
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
ブラシの毛束をブラシベースに起設した歯磨き用のブラシ部と、このブラシ部をグリップ
用のハンドルの先端に取り付けた歯ブラシのブラシヘッドにおいて、
上記ブラシ部は、歯ブラシ軸線に沿って分割した２以上の部分ブラシからなり、かつ、同
歯ブラシ軸線に対して全方向の捩じりと曲げの変形を許容して復元すると共に、ブラシベ
ースに対して着脱可能に固定しうる着脱機構をその両端に備えてなる、弾性樹脂材、ゴム
材、ばね材、ゴム索、磁石等の復元手段を介して上記部分ブラシを連結してなることを特
徴とする歯ブラシのブラシヘッド。
【請求項２】
前記着脱機構は、歯ブラシ軸線に沿ってブラシベースに穿設したねじ穴に着脱可能に螺合
しうる螺合部からなることを特徴とする請求項１記載の歯ブラシのブラシヘッド。
【請求項３】
前記着脱機構は、歯ブラシ軸線に沿ってブラシベースに穿設した角形断面等の進退動作の
みを許容する穴に進退可能に嵌合する嵌合材からなり、この嵌合材とブラシベースとの間
に弾性爪によって掛脱可能に掛止する掛止機構を介設したことを特徴とする請求項１記載
の歯ブラシのブラシヘッド。
【請求項４】
ブラシの毛束をブラシベースに起設した歯磨き用のブラシ部と、このブラシ部をグリップ
用のハンドルの先端に取り付けた歯ブラシのブラシヘッドにおいて、
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上記ブラシ部は、歯ブラシ軸線に沿って分割した２以上の部分ブラシからなり、かつ、同
歯ブラシ軸線に対して全方向の捩じりと曲げの変形を許容して復元する復元手段を介して
上記部分ブラシを連結すると共に、
前端を前記部分ブラシのうち最先端の部分ブラシに固定し、後端をハンドルのネック部に
取り付けた中心軸を構成し、この中心軸によって他の部分ブラシを回動可能に挿通支持し
たことを特徴とする歯ブラシのブラシヘッド。
【請求項５】
前記ブラシベースは、ブラシの毛束を起設した植立部をブラシベースの本体と別体に形成
し、両者間を着脱可能に固定するための螺合機構、嵌合機構等の着脱手段を両者間に介設
してなることを特徴とする請求項１又は４記載の歯ブラシのブラシヘッド。
【請求項６】
前記ハンドルからブラシベースに連通し、毛束の間に開口する通路を穿設したことを特徴
とする請求項１又は４記載の歯ブラシのブラシヘッド。
【請求項７】
前記ブラシ部とハンドルとの間に固定ナットを備えるボールジョイントを介設したことを
特徴とする請求項１又は４記載の歯ブラシのブラシヘッド。
【請求項８】
前記ブラシ部とハンドルとの間に着脱機構を介設したことを特徴とする請求項１又は４記
載の歯ブラシのブラシヘッド。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、歯磨き用のブラシ部と、このブラシ部をグリップ用のハンドルの先端に取り付
けた歯ブラシのブラシヘッドに関し、特に、複雑な歯列についても磨き残しを抑えること
ができる歯ブラシのブラシヘッドに関する。
【０００２】
【従来の技術】
グリップ用のハンドルとその先端に保持されるブラシヘッドとからなる歯ブラシは、ハン
ドルの形状、ヘッドの大きさ、ヘッドに植立された毛の剛性その他について各種のものが
準備されている。例えば、ハンドルを湾曲させたり、ヘッドを小さくしたり、ヘッド上の
毛の硬度を場所によって変化させたりすることによって、利用者側の口の大きさ等の使用
条件に応じて、最適なものを選択することができるようになっている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、歯並びは、上下の噛合わせ状態を含めて個人毎に大きく相違するので、上
記各種の歯ブラシから選択しても、適合困難な場合がある。
すなわち、歯の清掃にあたっては、個人ごとに口腔内の形状が異なり、また歯の位置と部
位によっては単一ブラシでの清掃に限界がある。そのため例えば歯間ブラシなどのブラシ
が数本必要であるという問題点があった。
さらに、従来の歯ブラシはブラシの圧力が歯に対して不均衡にかかるため効率の良いブラ
ッシングができないという欠点があった。すなわち図２１に示すように、従来の歯ブラシ
のブラシヘッド１０１は、そのブラシの毛束１０２を歯Ｔの表面に当てると、毛束１０２
が強く当たる部分Ｔ１と弱く当たる部分Ｔ２が生じる。その結果、この弱く当たる部分Ｔ
２は磨き残しとなり、ムシ歯を招くこととなる。
【０００４】
本発明の目的は、歯の清掃にあたり、個人ごとに異なる歯並び等の条件による影響を受け
ることなく、適切に磨くことが可能な歯ブラシのブラシヘッドを提供することにある。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
上記課題を解決するために、歯の必要部位に必要な圧力を加え、不必要な部位には圧力を
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加えないことにより効率的なブラッシングを可能とするための構成をポイントとし、以下
のごとく歯ブラシのブラシヘッドを構成した。
すなわち、ブラシの毛束をブラシベースに起設した歯磨き用のブラシ部と、このブラシ部
をグリップ用のハンドルの先端に取り付けた歯ブラシのブラシヘッドにおいて、上記ブラ
シ部は、歯ブラシ軸線に沿って分割した２以上の部分ブラシからなり、かつ、同歯ブラシ
軸線に対して全方向の捩じりと曲げの変形を許容して復元すると共に、ブラシベースに対
して着脱可能に固定しうる着脱機構をその両端に備えてなる、弾性樹脂材、ゴム材、ばね
材、ゴム索、磁石等の復元手段を介して上記部分ブラシを連結して構成する。
【０００６】
上記構成のブラシヘッドは、邪魔な突状部があっても部分ブラシが自在に弾性動作してそ
の障害物を避けることができるので、凹状の奥まで磨き残しなく歯磨きが可能な歯ブラシ
を構成することができる。
【０００７】
前記復元手段は、ブラシベースに対して着脱可能に固定しうる着脱機構をその両端に備え
ることにより、消耗に応じてブラシの交換ができる。
前記着脱機構は、歯ブラシ軸線に沿ってブラシベースに穿設したねじ穴に着脱可能に螺合
しうる螺合部から構成し、または、前記着脱機構は、歯ブラシ軸線に沿ってブラシベース
に穿設した角形断面等の進退動作のみを許容する穴に進退可能に嵌合する嵌合材からなり
、この嵌合材とブラシベースとの間に弾性爪によって掛脱可能に掛止する掛止機構を介設
して構成することにより、着脱交換性を確保することができる。
また、上記ブラシ部は、歯ブラシ軸線に沿って分割した２以上の部分ブラシからなり、か
つ、同歯ブラシ軸線に対して全方向の捩じりと曲げの変形を許容して復元する復元手段を
介して上記部分ブラシを連結すると共に、前端を前記部分ブラシのうち最先端の部分ブラ
シに固定し、後端をハンドルのネック部に取り付けた中心軸を構成し、この中心軸によっ
て他の部分ブラシを回動可能に挿通支持したことにより一歯に対する死角をなくし、歯ブ
ラシを安定させて磨き感を得ながら効率的に一歯を磨くことができ、口腔内の最後方の歯
にまで作用力を及ぼすことができる。
前記ブラシベースは、ブラシの毛束を起設した植立部をブラシベースの本体と別体に形成
し、両者間を着脱可能に固定するための螺合機構、嵌合機構等の着脱手段を両者間に介設
することにより、消耗や汚れに応じて最小限度の範囲のみを交換することができる。
前記ハンドルからブラシベースに連通し、毛束の間に開口する通路を穿設したものは洗浄
が容易となる。
前記ブラシ部とハンドルとの間に固定ナットを備えるボールジョイントを介設することに
より、使用部位に応じた角度を設定できる。
前記ブラシ部とハンドルとの間に着脱機構を介設することにより、多様なハンドルを選択
できる。
【０００８】
【発明の実施の形態】
本発明の実施の形態について以下に説明する。
まず、自在動作型のブラシヘッドについて説明する。
図１は弾性樹脂材を用いた本発明のブラシヘッドの一部破断側面図、図２は図１のＡ－Ａ
線断面図である。
ブラシヘッド１は、複数の部分ブラシ２ａ，２ｂ，２ｃとネック部３とからなり、このネ
ック部３は歯ブラシのグリップ用のハンドル４の先端と一体に形成する。
【０００９】
上記部分ブラシ２ａ，２ｂ，２ｃは、ブラシベース５にブラシの毛束６…を起設したもの
であり、これを歯ブラシ軸線に沿って直列に配置し、それら部分ブラシ２ａ，２ｂ，２ｃ
の相互間は歯ブラシ軸線に対して全方向の捩じりと曲げの変形を許容復元する弾性樹脂材
７からなる復元手段を介して接続する。
ここで、歯ブラシ軸線に対して全方向の捩じりと曲げの変形とは、軸線を中心とする回転
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、軸線に対して前後、左右、上下の運動およびこれらの複合運動による変形をさす。また
、部分ブラシは歯ブラシ軸線に沿って直列に配置したが、これに限らず斜め位置に取りつ
けても良い。
各ブラシベース５は、ハンドル４の中心に貫通する通路８からネック部３、弾性樹脂材７
を通って毛束６の方向に開口する連通路９を備える。先端部の部分ブラシ２ａは先端側を
閉じて構成する。上記通路８は、液体、気体、流動体等を通過させるもので、具体的には
、水、消毒液、歯磨き粉、歯ブラシの洗浄剤、歯ブラシ乾燥用のエアー等を通すものであ
る。
【００１０】
上記構成のブラシヘッド１は、弾性樹脂材７の変形の範囲で部分ブラシ２ａ，２ｂ，２ｃ
が歯ブラシ軸線に対して全方向の捩じり動作と曲げ動作を自在にすることができる。した
がって、本実施形態のブラシヘッド１を備える歯ブラシの使用に際しては、ハンドル４を
握り通常の歯ブラシと同じように毛束６…を歯に当てて歯磨きすると、毛束６…に強い圧
力が加わった場合には、歯の表面から受ける反力で部分ブラシが自在に後退回動等の変形
動作をする。そして、再び圧力が小さくなった場所では、弾性力で元の位置に自動的に復
帰する。そのため歯の表面に万遍なくブラシの毛先が当たり、均一に歯の清掃ができると
共に、歯の側面がブラシによってキズつくことを防ぐことができる。
【００１１】
このように、凹凸の激しい歯列を磨く際に各個人のそれぞれ異なった歯並び等の歯の状況
に対して、邪魔な突部があっても部分ブラシが自在に弾性動作してその障害物を避け、後
退回動等の変形動作をすることで毛束の毛先方向が自動的に歯の表面に均一に接触するの
で凹部の奥まで磨き残しなく歯磨きが可能となる。
また、ハンドル４の中心に貫通する通路８から水や空気等を送り込むことにより、毛束６
の基部の異物を洗い流し、または吹き飛ばすことができるので、歯ブラシを容易に清掃す
ることができる。
さらに本実施形態では、部分ブラシ２ａ，２ｂ，２ｃと復元手段を別体に作成したが、両
者を同一材料で一体に作成しても良い。また、復元手段としては、弾性樹脂材の他に、ゴ
ム材、ばね材、ゴム索、磁石等が使用できる。
【００１２】
図３はスプリングを用いた本発明の自在型ブラシヘッドの縦断面図、図４は図３のＢ－Ｂ
線断面図である。以下において前記実施形態と同様の部材はその符号を付すことによって
説明を省略する。
ブラシヘッド１１は、その複数の部分ブラシ１２ａ，１２ｂ，１２ｃの間を密着コイルに
よるスプリング１３，１３からなる復元手段によって連結して構成する。各スプリング１
３はその両端にリング状のねじ部材１４，１４を備え、部分ブラシ１２ａ，１２ｂ，１２
ｃの歯ブラシ軸線方向に貫通するねじ穴１５ａ…に螺合する着脱機構を備え、隣接のブラ
シベース１５，１５間を連結する。
各ブラシベース１５は連通路９を備えてこの連通路９に臨んでねじ部材１４に切り欠き１
６を形成する。また、先端のブラシベース１５に蓋１７を螺合し、かつハンドル４と一体
のネック部３にパイプ１８を螺合することによってねじ部材１４，１４を固定するととも
に、ハンドル４に対して着脱可能とする。
【００１３】
上記構成のブラシヘッド１１は、スプリング１３によって歯ブラシ軸線に対して全方向の
捩じりと曲げの動作を自在にすることができるので、前記同様の自在な動作が可能となる
。また、ねじ部材１４，１４の螺合を緩めることにより部分ブラシ１２ａ，１２ｂ，１２
ｃを交換することができるので、毛束６の消耗に対応することができる。
【００１４】
図５はスプリングを用いた本発明の別の自在型ブラシヘッドの縦断面図、図６は図５の要
部拡大図および図７は図５のＣ－Ｃ線断面図である。
ブラシヘッド２１は、複数の部分ブラシ２２ａ，２２ｂ，２２ｃの間をスプリング２３…
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で連結して前記同様に構成する。スプリング２３…はその両端に嵌合材２４，２４を備え
る。この嵌合材２４，２４はブラシベース２５の進退動作のみを許容する角型断面等の嵌
合穴２５ａに進退可能に嵌合する着脱機構を構成する。また、先端のブラシベース２５の
嵌合穴２５ａに蓋２６を嵌合し、かつハンドル４と一体のネック部３に角パイプ２７を嵌
合する。
【００１５】
上記嵌合材２４、蓋２６、角パイプ２７はそれぞれ弾性爪２８を備え、この弾性爪２８を
ブラシベース２５の嵌合穴２５ａに形成した段部２５ｂに掛止する。それぞれの段部２５
ｂに臨んでブラシベース２５に解除穴２５ｃを穿設する。
上記嵌合材２４等は嵌合穴２５ａに進入させ段部２５ｂに弾性爪２８を掛止することによ
って固定され、解除穴２５ｃを介して細い棒状材で弾性爪２８を押すことにより解除する
ことができる。
【００１６】
次に、揺動動作型のブラシヘッドについて説明する。
図８は揺動動作型の本発明のブラシヘッドの一部破断側面図、図９は図８のＤ－Ｄ線断面
図である。
ブラシヘッド３１は、複数の部分ブラシ３２ａ，３２ｂ，３２ｃの間をゴム状の復元手段
３３，３３によって連結し、かつ、最先端の部分ブラシ３２ａに固定した中心軸３４に他
の部分ブラシ３２ｂ，３２ｃを回動可能に挿通支持し、上記中心軸３４の後端をハンドル
４のネック部３にねじ込んで構成する。
【００１７】
本実施形態のブラシヘッド３１の使用に際しては、上記の第１の実施形態と同様に使用す
る。部分ブラシ３２ｂ，３２ｃの毛束６…に強い圧力が加わった場合には、歯の表面から
受ける反力で部分ブラシ３２ｂ，３２ｃが、中心軸３４を中心にゴム部材等の復元手段３
３，３３をねじるように回動して歯の表面に固定された状態となり、最先端の部分ブラシ
３２ａのみが歯に対して回動する。そして、再び圧力が小さくなった場所では、復元手段
３３，３３の弾性力で元の位置に自動的に復帰する。
このように、上記構成のブラシヘッド３１は、復元手段３３によって中心軸３４を中心と
して中間の部分ブラシ３２ｂ，３２ｃが揺動可能なので、その揺動動作によって障害を避
けつつブラッシングすることができる。
すなわち、本実施形態のブラシは、各歯１個ずつの清掃を目的とし、ハンドル４に加える
力を直接最先端の部分ブラシ３２ａに伝えることができるため、図２３のように口腔内の
最後方の奥歯の奥側の遠心面Ｔ２に最先端の部分ブラシ３２ａを作用させることが可能と
なる。そのため、従来のようにブラシ全体に均等な力を加えて磨くと目的以外の歯まで削
ってしまうようなことは回避される。
また上記中心軸３４は、剛性材料を使用して作成できるが、このほかにワイヤーのように
たわむ材質で作成しても良い。この場合は、ブラシヘッドは、受ける力によって揺動動作
だけでなく前記の自在動作をすることも可能になる。後述の中心軸７２，７６についても
同様である。
【００１８】
図１０はゴム索を用いた本発明の揺動型ブラシヘッドの一部破断側面図、図１１は図１０
のＥ－Ｅ線断面図である。
ブラシヘッド４１は、複数の部分ブラシ４２ａ，４２ｂ，４２ｃの間をゴム索状の復元手
段４３…によって連結し、かつ、先端部の部分ブラシ４２ａに固定した中心軸３４に他の
部分ブラシ４２ｂ、４２ｃを回動可能に挿通支持し、上記中心軸３４をネック部３にねじ
込んで構成する。
【００１９】
上記構成のブラシヘッド４１は、復元手段４３…によって前記同様に中間の部分ブラシ４
２ｂ，４２ｃを揺動可能に構成することができる。この場合、ゴム索状の復元手段４３…
は、各部分ブラシ４２ａ，４２ｂ，４２ｃの各々の間で連結する構成によっても同様の作
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用を得ることができる。
【００２０】
図１２はマグネットを用いた本発明の揺動型ブラシヘッドの一部破断側面図、図１３は図
１２のＦ－Ｆ線断面図である。
ブラシヘッド５１は、先端部の部分ブラシ５２ａに固定した中心軸３４に他の部分ブラシ
５２ｂ，５２ｃを回動可能に挿通支持し、上記中心軸３４をネック部３にねじ込んで構成
する。各部分ブラシ５２ａ，５２ｂ，５２ｃはその対向部にマグネット５３ａ，５３ｂを
備え、このマグネット５３ａ，５３ｂは円周方向に区分して着磁したものを互いに吸引す
るように互いに反対極を対向配置することにより復元手段を構成する。
上記構成のブラシヘッド５１は、マグネット５３ａ，５３ｂからなる復元手段によって前
記同様に中間の部分ブラシ５２ｂ，５２ｃを揺動可能に構成することができる。
【００２１】
図１４はスプリングを用いた本発明の揺動型ブラシヘッドの一部破断側面図、図１５は図
１４のＧ－Ｇ線断面図である。
ブラシヘッド６１は、先端部の部分ブラシ６２ａに固定した中心軸３４に他の部分ブラシ
６２ｂ，６２ｃを回動可能に挿通支持し、上記中心軸３４をネック部３にねじ込んで構成
するとともに、他の部分ブラシ６２ｂ，６２ｃに形成した大径部６３，６３に配置したコ
イルスプリング６４，６４によって連結することにより復元手段を構成する。
上記構成のブラシヘッド６１は、コイルスプリング６４，６４からなる復元手段によって
前記同様に中間の部分ブラシ６２ｂ，６２ｃを揺動可能に構成することができる。
【００２２】
図１６はスプリングを用いた本発明の別の揺動型ブラシヘッドの縦断面図である。ブラシ
ヘッド７１は、前述の部分ブラシ１２ａ，１２ｂ，１２ｃとその連結用のスプリング１３
，１３を使用する。前記同様にスプリング１３，１３の両端のリング状のねじ部材１４，
１４をそれぞれ部分ブラシ１２ａ，１２ｂ，１２ｃのねじ穴１５ａに螺合するとともに、
先端の部分ブラシ１２ａに丸パイプ状の中心軸７２を螺合固定し、この中心軸７２に他の
部分ブラシ１２ｂ，１２ｃを回動可能に挿通支持し、端部の部分ブラシ１２ｃとネック部
３を当接するようにリング状のねじ部材７３を螺合し、同中心軸７２の基部をネック部３
に取付けて構成する。
【００２３】
上記中心軸７２は、水、エアー、消毒液等を通すために中空とし、ねじ部材１４，１４の
切り欠き１６，１６に臨む開口７２ａ…から部分ブラシ１２ａ，１２ｂ，１２ｃの連通路
９に連通する。また、部分ブラシ１２ａ，１２ｂ，１２ｃの間にシール用のＯリング７４
…を嵌めつける。
【００２４】
上記構成のブラシヘッド７１は、前述の自在型のブラシヘッド１１を揺動型に構成したも
のであり、中心軸７２を部分ブラシ１２ａに螺合することによってねじ部材１４，１４を
固定し、そのスプリング１３，１３による復元手段によって中間の部分ブラシ１２ｂ，１
２ｃは中心軸７２について弾性的に揺動する。
【００２５】
図１７は押さえばねを用いた本発明の揺動型ブラシヘッドの縦断面図である。
ブラシヘッド７５は、ネック部をも兼ねる長い中心軸７６によって前記ブラシヘッド７１
と同様に構成し、後端部の部分ブラシ１２ｃとハンドル４との間に押さえばね７７を介設
してネック部３ａを形成する。
一般に奥歯を磨くために歯ブラシを口の奥に入れた際に、歯ブラシによって、臼歯後隆起
部と口蓋部ならびにハミュラーノッチ部に過大な力がかかりがちである。上記構成のブラ
シヘッド７５は、このような場合に、ブラシヘッド７５とハンドル４の間の押さえばね７
７が手から加わる力の緩衝作用をなして、上記口蓋部等に過大な力がかかるのを防ぐもの
である。
【００２６】

10

20

30

40

50

(6) JP 3615693 B2 2005.2.2



図１８および図１９は本発明のブラシヘッドのブラシ交換構造を示す拡大断面図である。
図１８の部分ブラシ８１は毛束６をねじ付き板８２に起立形成し、そのねじ部８２ａをブ
ラシベース８３と螺合して構成しする。図１９の部分ブラシ８４は毛束６を小ベース８５
に起立形成し、この小ベース８５をブラシベース８６の本体に穿設した凹部８６ａに嵌合
して構成する。
上記構成の部分ブラシ８１，８４は、いずれも、螺合または嵌合により毛束部の着脱が可
能なので、毛束６の消耗や汚れに応じて交換することができる。
【００２７】
図２０は本発明のブラシヘッドのネック部の一部破断拡大側面図である。
ネック部９１の基部をボールジョイント９２とし、その角度方向を固定するための固定ナ
ット９３をハンドル４の先端に螺合する。ネック部９１はボールジョイント９２を貫通す
る流路９１ａを備え、ボールジョイント９２の端部の開口が臨む凹部９４をハンドル４の
端部に形成し、その通路８と連通する。
上記構成のネック部９１は、ボールジョイント９２によって角度調節が可能となるので、
前歯の裏側等の磨き難い部位の歯磨きにも適合することができる。
【００２８】
図２１乃至図２３は本発明の歯ブラシの作用対比説明図である。
本実施形態のブラシヘッドを備える歯ブラシは、使用に際してハンドル４を持ち、通常の
歯ブラシと同じように毛束６…を歯に当てて清掃する。このとき、図２１に示したように
歯の側面は凹凸状態となっているため、毛束６の毛先が強く当たる部分Ｔ１と弱く当たる
部分Ｔ２が生じる。
【００２９】
しかし、本実施形態のブラシヘッド１等を備える歯ブラシは、図２２に示すように、歯並
びが悪い歯列不正があっても、部分ヘッド２ａ，２ｂ，２ｃの毛束６…に強い圧力が加わ
った場合には、歯の表面から受ける反力で部分ヘッドが後退回動する。そして、再び圧力
が小さくなった場所では、復元手段の弾性力で元の位置に自動的に復帰する。そのため歯
の表面に万遍なくブラシの毛先が当たり、均一的に歯の清掃ができると共に、歯の側面が
ブラシによってキズつくことが防げる。
【００３０】
したがって、従来のブラシヘッド１０１による場合は図２１のように強く当たる部分Ｔ１
が障害となって弱く当たる部分Ｔ２については付着物を掻き落とすための十分な圧力を得
られず、また、毛先が届かずに磨き残しを生じるという事態に対し、本発明のブラシヘッ
ドは、部分ブラシ毎に変位が可能なことから、歯との当たりに応じて当接圧力が分散され
、均等な歯磨き効果を得ることができる。また、揺動型のブラシヘッド３１は、図２３の
ように、通常は奥歯の側面が障害Ｔ１となって磨き残しとなりがちな奥側の遠心面Ｔ２に
ついても、部分ブラシ３２ｂ，３２ｃが揺動変位し、先端の部分部分ブラシ３２ａにより
支障なく磨くことができる。
【００３１】
このように、本発明のブラシヘッドは、邪魔な突部があっても部分ブラシが自在に弾性動
作してその障害物を避けることができるので、凹部の奥まで磨き残しなく歯磨きが可能な
歯ブラシを構成することができる。
【００３２】
【発明の効果】
本発明の歯ブラシは以下の効果を奏する。上記ブラシヘッドは後退自在な部分ヘッドによ
って構成したことから、使用者個人の歯の並びに応じて変化する毛先の接触する歯の凹凸
部分にブラシの毛先が平均的に当たる。特に揺動動作型のブラシヘッドは口腔内の最後方
の奥歯の遠心面に最先端の部分ブラシを作用させることができる。
そのため、簡易な構成の歯ブラシによって容易に正確な個人対応調節が可能となり、単純
運動によるブラッシングにより、歯および口腔内の病気を効果的に予防できる。
【図面の簡単な説明】
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【図１】弾性樹脂材を用いた本発明のブラシヘッドの一部破断側面図
【図２】図１のＡ－Ａ線断面図
【図３】スプリングを用いた本発明の自在型ブラシヘッドの縦断面図
【図４】図３のＢ－Ｂ線断面図
【図５】スプリングを用いた本発明の別の自在型ブラシヘッドの縦断面図
【図６】図５の要部拡大図
【図７】図５のＣ－Ｃ線断面図
【図８】揺動動作型の本発明のブラシヘッドの一部破断側面図
【図９】図８のＤ－Ｄ線断面図
【図１０】ゴム索を用いた本発明の揺動型ブラシヘッドの一部破断側面図
【図１１】図１０のＥ－Ｅ線断面図
【図１２】マグネットを用いた本発明の揺動型ブラシヘッドの一部破断側面図
【図１３】図１２のＦ－Ｆ線断面図
【図１４】スプリングを用いた本発明の揺動型ブラシヘッドの一部破断側面図
【図１５】図１４のＧ－Ｇ線断面図
【図１６】スプリングを用いた本発明の別の揺動型ブラシヘッドの縦断面図
【図１７】押さえばねを用いた本発明の揺動型ブラシヘッドの縦断面図
【図１８】本発明のブラシヘッドのブラシ交換構造を示す拡大断面図
【図１９】本発明のブラシヘッドのブラシ交換構造を示す拡大断面図
【図２０】本発明のブラシヘッドのネック部の一部破断拡大側面図
【図２１】本発明の歯ブラシの作用対比説明図
【図２２】本発明の歯ブラシの作用対比説明図
【図２３】本発明の歯ブラシの作用対比説明図
【符号の説明】
１　　ブラシヘッド
２ａ，２ｂ，２ｃ　　部分ブラシ
３　　ネック部
４　　ハンドル
５　　ブラシベース
６　　毛束
７　　弾性樹脂材（復元手段）
８　　通路
９　　連通路
１１　　ブラシヘッド
１２ａ，１２ｂ，１２ｃ　　部分ブラシ
１３　　スプリング（復元手段）
１４　　ねじ部材（着脱機構）
１５　　ブラシベース
１６　　切り欠き
１８　　パイプ
２１　　ブラシヘッド
２２ａ，２２ｂ，２２ｃ　　部分ブラシ
２３　　スプリング（復元手段）
２４　　嵌合材（着脱機構）
２５　　ブラシベース
２５ａ　　嵌合穴
２５ｂ　　段部
２８　　弾性爪
３１　　ブラシヘッド
３２ａ，３２ｂ，３２ｃ　　部分ブラシ

10

20

30

40

50

(8) JP 3615693 B2 2005.2.2



３３　　復元手段
３４　　中心軸
４１　　ブラシヘッド
４２ａ，４２ｂ，４２ｃ　　部分ブラシ
５１　　ブラシヘッド
５２ａ，５２ｂ，５２ｃ　　部分ブラシ
５３ａ，５３ｂ　　マグネット（復元手段）
６１　　ブラシヘッド
６２ａ，６２ｂ，６２ｃ　　部分ブラシ
６３　　大径部
６４　　コイルスプリング（復元手段）
７１　　ブラシヘッド
７２　　中心軸
７３　　ねじ部材
７２ａ　　開口
７４　　Ｏリング
７５　　ブラシヘッド
７６　　中心軸
７７　　押さえばね
８１　　部分ブラシ
８２　　ねじ付き板
８２ａ　　ねじ部
８３　　ブラシベース
８４　　部分ブラシ
８５　　小ベース
８６ａ　凹部
９１　　ネック部
９１ａ　　流路
９２　　ボールジョイント
９３　　固定ナット
９４　　凹部
Ｔ　　　歯
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】

【 図 １ ６ 】
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【 図 １ ７ 】

【 図 １ ８ 】

【 図 １ ９ 】

【 図 ２ ０ 】

【 図 ２ １ 】

【 図 ２ ２ 】

【 図 ２ ３ 】
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