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図２ ヒゲ剃り刃の着脱
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Aの網刃の外刃と内刃は分かれているが、Bはバネで繋がり一体になっている。
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＜ヒゲの性質＞
・太さ：100-
・硬さ：<200HV
・間隔：約
・成長：0.2- 日
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シェーバＡ シェーバＢ
刃の駆動 往復（1.4万回/分）往復（1万回/分）
刃数 3枚 3枚
刃交換の
目安 外刃：1年、内刃：2年 外内刃一体：1.5年

ヘッド駆動 前後、左右 前後
重量、高さ 190g、170mm 217g、161mm

シェーバA シェーバB
外刃 内刃 外刃 内刃

網
刃

材質 M系ステンレス鋼 ニッケル M系ステ
ンレス鋼

HV
硬さ 578 674 606 628

形状 六角孔 30°
直線 六角孔 <45°

弧状

ス
リ
ッ
ト
刃

材質 M系ステンレス鋼 M系ステンレス鋼
HV
硬さ 652 640 592 502

形状 波形溝 30°
直線 蛇行溝 <45°

弧状

キ
ワ
剃
り
刃

材質 M系ステンレス鋼 M系ステンレス鋼
HV
硬さ 637 654 603 584

形状 鋏状 45°
直線 鋏状 <30°

弧状

刃先角 HV
硬さ 組成（mass%） 調査年

/回
シェーバ 30-45°650 0.4C-13Cr-Mo 今回/ ９５
カミソリ刃 12° 700 0.6C-13Cr ０２/ ３７
出刃包丁 18-34°800 1.0C-0.3Cr ０２/ ３６
植木鋏 30° 840 0.7C（炭素鋼）９８/１９
肥後の守 22° 800 0.8C（炭素鋼）９５/   ６

C Si Mn Cr Mo HV
硬さ

シェーバＡ 0.38 0.35 0.36 13.2 1.23 650 ヤスキハガネ
（銀6）

シェーバＢ 0.43 0.33 0.36 16.0 1.01 600 海外鋼種

カミソリ替刃 0.65 0.30 0.70 13.0 700 ヤスキハガネ
（銀5）

M系ステンレ
ス鋼 0.33 <1.0 <1.0 13.0 550 JIS鋼種：

SUS420J2
一 般 ステン
レス鋼 0.10 <0.7 <1.0 17.0 JIS鋼種：

SUS430
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図１０ ニッケル電鋳法
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導電母型から電着膜を剥がして造る。

表1　調査シェーバの性能比較 （カタログ値）

図１　調査対象の外観

図2　ヒゲ剃り刃の着脱
Aの網刃の外刃と内刃は分かれているが、Bはバネで
繋がり一体になっている。 

図4　網刃の内刃の外観とSEM像
いずれもM系ステンレス鋼である。Aは光沢があるが、
Bには酸化膜が付いている。

図３　網刃の外刃の外観とSEM像
Aはステンレス鋼、BはNi電鋳品である。

図5　網刃の断面
外刃の孔端は内側に出ている。そこを内刃が左右に動く。
外刃の総高さはいずれも60μｍである。

表２　各刃の材質、硬さ、形状のまとめ

図6　スリット刃の外刃、内刃とSEM像
外刃の形状はくせヒゲを取り込む工夫がされている。

図7　スリット刃の断面
外刃は厚い。内刃の両端は鋭角に削られている。

図8　キワ剃り刃の断面
髪の毛を取り込み鋏切る。Bの外刃は弧状に並び、厚い。

日本刀は心鉄が低炭素、皮鉄（周囲）が高炭素で、その
刃先角は約22°である。刃先端角のRや小刃角は未測定。

表３　本シリーズで調査した刃物の刃先角など

図10　ニッケル電鋳法
導電母型から電着膜を剥がして造る。

表４　刃物用ステンレス鋼の化学組成（mass%）と硬さ

HV硬さは焼入-焼戻後の例、組成も代表例。シェーバA、Bは今回の調査結果。
A,Bには、上記組成以外に、0.12と0.16%のNiがそれぞれ含まれていた。

図9　網刃による深剃りの機構
外刃の孔に入ったヒゲは鋭角の内刃で切断される。
以前の内刃は鋭角でなく、外刃と挟んで切断していた。
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はじめに

ビジネスマンの50%が電気シェーバのみ、
20%が安全カミソリのみ、残りが両方併用し
ていると言う。電気シェーバは手軽であるが、
カミソリに比較して剃り残し感があるのが最大
の課題。そのため、深剃りとくせヒゲ対策をし
た3枚刃や5枚刃のシェーバが発売されている。

電気シェーバはどんな機構でヒゲを剃ってい
るのか、また刃の材質は何かを探ってみた。

調査対象

電気シェーバは外刃の孔に入ったヒゲを内刃
で「刈る」のであるが、内刃の動きには回転式
と往復式がある。今回は往復式、3枚刃の電気
シェーバ2種類を調べた。シェーバAは日本製、
シェーバBはドイツ製である（表1、図1）。

Aは胴体の持ち手がスリムで首部は大きい。
一方、Bは胴体がずっしり大きく、ヒゲ剃り時
に持ち手が振動する。これは、駆動モータがA

では首部、Bでは胴体にあるためである。
いずれのシェーバも前後2本の刃は深剃り用

の「網刃」、中央はくせヒゲ用の「スリット刃」
となっていて、それぞれ独立に上下する。

交換のために、刃の部分（カセット）を取り
外すと、Aでは本体側に2つの内刃と1本の軸
が残るが、Bでは3つの駆動軸が残り、すべて
の内刃はバネで外刃に連結されている（図2）。

刃の種類と硬さ、材質

1）網刃
網刃の外刃は、多数の孔のある金属箔をドー

ム状に巻いた構造で、Aは長手方向に少し上に
弧を持った形状である。肌に接する表面は滑ら
かであるが、裏面にはリム（出っ張り部）があ
る。孔は主に横に長い六角形で、その孔径は
0.45-0.55mm、Bの方がやや大きく、枠の
幅も広い（図3）。

外刃のビッカース硬さは、いずれも600HV
（引張強さで2,000MPa）前後あり、大変硬
い。しかし材質は、Aはステンレス鋼、BはNi

（ニッケル）である。
一方内刃は、多数の刃の列をアーチ状に曲げ

た構造で、刃幅は約0.3mm、間隔は1mmで
ある（図4）。 材質はいずれもステンレス鋼で、
Aは光沢があるが、Bは熱処理による酸化被膜

が付いている。手で強く曲げるとポキッと折れ
てしまうほど硬くて脆い。

外刃と内刃を樹脂に埋め、研磨し、その断面
を観察した（図5）。外刃の厚みは40-50µm
と薄く、端は内側に曲げられ、総高さはいずれ
も60µmである。一方、内刃の両側は刃先角
30-45°に、Aでは直線、Bでは弧状に削られ、
硬さは網刃より少し高い。これら刃部の材質、
硬さと形状は、他の刃部も含めて表２にまとめ
られている。
2）スリット刃

中央の刃には、縦に長いスリット部（開口幅
約0.5mm）があり、長いくせヒゲを起こして、
網刃に入る長さまで切る役割がある。A、Bと
も外刃と内刃は複数のコイルバネあるいは板バ
ネで押し付けられている。

外刃のスリット模様は、Aは波状、Bは蛇行
状と異なるが、内刃はいずれもステンレス鋼の
矩形刃（幅0.3ｍｍ）で、1.3ｍｍの間隔で並
んでいる（図6）。

断 面 観 察 に よ る と、 外 刃 の 厚 み は 0.3- 
0.4mmと網刃の5倍以上厚く矩形で、内刃の
両端は網刃の内刃と同様、鋭角に削られている

（図7）。
3）キワ剃り刃

シェーバAでは後面、Bでは前面にある突起
部を押し上げると、キワ剃り刃が出てくる。こ
こでは「バリカン」と同じく、横から髪の毛を
取り込み、挟んで切る。

断面観察によると、内刃は、他の刃と同様、
両端が鋭角に削られている（図8）。

深剃りの機構と刃先角

網刃での深剃りは、図9に示すように、外刃
を肌に押し当て、孔に入ったヒゲを内刃で「刈
り取る」のであって、カミソリのようにヒゲの
根もとから肌に沿って「剃る」のとは違う。

ヒゲの太さは 20 歳代 0.10mm、50 歳代
0.14mm、間隔は多いところで1mm、成長
は1日0.2から0.4mmなので、外刃の孔径と
間隔はなんとなく理解できる。またヒゲの硬さ
は、水分にも拠るが、刃の1/3以下である。

15年前のシェーバは、内刃の刃先角は60
度で、ヒゲを外刃と内刃で挟み切る形であった
が、内刃の鋭角化が進み、内刃だけで切り取る
ようになってきているらしい1）。

本シリーズでは、これまで様々な刃物の調査
を行ってきている。これを表32）に示す。他の
刃物から見ると、シェーバ内刃の刃先角（30°）
はまだ鈍く、高速の往復運動により切断力をカ
バーしているように思える。

刃の材料

1）電鋳ニッケル網刃
Bの網刃の外刃はNiの電気鋳造（電鋳）品

である。これは一種のメッキで、電解溶液中に
金属と母型を浸漬して通電すると、陽極金属が
溶け、母型の導電性のある部分にだけ電着す
る。これを剥がせば網状の金属箔が得られる（図
10）。陰極を導電ドラムにして回転させ、電着
膜を引き出せば、連続した金属箔ができる。

電解液に有機添加剤を入れると、高い硬さが
得られると言われている。化学分析ではNi以
外に0.1% Co（コバルト）と0.06% C（炭素）
しか検出されていないが、驚くことに硬さは
600HVと金属Niの3-4倍の硬さが出ていた。

この電鋳Ni網刃は他のシェーバメーカでも
広く採用されているようである。
2）マルテンサイト系ステンレス鋼

上記以外の外刃・内刃はすべてMo（モリブ
デン）を含む高炭素ステンレス鋼であった。

一般のステンレス鋼は焼きが入らず硬さは低

いが、C（炭素）を多く含む13％ Cr（クロム）
ステンレス鋼（SUS410 や 420J2）では、
焼入れ-焼戻しによりマルテンサイト組織とな
り、高い硬さが得られる（表4）。これをマル
テンサイト（M）系ステンレス鋼と言う。

安全カミソリの刃には、Cをさらに0.65%
まで増やして、硬さを上げたステンレス鋼帯

（銀5、厚み76µm）が使われている。今回、
電気シェーバの刃には、それよりCを減らし、
高価なMoを添加した材料（銀6）が使用され
ていた。

Moは硬さを上げ、またCrと同様強固な保護
皮膜を作り、耐食性を向上させる作用がある。
曲げ加工性を確保し、カミソリより長期間の耐
食性と切れ味を確保するための対策であろう。

高級刃物には硬さと耐食性だけでなく材料の
清浄性と組織の緻密性が要求される。特に、非
金属介在物を極力無くし、硬いCr炭化物を微
細に分散させて、「耐摩耗性」と「刃欠け（刃
こぼれ）防止」を両立させる必要がある3）。

このため日本製シェーバや高級刃物には
「YSSヤスキハガネ」が広く使われている。こ
れは島根県にある日立金属㈱安来（やすぎ）工
場で製造される鋼でJIS規格に無い材料である。
3）ステンレス刃の加工と熱処理

刃の製造法は、公表資料4）によると、シェー
バAの網刃の外刃は、0.035mm厚のステン
レス鋼板に金型を押し当て、鍛造・圧印して形
状と模様を付けた後、焼入れ・矯正で硬さを上
げ、最後に冷間絞りで弧のあるドーム状にして
いる。

内刃は、0.4mm厚の同じステンレス鋼板を
精密抜き鍛造で刃付けをし、焼入れ・矯正と平
面研削後、高周波加熱で曲げと焼入れをし、最
後は電解研磨で刃先を整えている。この製造と
形状管理が連続で行われているらしい。

まとめ

今回の刃部分解では、日本製の複雑形状の造
り込みやドイツ製の堅牢な組立に驚かされた。
モノ造りにも国柄が現れている。

次回は、内刃を左右に高速で動かすモータに
ついて紹介する。
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