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(57)【要約】
【課題】ブラシ毛を必要以上に長くすることなく障害物
の近傍の床面まで掃除が可能で、かつ、掃除機本体の走
行性の低下を抑制できる電気掃除機を提供する。
【解決手段】電気掃除機11は、掃除機本体26を有する。
電気掃除機11は、掃除機本体26を床面Ｆ上で自律走行可
能とする駆動輪15を有する。電気掃除機11は、掃除機本
体26に設けられたサイドブラシ18を有する。サイドブラ
シ18は、一部が掃除機本体26の外郭よりも外方に突出す
るとともに、障害物Ｗとの当接により掃除機本体26の外
郭から突出しない方向へと移動する清掃部本体31を備え
る。サイドブラシ18は、清掃部本体31に床面Ｆに対して
略平行に回転可能に設けられた旋回部43を備える。サイ
ドブラシ18は、旋回部43に設けられてこの旋回部43と一
体的に回転可能で、清掃部本体31から突出し床面Ｆに接
触可能なブラシ毛32を備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　掃除機本体と、
　この掃除機本体を被掃除面上で走行可能とする駆動輪と、
　前記掃除機本体に設けられた旋回清掃部とを具備し、
　前記旋回清掃部は、
　一部が前記掃除機本体の外郭よりも外方に突出するとともに、障害物との当接によりこ
の掃除機本体の外郭から突出しない方向へと移動する清掃部本体と、
　この清掃部本体に被掃除面に対して略平行に回転可能に設けられた旋回部と、
　この旋回部に設けられてこの旋回部と一体的に回転可能で、前記清掃部本体から突出し
被掃除面に接触可能なブラシ毛とを備えている
　ことを特徴とした電気掃除機。
【請求項２】
　旋回清掃部の清掃部本体は、一部が掃除機本体の外郭よりも外方に突出するとともに、
障害物との当接によりこの掃除機本体の外郭から突出しない方向へと回動する
　ことを特徴とした請求項１記載の電気掃除機。
【請求項３】
　掃除機本体は、平面視で円形状に形成され、
　旋回清掃部の清掃部本体は、一部が掃除機本体の外郭よりも外方に突出するとともに、
障害物との当接によりこの掃除機本体の外郭から突出しない方向へと、この掃除機本体の
外郭の接線方向に対して交差する方向に直線的に移動する
　ことを特徴とした請求項１または２記載の電気掃除機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、掃除機本体を被掃除面上で走行可能とする駆動輪および掃除機本
体に設けられた旋回清掃部を有する電気掃除機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、例えばセンサなどを用いて障害物などを検出しつつ、被掃除面としての床面上を
自律走行しながら床面を掃除する、いわゆる自律走行型の電気掃除機(掃除ロボット)が知
られている。このような電気掃除機は、集塵部などを有する掃除機本体の本体ケースの下
部に、集塵部と連通する吸込口が形成されているとともに、この吸込口の側部などに掃除
機本体を自律走行させる駆動輪が取り付けられている。そのため、これら駆動輪に対応す
る両側に吸込口を広げることができない。したがって、吸込口が届かない壁際などを掃除
するために、本体ケースの下部の両側でかつ駆動輪の前方に、床面上を旋回することで塵
埃を吸込口へと掻き集める旋回清掃部としてのサイドブラシを備えることが必要となる。
【０００３】
　このような構成の場合、例えば壁際の床面を掃除する際に、センサのばらつきによって
、本体ケースと壁との距離がばらつくことがある。そこで、サイドブラシのブラシ毛を長
く形成することで、例えば壁際などの床面上の塵埃を効率よく掻き集めることが考えられ
るものの、このような場合、駆動輪がブラシ毛を踏んでしまうおそれがある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特許第３７２４６３７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明が解決しようとする課題は、ブラシ毛を必要以上に長くすることなく障害物の近
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傍の被掃除面まで掃除が可能で、かつ、掃除機本体の走行性の低下を抑制できる電気掃除
機を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　実施形態の電気掃除機は、掃除機本体を有する。また、この電気掃除機は、掃除機本体
を被掃除面上で走行可能とする駆動輪を有する。さらに、この電気掃除機は、掃除機本体
に設けられた旋回清掃部を有する。この旋回清掃部は、一部が掃除機本体の外郭よりも外
方に突出するとともに、障害物との当接によりこの掃除機本体の外郭から突出しない方向
へと移動する清掃部本体を備える。また、この旋回清掃部は、清掃部本体に被掃除面に対
して略平行に回転可能に設けられた旋回部を備える。さらに、この旋回清掃部は、旋回部
に設けられてこの旋回部と一体的に回転可能で、清掃部本体から突出し被掃除面に接触可
能なブラシ毛を備える。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】第１の実施形態の電気掃除機の動作を下方から示す平面図であり、(a)は障害物
近傍を掃除している状態を示し、(b)は掃除機本体が障害物近傍で旋回して清掃部本体が
退避している状態を示す。
【図２】同上電気掃除機の旋回清掃部の近傍を掃除機本体の内方から示す斜視断面図であ
る。
【図３】同上電気掃除機を下方から示す平面図である。
【図４】同上電気掃除機を示す側面図である。
【図５】同上電気掃除機の内部構造を示すブロック図である。
【図６】同上電気掃除機を示す斜視図である。
【図７】第２の実施形態の電気掃除機の動作を下方から示す平面図であり、(a)は障害物
近傍を掃除している状態を示し、(b)は掃除機本体が障害物近傍で旋回して清掃部本体が
退避している状態を示す。
【図８】同上電気掃除機の旋回清掃部の近傍を掃除機本体の内方から示す斜視断面図であ
る。
【図９】第３の実施形態の電気掃除機の動作を下方から示す平面図であり、(a)は掃除機
本体が障害物近傍で旋回して清掃部本体が回動して退避している状態を示し、(b)は掃除
機本体が障害物近傍で旋回して清掃部本体が直線状に退避している状態を示す。
【図１０】同上電気掃除機の旋回清掃部の近傍を掃除機本体の内方から示す斜視断面図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下、第１の実施形態の構成を図１ないし図６を参照して説明する。
【０００９】
　図１ないし図６において、11は電気掃除機を示し、この電気掃除機11は、本実施形態で
は、この電気掃除機11として、被掃除面としての床面Ｆ上を自律走行(自走)しつつ床面Ｆ
を掃除する、いわゆる自走式のロボットクリーナを例に挙げて以下説明する。
【００１０】
　そして、この電気掃除機11は、中空状の本体ケース12と、この本体ケース12内に収容さ
れた電動送風機13と、この電動送風機13の吸込側に連通する集塵部14と、例えば複数(一
対)の駆動部としての駆動輪15と、これら駆動輪15を駆動させる駆動手段としてのモータ1
6と、旋回用の旋回輪17と、本体ケース12の下部に床面Ｆ上を旋回可能に取り付けられた
例えば一対の旋回清掃部としてのサイドブラシ18と、これらサイドブラシ18をそれぞれ駆
動させる旋回駆動手段としての旋回モータ19と、複数の距離検出手段としての測距センサ
20と、回路基板などにより構成された制御手段22と、電源部を構成する電池である二次電
池23とを備えている。なお、以下、電気掃除機11(本体ケース12)の走行方向に沿った方向
を前後方向(図６などに示す矢印FR，RR方向)とし、この前後方向に対して交差(直交)する
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左右方向(両側方向)を幅方向として説明する。
【００１１】
　本体ケース12は、例えば合成樹脂などにより平坦な円柱状(円盤状)などに形成されてお
り、例えば扁平な有底円筒状の下部ケース12aと、この下部ケース12aの上部に嵌合する扁
平な有蓋円筒状の上部ケース12bとを備え、平面視で円形状となっている。下部ケース12a
には、集塵部14に連通する集塵口としての吸込口24が床面Ｆに対向して開口形成されてい
る。また、上部ケース12bの上部には、図示しないが、各種操作パネルおよび表示部など
が配置されている。そして、本体ケース12と、この本体ケース12の内部に収容された電動
送風機13、各モータ16、各旋回モータ19、測距センサ20、制御手段22および二次電池23と
、集塵部14と、サイドブラシ18などとにより、駆動輪15によって床面Ｆ上を走行される掃
除機本体26が構成されている。したがって、この掃除機本体26も平面視で(上方または下
方から見て)円形状となっている。
【００１２】
　吸込口24は、左右方向に長手状、すなわち横長に形成され、本体ケース12の下部ケース
12aの中央部よりも後方の位置で、かつ、左右方向の中央部に開口されている。また、こ
の吸込口24には、回転清掃体としての回転ブラシ28が回転可能に配置されている。
【００１３】
　回転ブラシ28は、例えば長尺の軸部の外周面に、径方向に螺旋状に複数の清掃体部が壁
状に突出して取り付けられて構成されている。この回転ブラシ28は、下側が吸込口24から
本体ケース12の下部ケース12aの下方へと突出しており、電気掃除機11を床面Ｆ上に載置
した状態で下側に位置する清掃体部の先端が床面Ｆに接触するように構成されている。そ
して、この回転ブラシ28は、回転清掃体駆動手段としての駆動モータ29により回転駆動さ
れる。
【００１４】
　駆動モータ29は、本体ケース12(掃除機本体26)の内部に収容されており、機構部として
の図示しないギヤ機構を介して回転ブラシ28と接続されている。
【００１５】
　集塵部14は、電動送風機13の駆動により吸込口24から吸い込まれた塵埃を捕集するもの
であり、例えば紙パックなどの集塵袋やフィルタにより塵埃を濾過捕集する構成、あるい
は遠心分離(サイクロン分離)や直進分離などの慣性分離により塵埃を分離して捕集する構
成など、任意の構成を用いることができる。また、この集塵部14は、例えば本体ケース12
の後部に位置しており、本体ケース12に対して着脱可能となっている。
【００１６】
　各駆動輪15は、電気掃除機11(掃除機本体26)を床面Ｆ上で走行(自律走行)させる、すな
わち走行用のものであり、左右幅方向に沿って図示しない回転軸を有する円盤状に形成さ
れている。また、これら駆動輪15は、本体ケース12(掃除機本体26)の下部の前後方向の中
心付近の位置にて、吸込口24の両側方に幅方向に互いに離間されて配置されており、幅方
向に対称な位置となっている。
【００１７】
　各モータ16は、例えば駆動輪15のそれぞれに対応して配置されており、各駆動輪15を独
立して駆動させることが可能となっている。これらモータ16は、各駆動輪15に直接接続さ
れていてもよいし、ギヤ、あるいはベルトなどの図示しない伝達手段を介して各駆動輪15
と接続されていてもよい。
【００１８】
　旋回輪17は、本体ケース12の幅方向の略中央部で、かつ、前部に位置しており、床面Ｆ
に沿って旋回可能な従動輪である。
【００１９】
　そして、各サイドブラシ18は、清掃部本体31と、この清掃部本体31から径方向へと放射
状に突出して床面Ｆと接触する複数の清掃体としてのブラシ毛32とをそれぞれ有している
。そして、サイドブラシ18，18は、本体ケース12(掃除機本体26)の下部ケース12aにて駆
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動輪15，15の前方でかつ旋回輪17の後方の両側方の位置に設けられた凹部33，33内に可動
的に配置されている。各凹部33は、本体ケース12(掃除機本体26)の周方向に沿って形成さ
れており、連通開口部34を介して本体ケース12(掃除機本体26)の内部と連通している。
【００２０】
　清掃部本体31は、平面視で長円形状(楕円形状)に形成されており、その一端側である基
端側に円柱状の回動軸41が下方に向けて突設され、他端側である先端側に下方に向けて開
口した円形状の開口部42が設けられ、この開口部42に扁平な円柱状の旋回部43が回転(旋
回)可能に嵌合している。また、この清掃部本体31の内部には、図示しないが、旋回モー
タ19の駆動力を旋回部43に伝達するギヤなどの伝達部材が収容されている。さらに、この
清掃部本体31の一端部(基端部)には、接続部としてのばね受け部45が突設されており、こ
のばね受け部45には、付勢手段としてのコイルばね46の一端側が保持されている。そして
、この清掃部本体31の他端部(先端部)は、本体ケース12(掃除機本体26)の平面視での外郭
よりも突出しており、かつ、壁部などの障害物Ｗとの接触(衝突)によって、コイルばね46
の付勢に抗して回動軸41を中心に回動して凹部33内へと逃げ、本体ケース12(掃除機本体2
6)の平面視での外郭よりも突出しないようになっている。なお、以下、特記しない限り、
本体ケース12または掃除機本体26の外郭とは、平面視での外郭、すなわち上方または下方
から見た状態での外郭(輪郭)をいうものとする。
【００２１】
　回動軸41は、本体ケース12(掃除機本体26)の下部ケース12a上に設けられた円筒状のボ
ス部である軸受部51に回動可能に軸支されている。したがって、清掃部本体31(サイドブ
ラシ18)は、回動軸41を中心として、この回動軸41の周方向に回動可能となっている。
【００２２】
　開口部42の周縁部には、この開口部42の全体を囲んで円環状のリブ部53が清掃部本体31
の下部に突設されている。このリブ部53の先端(下端)は、本体ケース12の下部ケース12a
の下面と略面一となっている。
【００２３】
　旋回部43は、床面Ｆに対向し、この床面Ｆに対して略平行に回転可能となっている。す
なわち、この旋回部43は、上下方向に沿って回転軸を有している。この旋回部43の外周に
は、ブラシ毛32の基端側がそれぞれ植毛されている。また、この旋回部43の下部は、リブ
部53の先端(下端)と略面一となっている。
【００２４】
　ばね受け部45は、例えば有底円筒状に形成されており、清掃部本体31の一端側の外周か
ら、この一端側の径方向に沿って略水平状に突出している。
【００２５】
　各コイルばね46は、各清掃部本体31をその先端部が本体ケース12(掃除機本体26)の外郭
から突出する方向に向けて付勢するものであり、一端側がばね受け部45に保持され、他端
側が本体ケース12(掃除機本体26)の下部ケース12a上に設けられた保持部としてのばね保
持部55に保持されている。そして、各コイルばね46は、例えば各清掃部本体31が回動軸41
を中心として回動した状態で伸張または圧縮されて荷重を生じさせることで、各清掃部本
体31を付勢するようになっている。
【００２６】
　各ブラシ毛32は、例えば弾性(可撓性)を有する合成樹脂などの部材により線状に形成さ
れており、旋回部43毎に複数ずつ(例えば４つずつ)配置され、この旋回部43の周方向に互
いに略等間隔(等角度)に離間されている。すなわち、これらブラシ毛32は、旋回部43毎に
、この旋回部43の外周から径方向に沿って放射状に配置されている。また、これらブラシ
毛32は、基端側から先端側へと、旋回部43の下方に向けて清掃部本体31から突出するとと
もに、先端側が床面Ｆと接触してこの床面Ｆに沿って変形し、旋回部43の回転(旋回)によ
ってこの旋回部43と一体的に回転して床面Ｆの塵埃を掻き取るようになっている。
【００２７】
　各旋回モータ19は、下方に突出する図示しない回転軸が各清掃部本体31内の伝達部材に
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対して接続されており、各サイドブラシ18を、本体ケース12の幅方向中心側へと、換言す
れば右側のサイドブラシ18を左側へと、左側のサイドブラシ18を右側へと、すなわち各サ
イドブラシ18により塵埃を吸込口24側へと掻き集めるようにそれぞれ回転可能である。さ
らに、これら旋回モータ19は、各サイドブラシ18と一体的に、本体ケース12(掃除機本体2
6)に対して、回動軸41を中心として回動可能に位置している。したがって、各旋回モータ
19の回転軸と各サイドブラシ18の伝達部材との相対的な位置は、回動軸41を中心としたサ
イドブラシ18の回動により変化しないように設定されている。
【００２８】
　測距センサ20は、例えば超音波センサ、赤外線センサ、あるいは画像センサなどの非接
触のセンサであり、例えば本体ケース12の外周の前部ないし両側部に亘って配置され、本
体ケース12の前方の障害物(壁部)および側方の障害物(壁部)などの有無、およびそれらと
本体ケース12との距離などをそれぞれ検出可能となっている。
【００２９】
　制御手段22は、例えばタイマなどの計時手段、メモリなどの記憶手段およびマイコンな
どの制御部を備えており、電動送風機13、各モータ16、各旋回モータ19、測距センサ20、
および、駆動モータ29などと電気的に接続され、測距センサ20による検出結果に基づいて
、電動送風機13および各モータ16などの駆動を制御可能である。
【００３０】
　二次電池23は、制御手段22、電動送風機13、各モータ16、各旋回モータ19、測距センサ
20および駆動モータ29などに給電するものである。この二次電池23は、旋回輪17の両側に
て本体ケース12の下部ケース12aの下面に位置する充電端子57と電気的に接続されており
、例えば室内(部屋)の所定位置などに設置された所定の図示しない充電台に対して充電端
子57が接続されることによって充電可能となっている。
【００３１】
　次に、上記第１の実施形態の動作を説明する。
【００３２】
　電気掃除機11は、例えば制御手段22に予め設定された所定時刻などとなると、電動送風
機13を駆動させ、例えば充電台から掃除を開始する。なお、掃除の開始位置は、電気掃除
機11の走行開始位置、あるいは部屋の出入り口など、任意の場所に設定可能である。
【００３３】
　この電気掃除機11は、制御手段22がモータ16，16を回転駆動させて駆動輪15，15により
床面Ｆ上を自律走行する。このとき、制御手段22は、測距センサ20を介して例えば掃除領
域の周囲を囲む壁部や掃除領域内の障害物などとの距離を検出することで電気掃除機11の
位置や走行状態を監視し、測距センサ20からの検出に対応して、障害物を回避しながら床
面Ｆ上を走行する。
【００３４】
　そして、この電気掃除機11は、電動送風機13の駆動によって発生した負圧が集塵部14を
介して作用した吸込口24により、床面Ｆ上の塵埃を空気とともに吸い込む。このとき、制
御手段22は、必要に応じて、各旋回モータ19を介して各サイドブラシ18を回転させたり、
駆動モータ29を介して回転ブラシ28を駆動させたりする。
【００３５】
　ここで、各サイドブラシ18は、通常の掃除状態では、清掃部本体31の先端部が本体ケー
ス12(掃除機本体26)の外郭よりも外方に突出しているため、この清掃部本体31の先端部に
回動可能に設けられた旋回部43から突出する各ブラシ毛32が、壁などの障害物Ｗの近傍の
床面Ｆまで延び、旋回モータ19によって旋回部43が旋回されることにより、障害物Ｗの近
傍の床面Ｆ上の塵埃を掻き取る(図１(a))。
【００３６】
　また、例えば部屋の隅など、電気掃除機11(掃除機本体26)の前方に障害物Ｗが位置する
ことを測距センサ20が検出した場合には、制御手段22が一方のモータ16により一方の駆動
輪15を前進方向に駆動させるとともに、他方のモータ16により他方の駆動輪15を後進方向
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に駆動させることで、電気掃除機11(掃除機本体26)がその位置で旋回(超信地旋回)するこ
とにより向き(前進方向)を変える。このとき、掃除機本体26が障害物Ｗに接近していると
、掃除機本体26の外郭よりも外方に突出するサイドブラシ18の清掃部本体31の先端部が障
害物に接触(衝突)する。このため、清掃部本体31が回動軸41を中心として凹部33の内部へ
と、すなわち清掃部本体31の先端部が掃除機本体26の外郭よりも外方へと突出しない方向
へと退避するように掃除機本体26の回動方向に対して反対方向に回動することで、この清
掃部本体31が障害物Ｗに引っ掛かって掃除機本体26の旋回を妨げることがない(図１(b))
。そして、障害物Ｗに対して清掃部本体31の先端部が離間されると、コイルばね46の付勢
により、清掃部本体31が中立位置へと復帰回動し、再度掃除機本体26の外郭よりも外方へ
と先端部が突出する。なお、ブラシ毛32は、障害物Ｗとの接触により、掃除機本体26の旋
回方向と反対方向へと屈曲するが、これらブラシ毛32は弾性を有するため、障害物Ｗとの
接触が解除されることで元の状態へと復帰変形する。
【００３７】
　そして、吸込口24から空気とともに吸い込まれた塵埃は、集塵部14により分離および捕
集されるとともに、塵埃が分離された空気は、電動送風機13に吸い込まれ、この電動送風
機13を冷却した後、排気風となって本体ケース12に設けられた図示しない排気口から外部
へと排気される。
【００３８】
　掃除領域の掃除が終了したと判断した場合には、制御手段22は、電気掃除機11を充電台
の位置まで自律走行させ、電動送風機13などを停止させるとともに、充電台に充電端子57
を(物理的および電気的に)接続させてモータ16，16を停止させ、運転を終了して二次電池
23を充電する。
【００３９】
　上述したように、上記第１の実施形態によれば、一部が掃除機本体26の外郭よりも外方
に突出したサイドブラシ18の清掃部本体31が、障害物Ｗとの当接によりこの掃除機本体26
の外郭から突出しない方向へと回動するので、特に掃除機本体26が旋回などによって走行
方向を変える際にはこの旋回方向と反対方向に清掃部本体31が回動して逃げるため、障害
物Ｗに引っ掛かったりすることがなく、サイドブラシ18による掃除機本体26の走行性の低
下を確実に抑制できる。
【００４０】
　なお、上記第１の実施形態において、コイルばね46に代えて、例えば回動軸41を回転方
向に付勢するトーションばねを付勢手段として用いてもよい。
【００４１】
　次に、第２の実施形態を図７および図８を参照して説明する。なお、上記第１の実施形
態と同様の構成および作用については、同一符号を付してその説明を省略する。
【００４２】
　この第２の実施形態は、上記第１の実施形態において、各サイドブラシ18の清掃部本体
31が、本体ケース12(掃除機本体26)に対して、この掃除機本体26の各サイドブラシ18の清
掃部本体31の先端部の位置での接線方向と交差する方向、本実施形態では法線方向に沿っ
て直線的に移動(進退)可能に設けられているものである。
【００４３】
　すなわち、各サイドブラシ18の清掃部本体31は、上記第１の実施形態の回動軸41に代え
て、摺動軸61を一端側(基端側)の下部に備えており、この摺動軸61が、本体ケース12(掃
除機本体26)の下部ケース12a上に直線状に設けられたガイド溝部62に嵌合することでこの
ガイド溝部62に沿って清掃部本体31(サイドブラシ18)が移動可能となっている。
【００４４】
　摺動軸61は、下端部である先端部61aが基端側よりも幅広に形成されている。
【００４５】
　ガイド溝部62は、本体ケース12(掃除機本体26)の径方向に沿って直線状に形成されてお
り、連通開口部34(凹部33)側から本体ケース12(掃除機本体26)の平面視での中央部側へと
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、下部ケース12aの径方向に沿って放射状に延びている。また、ガイド溝部62は、本体ケ
ース12(掃除機本体26)の下部ケース12aの上部から上方へと、互いに平行に突出する一対
の区画壁部63，63と、これら区画壁部63，63の先端部から水平方向へと、互いに接近する
方向に突出する突出部64，64との間に形成されている。すなわち、摺動軸61は、先端部61
aの幅寸法が区画壁部63，63間の距離よりも小さく、かつ、突出部64，64間の距離よりも
大きく設定されていることで、区画壁部63，63間に嵌合するとともに突出部64，64によっ
て上方へと抜け止めされている。なお、ガイド溝部62は、連通開口部34と反対側である一
端側が開口しており、この一端側から摺動軸61の先端部61aをガイド溝部62に摺動させて
嵌合させることが可能である。
【００４６】
　そして、各サイドブラシ18は、通常の掃除状態では、清掃部本体31の先端部が本体ケー
ス12(掃除機本体26)の外郭よりも外方に突出しているため、この清掃部本体31の先端部に
回動可能に設けられた旋回部43から突出する各ブラシ毛32が、壁などの障害物Ｗの近傍の
床面Ｆまで延び、旋回モータ19によって旋回部43が旋回されることにより、障害物Ｗの近
傍の床面Ｆ上の塵埃を掻き取る(図７(a))。
【００４７】
　また、例えば部屋の隅など、電気掃除機11(掃除機本体26)の前方に障害物Ｗが位置する
ことを測距センサ20が検出した場合には、制御手段22が一方のモータ16により一方の駆動
輪15を前進方向に駆動させるとともに、他方のモータ16により他方の駆動輪15を後進方向
に駆動させることで、電気掃除機11(掃除機本体26)がその位置で旋回(超信地旋回)するこ
とにより向き(前進方向)を変える。このとき、掃除機本体26が障害物Ｗに接近していると
、掃除機本体26の外郭よりも外方に突出するサイドブラシ18の清掃部本体31の先端部が障
害物に接触(衝突)する。このため、清掃部本体31が摺動軸61によりガイド溝部62に沿って
凹部33から本体ケース12(掃除機本体26)の内部へと、この本体ケース12(掃除機本体26)の
法線方向に沿って、清掃部本体31の先端部が掃除機本体26の外郭よりも外方へと突出しな
い方向へと退避するように移動することで、この清掃部本体31が障害物Ｗに引っ掛かって
掃除機本体26の旋回を妨げることがない(図７(b))。そして、障害物Ｗに対して清掃部本
体31の先端部が離間されると、コイルばね46の付勢により清掃部本体31が法線方向に沿っ
て復帰するように移動し、再度掃除機本体26の外郭よりも外方へと先端部が突出する。
【００４８】
　このように、第２の実施形態によれば、一部が掃除機本体26の外郭よりも外方に突出し
たサイドブラシ18の清掃部本体31が、障害物Ｗとの当接によりこの掃除機本体26の外郭か
ら突出しない方向へと、掃除機本体26の外郭の接線方向に対して交差(直交)する方向に直
線的に移動するので、サイドブラシ18が障害物Ｗに引っ掛かったりすることがなく、サイ
ドブラシ18による掃除機本体26の走行性の低下を確実に抑制できる。
【００４９】
　次に、第３の実施形態を図９および図１０を参照して説明する。なお、上記各実施形態
と同様の構成および作用については、同一符号を付してその説明を省略する。
【００５０】
　この第３の実施形態は、上記第１の実施形態と第２の実施形態とを組み合わせたもので
ある。すなわち、この第３の実施形態は、各サイドブラシ18の清掃部本体31が、本体ケー
ス12(掃除機本体26)に対して回動可能であるとともに本体ケース12(掃除機本体26)の清掃
部本体31の位置での接線方向に対して交差(直交)する方向に移動可能なものである。
【００５１】
　各サイドブラシ18の清掃部本体31は、回動軸41および摺動軸61に代えて、軸部68を一端
側(基端側)の下部に備えており、この軸部68がガイド溝部62に嵌合することでこのガイド
溝部62内で清掃部本体31(サイドブラシ18)が回動可能であるとともに、このガイド溝部62
に沿って清掃部本体31(サイドブラシ18)が移動可能となっている。
【００５２】
　軸部68は、円柱状に形成された基端部68aと、この基端部68aよりも径大に形成された下
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端部である先端部68bとを一体に備えている。そして、基端部68aが突出部64，64間に位置
し、先端部68bが区画壁部63，63間でガイド溝部62に嵌合していることにより、ガイド溝
部62内で回動可能であるとともにガイド溝部62に沿って移動可能となっている。
【００５３】
　そして、各サイドブラシ18は、通常の掃除状態では、清掃部本体31の先端部が本体ケー
ス12(掃除機本体26)の外郭よりも外方に突出しているため、この清掃部本体31の先端部に
回動可能に設けられた旋回部43から突出する各ブラシ毛32が、壁などの障害物Ｗの近傍の
床面Ｆまで延び、旋回モータ19によって旋回部43が旋回されることにより、障害物Ｗの近
傍の床面Ｆ上の塵埃を掻き取る。
【００５４】
　また、例えば部屋の隅など、電気掃除機11(掃除機本体26)の前方に障害物Ｗが位置する
ことを測距センサ20が検出した場合には、制御手段22が一方のモータ16により一方の駆動
輪15を前進方向に駆動させるとともに、他方のモータ16により他方の駆動輪15を後進方向
に駆動させることで、電気掃除機11(掃除機本体26)がその位置で旋回(超信地旋回)するこ
とにより向き(前進方向)を変える。このとき、掃除機本体26が障害物Ｗに接近していると
、掃除機本体26の外郭よりも外方に突出するサイドブラシ18の清掃部本体31の先端部が障
害物に接触(衝突)する。このため、清掃部本体31が軸部68を中心として凹部33の内部へと
、すなわち清掃部本体31の先端部が掃除機本体26の外郭よりも外方へと突出しない方向へ
と退避するように掃除機本体26の回動方向に対して反対方向に回動する(図９(a))、ある
いは、清掃部本体31が軸部68によりガイド溝部62に沿って凹部33から本体ケース12(掃除
機本体26)の内部へと、この本体ケース12(掃除機本体26)の法線方向に沿って、清掃部本
体31の先端部が掃除機本体26の外郭よりも外方へと突出しない方向へと退避するように移
動する(図９(b))ことで、この清掃部本体31が障害物Ｗに引っ掛かって掃除機本体26の旋
回を妨げることがない。そして、障害物Ｗに対して清掃部本体31の先端部が離間されると
、コイルばね46の付勢により清掃部本体31が中立位置へと復帰回動、あるいは法線方向に
沿って復帰するように移動し、再度掃除機本体26の外郭よりも外方へと先端部が突出する
。
【００５５】
　なお、図９においては、清掃部本体31(サイドブラシ18)の回動と直線的な移動とを別個
に示したが、これらは互いに独立した動作であるため、これらの動作を組み合わせた動作
が可能である。
【００５６】
　このように、第３の実施形態によれば、一部が掃除機本体26の外郭よりも外方に突出し
たサイドブラシ18の清掃部本体31が、障害物Ｗとの当接によりこの掃除機本体26の外郭か
ら突出しない方向へと回動、あるいは、掃除機本体26の外郭の接線方向に対して交差(直
交)する方向に直線的に移動するので、掃除機本体26が旋回などによって走行方向を変え
たりする際でも、サイドブラシ18が回動したり直線的に移動したりして、より効果的に逃
げ、障害物Ｗに引っ掛かったりすることがなく、サイドブラシ18による掃除機本体26の走
行性の低下をより確実に抑制できる。
【００５７】
　なお、上記各実施形態において、サイドブラシ18は、本体ケース12の吸込口24の前方の
一側にのみ配置してもよい。
【００５８】
　また、電動送風機13を備えず、回転ブラシ28により床面Ｆの塵埃を掻き上げて集塵部14
へと集塵する構成とすることも可能である。
【００５９】
　さらに、回転ブラシ28および駆動モータ29を備えず、電動送風機13の吸引力によって塵
埃を吸込口24から吸い込む構成とすることも可能である。
【００６０】
　そして、以上説明した少なくとも１つの実施形態によれば、サイドブラシ18の清掃部本
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突出するブラシ毛32の長さを必要以上に長くすることなく障害物Ｗの近傍の床面Ｆまで掃
除が可能になるとともに、ブラシ毛32が駆動輪15の下部に入り込まず、駆動輪15がブラシ
毛32を誤って踏んでサイドブラシ18の旋回を妨げることがない。しかも、清掃部本体31は
、障害物Ｗとの当接によりこの掃除機本体26の外郭から突出しない方向へと移動するため
、例えば掃除機本体26が旋回などによって走行方向を変える際には清掃部本体31が障害物
Ｗに引っ掛かったりすることがなく、サイドブラシ18による掃除機本体26の走行性の低下
を抑制できる。
【００６１】
　また、ブラシ毛32を設けた旋回部43を床面Ｆに対して略平行に回転可能に清掃部本体31
に設けることで、清掃部本体31が障害物Ｗに接触して掃除機本体26の外郭から突出しない
方向へと回動または移動したときにも、旋回部43によって回転されたブラシ毛32によって
床面Ｆ上の塵埃を掻き取ることができ、障害物Ｗの近傍の床面Ｆをも確実に掃除できる。
【００６２】
　さらに、旋回部43は、清掃部本体31の先端側に下方に向けて開口した開口部42に嵌合し
、清掃部本体31の外縁に露出しないので、清掃部本体31が障害物Ｗに接触した際に旋回部
43が障害物Ｗに接触することがない。このため、旋回部43が確実に保護されるとともに、
回転中の旋回部43が障害物Ｗに接触してブレーキとなって掃除機本体26の走行性を低下さ
せることなどもない。
【００６３】
　なお、清掃部本体31は、障害物Ｗとの接触により掃除機本体26の外郭から突出しない方
向へと回動または移動して逃げれば、掃除機本体26の外郭に対して完全に突出しない位置
まで回動または移動しなくてもよい。すなわち、清掃部本体31は、障害物Ｗとの接触によ
り掃除機本体26の外郭から突出しない方向へと回動または移動した状態で一部が外郭から
突出していてもよい。
【００６４】
　また、ブラシ毛32については、清掃部本体31が障害物Ｗとの接触により掃除機本体26の
外郭から突出しない方向へと回動または移動した状態で掃除機本体26の外郭から突出して
いてもよい。
【００６５】
　本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したも
のであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は、その
他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の
省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や
要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる
。
【符号の説明】
【００６６】
　11　　電気掃除機
　15　　駆動輪
　18　　旋回清掃部としてのサイドブラシ
　26　　掃除機本体
　31　　清掃部本体
　32　　ブラシ毛
　43　　旋回部
　Ｆ　　被掃除面としての床面
　Ｗ　　障害物
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