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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
ブラシと、ブラシを駆動するアクチュエータを有する本体とを具備した電動ハブラシであ
って、
前記アクチュエータには、前記ブラシを装着する駆動軸と、前記駆動軸を軸線方向に往復
運動させる第一磁気回路と、前記駆動軸を軸線周り方向に往復運動させる第二磁気回路と
を備え、
前記第一磁気回路及び第二磁気回路は、直接的に前記駆動軸を運動させる
ことを特徴とする電動ハブラシ。
【請求項２】
前記第一磁気回路及び第二磁気回路が同時に駆動可能であることを特徴とする請求項１記
載の電動ハブラシ。
【請求項３】
前記軸線方向の往復運動と前記軸線周りの往復運動における周波数の比率及び／又は位相
を調節可能とすることを特徴とする請求項２記載の電動ハブラシ。
【請求項４】
ブラシの軸線方向の往復運動の周波数と、軸線周り方向の往復運動の周波数とが一致して
いることを特徴とする請求項２又は３記載の電動ハブラシ。
【請求項５】
ブラシの軸線方向の二倍以上の整数倍の周波数で、軸線周り方向の往復運動がなされるこ
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とを特徴とする請求項２又は３記載の電動ハブラシ。
【請求項６】
ブラシの軸線周り方向の二倍以上の整数倍の周波数で、軸線方向の往復運動がなされるこ
とを特徴とする請求項２又は３記載の電動ハブラシ。
【請求項７】
ブラシの軸線方向の往復運動の周波数と、軸線周り方向の往復運動の周波数との比が整数
倍でないことを特徴とする請求項２又は３記載の電動ハブラシ。
【請求項８】
ブラシの軸線方向の往復運動と、軸線周り方向の往復運動との位相が一致していることを
特徴とする請求項２乃至７のいずれかに記載の電動ハブラシ。
【請求項９】
ブラシの軸線方向の往復運動と、軸線周り方向の往復運動との位相が一致しないことを特
徴とする請求項２乃至７のいずれかに記載の電動ハブラシ。
【請求項１０】
前記第一磁気回路と第二磁気回路とが、各々独立して所定の周波数及び位相に励磁される
ことを特徴とする請求項１記載の電動ハブラシ。
【請求項１１】
ブラシの軸線方向の往復運動の振幅が４ｍｍ以下であることを特徴とする請求項１～１０
記載の電動ハブラシ。
【請求項１２】
ブラシの軸線方向の往復運動の周波数が１００Ｈｚ～３５０Ｈｚであることを特徴とする
請求項１～１１記載の電動ハブラシ。
【請求項１３】
ブラシの軸線周り方向の往復角度が２０°以下であることを特徴とする請求項１～１２記
載の電動ハブラシ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】
本発明は、電動ハブラシに関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
従来の電動ハブラシとしては、本体内に回転モータと運動変換用カムを用いてブラシを運
動させるもの（例えば、特許文献１参照。）がある。この電動ハブラシは、本体グリップ
内に内蔵された回転モータの運動を前記カムにより本体上部から突出する駆動軸を運動さ
せ、前記駆動軸に取り付けたブラシを運動させるものである。
【０００３】
【特許文献１】
特開平９－１７３３６０号公報
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、このような電動ハブラシでは、運動変速用カムを介して駆動軸を駆動させ
ているため、高速運動させることが出来ず、歯垢除去効果を向上させる点では限界があっ
た。
【０００５】
本発明は前記の課題を鑑みて発明したものであって、その目的とするところは、前記電動
ハブラシにおいて、前記駆動軸及びブラシを高速に往復運動可能とすることにより、歯垢
除去効果をさらに向上させる電動ハブラシを提供することにある。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
請求項１の発明は、ブラシと、ブラシを駆動するアクチュエータを有する本体とを具備し
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た電動ハブラシであって、前記アクチュエータには、前記ブラシを装着する駆動軸と、前
記駆動軸を軸線方向に往復運動させる第一磁気回路と、前記駆動軸を軸線周り方向に往復
運動させる第二磁気回路とを備え、前記第一磁気回路及び第二磁気回路は、直接的に前記
駆動軸の運動をさせるものである。
【０００７】
この電動ハブラシを用いると、ブラシを装着する駆動軸は、直接的に前記第一磁気回路及
び第二磁気回路から駆動されるため、従来のようにカム、ギア等のような機械要素を介在
させる必要がなく、高速運動が可能とされる。
【０００８】
さらに、前記駆動軸は、軸線方向に往復運動させる第一磁気回路のみならず、軸線周り方
向に往復運動させる第二磁気回路によっても動作するため、従来のように軸線方向のみの
運動に限定されることなく、軸線周りにも運動され、多方向に運動可能となる。よって、
歯垢除去効果を向上させることが可能となる。
【０００９】
請求項２の発明は、前記電動ハブラシにおいて、前記第一磁気回路及び第二磁気回路が同
時に駆動可能とするものである。
【００１０】
この電動ハブラシが動作する場合、前記第一磁気回路及び第二磁気回路は同時に駆動され
るため、前記ブラシは多方向に運動される。
【００１１】
請求項３の発明は、前記電動ハブラシにおいて、前記軸線方向の往復運動と前記軸線周り
の往復運動における周波数の比率及び／又は位相を調節可能とすることを特徴とするもの
である。
【００１２】
この場合、前記ブラシを様々な軌跡を描いて動作するように調節することが可能となる。
よって、歯垢の付着状態に応じて、適切な動作状況に適宜調整することが可能となり、よ
り確実に歯垢を除去することができる。
【００１３】
請求項４の発明は、請求項２又は３記載の電動ハブラシにおいて、ブラシの軸線方向の往
復運動の周波数と、軸線周り方向の往復運動の周波数とが一致しているものである。
【００１４】
この場合、必ず、１周期で軸線方向と軸線周り方向との運動が各々１往復行われる。よっ
て、１周期毎に歯頚部と歯間部とを確実に磨くことができ、確実に歯垢が除去できる。
【００１５】
請求項５の発明は、請求項２又は３記載の電動ハブラシにおいて、ブラシの軸線方向の二
倍以上の整数倍の周波数で、軸線周り方向の往復運動がなされることを特徴とするもので
ある。
【００１６】
この場合、軸線方向に一回往復運動するごとに軸線周り方向には二往復分歯間を磨くこと
ができるため、特に歯間に付着した歯垢をより確実に除去する上で有効である。
【００１７】
請求項６の発明は、請求項２又は３記載の電動ハブラシにおいて、ブラシの軸線周り方向
の二倍以上の整数倍の周波数で、軸線方向の往復運動がなされるものである。
【００１８】
この場合、ローリング方向に一往復運動するごとに二往復分歯頚部が磨けるため、歯頚部
に付着した歯垢をより確実に除去する上で有効である。
【００１９】
請求項７の発明は、請求項２又は３記載の電動ハブラシにおいて、ブラシの軸線方向の往
復運動の周波数と、軸線周り方向の往復運動の周波数との比が整数倍でないものである。
【００２０】
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この場合、ブラシの動きがランダムになり、特にブラシの当てる位置を意識しなくても、
様々な角度から歯を磨くことが出来る。よって、磨き残しが発生しにくくなり、より確実
に歯垢を除去することができる。
【００２１】
請求項８の発明は、請求項２又は３記載の電動ハブラシにおいて、ブラシの軸線方向の往
復運動と、軸線周り方向の往復運動との位相が一致しているものである。
【００２２】
この場合、ブラシの動きは、特定の位置を集中的に通る運動となる。よって、特定の位置
に集中的に付着した歯垢を除去することが可能となる。
【００２３】
さらに、請求項９に記載のような、ブラシの軸線方向の往復運動と、軸線周り方向の往復
運動との位相が一致しない状態にも調節可能とすることにより、ブラシをより多様な軌跡
で動作させることが出来るため、磨き残りが発生しにくくなり、より確実に歯垢を除去す
ることができる。
【００２４】
請求項１０の発明は、請求項１記載の電動ハブラシにおいて、前記第一磁気回路と第二磁
気回路とが、各々独立して所定の周波数及び位相に励磁されるものである。
【００２５】
この場合、歯垢の付着状態に応じて、適切な動作状況に適宜調節することが可能となり、
より確実に歯垢を除去することができる。
【００２６】
請求項１１の発明は、請求項１～１０記載の電動ハブラシにおいて、ブラシの軸線方向の
往復運動の振幅が４ｍｍ以下であるものである。
【００２７】
この場合、ブラシが歯茎に当接する可能性が軽減するため、歯茎に優しい電動ハブラシに
することが可能となる。
【００２８】
請求項１２の発明は、請求項１～１１記載の電動ハブラシにおいて、ブラシの軸線方向の
往復運動の周波数が１００Ｈｚ～３５０Ｈｚであるものである。
【００２９】
この場合、優しい刺激で歯を磨きつつも高い歯垢除去効果を発揮することが可能となる。
【００３０】
請求項１３の発明は、請求項１～１２記載の電動ハブラシにおいて、ブラシの軸線周り方
向の往復角度が２０°以下であるものである。
【００３１】
この場合においても、ブラシが歯茎に当接する可能性が軽減するため、歯茎に優しい電動
ハブラシにすることが可能となる。
【００３２】
【発明の実施の形態】
以下、本発明を添付図面に示す実施形態につき、図１～図５に基づいて詳述する。
【００３３】
図１は本実施形態の電動ハブラシの断面図を示す。
【００３４】
この電動ハブラシは、ブラシ１と、本体２とを備え、本体２には、ブラシ１を装着する駆
動軸８を備えたアクチュエータ６と、制御部（図示せず）と、電池３と、インバータ（図
示せず）と、充電ブロック５とを備えている。
【００３５】
アクチュエータ６は、図１、図２に示すとおり、駆動軸８と、第一磁気回路６ａと、第二
磁気回路６ｂと、共振用コイルバネ１５、１７とを備え、これらの部材は、円筒形のケー
ス７に収納されている。なお、駆動軸８は、その一部がケース７から突出しており、この
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突出部分にブラシ１が装着される。
【００３６】
駆動軸８は、ヘッド軸８ａと、連結軸８ｂとを備えている。そして、連結軸８ｂには、そ
の外周に第一永久磁石９と、第二永久磁石１２とが一定間隔を隔てて取り付けられている
。
【００３７】
このようにブラシ１を装着する駆動軸８に、アクチュエータ６を構成する部材である第一
永久磁石９及び第二永久磁石１２を直接取り付けているので、従来の電動ハブラシのよう
にギア、カム等が不要となり、より高速に駆動軸８及びブラシ１を駆動することが出来る
。
【００３８】
第一磁気回路６ａは、図２、図３に記載されているように、第一永久磁石９と、当該第一
永久磁石９とギャップを隔てて対向する第一固定子１０と、第一固定子１０に施される第
一巻線１１とを有している。
【００３９】
第一永久磁石９は、２個のリング磁石９ａで構成され、各々のリング磁石９ａは直径方向
に着磁されている。そして、それらのリング磁石９ａ同士は、その磁極が正反対となる状
態、かつ、密着する状態で連結軸８ｂの外周に結合されている。
【００４０】
第一固定子１０は、Ｅ型の形状であって２個備えられている。そして、かかる第一固定子
１０同士は、３個のポールが前記第一永久磁石９を隔てて対向するように設置されている
。また、各々の第一固定子１０は、その中央のポールには導電性の第一巻線１１が各々巻
きつけられており、かかる第一巻線１１に電流を流すことにより、第一固定子１０は励磁
されるようになっている。
【００４１】
なお、アクチュエータ６の動作が停止している状態では、前記第一永久磁石９は、その磁
力線が前記第一固定子１０同士が対向している方向（図２、図３では上下方向）を向くよ
うに設置されている。
【００４２】
そして、第一巻線１１に通電し、前記第一固定子１０を励磁させることにより第一永久磁
石９及び駆動軸８をその軸線方向（以下バス方向と称す。）に動かすことが可能となって
いる。
【００４３】
第二磁気回路６ｂは、図２、図４に記載されているように、第二永久磁石１２と、当該第
二永久磁石１２とギャップを隔てて対向する第二固定子１３と、第二固定子１３に施され
る第二巻線１４とを有している。
【００４４】
第二永久磁石１２は、第一永久磁石９と同様、２個のリング磁石１２ａで構成されている
。そして、連結軸８ｂとの結合状態についても、前記第一永久磁石９から駆動軸８の軸線
周り方向（以下ローリング方向と称す。）に９０°ずれた位置に設置されている以外は、
前記第一永久磁石９と同様の状態で設置されている。
【００４５】
第二固定子１３は、コの字型の形状であって２個備えられている。そして、かかる第二固
定子１３同士は、第二永久磁石１２を隔てて対向するように設置されている。各々の第二
固定子１３は２個のポールを有し、そのポールには各々導電性の第二巻線１４が巻きつけ
られており、かかる第二巻線１４に電流を流すことにより、第二固定子１３は励磁される
ようになっている。
【００４６】
なお、アクチュエータ６の動作が停止している状態では、前記第二永久磁石１２は前記第
一永久磁石９からローリング方向に９０°ずれた位置に設置されているため、前記リング
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磁石１２ａの磁力線は、前記第二固定子１３同士が対向する方向と直交する方向（図２、
図４では左右方向）に設置されている。
【００４７】
そして、この第二巻線１４に通電し、前記第二固定子１３を励磁させることにより、第二
永久磁石１２及び駆動軸８をローリング方向に動かすことが可能となっている。
【００４８】
図１、図２に示すように、共振用コイルバネ１５、１７は、前記連結軸８ｂに巻きつけら
れている。また、軸受１８は、ケース７の内側端部に各々１個設けられており、駆動軸８
をバス方向及びローリング方向に移動可能な状態で保持している。そして、一方の共振用
コイルバネ１５は、一方の軸受１８と第一永久磁石９とを付勢し、他方の共振用コイルバ
ネ１７は、他方の軸受１８と第二永久磁石１２とを付勢している。
【００４９】
以下に、この電動ハブラシの動作を示す。
【００５０】
まず、制御部からの指令により、アクチュエータ６内にある第一巻線１１及び第二巻線１
４に交流電流が流される。この交流電流の周波数及び位相（第一巻線１１と第二巻線１４
とに電流を流すタイミング）はスイッチ、調節用つまみ等の調節部（図示せず）によって
、その周波数及び位相を調節可能にしている。なお、例えば当該調節部は４個設けられ、
第一巻線１１と第二巻線１４とが各々独立して調節可能で、かつ、周波数及び位相につい
ても、各々独立して調節可能となっている。すなわち、計４つのパラメータについて調節
が可能である。また、当該調節部の調節により、第一巻線１１又は第二巻線１４のみに電
流を流すようにすることも可能となっている。
【００５１】
そして、第一巻線１１に電流が流れるタイミングに合わせて、第一固定子１０は励磁され
、この励磁される方向は、前記交流電流の極性（＋、－）の変化に合わせて反転される。
よって、第一永久磁石９及び駆動軸８はバス方向に往復運動する。
【００５２】
また、第二巻線１４についても、第一巻線１１の場合と同様、前記交流電流が流れるタイ
ミングに合わせて第二固定子１３が励磁されることにより、第二永久磁石１２及び駆動軸
８はローリング方向に往復する。
【００５３】
よって、前記駆動軸８及びブラシ１は、アクチュエータ６が作動すると、第一永久磁石９
及び第二永久磁石１２の動作が合成された方向に運動する。
【００５４】
なお、第一巻線１１及び第二巻線１４に通電するタイミングは、図には示していないが制
御部で任意に設定される。また、前記交流電流の周波数と、第一巻線１１と第二巻線１４
に電流を流すタイミング(位相)は任意に設定できるものである。
【００５５】
以下、ブラシ１の運動につき、図５を用いて説明する。
【００５６】
図５は、前記アクチュエータ６を作動させた場合であって、バス方向運動とローリング方
向運動について周波数と位相とを各々設定した場合のブラシ１の動きの軌跡を表す。なお
、本図では横軸をバス方向の運動のストロークを、縦方向をローリング方向のストローク
(回転角)を表している。また、本実施形態においてはバス方向の周波数はすべて２５０Ｈ
ｚで作動している。
【００５７】
動作▲１▼：図５のｄ）、ｅ）、ｆ）は、バス方向とローリング方向の周波数が等しくし
てブラシ１の運動を行っている。この場合、必ず、１周期でバス方向とローリング方向と
の運動が各々１往復行われる。よって、１周期毎に歯頚部と歯間部とを確実に磨くことが
でき、確実に歯垢が除去できる。
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【００５８】
動作▲２▼：図５のｊ）、ｋ）、ｌ）は、ローリング方向の運動の周波数がバス方向の周
波数の整数倍の場合の一例、すなわち、バス方向の二倍の周波数でローリング方向の運動
がされている場合を示している。この場合、バス方向に一回往復運動するごとにローリン
グ方向については整数倍、本例では二往復分歯間を磨くことができる。このため、特に歯
間に付着した歯垢をより確実に除去する上で有効である。
【００５９】
動作▲３▼：図５のａ）、ｂ）、ｃ）は、バス方向の運動の周波数がローリング方向の周
波数の整数倍の場合の一例、すなわち、バス方向の運動が、ローリング方向の運動の二倍
の周波数で行われている場合を示している。この場合、ローリング方向に一往復運動する
ごとにバス方向については整数倍、本例では二往復分歯頚部が磨ける。このため、歯頚部
に付着した歯垢をより確実に除去する上で有効である。
【００６０】
動作▲４▼：図５のｇ）、ｈ）、ｉ）は、バス方向の運動と、ローリング方向の運動との
比が整数倍とならない場合の一例、すなわち、バス方向の１．５倍の周波数でローリング
方向の運動がされている場合を示している。この場合、図示されているようにブラシ１の
動きがランダムになり、特にブラシ１の当てる位置を意識しなくても、様々な角度から歯
を磨くことになるため、磨き残しが発生しにくくなり、より確実に歯垢を除去することが
できる。
【００６１】
なお、図５のａ）、ｄ）、ｇ）、ｊ）は、バス方向の運動とローリング方向の運動との位
相が一致しており、ブラシ１の動きは、図示の通り初期位置（アクチュエータ６の動作が
止まっているときにブラシ１が配置される位置）を集中的に通る運動となる。よって、特
定の位置に集中的に付着した歯垢を除去することが可能となる。
【００６２】
また、図５のｂ）、ｅ）、ｈ）、ｋ）は、バス方向の運動とローリング方向の運動との位
相がπ／４がずれており、ブラシ１の動きは、図示の通り初期位置（アクチュエータ６の
動作が止まっているときにブラシ１が配置される位置）を通らない運動となる。よって、
上記のように位相がずれていない場合と動作を切り替えることにより、ブラシ１をより多
様な軌跡で動作させることが可能となり、磨き残しが発生しにくくなり、より確実に歯垢
を除去することが可能となる。なお、かかる効果は、前記位相のずれがπ／２以外であれ
ば得ることができる。
【００６３】
ブラシ１が歯茎に当接する可能性を軽減させる点からは、バス方向の往復運動は、その振
幅が４ｍｍ以下であるほうが好ましい。また、かかる理由から、ローリング方向の往復運
動は、その回転角度が２０°以下であるほうが好ましい。
【００６４】
上述のような電動ハブラシを用いると、第一磁気回路６ａの第一巻線１１及び第二磁気回
路６ｂの第２の巻線１２に通電するタイミング、すなわち周波数に合わせてブラシ１及び
駆動軸８を駆動することを可能となる。すなわち、従来のようにギア、カム等のような機
械要素を介在させて作動させる場合と比較して、短い周期でブラシ１及び駆動軸８の往復
運動をさせることができる。例えば、従来技術のように、ギア、カム等を用いた場合であ
ると、往復運動可能な周波数は１００Ｈｚ程度が上限であるが、本実施形態の構造によれ
ば、少なくとも１００Ｈｚ以上で往復運動が可能となる。よって、本実施形態の構造によ
れば、ブラシ１及び駆動軸８をより高速に運動することが可能となり、歯垢除去効果をよ
り向上させることが可能となる。
【００６５】
さらに、駆動軸８及びブラシ１を駆動させる周波数を上げると、それに伴いバス方向及び
ローリング方向の往復運動の振幅が小さくなる。よって、ブラシ１が歯茎に当接する可能
性が軽減する。また、かかる周波数を上げると、ブラシ１と歯との摩擦が低下するため、
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強い刺激を与えずに歯を磨くことが可能となる。
【００６６】
よって、前記周波数を適切な値に設定することにより、優しい刺激で歯を磨きつつも高い
歯垢除去効果を発揮することが可能となる。
【００６７】
なお、かかる効果を発揮する上においては、バス方向の周波数は１００Ｈｚ～３５０Ｈｚ
に設定することが好ましい。
【００６８】
また、駆動軸８は、バス方向に往復運動させる第一磁気回路６ａのみならず、ローリング
方向に往復運動させる第二磁気回路６ｂをも備えているため、駆動軸８及びブラシ１は、
従来のようにバス方向のみの運動に限定されることなく、ローリング方向にも運動され、
より多方向に移動可能となる。よって、ブラシ１は様々な角度から歯を磨くことになるた
め、磨き残しが発生しにくくなり、歯垢除去効果を確実に向上させることが可能となる。
【００６９】
さらに、第一巻線１１及び第二巻線１４に流される電流の周波数及び位相はスイッチ、調
節用つまみ等の調節部によって、その周波数及び位相を調節可能である。すなわち、駆動
軸８及びブラシ１は、前記調節部によってバス方向及びローリング方向の周波数及び位相
を適宜調節することが可能である。よって、駆動軸８及びブラシ１は、様々な軌跡を動作
させることが出来、歯垢の付着状態に応じて適宜動作状況を設定することより、歯垢除去
効果をより向上させることができる。
【００７０】
その他実施形態
１）　第一永久磁石９と第二永久磁石１２とは、連結軸８ｂで連結する代わりにコイルバ
ネを用いてもよい。この場合、特にバス方向に移動する際、軸受１８及びケース７にかか
る応力を軽減することが出来、本体２に振動が伝達することが軽減されるため、この電動
ハブラシを手で保持する際により快適に行うことが可能となる。
【００７１】
２）　第一巻線１１及び第二巻線１４に流す電流は、オン、オフを繰り返す状態とする代
わりに交流電流を流し、第一固定子１０及び第二固定子１３が磁化される方向を周期的に
切り替えるようにしてもよい。
【００７２】
３）　アクチュエータ６の運動については、必ずしもバス方向運動とローリング方向運動
については、前記の周波数と位相に限定されることなく、任意に設定することが可能であ
る。
【００７３】
４）　第一巻線１１及び第二巻線１４には、必ずしも同時に電流を流す必要はなく、いず
れか一方のみでもよい。すなわち、駆動軸８及びブラシ１は、バス方向、又は、ローリン
グ方向のみに運動するように制御部４で制御してもよい。
【００７４】
５）　一方の共振用コイルバネ１５を、軸受１８と第一永久磁石９とを連結するように設
置し、他方の共振用コイルバネ１７を、第二永久磁石１２と第二永久磁石１２とを連結す
るように設置してもよい。この場合、第一巻線１１に電流を流し、第一永久磁石９をバス
方向に移動させることで共振用コイルバネ１５を弾性変形させ、かかる電流をオフするこ
とにより、コイルバネ１５の復元力を利用してかかる変形前の状態へ戻す。すなわち、第
一巻線１１に流す電流につき、オン、オフを繰り返すことにより第一永久磁石９をバス方
向に往復運動させることになる。また、第二永久磁石１２についても、前記の場合と同様
、第二巻線１４に流す電流につき、オン、オフを繰り返すことによりローリング方向に往
復運動させることになる。
【００７５】
６）　調節部において、各パラメータについてすべて独立して調節可能とする必要はなく
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、複数のパラメータを統合して一つのパラメータで調節させることも可能である。
【００７６】
７）　調節部を設けない構成にしてもよい。この場合、予め設定している周波数及び位相
で、第一巻線１１と第二巻線１４に電流を流すことになる。
【００７７】
【発明の効果】
請求項１及び２の発明の電動ハブラシにおいては、ブラシを駆動させるアクチュエータに
は、ブラシを装着する駆動軸と、前記駆動軸を軸線方向に往復運動させる第一磁気回路と
、前記駆動軸を軸線周り方向に往復運動させる第二磁気回路とが備えられ、前記第一磁気
回路及び第二磁気回路は、直接的に前記駆動軸の運動をさせることが出来るため、前記ブ
ラシ及び駆動軸は高速運動が可能となる。また、前記ブラシ及び駆動軸は軸線方向のみな
らず軸線周りにも運動させることが出来るため、多方向に移動可能である。よって、歯垢
除去効果を向上させることが可能となる。
【００７８】
請求項３の発明は、前記電動ハブラシにおいて、前記軸線方向の往復運動と前記軸線周り
の往復運動における周波数の比率及び／又は位相を調節可能とするため、前記駆動軸及び
ブラシを様々な軌跡を描いて動作するように調節することが可能となる。よって、歯垢の
付着状態に応じて、適切な動作状況に適宜調整することが可能となり、より確実に歯垢を
除去することができる。
【００７９】
請求項４の発明は、ブラシの軸線方向の往復運動の周波数と、軸線周り方向の往復運動の
周波数とが一致しているため、必ず、１周期で軸線方向と軸線周り方向との運動が各々１
往復行われる。よって、１周期毎に歯頚部と歯間部とを確実に磨くことができ、確実に歯
垢が除去できる。
【００８０】
請求項５の発明は、ブラシの軸線方向の二倍以上の整数倍の周波数で、軸線周り方向の往
復運動がなされるため、軸線方向に一回往復運動するごとに軸線周り方向には二往復分歯
間を磨くことができ、特に歯間に付着した歯垢をより確実に除去する上で有効である。
【００８１】
請求項６の発明は、ブラシの軸線周り方向の二倍以上の整数倍の周波数で、軸線方向の往
復運動がなされるため、ローリング方向に一往復運動するごとに二往復分歯頚部が磨け、
歯頚部に付着した歯垢をより確実に除去する上で有効である。
【００８２】
請求項７の発明は、ブラシの軸線方向の往復運動の周波数と、軸線周り方向の往復運動の
周波数との比が整数倍でないため、ブラシの動きがランダムになり、特にブラシの当てる
位置を意識しなくても、様々な角度から歯を磨くことが出来る。よって、磨き残しが発生
しにくくなり、より確実に歯垢を除去することができる。
【００８３】
請求項８の発明は、ブラシの軸線方向の往復運動と、軸線周り方向の往復運動との位相が
一致しているため、ブラシの動きは、特定の位置を集中的に通る運動となる。よって、特
定の位置に集中的に付着した歯垢を除去することが可能となる。
【００８４】
さらに、請求項９に記載のような、ブラシの軸線方向の往復運動と、軸線周り方向の往復
運動との位相が一致しない状態にも調節可能とすることにより、ブラシをより多様な軌跡
で動作させることが出来るため、磨き残りが発生しにくくなり、より確実に歯垢を除去す
ることができる。
【００８５】
請求項１０の発明は、前記第一磁気回路と第二磁気回路とが、各々独立して所定の周波数
及び位相に励磁されるため、歯垢の付着状態に応じて、適切な動作状況に適宜調節するこ
とが可能となり、より確実に歯垢を除去することができる。
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【００８６】
請求項１１の発明は、ブラシの軸線方向の往復運動の振幅が４ｍｍ以下であるため、ブラ
シが歯茎に当接する可能性が軽減し、歯茎に優しい電動ハブラシにすることができる。
【００８７】
請求項１２の発明は、請求項１～１１記載の電動ハブラシにおいて、ブラシの軸線方向の
往復運動の周波数が１００Ｈｚ～３５０Ｈｚであるため、優しい刺激で歯を磨きつつも高
い歯垢除去効果を発揮することができる。
【００８８】
請求項１３の発明は、請求項１～１２記載の電動ハブラシにおいて、ブラシの軸線周り方
向の往復角度が２０°以下であるため、ブラシが歯茎に当接する可能性が軽減し、歯茎に
優しい電動ハブラシにすることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施形態にかかる電動ハブラシ全体の一部断面図である。
【図２】本発明の実施形態にかかるアクチュエータの磁気回路部分の斜視図である。
【図３】本発明の実施形態にかかるアクチュエータの第一磁気回路部分の斜視図である。
【図４】本発明の実施形態にかかるアクチュエータの第二磁気回路部分の斜視図である。
【図５】本発明の実施形態にかかる駆動軸及びブラシの動作の軌跡を示した図である。
【符号の説明】
１　　 ブラシ
２　　 本体
６　　 アクチュエータ
６ａ　 第一磁気回路
６ｂ　 第二磁気回路
８　　 駆動軸

【図１】 【図２】
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