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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内部にモータが配置されたハンドル（５３０）と、
　可撓性を有する可動マッサージプレート（５８０）及び前記可動マッサージプレート（
５８０）に対向して配置された可動毛支持体（５７０）を有するヘッド（５５０）であっ
て、前記可動マッサージプレート（５８０）が前記ヘッド（５５０）の裏面に配置される
ヘッド（５５０）と、
　前記ハンドル（５３０）及び前記ヘッド（５５０）の間に延在するネック（５４０）と
、
　前記モータ、前記可動毛支持体（５７０）及び前記可動マッサージプレート（５８０）
に作動的に接続されたシャフト（５１６）と、
　前記シャフト（５１６）を、前記可動毛支持体（５７０）及び前記可動マッサージプレ
ート（５８０）に係合させる連結構成要素（５１８）と
を具備し、
　前記連結構成要素（５１８）は、前記可動マッサージプレート（５８０）の下側に接触
しながら変位することによって前記可動マッサージプレート（５８０）を撓ませ、それに
より、前記可動マッサージプレート（５８０）の外側表面に周期的な運動を付与する電動
歯ブラシ。
【請求項２】
　前記可動マッサージプレート（５８０）が複数の突出部又は隆起部を含む、請求項１に
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記載の電動歯ブラシ。
【請求項３】
　前記可動マッサージプレート（５８０）がエラストマー材料を含む、請求項１又は２に
記載の電動歯ブラシ。
【請求項４】
　前記シャフト（５１６）が往復運動する、請求項１～３のいずれか一項に記載の電動歯
ブラシ。
【請求項５】
　内部にモータが配置されたハンドル（３０）と、
　長手方向軸及び複数の可動毛支持体（３６０、３７０）を含むヘッド（３５０）と、
　前記ハンドル（３０）及び前記ヘッド（３５０）の間に延在するネック（３４０）と、
　前記モータ及び前記複数の可動毛支持体（３６０、３７０）に作動的に接続する往復シ
ャフト（３１６）であって、前記複数の可動毛支持体（３６０、３７０）が、前記長手方
向軸に沿った方向に往復運動する往復シャフト（３１６）と
を具備し、
　前記複数の可動毛支持体（３６０、３７０）は、前記ヘッド（３５０）内に旋回可能に
設けられた揺れアーム（３２１）を介して互いに連結されており、
　前記揺れアーム（３２１）は前記往復シャフト（３１６）に連結され、前記往復シャフ
ト（３１６）が往復運動することによって旋回し、それにより、前記複数の可動毛支持体
（３６０、３７０）に前記往復運動が付与される電動歯ブラシ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は歯ブラシの分野に関し、より詳細には、本発明は電動式歯ブラシの分野に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　最も良く知られている電動歯ブラシは、歯ブラシに組み込まれている電動モータによっ
て動力を備え、又は駆動される単一毛支持体を利用する。一般に、これら歯ブラシの毛支
持体は回転運動を受ける。これらの毛支持体はある点においては十分であるが、動力を備
えた歯ブラシの設計において未だ改善の必要性がある。
【０００３】
　電気歯ブラシの設計、性能、洗浄効果、簡素化、及び／又は商業可能性を改善しようと
いう多くの試みがなされている。その１つの方法は、複数電動毛支持体を備えることであ
る。ほとんどの技術者は、ブラシの一端に沿って毛を複数セットに分け、各組の毛を同時
に回転させる駆動機構を組み込んでいる。設計例としては、米国特許第３，２４２，５１
６号、同第４，１５６，６２０号、同第４，８４５，７９５号、同第５，０８８，１４５
号、同第５，０２０，１７９号、同第４，８２７，５５０号、及び同第４，５４５，０８
７号に開示されたものが挙げられる。
【０００４】
　複数の回転毛支持体上の毛を複数セット群に分ける関連方法は、米国特許第２，１４０
，３０７号及び同第５，１７０，５２５号に開示されている。前述の特許で採用された方
法、すなわち各毛セットがそれぞれの中心を回転するのではなく、米国特許２，１４０，
３０７号及び同第５，１７０，５２５号に記載された設計では、複数の毛セット群が毛支
持体の中心を回転する。特に、複数群の毛セットを円形の毛支持体上に配置し、通常は幾
つかあるうちの１つの毛支持体がその軸を中心として回転する。
【０００５】
　米国特許第５，０７０，５６７号は、前述の２つの方法を組み合わせた設計について説
明する。回転毛支持体は、個別に回転可能な複数の毛セットと共に備えられる。この設計
は先行設計の関連した多くの利点を備えているようであるが、回転毛セットのみの洗浄効
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果については幾らか制限がある。
【０００６】
　更に別の設計が、米国特許第５，６１７，６０３号に開示されている。米国特許５，６
１７，６０３号には、「ねじれ形回転」ブラシの組立品が記載されている。２つの毛支持
体が歯ブラシの平面内における複雑な経路に沿って動くことは明らかである。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　様々な組み合わせの動きをする二重毛支持体が従来技術において開示されているが、少
なくとも１つの支持体が往復又は旋回タイプの動きをする複数の毛支持体を備えた電動歯
ブラシを提供する必要性が残っている。更に、ブラシの別の構成要素がブラッシング動作
を補助する特定タイプの動きを行う間、少なくとも１つの支持体が往復運動する複数の毛
支持体を備えた電動歯ブラシを提供する必要がある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　電動歯ブラシが提供される。電動歯ブラシは、ハンドルと、ヘッドと、前記ハンドル及
び前記ヘッドの間に延在するネックとを含む伸長型本体を有する。複数の毛支持体がヘッ
ド上に配置され、各毛支持体は毛のタフトの集合体を含む。電動モータは作動的にシャフ
トに接続され、その両方が歯ブラシの本体内に配置される。電動モータが作動すると、シ
ャフトが往復運動する。そのシャフトは、少なくとも１つの毛支持体に作動的に接続され
、その支持体と関連する支持体を動かす。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　本発明は、様々な構成要素及び構成要素の配置、並びに様々な技法、方法、又は工程の
手順及び配列の形態をとることができる。参照図面は、好ましい実施形態を図示する目的
だけであり、必ずしも寸法には従っておらず、本発明を限定するものと解すべきではない
。
　本発明は、以下の説明に以下の添付図面を参照することで、より良く理解されると考え
られる。
【００１０】
　様々な好ましい実施形態について説明する前に、様々な歯ブラシの可動毛が受け得る様
々なタイプの運動を定義するのが参考になる。本明細書で使用する用語「角運動」は、任
意の角度変位を指す。「直線運動」は、直線又は実質的に直線の線若しくは方向に沿う動
作を指す。「曲線運動」は、完全に直線状でも完全に角度を成すでもなく、その２つの組
み合わせ（例えば、曲線状）の動作である。これらの運動は、一定にも又は周期的にもす
ることができる。一定運動は、方向又は経路を変化させない（すなわち、単一方向の）運
動を指す。周期運動は、方向又は経路を逆転させる運動を指す。一定角運動は回転運動と
呼ばれるが、本明細書における機構は「回転可能に取り付けられた」と記載されてもよく
、この表現は、周期的であれ、一定であれ、単に角運動が可能であることを意味すること
を意図する。周期角運動は振動運動と呼ばれる。曲線運動もまた、一定（すなわち単一方
向）又は周期（すなわち方向逆転）のいずれかにすることができる。周期直線運動は、「
往復運動」と呼ばれる。「軌道運動」は、運動している構成要素（例えば、シャフト）の
中心とは別個の、そこから幾らか離れた軸を中心とした角運動の一種である。この距離は
、本明細書において軌道運動のオフセットの範囲と呼ばれる。軌道運動は、一定角運動か
、又は周期角運動のいずれであってもよい。
【００１１】
　前述の運動は、毛支持体、歯ブラシ、歯ブラシヘッドなどの１つ以上の軸に沿って起こ
り得る。したがって、本明細書で示される動作は、軸座標の数に応じて、１次元、２次元
、又は３次元の動きとして描かれ、この軸座標は、動作中における毛支持体の位置を示す
ために必要となるものである。図１に軸Ｘ、Ｙ、Ｚを示す。１次元動作は、１つの座標（
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Ｘ、Ｙ、又はＺ座標）によって表すことのできる動きである。典型的には、１次元運動に
なり得るのは線状運動のみである。例えば、実質的にＹ軸に沿ってのみ動く周期線運動は
、１次元運動である（本明細書では、「パルシング運動」又は「上下運動」と呼ぶ）。２
次元運動とは、毛支持体の動作経路を表すために２つの座標（例えば、Ｘ及びＹ座標）が
必要となる毛支持体による動きを意味する。毛支持体上の点は移動経路を表すのに２つの
座標が必要となるため、単一平面内で生じる角運動は２次元運動である。３次元運動とは
、毛支持体の動作経路を表すために３つの座標（例えば、Ｘ、Ｙ及びＺ座標）が必要とな
る毛支持体による動きを意味する。３次元運動の例としては、らせん状の経路を取る毛支
持体の動きが挙げられる。
【００１２】
　本明細書に記載された毛支持体の運動の大部分は、様々な構造上の特性を調整すること
によって変更できるので、本明細書中の運動に関する記載がこれらの変形を含むことは、
自動的に理解されるものとする。例えば、軸の周囲を振動するものとして記載される運動
は、他の運動（例えば、往復直線運動）の要素も含み得るが、それは特に、この第２の動
きの要素を提供するべく、幾つかの変更を行い得ることに留意する場合である。かかる変
更の除外を意図した運動は、本明細書では、修飾語「主として」（例えば、「主として振
動する」又は「主として往復運動する」）を伴って記載され、有意な他のタイプの運動は
除外するが、製造許容差若しくは可変性から偶発的に発生し得る、又は大抵の場合のよう
に、毛支持体から完全に別のタイプの動きを完全に排除することが難しい場合の他の運動
は除外しないことを意図するものとする。本明細書に記載された全ての運動は、所望であ
れば、主として記載された運動に制限されることもある。
【００１３】
　図１は、本発明の好ましい実施形態である歯ブラシ２の斜視図である。この歯ブラシ２
は、ハンドル３０と、ヘッド５０と、ハンドル３０及びヘッド５０の間に延在するネック
４０とを有する伸長型本体１０から構成されている。本体１０の外側領域に沿って、スイ
ッチ２０が配置又はアクセスできるようになっている。当然のことながら、スイッチ２０
によって、歯ブラシ２の本体１０内に含有されている電動モータが作動する。モータ（図
示せず）及び本明細書に記載される駆動機構（図示せず）は、歯ブラシの遠位端に配置さ
れた１つ以上の毛支持体を駆動する。具体的には、歯ブラシ２は、最遠位第１端部５２に
隣接している第１毛支持体６０と、第２毛支持体７０とを更に具備する。本明細書でより
詳細に述べる通り、駆動機構を稼動させると、第１及び第２毛支持体は、特定の動作が組
み合わさった動きを見せる。それらの運動は、軸Ｘ、Ｙ、及びＺに関して最良に記載され
ている。
【００１４】
　本明細書では、Ｘ軸は、通常は長手方向軸と呼ばれ、一般的に、歯ブラシヘッド又は毛
支持体の長手方向又は縦方向の面（歯ブラシの平面図に見られるように）に沿って延在し
ている。例えば、長手方向軸は、歯ブラシヘッドの最長面を通る軸である。Ｙ軸は、Ｘ軸
に対して横断方向、直交又は垂直であり、一般に、歯ブラシヘッドを左右に二分する。Ｚ
軸は、Ｘ軸及びＹ軸に対して横断方向、直交又は垂直である。軸の配向は、別の軸に対し
て正確に直交しているか、又は垂直である必要はなく、特にこれらの軸が運動の方向につ
いて記載するのに使用されるとき、軸同士は９０度から幾らか偏差があることが理解され
る。本明細書中のいかなる軸の配向も、用語「概ね」又は「実質的に」（例えば、「概ね
横断方向」又は「実質的に横断方向」）によって修飾され得ることが理解されるべきであ
る。用語「実質的に」は、幾らかの角度のずれを含意するが、「概ね」という用語ほど９
０度から角度がずれているわけではない。９０度から僅かにずれる～全くずれないという
ことを示す修飾語はない。したがって、第２軸に対して横断方向である第１軸に沿って生
じるものとして記載されている運動は、第２軸に対して９０度で生じるが、（例えば、製
造許容差などから生じる）多少の偏差は許容されることを含意する。運動が概ね横断方向
であるか、又は実質的に横断方向であるならば、９０度からより大きくずれることも考え
られる。本明細書に記載された全ての軸は、前述の他の軸に対して概ね又は実質的に横断
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方向である別の軸と交差し得る。
　Ｘ面はＸ軸を含む面で、本明細書では一般的に、歯ブラシの平面又は歯ブラシヘッドの
平面と呼ばれる。一般に、この平面は歯ブラシの長手方向の面に沿って延在する。Ｙ面は
Ｙ軸を含む面で、歯ブラシ全体にわたって延在し、Ｘ面に垂直な面である。Ｙ面は、歯ブ
ラシを二分する面、又は歯ブラシを二分する面と平行な面である。Ｚ面は、Ｘ面及びＹ面
の両方に対して垂直であり、Ｚ軸を含む。
【００１５】
　更に、好ましい実施形態の歯ブラシ、毛支持体、種々の駆動機構について説明する際に
使用する専門用語について取り上げるのも有益であろう。本明細書で使用する場合、用語
「前方」とは、ハンドルからヘッドに向かう方向を意味し、用語「後方」とは、ヘッドか
らハンドルに向かう方向を意味する。長手方向とは、長手方向軸、つまりＸ軸と概ね一致
する方向を意味するが、この軸と同じ面内にある必要はない。例えば、シャフト及び毛支
持体の長手方向軸は、同じ面内に延在する軸である必要はないが、上平面から見て、概ね
同じ方向に延在する軸である。同様に、互いに関して角度をなすネック及びヘッドは、同
一平面内に延在する長手方向軸を有さないこともあるが、上平面から見て、概ね同じ長手
方向に延在する軸を有する。好ましい実施形態である電気歯ブラシの多くには、通常は歯
ブラシの最長面を通る長手方向軸を有する伸長型ヘッドが備わっている。この軸は、典型
的には、歯ブラシのネック及び／又はシャフトの長手方向軸と概ね同一の方向に延在する
。この軸は、一般的に歯ブラシの長手方向軸と呼ばれる。「概ね同じ方向」という表現は
、軸の角度に幾分偏差があることを意味する。
【００１６】
　一般に、本発明の好ましい実施形態である歯ブラシは、電動モータ及び駆動機構を包含
する中空の伸長型本体を具備し、この駆動機構は、１、２、３つ以上の可動毛支持体を作
動させるために使用される。中空の伸長型本体はまた、モータに電力を供給するバッテリ
ーを１つ以上収めるための内部チャンバ又は空洞部を含む。また、モータ及び駆動機構を
作動させるために、本体の外部領域に沿って１つ以上のスイッチがある。当然のことなが
ら、取り外し可能な端部キャップを付けて内部チェンバーを囲み、外部の物質から歯ブラ
シの本体内の構成要素を保護するようにする。本明細書で詳細に述べるように、好ましい
実施形態である歯ブラシは、１つ、２つ、３つ、またはそれ以上の可動毛支持体を有する
。毛支持体はそれぞれ、特定タイプの動作を見せ、結果的に、動作が組み合わさることに
より、優れた洗浄効果を発揮する。
【００１７】
　更に、用語「固定」又は「静止」毛と、用語「可動」毛とを定義することも有用である
。固定毛又は静止毛という用語は、毛、具体的には毛の基部が歯ブラシの長手方向軸に対
して移動しないように、歯ブラシのブラシヘッド若しくは本体、又はその他の構成要素に
、固定又は固着される毛を指す。言い換えれば、固定毛又は静止毛は、それらの基部又は
取り付け点が歯ブラシに対して動かないように、歯ブラシに固着される毛について言う。
毛若しくは毛群の先端部、又はその基部から離れた領域は、毛の屈曲の結果として動くこ
ともあることが認識される。しかしながら、静的毛、静止毛、又は固定毛の基部はブラシ
に対して動かない。可動毛という用語は、毛の基部が歯ブラシに対して、特にブラシの長
手方向軸に対して動く毛を指す。一般には、この構成は、取り付け要素、すなわち、ブラ
シに対して運動可能な毛支持体又はホルダに対して毛の基部を固着するか、又は支持する
ことにより達成される。言い換えると、可動毛は、ブラシの長手方向軸に対して運動可能
である毛である。
【００１８】
　図２は、本発明の好ましい実施形態である歯ブラシ１００の部分的な斜視図である。好
ましい実施形態の歯ブラシ１００は、本体１３０と、ブラシヘッド１５０と、本体及びヘ
ッドの間に延在するネック１４０とを具備する。歯ブラシ１００は、以下のような複数の
毛支持体を特徴とする毛支持体センブリを更に包含する。この好ましいアセンブリは、第
１毛支持体１６０と、第２毛支持体１７０と、第３毛支持体１８０とを包含する。第１毛
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支持体１６０は基部１６２を包含する。第２毛支持体１７０は基部１７２を包含する。ま
た、第３毛支持体１８０は基部１８２を包含する。好ましくは、第１毛支持体１６０、第
２毛支持体１７０、及び第３毛支持体１８０は、旋回部材１８３及び１６３などの１つ以
上の旋回部材を通って延在する軸の周囲を旋回可能である（歯ブラシヘッドに組み込まれ
るとき）。各基部１６２、１７２、及び１８２は、カミング（camming）部材１６１、１
７１、及び１８１を包含し、そのそれぞれがカム部材１３４の中で画定されたカミングス
ロット１３６の中に受容される。好ましくは、各カミング部材１６１、１７１、及び１８
１は、図２に示されるように、それぞれの基部から下向きに延在する。カム部材１３４は
、歯ブラシヘッドの内部に保持されて、駆動シャフト１１６と係合する。分かるように、
駆動シャフト１１６は、好ましくは、往復型の運動を受ける。駆動シャフト１１６の往復
運動により、往復運動ではあるが、駆動シャフト１１６の運動に対して横断方向である運
動、又は周期的な曲線運動が、各毛支持体１６０、１７０、及び１８０に付与される。各
毛支持体に付与された特定タイプの運動は、構成とカミング部材及びカミングスロットの
間の係合とに依存する。
【００１９】
　図３は、本発明による別の好ましい実施形態である歯ブラシ２００の斜視図である。好
ましい実施形態の歯ブラシ２００は、本体２３０と、ブラシヘッド２５０と、本体及びヘ
ッドの間に延在するネック２４０とを包含する。歯ブラシ２００は、以下のような複数の
毛支持体を特徴とする毛支持体アセンブリを更に包含する。図３は、第１毛支持体２６０
と、第２毛支持体２７０と、第３毛支持体２８０とを含むものとしてアセンブリを示して
いる。第１毛支持体２６０は基部２６２を包含する。第２毛支持体２７０は基部２７２を
包含する。第３毛支持体２８０は基部２８２を包含する。好ましくは、各基部２６２、２
７２、及び２８２は、係合スロット又は開口を画定するカラーを備える。例えば、図３に
示すように、第３毛支持体２８０は、係合スロット又は開口２８６を画定するカラー２８
４を包含する。それぞれのカラーの各スロット又は開口は、駆動シャフト２１６のカム領
域２１８に沿って受容される。好ましくは、駆動シャフト２１６は、各毛支持体２６０、
２７０、及び２８０に横運動又は他の動きを付与するような往復運動を受ける。図２に関
して先に説明したように、毛支持体２６０、２７０、２８０の１つ以上は、図３の部材２
８３などの旋回部材を包含してもよい。旋回部材は、それらの構成及び内部に毛支持体セ
ンブリが組み込まれた歯ブラシヘッドの保持構成要素との係合に応じて、一般に旋回部材
の軸を中心とする旋回運動を毛支持体に行わせるのに役立つ。
【００２０】
　図４は、本発明による別の好ましい実施形態の歯ブラシ３００の斜視図である。この好
ましい実施形態の歯ブラシ３００は、本体３３０と、ヘッド３５０と、本体３３０及びヘ
ッド３５０の間に延在するネック３４０とを具備する。ブラシヘッド３５０上に配置され
ているのは、図４に示されるように、第１支持体３６０と第２毛支持体３７０とを包含す
る複数の可動毛支持体である。各毛支持体３６０及び３７０は、ブラシの起動により、示
されるような往復運動を受ける。具体的には、本体３３０に配置された駆動機構からのよ
うな駆動シャフト３１６（図示せず）の直線的な往復運動が、連結装置３１７を介して第
２の駆動シャフト３１８に付与される。駆動シャフト３１８の運動は、更にヒンジ構成要
素３１９に伝達され、ヒンジ構成要素３１９と毛支持体３６０及び３７０の一方又は両方
との間に延在する連結アーム３２０に伝達される。
【００２１】
　最も好ましい態様では、第１支持体３６０及び第２支持体３７０の間に延在する揺れア
ーム３２１が利用される。最も好ましくは、揺れアーム３２１がその部材の周囲を移動す
るか、又は旋回し得るように、前記アーム３２１は、ブラシヘッド３５０内部でその中心
の周りで静止部材にヒンジ留めされる。連結アーム３２０の端部は、連結アーム３２０の
往復運動によりアーム３２１がその中心周囲を旋回するように、揺れアーム３２１の端部
に係合される。図４に示されるように、毛支持体３６０及び３７０のそれぞれが揺れアー
ム３２１の反対端に係合するので、アーム３２１の旋回は支持体３６０及び３７０の往復
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運動を引き起こす。各支持体３６０及び３７０の往復運動は互いに位相ずれしている。し
たがって、支持体３６０が前方方向に動くとき、支持体３７０は後方方向に動き、逆もま
た同様である。
【００２２】
　図５、図６、及び図７は、本発明による更に別の好ましい実施形態である歯ブラシ４０
０を示している。好ましい実施形態の歯ブラシ４００は、本体４３０と、ヘッド４５０と
、本体４３０及びブラシヘッド４５０の間に延在するネック４４０とを包含する。ブラシ
ヘッド４５０上に配置されているのは、第１支持体４６０及び第２毛支持体４７０などの
複数の可動毛支持体である。駆動シャフト４１６は、ネック４４０及び本体４３０内に延
在し、駆動機構（図示せず）からの動きを毛支持体４６０及び４７０の一方又は両方に付
与する。好ましくは、歯ブラシ４００が作動すると、駆動シャフト４１６は、図５に示さ
れるように往復運動する。駆動シャフト４１６の遠位端部は、第２の毛支持体４７０の基
部４７２と係合する。当然のことながら、第１支持体４６０は、駆動シャフト４１６から
直接作動されてもよく、又は第２毛支持体４７０を介するなど、間接的に作動されてもよ
い。
【００２３】
　図５、図６、及び図７の好ましい実施形態の歯ブラシ４００は、ブラシヘッド４５０の
裏面に沿って可動に配置されたマッサージプレート４８０を特徴とする。歯ブラシ４００
が作動すると、マッサージプレート４８０は、歯ブラシ４００の長手方向軸に概ね沿って
往復運動される。マッサージプレートは、好ましくは、エラストマー材料、又は他の比較
的可撓性の柔軟な材料から形成される。マッサージプレート４８０の外側表面は、特定の
マッサージ特性を付与するのに役立つ１つ以上の外側に延在する隆起部、突出部、又は他
の部材を備えるように形成されてもよい。図６は、マッサージプレート４８０の様々な別
の変形を示している。外側表面から延在する複数の起立突出部又は他の突起を有するプレ
ート４８０ａが提供されてもよい。複数の外側に延在する隆起部を特徴とするプレート４
８０ｂを使用してもよい。また、いかなる起立突起又は外側に延在する突起も持たない比
較的滑らかな外側表面を特徴とするプレート４８０ｃを使用してもよい。
【００２４】
　図７は、図５に示す歯ブラシのブラシヘッド４５０の、線ＶＩＩ－ＶＩＩに沿って切り
取った部分的な断面の立面図である。図７は、駆動シャフト４１６の遠位端部を毛支持体
４７０及びマッサージプレート４８０に係合する連結構成要素４１８を示している。駆動
シャフト４１６の往復運動により、毛支持体４７０及びマッサージプレート４８０の両方
が同様に動かされる。
【００２５】
　図８、図９、及び図１０は、本発明による更に別の好ましい実施形態である歯ブラシ５
００を示している。歯ブラシ５００は、本体５３０と、ブラシヘッド５５０と、本体５３
０及びブラシヘッド５５０の間に延在するネック５４０とを具備する。第１毛支持体５６
０はブラシヘッド５５０上に配置される。また、第２の毛支持体５７０はブラシヘッド５
５０上に配置される。駆動シャフト５１６は、ネック５４０内に延在し、ブラシの起動に
より、毛支持体５６０及び５７０の一方又は両方に運動を付与する。
【００２６】
　歯ブラシ５００は、前述の歯ブラシ４００と同様のマッサージプレート５８０を備える
。しかしながら、歯ブラシ５００のマッサージプレート５８０は、歯ブラシ４００のマッ
サージプレート４８０のように往復運動しない。これについては、本明細書において更に
詳細に説明する。マッサージプレート５８０は、好ましくは、エラストマー材料又は他の
好適な材料から形成される。プレート５８０は、好ましくは、歯ブラシヘッド５５０の裏
面に沿って配置され、それに固定されている。様々な異なる外形のプレート５８０が提供
されてもよい。図９は複数の外側に延在する起立領域を有するマッサージプレート５８０
ａ、複数の起立隆起部を有する５８０ｂ、及び滑らかな外側表面を有する５８０ｃを示し
ている。
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【００２７】
　図１０は、図８の線Ｘ－Ｘに沿って切り取った歯ブラシ５００のブラシヘッド５５０の
部分的な断面の立面図である。駆動シャフト５１６の遠位端部を毛支持体５７０に係合す
る連結構成要素５１８が設けられている。連結構成要素５１８は、マッサージプレート５
８０の下側と接触する、外側に延在するバルブ又は領域を備えている。当然のことながら
、プレート５８０は可撓性で柔軟な材料から形成されるので、連結構成要素５１８がプレ
ート５８０の下側に沿って変位するとき、プレート５８０の外側表面に運動が付与される
。この構成の結果、歯ブラシ５００が作動すると、マッサージプレート５８０の外側表面
がパルシング運動を呈し、本質的には振動する。
【００２８】
　本発明の実施形態の全てにおいて、静止毛又は他の洗浄部材の１つ以上の群が、可動毛
に結合して設けられてもよいことが理解される。多くの例では、歯ブラシヘッド上に静止
毛の集合体を設けるのが好ましいであろう。例えば、静止毛は、毛支持体間の間隙に配置
されるか、又は毛支持体を完全に包囲してもよい。静止毛はまた、ヘッド最遠位端部及び
／又はヘッドの最後端部、及び／又は歯ブラシの側面に隣接して配置されてもよい。本発
明と共に使用され得る静止毛の更なる例は、米国特許出願番号１０／２７４，４０号及び
米国特許第６，３６０，３９５号に記載されている。例えば、熱可塑性エラストマー又は
ゴムから形成された可動毛又は静止エラストマー毛も、可動毛支持体又は歯ブラシヘッド
上に設けることができる。１つの配置例が、米国特許第６，３７１，２９４号に記載され
ている。
【００２９】
　本発明のブラシヘッド実施形態は、簡略化のために、それらが延び出すヘッドの長手方
向軸に実質的に垂直な方向に延在する毛のタフトと共に示したが、静止毛及び／又は可動
毛は、静止毛又は可動毛の運動を補完する（compliment）又は更に強化するべく異なる配
置にしてもよいと考えられている。毛の一部又は全部は、毛ホルダの上面と鋭角を形成す
る方向に延在してもよいし、前方又は後方の方向に延在してもよい。別の実施形態におい
て、毛の一部は、ヘッドから別の方向に外側に離れるように延在し、更に毛ホルダの上面
に対して鋭角を形成してもよい。他の好適な毛の配置例は、米国意匠特許第３３０，２８
６号、同第４３４，５６３号、米国特許第６，００６，３９４号、同第４，０８１，８７
６号、同第５，０４６，２１３号、同第５，３３５，３８９号、同第５，３９２，４８３
号、同第５，４４６，９４０号、同第４，８９４，８８０号；及び国際公報ＷＯ９９／２
３９１０に記載されている。
【００３０】
　本発明の歯ブラシは、広範なポリマーから形成されてもよい。本発明で使用するための
好ましいポリマー材料についての以下の説明において、当業者が幾つかのポリマーを指す
のに通常使用する略語を、ポリマーの全名称の後に括弧書きしている。ポリマーは、好ま
しくはポリプロピレン（「ＰＰ」）であり、又はポリスチレン（「ＰＳ」）、ポリエチレ
ン（「ＰＥ」）、アクリロニトリル－スチレンコポリマー（「ＳＡＮ」）、及びセルロー
スアセテートプロピオネート（「ＣＡＰ」）などのその他市販の材料からなる群から選択
されてもよい。これらの材料は、熱可塑性エラストマー（「ＴＰＥ」）、熱可塑性オレフ
ィン（「ＴＰＯ」）、及び軟質熱可塑性ポリオレフィン（例えば、ポリブチレン）などの
１以上の更なるポリマーとブレンドしてもよく、又はエチレン－ビニルアセテートコポリ
マー（「ＥＶＡ」）及びエチレンプロピレンゴム（「ＥＰＲ」）などの他の弾性材料から
選択されてもよい。本発明において好適な熱可塑性エラストマーの例としては、スチレン
－エチレン－ブタジエン－スチレン（「ＳＥＢＳ」）、スチレン－ブタジエン－スチレン
（「ＳＢＳ」）、及びスチレン－イソプレン－スチレン（「ＳＩＳ」）が挙げられる。本
発明において好適な熱可塑性オレフィンの例としては、ポリブチレン（「ＰＢ」）及びポ
リエチレン（「ＰＥ」）が挙げられる。射出成形などの当該技術分野で既知の技術を、本
発明の歯ブラシを製造するのに使用することができる。
【００３１】
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　特定の好ましい実施形態を参照して、本発明を記載した。本発明の範囲内で、これらの
実施形態に対して修正及び変更を行ってもよい。例えば、毛支持体の幾つかの組み合わせ
を、本明細書に記載した。毛支持体を再配置し、１つの実施形態の毛支持体の代わりに別
の実施形態のものを使用できることが理解される。更に、幾つかの毛支持体は、毛支持体
の運動を誘導するために歯ブラシヘッド上のピンと係合するスロットを有してもよいが、
これらの特徴は逆にすることもできるので、ピンが毛支持体上に配置され、スロットがヘ
ッド上に配置されるように、更に当該技術分野で既知の他の構造が本明細書に記載された
毛支持体のいずれかの運動を誘導するために使用できることが理解される。全てのそのよ
うな変形及び変更は、添付の特許請求又はそれに等しい範囲内にある限り包含されると意
図する。
【００３２】
　「発明を実施するための最良の形態」で引用したすべての文献は、関連部分において本
明細書に参考として組み込まれるが、いずれの文献の引用も、それが本発明に対する先行
技術であるとの容認と解釈されるべきではない。
【００３３】
　本発明の特定の実施形態について説明し記載したが、本発明の精神及び範囲から逸脱す
ることなく、その他の様々な変更及び修正を実施できることが、当業者には自明である。
したがって、本発明の範囲内にあるそのようなすべての変更及び修正を、添付の特許請求
の範囲で扱うものとする。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】本発明による好ましい実施形態における歯ブラシの斜視図であり、歯ブラシに対
する様々な面及びその方向を図解。
【図２】本発明に従った別の好ましい実施形態の歯ブラシの斜視図。
【図３】本発明に従った別の好ましい実施形態の歯ブラシの斜視図。
【図４】本発明に従った別の好ましい実施形態の歯ブラシの斜視図。
【図５】本発明に従った別の好ましい実施形態の歯ブラシのブラシヘッドの前部及び後部
の斜視図。
【図６】図５に示された好ましい実施形態の歯ブラシが活用する幾つかの好ましいマッサ
ージ要素の詳細図。
【図７】図５に示された好ましい実施形態の歯ブラシのブラシヘッドの詳細な断面図。
【図８】本発明に従った別の好ましい実施形態の歯ブラシのブラシヘッドの前部及び後部
の詳細図。
【図９】図８に示された好ましい実施形態の歯ブラシが活用する幾つかの好ましいマッサ
ージ要素の詳細図。
【図１０】図８に示された好ましい実施形態の歯ブラシのブラシヘッドの詳細な断面図。
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