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(57)【要約】
本発明は、電動歯ブラシに関し、さらに詳しくは、外部ケースを含むメイン胴体と、前記
メイン胴体と結合し、洗浄ヘッドが一端に形成される洗浄胴体と、前記メイン胴体と前記
洗浄胴体とを結合させ、振動を発生させるための振動発生部が取り付けられて前記洗浄胴
体に振動を伝達する振動伝達部と、前記外部ケースと前記振動伝達部との間に具備される
振動減殺部とを含み、電動歯ブラシの洗浄性能を維持しながら、使用者に伝達される振動
の大きさを低減させて、使用者の利便性を向上させるための電動歯ブラシに関する。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外部ケースを含むメイン胴体と、
　前記メイン胴体と結合し、洗浄ヘッドが一端に形成される洗浄胴体と、
　前記メイン胴体と前記洗浄胴体とを結合させ、振動を発生させるための振動発生部が取
り付けられて前記洗浄胴体に振動を伝達する振動伝達部と、
　前記外部ケースと前記振動伝達部との間に具備される振動減殺部とを含むことを特徴と
する電動歯ブラシ。
【請求項２】
　前記振動発生部は、振動モータであり、前記振動伝達部には、前記振動モータが取り付
けられるためのモータ収容部が形成されることを特徴とする請求項１に記載の電動歯ブラ
シ。
【請求項３】
　前記振動減殺部は、弾性体で形成されることを特徴とする請求項１に記載の電動歯ブラ
シ。
【請求項４】
　前記振動伝達部には、前記洗浄胴体に挿入されるために所定の高さで突き出した挿入部
が形成され、前記振動減殺部は、前記挿入部に貫通結合することを特徴とする請求項１に
記載の電動歯ブラシ。
【請求項５】
　前記挿入部と前記振動減殺部には、互いに対応する第１締結突部と締結ガイド部が形成
され、前記挿入部が前記振動減殺部を貫通結合する過程で、前記第１締結突部が前記締結
ガイド部に沿って案内された後、前記締結カイド部の末端に係り固定することを特徴とす
る請求項４に記載の電動歯ブラシ。
【請求項６】
　前記外部ケースの一端には、内側方向に突き出した結合突部が形成され、前記振動減殺
部の上端には、前記結合突部と対応する結合凹溝が形成され、前記振動伝達部が前記外部
ケースと結合する過程で、前記結合突部が前記結合凹溝に安着することを特徴とする請求
項４に記載の電動歯ブラシ。
【請求項７】
　前記振動伝達部は、ブラケットケースで形成される第１ブラケットと第２ブラケットと
の結合によって固定することを特徴とする請求項１に記載の電動歯ブラシ。
【請求項８】
　前記モータ収容部には、外側方向に突き出した嵌込み突部が形成され、前記ブラケット
ケースには、前記嵌込み突部と結合し、前記振動伝達部を固定するための固定部が形成さ
れることを特徴とする請求項７に記載の電動歯ブラシ。
【請求項９】
　前記ブラケットケースには、内面と外面を貫通する開口部が形成され、前記開口部に前
記固定部が位置することを特徴とする請求項８に記載の電動歯ブラシ。
【請求項１０】
　前記固定部は、
　前記ブラケットケースにおいて、前記開口部方向に延長形成される第１延長部と、
　前記第１延長部の末端から前記嵌込み突部方向に延長形成される第２延長部と、
　前記第２延長部に形成され、前記嵌込み突部が嵌込み結合されるために、前記嵌込み突
部方向に開口する嵌込み溝部とを含むことを特徴とする請求項９に記載の電動歯ブラシ。
【請求項１１】
　前記振動伝達部の外面周りに前記外部ケースと前記洗浄胴体とが離隔して形成された間
隙部が位置することを特徴とする請求項７に記載の電動歯ブラシ。
【請求項１２】
　前記ブラケットケースの内面には、前記モータ収容部と離隔するための除去部が形成さ
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れることを特徴とする請求項７に記載の電動歯ブラシ。
【請求項１３】
　前記モータ収容部の下部には、電源部が位置し、前記モータ収容部と前記電源部との間
に非接触空間部が形成されることを特徴とする請求項７に記載の電動歯ブラシ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電動歯ブラシに関し、さらに詳しくは、電力を利用して歯ブラシのヘッドを
振動させて歯を洗浄する電動歯ブラシに関する。
【背景技術】
【０００２】
　歯を洗浄するための最も一般的な器具は歯ブラシ（Ｔｏｏｔｈｂｒｕｓｈ）であり、こ
のような歯ブラシは、歯の健康管理と衛生清潔のために、歯磨き粉をつけて歯を磨くため
に使用される道具である。歯ブラシは、スティック状のメイン胴体と、メイン胴体の一端
に形成された洗浄胴体に細い毛部材が細かく植毛されたブラシとを含む。
【０００３】
　通常、歯ブラシは、歯に挟まれている食べ物や歯石などの異物を除去するために使用さ
れ、使用者は、歯ブラシの取っ手部分を把持した後、手首や腕の動きを利用して異物を除
去する。
【０００４】
　しかし、このように使用者が直接手首や腕の動きを通じて歯磨きをする場合は、手首や
腕に力が入り不便であり、歯ブラシを動かす力が一定でなく、歯茎や口腔内を傷つけるこ
とが度々発生した。
【０００５】
　このような問題を解決するために、歯ブラシ内に振動モータを組み込み、電力を利用し
て振動モータを振動させることで、使用者の手首や腕の動きを最小化しながら、ブラシが
電力によって振動して、使用者の利便性を増大させた電動歯ブラシが提案されている。
【０００６】
　しかし、従来の一般的な電動歯ブラシは、振動モータの振動が使用者が把持する取っ手
部分にそのまま伝達されて使用者の手が共に震えるが、長期間使用する時に使用者に不快
感を誘発し得て、使用者の手が震えることで、歯の洗浄の正確度が落ちるなどの問題があ
る。
【０００７】
　一方、歯洗浄の正確度を維持しながら、使用者の手が震える問題を解消するために、振
動モータの振動の大きさを減少させる方案を考慮することができるが、この場合は、ブラ
シの振動が共に減少して、電動歯ブラシの洗浄性能が低下するという問題がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】韓国公開特許第１０－２０１３－００９０５０２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　上記のような問題点を解決するための本発明の目的は、電動歯ブラシの洗浄性能を維持
しながら、使用者に伝達される振動の大きさを低減させて、使用者の利便性を向上させる
ための電動歯ブラシを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記のような目的を達成するための本発明の一実施例による電動歯ブラシは、外部ケー
スを含むメイン胴体と、前記メイン胴体と前記洗浄胴体とを結合させ、振動を発生させる
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ための振動発生部が取り付けられて前記洗浄胴体に振動を伝達する振動伝達部と、前記外
部ケースと前記振動伝達部との間に具備される振動減殺部とを含むことを特徴とする。
【００１１】
　また、本発明の一実施例による前記振動発生部は、振動モータであり、前記振動伝達部
には、前記振動モータが取り付けられるためのモータ収容部が形成されることを特徴とす
る。
【００１２】
　また、本発明の一実施例による前記振動減殺部は、弾性体で形成されることを特徴とす
る。
【００１３】
　また、本発明の一実施例による前記振動伝達部には、前記洗浄胴体に挿入されるために
所定の高さで突き出した挿入部が形成され、前記振動減殺部は、前記挿入部に貫通結合す
ることを特徴とする。
【００１４】
　また、本発明の一実施例による前記挿入部と前記振動減殺部には、互いに対応する第１
締結突部と締結ガイド部が形成され、前記挿入部が前記振動減殺部を貫通結合する過程で
、前記第１締結突部が前記締結ガイド部に沿って案内された後、前記締結カイド部の末端
に係り固定することを特徴とする。
【００１５】
　また、本発明の一実施例による前記外部ケースの一端には、内側方向に突き出した結合
突部が形成され、前記振動減殺部の上端には、前記結合突部と対応する結合凹溝が形成さ
れ、前記振動伝達部が前記外部ケースと結合する過程で、前記結合突部が前記結合凹溝に
安着することを特徴とする。
【００１６】
　また、本発明の一実施例による前記振動伝達部は、ブラケットケースで形成される第１
ブラケットと第２ブラケットとの結合によって固定することを特徴とする。
【００１７】
　また、本発明の一実施例による前記モータ収容部には、外側方向に突き出した嵌込み突
部が形成され、前記ブラケットケースには、前記嵌込み突部と結合し、前記振動伝達部を
固定するための固定部が形成されることを特徴とする。
【００１８】
　また、本発明の一実施例による前記ブラケットケースには、内面と外面を貫通する開口
部が形成され、前記開口部に前記固定部が位置することを特徴とする。
【００１９】
　また、本発明の一実施例による前記固定部は、前記ブラケットケースにおいて、前記開
口部方向に延長形成される第１延長部と、前記第１延長部の末端から前記嵌込み突部方向
に延長形成される第２延長部と、前記第２延長部に形成され、前記嵌込み突部が嵌込み結
合されるために、前記嵌込み突部方向に開口される嵌込み溝部とを含むことを特徴とする
。
【００２０】
　また、本発明の一実施例による前記振動伝達部の外面周りに前記外部ケースと前記洗浄
胴体とが離隔して形成された間隙部が位置することを特徴とする。
【００２１】
　また、本発明の一実施例による前記外部ケースの内面には、前記モータ収容部と離隔す
るための除去部が形成されることを特徴とする。
【００２２】
　また、本発明の一実施例による前記モータ収容部の下部には、電源部が位置し、前記モ
ータ収容部と前記電源部との間に非接触空間部が形成されることを特徴とする。
【発明の効果】
【００２３】
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　本発明では、外部ケースと振動伝達部との間には振動を吸収することができる振動減殺
部が具備され、振動伝達部で発生した振動が使用者が把持する取っ手部分に該当する外部
ケースに伝達されることを減殺させることで、歯ブラシの性能が低下することなく使用者
の利便性を向上させることができる。
【００２４】
　また、本発明では、振動伝達部の外面周りに外部ケースと洗浄胴体とが離隔して形成さ
れた間隙部が位置することにより、洗浄胴体に伝達された振動が振動伝達部ではなく直接
的に外部ケースに伝達されることを防止することができる。
【００２５】
　また、本発明では、外部ケースの内面にモータ収容部と離隔するための除去部が形成さ
れることにより、前記モータ収容部の振動が前記外部ケースに直接的に伝達されることを
防止することができる。
【００２６】
　また、本発明では、モータ収容部の下部に前記モータ収容部に取り付けられた振動モー
タに電力を供給するための電源部が位置することができるが、前記モータ収容部と前記電
源部との間に両構成要素の接触を防止するための非接触空間部が形成されることにより、
前記モータ収容部で発生した振動が前記電源部とブラケットケースを経て外部ケースに伝
達されることを防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】本発明の一実施例による電動歯ブラシの斜視図である。
【図２】本発明の一実施例による電動歯ブラシの分解斜視図である。
【図３】本発明の一実施例による電動歯ブラシの断面図である。
【図４】本発明の一実施例による電動歯ブラシの部分断面図である。
【図５】本発明の一実施例による電動歯ブラシの振動低減部が含まれた構成の分解斜視図
である。
【図６ａ】本発明の一実施例による振動伝達部と振動低減部との分解斜視図である。
【図６ｂ】図６ａの分解斜視図を他の角度で図示した図面である。
【図７】図５の分解斜視図に示した構成が組み立てられた結果を示すための結合斜視図で
ある。
【図８】本発明の一実施例による振動伝達部と洗浄胴体が含まれた構成の分解斜視図であ
る。
【図９】本発明の一実施例による振動伝達部を示した図面である。
【図１０】本発明の一実施例による振動モータが取り付けられた振動伝達部を示した図面
である。
【図１１】本発明の一実施例による振動伝達部とブラケットの分解正面図である。
【図１２ａ】本発明の一実施例による振動伝達部とブラケットの分解斜視図である。
【図１２ｂ】図１２ａの分解斜視図を他の角度で図示した図面である。
【図１３】本発明の一実施例による振動伝達部と第１ブラケットの組み立てられた結果を
示すための結合斜視図である。
【図１４】本発明の一実施例による振動伝達部、第１ブラケット及び第２ブラケットの組
み立て結果を示すための図面である。
【図１５】本発明の一実施例による振動減殺性能を表すための電動歯ブラシの部分断面図
である。
【図１６ａ】図１５のＡ部分を拡大した図面である。
【図１６ｂ】図１５のＢ部分を拡大した図面である。
【図１６ｃ】図１５のＣ部分を拡大した図面である。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　本発明の利点及び特徴、そして、それを達成する方法は、添付の図面と共に詳しく後述
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される実施例を参照すれば明確になるであろう。
【００２９】
　しかし、本発明は、以下で開示する実施例によって限定されるものではなく、互いに異
なる多様な形態で実現されるものであり、単に、本実施例は、本発明の開示を完全にし、
本発明が属する技術分野で通常の知識を持った者に発明の範疇を完全に知らせるために提
供されるものであり、本発明は、請求項の範疇によって定義されるだけである。明細書全
体にわたって同一の参照符号は、同一の構成要素を指す。
【００３０】
　以下では、添付の図面を参照して本発明の実施例を詳しく説明する。
【００３１】
　図１は、本発明の一実施例による電動歯ブラシの斜視図である。
【００３２】
　図１を参照すると、本発明の一実施例による電動歯ブラシは、大きくメイン胴体２００
と洗浄胴体１００とを含む構造を有する。
【００３３】
　メイン胴体２００は、外部ケースを含み、歯洗浄器具の下部骨格及び外形を形成するも
ので、使用者が歯洗浄器具を使用する時に実質的に把持する取っ手部分に該当し、洗浄胴
体１００は、歯の洗浄が行われる部分である。
【００３４】
　洗浄胴体１００は、メイン胴体２００と分離可能に結合することができ、一端には、洗
浄ヘッド１０１が形成されることができ、前記洗浄ヘッド１０１には、ブラシ１０３が一
方向に形成されることができる。
【００３５】
　ブラシ１０３は、歯磨きのためのもので、多数個のブラシが束を作って構成され、洗浄
ヘッド１０１に分離可能に結合するか、一体で形成されることができる。
【００３６】
　ブラシ１０３は、洗浄ヘッド１０１にねじ締結方式で結合するか、圧入や組み立て突起
によって結合するなど、通常の結合方法によって洗浄ヘッド１０１に結合することができ
る。
【００３７】
　洗浄ヘッド１０１の外面には、ノズル１０２が形成されることができるが、ノズル１０
２は、流路を通じて正圧や負圧を提供する駆動装置と連結することができ、高圧の洗浄液
を噴射するか、口腔内の嗽水を吸入することができる。
【００３８】
　ノズル１０２は、洗浄ヘッド１０１の外周面に向かって放射状に形成することができ、
洗浄液の供給や口腔内の嗽水吸入の効率性を高めるために少なくとも一つ以上で形成する
ことができるが、ノズル１０２の形状や個数がこれに制限されるものではない。
【００３９】
　メイン胴体２００の外周面には、操作部２１０が具備されることができるが、操作部２
１０は、駆動部２７０を作動するための一種のスイッチであることができ、発光装置を操
作するか振動モータ２４０を稼動させてブラシ１０３に振動を発生させるなどの歯洗浄器
具の全般的な操作を行うことができる。
【００４０】
　操作部２１０は、ボタン型で形成されることができるが、これに制限されず、タッチ方
式やスライド方式などの多様な作動方式を実現するための構造で形成することができる。
【００４１】
　図２は、本発明の一実施例による電動歯ブラシの分解斜視図であり、図３は、本発明の
一実施例による電動歯ブラシの断面図である。
【００４２】
　図２及び図３を参照すると、本発明の一実施例による電動歯ブラシは、メイン胴体２０
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０と洗浄胴体１００とを含み、洗浄液を供給するための正圧や嗽水を吸入するための負圧
を供給するための駆動部２７０、メイン胴体２００と洗浄胴体１００とを結合させるため
の振動伝達部２２０、洗浄胴体１００と振動伝達部２２０との間に具備され、内部に中空
１１１が形成される密閉部１１０、振動伝達部２２０の外側に分離可能に結合し、洗浄胴
体１００に挿入固定するためのフランジ１２０、口腔内を明かすために光を照射する発光
部２５０、洗浄胴体１００に振動をかけるための振動モータ２４０、電力を供給するため
の電源部２６０、操作部２１０と連結され、駆動部２７０や発光部２５０などを制御する
ための制御部３００、メイン胴体２００に組み込まれた部品を固定させるためのブラケッ
トケース２８１で形成される第１ブラケット２８０ａと第２ブラケット２８０ｂ、オーリ
ングが結合されたノズル部３１０、オーリングが結合されたＤＣカバー部３２０、ＤＣカ
バーをガイドするためのＤＣカバーカイド部３３０、メイン胴体２００の底に取り付けら
れる底ケース３４０、ブラケットを組み立てるためのねじ部２０などの細部構成を含むこ
とができる。
【００４３】
　参考として、上記図面では、駆動部２７０や電源部２６０などの細部構成が洗浄胴体１
００の内部に具備されたと図示されているが、必要に応じて、洗浄胴体１００の外部に位
置可能なことはもちろん、各構成に対する基本的な機能や構造は広く知られているので、
これに対する詳しい説明は省略する。
【００４４】
　図４は、本発明の一実施例による電動歯ブラシの部分断面図である。
【００４５】
　図４を参照すると、洗浄胴体１００は、長いバー（ｂａｒ）状で形成されることができ
、一端には、ブラシ１０３が結合する洗浄ヘッド１０１が形成され、内部には、所定の長
さで洗浄胴体１００の長さ方向に延長形成された内部流路１０４が具備されることができ
る。
【００４６】
　振動伝達部２２０は、メイン胴体２００と洗浄胴体１００とを結合させ、連結流路２２
１が内部に形成され、一側がメイン胴体２００に結合し、他側が洗浄胴体１００の内部に
挿入することができる。
【００４７】
　振動伝達部２２０には、振動モータ２４０が取り付けられるためのモータ収容部２２７
が形成されることができるが、振動を発生させるための振動発生部が取り付けられて洗浄
胴体１００に振動を伝達することができ、電力が供給されると、前記振動発生部は振動を
発生させ、これにより振動伝達部２２０が振動する。
【００４８】
　振動伝達部２２０が振動することにより前記振動伝達部２２０と結合した洗浄胴体１０
０が振動し、洗浄胴体１００の一端に形成された洗浄ヘッド１０１に振動が伝達されて、
最終的にブラシ１０３が振動することで、歯や口腔内の異物を除去することができる。
【００４９】
　図面上では、振動発生部が振動モータ２４０であり、振動伝達部２２０には、前記振動
モータ２４０が取り付けられるためのモータ収容部２２７が形成されると図示されている
が、これに制限されるものではなく、誘導コイルを利用したアクチュエータなど、当該分
野で使用可能な全ての振動発生装置を含むことができる。
【００５０】
　振動伝達部２２０の一端には、交替可能な連結チューブ３０が結合可能なチューブ延長
部２２６が形成されることができる。
【００５１】
　これにより、洗浄胴体１００の内部流路１０４と、密閉部１１０の中空１１１及び振動
伝達部２２０の連結流路２２１は、互いに連結して連続した流路を形成することができ、
連続した流路は、前記振動伝達部２２０のチューブ延長部２２６と、前記チューブ延長部
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２２６に交替可能に結合された連結チューブ３０でさらに延長することができ、前記駆動
部２７０を経て吸入のための連結チューブ３０や排出のための連結チューブ３０などで拡
張されることができる。
【００５２】
　図５は、本発明の一実施例による電動歯ブラシの振動低減部が含まれた構成の分解斜視
図であり、図６ａは、本発明の一実施例による振動伝達部と振動低減部の分解斜視図であ
り、図６ｂは、図６ａの分解斜視図を他の角度で図示した図面である。
【００５３】
　図５、図６ａ及び図６ｂを参照すると、外部ケース２０１と振動伝達部２２０との間に
は、内部が空いている中空１１１状の振動減殺部２３０が具備されることができる。
【００５４】
　このような振動減殺部２３０は、振動を吸収する機能を具備することができ、これによ
り、振動伝達部２２０で発生した振動が使用者が把持する取っ手部分に該当する外部ケー
ス２０１に伝達されることを減殺させて、歯ブラシの性能が低下することなく、使用者の
利便性をさらに向上させることができる。
【００５５】
　振動減殺部２３０は、このような振動減殺性能を最大化するために弾性体で形成される
ことが好ましく、さらに詳しくは、シリコンやラバー系列等の弾性材質を使用することが
できるが、これに制限されるものではない。
【００５６】
　一方、振動伝達部２２０には、前記洗浄胴体１００に挿入されるために所定の高さで突
き出した挿入部２２２が形成され、前記振動減殺部２３０は、前記挿入部２２２の内周面
に貫通結合することができる。
【００５７】
　前記挿入部２２２の一端には、略円板状に形成されたプレート部２２５が形成されるこ
とができ、前記プレート部２２５の下面には、メイン胴体２００の内部に位置し、交替可
能な連結チューブ３０が結合可能なチューブ延長部２２６が形成されることができる。
【００５８】
　挿入部２２２の外側面には、所定の高さと長さを有する第１締結突部２２３が形成され
、振動減殺部２３０の内側面には、前記第１締結突部２２３と対応する締結カイド部２３
２が形成されることができ、前記挿入部２２２が前記振動減殺部２３０を貫通結合する過
程で、前記第１締結突部２２３が前記締結カイド部２３２に沿って案内された後、前記締
結カイド部２３２の末端に係り固定することができる。
【００５９】
　第１締結突部２２３と締結カイド部２３２の長さは、同一であることが好ましく、この
場合、振動減殺部２３０と振動伝達部２２０との離隔なく前記振動減殺部２３０と前記振
動伝達部２２０のプレート部２２５とが接触することによって、振動減殺性能をさらに向
上させることができる。
【００６０】
　挿入部２２２の外側面には、後述する第２締結突部２２４が形成されることができるが
、前記第２締結突部２２４は、第１締結突部２２３の上部方向に所定の間隔で離隔して形
成されることで、締結カイド部２３２に引っかかることなく通れるように、前記第１締結
突部２２３と比べて突出高さが低いことが好ましい。
【００６１】
　外部ケース２０１の一端には、内側方向に突き出した結合突部２０３が形成され、振動
減殺部２３０の上端には、前記結合突部２０３と対応する結合凹溝２３１が形成され、振
動伝達部２２０が前記外部ケース２０１と結合する過程で、前記結合突部２０３が前記結
合凹溝２３１に安着することができる。
【００６２】
　結合突部２０３は、互いに対向する方向に複数個で形成されることができ、結合凹溝２
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３１は、前記結合突部２０３の個数と位置に対応して形成されることができる。前記結合
凹溝２３１は、前記振動減殺部２３０の上面で所定の大きさを有するように形成され、前
記結合突部２０３の大きさに対応して形成され、前記外部ケース２０１と前記振動伝達部
２２０との間の空間上の離隔を最小化することが好ましい。
【００６３】
　図７は、図５の分解斜視図に示した構成が組み立てられた結果を示すための結合斜視図
である。
【００６４】
　図７を参照すると、外部ケース２０１の外部に振動伝達部２２０の挿入部２２２と、前
記挿入部２２２の外周面に形成された第２締結突部２２４が露出され、前記外部ケース２
０１と前記振動伝達部２２０との間に振動減殺部２３０が取り付けられ、前記振動伝達部
２２０で発生した振動を吸収することができる。外部ケース２０１の一端には、装飾用リ
ング１０が取り付けられるための溝部２０２が形成されることができる。
【００６５】
　図８は、本発明の一実施例による振動伝達部と洗浄胴体が含まれた構成の分解斜視図で
ある。
【００６６】
　図８を参照すると、挿入部２２２の外側面に沿って第２締結突部２２４が形成され、フ
ランジ１２０の内側面には結合チャンネルが形成され、前記挿入部２２２が前記フランジ
１２０に結合する過程で、前記第２締結突部２２４が前記結合チャンネルに沿って案内さ
れた後、前記結合チャンネルの一側に係り固定することにより、前記振動伝達部２２０と
前記フランジ１２０とが結合することができる。
【００６７】
　この場合、振動伝達部２２０は、フランジ１２０や密閉部１１０を通じて洗浄胴体１０
０に振動を伝達することができるが、振動伝達部２２０から洗浄胴体１００に振動が伝達
される経路は、各構成要素の構造や結合関係によって変更することができ、これに制限さ
れるものではない。
【００６８】
　図９は、本発明の一実施例による振動伝達部を示した図面であり、図１０は、本発明の
一実施例による振動モータが取り付けられた振動伝達部を示した図面である。
【００６９】
　図９及び図１０を参照すると、本発明の一実施例による振動伝達部２２０は、振動モー
タ２４０が取り付けられるためのモータ収容部２２７が形成されることができるが、前記
モータ収容部２２７は、前記振動モータ２４０が挿入取り付けられるように一側が開放し
て形成されることができ、前記振動モータ２４０が安着するように振動モータ２４０の形
状に対応して形成されることができる。
【００７０】
　具体的に、モータ収容部２２７は、直径より長さが長い円筒状で長さ方向に半分を切断
した形状を有することができ、挿入した振動モータ２４０を固定するために、振動モータ
２４０の外周面を一部を取り囲むように形成された固定突部２２８が具備されることがで
きる。
【００７１】
　固定突部２２８は、振動モータ２４０の組み立ては容易にしながら、組み立て後に前記
振動モータ２４０の振動に対抗して振動モータ２４０を固定させることができるように適
正な長さと方向で形成されることが好ましい。
【００７２】
　モータ収容部２２７には、外側方向に突き出した嵌込み突部２２９が所定の長さで形成
されることができ、二つの嵌込み突部２２９が前記モータ収容部２２７の両側面から互い
反対方向に延長形成されることができる。
【００７３】



(10) JP 2019-501736 A 2019.1.24

10

20

30

40

50

　図１１は、本発明の一実施例による振動伝達部とブラケットの分解正面図であり、図１
２ａは、本発明の一実施例による振動伝達部とブラケットの分解斜視図であり、図１２ｂ
は、図１２ａの分解斜視図を他の角度で図示した図面である。
【００７４】
　図１１、図１２ａ及び図１２ｂを参照すると、上述したように、振動伝達部２２０のモ
ータ収容部２２７には、外側方向に突き出した嵌込み突部２２９が形成され、ブラケット
ケース２８１には、前記嵌込み突部２２９と結合し、前記振動伝達部２２０を固定させる
ための固定部２８２を形成することができ、前記振動伝達部２２０は、ブラケットケース
２８１で形成される前記第１ブラケット２８０ａと前記第２ブラケット２８０ｂとの結合
によってメイン胴体２００で固定することができる。
【００７５】
　ブラケットケース２８１には、内面と外面とを貫通する開口部２８３が形成されること
ができ、前記開口部２８３に固定部２８２が位置することができるが、前記開口部２８３
は、前記ブラケットケース２８１で所定の大きさで形成されることができ、前記振動伝達
部２２０を固定するための固定部２８２が形成されるのに適合な位置に形成することがで
きる。
【００７６】
　具体的に、固定部２８２は、ブラケットケース２８１で開口部２８３方向に延長形成さ
れる第１延長部２８２ａと、前記第１延長部２８２ａの末端から振動伝達部２２０の嵌込
み突部２２９方向に延長形成される第２延長部２８２ｂと、前記第２延長部２８２ｂに形
成され、前記嵌込み突部２２９が嵌込み結合されるために前記嵌込み突部２２９方向に開
口する嵌込み溝部２８２ｃとを含むことができる。
【００７７】
　図１３は、本発明の一実施例による振動伝達部と第１ブラケットの組み立てられた結果
を示すための結合斜視図であり、図１４は、本発明の一実施例による振動伝達部、第１ブ
ラケット及び第２ブラケットの組み立て結果を示すための図面である。
【００７８】
　図１３及び図１４を参照すると、本発明の一実施例による振動伝達部２２０の嵌込み突
部２２９は、固定部２８２の第２延長部２８２ｂに形成された嵌込み溝部２８２ｃに嵌め
込んで結合することを特徴とする。
【００７９】
　従って、振動モータ２４０が電力の供給を受けて振動すると、モータ収容部２２７と前
記モータ収容部２２７に形成された嵌込み突部２２９とが共に振動することになり、前記
嵌込み突部２２９と結合した固定部２８２は、前記開口部２８３の外側と内側方向に振動
する。
【００８０】
　具体的に、振動モータ２４０が振動すると、ブラケットケース２８１と固定部２８２と
が接する部分を基準として第１延長部２８２ａと第２延長部２８２ｂとが所定の角度の範
囲内で回転運動するが、振動モータ２４０によって発生した振動が直ぐブラケットケース
２８１全体に伝達されるのではなく、開口部２８３に位置した固定部２８２に先に伝達さ
れる。
【００８１】
　前記固定部２８２は、前記ブラケットケース２８１に形成された開口部２８３によって
前記ブラケットケース２８１の外側と内側方向に移動可能な弾性を有することにより、モ
ータ収容部２２７で伝達された振動を一次的に減殺させることができ、これにより、前記
ブラケットケース２８１と結合する外部ケース２０１に伝達される振動を大きく減殺させ
ることができる。
【００８２】
　図１５は、本発明の一実施例による振動減殺性能を表すための電動歯ブラシの部分断面
図であり、図１６ａは、図１５のＡ部分を拡大した図面であり、図１６ｂは、図１５のＢ
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部分を拡大した図面であり、図１６ｃは、図１５のＣ部分を拡大した図面である。
【００８３】
　図１５及び図１６ａを参照すると、本発明の一実施例による振動伝達部２２０の外面周
りには、外部ケース２０１と洗浄胴体１００が離隔して形成された間隙部２９０が位置す
ることができる。これにより、洗浄胴体１００に伝達された振動が振動伝達部２２０では
なく、直接的に外部ケース２０１に伝達されることを防止することができる。
【００８４】
　この時、間隙部２９０の大きさが過度に大きい場合は、振動伝達部２２０が外部に露出
されて、美観上よくない問題があり、過度に小さい場合は、洗浄胴体１００が振動する時
に、外部ケース２０１と接触して、一部の振動が直接的に外部ケース２０１に伝達される
という問題が発生し得るので、適正な大きさで形成することが好ましい。
【００８５】
　図１５及び図１６ｂを参照すると、本発明の一実施例による外部ケース２０１の内面に
は、モータ収容部２２７と離隔するための除去部２９２が形成されることができる。
【００８６】
　振動伝達部２２０の内部には、連結流路２２１が形成され、前記振動伝達部２２０の一
端には、チューブ延長部２２６が形成され、前記チューブ延長部２２６には、交替可能な
連結チューブ３０が結合することができるが、前記連結流路２２１と前記チューブ延長部
２２６が振動伝達部２２０の中心軸を形成する場合、前記振動伝達部２２０に形成された
モータ収容部２２７は、前記中心軸と比較して偏心した中心を有する。
【００８７】
　モータ収容部２２７は、外部ケース２０１と接触することができるが、前記外部ケース
２０１の内面には、前記モータ収容部２２７が偏心して前記外部ケース２０１と接触する
ことができる位置に前記モータ収容部２２７と離隔するための除去部２９２が形成される
ことにより、前記モータ収容部２２７の振動が前記外部ケース２０１に直接的に伝達され
ることを防止することができる。
【００８８】
　図１５及び図１６ｃを参照すると、本発明の一実施例によるモータ収容部２２７の下部
には電源部２６０が位置し、前記モータ収容部２２７と前記電源部２６０との間に非接触
空間部２９１が形成されることができる。
【００８９】
　モータ収容部２２７の下部には、前記モータ収容部２２７に取り付けられた振動モータ
２４０に電力を供給するための電源部２６０が位置することができるが、前記モータ収容
部２２７と前記電源部２６０との間に両構成要素の接触を防止するための非接触空間部２
９１が形成されることにより、前記モータ収容部２２７で発生した振動が前記電源部２６
０とブラケットケース２８１を経て外部ケース２０１に伝達されることを防止することが
できる。
【００９０】
　以上で、本発明による実施例を構成する全ての構成要素が一つに結合するか、結合して
動作すると説明されたからといって、本発明が必ずしもこのような実施例に限定されるも
のではない。即ち、本発明の目的範囲内であれば、その全ての構成要素が一つ以上に選択
的に結合して動作することもできる。また、以上で記載された「含む」、「構成する」ま
たは「有する」などの用語は、特に反対の記載がない限り、当該構成要素が内在可能なこ
とを意味するので、他の構成要素を除外するのではなく、他の構成要素をさらに含むこと
ができると解釈されなければならない。技術的または科学的な用語を含む全ての用語は、
他に定義されない限り、本発明が属する技術分野で通常の知識を持った者によって一般的
に理解されるものと同一の意味がある。辞書に定義された用語のように一般的に使用され
る用語は、関連技術の文脈内の意味と一致すると解釈されなければならず、本発明で明ら
かに定義しない限り、理想的または過度に形式的な意味で解釈されない。
【符号の説明】
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【００９１】
　　１０：装飾用リング
　　２０：ねじ部
　　３０：連結チューブ
　　１００：洗浄胴体
　　１０１：洗浄ヘッド
　　１０２：ノズル
　　１０３：ブラシ
　　１０４：内部流路
　　１１０：密閉部
　　１１１：中空
　　１２０：フランジ
　　２００：メイン胴体
　　２０１：外部ケース
　　２０２：溝部
　　２０３：結合突部
　　２１０：操作部
　　２２０：振動伝達部
　　２２１：連結流路
　　２２２：挿入部
　　２２３：第１締結突部
　　２２４：第２締結突部
　　２２５：プレート部
　　２２６：チューブ延長部
　　２２７：モータ収容部
　　２２８：固定突部
　　２２９：嵌込み突部
　　２３０：振動減殺部
　　２３１：結合凹溝
　　２３２：締結カイド部
　　２４０：振動モータ
　　２５０：発光部
　　２６０：電源部
　　２７０：駆動部
　　２８０ａ：第１ブラケット
　　２８０ｂ：第２ブラケット
　　２８１：ブラケットケース
　　２８２：固定部
　　２８２ａ：第１延長部
　　２８２ｂ：第２延長部
　　２８２ｃ：嵌込み溝部
　　２８３：開口部
　　２９０：間隙部
　　２９１：非接触空間部
　　２９２：除去部
　　３００：制御部
　　３１０：ノズル部
　　３２０：ＤＣカバー部
　　３３０：ＤＣカバーカイド部
　　３４０：底ケース
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【図８】 【図９】

【図１０】 【図１１】

【図１２ａ】
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【図１２ｂ】

【図１３】

【図１４】

【図１５】

【図１６ａ】

【図１６ｂ】

【図１６ｃ】
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