
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　本体部の軸方向の一端部に軸方向に往復動可能かあるいは軸と略直交する方向を回転中
心として回転可能なブラシ基部を設け、ブラシ基部にフロート基台を軸と略直交する方向
にフロート自在に設け、該フロート基台にフロート方向にブラシ毛束を突設し

て成る
ことを特徴とする電動歯ブラシ。
【請求項２】
　本体部の軸方向に０．５ｍｍ乃至５ｍｍのストロークで往復動するブラシ基部を設けて
成ることを特徴とする請求項１記載の電動歯ブラシ。
【請求項３】
　本体部の軸方向に２０Ｈｚ乃至３００Ｈｚの振動数で往復動するブラシ基部を設けて成
ることを特徴とする請求項１記載の電動歯ブラシ。
【請求項４】
　 の
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、ブラシ基
部の内部に内壁面が円錐台形状をしたガイド用空所を形成し、該ガイド用空所の小径側の
円形内壁面にブラシ基部の外部と連通するガイド用空所の径よりも小径の連通孔を形成し
、ガイド用空所の略小径側半部の内壁面に沿う円錐台形状をしたフロート基台をガイド用
空所に円錐中心軸方向に移動自在に挿入し、ガイド用空所の大径側の円形内壁面とフロー
ト基台との間にフロート基台をガイド用空所の小径側端部にばね付勢するばね部材を設け
、フロート基台に連通孔を介してブラシ基部の外部に突出するブラシ毛束を突設し

ブラシ毛束の先端部に尖った尖先部を形成して成ることを特徴とする請求項１乃至３



いずれかに記載の電動歯ブラシ。
【請求項５】
　

のいずれかに記載の電動歯ブラシ。
【請求項６】
　

記載の電動歯ブラシ。
【請求項７】
　

のいずれかに記載の電動
歯ブラシ。
【請求項８】
　

のいずれかに記載の電動歯ブラシ。
【請求項９】
　

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、ブラシ毛束がブラシ基部に対してフロート自在に設けてある歯ブラシにおいて
、ブラシ基部を本体部に対して可動とした電動歯ブラシに関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
従来より、把持部を有する本体部にブラシ基部を形成し、ブラシ基部にブラシ毛束をフロ
ート自在に設けた歯ブラシが用いられている。これは、図１３に示す特開平５－１２３２
１８号のものや、図１４に示す特開平７－２６５１２７号のもののように、柄状をした本
体部（図示せず）の把持部と反対側の端部にブラシ基部２’を形成し、このブラシ基部２
’に複数のフロート基台３をフロート自在に設け、フロート基台３にそれぞれブラシ毛束
４を植設したものである。
【０００３】
この歯ブラシは、ブラシ毛束４がそれぞれブラシ基部２’に対してフロート自在となって
おり、ブラシ毛束４の先端部４ａを歯（図示せず）の凹凸に沿わせることが可能となって
、歯磨きの際に効率良く歯の汚れ（歯垢や食べかす）を取り除くことができる。
【０００４】
しかしながら、このようにブラシ毛束４がブラシ基部２’に対してフロート自在となった
歯ブラシにあっては、ブラシ基部２’が本体部に対して固定されているため、歯の汚れを
取り除くには、手で本体部を往復動させたりローリングさせたりするものであった。この
場合、ブラシ毛束４の先端部４ａを歯の凹凸に沿わせることができるものの、手で本体部
を往復動したりローリングするものであるため、そのストロークや周期（振動数）等にば
らつきが生じ、歯の汚れが多く溜まっている歯間部を中心にブラシ毛束４を動かそうとす
る際、ブラシ毛束４を大きく動かして歯間部を越えてそれ以外の歯面を磨いたりブラシ毛
束４の一部が歯間部に引っ掛かったりし、歯間部に溜まった歯の汚れを効率良く取り除く
ことができないものであった。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
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ブラシ毛束の先端部を避けた部位にブラシ毛が解束されるのを防止する解束防止部を設
けて成ることを特徴とする請求項１乃至４

フロート基台に設けるブラシ毛束とは別体のブラシ毛束をブラシ基部に直接固定して成
ることを特徴とする請求項１乃至５のいずれかに

フロート基台にブラシ毛束を二束設けると共にこのフロート基台を一つのばね部材にて
ブラシ基部にフロート支持することを特徴とする請求項１乃至４

ブラシ毛束が植設される上方に開口する植孔を設けると共に上方ほど幅狭となるように
両側面をテーパ状に形成したフロート基台に、ブラシ毛束を前記植孔に嵌め込むことで植
設して成ることを特徴とする請求項１乃至４

ブラシ基部に形成されるガイド用空所にフロート基台を挿入すると共に、ガイド用空所
の底面とフロート基台の下面との間にコイルばねからなるばね部材を設けてフロート基台
をフロート支持するものにおいて、フロート基台の下面にばね部材の上端部が被嵌される
ボス部を突設すると共に、ガイド用空所の底面にばね部材の下端部が嵌入される座ぐり部
を形成して成ることを特徴とする請求項１乃至４のいずれかに記載の電動歯ブラシ。



本発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、ブラシ毛束を
ブラシ基部に対してフロート自在に設けてブラシ毛束の先端部を歯の凹凸に沿わせること
が可能であると共に、ブラシ基部を一定のストローク及び振動数で本体部に対して往復動
又は回転可能な電動歯ブラシを提供することを課題とするものである。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
　上記課題を解決するために本発明に係る電動歯ブラシは、本体部１の軸方向イの一端部
に軸方向イに往復動可能かあるいは軸と略直交する方向ロを回転中心として回転可能なブ
ラシ基部２を設け、ブラシ基部２にフロート基台３を軸と略直交する方向ロにフロート自
在に設け、該フロート基台３にフロート方向ロにブラシ毛束４を突設し

て成
ることを特徴とするものである。このような構成とすることで、ブラシ毛束４の先端部４
を歯の凹凸に沿うようにあてがうと同時に、ブラシ基部２を所定のストロークＬや揺動角
θ及び振動数、あるいは所定の回転速度で駆動させることで、歯間部に溜まった歯の汚れ
を効率良く取り除くことが可能となるものである。

【０００７】
また、本体部１の軸方向イに０．５ｍｍ乃至５ｍｍのストロークＬで往復動するブラシ基
部２を設けることが好ましい。このような構成とすることで、ブラシ毛束４が歯間部を中
心に０．５ｍｍ乃至５ｍｍのストロークＬで往復動させることができて、歯間部から外れ
た部位を磨くことなく効率良く歯間部を磨くことが可能となる。
【０００８】
また、本体部１の軸方向イに２０Ｈｚ乃至３００Ｈｚの振動数で往復動するブラシ基部２
を設けることが好ましい。このような構成とすることで、２０Ｈｚ以上の振動数（サイク
ル数）で往復動するので手で磨くよりもはるかに速く磨くことができ、また３００Ｈｚ以
下の振動数で往復動するので歯磨き感が良好となる。
【００１０】
また、ブラシ毛束４の先端部４ａに尖った尖先部４１を形成することが好ましい。このよ
うな構成とすることで、歯磨き時にブラシ毛束４の先端部４ａを容易に確実に歯間部に沿
うようにあてがうことができる。
【００１１】
また、ブラシ毛束４の先端部４ａを避けた部位にブラシ毛が解束されるのを防止する解束
防止部４２を設けることが好ましい。このような構成とすることで、歯磨き時にブラシ毛
束４のブラシ毛が解束されるのを防止することができる。
【００１２】
また、フロート基台３に設けるブラシ毛束４０ａとは別体のブラシ毛束４０ｂをブラシ基
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、ブラシ基部２の
内部に内壁面が円錐台形状をしたガイド用空所２１ａを形成し、該ガイド用空所２１ａの
小径側の円形内壁面２２にブラシ基部２の外部と連通するガイド用空所２１ａの径よりも
小径の連通孔２４を形成し、ガイド用空所２１ａの略小径側半部の内壁面に沿う円錐台形
状をしたフロート基台３ａをガイド用空所２１ａに円錐中心軸方向ロに移動自在に挿入し
、ガイド用空所２１ａの大径側の円形内壁面２３とフロート基台３ａとの間にフロート基
台３ａをガイド用空所２１ａの小径側端部にばね付勢するばね部材２５を設け、フロート
基台３ａに連通孔２４を介してブラシ基部２の外部に突出するブラシ毛束４を突設し

さらにブラシ基部２の内部に内壁面が
円錐台形状をしたガイド用空所２１ａを形成し、該ガイド用空所２１ａの小径側の円形内
壁面２２にブラシ基部２の外部と連通するガイド用空所２１ａの径よりも小径の連通孔２
４を形成し、ガイド用空所２１ａの略小径側半部の内壁面に沿う円錐台形状をしたフロー
ト基台３ａをガイド用空所２１ａに円錐中心軸方向ロに移動自在に挿入し、ガイド用空所
２１ａの大径側の円形内壁面２３とフロート基台３ａとの間にフロート基台３ａをガイド
用空所２１ａの小径側端部にばね付勢するばね部材２５を設け、フロート基台３ａに連通
孔２４を介してブラシ基部２の外部に突出するブラシ毛束４を突設したことにより、歯磨
き時にブラシ毛束４の先端部４ａに横に負荷が加わった際、フロート基台３ａがガイド用
空所２１ａでこじられるのを阻止することができる。



部２に直接固定することが好ましい。このような構成とすることで、ブラシ基部２のブラ
シ毛束４を設ける領域を小さくすることができて、厚さ５～６ｍｍに形成したブラシ基部
２の背面側に１ｍｍ以上のＲを形成することができ、歯磨き時にブラシ基部２のエッジが
気にならず官能性及び安全性を向上させることが可能となる。
【００１３】
また、フロート基台３にブラシ毛束４を二束設けると共にこのフロート基台３を一つのば
ね部材２５にてブラシ基部３にフロート支持することが好ましい。このような構成とする
ことで、ブラシ基部３にばね部材２５及びブラシ毛束４を植設したフロート基台３を設け
て組み立てる組立性が向上し、製造コストも削減することができる。
【００１４】
また、ブラシ毛束４が植設される上方に開口する植孔３０を設けると共に上方ほど幅狭と
なるように両側面をテーパ状に形成したフロート基台３に、ブラシ毛束４を前記植孔３０
に嵌め込むことで植設することが好ましい。このような構成とすることで、フロート基台
３の植孔３０にブラシ毛束４を植設した際にフロート基台３の上半部が幅広に広がっても
、ブラシ基部２のガイド用空所２１の内径よりも小径に抑えることが可能となり、フロー
ト基台３がガイド用空所２１内で摺接，片当たりしたりするのを防止することができる。
【００１５】
また、ブラシ基部２に形成されるガイド用空所２１にフロート基台３を挿入すると共に、
ガイド用空所２１の底面２６とフロート基台３の下面との間にコイルばねからなるばね部
材２５を設けてフロート基台３をフロート支持するものにおいて、フロート基台３の下面
にばね部材２５の上端部が被嵌されるボス部３２を突設すると共に、ガイド用空所２１の
底面２６にばね部材２５の下端部が嵌入される座ぐり部２７を形成することが好ましい。
このような構成とすることで、ばね部材２５がフロート基台３の下面のボス部３２とブラ
シ基部２の座ぐり部２７とで固定され、ばね部材２５が常に定位置に配置されるようにな
り、この電動歯ブラシを落とした時に衝撃力によってばね部材２５が位置ずれしてフロー
ト支持不良を起こしたりし難くなる。
【００１６】
　以下、本発明の 図１乃至図４に基づいて説明する。
【００１７】
電動歯ブラシは、図１に示すように、柄状をした本体部１と、本体部１の一端部に設けて
あるブラシ基部２と、ブラシ基部２にフロート自在に設けてあるフロート基台３と、フロ
ート基台３に植設されたブラシ毛束４とで構成されるものである。
【００１８】
本体部１は、把持部となるグリップ部１１と、グリップ部１１に着脱自在に取り付けられ
るアタッチメント部１２とからなる。
【００１９】
グリップ部１１は、細長い円筒側面状をしたもので、その軸方向の一端部（上端部１１ａ
）側にアタッチメント部１２が取り付けられる。グリップ部１１には、モータ等の駆動部
５１と、駆動部５１にて発生した駆動力をアタッチメント部１２に伝達する伝達軸５２が
内蔵され、駆動部５１を駆動したり駆動状態を設定・変更するためのスイッチ部Ｓが設け
られる。駆動部５１としては、図１及び図３に示すような通常のＤＣモータ５１ａや、あ
るいは図２に示すようなリニアオシレータ５１ｂでもよく、特に限定されないものである
。また、図１及び図３に示すものでは、駆動部５１と伝達軸５２との間に変換部５３が設
けてある。変換部５３は、カムやギア等からなるもので、ＤＣモータ５１ａの出力軸５２
ｂの軸回りの回転を伝達軸５２の軸方向イの往復動に変換するものである。このような本
体部１は、その軸方向イの上端部側から伝達軸５２の先端部５２ａが突出しており、この
先端部５２ａにアタッチメント部１２が取り付けられる。
【００２０】
アタッチメント部１２は、グリップ部１１と同様に細長い軸状をしたもので、その下端部
１２ａがグリップ部１１の上端部１１ａに配設される。そして、アタッチメント部１２の
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基本構成を



上端部に設けられる後述するブラシ基部２にグリップ部１１の伝達軸５２の往復動あるい
は回転を伝達するものであり、これについて以下に説明する。
【００２１】
まず、図１及び図２に示すものの場合、アタッチメント部１２は、その下端部１２ａがグ
リップ部１１の上端部１１ａ側から突出する伝達軸５２の先端部５２ａに着脱自在に取り
付けられる。このものにあっては、ブラシ基部２はアタッチメント部１２に対して固定さ
れており、伝達軸５２が往復動することによってアタッチメント部１２が連動して往復動
し、これによってアタッチメント部１２の上端部に設けられるブラシ基部２も往復動する
ようにしたものである。
【００２２】
また、図３に示すものの場合、アタッチメント部１２は、その下端部１２ａに形成された
取着部６１をグリップ部１１の上端部１１ａに形成された被取着部６２に着脱自在に取着
する。ブラシ基部２はアタッチメント部１２の上端部に、軸方向イと略直交する方向ロを
回転中心軸としてアタッチメント部１２に対して図中ハ方向に揺動可能に設けられる。そ
して、アタッチメント部１２の内部には回転軸５４及びブラシ側変換部５５が設けてある
。回転軸５４は、軸回りに回転可能となるようにアタッチメント部１２の軸方向イを長手
方向として形成されるもので、下端部にはグリップ部１１の上端部１１ａ側から突出する
伝達軸５２の先端部５２ａに接続される接続部６３が形成してあり、回転軸５４の上端部
５４ａは、ブラシ側変換部５５に接続されている。ブラシ側変換部５５は出力側がブラシ
基部２に接続されるギア等からなるもので、回転軸５４の軸回りの回転を軸方向イと略直
交する方向ロを中心軸とする揺動運動ハに変換するものである。これによって、アタッチ
メント部１２の取着部６１をグリップ部１１の被取着部６２に取着した際、回転軸５４の
下端部の接続部６３に伝達軸５２の先端部５２ａが接続され、回転軸５４の回転が伝達軸
５２に伝達される同時にブラシ側変換部５５にて回転の中心軸が変換され、ブラシ基部２
が軸方向イと略直交する方向ロを中心軸として揺動するものである。本実施形態は、ブラ
シ側変換部５５によってブラシ基部２は揺動するものであるが、特にこれに限定されるも
のではなく、回転するものであってもよい。
【００２３】
このようにして、図１乃至図３に示すように、駆動部５１によって電動でブラシ基部２を
本体部１に対して可動とするものである。
【００２４】
次に、ブラシ基部２について説明する。ブラシ基部２は、図４に示すように、内部にガイ
ド用空所２１が形成されると共に、このガイド用空所２１にフロート基台３がフロート自
在に設けられるものである。
【００２５】
ガイド用空所２１は、本体部１（即ちグリップ部１１及びアタッチメント部１２）の軸方
向イと略直交する方向ロを軸とする略円柱状をした空所で、ブラシ基部２の内部に複数並
設される。そして、このガイド用空所２１の上側の円形内壁面に、ブラシ基部２の外部と
連通するガイド用空所２１の径よりも小径の連通孔２４が形成してある。このガイド用空
所２１には、フロート基台３が挿入されるものである。
【００２６】
フロート基台３は、ガイド用空所２１の径とほぼ同じか若干小径で上下長さがガイド用空
所２１の上下長さよりも短い略円柱状をしたものである。本実施形態では、ガイド用空所
２１及びフロート基台３は略円柱状に形成してあるが、特にこれに限定されるものではな
く、フロート基台３がガイド用空所２１に嵌入可能であればよい。ガイド用空所２１に嵌
入されたフロート基台３は、本体部１の軸方向イと略直交する方向ロに移動自在となるも
のであるが、このフロート基台３をばね部材２５にてガイド用空所２１の連通孔２４側の
端部にばね付勢してフロート基台３をフロート自在としている。ばね部材２５は、ガイド
用空所２１の連通孔２４と反対側の端部とフロート基台３との間に装填されるもので、本
実施形態ではコイルばねを用いているが、特にこれに限定されないものである。そして、
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このようなフロート基台３にはブラシ毛束４が突設されるものである。
【００２７】
ブラシ毛束４は、フロート基台３の連通孔２４側に植設してあり、連通孔２４を介してブ
ラシ基部２の外部に突出させてある。ブラシ毛束４の先端部４ａは、ブラシ毛束４の突設
方向に垂直な平面状に形成され、各ブラシ毛束４の先端部４ａは略面一にしてある。
【００２８】
ブラシ基部２を以上のように形成してあることで、歯磨き時にブラシ基部２を口腔内に挿
入してブラシ毛束４を歯にあてがう際、ブラシ毛束４の先端部４ａを歯面に当接してブラ
シ基部４を歯方向に押し付けていくと、歯面に圧接されるブラシ毛束４が突設してあるフ
ロート基台３は、ばね部材２５のばね力に抗してガイド用空所２１の奥方に沈み込み、ま
た、先端部４ａが歯面に接触していなかったブラシ毛束４は、ブラシ基部２を歯方向に押
し付けていくことで歯面に接触するようになるため、ブラシ毛束４の先端部４ａを容易に
歯の凹凸に沿わせることが可能となる。
【００２９】
この電動歯ブラシを用いて歯磨きを行うには、スイッチ部Ｓにて駆動部１を所定の駆動状
態で駆動させ、ブラシ基部２を往復動あるいは揺動又は回転させる。そして、ブラシ基部
２を口腔内に挿入してブラシ毛束４を磨こうとする歯面に押し付け、ブラシ毛束４の先端
部４ａを歯の凹凸に沿わせた状態で、所定のストロークＬや揺動各θ及び振動数で歯を磨
くものである。例えば、図１，図２に示す電動歯ブラシを用いる場合、ブラシ基部２を０
．５ｍｍ乃至５ｍｍのストロークＬ及び２０Ｈｚ乃至３００Ｈｚで往復動させて歯を磨く
ことで、ブラシ毛束４が歯間部を中心に０．５ｍｍ～５ｍｍのストロークＬで往復動する
ので歯間部から外れた部位を磨くことなく且つ、２０Ｈｚ以上の振動数（サイクル数）で
往復動するので手で磨くよりもはるかに速く磨くことができ、また３００Ｈｚ以下の振動
数で往復動するので歯磨き感が良好となるものである。
【００３０】
以上のような構成によれば、本体部１の軸方向イの一端部、即ちアタッチメント部１２の
上端部に、軸方向イに往復動可能かあるいは軸と略直交する方向ロを回転中心として回転
可能なブラシ基部２を設け、ブラシ基部２にブラシ毛束４を突設したフロート基台３を軸
と略直交する方向ロにフロート自在に設けたので、ブラシ毛束４の先端部４ａを歯の凹凸
に沿うようにあてがうと同時に、ブラシ基部２を所定のストロークＬや揺動角θ及び振動
数、あるいは所定の回転速度で駆動させることで、歯間部に溜まった歯の汚れを効率良く
取り除くことが可能となるものである。
【００３１】
なお、本実施形態では、本体部１をグリップ部１１とこれに着脱自在なアタッチメント部
１２とで構成してあるが、アタッチメント部１２に相当するものをグリップ部１１に一体
に取り付けたものであってもよい。
【００３２】
　次に、図５に基づいて、 実施形態について、主に と異なる点に
ついて説明する。
【００３３】
本実施形態にあっては、ブラシ基部２の内部に形成するガイド用空所２１ａを円錐台形状
に形成すると共に、フロート基台３ａをガイド用空所２１ａの円錐台の一部と同形状に形
成するものである。
【００３４】
ガイド用空所２１ａは、本体部１の軸方向イと略直交する方向ロを軸とする略円錐台形状
をした空所で、ブラシ基部２の内部に複数並設される。そして、このガイド用空所２１ａ
の小径側（即ち上側）の円形内壁面２２に、ブラシ基部２の外部と連通するガイド用空所
２１ａの径よりも小径の連通孔２４が形成してある。
【００３５】
ガイド用空所２１ａに挿入されるフロート基台３ａは、ガイド用空所２１ａの小径側の円
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形内壁面２２（即ち上端部）より、ガイド用空所２１ａの上下長さの上端部より略１／３
程の部位までの内壁面に沿う円錐台形状をしたもので、ガイド用空所２１ａに挿入されて
上端部に移動させると、ガイド用空所２１ａの内壁面とフロート基台３ａの外面とが丁度
当接するものである。ガイド用空所２１ａに嵌入されたフロート基台３ａは、本体部１の
軸方向イと略直交する方向ロに移動自在となるものであるが、このフロート基台３ａをば
ね部材２５にてガイド用空所２１ａの連通孔２４側の端部にばね付勢するものである。
【００３６】
以上のような構成とすることで、歯磨き時にブラシ毛束４の先端部４ａに横に負荷が加わ
った際、フロート基台３ａがガイド用空所２１ａ内でこじられるのを阻止することができ
る。
【００３７】
次に、図６に基づいて、更に他の実施形態について、主に上実施形態と異なる点について
説明する。
【００３８】
本実施形態にあっては、ブラシ毛束４の先端部４ａに尖った尖先部４１を形成するもので
ある。これは、図６（ａ）に示すように、隣接するブラシ毛束４の先端部４ａが逆傾斜と
なるような傾斜面に形成してその突出端部を尖先部４１としたり、あるいは図６（ｂ）に
示すように、全てのブラシ毛束４の先端部４ａが同傾斜となるような傾斜面に形成してそ
の突出端部を尖先部４１としたり、あるいは図６（ｃ）に示すように、各ブラシ毛束４の
先端部４ａを山状に形成して中央の突出端部を尖先部４１としたりするものである。
【００３９】
以上のような構成とすることで、歯磨き時にブラシ毛束４の先端部４ａを容易に確実に歯
間部に沿うようにあてがうことができる。
【００４０】
次に、図７に基づいて、更に他の実施形態について説明する。本実施形態は、図１乃至図
４に示す上実施形態と基本的に同じであるため、主に異なる点について説明する。
【００４１】
本実施形態にあっては、ブラシ毛束４の先端部４ａを避けた部位にブラシ毛が解束される
のを防止する解束防止部４２を設けるものである。これは、図７（ａ）に示すように、ブ
ラシ毛束４の先端部４ａより略１／３程下った部位に、同一のブラシ毛束４内のブラシ毛
を互いに溶着して形成した解束防止部４２ａや、あるいは図７（ｂ）に示すように、各ブ
ラシ毛束４をコイル状部材で巻き付けた解束防止部４２ｂや、あるいは図７（ｃ）に示す
ように、各ブラシ毛束４をブラシ基部２側より先端部４ａより略１／３程下った部位にま
でチューブ状部材を被覆して形成した解束防止部４２ｃを設けるものである。
【００４２】
以上のような構成とすることで、歯磨き時にブラシ毛束４のブラシ毛が解束されるのを防
止することができる。
【００４３】
次に、図８乃至図１２に基づいて、更に他の実施形態について説明する。本実施形態は、
図１乃至図７に示す実施形態と比較して、フロート基台３に設けるブラシ毛束４０ａとは
別体のブラシ毛束４０ｂをブラシ基部２に直接固定した点、フロート基台３にブラシ毛束
４を二束設けてこのフロート基台３を一つのばね部材２５にてフロート支持した点、両側
面をテーパ状に形成したフロート基台３の植孔３０にブラシ毛束４を嵌め込んで植設した
点、フロート基台３の下面にコイルばねからなるばね部材２５の上端部が被嵌されるボス
部３２を突設すると共に、ガイド用空所２１の底面２６にばね部材２５の下端部が嵌入さ
れる座ぐり部２７を形成した点が異なるものであり、主に異なる点について以下に説明す
る。
【００４４】
本実施形態においては、フロート基台３に設けたブラシ毛束４（４０ａ）と、このブラシ
毛束４（４０ａ）とは別体でブラシ基部２に直接固定するブラシ毛束４（４０ｂ）とを具
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備するものである。これは、図８に示すように、ブラシ基部２の中央部にブラシ毛束４０
ａを植設したフロート基台３を（図８のものにおいては５個）設け、その周囲にブラシ基
部２に直接固定するブラシ毛束４０ｂを設けたものである。このようにすることで、ブラ
シ基部２のブラシ毛束４を設ける領域を小さくすることができて、厚さ５～６ｍｍに形成
したブラシ基部２の背面側に１ｍｍ以上のＲを形成することができ、歯磨き時にブラシ基
部２のエッジが気にならず官能性及び安全性を向上させることが可能となる。
【００４５】
また、一個のフロート基台３にはブラシ毛束４を二束設けてあると共に、このフロート基
台３を一つのばね部材２５にてブラシ基部２にフロート支持するようにしてある。このよ
うにすることで、ブラシ基部２にばね部材２５及びブラシ毛束４を植設したフロート基台
３を設けて組み立てる組立性が向上し、製造コストも削減することができる。
【００４６】
また、図９，図１０に示すように、フロート基台３の下面にコイルばねからなるばね部材
２５の上端部が被嵌されるボス部３２を突設し、ガイド用空所２１の底面２６にばね部材
２５の下端部が嵌入される座ぐり部２７を形成し、ばね部材２５にてブラシ基部２にフロ
ート基台３をフロート自在に支持してある。
【００４７】
ブラシ基部３には、背面側に段凹部３３を形成してガイド用空所２１をこの段凹部３３よ
り外部に連通させ、段凹部３３に裏蓋体３４を嵌め込むものである。また、段凹部３３に
設ける裏蓋体３４には、ガイド用空所２１に対応する位置に、ばね部材２５の下端部が嵌
入される座ぐり部２７が穿設されると共に、この座ぐり部２７にばね部材２５の下端部よ
りも小径の水抜き孔３５が穿孔されるものである。
【００４８】
このようにすることで、ばね部材２５がフロート基台３の下面のボス部３２とブラシ基部
２の裏蓋体３４に穿設した座ぐり部２７とで固定され、ばね部材２５が常に定位置に配置
されるようになり、この電動歯ブラシを落とした時に衝撃力によってばね部材２５が位置
ずれしてフロート支持不良を起こしたりし難くなる。
【００４９】
また、このようにブラシ毛束４を設けるフロート基台３にあっては、図１１，図１２に示
すように、ブラシ毛束４が植設される上方に開口する植孔３０を穿設し、上方ほど幅狭（
即ち、下部の幅Ｌ 1＞上部の幅Ｌ 2）となるように両側面をテーパ状に形成するものである
。そして、このフロート基台３に、ブラシ毛束４を前記植孔４０に嵌め込むことで植設す
るものである。ブラシ毛束４の植設においては、図１２に示すように、ブラシ毛を中央で
折り曲げると共に、折り曲げ箇所に当て部材３６を押し当てて植孔３０に埋設するもので
ある。
【００５０】
このようにすることで、フロート基台３の植孔３０にブラシ毛束４を植設した際にフロー
ト基台３の上半部が幅広に広がっても、ブラシ基部２のガイド用空所２１の内径よりも小
径に抑えることが可能となり、フロート基台３がガイド用空所２１内で摺接，片当たりし
たりするのを防止することができる。
【００５１】
【発明の効果】
　上記のように本発明の請求項１記載の発明にあっては、本体部の軸方向の一端部に軸方
向に往復動可能かあるいは軸と略直交する方向を回転中心として回転可能なブラシ基部を
設け、ブラシ基部にフロート基台を軸と略直交する方向にフロート自在に設け、該フロー
ト基台にフロート方向にブラシ毛束を突設したので、ブラシ毛束の先端部を歯の凹凸に沿
うようにあてがうと同時に、ブラシ基部を所定のストロークや揺動角及び振動数、あるい
は所定の回転速度で駆動させることで、歯間部に溜まった歯の汚れを効率良く取り除くこ
とが可能となる。
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さらにブラシ基部の内部に内壁面が円錐台形状をしたガイド用空所を形
成し、該ガイド用空所の小径側の円形内壁面にブラシ基部の外部と連通するガイド用空所



【００５２】
また請求項２記載の発明にあっては、上記請求項１記載の発明の効果に加えて本体部の軸
方向に０．５ｍｍ乃至５ｍｍのストロークで往復動するブラシ基部を設けたので、ブラシ
毛束が歯間部を中心に０．５ｍｍ乃至５ｍｍのストロークで往復動させることができて、
歯間部から外れた部位を磨くことなく効率良く歯間部を磨くことが可能となる。
【００５３】
また請求項３記載の発明にあっては、上記請求項１記載の発明の効果に加えて、本体部の
軸方向に２０Ｈｚ乃至３００Ｈｚの振動数で往復動するブラシ基部を設けたので、２０Ｈ
ｚ以上の振動数（サイクル数）で往復動するので手で磨くよりもはるかに速く磨くことが
でき、また３００Ｈｚ以下の振動数で往復動するので歯磨き感が良好となる。
【００５５】
　また請求項 記載の発明にあっては、上記請求項１乃至 のいずれかに記載の発明の効
果に加えて、ブラシ毛束の先端部に尖った尖先部を形成したので、歯磨き時にブラシ毛束
の先端部を容易に確実に歯間部に沿うようにあてがうことが可能となる。
【００５６】
　また請求項 記載の発明にあっては、上記請求項１乃至 のいずれかに記載の発明の効
果に加えて、ブラシ毛束の先端部を避けた部位にブラシ毛が解束されるのを防止する解束
防止部を設けたので、歯磨き時にブラシ毛束のブラシ毛が解束されるのを防止することが
可能となる。
【００５７】
　また請求項 記載の発明にあっては、上記請求項１乃至 のいずれかに記載の発明の効
果に加えて、フロート基台に設けるブラシ毛束とは別体のブラシ毛束をブラシ基部に直接
固定したので、ブラシ基部のブラシ毛束を設ける領域を小さくすることができて、厚さ５
～６ｍｍに形成したブラシ基部の背面側に１ｍｍ以上のＲを形成することができ、歯磨き
時にブラシ基部のエッジが気にならず官能性及び安全性を向上させることが可能となる。
【００５８】
　また請求項 記載の発明にあっては、上記請求項１乃至 のいずれかに記載の発明の効
果に加えて、フロート基台にブラシ毛束を二束設けると共にこのフロート基台を一つのば
ね部材にてブラシ基部にフロート支持したので、ブラシ基部にばね部材及びブラシ毛束を
植設したフロート基台を設けて組み立てる組立性が向上し、製造コストも削減することが
できる。
【００５９】
　また請求項 記載の発明にあっては、上記請求項１乃至 のいずれかに記載の発明の効
果に加えて、ブラシ毛束が植設される上方に開口する植孔を設けると共に上方ほど幅狭と
なるように両側面をテーパ状に形成したフロート基台に、ブラシ毛束を前記植孔に嵌め込
むことで植設したので、フロート基台の植孔にブラシ毛束を植設した際にフロート基台の
上半部が幅広に広がっても、ブラシ基部のガイド用空所の内径よりも小径に抑えることが
可能となり、フロート基台がガイド用空所内で摺接，片当たりしたりするのを防止するこ
とができる。
【００６０】
　また請求項 記載の発明にあっては、上記請求項１乃至 のいずれかに記載の発明の効
果に加えて、ブラシ基部に形成されるガイド用空所にフロート基台を挿入すると共に、ガ
イド用空所の底面とフロート基台の下面との間にコイルばねからなるばね部材を設けてフ
ロート基台をフロート支持するものにおいて、フロート基台の下面にばね部材の上端部が
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の径よりも小径の連通孔を形成し、ガイド用空所の略小径側半部の内壁面に沿う円錐台形
状をしたフロート基台をガイド用空所に円錐中心軸方向に移動自在に挿入し、ガイド用空
所の大径側の円形内壁面とフロート基台との間にフロート基台をガイド用空所の小径側端
部にばね付勢するばね部材を設け、フロート基台に連通孔を介してブラシ基部の外部に突
出するブラシ毛束を突設したので、歯磨き時にブラシ毛束の先端部に横に負荷が加わった
際、フロート基台がガイド用空所内でこじられるのを阻止することが可能となる。

４ ３

５ ４

６ ５

７ ４

８ ４

９ ４



被嵌されるボス部を突設すると共に、ガイド用空所の底面にばね部材の下端部が嵌入され
る座ぐり部を形成したので、ばね部材がフロート基台の下面のボスとブラシ基部の裏蓋体
に穿設した座ぐり部とで固定され、ばね部材が常に定位置に配置されるようになり、この
電動歯ブラシを落とした時に衝撃力によってばね部材が位置ずれしてフロート支持不良を
起こしたりし難くなる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の の断面図である。
【図２】　同上の の他例の断面図である。
【図３】　同上の の更に他例を示し、（ａ）は断面図であり、（ｂ）はブラシ基
部の正面図である。
【図４】　同上の のブラシ基部付近の断面図である。
【図５】　本発明の のブラシ基部付近の断面図である。
【図６】　本発明 の実施形態を示し、（ａ）（ｂ）（ｃ）はそれぞれ一例のブラシ基
部付近の断面図である。
【図７】　本発明の更に他の実施形態を示し、（ａ）（ｂ）（ｃ）はそれぞれ一例のブラ
シ基部付近の断面図である。
【図８】　本発明の更に他の実施形態を示し、（ａ）は平面図であり、（ｂ）は側面図で
あり、（ｃ）は正面図であり、（ｄ）は下面図である。
【図９】　同上の実施形態の要部断面図である。
【図１０】　同上の実施形態の要部側断面図である。
【図１１】　同上の実施形態のフロート基台を示し、（ａ）は平面図であり、（ｂ）は側
面図であり、（ｃ）は正面図である。
【図１２】　同上の実施形態のフロート基台へのブラシ毛束の植設の説明図であり、（ａ
）は植設する前の状態を示し、（ｂ）は植設した後の状態を示す。
【図１３】　従来例のブラシ基部の一部切欠き斜視図である。
【図１４】　他の従来例のブラシ基部の断面図である。
【符号の説明】
　１　本体部
　２　ブラシ基部
　３　フロート基台
　４　ブラシ毛束
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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【 図 ６ 】 【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】
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【 図 １ ２ 】 【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】
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