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(57)【要約】
　キャリア回転軸を中心として振動回転するために取り
付けられた洗浄要素キャリアと、電動口腔衛生装置のハ
ンドルの駆動シャフトと連結されるように構成されたギ
アユニットとを有する、電動口腔衛生装置の洗浄部が提
供され、この駆動シャフトは、取り付けられた状態にお
いて回転軸を画定し、ギアユニットは、動作中に、駆動
シャフトから洗浄要素キャリアへと運動を伝達するため
の作動要素を更に有し、キャリア回転軸は、駆動シャフ
ト回転軸と平行であり、駆動シャフト回転軸から所定の
距離に配置される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　口腔衛生装置の洗浄部であって、
　キャリア回転軸を中心として振動回転するために取り付けられた洗浄要素キャリアと、
　前記口腔衛生装置のハンドルの駆動シャフトに連結されるように構成されたギアユニッ
トとを含み、
　前記駆動シャフトは、取り付けられた状態において駆動シャフト回転軸を画定し、
　前記ギアユニットは、動作中に、前記駆動シャフトから前記洗浄要素キャリアへと運動
を伝達するための作動要素を有し、前記キャリア回転軸は、前記駆動シャフト回転軸と平
行であり、前記駆動シャフト回転軸から所定の距離に配置される、口腔衛生装置の洗浄部
。
【請求項２】
　前記キャリア回転軸と、前記駆動シャフト回転軸との間の距離が、約０．１ｍｍ～約３
ｍｍ、特に約０．２ｍｍ～約０．９ｍｍである、請求項１に記載の洗浄部。
【請求項３】
　前記作動要素が、前記駆動シャフト回転軸と平行であり、前記駆動シャフト軸から所定
の距離に配置される作動要素軸に沿って延びる、請求項１又は２に記載の洗浄部。
【請求項４】
　前記洗浄要素キャリアが、特に取り付けピンとして実現される取り付け枢動要素、及び
特にキャリア枢動ピンとして実現されるキャリア枢動要素によって、前記洗浄部のハウジ
ングに取り付けられ、これらは両方とも前記キャリア回転軸に沿って延びている、請求項
１～３のいずれか一項に記載の洗浄部。
【請求項５】
　前記ギアユニットが、取り付けられた状態において、前記駆動シャフトに連結されるよ
うに構成されたシャフト要素を含み、前記シャフト要素が、前記駆動シャフト回転軸に沿
って延びる、特にシャフト枢動ピンとして実現される、シャフト枢動要素を介して、前記
洗浄部の前記ハウジングに取り付けられる、請求項１～４のいずれか一項に記載の洗浄部
。
【請求項６】
　前記キャリア枢動要素、及び前記シャフト枢動要素が、クランク枢動要素によって一体
的に実現される、請求項４を参照とし、請求項５に記載の洗浄部。
【請求項７】
　前記ギアユニットが、
　取り付けられた状態において、前記駆動シャフトに連結されるように構成された、シャ
フト要素と、
　第１側部では、前記シャフト要素において前記駆動シャフト回転軸を中心に、第２側部
では、前記洗浄要素キャリアにおいて、前記キャリア回転軸を中心に取り付けられる、特
にクランク枢動ピンとして実現される、クランク枢動要素と、
　第１側部では、前記シャフト要素において前記駆動シャフト回転軸と偏心的に、第２側
部では、前記洗浄要素キャリアにおいて、前記キャリア回転軸と偏心的に取り付けられる
、特に作動ピンとして実現される、作動要素とを含む、請求項１～４のいずれか一項に記
載の洗浄部。
【請求項８】
　前記クランク枢動要素が、前記洗浄部のハウジングの支持構造内に支持される、請求項
１～７、又は請求項６に記載の洗浄部。
【請求項９】
　前記作動要素が、ばね荷重下で、少なくとも前記洗浄要素キャリアに取り付けられる、
請求項１～７のいずれか一項に記載の洗浄部。
【請求項１０】
　前記ばね荷重は、前記作動要素の前記取り付けにおいて潜在的な遊びを生じるいずれか
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の摩耗が、所定の期間にわたって補われ得るように選択され、前記所定の期間は、約９０
分の動作時間～約２１６０分の動作時間の範囲である、請求項１～９のいずれか一項に記
載の洗浄部。
【請求項１１】
　前記クランク枢動要素が、ばね荷重下において、少なくとも前記シャフト要素に取り付
けられる、請求項６又は請求項７に記載の洗浄部。
【請求項１２】
　中央に合わせた静止位置において、前記作動要素が、作動点で洗浄要素キャリアに作用
し、前記キャリア回転軸と前記作動点との間の最小距離は、前記駆動シャフト回転軸と前
記作動点との間の最小距離よりも大きい、請求項１～１１のいずれか一項に記載の洗浄部
。
【請求項１３】
　ばね荷重下で、少なくとも第１側部上に取り付けられた枢動要素を含み、特に前記洗浄
部が、先行する請求項いずれかの１つ以上の特徴を含み得る、特に請求項１～１２のいず
れか一項に記載の口腔衛生装置の洗浄部。
【請求項１４】
　少なくとも１つの開口部を有するハウジングと、
　少なくとも洗浄要素が取り付けられる、洗浄側部を有する洗浄要素キャリアとを含み、
　前記洗浄要素キャリアが、最大振動角度でキャリア軸を中心に振動するために取り付け
られ、前記洗浄要素キャリアは、前記洗浄要素が前記開口部を通じて延びるように更に取
り付けられており、
　前記開口部は、前記洗浄要素の過度な振動が、前記開口部の少なくとも１つの側壁への
前記洗浄要素の衝突をもたらすような大きさである、特に請求項１～１２のいずれか一項
に記載の口腔衛生装置の洗浄部。
【請求項１５】
　請求項１～１４のいずれか１つによる、特にブラシ部として実現される、洗浄部と、前
記洗浄部が連結される駆動シャフトを有するハンドルとを含み、
　前記駆動シャフトは振動回転するように構成される、口腔衛生装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、電動口腔衛生装置の洗浄部と関連し、これは特に、振動回転するために取り
付けられた洗浄要素キャリアを含む、このような洗浄部と関連する。
【背景技術】
【０００２】
　電動歯ブラシなどの、口腔衛生装置の洗浄部は既知であり、可動洗浄要素キャリアは、
電動歯ブラシのハンドルの駆動シャフトに連結するように構成されている。駆動シャフト
は振動回転運動を提供することが既知であり、駆動シャフトは、中央位置を中心とし、一
定の固定された最大振動角度で、振動する。
【発明の概要】
【０００３】
　一態様により、電動口腔衛生装置のハンドルの駆動シャフトにより提供される振動回転
運動に適合することを可能にする、電動口腔衛生装置のための洗浄部を提供することが所
望される。
【０００４】
　この要求は、請求項１による洗浄部により満たされる。従属請求項は様々な代表的な実
施形態を提供する。
【０００５】
　本発明の一態様により、電動口腔衛生装置の洗浄部は、キャリア回転軸を中心として振
動回転するために取り付けられた洗浄要素キャリアと、電動口腔衛生装置のハンドルの駆
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動シャフトに連結するように構成されたギアユニットとを含み、この駆動シャフトは、取
り付けられた状態において回転軸を画定し、ギアユニットは、動作中に駆動シャフトから
洗浄要素キャリアへと運動を伝達するための作動要素を更に有し、キャリア回転軸は、駆
動シャフト回転軸と平行であり、駆動シャフト回転軸から所定の距離に配置される。
【０００６】
　本開示の別の態様により、電動口腔衛生装置の洗浄部は、ばね荷重下で、少なくとも第
１側部上に取り付けられた枢動要素を含む。
【０００７】
　本開示はまた、提示される洗浄部及びハンドルを含む、電動口腔衛生装置と関連する。
洗浄部は特に、ブラシ部として実現され得る。電動口腔衛生装置は、特に電動歯ブラシと
して実現され得る。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
　本開示の態様をより詳細に説明するため、洗浄部、及び口腔衛生装置の洗浄部の代表的
な実施形態が、以下で、特に図面を参照として説明される。
【図１】提示される、代表的な洗浄部を含む、電動口腔衛生装置の代表的な描写。
【図２】提示される、代表的な洗浄部の側面図。
【図３】図２に図示される洗浄部の中央を通じた長手方向の切断部。
【図４】図２に図示される洗浄部の、線Ｂ－Ｂに沿って切断した断面図。
【図５】図３に示される詳細図Ａと同じ位置の詳細図ＡＢを示すが、同一の取り付けボア
の詳細を図示するために、クランク枢動要素が取り除かれている、詳細図。
【図６】提示される洗浄部の異なる代表的な実施形態の、図３に示される詳細図Ａと同一
の詳細図ＡＣ。ここではクランク枢動要素の代わりに、シャフト枢動要素、及びキャリア
枢動要素が利用されている。
【図７】図３に示される洗浄部及びハンドル（一部のみが示される）を含む、代表的な口
腔衛生装置を通じた長手方向切断部。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　図１は、洗浄部１０（ここではブラシ部として実現される）及びハンドル２０を含む、
代表的な電動口腔衛生装置１（ここでは電動歯ブラシとして実現される）の描写である。
洗浄部１０は、特に取り外し可能な部分であり得る。口腔衛生装置を通じた長手方向切断
部が、図７に示される。
【００１０】
　図２は、図１に示されるものと同様であるが、取り外し可能な状態にある、洗浄部１０
の側面図である。洗浄部１０（ここでは取り外し可能なブラシ部として実現される）は、
本質的に円筒形であるが、ブラシヘッド１００に向かって僅かにテーパ状になっている、
管状ネック部を有するハウジング１１を含む。洗浄部１０は、電動歯ブラシのハンドルの
連結部を受容するように構成された、開口部１２を有する（図７は、ハンドル２及び取り
付けられた洗浄部１０の頂部を通じた長手方向切断部を示す）。ブラシヘッド１０は、示
される実施例において、ハウジング１１の一体部分である静止キャリア１０１、及び静止
キャリア１０１の下部に可動に取り付けられる洗浄要素キャリア１２０を含み、この洗浄
要素キャリア１２０はここで、前側キャリア１１０と一体である（又は少なくともこれに
固定的に連結される）。剛毛タフトとして実現される、洗浄要素１０２のいくつかの列が
、静止キャリア１０１に取り付けられ、やはり剛毛タフトとして実現される洗浄要素１２
１のいくつかの要素が、可動に取り付けられた洗浄要素キャリア１２０に取り付けられ、
ここで静止洗浄要素１０２の列、及び可動洗浄要素１２１の列が交互に構成されて、可動
洗浄要素１２１の列は静止キャリア１０１の開口部を通じて延びる。剛毛タフトとして実
現される更なる前方洗浄要素１１１は、前方キャリア１１０上に取り付けられる。図示さ
れる洗浄要素の種類は、単に例であり、更なる別の実施形態においては、静止キャリア１
０１に洗浄要素が取り付けられない（すなわち、静止キャリア自体は任意の機構である）
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。更に、前方キャリア１１１は任意の機構である。
【００１１】
　図２は、提示される洗浄要素の代表的な実施形態を示す。他の実施形態は、静止洗浄要
素を有さないことがあり、可動キャリアはハウジングの各開口部内に位置付けられる場合
がある。更なる実施形態は、剛毛タフトの代わり、又はこれに加えて、エラストマーの洗
浄要素を有し得る。可動洗浄要素キャリアなどに取り付けられた、歯間洗浄要素などの単
一の洗浄要素のみが存在する場合がある。一般的に、提示される洗浄部は、可動に取り付
けられた洗浄要素キャリアを含み、これに洗浄要素が取り付けられる。
【００１２】
　図３は、図２に示される、代表的な洗浄部１０を通じた、中央長手方向切断部である。
ハウジング１１は、中空のネック部を有し、この中に、シャフト要素２０及び取り外し不
可能に取り付けられた挿入要素１３が配置される。駆動シャフト及び口腔衛生装置のハン
ドルのネック部は、開口部１２を通じて中空のネック部に挿入され得る。図７との関連に
おいて明確となるように、代表的な本実施形態においては、シャフト要素２０のスナップ
フック２１のスナップノーズ２２が、ハンドルの駆動シャフトの各Ｖ字型の溝内に嵌り、
更にハンドルのネック部が挿入要素１３へと凸状に適合する。シャフト要素２０は、シャ
フト枢動要素５１によってハウジング１１に可動に取り付けられ、このシャフト枢動要素
５１は、第１の側部において、シャフト要素２０の穴２４内に延び、第２の側部において
、ハウジング１１の一体部分である支持構造１４の穴１５内に延びる。シャフト枢動要素
５１は、洗浄部１０が取り付けられた状態において、口腔衛生装置のハンドルの駆動シャ
フトによって画定される、駆動シャフト回転軸３０と一致する軸に沿って延びる（主に図
７により理解される）。したがって、シャフト枢動要素５１は、駆動シャフト回転軸３０
を中心にして構成される。作動要素４０（ここでは金属ピンとして実現される）は、シャ
フト要素２０の突起部２８の穴２９の一方の側に取り付けられ、他方の側において洗浄要
素キャリア１２０の取り付け構造１２６で支持される。作動要素４０は、シャフト回転軸
３０と平行であり、駆動シャフト回転軸３０から距離ｃで配置される、作動軸３２に沿っ
て延びる（すなわち、作動要素４０は、駆動シャフト回転軸３０と偏心して構成される）
。更に、動作中において、シャフト２０が、駆動シャフト回転軸３０を中心に振動する様
式で、回転するとき、作動要素４０は駆動シャフト回転軸３０を中心に円形区分に沿って
移動し、それによって、シャフト要素２０から可動に取り付けられた洗浄要素キャリア１
２０へと運動を伝達する。可動に取り付けられた洗浄要素キャリア１２０は、ハウジング
１１の第１側部において、キャリア枢動要素５２により、第２側部において取り付け枢動
要素６０により、取り付けられる。キャリア枢動要素は、第１側部において、支持構造体
１４（ここではハウジング１１の一体部分である）の穴１５の中へと、第２側部において
、洗浄要素キャリア１２０の穴１２５内へと延びる。取り付け枢動要素は、第１側部にお
いては、前方キャリア１１０内に提供される穴１１２内へと、第２側部においては、静止
キャリア１０１内に提供される穴１０４内へと延びる。示される代表的な洗浄部１０にお
いて、取り付け枢動要素６０は、取り付けピン、特に金属取り付けピンとして実現され、
キャリア枢動要素５２は、クランク枢動要素５０としてシャフト枢動要素５１と一体的に
実現され、ここでクランク枢動要素５０は、クランク金属ピンとして実現される。クラン
ク枢動要素５０は、支持構造体１４の穴１５内のハウジング１１において支持されている
。キャリア枢動要素５２、及び取り付け枢動要素６０は、キャリア軸３１に沿って延び、
よって洗浄要素キャリア１２０の回転軸を画定する。キャリア軸３１は、駆動シャフト回
転軸３０と平行であり、キャリア軸３１と作動軸との間の距離ｂが示される代表的な実施
形態において距離ｃより大きくなるように、駆動シャフト回転軸３０から距離ａで配置さ
れる。いくつかの実施形態において、距離ａは約０．１ｍｍ～約３ｍｍの範囲、特に、約
０．２ｍｍ～０．９ｍｍであり得る。シャフト枢動要素及びキャリア枢動要素を実現する
、一体部分である単一のクランク枢動要素５０により、クランク枢動要素５０内のクラン
クによって駆動シャフト回転軸３０とキャリア軸３１との間のこのような比較的小さな距
離を実現し、これが、示される実施例のクランク枢動要素５０を製造するために使用され
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るピンの半径より小さいことのあるステップを組み込む。図３は、可動に取り付けられた
洗浄要素キャリア１２０の中心に合わせた静止位置を示し、ここで３つの軸３０、３１及
び３２の全てが単一平面上にある。動作中、シャフト要素２０が、駆動シャフト回転軸３
０を中心に振動回転するように駆動される際、シャフト要素２０は、シャフト枢動要素５
１を中心に回転し、作動要素４０は、駆動シャフト回転軸３０を中心に、円形区分に沿っ
て移動する。作動要素４０は、可動に取り付けられた洗浄要素キャリア１２０において、
本質的に遊びがないように取り付けられ、よって洗浄要素キャリア１２０を、キャリア枢
動要素５２、及び取り付け枢動要素６０によって画定される、キャリア軸３１を中心とし
て振動回転するように推進する。キャリア軸３１と作動軸３２との間の距離ｂは、駆動シ
ャフト回転軸３０と作動軸３２との間の距離ｃよりも大きいため、駆動シャフトによりも
たらされる振動角度（すなわち、駆動シャフトは中央停止位置を中心に±β°の角度で振
動し、βは、２°～６０°の範囲、特に約１０°～３０°の範囲であり得る）は代表的な
ギア構成により低減する（すなわち、洗浄要素キャリア１２０は、キャリア軸３１を中心
に±γ°の最大角度で振動し、ここでγ＜βである）。距離ｃ及びｂと、対応する最大振
動角度との関係は、ｂ・ｓｉｎ（γ／２）＝ｃ・ｓｉｎ（β／２）により与えられる。し
たがって、キャリア軸３１が駆動シャフト軸３０よりも作動軸３２に近い（すなわち、距
離ｂ＜距離ｃ）異なるギア構成により、振動する駆動シャフトによりもたらされる最大振
動角度が増加することが明らかである。駆動シャフトの最大振動角度が固定され得る際、
提示されるギア構成により、洗浄要素キャリアの振動角度を調節することができる。示さ
れる実施例において、より小さい振動角度は、より低い高さを有するヘッドを設けること
を可能にし、これは、一定のユーザーにとって好ましい場合があるが、他方では距離ａ＝
０である場合など、剛毛の自由端のより低い平均速度につながる。より大きな振動角度は
、振動周波数が固定される場合に、剛毛の自由端がより高い速度を有することを可能にし
、これはより良好な洗浄効果につながり得るが、他方では、より高いブラッシング速度に
より歯茎を刺激することがある。
【００１３】
　図３に示される代表的な実施形態に見られるように、剛毛タフトとして実現される洗浄
要素１０２は静止キャリア１０１上に取り付けられ、剛毛タフトとして実現される洗浄要
素１２１は、可動に取り付けられる洗浄要素キャリア１２０上に取り付けられる。更に、
剛毛タフトとして実現される洗浄要素１１１は、前方キャリア１１０上に取り付けられ、
この前方キャリア１１０は、可動に取り付けられた洗浄要素キャリア１２０と一体的であ
る。洗浄要素キャリア１２０上に取り付けられた、洗浄要素１２１は、静止キャリア１０
１内に提供された開口部１０３を通じて延びる。一般的に代表的な実施形態が記載され、
動作中において取り付けられた状態において、電動口腔衛生装置のハンドルの駆動シャフ
トが、駆動シャフト軸に対して平行であり、駆動シャフト軸から所定の距離に配置される
キャリア軸を中心としたより小さい又はより大きい角度へと、ギアユニットにより調節さ
れる一定の最大振動角度を提供するように、可動に取り付けられた洗浄要素キャリアがギ
アユニットへと連結される。
【００１４】
　図４は、図２及び図３に示される、洗浄部を通じて切られた断面図を示し、切断部は、
図３に示されるように、直線Ｂ－Ｂに沿って取られた。キャリア枢動要素５２は、それを
中心に洗浄要素キャリア１２０が駆動される、キャリア軸を画定する。作動要素４０は、
取り付け部１２６内に取り付けられ、これは示される実施例においては、Ｕ字型フォーク
として実現され、フォークアーム１２６Ａ及び１２６Ｂの自由端の付近で作動要素４０を
クランプする。フォークアーム１２６Ａ及び１２６Ｂは、特に作動要素４０に密に適合す
るような形状であり、例えば、フォークアーム１２６Ａ及び１２６Ｂは、その内面が凹状
に形成されていてもよく、それにより円筒形作動要素４０がここで、凹状の切り抜き部に
凸状に適合する。示される実施例において、作動要素４０が取り付けられる位置における
、アーム１２６Ａと１２６Ｂとの間の元の距離は、その直径において、作動要素４０の直
径よりも僅かに小さい。したがって、作動要素４０がフォークアーム１２６Ａと１２６Ｂ
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との間に取り付けられるとき、フォークアームは作動要素に対して付勢される（すなわち
、フォークアーム１２６Ａ及び１２６Ｂは、作動要素４０上にばね力をかける）。動作中
、歯磨き粉はフォークアームと作動要素との間に浸透することがあり、かつ作動要素の運
動により、歯磨き粉に含有される摩擦粒子は、取り付け協働部の一方又は両方と摩耗する
ことがある。特に、洗浄要素キャリア１２０及びここでは洗浄要素キャリアの一体部分で
ある取り付け部１２６は、プラスチック材料（例えば、ＰＯＭ又はＡＳＡ）から形成され
得、したがって、金属（例えば、ステンレス鋼）により形成され得る作動要素よりも、早
く摩耗することがある。ばね荷重における作動要素の取り付けはしたがって、僅かな摩耗
が即座に取り付け協働部の間の隙間を生じない限り、取り付け部の摩耗を補うことがあり
、したがって、そのような隙間による動作中におけるノイズ発生の増加を抑えることがで
きる。したがって、ばね荷重下において、洗浄部が、少なくとも第１側部に取り付けられ
る、枢動要素（ここでは、作動要素）を備えることは、本開示の個別の態様としてみなさ
れ得る。
【００１５】
　図５は、図３に示される詳細図Ａと部分的には同一であるが、クランク枢動要素５０を
有さない、詳細図ＡＢの描写である。ハウジング１１の一体部分である、支持構造１４の
穴１５は、シャフト要素２０の方を向く大きな穴部１５Ａ、及び洗浄要素キャリア１２０
の方を向く小さな穴部１５Ｂを有する。クランク枢動要素は、取り付けプロセスの後に、
図３に示されるようにクランク枢動要素が穴１５内に支持されるように、シャフト要素２
０の方を向く側部から取り付けられることがある。クランク枢動要素のシャフト枢動要素
２０部分の一部を、取り付けた状態へと適合させるための穴２４を有する。ここで、シャ
フト要素２０の穴２４は、穴の長手方向中央位置の周囲から穴２４の前方へと延びる、横
方向に位置付けられたスリット（この長手方向切断部において１つのスリット２５のみが
見られる）を有する。スリット２５は、前方部２６が図５に示されるように方向Ｄ内へと
動かされ得るように、シャフト要素２０の舌状前方部２６を柔軟にする。穴２４はここで
は、穴２４内のシャフト枢動要素の容易な挿入を可能にするために、前方において僅かに
テーパ状になっている。穴２４は、前方部２６において僅かに直径が小さくなるように設
計され得、シャフト枢動要素の挿入により前方部２６が方向Ｄに曲がる。別の実施形態に
おいて、舌状前方部２６は前方先端部において、穴２４内へと半径方向に突出する、より
厚い部分を有し、これが穴２４の直径を低減させる。よって舌状前方部２６は、取り付け
られた状態において、シャフト枢動要素にばね力をかける。図４に関して説明されたよう
に、ばね荷重下におけるこのような取り付けは、歯磨き粉の影響下における、１つ以上の
取り付け協働部の摩耗を補うことがあり、よって取り付け協働部の間の隙間の生成を遅ら
せることができる。
【００１６】
　一般的に、ばね荷重下で取り付けられた取り付け協働部は、隙間の生成及び動作中の不
必要なノイズの生成を、一定の動作時間にわたって遅らせ得るように設計される。より多
くの材料が摩耗すると、ばね力が低下し、いずればね力がかからなくなり、隙間が生じる
。設計パラメーターは、例えば、典型的な歯磨き粉の影響下における、経時的な取り付け
協働部の材料の研磨の測定に基づく場合がある。洗浄部当たりの典型的な使用時間（すな
わち、１ユーザー当たり）は、約２分～１２分であり、典型的な洗浄部は典型的には、こ
れらが摩耗するまで、約１．５ヶ月から６ヶ月維持し、ばね荷重（すなわち、可撓性取り
付け協働部の変形）は、約９０分の動作時間～２１６０分の動作時間にわたり、研磨を補
うように設計され得る。典型的な平均的な歯磨きの時間は４分であり、洗浄部の典型的な
摩耗期間３ヶ月であり得、よって、いくつかの実施形態において、約３６０分の補完が選
択され得るが、上記の範囲の他の任意の時間もまた選択され得る。ばね荷重下における取
り付けは、枢動要素の１つ、いくつか、又は全て（作動要素を含む）に関して実施されて
もよく、１つ又は２つの側部において個別に実施されてもよい。特に、ここに記載される
、ばね力の下における少なくとも１つの枢動要素（例えば、作動要素）の取り付けは、上
記のように、それ自体が別個の値を有するものとみなされてもよい。
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【００１７】
　したがって、本開示の一態様を考慮し、洗浄部は枢動要素（例えば、図４に関して記載
された、又は図５に関して記載された作動要素）を含む、ギアユニットを有し、この枢動
要素は、この枢動要素はばね荷重により少なくとも第１側部に取り付けられる。ばね荷重
下のこのような取り付けは、一定期間の後に最終的に生じる（特に、例えば歯磨き粉が、
動作中に取り付け位置に到達するとき）、取り付け又は枢動要素の材料摩耗が補われ得る
という効果を有する。代わりに、形状適合取り付けが使用される場合、これは比較的早く
隙間に到達することがあり、ノイズ及び機能性の低下がより早く生じる傾向にあり（すな
わち、隙間区分の典型的な摩耗時間より早く）、したがってユーザーを刺激することがあ
る。（提示される）枢動要素がばね荷重下で取り付けられる場合、摩耗は経時的にばね力
を低下させるが、隙間及びノイズ、並びに／又は機能性の低下が早く生じる傾向はより低
い。
【００１８】
　図６は、図３に示される詳細図Ａと同一の位置の詳細図ＡＣの描写であるが、異なる代
表的な実施を示す。ここでシャフト枢動要素５１Ａ及びキャリア枢動要素５２Ａは別個の
枢動要素である。シャフト枢動要素５１Ａは第１側部において、シャフト要素２０の穴２
４内に、第２側部において、ハウジング１１Ａの一体部分である、支持構造１４Ａの穴１
５Ｃ内に取り付けられる。キャリア枢動要素５２Ａは、第１側部において、支持構造１４
Ａ内に提供される穴１５Ｄ内に、第２側部において、洗浄要素キャリア１２０の穴１２５
内に取り付けられる。穴１５Ｃ及び１５Ｄは、支持構造体１４Ａの連続的な穴を形成する
接続された穴として示されるが、穴１５Ｃ及び１５Ｄはまた代替的に、接続されていない
穴として実現されてもよい。図６に示される実施例は、シャフト枢動要素５１Ａ及びキャ
リア枢動要素５２Ａを形成する２つの単純な金属ピンによって実現され得るが、支持構造
体１４Ａの別個の枢動要素の個別の支持長さは、図３に示されるクランク枢動要素５０の
全体的な支持長さよりも短く、示される実施例では、駆動シャフト回転軸とキャリア回転
軸との間の距離は、２つの枢動要素５１Ａ及び５２Ａを実現するピンの直径よりも小さい
。
【００１９】
　図７は、代表的な電動口腔衛生装置（ここでは電動歯ブラシとして実現される）のハン
ドル２（一部のみ示される）に取り付けられる際の、図３に示される洗浄部１０を通じた
、長手方向切断部である。ハンドル２は、駆動シャフト回転軸３０を画定する長手方向中
央軸を中心に、振動回転方式で駆動シャフトを駆動する、駆動システム（例えば、電源、
モーター、及びギア構成を含む）に連結される、駆動シャフト３を含む。駆動シャフト３
は、当該技術分野において既知であるように、示される実施例において、平坦な前方部分
、及び平坦な前方部分と反対側に提供されるＶ字型の溝を有し、それにより、洗浄部１０
がハンドル２に取り付けられる際に、平坦な部分が、シャフト要素２０の対応する開口部
内に本質的に凸状に適合し、スナップフック２１のスナップノーズが、Ｖ字型溝部内に嵌
る。動作中、駆動シャフトが駆動シャフト回転軸３０を中心に振動回転するように駆動さ
れる際、駆動シャフト回転軸３０を中心とした回転運動に対して、駆動シャフト３に本質
的に遊びがないように連結されるシャフト要素２０がしたがって、また、駆動シャフト回
転軸３０を中心とした同じ振動回転へと駆動される。作動要素４０はひいては、駆動シャ
フト回転軸３０を中心として、円形区分上を移動する。作動要素４０が、洗浄要素キャリ
ア１２０の本質的に遊びがないように取り付けられる際（上記の図４に関する実施例にお
ける、作動要素４０は、ばね力の下でキャリア要素１２０に取り付けられる）、洗浄要素
キャリア１２０は、同様に振動回転するように駆動される。洗浄要素キャリア１２０がク
ランク枢動要素５０、及び取り付け枢動要素６０（両方ともキャリア回転軸３１に沿って
延びる）によってハウジング１１に取り付けられると、洗浄要素キャリア１２０の振動回
転がキャリア回転軸３１を中心として生じ、洗浄要素キャリア１２０は、駆動シャフト３
が駆動シャフト軸３０に対して動く際に、示される実施例のキャリア回転軸３１に対して
より小さな最大振動角度で動く。
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　本発明の更なる態様により、動作中のノイズ低減が、以下に説明される代替的な又は追
加的な方法により低減される。上記の図面に示されるブラシ設計において、振動／回転洗
浄要素キャリアは、（特に、非装填状態において、すなわち、洗浄要素が歯又は口腔組織
に対して押し付けられていないときに）、その振動運動が僅かに過剰になる傾向がある。
可動洗浄要素キャリアが過剰となる場合、洗浄要素キャリアがハウジングの少なくとも一
部と接触する場合があり、これはノイズの増加及び衝突部の摩耗に繋がる場合がある。こ
のような衝突の可能性を低減させるために、少なくとも洗浄要素が内側を通じて延びる少
なくとも１つの開口部が、振動方向において、角度が過剰になった場合でも、洗浄要素の
自由な振動を可能にするために必要となる幅よりも僅かに小さい幅を有するようにされる
。このような場合、過剰な運動は洗浄要素キャリアとハウジング（これらは両方とも硬質
プラスチック材料で作製され得る）との間の衝突によって止められず（又は少なくともこ
れのみによって止められず）、洗浄要素と開口部の側壁との衝突によって止められる。洗
浄要素は特に軟質プラスチック材料（例えば、ゴム状エラストマー）から作製され得る際
、又は洗浄要素が多数の剛毛（例えば、１０～１００の剛毛）を含む剛毛タフトとして実
現され得、その結果、剛毛の材料自体が比較的剛性（例えば、剛毛はポリアミドから作製
され得る）である場合にもこのような衝突中にタフトの断面が変形し得るとき、洗浄要素
と開口部の側壁との間の衝突は、比較的柔軟であり、過剰な運動を弾性的に遅め、比較的
低いノイズを生じる。別の態様により、開口部の側壁の少なくとも一部が、エラストマー
材から作製される。本開示の上記の態様により、少なくとも１つの開口部を有するハウジ
ングと、少なくとも１つの洗浄要素が取り付けられる、洗浄側部を有する洗浄要素キャリ
アとを有する、口腔洗浄部が提供され、洗浄要素キャリアは、最大振動角度でキャリア軸
を中心に振動するように取り付けられ、洗浄要素キャリアはまた、洗浄要素が開口部を通
じて延びるように取り付けられており、更に開口部は、洗浄要素キャリアの過度な振動（
すなわち、最大振動角度よりも大きな角度での振動）が、開口部の側壁への洗浄要素の衝
突をもたらすような大きさである。
【００２１】
　本明細書に開示される寸法及び値は、列挙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はない。それよりむしろ、特に規定がない限り、こうした各寸法は
、列挙された値とその値周辺の機能的に同等の範囲との両方を意味することを意図してい
る。例えば、「４０ミリメートル」として開示される寸法は、「約４０ミリメートル」を
意味するものである。
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