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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　全方位科学歯ブラシであって、
　ブラシハンドル（２）とブラシヘッド（３）とを含み、
　前記ブラシヘッド（３）は、Ｕ字型構造であり、前記ブラシヘッド（３）のキャビティ
には、中央ギヤセット（３０９）と、前記中央ギヤセット（３０９）により駆動される歯
外側面毛ロール（３０２）と、歯内側面毛ロール（３０７）と、歯端面毛ロール（３０３
）とが取り付けられ、前記全方位科学歯ブラシが、全体的形がＵ字型であるＵ字型基板（
３１０）をさらに備え、Ｕ字型基板（３１０）の中央部に中央ギヤセット据え付け溝（３
２５）が設けられ、前記中央ギヤセット（３０９）が前記中央ギヤセット据え付け溝（３
２５）内に設けられており、
　前記歯外側面毛ロール（３０２）と、歯内側面毛ロール（３０７）とは人体の口腔にお
ける歯の分布に応じて、それぞれ対向する、Ｕ字型基板（３１０）に対して上、下の両列
に設けられ、且つ前記歯外側面毛ロール（３０２）と歯内側面毛ロール（３０７）との本
体部はフレキシブルローラーバー（３１５）であり、フレキシブルローラーバー（３１５
）には、側面毛ロールギア（３１６）が固定して接続され、前記側面毛ロールギア（３１
６）の両側に位置するフレキシブルローラーバー（３１５）に毛（３１４）が植設され、
前記歯端面毛ロール（３０３）は歯外側面毛ロール（３０２）と歯内側面毛ロール（３０
７）とにより取り囲まれる空間に位置し、
　前記歯端面毛ロール（３０３）の本体部は、フレキシブルコード（３１７）が設けられ
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たフレキシブルローラーバー（３１５）であり、フレキシブルコード（３１７）が前記フ
レキシブルローラーバー（３１５）内に設けられており、前記フレキシブルローラーバー
（３１５）に毛（３１４）が植設されており、
　前記Ｕ字型基板（３１０）の二つのＵ字型の分岐には、それぞれ中部からエンドまで端
面毛ロール位置決め溝（３０５）が開けられており、前記歯端面毛ロール（３０３）の前
記フレキシブルローラーバー（３１５）の２つの端部は、前記端面毛ロール位置決め溝（
３０５）内に収容されており、
　前記ブラシハンドル（２）には、マイクロモータ（２１８）により駆動される動力出力
機構が設けられ、前記動力出力機構は、同一歯の両側にある歯外側面毛ロール（３０２）
と、歯内側面毛ロール（３０７）とを反対方向に回転させ、且つ回動方向がいずれも歯の
根元部から歯の端部までになるように、前記中央ギヤセット（３０９）を運動させるよう
に駆動し、前記歯端面毛ロール（３０３）の回転動作に従って口腔内の上、下の両列の歯
の咬合面に対してブラッシングを行うことを特徴とする全方位科学歯ブラシ。
【請求項２】
　前記中央ギヤセット（３０９）は、一段伝動ギア（３１９）と、下二段伝動ギア（３２
０）と、上二段伝動ギア（３２２）とを含み、前記歯外側面毛ロール（３０２）、歯内側
面毛ロール（３０７）はそれぞれ側面毛ロールギア（３１６）に固定して接続され、前記
歯端面毛ロール（３０３）は端面毛ロールギア（３１８）に固定して接続され、前記端面
毛ロールギア（３１８）は一段伝動ギア（３１９）に噛み合い伝動し、前記一段伝動ギア
（３１９）は下二段伝動ギア（３２０）に噛み合い伝動し、前記一段伝動ギア（３１９）
、下二段伝動ギア（３２０）、上二段伝動ギア（３２２）はそれぞれ独立の側面毛ロール
ギア（３１６）に噛み合い伝動することを特徴とする請求項１に記載の全方位科学歯ブラ
シ。
【請求項３】
　前記ブラシハンドル（２）における動力出力機構は、動力出力ギア（２１１）と、ブラ
シハンドル伝動ギア（２１４）と、ステアリング出力伝動ギア（２１６）と、モータ動力
出力ギア（２１７）とを含み、前記マイクロモータ（２１８）の出力軸はモータ動力出力
ギア（２１７）に固定し接続され、前記ステアリング出力伝動ギア（２１６）はベベルギ
アと円筒ギアとが同軸に接続され成り、前記モータ動力出力ギア（２１７）はベベルギア
であり、且つステアリング出力伝動ギア（２１６）におけるベベルギアに噛み合い伝動し
、前記ブラシハンドル伝動ギア（２１４）はそれぞれ動力出力ギア（２１１）、ステアリ
ング出力伝動ギア（２１６）における円筒ギアに噛み合い伝動し、前記動力出力ギア（２
１１）はそれぞれ端面毛ロールギア（３１８）、上二段伝動ギア（３２２）に噛み合い伝
動し、前記一段伝動ギア（３１９）、下二段伝動ギア（３２０）、上二段伝動ギア（３２
２）、動力出力ギア（２１１）はそれぞれ独立の側面毛ロールギア（３１６）に噛み合い
伝動することを特徴とする請求項２に記載の全方位科学歯ブラシ。
【請求項４】
　前記フレキシブルローラーバー（３１５）内の前記フレキシブルコード（３１７）は端
面毛ロールギア（３１８）に固定し接続され、端面毛ロールギア（３１８）の両側に位置
するフレキシブルローラーバー（３１５）に毛（３１４）が植設されることを特徴とする
請求項２に記載の全方位科学歯ブラシ。
【請求項５】
　前記中央ギヤセット（３０９）は、第１の伝動ギア（３２６）と、第３の伝動ギア（３
２８）と、第４の伝動ギア（３２９）と、第６の伝動ギア（３３１）と、第７の伝動ギア
（３３２）と、第８の伝動ギア（３３３）と、第９の伝動ギア（３３４）と、第１０の伝
動ギア（３３５）とを含み、前記歯外側面毛ロール（３０２）、歯内側面毛ロール（３０
７）はそれぞれ側面毛ロールギア（３１６）に固定し接続され、前記第１の伝動ギア（３
２６）、第３の伝動ギア（３２８）、第４の伝動ギア（３２９）、第６の伝動ギア（３３
１）はいずれも円筒ギアとフラットギアとが同軸に接続され成り、前記第１の伝動ギア（
３２６）における円筒ギアが第８の伝動ギア（３３３）に噛み合い伝動し、第３の伝動ギ
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ア（３２８）における円筒ギアが第７の伝動ギア（３３２）に噛み合い伝動し、第４の伝
動ギア（３２９）における円筒ギアが第１０の伝動ギア（３３５）に噛み合い伝動し、第
６の伝動ギア（３３１）における円筒ギアが第９の伝動ギア（３３４）に噛み合い伝動し
、前記第７の伝動ギア（３３２）、第８の伝動ギア（３３３）、第９の伝動ギア（３３４
）、第１０の伝動ギア（３３５）がそれぞれ独立の側面毛ロールギア（３１６）に噛み合
い伝動し、前記第１の伝動ギア（３２６）と第３の伝動ギア（３２８）との外側がそれぞ
れ歯端面毛ロール（３０３）に接続され、または第４の伝動ギア（３２９）と第６の伝動
ギア（３３１）との外側がそれぞれ歯端面毛ロール（３０３）に接続されることを特徴と
する請求項１に記載の全方位科学歯ブラシ。
【請求項６】
　前記ブラシハンドル（２）における動力出力機構は、中心伝動軸（８）と、ブラシハン
ドル伝動ギア（２１４）と、ステアリング出力伝動ギア（２１６）と、モータ動力出力ギ
ア（２１７）と、第２の伝動ギア（３２７）と、第５の伝動ギア（３３０）とを含み、前
記中心伝動軸（８）の一端がブラシハンドル伝動ギア（２１４）に固定し接続され、他端
がそれぞれ第２の伝動ギア（３２７）、第５の伝動ギア（３３０）に固定し接続され、前
記第１の伝動ギア（３２６）、第６の伝動ギア（３３１）がいずれも中心伝動軸（８）の
同一側に位置し、前記第３の伝動ギア（３２８）、第４の伝動ギア（３２９）がいずれも
中心伝動軸（８）の他方の同一側に位置し、前記マイクロモータ（２１８）の出力軸がモ
ータ動力出力ギア（２１７）に固定し接続され、前記ステアリング出力伝動ギア（２１６
）の対向する両端がそれぞれフラットギアであり、且つ異なる面において、それぞれブラ
シハンドル伝動ギア（２１４）、モータ動力出力ギア（２１７）に噛み合い伝動し、前記
第１の伝動ギア（３２６）、第３の伝動ギア（３２８）におけるフラットギアがそれぞれ
第２の伝動ギア（３２７）に噛み合い伝動し、第４の伝動ギア（３２９）、第６の伝動ギ
ア（３３１）におけるフラットギアがそれぞれ第５の伝動ギア（３３０）に噛み合い伝動
することを特徴とする請求項５に記載の全方位科学歯ブラシ。
【請求項７】
　前記中央ギヤセット（３０９）は、第１の伝動ギア（３２６）と、第３の伝動ギア（３
２８）と、第４の伝動ギア（３２９）と、第６の伝動ギア（３３１）と、第７の伝動ギア
（３３２）と、第８の伝動ギア（３３３）と、第９の伝動ギア（３３４）と、第１０の伝
動ギア（３３５）とを含み、前記歯外側面毛ロール（３０２）、歯内側面毛ロール（３０
７）がそれぞれ側面毛ロールギア（３１６）に固定し接続され、前記第１の伝動ギア（３
２６）、第３の伝動ギア（３２８）、第４の伝動ギア（３２９）、第６の伝動ギア（３３
１）がいずれも円筒ギアとベベルギアとが同軸に接続され成り、前記第１の伝動ギア（３
２６）における円筒ギアが第８の伝動ギア（３３３）に噛み合い伝動し、第３の伝動ギア
（３２８）における円筒ギアが第７の伝動ギア（３３２）に噛み合い伝動し、第４の伝動
ギア（３２９）における円筒ギアが第１０の伝動ギア（３３５）に噛み合い伝動し、第６
の伝動ギア（３３１）における円筒ギアが第９の伝動ギア（３３４）に噛み合い伝動し、
前記第７の伝動ギア（３３２）、第８の伝動ギア（３３３）、第９の伝動ギア（３３４）
、第１０の伝動ギア（３３５）がそれぞれ独立の側面毛ロールギア（３１６）に噛み合い
伝動し、前記第１の伝動ギア（３２６）と第３の伝動ギア（３２８）との外側がそれぞれ
歯端面毛ロール（３０３）に接続されるか、または第４の伝動ギア（３２９）と第６の伝
動ギア（３３１）との外側がそれぞれ歯端面毛ロール（３０３）に接続されることを特徴
とする請求項１に記載の全方位科学歯ブラシ。
【請求項８】
　前記ブラシハンドル（２）における動力出力機構は、中心伝動軸（８）と、ブラシハン
ドル伝動ギア（２１４）と、ステアリング出力伝動ギア（２１６）と、モータ動力出力ギ
ア（２１７）と、第２の伝動ギア（３２７）と第５の伝動ギア（３３０）とを含み、前記
中心伝動軸（８）の一端がブラシハンドル伝動ギア（２１４）に固定し接続され、他端が
それぞれ第２の伝動ギア（３２７）、第５の伝動ギア（３３０）に固定し接続され、前記
第１の伝動ギア（３２６）、第６の伝動ギア（３３１）がいずれも中心伝動軸（８）の同
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一側に位置し、前記第３の伝動ギア（３２８）、第４の伝動ギア（３２９）がいずれも中
心伝動軸（８）の他方の同一側に位置し、前記マイクロモータ（２１８）の出力軸がモー
タ動力出力ギア（２１７）に固定し接続され、前記ステアリング出力伝動ギア（２１６）
の対向する両端がそれぞれフラットギアであり、且つ異なる面において、それぞれブラシ
ハンドル伝動ギア（２１４）、モータ動力出力ギア（２１７）に噛み合い伝動し、前記第
２の伝動ギア（３２７）、第５の伝動ギア（３３０）がいずれもベベルギアであり、且つ
第１の伝動ギア（３２６）、第３の伝動ギア（３２８）におけるベベルギアがそれぞれ第
２の伝動ギア（３２７）に噛み合い伝動し、第４の伝動ギア（３２９）、第６の伝動ギア
（３３１）におけるベベルギアがそれぞれ第５の伝動ギア（３３０）に噛み合い伝動する
ことを特徴とする請求項７に記載の全方位科学歯ブラシ。
【請求項９】
　前記歯端面毛ロール（３０３）内の前記フレキシブルコード（３１７）のエンドには歯
端面毛ロール接続具（３３６）が固定し接続される請求項５～８のいずれか一項に記載の
全方位科学歯ブラシ。
【請求項１０】
　フレキシブルで可塑性の材料から作製されるＵ字型ブラシヘッドスリーブ（３０８）を
さらに備え、前記ブラシヘッドスリーブ（３０８）はＵ字型基板（３１０）により支持さ
れ、Ｕ字型基板（３１０）の外縁を取り囲み、且つ毛（３１４）の外側及び上面或いは下
面を取り囲むことを特徴とする請求項１に記載の全方位科学歯ブラシ。
【請求項１１】
　洗浄液貯留瓶（２０３）と、第１の逆止弁（２０５）と、水ポンピングマイクロポンプ
（２０６）と、洗浄液送りマイクロポンプ（２０８）と、第３の逆止弁（２２３）と、洗
浄液送り導管（３０４）とが含まれる液体システムをさらに備え、前記洗浄液送り導管（
３０４）はブラシヘッド（３）内に取り付けられ、前記洗浄液送り導管（３０４）には基
板水出口（３２４）が設けられ、前記水ポンピングマイクロポンプ（２０６）の一端が洗
浄液送り導管（３０４）に連通され、他端がそれぞれ浄水導管（１１１）、廃水導管（１
１２）に連通され、浄水導管（１１１）には第３の逆止弁（２２３）が設けられ、廃水導
管（１１２）には第１の逆止弁（２０５）が設けられ、前記洗浄液送りマイクロポンプ（
２０８）の一端が洗浄液貯留瓶（２０３）に連通され、他端が洗浄液送り導管（３０４）
に連通されることを特徴とする請求項１に記載の全方位科学歯ブラシ。
【請求項１２】
　マイクロ液位センサ（１０８）が設けられた浄水タンク（１０９）をさらに備え、ブラ
シハンドル（２）にはプログラム制御ユニット（２１９）が設けられ、ブラシヘッド（３
）におけるＵ字型基板（３１０）の上、下面には、それぞれ咬合センサ（３１１）が取り
付けられ、前記咬合センサ（３１１）、マイクロ液位センサ（１０８）がそれぞれプログ
ラム制御ユニット（２１９）の入力端に電気的に接続され、前記洗浄液送りマイクロポン
プ（２０８）、水ポンピングマイクロポンプ（２０６）、マイクロモータ（２１８）がそ
れぞれプログラム制御ユニット（２１９）の出力端に電気的に接続されることを特徴とす
る請求項１１に記載の全方位科学歯ブラシ。
【請求項１３】
　前記プログラム制御ユニット（２１９）は、ブラッシング過程に対する制御に用いられ
、強いモードと、標準モードと、浄水フラッシング段と浄水なし歯磨きモードとが含まれ
る四つの歯磨きモードを実行し、
　前記強いモードはまずブラッシングサブモジュールを実行し、そして洗浄サブモジュー
ルを実行し、歯磨きが終了するまでこの順に循環し、
　前記標準モードはまずブラッシングサブモジュールを実行し、そして洗浄サブモジュー
ルを実行した後に終了し、前記浄水フラッシング段は洗浄サブモジュールのみを実行した
後に終了し、
　前記浄水なし歯磨きモードはブラッシングサブモジュールのみを実行した後に終了し、
　前記ブラッシングサブモジュールはまず洗浄液送りマイクロポンプ（２０８）に一定の
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時間の電源投入を行って、そしてマイクロモータ（２１８）に電源投入を行って、毛（３
１４）を一定の時間回転させブラッシングさせた後に、ブラッシングの過程を完成し、
　前記洗浄サブモジュールはまず水ポンピングマイクロポンプ（２０６）に一定の時間の
正接続電源投入を行うことで、ブラシヘッド（３）に給水し、そしてマイクロモータ（２
１８）に電源投入を行って、毛（３１４）を一定の時間に回転させブラッシングさせ、次
は水ポンピングマイクロポンプ（２０６）に一定の時間の逆接続電源投入を行うことで、
ブラシヘッド（３）から水を吸い上げることを特徴とする請求項１２に記載の全方位科学
歯ブラシ。
【請求項１４】
　さらに、毛ロール先端ホルダー（３０６）を備え、毛ロール先端ホルダー（３０６）の
四角部にそれぞれＵ字型の位置決め開口が設けられ、前記歯外側面毛ロール（３０２）、
歯内側面毛ロール（３０７）と歯端面毛ロール（３０３）がそれぞれの尾端の毛ロール係
合溝（３０２１）により、毛ロール先端ホルダー（３０６）に互いに係合し接続されるこ
とを特徴とする請求項１～８のいずれか一項に記載の全方位科学歯ブラシ。
【請求項１５】
　前記ブラシハンドルは（２）は、ブラシハンドル回動部（２１）とブラシハンドル把持
部（２２）とに分けられ、前記ブラシハンドル回動部（２１）の一端がブラシヘッド（３
）に接続され、他端がブラシハンドル把持部（２２）に接続され、且つブラシハンドル回
動部（２１）がブラシハンドル把持部（２２）に対して、一定の夾角範囲で回動すること
を特徴とする請求項１～８のいずれか一項に記載の全方位科学歯ブラシ。
 

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、歯ブラシに関し、特に全方位科学歯ブラシに関する。
【背景技術】
【０００２】
　健康的な生活を保障するための基本的な行為の一つは歯を清潔にすることであり、日常
の生活において、人々は一般的に歯ブラシにより歯を清潔にする。従って、歯ブラシは人
の日常生活における不可欠な個人清潔用具であり、歯ブラシは歯磨き剤と一緒に使用され
て歯の表面の歯垢をブラッシングすることで、歯を清潔にするという目的に達する。
【０００３】
　従来、市販における通常の歯ブラシは主に手動歯ブラシと電動歯ブラシがある。
【０００４】
　通常の手動歯ブラシは、歯ブラシの毛と歯ブラシのハンドルからなり、歯ブラシの毛が
簡易に歯ブラシのハンドルの一端に固定し連結されている。このような手動歯ブラシは構
造が簡単で、便利で実用的且つ価格が手頃であるが、その欠点も明らかであり、主には、
毛の面積が小さいため、届け接触する歯面も小さくて、これによって、歯磨きの清潔効率
及び清潔度がいずれも低くて、そして、使用者の手動操作に対する要求が高くて、使用者
の歯磨き動作が正しくなければ、歯磨きの際に、歯の隅部分及び歯の隙間に届かないとと
もに、届いた部分もきれいに磨かれない恐れがあり、また、歯ぐきを傷つける可能性もあ
る。
【０００５】
　市販の電動歯ブラシは手動歯ブラシを原型として、歯ブラシに電池、マイクロモータ及
び伝動機構が組み付けられ、さらに、あまり明確ではない音波技術が付いた電動歯ブラシ
もある。電動歯ブラシの毛は自己回転または上下に移動しているから、使用者が歯の方向
に従って、徐々に歯ブラシのハンドルを移動すればよい。電動歯ブラシは手動歯ブラシよ
り優れているが、これらの電動歯ブラシは歯磨きの動作の正確性及び歯磨きの全面性を、
まだ十分に保証できず、また、市販の大部分の電動歯ブラシのコストパフォーマンスは高
くなくて、実用性が低くて、市場の広範囲に普及させることができない。
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【０００６】
　前記両種類の歯ブラシの共同の問題は、歯ブラシのブラシヘッド部が小さくて、そして
、歯ブラシのブラシヘッド部の形状も、歯の全ての箇所、例えば、知歯の根元部及び歯の
隙間に届くことを保証できないから、使用者が手動の方式で頻繁に歯ブラシを移動するこ
とにより位置決めを行うことで、歯磨きを完成する必要があり、その同時に、歯磨きの過
程における、歯磨き剤の取り、歯磨き、洗浄という各々のステップを自動的に完成できず
、これによって、歯磨きに時間と力がかかるとともに、歯磨き後の歯の清潔度も保証でき
ない。
【０００７】
　日常で歯磨きの際に、ほとんどの人は正しく、科学的な歯磨きの方向が、歯ブラシのブ
ラシヘッド部を垂直方向に歯根から歯先に磨かせることであることを知っているが、いろ
いろな考慮、例えば清潔理念、歯磨きの習慣、時間の不足などにより、ほとんどの歯ブラ
シの使用者が歯磨きの度に、多すぎる労力と時間を使って、正しくて、科学的な歯磨きの
方向の要求に厳しく従って実行することができないかまたはその気がなく、さらにこのよ
うな正しくて、科学的な歯磨きの動作は人体構造と人体力学により、自然に、正しくなし
うるものではないから、多くの人が日常生活において、適当に歯磨きを行って、特に歯磨
きの際に、歯の咬合面の清潔を無視しやすいため、歯磨きによる口腔の清潔効果が理想で
はなく、さらに誤った歯磨きの動作が歯ぐきを傷つけ、より重い口腔の病気に繋がり、身
体の健康に悪影響を及ぼす可能性がある。特に、歯の咬合面は平坦ではないため、その平
坦ではない歯の咬合面に食べ物の残渣がだんだん積み重なりやすく、これによって、虫歯
が生じる確率を増加させ、その結果として、人体の健康に悪影響を及ぼす。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明が解決しようとする技術的問題は、従来技術に存在する問題に対して、人間工学
に合うとともに、科学的歯磨き方式に満たす新型の全方位科学歯ブラシを提供し、歯ブラ
シの使用者による歯磨きの清潔効率と歯磨き後の歯の清潔度を効果的に向上させる。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明が解決しようとする技術問題は、以下の技術案により実現される。全方位科学歯
ブラシであって、キャビティに中央ギヤセット及び前記中央ギヤセットにより駆動される
歯外側面毛ロール、歯内側面毛ロール、歯端面毛ロールとが取り付けられるＵ字型構造の
ブラシヘッドと、マイクロモータにより駆動される動力出力機構が設けられるブラシハン
ドルとを備える全方位科学歯ブラシにおいて、前記歯外側面毛ロール、歯内側面毛ロール
が人体の口腔及び歯の分布に応じて、それぞれ対置する上、下両列に設けられ、前記歯端
面毛ロールが前記歯外側面毛ロールと前記歯内側面毛ロールとに取り囲まれる空間に位置
し、動力出力機構が同一の歯の両側に位置する歯外側面毛ロール、歯内側面毛ロールを反
対方向に回転させ且つ回動方向がいずれも歯根元部から歯端部までになるように、中央ギ
ヤセットを運動させるように駆動し、前記歯端面毛ロールの回転動作に従って口腔内の上
、下両列の歯の咬合面に対してブラッシングする全方位科学歯ブラシである。
【００１０】
　好ましくは，前記中央ギヤセットには一段伝動ギア、下二段伝動ギア及び上二段伝動ギ
アが含まれ、前記歯外側面毛ロールおよび歯内側面毛ロールがそれぞれ側面毛ロールギア
に固定し接続され、前記歯端面毛ロールが端面毛ロールギアに固定し接続され、前記端面
毛ロールギアが一段伝動ギアに噛み合い伝動し、前記一段伝動ギアが下二段伝動ギアに噛
み合い伝動し、前記一段伝動ギア、下二段伝動ギア、上二段伝動ギアがそれぞれ単独の側
面毛ロールギアとに噛み合い伝動する。
【００１１】
　好ましくは、前記ブラシハンドルにおける動力出力機構には動力出力ギアと、ブラシハ
ンドル伝動ギアと、ステアリング出力伝動ギアと、モータ動力出力ギアとが含まれ、前記
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マイクロモータの出力軸がモータ動力出力ギアに固定し接続され、前記ステアリング出力
伝動ギアが、ベベルギアと円筒ギアとが同軸に接続され成り、前記モータ動力出力ギアが
ベベルギアであり、ステアリング出力伝動ギアにおけるベベルギアに噛み合い伝動し、前
記ブラシハンドル伝動ギアがそれぞれ動力出力ギア、ステアリング出力伝動ギアにおける
円筒ギアに噛み合い伝動し、前記動力出力ギアがそれぞれ端面毛ロールギア、上二段伝動
ギアに噛み合い伝動，前記一段伝動ギア、下二段伝動ギア、上二段伝動ギア、動力出力ギ
アがそれぞれ独立の側面毛ロールギアに噛み合い伝動する。
【００１２】
　好ましくは、前記歯端面毛ロール本体部は、フレキシブルコードが設けられたフレキシ
ブルローラーバーであり、前記フレキシブルコードが端面毛ロールギアに固定し接続され
、端面毛ロールギアの両側に位置するフレキシブルローラーバーに毛が植設される。
【００１３】
　好ましくは、前記中央ギヤセットには、第１の伝動ギアと、第３の伝動ギアと、第４の
伝動ギアと、第６の伝動ギアと、第７の伝動ギアと、第８の伝動ギアと、第９の伝動ギア
と第１０の伝動ギアとが含まれ、前記歯外側面毛ロール、歯内側面毛ロールがそれぞれ側
面毛ロールギアに固定し接続され、前記第１の伝動ギア、第３の伝動ギア、第４の伝動ギ
ア、第６の伝動ギアがいずれも、円筒ギアとフラットギアが同軸に接続され成り、前記第
１の伝動ギアにおける円筒ギアが第８の伝動ギアに噛み合い伝動し、第３の伝動ギアにお
ける円筒ギアが第７の伝動ギアに噛み合い伝動し、第４の伝動ギアにおける円筒ギアが第
１０の伝動ギアに噛み合い伝動し、第６の伝動ギアにおける円筒ギアが第９の伝動ギアに
噛み合い伝動し、前記第７の伝動ギア、第８の伝動ギア、第９の伝動ギア、第１０の伝動
ギアが、それぞれ独立の側面毛ロールギアに噛み合い伝動し、前記第１の伝動ギアと第３
の伝動ギアとの外側がそれぞれ歯端面毛ロールに接続され、または第４の伝動ギアと第６
の伝動ギアとの外側がそれぞれ歯端面毛ロールに接続される。
【００１４】
　好ましくは、前記ブラシハンドルにおける動力出力機構には中心伝動軸と、ブラシハン
ドル伝動ギアと、ステアリング出力伝動ギアと、モータ動力出力ギアと、第２の伝動ギア
と、第５の伝動ギアが含まれ、前記中心伝動軸の一端がブラシハンドル伝動ギアに固定し
接続され、他端がそれぞれ第２の伝動ギア、第５の伝動ギアに固定し接続され、前記第１
の伝動ギア、第６の伝動ギアがいずれも中心伝動軸の同一側に位置し、前記第３の伝動ギ
ア、第４の伝動ギアがいずれも他方の同一側に位置し、前記マイクロモータの出力軸がモ
ータ動力出力ギアに固定し接続され、前記ステアリング出力伝動ギアの対向する両端がそ
れぞれフラットギアであり、且つ異なる面において、それぞれがブラシハンドルの伝動ギ
ア、モータの動力出力ギアに噛み合い伝動し、前記第１の伝動ギア、第３の伝動ギアにお
けるフラットギアがそれぞれ第２の伝動ギアに噛み合い伝動し、第４の伝動ギア、第６の
伝動ギアにおけるフラットギアがそれぞれ第５の伝動ギアに噛み合い伝動する。
【００１５】
　好ましくは、前記中央ギヤセットには、第１の伝動ギアと、第３の伝動ギアと、第４の
伝動ギアと、第６の伝動ギアと、第７の伝動ギアと、第８の伝動ギアと、第９の伝動ギア
と、第１０の伝動ギアとが含まれ、前記歯外側面毛ロール、歯内側面毛ロールがそれぞれ
側面毛ロールギアに固定し接続され、前記第１の伝動ギア、第３の伝動ギア、第４の伝動
ギア、第６の伝動ギアがいずれも、円筒ギアとベベルギアとが同軸に接続され成り、前記
第１の伝動ギアにおける円筒ギアが第８の伝動ギアに噛み合い伝動し、第３の伝動ギアに
おける円筒ギアが第７の伝動ギアに噛み合い伝動し、第４の伝動ギアにおける円筒ギアが
第１０の伝動ギアに噛み合い伝動し、第６の伝動ギアにおける円筒ギアが第９の伝動ギア
に噛み合い伝動し、前記第７の伝動ギア、第８の伝動ギア、第９の伝動ギア、第１０の伝
動ギアが、それぞれ独立の側面毛ロールギアに噛み合い伝動し、前記第１の伝動ギアと第
３の伝動ギアとの外側がそれぞれ歯端面毛ロールに接続され、または、第４の伝動ギアと
第６の伝動ギアとの外側がそれぞれ歯端面毛ロールに接続される。
【００１６】
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　好ましくは、前記ブラシハンドルにおける動力出力機構には、中心伝動軸と、ブラシハ
ンドル伝動ギアと、ステアリング出力伝動ギアと、モータ動力出力ギアと、第２の伝動ギ
アと第５の伝動ギアが含まれ、前記中心伝動軸の一端がブラシハンドル伝動ギアに固定し
接続され、他端がそれぞれ第２の伝動ギア、第５の伝動ギアに固定し接続され、前記第１
の伝動ギア、第６の伝動ギアがいずれも中心伝動軸の同一側に位置し、前記第３の伝動ギ
ア、第４の伝動ギアがいずれも中心伝動軸の他方の同一側に位置し、前記マイクロモータ
出力軸がモータ動力出力ギアに固定し接続され、前記ステアリング出力伝動ギアの対向す
る両端がそれぞれフラットギアであり、且つそれぞれが異なる面において、ブラシハンド
ル伝動ギア、モータ動力出力ギアに噛み合い伝動し、前記第２の伝動ギア、第５の伝動ギ
アがいずれもベベルギアであり、且つ第１の伝動ギア、第３の伝動ギアにおけるベベルギ
アがそれぞれ第２の伝動ギアに噛み合い伝動し、第４の伝動ギア、第６の伝動ギアにおけ
るベベルギアがそれぞれ第５の伝動ギアに噛み合い伝動する。
【００１７】
　好ましくは、前記歯端面毛ロールの本体部は、フレキシブルコードが設けられたフレキ
シブルローラーバーであり、前記フレキシブルコードのエンドに歯端面毛ロールの接続具
が固定し接続され、前記フレキシブルローラーバーに毛が植設される。
【００１８】
　好ましくは、さらに、全体の形がＵ字型であるＵ字型基板を備え、Ｕ字型基板の中央部
に中央ギヤセットの据え付け溝が設けられ、前記Ｕ字型基板の二つのＵ字型の分岐にはそ
れぞれ中部からエンドまで端面毛ロールの位置決め溝が開けられる。
【００１９】
　好ましくは、さらに、フレキシブルで可塑性の材料から作製されるＵ字型ブラシヘッド
スリーブを備え、前記ブラシヘッドスリーブはＵ字型基板により支持され、Ｕ字型基板の
外縁を取り囲み、毛外側と上面或いは下面を取り囲む。
【００２０】
　好ましくは、さらに、洗浄液貯留瓶と、第１の逆止弁と、水ポンピングマイクロポンプ
と、洗浄液送りマイクロポンプと、第３の逆止弁と、洗浄液送り導管とが含まれる液体シ
ステムを備え、前記洗浄液送り導管がブラシヘッド内に取り付けられ、基板水出口が開け
られ、前記水ポンピングマイクロポンプの一端が洗浄液送り導管に連通し、他端がそれぞ
れ浄水導管、廃水導管に連通し、浄水導管に第３の逆止弁が設けられ、廃水導管に第１の
逆止弁が設けられ、前記洗浄液送りマイクロポンプの一端が洗浄液貯留瓶に連通し、他端
が洗浄液送り導管に連通する。
【００２１】
　好ましくは、さらにマイクロ液位センサが設けられる浄水タンクを備え、ブラシハンド
ルにプログラム制御ユニットが設けられ、ブラシヘッド内のＵ字型基板の上、下面にそれ
ぞれ咬合センサが取り付けられ、前記咬合センサ、マイクロ液位センサがそれぞれプログ
ラム制御ユニット入力端に電気的に接続され、前記洗浄液送りマイクロポンプ、水ポンピ
ングマイクロポンプ、マイクロモータがそれぞれプログラム制御ユニット出力端に電気的
に接続される。
【００２２】
　好ましくは、前記プログラム制御ユニットは、ブラッシング過程に対する制御に用いら
れ、強いモードと、標準モードと、浄水フラッシング段と浄水なし歯磨きモードとの四つ
の歯磨きモードを実行し、前記強いモードが、まずブラッシングサブモジュールを実行し
、そして洗浄サブモジュールを実行し、歯磨きが終了するまでこの順に循環し、前記標準
モードが、まずブラッシングサブモジュールを実行し、そして洗浄サブモジュールを実行
した後に終了し、前記浄水フラッシング段が洗浄サブモジュールのみを実行した後に終了
し、前記浄水なし歯磨きモードが、ブラッシングサブモジュールのみを実行した後に終了
し、前記ブラッシングサブモジュールがまず洗浄液送りマイクロポンプに一定の時間の電
源投入を行って、そしてマイクロモータに電源投入を行って、毛を一定の時間に回転させ
ブラッシングさせた後にブラッシングの過程を完成し、前記洗浄サブモジュールがまず水
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ポンピングマイクロポンプに一定の時間の正接続電源投入を行うことで、ブラシヘッドに
給水し、そしてマイクロモータに電源投入を行って、毛を一定の時間に回転させブラッシ
ングさせ、次は、水ポンピングマイクロポンプに一定の時間の逆接続電源投入を行うこと
で、ブラシヘッドから水を吸い上げる。
【００２３】
　好ましくは、さらに、四角部にそれぞれＵ字型の位置決め開口が設けられる毛ロール先
端ホルダーを備え、前記歯外側面毛ロール、歯内側面毛ロールと歯端面毛ロールがそれぞ
れその尾端の毛ロール係合溝により、毛ロール先端ホルダーに互いに係合し接続される。
【００２４】
　好ましくは、前記ブラシハンドルは、ブラシハンドル回動部とブラシハンドル把持部に
分けられ、前記ブラシハンドル回動部の一端がブラシヘッドに接続され、他端がブラシハ
ンドル把持部に接続され、且つブラシハンドル把持部に対して、一定の夾角範囲で回動す
る。
【発明の効果】
【００２５】
　従来の技術に比べると、本発明の有益の効果は、ブラシヘッドがＵ字型の構造であり、
歯磨きの際に、歯外側面毛ロールと、歯内側面毛ロールと、歯端面毛ロールとが同時に歯
に接触し、歯磨きの接触面積が大きくなり、今市販の、ブラシヘッドが小さい歯ブラシと
違って、且つ、全ての歯外側面毛ロール、歯内側面毛ロールと歯端面毛ロールがマイクロ
モータの駆動により、毛が全ての歯の内、外の立面に対して、歯根から歯先までの、歯ぎ
しり咬合面が歯の隙間に沿う科学方向に常に保持しつつ、全方位に歯磨きを行って、使用
者が手動で歯ブラシのヘッドの頻繁な移動を制御する必要がなく、一回の歯の全口腔の洗
浄作業を自動的に完成でき、科学方法による歯磨きの技術難易度を大幅に減少し、歯磨き
の清潔品質及び洗浄効率を向上させ、歯磨きの時間コストと労力消費を大幅に減少し、科
学的で、効率的で、且つ人間工学に合い、歯磨きの快適性を最大限に向上させる。また、
本発明の歯ブラシは完全の液体システムとプログラム制御ユニットとを組み合わせた後に
、ブラッシングサブモジュール、洗浄サブモジュールの作業により、全自動方式の歯磨き
を実現でき、これによって、歯磨きの際の清潔効率をさらに向上させ、使用者の体験をよ
りヒューマナイズ、インテリジェント化にする。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】本発明の全方位科学歯ブラシの全体構造図である。
【図２】図１における台座の構造概略図である（実施形態１）。
【図３】図１における台座の構造概略図である（実施形態２）。
【図４】図１におけるブラシハンドルの構造概略図である（実施形態１）。
【図５】図１におけるＵ字型のブラシヘッドの平面概略図である。
【図６】図５における歯外側面毛ロール（歯内側面毛ロール）の正面図である。
【図７】図５における歯端面毛ロールの正面図である（実施形態１）。
【図８】図５における歯端面毛ロール（歯内側面毛ロール、歯外側面毛ロール）の断面拡
大図である。
【図９】図５における毛ロール先端ホルダーの正面図である。
【図１０】図５におけるA-A方向の断面図である。
【図１１】図１０における中央ギヤセットホルダーの正面図である。
【図１２】図５におけるB-B方向の断面図である。
【図１３】図５におけるC-C方向の断面図である。
【図１４】図５におけるＵ字型基板の構造平面図である。
【図１５】Ｕ字型ブラシヘッドにおける中央ギヤセットの噛み合い伝動の原理図である（
中央ギヤセットの構造、実施形態１）。
【図１６】ブラシハンドル内部の伝動原理図である（ブラシハンドルの回動方向概略図を
含み、実施形態１）。
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【図１７】図１におけるブラシハンドルの構造概略図である（実施形態２）。
【図１８】Ｕ字型のブラシヘッドにおける中央ギヤセットの平面図である（実施形態２）
。
【図１９】Ｕ字型のブラシヘッドにおける中央ギヤセットの正面図である（実施形態２）
。
【図２０】Ｕ字型のブラシヘッドにおける中央ギヤセットの側面図である（実施形態２）
。
【図２１】Ｕ字型のブラシヘッドとブラシハンドルとの間の伝動原理図である（ブラシハ
ンドルの回動方向の概略図を含む）。
【図２２】図５における歯端面毛ロールの正面図である（実施形態２）。
【図２３】Ｕ字型のブラシヘッドにおける中央ギヤセットの平面図である（実施形態３）
。
【図２４】Ｕ字型のブラシヘッドにおける中央ギヤセットの正面図である（実施形態３）
。
【図２５】Ｕ字型のブラシヘッドにおける中央ギヤセットの側面図である（実施形態３）
。
【図２６】本発明の全方位科学歯ブラシの完全な液体システムの概略図である。
【図２７】本発明の全方位科学歯ブラシを利用し、歯磨きを行う際の咬合の概略図である
。
【図２８】本発明の全方位科学歯ブラシにおけるプログラム制御ユニットの機能モジュー
ル構成及びその周辺接続の概略図である。
【図２９】本発明の全方位科学歯ブラシの自動歯磨きの制御原理図である。
【図３０】図２９におけるブラッシングサブモジュールの作業原理図である。
【図３１】図２９における洗浄サブモジュールの作業原理図である。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　本発明の目的、技術案及び利点をより明瞭にするため、以下は図面及び具体的な実施例
を結合し、本発明を詳しく説明する。ここで説明される具体的な実施例は本発明を限定せ
ず、本発明を解釈するためのものであると理解するべきである。
【実施例１】
【００２８】
　図１に示す全方位科学歯ブラシは電動歯ブラシに属しており、台座１と、ブラシハンド
ル２と、Ｕ字型のブラシヘッド３との三つの独立部分からなり、ブラシハンドル２のヘッ
ド部がＵ字型のブラシヘッド３に接続され、ブラシハンドル２の尾端が台座１に挿入し接
続される。
　具体的には、図２に示すように、前記台座１の主体は、円筒形状の中空キャビティであ
って、頂部に台座カバープレート１１が設けられ、台座カバープレート１１には中央部位
がブラシハンドルスロット１０４である凸状の台が設けられ、ブラシハンドル２の尾端が
、ブラシハンドルスロット１０４を介して、台座１に挿入されプラグイン式に接続される
ように、移動可能にスリーブ接続される。
【００２９】
　図４に示すように、前記ブラシハンドル２は、内部にはマイクロモータ２１８と、ブラ
シハンドル動力出力機構と、電池２２１とその電池ボックスとが設けられる中空キャビテ
ィであり、ブラシハンドル２の本体部に電源スイッチ４と、モード変換ボタン５とマルチ
ポイント金属コンタクトストリップ２２２とが設けられ、ブラシハンドル２の頂部に金属
コンタクト及び埋め込み式圧力スイッチ２１２が設けられ、ブラシハンドル２の底部に下
水出口２０１と、下水入口２０２とブラシハンドル充電ソケット２２４とが設けられる。
前記ブラシハンドル２における動力出力機構は図１６に示すように、動力出力ギア２１１
と、ブラシハンドル伝動ギア２１４と、ステアリング出力伝動ギア２１６と、モータ動力
出力ギア２１７とを有し、前記マイクロモータ２１８の出力軸がモータ動力出力ギア２１
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７に固定して接続され、前記ステアリング出力伝動ギア２１６は、ベベルギアと円筒ギア
とが同軸に接続され成り、前記モータ動力出力ギア２１７がベベルギアであり、且つステ
アリング出力伝動ギア２１６におけるベベルギアに噛み合い伝動し、前記ブラシハンドル
伝動ギア２１４がそれぞれ動力出力ギア２１１、ステアリング出力伝動ギア２１６におけ
る円筒ギアに噛み合って伝動する。
【００３０】
　前記Ｕ字型ブラシヘッド３は歯ブラシ全体のコア部分であり、図５に示すように、Ｕ字
型ブラシヘッド３のキャビティには、毛ロール先端ホルダー３０６と、ゴム製ブラシヘッ
ドスリーブ３０８と、プラスチックＵ字型基板３１０と、中央ギヤセット３０９と、中央
ギヤセットホルダー３２１と、中央ギヤセット３０９により駆動される歯外側面毛ロール
３０２と、歯内側面毛ロール３０７と歯端面毛ロール３０３とが取り付けられる。なお、
前記Ｕ字型基板３１０の構造は図１４に示すように、その全体がＵ字型になり、中部の横
断面形状は、両端が大きく、中部が膨らんで、横置きの花瓶状であるか、または略横置き
の英語大文字Iの長方形であり、二つのＵ字型の分岐の尾端横断面の外形と中部横断面の
外形とは類似し、且つ中心部にいずれも、上下に貫通し、中空の長方形或いは円形を有す
る。Ｕ字型基板３１０の中央断面且つ中心に位置するとともに、Ｕ字型基板３１０の板面
に垂直する方向に中央ギヤセット据え付け溝３２５が設けられ、Ｕ字型基板３１０の二つ
のＵ字型分岐には、それぞれ中部からエンドまでに端面毛ロール位置決め溝３０５が開け
られ、Ｕ字型基板３１０の中心水平層内には基板中空鋼線パイプ３２３及び洗浄液送り導
管３０４が設けられ、洗浄液送り導管３０４に対応する基板表面の上、下の両面に、複数
の基板水出口３２４が設けられ、Ｕ字型基板３１０の底部のＵ字型のブラシヘッド３とブ
ラシハンドル２との接続箇所には、ブラシヘッド入出口３０１及びブラシヘッド金属コン
タクトストリップ３１３が設けられ、Ｕ字型基板３１０における前部の上、下面には咬合
センサ３１１が設けられ、前記咬合センサ３１１とブラシヘッド金属コンタクトストリッ
プ３１３との間が接続導線３１２により接続され、全ての基板水出口３２４が洗浄液送り
導管３０４とに連通し、Ｕ字型基板３１０の二つの分岐における洗浄液送り導管３０４が
互いに連通するとともに、ブラシヘッド入出口３０１に連通する。前記Ｕ字型基板３１０
の作用は、Ｕ字型ブラシヘッド３の支持枠組みであり、各ブラシヘッド部品の固定プラッ
トフォーム、及び歯外側面毛ロール３０２と、歯内側面毛ロール３０７と、歯端面毛ロー
ル３０３との制約位置決めである。
【００３１】
　前記Ｕ字型基板３１０の縁の垂直面は、ブラシヘッドスリーブ３０８の内壁の中心水平
面の付近位置に適応して固定され、且つそれと、横断面が略「（一）」状で、上下が対称
する一つずつの略「（）」形状のＵ字型の凹溝を形成し、Ｕ字型基板３１０はブラシヘッ
ドスリーブ３０８において、水平に中心に置き、且つブラシヘッドスリーブ３０８の内壁
に垂直に接している状態になり、二本の歯外側面毛ロール３０２と二本の歯内側面毛ロー
ル３０７がそれぞれ、Ｕ字型基板３１０の上、下両辺の縁とブラシヘッドスリーブ３０８
との結合箇所に据え付けられるとともに、縁に従ってＵ字型になる。他方の一本の歯端面
毛ロール３０３の中部のフレキシブルコード３１７の一部が、Ｕ字型基板３１０の横方向
中軸線に沿う基板中空鋼線パイプ３２３内に据え付けられ、その両端の後半部のフレキシ
ブルローラーバー３１５の一部がそれぞれ、基板の二つの分岐の端面毛ロール位置決め溝
３０５に据え付けられ、全ての毛ロールの毛ロール尾先端３０２０がいずれもＵ字型基板
３１０の尾端の毛ロール先端ホルダー３０６に固定され、中央ギヤセット３０９が中央ギ
ヤセットホルダー３２１に固定されるとともに、中央ギヤセット据え付け溝３２５に入っ
て固定され、中央ギヤセットホルダー３２１がＵ字型基板３１０の中央の横断面の中心の
垂直方向位置に固定されている。
【００３２】
　前記Ｕ字型基板３１０はＵ字型基板３１０の外縁を取り囲むブラシヘッドスリーブ３０
８を支持し、前記ブラシヘッドスリーブ３０８の全体形状はＵ字型であり、その水平中心
断面の内縁とＵ字型基板３１０の外縁とが互いに対応する形状であり、その横断面形状が
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、軸線対称に置かれた二つの内向きに開口される半円状で近接し、中心水平面の位置にＵ
字型基板３１０の外縁に固定され、全体のＵ字型ブラシヘッド３のハウジングである。前
記ブラシヘッドスリーブ３０８の材質は、ゴム系の材料または類似するフレキシブルで可
塑性の材料であり、その作用は、Ｕ字型ブラシヘッド３を包み保護し、Ｕ字型ブラシヘッ
ド３の最大空間を制限し、歯外側面毛ロール３０２と、歯内側面毛ロール３０７と、歯端
面毛ロール３０３との位置を固定し、及び密閉なブラッシング空間を形成し、且つ人の肉
体と歯ブラシヘッドの部品との接触を分離することで、優れた人体への保護作用と快適感
を具備させることにある。
【００３３】
　前記中央ギヤセット３０９は、中央ギヤセットホルダー３２１により支持され、Ｕ字型
ブラシヘッド３内に固定され、前記中央ギヤセットホルダー３２１の構造は図１１に示す
ように、中央ギヤセットホルダー３２１の四角部にはそれぞれＵ字型の位置決め開口が設
けられ、中央部には若干の貫通穴が開けられる。前記中央ギヤセットホルダー３２１の作
用は、中央ギヤセット３０９をＵ字型基板３１０の中央断面に固定し、歯外側面毛ロール
３０２と、歯内側面毛ロール３０７と、歯端面毛ロール３０３との正確な歯磨き位置を固
定し保持し、各ギアと歯との間の安全距離を保持し、且つ歯外側面毛ロール３０２と、歯
内側面毛ロール３０７と、歯端面毛ロール３０３との離脱、交換を便利にすることにある
。
【００３４】
　前記中央ギヤセット３０９の構造は図１０、図１５に示すように、一段伝動ギア３１９
と、下二段伝動ギア３２０と上二段伝動ギア３２２とを含む同一の垂直面における円筒ギ
ヤセットであり、前記動力出力ギア２１１がそれぞれ端面毛ロールギア３１８、上二段伝
動ギア３２２に噛み合い伝動し、前記端面毛ロールギア３１８がさらに一段伝動ギア３１
９に噛み合い伝動し、前記一段伝動ギア３１９がさらに下二段伝動ギア３２０に噛み合い
伝動し、前記一段伝動ギア３１９、下二段伝動ギア３２０、上二段伝動ギア３２２、動力
出力ギア２１１がそれぞれ単独の側面毛ロールギア３１６に噛み合い伝動する。
【００３５】
　前記中央ギヤセット３０９における各々のギアの大きさと位置の配列要点は、端面毛ロ
ールギア３１８の上側または下側に位置する二つの側面毛ロールギア３１６の間の最も短
い距離が、主に歯の厚さと両辺の毛３１４の長さの設置に適用され、端面毛ロールギア３
１８の上側または下側に位置する二つの側面毛ロールギア３１６の間の中点から、端面毛
ロールギア３１８の外縁までの最も近い距離が主に、歯の高さの設置に適用され、各々の
ギアの大きさと相対位置が、以上二つの距離の合理性と、ブラシヘッドの入口の適応性と
、歯磨きの品質に直接的に影響し、且つ端面毛ロールギア３１８の径に基づき、Ｕ字型基
板３１０の最小の厚さを確定することにある。
【００３６】
　前記歯外側面毛ロール３０２、歯内側面毛ロール３０７は、人体口腔における歯の分布
に応じて、それぞれＵ字型基板３１０に対して、上、下に一本ずつ対称に設けられ、前記
歯端面毛ロール３０３は歯外側面毛ロール３０２と歯内側面毛ロール３０７との間に位置
する。前記歯外側面毛ロール３０２、歯内側面毛ロール３０７、歯端面毛ロール３０３に
おける毛ロールの部分は、図１０、図１２、図１３、図２７に示すように、Ｕ字型基板３
１０と、ブラシヘッドスリーブ３０８と、中央ギヤセットホルダー３２１と、毛ロール先
端ホルダー３０６により、Ｕ字型に制限し固定され、且つ内、外、上或いは下の三つの面
に分けられ、清潔しようとする全ての歯を包む。前記ゴム製ブラシヘッドスリーブ３０８
は毛の外側と上面或いは下面を取り囲み、回転している毛が口腔の他の部位に接触するこ
とを効果的に防止することで、口腔を保護する。
【００３７】
　図６、図８に示すように、前記歯外側面毛ロール３０２、歯内側面毛ロール３０７の構
造方式は同様である。具体的には、その本体部はいずれもフレキシブルローラーバー３１
５であり、フレキシブルローラーバー３１５には、フレキシブルコード３１７が設けられ
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てもよく、前記フレキシブルローラーバー３１５及びフレキシブルコード３１７が側面毛
ロールギア３１６と同軸に、固定し接続され、側面毛ロールギア３１６の両側に位置する
フレキシブルローラーバー３１５に毛３１４が植設される。無論、フレキシブルローラー
バー３１５にフレキシブルコード３１７が設けられなくてもよく、前記フレキシブルロー
ラーバー３１５は直接的に、側面毛ロールギア３１６と同軸に固定し接続される。前記歯
外側面毛ロール３０２、歯内側面毛ロール３０７のエンドには、それぞれ毛ロール尾先端
３０２０が設けられ、歯外側面毛ロール３０２上に位置する毛ロール尾先端３０２０と隣
接するフレキシブルローラーバー３１５との間には、毛ロール係合溝３０２１が形成され
、歯内側面毛ロール３０７上に位置する毛ロール尾先端３０２０と隣接するフレキシブル
ローラーバー３１５との間にも、毛ロール係合溝３０２１が形成される。
【００３８】
　図７、図８に示すように、前記歯端面毛ロール３０３の本体部もフレキシブルローラー
バー３１５であり、フレキシブルローラーバー３１５にはフレキシブルコード３１７が設
けられ、前記フレキシブルコード３１７が端面毛ロールギア３１８と、同軸に固定し接続
され、端面毛ロールギア３１８の両側に位置するフレキシブルローラーバー３１５に毛３
１４が植設され、歯端面毛ロール３０３のエンドには毛ロール尾先端３０２０が設けられ
、歯端面毛ロール３０３上に位置する毛ロール尾先端３０２０と隣接するフレキシブルロ
ーラーバー３１５との間には毛ロール係合溝３０２１が形成される。歯外側面毛ロール３
０２、歯内側面毛ロール３０７に比べると、歯端面毛ロール３０３の中部の一段にはフレ
キシブルコード３１７しかなく、フレキシブルローラーバー３１５と毛３１４がなく、つ
まり歯端面毛ロール３０３における毛３１４の有効な長さがより短い。
【００３９】
　歯外側面毛ロール３０２、歯端面毛ロール３０３、歯内側面毛ロール３０７にとって、
その中のフレキシブルコード３１７は毛ロールセントラルスピンドルとして、高い引張及
びねじり抵抗強さ、耐疲労強さ、及び一定の変形性能を有するマルチストランド或いは単
一ストランドの金属または人工合成材料の細糸から作製され、フレキシブルコード３１７
の外面には、太さが均一または中部が粗くて、尾部が細い丸棒状のフレキシブルローラー
バー３１５が包まれ、さらにフレキシブルローラーバー３１５に毛３１４が植設され、ま
たは、直接的にフレキシブルローラーバー３１５に毛３１４が植設されるという構造方式
を採用してもよい。前記側面毛ロールギア３１６、端面毛ロールギア３１８の材質は金属
或いはプラスチック材料であり、前記フレキシブルローラーバー３１５の材質はゴム系材
料或いは類似するフレキシブルで可塑性な材料であり、前記毛３１４の材質はプラスチッ
ク、天然繊維或いは動物の毛である。
【００４０】
　前記歯外側面毛ロール３０２、歯内側面毛ロール３０７、歯端面毛ロール３０３の尾端
は、Ｕ字型ブラシヘッド３に設けられる毛ロール先端ホルダー３０６により支持固定され
、前記毛ロール先端ホルダー３０６の構造は図９に示すように、毛ロール先端ホルダー３
０６の四角部にはそれぞれＵ字型の位置決め開口が設けられ、中央部には貫通穴が開けら
れ、前記歯外側面毛ロール３０２、歯内側面毛ロール３０７、歯端面毛ロール３０３がそ
れぞれその尾端の毛ロール係合溝３０２１により、毛ロール先端ホルダー３０６に互いに
係合し接続される。前記毛ロール先端ホルダー３０６の作用は、歯外側面毛ロール３０２
と、歯内側面毛ロール３０７と、歯端面毛ロール３０３との尾端を固定するとともに、歯
外側面毛ロール３０２と、歯内側面毛ロール３０７と、歯端面毛ロール３０３との正確な
歯磨きの位置を保持し、その同時に歯外側面毛ロール３０２と、歯内側面毛ロール３０７
と、歯端面毛ロール３０３との離脱、交換を便利にすることにある。
【００４１】
　前記歯外側面毛ロール３０２、歯内側面毛ロール３０７は、側面毛ロールギア３１６に
より回転動力が提供され、前記歯端面毛ロール３０３は端面毛ロールギア３１８により回
転動力が提供され、且つ歯端面毛ロール３０３における毛３１４は部分的にＵ字型基板３
１０における端面毛ロール位置決め溝３０５に置かれ、側面毛ロールギア３１６、端面毛
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ロールギア３１８により、それと固定し接続されるフレキシブルコード３１７と、フレキ
シブルローラーバー３１５と、毛３１４とをそれぞれ回転させるように動かせることで、
歯磨きを行う。歯外側面毛ロール３０２、歯内側面毛ロール３０７、歯端面毛ロール３０
３はいずれもフレキシブル毛ロールであるために、一定の変形能力を具備し、Ｕ字型ブラ
シヘッド３において、Ｕ字型基板３１０、ブラシヘッドスリーブ３０８と歯に配列し取り
囲まれることで形成されるＵ字型のバー状の空間に適応するとともに、自由に回転でき、
これによって、歯磨きを実現し、理想な歯磨きの強さを持ち、歯、歯ぐきへの損傷を効果
的に避けることで、口腔を保護し、安全で、確実である。
【実施例２】
【００４２】
　実施例１に比べると、相違点は以下の通りである。
　前記ブラシハンドル２の構造は図１７、図１８、図１９、図２０、図２１に示すように
、その動力出力機構には、中心伝動軸８と、ブラシハンドル伝動ギア２１４と、ステアリ
ング出力伝動ギア２１６と、モータ動力出力ギア２１７と、第２の伝動ギア３２７と第５
の伝動ギア３３０とが含まれ、前記中心伝動軸８の一端がブラシハンドル伝動ギア２１４
に固定し接続され、他端がそれぞれ第２の伝動ギア３２７、第５の伝動ギア３３０に固定
し接続され、前記第１の伝動ギア３２６、第６の伝動ギア３３１がいずれも中心伝動軸８
の同一側に位置し、前記第３の伝動ギア３２８、第４の伝動ギア３２９がいずれも中心伝
動軸８の他方の同一側に位置する。ブラシハンドル伝動ギア２１４、モータ動力出力ギア
２１７は円筒ギアであり、ステアリング出力伝動ギア２１６は対向する両面がともにフラ
ットギアであるダブルフラットギアである。
【００４３】
　前記中央ギヤセット３０９はギヤセット支持ハウジング３３７、中央ギヤセットホルダ
ー３２１により、Ｕ字型ブラシヘッド３内に取り付けられ、具体的な構造は図１８、図１
９、図２０、図２１に示すように、具体的には、第１の伝動ギア３２６と、第３の伝動ギ
ア３２８と、第４の伝動ギア３２９と、第６の伝動ギア３３１と、第７の伝動ギア３３２
と、第８の伝動ギア３３３と、第９の伝動ギア３３４と第１０の伝動ギア３３５が含まれ
る。
【００４４】
　前記マイクロモータ２１８の出力軸がモータ動力出力ギア２１７に固定し接続され、前
記ステアリング出力伝動ギア２１６の対向する両端がそれぞれフラットギアであり、且つ
異なる面において、それぞれブラシハンドル伝動ギア２１４、モータ動力出力ギア２１７
に噛み合い伝動し、前記第１の伝動ギア３２６、第３の伝動ギア３２８、第４の伝動ギア
３２９、第６の伝動ギア３３１はいずれも円筒ギアとフラットギアが同軸において接続さ
れ成るギアであり、第１の伝動ギア３２６、第３の伝動ギア３２８におけるフラットギア
がそれぞれ第２の伝動ギア３２７に噛み合い伝動し、第４の伝動ギア３２９、第６の伝動
ギア３３１におけるフラットギアがそれぞれ第５の伝動ギア３３０に噛み合い伝動し、第
１の伝動ギア３２６における円筒ギアが第８の伝動ギア３３３に噛み合い伝動し、第３の
伝動ギア３２８における円筒ギアが第７の伝動ギア３３２に噛み合い伝動し、第４の伝動
ギア３２９における円筒ギアが第１０の伝動ギア３３５に噛み合い伝動し、第６の伝動ギ
ア３３１における円筒ギアが第９の伝動ギア３３４に噛み合い伝動し、前記第７の伝動ギ
ア３３２、第８の伝動ギア３３３、第９の伝動ギア３３４、第１０の伝動ギア３３５がそ
れぞれ単独の側面毛ロールギア３１６に噛み合い伝動する。
【００４５】
　前記歯端面毛ロール３０３の構造は図２２に示すように、その本体部もフレキシブルロ
ーラーバー３１５であり、フレキシブルローラーバー３１５に毛３１４が植設され、フレ
キシブルローラーバー３１５には、一端がフレキシブルローラーバー３１５に露出される
フレキシブルコード３１７が設けられ、フレキシブルローラーバー３１５に露出されるフ
レキシブルコード３１７のエンドに、直接的に、歯端面毛ロール接続具３３６に固定し接
続される。
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【００４６】
　前記第１の伝動ギア３２６と第３の伝動ギア３２８とのセントラルスピンドルの外側が
、それぞれ単独の一本の歯端面毛ロール３０３における歯端面毛ロール接続具３３６に接
続され、或いは、前記第４の伝動ギア３２９と第６の伝動ギア３３１とのセントラルスピ
ンドルの外側が、それぞれ単独の一本の歯端面毛ロール３０３における歯端面毛ロール接
続具３３６に接続される。
【００４７】
　実施例１に比べると、本実施例における歯ブラシのＵ字型ブラシヘッド３の中央ギヤセ
ット３０９の構造がより複雑で、体積がより大きくなる。
【実施例３】
【００４８】
　実施例２に比べると、その相違点は以下の通りである。
　図２３、図２４、図２５に示すように、前記第１の伝動ギア３２６、第３の伝動ギア３
２８、第４の伝動ギア３２９、第６の伝動ギア３３１はいずれも円筒ギアとベベルギアと
が同軸において接続され成り、第２の伝動ギア３２７、第５の伝動ギア３３０はいずれも
ベベルギアであり、且つ第１の伝動ギア３２６、第３の伝動ギア３２８におけるベベルギ
アはそれぞれ第２の伝動ギア３２７に噛み合い伝動し、第４の伝動ギア３２９、第６の伝
動ギア３３１におけるベベルギアはそれぞれ第５の伝動ギア３３０に噛み合い伝動し、第
１の伝動ギア３２６における円筒ギアは第８の伝動ギア３３３に噛み合い伝動し、第３の
伝動ギア３２８における円筒ギアは第７の伝動ギア３３２に噛み合い伝動し、第４の伝動
ギア３２９における円筒ギアは第１０の伝動ギア３３５に噛み合い伝動し、第６の伝動ギ
ア３３１における円筒ギアは第９の伝動ギア３３４に噛み合い伝動する。その他は、実施
例２とは同じである。
【００４９】
　実施例２に比べると、本実施例における歯ブラシのＵ字型ブラシヘッド３の中央ギヤセ
ット３０９の構造がより複雑であり、体積も大きくなる。
【００５０】
　前記実施例１と、実施例２と実施例３との歯ブラシが含まれる、本発明に係わる全方位
科学歯ブラシには、図２６に示すように、洗浄液貯留瓶２０３と、第１の逆止弁２０５と
、水ポンピングマイクロポンプ２０６と、洗浄液送りマイクロポンプ２０８と、第２の逆
止弁２１０と、第３の逆止弁２２３と、洗浄液送り導管３０４と、浄水タンク１０９とを
備える液体システムが設けられてもよい。
【００５１】
　具体的には、図２に示すように、台座１のキャビティには、マイクロ液位センサ１０８
が設けられる浄水タンク１０９が設置され、台座１の頂部に廃水ノズル１０２、浄水ノズ
ル１０３が設けられ、前記台座１の表面中心に下水穴１０６が開けられ、台座１における
ブラシハンドルスロット１０４内にマルチポイント金属コンタクト１０５が設けられ、台
座１の底部に台座充電ソケット１１０が設けられる。前記浄水タンク１０９は浄水導管１
１１により、浄水ノズル１０３に連通され、前記廃水ノズル１０２、下水穴１０６はそれ
ぞれ三方制御弁により、廃水導管１１２に連通され、前記廃水導管１１２における廃水水
出口１０１は台座１に露出され、前記マルチポイント金属コンタクト１０５はワイヤ１０
７により、それぞれマイクロ液位センサ１０８、台座充電ソケット１１０に接続される。
【００５２】
　図５、図１４に示すように、洗浄液送り導管３０４がＵ字型ブラシヘッド３のＵ字型基
板３１０内に設けられ、洗浄液送り導管３０４には複数の基板水出口３２４が開けられ、
図４、図１７に示すように、前記洗浄液貯留瓶２０３、水ポンピングマイクロポンプ２０
６と洗浄液送りマイクロポンプ２０８がいずれもブラシハンドル２の中空キャビティの内
部に設けられ、前記洗浄液貯留瓶２０３と洗浄液送りマイクロポンプ２０８との間が、第
２の導管２０７により連通され、前記洗浄液送りマイクロポンプ２０８の出力端が第３の
導管２０９に連通され、前記第３の導管２０９の出口がブラシハンドル２の頂端に位置し
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、第３の導管２０９には、第２の逆止弁２１０が設けられてもよい。前記水ポンピングマ
イクロポンプ２０６の一端が三方制御弁により、それぞれ第１の導管２０４、第５の導管
２２０に接続され、他方の端が第４の導管２１３に連通され、前記第４の導管２１３の出
口がブラシハンドル２の頂端に位置し、前記第１の導管２０４が下水出口２０１に連通さ
れ、第１の導管２０４には第１の逆止弁２０５が設けられ、前記第５の導管２２０が下水
入口２０２に連通され、第５の導管２２０には第３の逆止弁２２３が設けられる。
【００５３】
　前記水ポンピングマイクロポンプ２０６の一端が洗浄液送り導管３０４に連通され、他
方の端がそれぞれ浄水導管１１１、廃水導管１１２に連通され、浄水導管１１１には第３
の逆止弁２２３が設けられ、廃水導管１１２には第１の逆止弁２０５が設けられ、前記洗
浄液送りマイクロポンプ２０８の一端が洗浄液貯留瓶２０３に連通され、他方の端が洗浄
液送り導管３０４に連通され、洗浄液送りマイクロポンプ２０８と洗浄液送り導管３０４
との間の接続パイプには、第２の逆止弁２１０が設けられてもよい。浄水を入水する必要
がある場合に、水ポンピングマイクロポンプ２０６が電源に正接続され、廃水を排出する
場合に、水ポンピングマイクロポンプ２０６が電源に逆接続される。
【００５４】
　前記歯ブラシにより歯磨きをする際に、図２７に示すように、口腔における上列歯６が
、ブラシヘッドの上層に位置する歯外側面毛ロール３０２と歯内側面毛ロール３０７との
間に挟まれ、下列歯７がブラシヘッドの下層に位置する歯外側面毛ロール３０２と歯内側
面毛ロール３０７との間に挟まれる。マイクロモータ２１８を起動した後に、同一歯の両
側に位置する歯外側面毛ロール３０２、歯内側面毛ロール３０７は、反対方向に回転し、
且つ回動方向がいずれも歯の根元部から歯の端部までであり、前記歯端面毛ロール３０３
は回転しつつ、口腔における上、下の両列歯の端面間の隙間の方向に沿って、ブラッシン
グを行う。
【００５５】
　図１、図４、図１７に示すように、前記ブラシハンドル２はブラシハンドル回動部２１
とブラシハンドル把持部２２に分けられ、前記ブラシハンドル回動部２１の一端がブラシ
ヘッド３に接続され、他方の端がブラシハンドル把持部２２に接続され、且つブラシハン
ドル回動部２１がブラシハンドル把持部２２に対して、一定の夾角の範囲において、回動
する。具体的には、図４、図１７に示すように、モータ動力出力ギア２１７は、それに噛
み合うステアリング出力伝動ギア２１６の軸に沿って、回転動作を実現でき、例えば、９
０度回転し、図１６、図２１に示すように、つまり、ブラシハンドルのヘッド部に埋め込
まれるＵ字型ブラシヘッド３とブラシハンドル把持部２２との間の角度を調節することが
でき、回転可能なブラシハンドルのヘッド部は、使用者が歯磨きをする際に、自分の好適
な姿勢に応じて、歯ブラシのブラシハンドル把持部２２とブラシヘッドとの間の夾角を調
整でき、歯ブラシの使用者の便利度及び快適性を最大限に向上させる。
【００５６】
　全自動の歯磨きを実現するとともに、異なる使用者の個性化する歯磨きの要求を満たす
ために、台座１に位置する浄水タンク１０９にはマイクロ液位センサ１０８が設けられ、
前記咬合センサ３１１がＵ字型ブラシヘッド３におけるＵ字型基板３１０の上、下面に取
り付けられ、図４、図１７に示すように、ブラシハンドル２のキャビティには、プログラ
ム制御ユニット２１９と、音声出力モジュールと、状態表示モジュールとが設けられ、ブ
ラシハンドル２の頂部に位置する金属コンタクトと、埋め込み式圧力スイッチ２１２が導
線２１５により、プログラム制御ユニット２１９に電気的に接続される。図２８に示すよ
うに、情報入力端としての咬合センサ３１１、金属コンタクト及び埋め込み式圧力スイッ
チ２１２、マルチポイント金属コンタクトストリップ２２２、マイクロ液位センサ１０８
、モード変換ボタン５がそれぞれプログラム制御ユニット２１９に接続され、情報出力端
の洗浄液送りマイクロポンプ２０８、水ポンピングマイクロポンプ２０６、マイクロモー
タ２１８がそれぞれプログラム制御ユニット２１９に接続され、台座充電ソケット１１０
がブラシハンドル充電ソケット２２４に並列接続され、さらに電池２２１に接続され、電
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池２２１とプログラム制御ユニット２１９との間には電源スイッチ４が接続され、前記音
声出力モジュール、状態表示モジュールがそれぞれプログラム制御ユニット２１９に電気
的に接続される。
【００５７】
　ブラシハンドル２が台座１におけるブラシハンドルスロット１０４に挿入し据え付けら
れた後に、台座１における浄水ノズル１０３がブラシハンドル２における下水入口２０２
に連通されることで、歯磨き洗浄ための浄水を提供し、台座１における廃水ノズル１０２
がブラシハンドル２における下水出口２０１に連通されることで、ブラッシングまたは洗
浄した後の廃水と、台座カバープレート１１の表面に散らばり、台座１の表面中心に位置
する下水穴１０６に収集された廃水とを、廃水水出口１０１から排出し、ブラシハンドル
２におけるマルチポイント金属コンタクトストリップ２２２が台座１におけるマルチポイ
ント金属コンタクト１０５とが接触し接合し、これによって、両者の制御回路を連通させ
る。それと同時に、前記マルチポイント金属コンタクトストリップ２２２における二つの
コンタクトストリップは接続し、歯ブラシが全自動方式の歯磨きを行うことができると判
断し、それと同時に、前記マイクロ液位センサ１０８はプログラム制御ユニット２１９に
接続し、浄水タンク１０９に浄水を増加させることを指示するかどうかを判断し、それと
同時に、台座充電ソケット１１０はブラシハンドル充電ソケット２２４に接続され、台座
充電ソケット１１０がブラシハンドル２に電力を供給できると判断する。
【００５８】
　前記全自動歯ブラシのプログラム制御回路システムは、ブラシハンドル２におけるプロ
グラム制御ユニット２１９をコアとして、前記プログラム制御ユニット２１９がブラッシ
ング過程に対する制御に用いられ、咬合センサ３１１、マイクロ液位センサ１０８、マル
チポイント金属コンタクトストリップ２２２、金属コンタクト及び埋め込み式圧力スイッ
チ２１２、モード変換ボタン５各々の入力端からの情報を受信し、洗浄液送りマイクロポ
ンプ２０８、水ポンピングマイクロポンプ２０６、マイクロモータ２１８及び音声出力モ
ジュール、例えばスピーカ、状態表示モジュール、例えばスクリーンなどの各々の出力機
器の動作に対して、適時に制御することで、異なる多種の歯磨きモード、例えば、図２９
に示すように、強いモード、標準モード、浄水フラッシング段、浄水なし歯磨きモードと
いう四つのモードを実現できる。
【００５９】
　前記強いモードは、まずブラッシングサブモジュールを実行し、そして洗浄サブモジュ
ールを実行し、次はこの順に一回に循環した後に終了する。前記標準モードはまずブラッ
シングサブモジュールを実行し、そして洗浄サブモジュールを実行した後に終了する。前
記浄水フラッシング段は洗浄サブモジュールのみを実行した後に終了する。前記浄水なし
歯磨きモードは、ブラッシングサブモジュールのみを実行した後に終了する。
【００６０】
　前記ブラッシングサブモジュールの作業過程は図３０に示すように、まず洗浄液送りマ
イクロポンプ２０８に一定の時間の電源投入を行って、そしてマイクロモータ２１８に電
源投入を行って、毛３１４を回転させ一定の時間ブラッシングさせた後にブラッシングの
過程を完成する。前記洗浄サブモジュールの作業過程は図３１に示すように、まずは水ポ
ンピングマイクロポンプ２０６に一定の時間の正接続電源投入を行うことで、Ｕ字型ブラ
シヘッド３に給水し、そしてマイクロモータ２１８に電源投入を行って、毛３１４を回転
させ一定の時間ブラッシングさせ、次は、水ポンピングマイクロポンプ２０６に一定の時
間の逆接続電源投入を行うことでＵ字型ブラシヘッド３から水を吸い上げ、この順に循環
し、一般的には、二回循環するように設置することで、洗浄の過程を完成する。
【００６１】
　このような全自動科学歯ブラシにおけるブラシハンドル２の主な作用は、Ｕ字型ブラシ
ヘッド３に机械動力を提供し、洗浄液を供給し、浄水を入水させ、廃水を排出させ、Ｕ字
型ブラシヘッド３における咬合センサ３１１を接続させることで、台座１に対して、水、
電気への接続検出を行うことにある。前記Ｕ字型ブラシヘッド３とブラシハンドル２とは
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埋め込まれるように接続され、接続される同時に、両者の接触ギアが互いに噛み合い接合
し，両者の機械伝動システムを接続させ、マイクロモータ２１８から中央ギヤセット３０
９に動力を出力し、中央ギヤセット３０９により、Ｕ字型ブラシヘッド３における歯外側
面毛ロール３０２と、歯内側面毛ロール３０７と歯端面毛ロール３０３とを回転駆動させ
ることで、歯磨きを行って、Ｕ字型ブラシヘッド３内に設けられる洗浄液送り導管３０４
及び基板水出口３２４がＵ字型ブラシヘッド３の歯磨きの過程において、洗浄液と浄水を
導入し、廃水を排出することができ、Ｕ字型ブラシヘッド３に設けられる咬合センサ３１
１が、正確な歯磨きの開始時間及び中止時間を決定でき、これによって、洗浄液の導入、
歯磨き、入水、うがい、排水との一体化の知能制御を実現でき、約２０～４０秒の時間に
、一回の歯の全面洗浄タスクを全自動で完成でき、歯磨きの清潔品質及び効率を向上させ
、歯磨きの時間と労力消費を大幅に減少する。
【００６２】
　ここで、歯ブラシの携帯を便利にするために、図３に示すような簡易型台座１を採用で
き、前記廃水ノズル１０２が廃水導管１１２に連通され、前記浄水ノズル１０３が浄水導
管１１１に連通され、前記マルチポイント金属コンタクト１０５の一部がクローズするよ
うに予め設定される。図２に示す台座の構造に比べると、マイクロ液位センサ１０８、台
座充電ソケット１１０を削減し、体積が大きい浄水タンク１０９とタンクカバー、つまり
台座カバープレート１１を、日常生活においてよく使われる水容器、例えばカップ、碗な
どで替え、マルチポイント金属コンタクト１０５の一部の短絡接続を追加させる。この際
に、歯ブラシを使用する際の、僅かにややこしい全自動方式の歯磨きの機能はそのままで
あるが、コストを減少し、且つ歯ブラシの全体の体積を大幅に減小し、外出または野外の
使用により相応しい。
【００６３】
　以上のように、本発明の科学歯ブラシのブラシヘッドの形はＵ字型であるため、人間工
学により相応しくて、消費者の異なる大きさの口の形、異なる形状及び幅の歯に応じて、
異なる形状、大きさのタイプを作製することで、人々が全方位で、正確な科学の歯清潔を
行うことが可能であり、歯磨きの品質及び効率を最大限に向上させる。また、本発明の科
学歯ブラシは、今市販でよくある、ブラシ面が小さい歯ブラシと違って、その全ての毛ロ
ールにおける毛がモータの駆動により、全口腔において、歯根から歯先までの、歯ぎしり
咬合面が歯の隙間に沿う科学方向を常に保持しながら、歯磨きを行って、使用者が手動で
歯ブラシを制御する必要がなく、さらに、歯ブラシのＵ字型ブラシヘッド３とその中の毛
ロールがいずれも取り外しと交換することができ、数人がブラシハンドル２及び台座１を
共用することを実現でき、歯ブラシの日常使用のコストを大幅に減少し、資源の共有、利
用に寄与し、さらにエコで、経済である。
【００６４】
　以上は本発明を限定するためのものではなく、本発明の好ましい実施例のみであり、本
発明の精神と原則内でなされる如何なる修改、同等の差し替え、改良などがいずれも本発
明の保護範囲に含まれるべきである。
【符号の説明】
【００６５】
１　台座
２　ブラシハンドル
３　ブラシヘッド
４　電源スイッチ
５　モード変換ボタン
６　上列歯
７　下列歯
８　中心伝動軸
１１　台座カバープレート
２１　ブラシハンドル回動部
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２２　ブラシハンドル把持部
１０１　廃水水出口
１０２　廃水ノズル
１０３　浄水ノズル
１０４　ブラシハンドルスロット
１０５　マルチポイント金属コンタクト
１０６　下水穴
１０７　ワイヤ
１０８　マイクロ液位センサ
１０９　浄水タンク
１１０　台座充電ソケット
１１１　浄水導管
１１２　廃水導管
２０１　下水出口
２０２　下水入口
２０３　洗浄液貯留瓶
２０４　第１の導管
２０５　第１の逆止弁
２０６　水ポンピングマイクロポンプ
２０７　第２の導管
２０８　洗浄液送りマイクロポンプ
２０９　第３の導管
２１０　第２の逆止弁
２１１　動力出力ギア
２１２　金属コンタクト及び埋め込み式圧力スイッチ
２１３　第４の導管
２１４　ブラシハンドル伝動ギア
２１５　導線
２１６　ステアリング出力伝動ギア
２１７　モータ動力出力ギア
２１８　マイクロモータ
２１９　プログラム制御ユニット
２２０　第５の導管
２２１　電池
２２２　マルチポイント金属コンタクトストリップ
２２３　第３の逆止弁
２２４　ブラシハンドル充電ソケット
３０１　ブラシヘッド入出口
３０２　歯外側面毛ロール
３０３　歯端面毛ロール
３０４　洗浄液送り導管
３０５　端面毛ロール位置決め溝
３０６　毛ロール先端ホルダー
３０７　歯内側面毛ロール
３０８　ブラシヘッドスリーブ
３０９　中央ギヤセット
３１０　Ｕ字型基板
３１１　咬合センサ
３１２　接続導線
３１３　ブラシヘッド金属コンタクトストリップ
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３１４　毛
３１５　フレキシブルローラーバー
３１６　側面毛ロールギア
３１７　フレキシブルコード
３１８　端面毛ロールギア
３１９　一段伝動ギア
３２０　下二段伝動ギア
３２１　中央ギヤセットホルダー
３２２　上二段伝動ギア
３２３　基板中空鋼線パイプ
３２４　基板水出口
３２５　中央ギヤセット据え付け溝
３２６　第１の伝動ギア
３２７　第２の伝動ギア
３２８　第３の伝動ギア
３２９　第４の伝動ギア
３３０　第５の伝動ギア
３３１　第６の伝動ギア
３３２　第７の伝動ギア
３３３　第８の伝動ギア
３３４　第９の伝動ギア
３３５　第１０の伝動ギア
３３６　歯端面毛ロール接続具
３３７　ギヤセット支持ハウジング
３０２０　毛ロール尾先端
３０２１　毛ロール係合溝
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