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(57)【要約】
　本発明は、電動歯ブラシに関するものであって、さら
に詳しくは、振動モーターの振動が剛毛ホルダーに直接
伝達されるので振動効率に優れており、洗浄力を向上さ
せることができ、これによって、バッテリー電源を節約
でき、歯ブラシの小型化を具現でき、ヘッド部の厚さを
減らすことができ、振動モーターがヘッド部の上面に形
成された固定溝に安定的に固定されることができ、騷音
を減らすことができる電動歯ブラシに関するものである
。
【選択図】　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ヘッド部と取っ手部とを含む電動歯ブラシにおいて、
　ヘッド部の上面には剛毛が植栽され、ヘッド部の内部には振動モーターが設けられたこ
とを特徴とする電動歯ブラシ。
【請求項２】
　前記ヘッド部には、水が流入できないモーターハウジングが設けられ、前記モーターハ
ウジングの内部に振動モーターが設けられたことを特徴とする請求項１に記載の電動歯ブ
ラシ。
【請求項３】
　前記ヘッド部は、前記剛毛が植栽される剛毛ホルダーと、剛毛ホルダーの下側に前記振
動モーターが位置するように設けられたヘッドプレートとを備え、
　前記剛毛ホルダーは、ヘッドプレートと一体形成されるか、選択的に分離されるように
設けられたことを特徴とする請求項１に記載の電動歯ブラシ。
【請求項４】
　前記振動モーターを作動させる電源部材は、前記取っ手部の内部または外部に備えられ
ることを特徴とする請求項１に記載の電動歯ブラシ。
【請求項５】
　前記振動モーターは、横２ｍｍないし２０ｍｍ、縦２ｍｍないし３０ｍｍ、厚さ０．１
ｍｍないし３０ｍｍの長さを有する六面体状、または直径１ｍｍないし２０ｍｍ、厚さ０
．１ｍｍないし３０ｍｍを有する円筒形状を有することを特徴とする請求項１に記載の電
動歯ブラシ。
【請求項６】
　前記ヘッド部は、前記剛毛が熱融着され固定された剛毛ホルダーと、前記剛毛ホルダー
の下側に設けられたヘッドプレートとを備え、
　前記剛毛ホルダーには、前記剛毛が挿入可能なビアホールが形成され、
　前記剛毛ホルダーと前記ヘッドプレートとの結合によって振動モーターが設けられる内
部空間が形成されることを特徴とする請求項１に記載の電動歯ブラシ。
【請求項７】
　前記剛毛は、剛毛ホルダーに植栽され、剛毛ホルダーは、ヘッドプレートと結合され、
　前記ヘッドプレートの上面には、振動モーターを固定するための固定溝が形成されたこ
とを特徴とする請求項１に記載の電動歯ブラシ。
【請求項８】
　前記固定溝が、前記上面の中央部に形成されたことを特徴とする請求項７に記載の電動
歯ブラシ。
【請求項９】
　前記振動モーターが前記固定溝に設けられ、前記剛毛ホルダーが前記ヘッドプレートに
結合された場合に、前記振動モーターの上面が前記剛毛ホルダーの下面に接することを特
徴とする請求項７または請求項８に記載の電動歯ブラシ。
【請求項１０】
　前記ヘッド部の後端には第１挿入部が形成され、前記取っ手部には第２挿入部が形成さ
れ、前記第１挿入部及び前記第２挿入部には挿入部材が設けられ、
　前記挿入部材には、前記振動モーターを作動させるためのバッテリーと、前記バッテリ
ーの電源を前記振動モーターに供給するか遮断するスイッチとが設けられたことを特徴と
する請求項７または請求項８に記載の電動歯ブラシ。
【請求項１１】
　前記ヘッド部には、前記第１挿入部を外部と連通させる貫通孔が形成され、前記貫通孔
を通じて前記スイッチが外部に露出することを特徴とする請求項１０に記載の電動歯ブラ
シ。
【請求項１２】
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　前記ヘッド部の後端にはねじ山が形成され、前記取っ手部の先端には前記ねじ山と型合
わせするねじ山が形成されて、前記ヘッド部と前記取っ手部とがねじ結合されることを特
徴とする請求項１０に記載の電動歯ブラシ。
【請求項１３】
　前記ヘッド部には、前記第１挿入部と前記固定溝とを連通させる連結通路が形成され、
　前記連結通路には、前記バッテリーの電源を前記振動モーターに供給する電線が設けら
れることを特徴とする請求項１０に記載の電動歯ブラシ。
　
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電動歯ブラシに関するものであって、さらに詳しくは、振動モーターの振動
が剛毛ホルダーに直接伝達されるので振動効率に優れており、振動モーターがヘッド部の
上面に安定的に固定でき、騷音を減らすことができる電動歯ブラシに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、電動歯ブラシは、剛毛が植栽された剛毛ホルダーを振動モーターを利用して振
動させることで歯を磨く器具である。このような電動歯ブラシは、取っ手部とヘッド部と
を有し、上記取っ手部には、振動モーターとバッテリーとが収納され、ヘッド部には剛毛
ホルダーが備えられる。
【０００３】
　取っ手部に設けられた振動モーターがバッテリーの電源によって駆動されて振動を発生
させ、上記振動は、ヘッド部に伝達されて剛毛ホルダーを振動させる。すなわち、上記振
動は、ヘッド部で直接発生するのではなく、取っ手部で発生してヘッド部へと伝達される
。このような振動伝達過程で振動の一部が消滅するか、手に伝達されて消滅するので、振
動モーターではその分大きい振動を発生させなければならず、効率的ではない。
【０００４】
　上記非効率は、大きい振動を発生させるためにサイズの大きな振動モーターを設けなけ
ればならないこと、大きい振動を発生させるために多くの電源を供給しなければならない
こと、上記大きな振動モーターを収納するために歯ブラシのサイズが大きくならなければ
ならないこと、などのすべての点における非効率をもたらす。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は、上述のような問題点を解決するために創案されたものであって、振動モータ
ーをヘッド部に設けることで、振動モーターの出力を高めなくても剛毛に効率的に振動が
伝達されるようにすることはもちろん、歯ブラシの小型化を具現でき、ヘッド部の厚さを
減らすことができる電動歯ブラシを提供することにその目的がある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記問題点を解決するために、本発明の望ましい実施例による電動歯ブラシは、ヘッド
部と取っ手部とを備え、上記ヘッド部の内部には、振動モーターが設けられる。
【０００７】
　上記ヘッド部には、水が流入できないモーターハウジングが設けられ得、上記振動モー
ターは、モーターハウジングの内部に設けられ得る。
【０００８】
　上記ヘッド部は、上記剛毛が植栽される剛毛ホルダーと、剛毛ホルダーの下側に上記振
動モーターが位置するように設けられたヘッドプレートとを備え得る。上記剛毛ホルダー
は、ヘッドプレートと一体形成されるか、選択的に分離されるように設けられ得る。
【０００９】
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　上記振動モーターを作動させる電源部材は、取っ手部の内部または外部に備えられ得る
。
【００１０】
　上記振動モーターは、横２ｍｍないし２０ｍｍ、縦２ｍｍないし３０ｍｍ、厚さ０．１
ｍｍないし３０ｍｍの長さを有する六面体状、または直径１ｍｍないし２０ｍｍ、厚さ０
．１ｍｍないし３０ｍｍを有する円筒形状を持ち得る
【００１１】
　上記ヘッド部は、剛毛が熱融着され固定された剛毛ホルダーと、上記剛毛ホルダーの下
側に設けられたヘッドプレートとを備え得る。剛毛ホルダーには、上記剛毛が挿入可能な
ビアホールが形成され、上記剛毛ホルダーと上記ヘッドプレートとの結合によって振動モ
ーターが設けられる内部空間が形成され得る。
【００１２】
　上記ヘッドプレートの上面には、振動モーターを固定するための固定溝が形成され得る
。
　上記固定溝は、上記上面の中央部に形成されることが望ましい。
【００１３】
　上記振動モーターが固定溝に設けられ、剛毛ホルダーがヘッドプレートに結合された場
合に、振動モーターの上面が剛毛ホルダーの下面に接することが望ましい。
【００１４】
　上記ヘッド部の後端には第１挿入部が形成され、取っ手部には第２挿入部が形成され、
第１、２挿入部には挿入部材が設けられ、挿入部材には、振動モーターを作動させるため
のバッテリーと、バッテリーの電源を振動モーターに供給するか遮断するスイッチとが設
けられ得る。
【００１５】
　上記ヘッド部には、第１挿入部を外部と連通させる貫通孔が形成され、上記貫通孔を通
じて上記スイッチが外部に露出し得る。
【００１６】
　上記ヘッド部の後端にはねじ山が形成され、取っ手部の先端には上記ねじ山と型合わせ
するねじ山が形成されて、ヘッド部と取っ手部とがねじ結合され得る。
【００１７】
　上記ヘッド部には、第１挿入部と固定溝とを連通させる連結通路が形成され、上記連結
通路には、バッテリーの電源を振動モーターに供給する電線が設けられ得る。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
　本発明は、以下の図面によって具体的に説明されるが、このような図面は本発明の望ま
しい実施例を例示するものであるので、本発明の技術思想がそのような図面にのみ限定さ
れて解釈されてはいけない。
【図１】図１は、本発明の望ましい実施例による電動歯ブラシを示す断面図である。
【図２】図２は、本発明の望ましい実施例による電動歯ブラシに備えられたヘッド部を示
す部分断面図である。
【図３】図３は、本発明の望ましい実施例による電動歯ブラシに備えられた取っ手部を示
す断面図である。
【図４】図４は、本発明の望ましい他の実施例による電動歯ブラシを示す分解斜視図であ
る。
【図５】図５は、図４の電動歯ブラシの剛毛ホルダーに剛毛を熱融着する過程を順次示す
断面図である。
【図６】図６は、図４の電動歯ブラシの剛毛ホルダーに剛毛を熱融着する過程を順次示す
断面図である。
【図７】図７は、本発明の望ましいまた他の実施例による電動歯ブラシを示す分解斜視図
である。
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【図８】図８は、図７の電動歯ブラシに備えられたヘッドプレートを示す平面図である。
【図９】図９は、図７の電動歯ブラシに備えられたヘッドプレートと剛毛ホルダーとを示
す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、添付した図面を参照しながら本発明の望ましい実施例を詳しく説明する。これに
先立って、本明細書及び請求範囲に使われた用語や単語は通常的や辞書的な意味に限定し
て解釈されてはいけず、発明者は自らの発明を最善の方法で説明するために用語の概念を
適切に定義することができるという原則に則して、本発明の技術的思想に符合する意味と
概念とに解釈されなければならない。従って、本明細書に記載された実施例は本発明の最
も望ましい一実施例に過ぎず、本発明の技術的思想の全てを代弁するものではないため、
本出願時点においてこれらに代替できる多様な均等物と変形例があり得ることを理解しな
ければならない。
【００２０】
　図１は、本発明の望ましい実施例による電動歯ブラシを示す断面図であり、図２は、上
記電動歯ブラシに備えられたヘッド部の部分断面図であり、図３は、上記電動歯ブラシに
備えられた取っ手部の断面図である。
【００２１】
　図面を参照すれば、上記電動歯ブラシ１００は、振動モーター１１５が設けられたヘッ
ド部１１０と、ヘッド部１１０と結合された取っ手部１２０と、上記振動モーター１１５
を作動させるための電源部材とを備える。
【００２２】
　上記ヘッド部１１０は、剛毛１１１が植栽された剛毛ホルダー１１２と、振動モーター
１１５が設けられたヘッドプレート１１４とを備える。
【００２３】
　上記剛毛１１１は、ナイロン系及びポリエステル系物質群の中で選択されたいずれか一
つの物質を用いて製造され、剛毛ホルダー１１２に平線植毛方法または無平線植毛方法（
Ａｎｃｈｏｒ Ｆｒｅｅ Ｔｕｆｔｉｎｇ）によって植栽される。また剛毛１１１は、ワイ
ヤのようなアンカーを用いたステープリング（ｓｔａｐｌｉｎｇ）方法によっても植栽さ
れ得る。このような方法は、通常剛毛１１１を剛毛ホルダー１１２に植栽するのに使われ
る方法であるので、ここでは詳細な説明を省略する。
【００２４】
　剛毛１１１が植栽された剛毛ホルダー１１２は、ヘッドプレート１１４に設けられる。
このとき、剛毛ホルダー１１２は、ヘッドプレート１１４と一体形成されるか、選択的に
ヘッドプレート１１４から分離可能に形成される。
【００２５】
　本発明によれば、上記剛毛ホルダー１１２は、ヘッドプレート１１４と分離可能な構造
で形成することが望ましい。これは、剛毛１１１の使用が可能でない場合、剛毛１１１が
植栽された剛毛ホルダー１１２のみ交換すれば、電動歯ブラシ１００全体を交換しなくて
も良いことから、経済的であるからである。また、剛毛ホルダー１１２とヘッドプレート
１１４とが分離されない構造は、剛毛の植毛時、平線挿入過程で強い圧力が印加されるの
で、振動モーター１１５に衝撃が加えられて不良率が高くなり得るからである。従って、
剛毛ホルダー１１２をヘッドプレート１１４に着脱自在に結合する方式が望ましい。
【００２６】
　上記剛毛ホルダー１１２をヘッドプレート１１４に着脱自在に設ける構造は、締まりば
め方式、または別途の弾性突起（図示せず）と溝（図示せず）とを設け結合する構造など
、多様な結合構造として具現できる。
【００２７】
　上記ヘッドプレート１１４は、振動モーター１１５が設けられるように射出成形される
。このとき、振動モーター１１５は、ヘッドプレート１１４の内側に設けられるように超
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小型として形成される。例えば、振動モーター１１５は、円形または四角形の形状を有す
る超小型構造として形成される。より具体的に、振動モーター１１５が六面体状を有する
場合（横２ｍｍないし２０ｍｍ）×（縦２ｍｍないし３０ｍｍ）×（厚さ０．１ｍｍない
し３０ｍｍ）を有し、円筒形状を有する場合（直径１ｍｍないし２０ｍｍ）×（厚さ０．
１ｍｍないし３０ｍｍ）で形成される。このとき、上記振動モーター１１５は、六面体状
または円筒形状を有することと説明されたが、これに限定されず、ヘッドプレート１１４
に設置可能なサイズであれば、どのような形状及び構造からなっていても採用可能なのは
自明である。
【００２８】
　一方、上記振動モーター１１５の長さに対する数値範囲に関し、上記上限値を超える場
合、ヘッドプレート１１４に設け難いので望ましくなく、上記下限値に達していなければ
、小さすぎるので振動力を剛毛１１１に効率的に伝達できなくて望ましくない。
【００２９】
　上述のような振動モーター１１５は、剛毛ホルダー１１２が設けられた下側に位置する
ように設けられるべきである。これは、剛毛ホルダー１１２へと振動力を効率的に伝達す
るためである。すなわち、振動モーター１１５がヘッドプレート１１４に装着されること
で、剛毛ホルダー１１２の剛毛１１１へと直接振動力を伝達して洗浄力を向上させること
ができる。
【００３０】
　なお、より効率的に振動力を剛毛ホルダー１１２に伝達するために、上記振動モーター
１１５が剛毛ホルダー１１２の下面と接触するように設けられ得る。このとき、振動モー
ター１１５が水と接触しないよう防水のために、振動モーター１１５は、モーターハウジ
ング１１６に収納され、ヘッドプレート１１４に設けられる。すなわち、図２に示すよう
に、上記振動モーター１１５は、モーターハウジング１１６に収納され密閉された状態で
設けられ、電源部材によって電源供給を受けるように形成される。
【００３１】
　付加的に、上記剛毛ホルダー１１２、ヘッドプレート１１４、及び後述する取っ手部１
２０は、プラスチック材質を使用し、射出方式で製造され得る。このとき、上記プラスチ
ック材質としては、ポリプロピレン（ＰＰ）、ポリエチレン（ＰＥ）、アクリロニトリル
‐ブタジエン‐スチレン共重合体（ＡＢＳ）などが使用できる。
【００３２】
　一方、上記電源部材は、電動歯ブラシ１００の内部または外部に備えられる。例えば、
電源部材は、電動歯ブラシ１００の取っ手部１２０に備えられることが望ましい。このよ
うな電源部材は、振動モーター１１５に電源を供給するバッテリー１２５と、振動モータ
ー１１５へとバッテリー１２５の電源を供給するか遮断するスイッチ１２２とを備える。
【００３３】
　すなわち、上記電源部材は、取っ手部１２０の内部または外部に設けられ得る。以下で
は、電源部材が取っ手部１２０の内部に設けられた場合を説明する。
【００３４】
　上述のように、上記取っ手部１２０は、内部にバッテリー１２５を収納可能な構造から
なる。すなわち、取っ手部１２０の内部には、バッテリー１２５が収納されるバッテリー
装着部１２６が形成される。上記バッテリー装着部１２６は、取っ手部１２０と一体で形
成され得るが、バッテリー１２５の交換が可能になっていることが望ましい。
【００３５】
　例えば、取っ手部１２０の末端、すなわち、ヘッド部１１０の反対方向にカバー１２４
が設けられ、上記カバー１２４を分離することでバッテリー１２５の交換が可能になる。
付加的に、取っ手部１２０のボディのうち一定の部分が取っ手部１２０から分離されるよ
うになっていて、バッテリー１２５を交換できるようになっていてもよい。
【００３６】
　一方、上記取っ手部１２０には、押し動作によって振動モーター１１５へとバッテリー
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１２５の電源を供給するか遮断するスイッチ１２２が設けられる。上記スイッチ１２２は
、作動が容易であるように、使用者が取っ手部１２０を把持するとき、指が位置される部
分に形成されることが望ましい。
【００３７】
　このようなスイッチ１２２は、押し動作によって電源を遮断及び通電させる１ボタン構
造として図示され説明されたが、これに限定されず、スイッチ１２２が２ボタン構造であ
って、１つのボタンは、電源を通電させるボタンとして使用され、もう１つのボタンは、
電源を遮断するボタンとして使用され得る。
【００３８】
　上述のようなスイッチ１２２を使用して電源を通電、遮断する構造は既に広く知られた
公知の技術であるので、詳細な説明は省略する。付加的に、スイッチ１２２の押し回数に
従って振動モーター１１５へと伝達される出力を調節するようにもなり得る。
【００３９】
　一方、上記電源部材は、電動歯ブラシ１００の外部に設けられ得る。すなわち、電動歯
ブラシ１００は、外部からの電源供給を受けて作動し得る。例えば、電動歯ブラシ１００
の外部に電源部材が設けられる別途の装着部（図示せず）が設けられ、電源部材が装着部
に選択的に結合されるようになり得る。このとき、装着部に設けられた電源部材のバッテ
リー１２５と振動モーター１１５とは、スイッチ１２２によって電気的に連結されるか遮
断され得る。
【００４０】
　上述のような構造で形成された電動歯ブラシ１００は、ヘッド部１１０と取っ手部１２
０とに分けられ、ヘッド部１１０と取っ手部１２０とが互いに連結されたことに図示され
説明されたが、ヘッド部１１０と取っ手部１２０とが一体形成され、上板と下板とにそれ
ぞれ分離されるように射出成形された後結合され得、振動モーター１１５、スイッチ１２
２、及びバッテリー１２５が装着される構造で形成され得る。
【００４１】
　一方、図４は、本発明の望ましい他の実施例による電動歯ブラシを示す分解斜視図であ
る。
【００４２】
　図面を参照すれば、上記電動歯ブラシ２００は、振動モーター１１５が設けられたヘッ
ド部２１０と、ヘッド部２１０と結合された取っ手部２２０と、上記振動モーター１１５
を作動させるための電源部材とを備える。取っ手部２２０及び電源部材は、前述の実施例
の取っ手部１２０及び電源部材とそれぞれ同一であるので、ここでは説明を省略する。
【００４３】
　ヘッド部２１０は、剛毛１１１が植栽された剛毛ホルダー２１２と、剛毛ホルダー２１
２と結合されたヘッドプレート２１４とを備える。ヘッドプレート２１４には、振動モー
ター１１５が設けられる。たとえ、図面には振動モーター１１５とバッテリーとを連結す
る電線が示されていないが、上記電線を利用して振動モーター１１５とバッテリーとを連
結する構成は、本明細書を参照した当業者に自明であろう。
【００４４】
　剛毛ホルダー２１２は、図５に示すように、複数のビアホール２１３と、縁部分に形成
された突出部とを備える。
【００４５】
　ビアホール２１３には、剛毛が挿入され、熱融着される。突出部は、剛毛ホルダー２１
２の下面の縁に形成され、縁の突起２１８と結合する。
【００４６】
　剛毛ホルダー２１２がヘッドプレート２１４に設けられた場合、ヘッドプレート２１４
と剛毛ホルダー２１２との間には空間が作られ、上記空間は、振動モーター１１５を設け
るための空間として使われ得る。
【００４７】
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　図５及び図６は、剛毛ホルダー２１２に剛毛を熱融着する過程を順次示す。
　まず、第１収容具３１０、第２収容具３２０、及び剛毛ホルダー２１２を順次積層し、
押し板３３０を第１収容具３１０の下方に設ける。このとき、第１収容具３１０の貫通孔
３１１、第２収容具３２０の貫通孔３２１、及び剛毛ホルダー２１２のビアホール２１３
が互いに連通されるようにする。
【００４８】
　次いで、貫通孔３１１に剛毛１１１を挿入した後、押し板３３０を上方に上昇させ、挿
入棒３３２が貫通孔３１１、３２１に挿入されるようにする。挿入棒３３２が貫通孔３１
１、３２１に挿入された状態で上方に上昇すれば、剛毛１１１が上方に上昇する。
　挿入棒３３２によって剛毛１１１がビアホール２１３を貫通して上方に突出すれば、剛
毛１１１の突出した部分を熱融着させ固定する。
【００４９】
　このように、本実施例による剛毛ホルダー２１２は、剛毛１１１が予め熱融着方式によ
ってビアホール２１３に固定された後ヘッドプレート２１４に結合されるので、平線植毛
方式のための所定の厚さを備えなくても良いことから、これによってヘッドの厚さを減ら
すことができる。
【００５０】
　一方、図７は、本発明の望ましいまた他の実施例による電動歯ブラシを示す分解斜視図
であり、図８は、上記電動歯ブラシに備えられたヘッドプレートを示す平面図であり、図
９は、上記ヘッドプレートと剛毛ホルダーとを示す断面図である。
【００５１】
　図面を参照すれば、電動歯ブラシ４００は、振動モーター１１５が設けられたヘッド部
４１０と、取っ手部４２０と、ヘッド部４１０及び取っ手部４２０に挿入されるように設
けられた挿入部材４３０とを備える。
【００５２】
　ヘッド部４１０は、剛毛ホルダー４１１と、ヘッドプレート４１４と、ヘッドプレート
４１４から延長された連結部４１８とを含む。
【００５３】
　剛毛ホルダー４１１には、剛毛１１１が設けられる。剛毛１１１の材質及びその植栽方
法は、前述の実施例と同一であるので、ここではその説明を省略する。
【００５４】
　上記植栽方法の中で無平線植毛方法が望ましく、無平線植毛方法で剛毛ホルダー４１１
はインサートプレート（ｉｎｓｅｒｔ ｐｌａｔｅ）になり得る。この場合、剛毛ホルダ
ー４１１に剛毛１１１が予め熱融着方式によって固定されるので、平線植毛方式のための
所定の厚さを備えなくても良いことから、ヘッド部４１０の厚さを減らすことができて望
ましい。特に、ヘッド部４１０の内部に振動モーター１１５を挿入するための空間を設け
る観点から見れば、無平線植毛方法が望ましい。
【００５５】
　剛毛１１１が植栽された剛毛ホルダー４１１は、ヘッドプレート４１４に一体に結合さ
れるか、着脱自在に設けられ得る。
【００５６】
　剛毛ホルダー４１１がヘッドプレート４１４に一体に結合されることは、剛毛ホルダー
４１１をヘッドプレート４１４の縁４１５に超音波融着させることによってなされ得る。
上記超音波融着は、剛毛ホルダー４１１とヘッドプレート４１４との間に水が浸透するこ
とを防止し、これによって振動モーター１１５が設けられた内部空間を防水にすることが
できる。
【００５７】
　剛毛ホルダー４１１をヘッドプレート４１４に着脱自在に設けることは、締まりばめ方
式、または別途の弾性突起（図示せず）と溝（図示せず）とを利用する方式などによって
具現できる。剛毛ホルダー４１１がヘッドプレート４１４に着脱自在に設けられることは
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、剛毛１１１の使用が可能でない場合に剛毛ホルダー４１１のみ交換すれば、電動歯ブラ
シ自体を交換しなくても良いことから経済的である。また、剛毛ホルダー４１１とヘッド
プレート４１４とが分離されない構造は、剛毛の植毛時、平線挿入過程で強い圧力が印加
されるので、振動モーター１１５に衝撃が加えられて不良率が高くなり得る。
【００５８】
　上記ヘッドプレート４１４は、その上面に形成された固定溝４１６と、固定溝４１６と
連結された連結通路４１７とを含む。固定溝４１６は、振動モーター１１５を収納し固定
できるサイズ及び形状を有し、望ましくは、振動モーター１１５と型合わせするサイズ及
び形状を有する。固定溝４１６は、振動モーター１１５を固定することで、振動モーター
１１５が振動によって任意に移動することを防止し、振動モーター１１５の震えによる騷
音を減らすことができる。
【００５９】
　また、本実施例による電動歯ブラシ４００は、固定溝４１６がない既存の電動歯ブラシ
に比べて、振動モーター１１５が固定溝４１６に設けられることから、ヘッド部４１０の
厚さを減らすことができる。
【００６０】
　加えて、固定溝４１６は、ヘッドプレート４１４の上面中央部に形成されることが望ま
しく、これは、振動モーター１１５がヘッドプレート５１４の上面中央部に設けられれば
、振動モーター１１５がヘッドプレート４１４の縁に設けられた場合に比べて、振動をさ
らに効率的に発生させることができ、これによって、振動モーター１１５を小型化するこ
とができ、バッテリーのエネルギーを節約できるからである。
【００６１】
　ひいては、固定溝４１６は、所定の深さを有するが、剛毛ホルダー４１１がヘッドプレ
ート４１４に設けられ、振動モーター１１５が固定溝４１６に設けられた場合に、振動モ
ーター１１５の上面が剛毛ホルダー４１１の下面に接するような深さを有することが望ま
しい。振動モーター１１５の上面が剛毛ホルダー４１１の下面に接することによって、振
動モーター１１５の振動が剛毛ホルダー４１１に直接的に伝達される。
【００６２】
　一方、振動モーター１１５は、電気エネルギーを振動に変換させるものであって、通常
の構造を有する。振動モーター１１５には、シリンダータイプ（ｃｙｌｉｎｄｅｒ ｔｙ
ｐｅ）とフラットタイプ（ｆｌａｔ ｔｙｐｅ）とがあり、固定溝４１６に設けられるた
めにはフラットタイプのほうがより望ましいが、必ずこれに限定されるのではない。
【００６３】
　上記連結通路４１７は、固定溝４１６及び第１挿入部４１８ａと連結されるように形成
される。連結通路４１７には、振動モーター１１５に電源を供給する電線３が設けられる
。
【００６４】
　一方、本実施例によるヘッドプレート４１４の縁４１５には、階段状の段差４１５ａが
形成される。階段状の段差４１５ａは、剛毛ホルダー４１１の下面に形成された段差４１
１ａと型合わせする。従って、上記段差４１１ａが階段状の段差４１５ａに結合されるよ
うに剛毛ホルダー４１１をヘッドプレート４１４に位置させた後、剛毛ホルダー４１１と
ヘッドプレート４１４とを超音波融着などによって結合させる。
【００６５】
　上記連結部４１８は、ヘッドプレート４１４から延長され形成される。連結部４１８の
内部には、連結通路４１７と連通された第１挿入部４１８ａが形成され、連結部４１８の
外周面には、ねじ山４１８ｃが形成される。
【００６６】
　連結通路４１７は、第１挿入部４１８ａと連通するように、連結部４１８の長手方向に
沿って形成される。連結通路４１７と第１挿入部４１８ａには、電線３が設けられる。
【００６７】
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　第１挿入部４１８ａは、ヘッド部４１０の後端に形成される。第１挿入部４１８ａには
、挿入部材４３０の先端側の一部が挿入され設けられる。従って、振動モーター１１５へ
と電源を供給する電線３は、挿入部材４３０、第１挿入部４１８ａ、連結通路４１７を順
次通過して振動モーター１１５に連結される。
【００６８】
　望ましくは、第１挿入部４１８ａは、ヘッド部４１０と取っ手部４２０とが結合された
状態で、挿入部材４３０のスイッチＳが貫通孔４１８ｂと対応する位置に来るようにする
長さを有する。
【００６９】
　上記ねじ山４１８ｃは、取っ手部４２０のねじ山４２２とねじ結合し、これによって、
ヘッド部４１０と取っ手部４２０とが結合される。本実施例による電動歯ブラシ４００は
、ヘッド部４１０と取っ手部４２０とがねじ結合されるので、歯磨きするときにヘッド部
４１０が任意に回転されることを防止できる。
【００７０】
　また、本実施例による電動歯ブラシ４００においては、バッテリーＢの交換が必要な場
合、上記ねじ結合を解除して直にバッテリーＢを交換できるので、便利である。既存の電
動歯ブラシにおいては、バッテリーＢが取っ手部の内部に設けられるので、バッテリーＢ
を交換するために、取っ手部を分解するか、取っ手部からバッテリーを引き出さなければ
ならないという不便さがあった。
【００７１】
　取っ手部４２０は、歯磨きする人が手で把持する部分である。取っ手部４２０は、上述
の実施例の取っ手部４２０と同一の材質から作られ得る。取っ手部４２０は、その先端か
ら長手方向に沿って所定の長さで形成された第２挿入部４２１を含む。
【００７２】
　第２挿入部４２１には、挿入部材４３０の後端側一部が挿入される。望ましくは、第２
挿入部４２１は、ヘッド部４１０と取っ手部４２０とが結合された状態で挿入部材４３０
のスイッチＳが貫通孔４１８ｂと対応する位置に来るようにする長さを有する。
【００７３】
　第２挿入部４２１の入口には、ねじ山４２２が形成され得る。ねじ山４２２は、連結部
４１８のねじ山４１８ｃとねじ結合される。上記ねじ結合によってヘッド部４１０と取っ
手部４２０とが互いに結合され、歯磨きするときヘッド部４１０が任意に回転されること
を防止できる。
【００７４】
　挿入部材４３０は、第１、２挿入部４１８ａ、４２１に挿入され設けられる。すなわち
、挿入部材４３０の先端側部分は第１挿入部４１８ａに挿入され、挿入部材４３０の後端
側部分は第２挿入部４２１に挿入される。
【００７５】
　挿入部材４３０には、スイッチ固定部とバッテリー固定部とが設けられる。
【００７６】
　スイッチ固定部には、スイッチＳが設けられる。スイッチＳは、バッテリーＢの電源を
振動モーター１１５に供給するか遮断する。挿入部材４３０が第１、２挿入部４１８ａ、
４２１に挿入され設けられた後、取っ手部４１０とヘッド部４２０とが互いに結合されれ
ば、スイッチＳは貫通孔４１８ｂと対応する箇所に位置するので、外部に露出する。これ
によって、歯ブラシ使用者は、上記スイッチＳを押すことで、電動歯ブラシ４００を作動
させることができる。
【００７７】
　バッテリー固定部は、スイッチ固定部の後方に設けられ、所定のサイズのバッテリーＢ
を固定できる。バッテリーＢの正極端子及び負極端子をバッテリー固定部に固定すること
は、通常の構造によって実現できるので、ここでは説明を省略する。
【００７８】
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　以上のように、本発明は、たとえ限定された実施例と図面とによって説明されたが、本
発明はこれによって限定されず、本発明が属する技術分野において通常の知識を持つ者に
より本発明の技術思想と特許請求範囲の均等範囲内で多様な修正及び変形が可能なのは言
うまでもない。
【００７９】
　本発明による電動歯ブラシは、次のような効果を奏する。
　第一、振動モーターをヘッド部の内部に設けることで、剛毛ホルダーに振動力を直接伝
達して洗浄力を増加させることができる。従って、歯面の歯垢を有効に除去できる。特に
、振動モーターと剛毛ホルダーとが互いに接するようになることで、振動モーターの振動
が剛毛ホルダーに有効に伝達できる。
　第二、振動モーターを小さな出力で駆動させることによって、バッテリーのエネルギー
の無駄使いを減らすことができる。
　第三、超小型振動モーターをヘッド部に設けることで、歯ブラシの小型化を具現できる
。
　第四、ヘッド部の内部で振動モーターを安定的に固定することができる。これによって
、剛毛ホルダーを最も効率的に振動させることができる位置に振動モーターを固定するこ
とができる。
　第五、取っ手部とヘッド部とを安定的に結合させることができ、歯磨きするときなどに
ヘッド部が回転されることを防止できる。
　第六、振動モーターが固定溝に固定されるので、振動モーターの震えによる騷音を減ら
すことができる。
　第七、振動モーターが固定溝に固定されるので、ヘッド部の厚さを減らすことができる
。
　

【図１】

【図２】

【図３】
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【図７】 【図８】

【図９】
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