。
【請求項９】
　請求項１～８の一項に記載の剃毛ユニット（１）の少なくとも１つを備える剃毛ヘッド
を特徴とする、電気かみそり用剃毛ヘッド。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、請求項１の包括的部分に従った電気かみそり用剃毛ユニットに関する。この
種類の剃毛ユニットは、電気かみそり、顎ひげトリマー、及び毛髪カッターでの使用に指
定される。これらは、単独の切断要素として又は他の切断要素と組み合わせて配置される
ことができ、多くの場合、いわゆる中央トリマーとして使用され、２つの剃毛フォイル（
shaving foil）の間に配置される。
【背景技術】
【０００２】
　最初に述べた種類の剃毛ユニットは、例えば欧州特許第０６９３９８８（Ｂ１）号から
知られている。この文献は、中央トリマーが２つのフォイル式剃毛要素の間に配置される
乾式電気かみそりを開示している。この中央トリマーの上部カッターは、外側に向いて突
出する歯で構成される毛髪送り手段と共に設けられる。一般にこれらの中央トリマーは、
非常に短い毛髪の長さを残して毛髪を切断するのにかなり有効である。皮膚に平らに寝て
いる毛髪に対しては、既知の切断システムの性能は、特にこのような毛髪が弾力のある皮
膚を有する皮膚領域に位置する場合、このような毛髪は櫛状送り手段の２つの歯の間に形
成された送り領域から逃げてしまう可能性があるため、最適ではない。
【０００３】
　欧州特許出願公開第１９３０１３５（Ａ１）号からは、バーの間に小さなスリットを形
成するように、互いに短い間隔で配置された多数のバーを含む中央トリマーを備えた剃毛
ヘッドが知られている。このような種類の中央トリマーは、トリマーの長手方向軸に沿っ
て中央のバーが配置されない、より開放的な構成である。この種類の切断ユニットは、外
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側カッターの厚みが薄くても機械的に安定であることが実証されている。この種類の剃毛
ユニットの欠点は、皮膚刺激を生じさせる恐れがあることである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】欧州特許第０６９３９８８（Ｂ１）号
【特許文献２】欧州特許出願公開第１９３０１３５（Ａ１）号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　剃毛中の皮膚刺激を避けるだけでなく、最適な毛髪送りを保証するように、最初に述べ
た種類の改善された電気かみそり用剃毛ユニットを提供することが、本発明の目的である
。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本目的は、請求項１に示すような特徴を組み合わせることで達成される。
【０００７】
　本発明によると、外側カッターには、それぞれ内側に向いた２つの櫛要素が設けられる
。本発明の解決策は、非常に薄い櫛要素を設けることと合わせて高い機械的安定性を可能
にし、結果として皮膚に平らに寝ている毛髪を最適に持ち上げることを保証する。薄い外
側カッターは、内側カッターと外側カッターとの間の切断領域を皮膚に極めてすれすれに
配置できるため、滑らかな剃毛を更に向上させる。櫛要素の内側に向いた歯の間の上部カ
ッターの中央領域は、毛髪を皮膚から持ち上げる可能性を非常に高める。
【０００８】
　毛髪を持ち上げるだけでなく捕らえる確率を高める本発明の実施形態では、第１櫛要素
の歯は、相対運動の方向に沿って第２櫛要素の歯に対してずれて配置される。本発明の特
に有利な実施形態では、２つの櫛要素の歯のピッチは等しく、第１櫛要素の歯は、第２櫛
要素に対してピッチの半分だけずれて設けられる。これにより、先端部の前側の自由距離
をより長くでき、切断する毛髪を送るのに役立つ。
【０００９】
　剃毛中及び剃毛後の皮膚刺激を完全に回避し、平らな毛髪を捕らえるのに共に役立つ本
発明の別の実施形態は、剃毛中に皮膚に接触する歯の表面が１平面に位置するように、第
１及び第２櫛要素の歯を設計することを特徴とする。皮膚に平らに寝ている毛髪を送る優
れた性能を特徴とする別の実施形態は、第１及び第２櫛要素の歯がそれぞれ、互いに対し
て１８０～１２０度の角度で延びる平面に位置するように実現され得る。特に、先端部が
上方に持ち上がっていることを意味する、歯の先端部と歯の対応する反対側の末端部との
最大２５０μｍの高低差は、皮膚に平らに寝ている毛髪に対する非常に有効な送り性能と
皮膚刺激の回避との両方を保証する最適な折り合いである。これは、剃毛ストローク中に
、この形状がその２５０μｍの範囲の皮膚も変形させるためである。また、これは、先が
尖った形状の歯が下方にスライドし、次に数百μｍの長さの無精ひげを持ち上げる可能性
を高める。
【００１０】
　対向する歯の先端部間の約０．７～１．６ミリメートルの間隔は、顎ひげを数日間伸ば
した場合でも、優れた毛髪送りだけでなく高い剃毛快適性を保証することが分かっている
。
【００１１】
　連続剃毛ストローク中に、皮膚は、対向する歯の先端部間の間隙領域で引っ張られて伸
ばされたままになる。しかしながら、ストロークの向きを逆転するとき、皮膚とかみそり
との間で最大接触圧に起因する皮膚のひだが生じ得ることから、皮膚が間隙に貫入する傾
向がある。したがって、外側カッターの歯の先端部間の領域において、内側カッターにく
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ぼみが設けられることは有利である。前記領域では、内側カッターの鋭利な刃先を避ける
と更に有益である。
【００１２】
　本発明の剃毛ユニットは、線形／並進振動式及び回転式の剃毛システムの両方に組み込
まれることができる。これは、内側及び外側カッターの相対運動が、剃毛ユニットの長手
方向軸に沿った並進振動運動であっても、又は環状剃毛ユニットの垂直軸を中心とした回
転運動であってもよいことを意味する。
【００１３】
　２つの櫛要素の少なくとも一方に、歯の先端部の反対側に配置されるバーが設けられる
と、２つの歯の間のスリットに皮膚を挟む可能性が激減する。更に、平らに（すなわち、
皮膚にほぼ平行に）寝ている毛髪が、２つの歯の間に送り込まれた後、剃毛ストローク中
にその自由末端部でこのバーと反対方向に押されると、皮膚から離れた毛髪を活用し、剃
毛ユニット内により深く移動させて切断することが確実に見込まれる。
【００１４】
　本発明は、少なくとも１つの上述したような剃毛ユニット、特に同種又は他種の更なる
剃毛ユニットと組み合わせて配置する、剃毛ヘッドにも関する。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
　本発明は、代表的な実施形態の詳細な説明及び図の参照により更に解明される。図中、
【図１】本発明の代表的な実施形態の斜視図。
【図２】図１のＤ１の詳細を拡大して示す。
【図３】本発明の実施形態の別の斜視図。
【図４】図３に従った剃毛ユニットの長手方向軸に沿った断面図。
【図５】図２に従った本発明の実施形態の横方向軸に沿った断面図。
【図６】本発明にとって重要でない一部の詳細を除き、図５のＤ２の詳細を拡大して示す
。
【図７】回転式のかみそりに使用される本発明に従った上部カッターを示す。
【図８】図７に従った実施形態の断面図。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　図１は、長手方向軸Ｘ、横方向軸Ｙ、及び垂直軸Ｚを有する、本発明に従った剃毛ユニ
ット１の実施形態を示す。拡大図では、図２に示すように、第１櫛要素２、第２櫛要素３
、及び側壁４から本質的になる外側カッター５が示され、すべての部分が合わさって外側
カッター５のＵ字形を構成する。図２に従った実施形態では、２つの櫛要素２及び３は、
所定の角度で互いの方向に延びるように配置され、それによって剃毛中に皮膚に接触する
櫛要素の上面が内側に動くその外縁８より高くなり、中心部分が持ち上がった屋根状の形
状になる。同一部分又は互いに一致する部分については、説明で同じ参照番号を使用する
。
【００１７】
　図１～３から最もよく分かるように、２つの櫛要素２、３は一体形成されており、一定
の間隔で配置された多数の歯６を含む。それぞれのピッチＰは０．９ｍｍである。歯６は
横方向軸Ｙに平行に内側に延びており、歯根面９から先端部１０までを測定した長さは１
．２ｍｍである。外縁８から先端部１０までの距離は２．２５ｍｍである。いずれの歯も
長手方向軸Ｘに沿って測定した幅Ｗが約０．５ｍｍ（５００μｍ）であり、ピッチＰ値を
０．９ｍｍとして計算すると、２つの歯６の間のスリット７の値は約０．４ｍｍになる。
剃毛ユニット１の（横方向軸Ｙに沿った）全幅は５．５ｍｍであり、その長手方向軸Ｘに
沿った長さは４１ｍｍである。歯６が配置された部分を画定する剃毛ユニット１の両末端
部１１は、全く歯がない平面を有する。両末端部１１には、ユーザーの皮膚と相互作用す
る浮き彫り様構造が設けられてもよく、又は穿孔されていてもよい。末端部１１の穿孔は
、一体形成された２つの櫛要素２、３を長手方向軸Ｘに平行な共通対称線１２に沿って曲
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げる方法に確かな効果がある。この曲げは、２つの櫛要素２、３間に鈍角Ａをもたらすた
めである。この論題及びそれに伴う利点は、特に図５及び６に関連して後述される。
【００１８】
　外側カッター５は、同様にＵ字形である内側カッター１３を取り囲む。内側カッター１
３は、複数のバー１５で相互接続された２つの側壁１４から構成され、それぞれのバーは
、間隔によって互いに離して配置され、２つの隣接するバー１５の間に複数の溝１６を形
成する（図４を参照）。バー１５は、一定の間隔で配置される。それぞれのピッチは１．
５ｍｍである。バーは長手方向軸Ｘに沿った幅が約０．７ｍｍであり、よって溝の幅は０
．８ｍｍになる。板バネ１７は、内側カッター１３と外側カッター５との間に予め負荷を
かけて配置され、それ自体が既知の方法で両方の部分を互いと反対方向に偏らせる。内側
カッター１３は、振動駆動装置と既知の方法で連結されるように連結手段１８を含むが、
駆動装置は図に示されていない。外側カッター５は、好ましくは電気かみそりのかみそり
ヘッド又はハウジングに固定されるが、本発明の更なる実施形態（図示せず）では駆動機
構により駆動されることもできる。
【００１９】
　図３から、第１櫛要素２及び第２櫛要素３は、０．９ｍｍの同じピッチＰが与えられて
いることが分かる。ただし、２つの櫛要素は、互いに対してピッチの半分である０．４５
ｍｍだけ平行移動されている。したがって、第１櫛要素２の先端部１０は、第２櫛要素３
のスリット６の向かい側に位置される。
【００２０】
　図５及び６は、図２に従った本発明の実施形態の横方向軸に沿った断面図を示し、２つ
の櫛要素２と３との間の鈍角Ａを明確に示している。この角度Ａは、外縁８と先端部１０
との間に２５０μｍの高低差Ｈをもたらす。２つの櫛要素間の鈍角Ａは、末端部１１の領
域で対称線１２を中心に単に曲げることにより生成される。したがって、櫛要素２、３の
歯６は、曲げる道具に接触されることなく角度をつけた位置に動かされる。
【００２１】
　第１櫛要素２の先端部１０とその対応する第２櫛要素３の相対物との間の自由間隙Ｇは
、約１．００ｍｍである。先端部１０から歯根面９までの距離である歯の長さＬは、１．
２ｍｍである。Ｚ次元での歯の高さは、先端部１０の領域で１５０μｍであり、長さＬに
沿って歯根面９の方向に４００μｍまで直線的に増加する。外縁８から先端部１０までの
距離は２．２５ｍｍであるため、連結バー１９は１．０５ｍｍの幅を有する。これにより
、歯の圧力処理能力に最適に順応する歯６の曲げ剛性が達成される。このように、非常に
薄い櫛の先端部１０は、それにもかかわらず歯６の安定性を保つことにより実現可能であ
ろう。先端部１０に向けて歯６の厚さを先細にすることは、歯の下面で材料を除去するこ
とにより達成される。非常に薄い歯は皮膚を刺激する危険性が増加するが、互いに対向す
る櫛の先端部は最適に皮膚を伸張させることができ、したがってこの危険性を補う。
【００２２】
　外側連結バー１９に対する先端部１０が持ち上がっていることにより弾力のある皮膚の
領域で皮膚が変形するが、このことは、平らに寝ている毛髪を持ち上げて最適に配向した
後、外側カッター５のスリット７及び内側カッター１３の溝１６により画定される切断間
隙に毛髪を送るのに役立つ。歯６は、本質的に既知のように、その下面に刃先２２が備え
られており、バー１５にはその上面に刃先２３が設けられる。
【００２３】
　万一、剃毛中に皮膚が自由間隙Ｇ内に押し込まれた場合、駆動した内側カッター１３に
皮膚が接触するのを避けるため、バー１５にはその中間部分の上面にくぼみ２０が設けら
れる。境界領域でのバー１５の高さは約０．３ｍｍであるのに対し、くぼんだ中間領域２
０での高さはわずか約０．２ｍｍである。この０．１ｍｍのくぼみに加えて、バー１５の
中間領域２０には、中央で垂直に約０．１ｍｍの更なる自由空間を与える凹状上面が設け
られている。くぼみ２０は、Ｙ軸に沿って１．７ｍｍの全幅Ｒにわたって延びている。自
由間隙Ｇが１．００ｍｍであるため、アンダーカットＵ（先端部１０からくぼみ２０の対
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応の境界までの範囲）は０．３５ｍｍである。くぼみと共にこのアンダーカットＵにより
、剃毛中の皮膚刺激が確実に回避される。
【００２４】
　内側カッター１３と同様に外側カッター５もＵ字形の断面を有することから、剃毛ユニ
ット１は、わずかな薄さの材料部品を使用しているにもかかわらず、優れた機械的安定性
によって区別される。
【００２５】
　図７は、それ自体が既知の種類であり、図に示されていない回転式内側カッターを備え
た回転式のかみそりに使用される、本発明に従った剃毛ユニットの外側カッター５を示す
。この外側カッター５にも、２つの櫛要素２及び３の内側に向いた歯６が設けられる。第
１櫛要素２は、円形の形状を示し、第２櫛要素３は、環形状を有し、第１櫛要素２の周囲
に同心円状に配置される。本発明のこの実施形態の機能、効果、及び利点に加えて、形状
及び寸法も、図１～６に示した上記の線状型と類似している。
【００２６】
　図８の断面図から分かるように、歯６は、先端部１０が外縁８及び内縁２１の基準面に
対して約２５０μｍの高さＨに持ち上がるように、所定の角度に曲げられている。２つの
向かい合わせの先端部１０間の自由間隙Ｇは、約１．００ｍｍである。
【００２７】
　本明細書に開示した寸法及び値は、記載された正確な数値に厳密に限定されるものとし
て理解されるべきでない。むしろ、特に断らないかぎり、そのようなそれぞれの寸法は、
記載された値及びその値周辺の機能的に同等の範囲の両方を意味するものとする。例えば
、「４０ｍｍ」として開示された寸法は、「約４０ｍｍ」を意味することを意図する。

【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】

【図７】

【図８】
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