
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　 ストの吸込路を供する吸引ダクトを備えたハウジングと、
　前記吸引ダクトの吸引口に隣接した位置に回転自在に設けられ、その外周面に少なくと
も一つの突出部が形成された 回転部材と、
　
　

　

ホイールと、
　該ホイールの回転時前記ホイールの回転力を前記回転部材に伝えて前記回転部材を回転
させて

動力伝達部と
　
　

ことを特徴とする真空掃除機用吸込
ブラシ組立体。
【請求項２】
　 こと
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ダ

一対の
前記一対の回転部材の間に前記吸込口を形成するダクト部材と、
前記一対の回転部材を回転可能に支持すると共に、両部材を前後方向に傾けるように支

持される回転軸を有する固定部材と、
前記固定部材の側方に配置され、且つ前記回転軸に回転可能に支持されると共に、外周

面の全区間を包む摩擦部材を有し、前記ハウジングの移動に伴って床面との摩擦により回
転する

、前記回転部材の回転により前記突出部が前記床面上のダストを掃き取るように動
力を伝達する を備え、

前記回転部材は、前記動力伝達部により前記ホイールと逆方向に回転され、
前記動力伝達部は、前記ホイールと共に回転する駆動ギアと、前記回転部材と共に回転

し前記駆動ギアにより回転される従動ギアとを備える

前記回転部材は、前記ホイールの回転軸線と並んで配されたローラの形状を有する



を特徴とする請求項１に記載の真空掃除機用吸込ブラシ組立体。
【請求項３】
　

に記載の真空掃除機用吸込ブラシ組立体。
【請求項４】
　 ことを特徴とす
る請求項 に記載の真空掃除機用吸込ブラシ組立体。
【請求項５】
　

ことを特徴とする請求項１に記載の真空掃除機用吸込ブラシ組立体。
【請求項６】
　 ことを特徴とする請求項 に記
載の真空掃除機用吸込ブラシ組立体。
【請求項７】
　 であることを特徴
とする請求項 に記載の真空掃除機用吸込ブラシ組立体。
【請求項８】
　
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は真空掃除機に係り、さらに詳しくは寝具類からダストを叩き出し吸い込めるよう
にする回転ローラを具備した吸込ブラシ組立体及びそれを具備した真空掃除機に関する。
【０００２】
【従来の技術】
図１は一般の真空掃除機の外観を示した図である。一般に真空掃除機は、モータのような
駆動装置が設けられている本体１０と、本体１０に連結されている連結ホース３２と、連
結ホースの端部に設けられたハンドル３３と、ハンドル３３に設けられている延長管３１
、及び延長管３１の端部に設けられたブラシ２０とを備えている。ユーザがハンドル３３
に設けられたスイッチ３３ａを操作して真空掃除機を作動させれば、本体１０内のモータ
が動作して吸込作動を行う。これにより、ブラシ２０の底面に形成された吸引口を介して
ダストが吸込まれ、吸込まれたダストは延長管３１と連結ホース３２を通して本体１０内
の集塵室 (図示せず )に集塵される。
【０００３】
通常、ユーザが床面を掃除する場合は前述したような一般のブラシ２０が採用されるが、
掃除しようとする場所によって前記のようなブラシ２０を採用して掃除するには不便があ
った。従って、ブラシ２０は延長管３１から分離自在に作製され、ユーザが任意に他の形
態のブラシを装着してダストを吸込める。
【０００４】
このような他の形態のブラシのうち一つが、寝具類、布団、カーペットなどのような織物
で作られた製品を掃除するために作製されたブラシである。このような織物掃除用ブラシ
は、ブラシが織物上で移動される際織物との摩擦力により回転する回転ローラを備える。
回転ローラの外周面には多数の突起が形成されている。従って、回転ローラが回転する際
突起が織物を叩く効果が発生して、織物に付着されたダストが拭き取られるようになり、
拭き取られたダストはブラシを介して吸込まれる。これによりダスト除去効果がアップす
る。
【０００５】
ところが、従来の織物掃除用ブラシでは、回転ローラが単純に織物との摩擦力により回転
するので、円滑に回転されない場合が発生する問題点がある。この場合は織物についてい
るダストを拭き取る効果がないか、極めて弱い。
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前記突出部は、前記回転部材の長手方向に沿って配されたリブの形状を有することを特
徴とする請求項２

複数の前記リブが前記回転部材の半径方向上の相異なる位置に配される
２

前記回転部材は、前記ホイールの回転時その高さが可変されるよう所定範囲内で移動自
在である

前記回転部材の移動範囲を制限する手段をさらに備える ５

前記制限手段は、前記ハウジングの内側面に形成されている係止突起
６

請求項１に記載されたような吸込ブラシ組立体を備えた真空掃除機。



【０００６】
また、回転ローラの回転は実質的には回転ローラに形成された突起が織物にかかることに
より発生する。すなわち、ブラシが織物上で移動する間一つの突起が織物にかかって回転
ローラを回転させれば他の突起が織物を叩く。従って、全ての突起が織物を叩くことでは
ないため、織物を叩く効果が微弱である。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は前述したような問題点を解決するために案出されたもので、その目的は織物につ
いたダストを拭き取る効果を増大させることにより一層効率よく織物を掃除できる真空掃
除機用吸込ブラシ組立体を提供するところにある。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
　前述した目的を達成するための本発明に係る真空掃除機用吸込ブラシ組立体は、ダスト
の吸込路を供する吸引ダクトを備えたハウジングと、前記吸引ダクトの吸引口に隣接した
位置に回転自在に設けられ、その外周面に少なくとも一つの突出部が形成された 回
転部材と、

ホイールと、該ホイールの回転時前記ホイールの回転力を前記
回転部材に伝えて前記回転部材を回転させて

動力伝達部と

ことを特徴とする。
【０００９】
前記ホイールと前記回転部材は前記動力伝達部により相互逆方向に回転されることが望ま
しい。このため、前記動力伝達部は、前記ホイールにより回転する駆動ギアと、前記回転
部材と共に回転し前記駆動ギアにより回転される従動ギアとから構成される。
【００１０】
一対の前記回転部材が前記吸引口の両側方にそれぞれ設けられ、前記一対の回転部材は相
対固定させる固定部材により相対固定される。
【００１１】
前記回転部材は前記ホイールの回転軸線と並んで配されたローラの形状を有するよう構成
されることが望ましい、前記突出部は前記回転部材の長手方向に沿って配されたリブの形
状を有するものが望ましい。
【００１２】
前記ホイールの外周面に付着されたゴム帯のような摩擦部材が設けられホイールの回転を
確実にする。
【００１３】
前記回転部材は前記ホイールの回転時その高さが可変されるよう所定範囲内で移動自在な
ものが望ましい。
【００１４】
本発明によれば、布団やカーペットなどのような織物を掃除しようとする場合、織物を叩
く効果が確実に保障されダスト除去効果が増大される。
【００１５】
一方、本発明によれば、前記のような吸込ブラシ組立体を備えた真空掃除機が提供される
。
【００１６】
【発明の実施の形態】

10

20

30

40

50

(3) JP 3737458 B2 2006.1.18

一対の
前記一対の回転部材の間に前記吸込口を形成するダクト部材と、前記一対の回

転部材を回転可能に支持すると共に、両部材を前後方向に傾けるように支持される回転軸
を有する固定部材と、前記固定部材の側方に配置され、且つ前記回転軸に回転可能に支持
されると共に、外周面の全区間を包む摩擦部材を有し、前記ハウジングの移動に伴って床
面との摩擦により回転する

、前記回転部材の回転により前記突出部が前
記床面上のダストを掃き取るように動力を伝達する を備える。さらに、前記
回転部材は、前記動力伝達部により前記ホイールと逆方向に回転され、前記動力伝達部は
、前記ホイールと共に回転する駆動ギアと、前記回転部材と共に回転し前記駆動ギアによ
り回転される従動ギアとを備える



以下、添付した図に基づき本発明をさらに詳述する。本発明に対する説明において、図１
に示したような一般の真空掃除機の各部分に対する説明は省く。
【００１７】
図２及び図３は本発明に係る真空掃除機用吸込ブラシ組立体の分解斜視図である。本発明
に係る吸込ブラシ組立体は、真空掃除機の延長管 (図示せず )に結合されるハウジング１１
０と、ハウジング１１０の下部に設けられる一対の回転ローラ１４０と、ハウジング１１
０の両側方に設けられる一対のホイール１３１とを有している。
【００１８】
ハウジング１１０は、真空掃除機の延長管に結合される連結管１１１を有している。ハウ
ジング１１０の下部にはダクト部材１２０が設けられている。ダクト部材１２０はハウジ
ング１１０と共に真空掃除機の動作時ダストの吸引路を提供する吸引ダクトを形成する。
【００１９】
回転ローラ１４０は、吸引ダクトの吸引口に隣接した位置で吸引口の両側方に回転自在に
設けられる。この際、回転ローラ１４０はその回転軸線が後述する回転軸１３５と並んで
配されることが望ましい。また、一対の回転ローラ１４０それぞれの設置位置は、吸込ブ
ラシを用いて掃除する場合、吸込ブラシが進む方向上の前方及び後方になる。本実施例で
は回転ローラ１４０が例示されているが、必ずローラの形状に限らず、ハウジング１１０
に回転自在に設けられる他の形状の回転部材が採油されることもできる。
【００２０】
回転ローラ１４０の外周面には複数のリブ１４２が形成されている。リブ１４２は回転ロ
ーラ１４０の長手方向にそれぞれ所定間隔を開けて配される。また、このように配された
リブ１４２が回転部材の半径方向上の相異なる位置に配され、よってリブ１４２が多数の
列をなしている。本実施例ではリブ１４２が形成された例を示しているが、リブ１４２で
はなく他の形状の突出部が形成されることもできる。
【００２１】
一対の回転ローラ１４０は固定部材１５０により相互相対固定される。固定部材１４０は
回転ローラ１４０の両端部にそれぞれ結合される。この際、固定部材１４０は回転ローラ
１４０の回転が許容されるよう回転ローラ１４０と結合される。
【００２２】
両固定部材１５０には回転軸１３５が貫通されている。これにより回転軸１３５は両固定
部材１５０により回転自在に支持される。
【００２３】
　回転軸１３５の両端部には結合部材１６０が結合され、よって固定部材１ ０は結合部
材１６０について相対的に回転自在に結合される。該結合部材１６０にはハウジング１１
０に形成された結合孔１１４を貫通するスクリュー１６４が締結される。これにより結合
部材１６０はハウジング１１０に堅固に固定され、固定部材１ ０及び固定部材１ ０に
結合された回転ローラ１４０はハウジング１１０について所定範囲において相対回転自在
になる。
【００２４】
　一方、固定部材１ ０の下面には吸引ダクトの吸引口に隣接配置される吸込グリル１５
８が形成されている。吸込グリル１５８は固定部材１ ０と一体に形成されることができ
、固定部材１ ０とは別に作製されることもできる。
【００２５】
ハウジング１１０の両側面には溝１１３が形成されている。ハウジング１１０がダクト部
材１２０と結合された状態で回転軸１３５が溝１１３に収められ、よって実質的に回転軸
１３５がハウジング１１０を貫通している形状を有する。
【００２６】
ホイール１３１は回転軸１３０の両端部にそれぞれ設けられる。ホイール１３１は吸込ブ
ラシ組立体が室内の床面に置かれた場合に床面と接し、よってユーザが吸込ブラシ組立体
を移動させつつ床面を掃除することができる。ホイール１３１の外面には床面との摩擦力
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を増大させ回転を容易にするための摩擦部材１３１ａが付着されている。摩擦部材１３１
ａの望ましい例としては、ホイール１３１の外周面の全区間を包むゴム帯 (rubber strip)
が挙げられる。
【００２７】
ホイール１３１の回転力は動力伝達部により回転ローラ１４０に伝えられる。動力伝達部
は回転軸１３５により回転する駆動ギア１７１と、回転ローラ１４０に設けられた従動ギ
ア１７３とから構成されている。駆動ギア１７１は回転軸１３５の一部位に設けられ回転
軸１３５と共に回転する。従動ギア１７３は駆動ギア１７１と噛み合っており、回転ロー
ラ１４０と共に回転する。従動ギア１７３は回転ローラ１４０と一体に形成することもで
きる。このような動力伝達部によりホイール１３１と回転ローラ１４０は相互逆方向に回
転する。
【００２８】
以下、前述したような構成を有する本発明に係る真空掃除機の吸込ブラシ組立体の動作を
図４及び図５を参照して説明する。
【００２９】
ユーザが吸込ブラシ組立体を前方に移動させれば、図４に示した通り、ホイール１３１が
反時計方向に回転し、よって駆動ギア１７１と従動ギア１７３の回転により回転ローラ１
４０が時計方向に回転される。これにより、吸込ブラシ組立体の下部に置かれた布団やカ
ーペットなどが回転ローラ１４０に形成されたリブ１４２により叩かれる。従って、布団
やカーペットに付着されたダストが拭き取られ、拭き取られたダストはハウジング１１０
とダクト部材１２０により形成された吸引ダクトを介して吸込まれる。この際、グリル１
５８により布団が吸引ダクトに引き込まれることが防止される。
【００３０】
ユーザが吸込ブラシ組立体を後方に移動させれば、図５に示した通り、ホイール１３１が
時計方向に回転し、よって駆動ギア１７１と従動ギア１７３の回転により回転ローラ１４
０が反時計方向に回転される。
【００３１】
このように吸込ブラシ組立体の移動につれ回転ローラ１４０が回転する際、回転ローラ１
４０が床面に置かれた布団との摩擦力により回転せずホイール１３１の回転力により回転
し、さらにホイール１３１に付着された摩擦部材１３１ａによりホイール１３１の回転が
保障される。従って、回転ローラ１４０が回転されない場合が発生しないようになって布
団を叩く効果が常に維持される。
【００３２】
また、動力伝達部の構造により回転ローラ１４０が吸込ブラシ組立体の進み方向と逆方向
に回転されるため、回転ローラ１４０の全てのリブ１４２が布団を叩き、さらに吸込ブラ
シ組立体の進み速度と回転ローラ１４０の回転速度が加わった速度でリブ１４２が布団を
叩くようになるため、叩く効果が一層増大される。
【００３３】
一方、前述した通り、ダクト部材１２０の全体がハウジング１２０について所定の範囲内
で回動自在に設けられているため、ダクト部材１２０について固定されている固定部材１
５０と回転ローラ１４０が回転ブラシ組立体の進みにつれ摩擦力により傾く。すなわち、
回転ブラシ組立体が前方に進む時は、図４のように前方に存する回転ローラ１４０が下向
き移動され、後方の回転ローラ１４０が上向き移動される。また、回転ブラシ組立体が後
方に進む時は、図５のように前方に存する回転ローラ１４０が上向き移動され、後方の回
転ローラ１４０が下向き移動される。
【００３４】
本発明ではホイール１３１により回転ローラ１４０が回転されるので、ホイール１３１の
底面の高さより回転ローラ１４０の底面の高さが多少高くなるべきである。その場合、回
転ローラ１４０と布団との距離により布団を叩く効果が低下される恐れがあるため、この
ように回転ローラ１４０が進行方向に沿って傾くようにすることで布団と回転ローラ１４
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０が確実に接するようになり、よって叩く効果を保障できる。特に、図４及び図５に示し
た通り、回転ローラ１４０のうち進行方向上の前方に存する回転ローラ１４０が布団を叩
くので、まず布団が叩かれた後ダストが吸込まれる効果も得られる。
【００３５】
一方、ハウジング１１０の前方及び後方の内側面には係止突起１１６が形成されている。
係止突起１１６は、図４及び図５に示した通り、回転ローラ１４０の回動時それぞれ固定
部材１５０の一部位にかかる。従って、係止突起１１６により回転ローラ１４０が傾く角
度は一定範囲内で制限される。これにより、回転ローラ１４０の揺動範囲が制限され使い
勝手が良くなる。
【００３６】
【発明の効果】
以上述べた通り、本発明によればホイール１３１により回転ローラ１４０がホイール１３
１と逆方向に回転するので、回転ローラ１４０が布団を叩く効果が増加する。従って、布
団やカーペットなどのような織物を掃除しようとする場合、ダスト除去効果が増大する。
【００３７】
以上、本発明の望ましい実施例について示しかつ説明したが、本発明は前述した望ましい
実施例に限らず、請求の範囲において請求する本発明の要旨を逸脱せず当該発明の属する
技術分野において通常の知識を持つ者ならばだれでも多様な変形実施が可能なことは勿論
、そのような変形は記載された請求の範囲内にある。
【図面の簡単な説明】
【図１】一般の真空掃除機の斜視図である。
【図２】本発明に係る吸込ブラシ組立体の分解斜視図である。
【図３】本発明に係る吸込ブラシ組立体の分解斜視図である。
【図４】本発明に係る吸込ブラシ組立体の使用状態を示した概略的な側断面図である。
【図５】本発明に係る吸込ブラシ組立体の使用状態を示した概略的な側断面図である。
【符号の説明】
１０　　本体
２０　　ブラシ
３１　　延長管
３２　　連結ホース
３３　　ハンドル
３３ａ　スイッチ
１１０　ハウジング
１１１　連結管
１１３　溝
１１４　結合孔
１１６　係止突起
１２０　ダクト部材
１３１　ホイール
１３１ａ　摩擦部材
１３５　回転軸
１４０　回転ローラ
１４２　リブ
１５０　固定部材
１５８　吸込グリル
１６０　結合部材
１６４　スクリュー
１７１　駆動ギア
１７３　従動ギア
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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