
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　水平回転軸線を中心として回転可能なように支持された回転ブラシと、その回転ブラシ
を回転駆動する駆動装置と、その回転ブラシの回転により掃き上げられた塵芥を収容する
塵芥収容部と、 拭材を被清掃面に対し押圧し得るよう支持する拭材支持底部と、
その拭材支持底部に前記 拭材を支持した状態でその 拭材を着脱可能に固
定する拭材固定部を備えた清掃器具であって、
前記拭材支持底部は前記回転ブラシの側方に設けられ、
前記回転ブラシは、前記拭材支持底部に 拭材を支持して清掃対象面上に当接させ
た状態で、少なくともその回転ブラシの下端部が清掃対象面に接するように支持されてお
り、

前記拭材支持底部に支持された 拭材と前記回転ブラシとを分離する分離部を有す
ることを特徴とする清掃器具。
【請求項２】
　上記 請求項１記載の清掃器具。
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前記駆動装置は、清掃対象面上を転動し得る転動部材の転動により回転ブラシを回転駆動
するものであり、
前記拭材固定部は、前記回転ブラシと拭材支持底部の間又は拭材支持底部のうち回転ブラ
シに近い位置における拭材支持底部よりも上方に、拭材支持底部に支持されるシート状拭
材の回転ブラシ側の端縁部を着脱可能に固定し得るものであり、

シート状

シート状拭材が不織布製のシート状拭材である



【請求項３】
　上記回転ブラシと拭材支持底部の間又は拭材支持底部のうち回転ブラシに近い位置にお
いて下方に開口する回転軸に平行な拭材保持用溝部を有し、その拭材保持用溝部内に拭材
固定部を有する請求項２記載の清掃器具。
【請求項４】
　拭材支持底部の少なくとも一部を構成する支持底部構成部材を有し、その支持底部構成
部材は、回転ブラシの回転軸線に平行な回動軸を有し、その回動軸を中心とする回動によ
り開閉し得、且つ上側に拭材固定部を備えたものであり、支持底部構成部材が閉じた状態
において拭材支持底部が 拭材を被清掃面に対し押圧し得るよう支持するものであ
る請求項１、２又は３記載の清掃器具。
【請求項５】
　上記 である請求項１乃至４の何れ
かに記載の清掃器具。
【請求項６】
　回転ブラシの外周にほぼ沿い、下端縁が清掃対象面に臨む掃上用傾斜面を形成する傾斜
面形成部を、上記分離部の少なくとも一部として有する請求項１乃至 の何れかに記載の
清掃器具。
【請求項７】
　傾斜面形成部が、清掃対象面の凸部に押し上げられて上方動し得、押し上げ解除により
原位置に復帰し得るよう上下動可能に支持された請求項６記載の清掃器具。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、床面等を回転ブラシと拭材により同時に清掃するための清掃器具に関する。
【０００２】
【従来の技術及び発明が解決しようとする課題】
カーペットの清掃を行うための清掃器具として、車輪と、その車輪に連動して水平回転軸
を中心として回転する回転ブラシを設けた清掃器具を、その清掃器具に取り付けた柄を押
して（又は引いて）カーペット上で車輪を転動させつつ走行させ、車輪に連動して回転す
る回転ブラシによりカーペット上の塵芥を掃き上げて清掃器具内の塵芥収容部に収容する
ものがある。
【０００３】
ところが、この種の清掃器具をフローリング、板材、プラスチック材等からなる各種床面
や畳面等の比較的平坦な面の清掃において使用した場合、塵芥を十分に掃き上げることは
困難であり、床面等の上に、塵芥類、特に、微細な塵芥類が残留することが多かった。
【０００４】
一方、各種床面の清掃においては、不織布等の拭材をモップヘッドの下面に取り付けて床
面の拭掃除を行うものがよく用いられている。しかしながら、このような拭材を用いたモ
ップの場合、床面上の比較的大きな塵芥を拭き取る能力には欠ける点があった。
【０００５】
また特開昭６１－３２１２７号公報には、「下面が開口した本体ケース内に、両端部にや
や小径の駆動輪を有した回転ブラシを、前記駆動輪の下部が前記本体ケースの下方から突
出するように回転可能に架設し、前記本体ケース内の前記回転ブラシの後方近傍にゴミを
受け取るダストルーム配設し、さらに前記回転ブラシの後方に近接して、床面に接触する
とともに前記回転ブラシの外周に略沿う形状を有したモップを配設したことを特徴とする
床面掃除機」が開示されている。
【０００６】
この床面掃除機においては、回転ブラシの回転により、その回転ブラシの外周に略沿う形
状を有したモップに沿い床面のゴミが掃き上げられてダストルームに収容され、同時にモ
ップは床面を拭く。掃き上げられなかったゴミは、モップの移動によりモップの先端部に
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集められて停留するので、回転ブラシの回転による継続的な掃き上げ作用により掃き上げ
られてダストルームに収容される。
【０００７】
しかしながら、この床面掃除機のモップは、回転ブラシの外周に略沿う形状であることを
要するため、不織布等のシート状拭材や雑巾等の通常の形態の拭材を用いることができず
、また、モップに接する回転ブラシの回転継続によりモップが損傷して拭材の寿命が短縮
されるものであった。
【０００８】
本発明は、従来技術に存した上記のような課題に鑑み行われたものであって、その目的と
するところは、拭材を耐久性を損なうことなく用いて各種床面や畳面等の清掃を効率的に
且つ確実性高く行い得る清掃器具を提供することにある。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成する本発明の清掃器具は、
水平回転軸線を中心として回転可能なように支持された回転ブラシと、その回転ブラシを
回転駆動する駆動装置と、その回転ブラシの回転により掃き上げられた塵芥を収容する塵
芥収容部と、 拭材を被清掃面に対し押圧し得るよう支持する拭材支持底部と、そ
の拭材支持底部に前記 拭材を支持した状態でその 拭材を着脱可能に固定
する拭材固定部を備えた清掃器具であって、
前記拭材支持底部は前記回転ブラシの側方に設けられ、
前記回転ブラシは、前記拭材支持底部に 拭材を支持して清掃対象面上に当接させ
た状態で、少なくともその回転ブラシの下端部が清掃対象面に接するように支持されてお
り、

前記拭材支持底部に支持された 拭材と前記回転ブラシとを分離する分離部を有す
ることを特徴とする。
【００１０】
　回転ブラシの回転により被清掃面である床面等の比較的大きな塵芥を掃き上げて塵芥収
容部に収容するとほぼ同時に、拭材支持底部に支持した 拭材を床面等に押圧しつ
つ床面等を拭くことができる。これにより、床面等の上の比較的微細な塵芥を拭き取る効
率を低下させ得る比較的大きな塵芥が掃き取られた部分を 拭材により拭くことと
なるので、各種床面や畳面等の清掃を効率的に且つ確実性高く行い得る。 拭材は
、拭材支持底部に支持した状態で拭材固定部に着脱可能に固定されるので随時交換使用し
得、回転ブラシと 拭材は分離部により分離されているので、回転ブラシの回転に
よる 拭材の損傷及び耐久性低下が防がれる。
【００１１】
本発明の清掃器具は、基体に回転ブラシ、駆動装置、塵芥収容部、拭材支持底部、拭材固
定部、及び分離部、並びに柄又は把手等を設けたものとすることができる。基体は、例え
ば略箱形状、又はフレーム状とすることができる。
【００１２】
回転ブラシは、１又は２以上設けることが可能である。例えば、２以上の回転ブラシを平
行に設けることができるほか、２以上の回転ブラシを回転軸線方向に直列的に設けること
もできる。回転ブラシは、塵芥収容部に通じる部分及び清掃対象面に臨む部分を除き周囲
が清掃器具の基体、後記転動部材又はその他の部材により覆われたものとすることができ
る。
【００１３】
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前記駆動装置は、清掃対象面上を転動し得る転動部材の転動により回転ブラシを回転駆動
するものであり、
前記拭材固定部は、前記回転ブラシと拭材支持底部の間又は拭材支持底部のうち回転ブラ
シに近い位置における拭材支持底部よりも上方に、拭材支持底部に支持されるシート状拭
材の回転ブラシ側の端縁部を着脱可能に固定し得るものであり、
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　駆動装置は、例えば、清掃器具に車輪又はローラ等の転動部材を設け、その転動部材と
回転ブラシを同一回転軸上に固定するか又は転動部材と回転ブラシを無端ベルト等の無端
伝動手段や歯車等を用いた伝動機構を介して連動させることにより、前記転動部材を清掃
対象面上で転動させつつ清掃対象面上に清掃器具を走行させた場合に回転ブラシを回転駆
動するものとすることができる。伝動機構を介して連動させる場合、回転ブラシの回転数
（角速度）を転動部材の回転数よりも高めることや、回転ブラシの回転の向きを転動部材
の回転の向きと逆にすることもでき
【００１４】
　転動部材の転動により回転ブラシを駆動する場合の回転ブラシの回転の向きは、回転ブ
ラシの回転軸線に直交する方向において回転ブラシの後方に拭材支持底部が続くように清
掃器具を被清掃面上で走行させたときに、回転ブラシの下部が後方に回転する向きとする
のが好ましく、この場合、転動部材の転動の向きと回転ブラシの回転の向きは一致する。
尤も、回転ブラシの回転の向きを逆向きとすることもでき 、回転ブラシを例えば
拭材支持底部の前後に設けることや、回転ブラシの前後に拭材支持底部を設けることもで
きる。
【００１５】
本発明の清掃器具は、回転により回転ブラシの下部が進む側に、回転ブラシの外周にほぼ
沿い、下端縁が清掃対象面に臨む掃上用傾斜面（曲面又は平面）を形成する傾斜面形成部
（通常の場合、回転ブラシの回転軸線に平行に延びるもの）を有することが好ましい。回
転ブラシの回転により清掃対象面上の塵芥を掃上用傾斜面に沿って確実性高く掃き上げる
ことができるからである。転動部材の転動の向き等により回転ブラシの回転の向きが逆転
し得る場合は、主たる回転［転動部材の転動により回転ブラシが駆動される場合は、回転
ブラシの回転軸線に直交する方向において回転ブラシの後方に拭材支持底部が続くように
清掃器具を清掃対象面上で走行させたときの回転を主たる回転とするのが好ましい。］に
より回転ブラシの下部が進む側にのみ傾斜面形成部を設ければよいが、両側に設けること
もできる。
【００１６】
　このような傾斜面形成部は、清掃対象面の凸部に押し上げられて上方動し得、押し上げ
解除により原位置に復帰し得るよう上下動可能に支持されたものであることが好ましい。
この場合、清掃器具に対し傾斜面形成部が上下動することにより掃上用傾斜面の下端縁が
清掃対象面に臨む状態が可及的に維持されて回転ブラシの回転により清掃対象面上の塵芥
を掃上用傾斜面に沿って確実性高く掃き上げつつ、傾斜面形成部が上下動せず清掃器具に
固定されている場合に清掃対象面の凸部により傾斜面形成部と共に清掃器具が押し上げら
れて回転ブラシ又は拭材支持底部に支持された 拭材が清掃対象面から浮き上がる
ことを防いで清掃効果の低減を防ぐことができる。具体的には例えば、傾斜面形成部の両
端部にそれぞれ少なくとも上下一対の突起部若しくは上下方向突条を設け、清掃器具の基
体に、その上下一対の突起部若しくは上下方向突条と嵌合する略上下方向の案内溝部を設
け、その案内溝部の上下長さを突起部又は突条の上下端距離より長いものとすることによ
り、突起部若しくは突条が案内されて傾斜面形成部が上下動し得るものとすることができ
る。また、突起部若しくは突条を基体に、略上下方向溝部を傾斜面形成部に設けることも
できる。
【００１７】
回転ブラシの回転により掃き上げられた塵芥は、回転による遠心力や、回転ブラシを梳く
ように櫛状部等を設けた場合の櫛状部（回転ブラシに絡まった塵芥等の分離用）等により
、回転ブラシから分離し、塵芥収容部に収容される。
【００１８】
　拭材支持底部は、回転ブラシの側方（すなわち、回転ブラシの回転軸線に直交する方向
の一方、又は両方）に設けられ、 拭材を被清掃面に対し押圧し得るよう支持する
。 不織布製のシート状拭材を、乾拭きで、
或いは水又はその他の液体を用いた湿潤状態で用いることができる。拭材支持底部の底面
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側は、発泡プラスチック、スポンジゴム等のクッション性を有する材料からなるものであ
ることが好ましい。なお、回転ブラシは、拭材支持底部に 拭材を支持して清掃対
象面上に当接させた状態で、少なくともその回転ブラシの下端部が清掃対象面に接するよ
うに回転可能に支持されている。
【００１９】
　拭材固定部は、拭材支持底部に 拭材を支持した状態でその 拭材を着脱
可能に固定するものであり、１箇所又は複数箇所に設けることができる。シート状拭材を
用いる場合、前記拭材支持底部はシート状拭材を被清掃面に対し押圧し得るよう支持し得
るものであり、拭材固定部は、前記拭材支持底部にシート状拭材を支持した状態でそのシ
ート状拭材を着脱可能に固定し得るものであることを要する。
【００２０】
　拭材固定部は、例えば、 拭材を着脱可能に挟圧保持し得るクリップ部、

拭材を保持し得る面ファスナ部、厚さ方向に弾性的にたわみ得る複数の弾性舌片の尖端
部同士の間又は厚さ方向に弾性的にたわみ得る弾性舌片と剛性部の間に保持し得る保持部
、凹部とそれに嵌合する凸部の間に挟圧保持する保持部の凹部又は凸部、好ましくは複数
の剛性尖端部（例えば鋸刃形状部）に引っ掛け保持し得る保持部、粘着剤等による粘着部
、 拭材に設けた粘着部が着脱可能に粘着し得る部分等の１種又は２種以上を、点
状、線状、又は面状に設けることができる。
【００２２】
　不織布製のシート状拭材等のシート状拭材の 拭材の一端縁部を
、拭材支持底部と回転ブラシの間又は拭材支持底部のうち回転ブラシに近い位置に設けた
拭材固定部に固定し、他端縁部を、拭材支持底部のうち回転ブラシから遠い位置又は回転
ブラシの下端部から見て拭材支持底部から逆側に離れた位置（例えば、拭材支持底部より
も遠い上方位置又は拭材支持底部の上方に位置する上面部）に設けた拭材固定部に固定す
るものとすることができる。
【００２３】
　 、回転ブラシと拭材支持底部の
間又は拭材支持底部のうち回転ブラシに近い位置における拭材支持底部よりも上方に、拭
材支持底部に支持される 拭材の回転ブラシ側の端縁部を着脱可能に固定し得る拭
材固定部を有するものとすることが好ましい。このようにすることにより、回転ブラシの
回転軸線に直交する方向において回転ブラシの後方に拭材支持底部が続くように清掃器具
を清掃対象面上で走行させたときに、 前端縁部が清掃対象面との摩擦によ
り捲れて使用不能となることを回避することができる。
【００２４】
　この場合、回転ブラシと拭材支持底部の間又は拭材支持底部のうち回転ブラシに近い位
置において下方に開口する回転軸に平行な拭材保持用溝部を有し、その拭材保持用溝部内
に拭材固定部を有するものとすることができる。この場合の拭材固定部としては、前記例
示の何れを用いることもできる。特に、この拭材保持用溝部に着脱可能に嵌合する拭材保
持用突条部を用いることにより、両者の嵌合時に両者間に 一端縁部を挟圧
保持するものとすることができ、この場合、拭材保持用溝部自体が拭材固定部を構成する
。
【００２５】
　また、前記と逆向きに走行させたとき（回転ブラシの回転軸線に直交する方向において
拭材支持底部の後方に回転ブラシが続くように清掃器具を清掃対象面上で走行させたとき
）に、 他端縁部が清掃対象面との摩擦により捲れて使用不能となることを
回避する上で、他端縁部を回転ブラシの下端部から見て拭材支持底部から逆側に離れた上
方位置に拭材固定部を有するものとすることが好ましい。
【００２６】
　また本発明の清掃器具は、拭材支持底部の少なくとも一部を構成する支持底部構成部材
を有し、その支持底部構成部材が、回転ブラシの回転軸線に平行な回動軸を（好ましくは
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回転ブラシから遠い側に又は近い側に）有し、その回動軸を中心とする回動により開閉し
得、且つ上側に拭材固定部を備えたものであり、支持底部構成部材が閉じた状態において
拭材支持底部が 拭材を被清掃面に対し押圧し得るよう支持し得るものとすること
ができる。支持底部構成部材は、例えば上面を塵芥収容部の底板部により支持されるもの
とすることができる。拭材固定部としては、前記例示の何れを用いることもできる。特に
、前記のような拭材保持用溝部に着脱可能に嵌合する拭材保持用突条部又は拭材保持用突
板部を支持底部構成部材の端部に設けることにより、両者の嵌合時に両者間に

一端縁部を挟圧保持するものとすることができ、この場合、拭材保持用突条部が拭材
固定部を構成する。なお、このような場合に、拭材支持底部の少なくとも一部を構成する
支持底部構成部材の底面部に、更に、粘着剤や弾性舌片等による拭材固定部を設けること
もできる。
【００２７】
　分離部は、拭材支持底部に支持された 拭材と回転ブラシとを分離するためのも
のであり、前記のような傾斜面形成部を、分離部の少なくとも一部として有するものとす
ることが好ましい。より好ましくは、清掃面の凸部に押し上げられて上方動し得、押し上
げ解除により原位置に復帰し得るよう上下動可能に支持された傾斜面形成部である。尤も
、このような傾斜面形成部以外の壁状部、隔壁部、下向き突出の突条部等を分離部とする
こともできる。
【００２８】
【発明の実施の形態】
本発明の実施の形態を、図１乃至図１１を参照しつつ説明する。
【００２９】
図１乃至図６は本発明の清掃器具の一例についての図であって、図１は清掃使用時の清掃
器具の説明断面図、図２は図１の要部拡大図、図３は拭材前縁部取り付け時の清掃器具の
説明断面図、図４は拭材取り付け時の清掃器具の後下方斜視図、図５は拭材後縁部取り付
け時の清掃器具の説明断面図、図６は拭材取り外し及び塵芥排出時の清掃器具の説明断面
図、図７は塵芥排出時の清掃器具の後上方斜視図である。
【００３０】
この清掃器具は、塵芥収容部１０ａ、弾性舌片保持体取付板部１０ｂ、ブラシカバー部１
０ｃ、前立上部１０ｄ、傾斜面形成部１０ｅ、拭材保持用溝部１０ｆを備えた略箱形状の
基体１０に、回転ブラシ１２、駆動車輪１４、開閉蓋１６、支持底部構成部材２０、弾性
舌片保持体２２、及び柄支持体２３を設けたものである。
【００３１】
基体１０の前部（図１における左端部）に位置するブラシカバー部１０ｃの下方に、水平
横方向（図１の平面に垂直な方向）の回転軸１２ａの両端にそれぞれ駆動車輪１４が同軸
状に固定された回転ブラシ１２が、回転軸１２ａの両端部において回転自在に支持されて
いる。回転ブラシ１２の外周包絡面は、駆動車輪１４の外周面よりもやや外周側にはみ出
ている。
【００３２】
傾斜面形成部１０ｅは、その前面が回転ブラシ１２のほぼ全長にわたり後側下部の外周に
ほぼ沿う掃上用傾斜面１０ｅ１を構成し、掃上用傾斜面１０ｅ１の下端縁が清掃対象面２
６に臨む。傾斜面形成部１０ｅは回転ブラシ１２の回転軸１２ａに平行に延びる板状をな
し、側面視において湾曲している。
【００３３】
塵芥収容部１０ａは、基体１０における回転ブラシ１２の後方に位置する箱状部であり、
その前立上部１０ｄの上方部分において回転ブラシ１２の後側上部に通じている。塵芥収
容部１０ａの上方は、前端部に水平方向の回動軸を備えた開閉蓋１６により開閉され、開
閉蓋１６の前下部における、図１に示すように開閉蓋１６が閉じた状態において回転ブラ
シ１２を梳くような位置に、櫛状部１８が設けられている。
【００３４】
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傾斜面形成部１０ｅと前立上部１０ｄの間に、回転ブラシ１２の回転軸１２ａに平行な、
下方に開口する拭材保持用溝部１０ｆが形成されている。
【００３５】
基体１０の後端部には、塵芥収容部１０ａの後部との間に空間部１０ｈを隔てて、垂直板
状の弾性舌片保持体取付板部１０ｂが形成されている。その弾性舌片保持体取付板部１０
ｂの左右部に設けた嵌合孔に、それぞれ弾性舌片保持体２２が嵌合固定されている。弾性
舌片保持体２２は、弾性舌片保持体取付板部１０ｂに平行な楕円板をその中心において６
分割した扇形状をなし、基部が外周部に固定され、尖端部側が厚さ方向に弾性的にたわみ
得る弾性舌片２２ａからなる。
【００３６】
支持底部構成部材２０は、基体１０のほぼ全幅にわたる平板状をなし、下面側の全面にわ
たりクッション部２０ａを有するものであり、後端部における回転ブラシ１２の回転軸線
に平行な回動軸部２０ｃにおいて基体１０の後端下部に連結され、回動軸部２０ｃを中心
とする回動により開閉し得る。支持底部構成部材２０の前端部には拭材保持用突板部２０
ｂが上向きに突設されている。支持底部構成部材２０が閉じた状態において、そのクッシ
ョン部２０ａが拭材支持底部を構成する。支持底部構成部材２０の左右側部に設けた操作
部２０ｄは、操作者の指の滑りを防いで支持底部構成部材２０の開閉操作を容易にするも
のである。
【００３７】
支持底部構成部材２０を開いた状態で方形状（これに限るものではない）をなす不織布製
のシート状拭材２４の前縁部を拭材保持用突板部２０ｂの前側及び後側にわたり覆うよう
にして、図３に矢印で示すように支持底部構成部材２０を回動させて拭材保持用突板部２
０ｂを拭材保持用溝部１０ｆに下方から嵌合固定させることにより、シート状拭材２４の
前縁部が拭材保持用突板部２０ｂと拭材保持用溝部１０ｆの間に挟圧保持される。その後
、図５に示すようにシート状拭材２４の後縁部の左右部を各弾性舌片保持体２２に対し後
方から押し込むことにより、弾性舌片２２ａの尖端部同士の間にシート状拭材２４の後縁
部が保持される。このようにして、図１に示されるように、支持底部構成部材２０の平板
状をなす部分の上面が塵芥収容部１０ａの底面に支持され、支持底部構成部材２０のクッ
ション部２０ａの下側にシート状拭材２４が清掃対象面２６に対し押圧し得るように支持
された状態で、そのシート状拭材２４が清掃器具に固定保持される。なお、例えば弾性舌
片保持体２２を基体１０の上面部に設けることにより、シート状拭材２４の後縁部を清掃
器具の後部上面で固定保持するようにすることもできる。また、図３及び図４における拭
材保持用突板部２０ｂは、前側に突部が設けられた態様が示されており、この突部は、傾
斜面形成部１０ｅの後側面（図３における右側面）に設けた凹部（図示せず）に嵌まり込
むことにより、拭材保持用溝部１０ｆに対する拭材保持用突板部２０ｂの嵌合固定を確実
に使用とするものである。
【００３８】
柄支持体２３は、二股状をなす両端部において基体１０に回動自在に取り付けられ、中央
部に、柄を嵌合固定し得る柄連結部２３ａを備える。
【００３９】
シート状拭材２４を取り付けた清掃器具を清掃対象面２６上に載置すると、シート状拭材
２４が清掃対象面２６に当接し、回転ブラシ１２の下端部が清掃対象面２６に接する。こ
の状態で図１及び図２に矢示するように前進させると、駆動車輪１４が清掃対象面２６上
を転動するに従い、回転ブラシ１２が図１及び２における半時計回りに回転し、回転ブラ
シ１２の回転により清掃対象面２６上の塵芥２８は、傾斜面形成部１０ｅの掃上用傾斜面
１０ｅ１に案内されつつ掃き上げられ、回転ブラシ１２回転による遠心力と、櫛状部１８
により回転ブラシ１２が梳かれることによる回転ブラシ１２から塵芥２８が分離され、回
転ブラシ１２の上部後方に通じる塵芥収容部１０ａに収容される。それとほぼ同時に、支
持底部構成部材２０のクッション部２０ａに支持したシート状拭材２４を清掃対象面２６
に押圧しつつその清掃対象面２６を拭くことができる。これにより、清掃対象面２６の上
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の比較的微細な塵芥２８を拭き取る効率を低下させ得る比較的大きな塵芥２８が掃き取ら
れた部分をシート状拭材２４により拭くこととなるので、清掃対象面２６の清掃を効率的
に且つ確実性高く行い得る。シート状拭材２４は、クッション部２０ａに支持した状態で
着脱可能に固定されるので随時交換使用し得、回転ブラシ１２とシート状拭材２４は傾斜
面形成部１０ｅにより分離されているので、回転ブラシ１２の回転によるシート状拭材２
４の損傷及び耐久性低下が防がれる。
【００４０】
シート状拭材２４を十分に使用した後、図６に矢印で示すように支持底部構成部材２０を
回動させて拭材保持用突板部２０ｂを拭材保持用溝部１０ｆから外すことによりシート状
拭材２４の前縁部の固定保持を解除し、且つシート状拭材２４の後縁部を各弾性舌片保持
体２２から抜き外すことにより、シート状拭材２４を清掃器具から取り外すことができる
。また、図６に示すように開閉蓋１６を開くことにより、塵芥収容部１０ａに収容した塵
芥２８を排出することができる。
【００４１】
図８及び図９は、本発明の清掃器具の別の例についてのものであって、図８は、清掃使用
時の清掃器具の要部拡大説明断面図、図９は、要部拡大説明図である。
【００４２】
この例における傾斜面形成部４０は、両端部にそれぞれ側方突出の上下一対の突起部４０
ａを有し、清掃器具の基体１０に、その上下一対の突起部４０ａと嵌合する略上下方向の
案内溝部１０ｇを設け、案内溝部１０ｇの上下長さを両突起部４０ａの上下端距離より長
くすることにより、案内溝部１０ｇに突起部４０ａが案内されて傾斜面形成部４０が上下
動し得るものである。傾斜面形成部４０は、その前面が回転ブラシ１２のほぼ全長にわた
り後側下部の外周にほぼ沿う掃上用傾斜面４０ｂを構成し、掃上用傾斜面４０ｂの下端縁
が清掃対象面２６に臨む。傾斜面形成部４０は回転ブラシ１２の回転軸１２ａに平行に延
びる板状をなし、側面視において湾曲している。
【００４３】
この傾斜面形成部４０は、清掃対象面２６の凸部２６ａに押し上げられて上方動し得、押
し上げ解除により原位置に復帰し得る。この場合、清掃器具に対し傾斜面形成部４０が上
下動することにより掃上用傾斜面４０ｂの下端縁が清掃対象面２６に臨む状態が可及的に
維持されて回転ブラシ１２の回転により清掃対象面２６上の塵芥２８を掃上用傾斜面４０
ｂに沿って確実性高く掃き上げつつ、傾斜面形成部が上下動せず清掃器具に固定されてい
る場合に清掃対象面２６の凸部２６ａにより傾斜面形成部４０と共に清掃器具が押し上げ
られて回転ブラシ１２又は支持底部構成部材２０のクッション部２０ａに支持されたシー
ト状拭材２４が清掃対象面２６から浮き上がることを防いで清掃効果の低減を防ぐことが
できる。
【００４４】
図１０は、本発明の清掃器具における回転ブラシの別の駆動態様を示す説明図である。こ
の場合、駆動車輪１４の回転軸１４ａと回転ブラシ１２の回転軸１２ａを別個にそれぞれ
回転自在に支持し、駆動車輪１４の回転軸１４ａの径を回転ブラシ１２の回転軸１２ａの
径より大きくすると共に回転軸１４ａと回転軸１２ａに無端ベルト３０を掛け渡すことに
より、両者を連動させて回転ブラシ１２の回転数（角速度）を駆動車輪１４の回転数より
も高めて掃き上げ効率を高めようとするものである。なお、図１０では、駆動車輪１４と
回転ブラシ１２が前後に離隔しているが、駆動車輪１４の半径内に回転ブラシ１２の回転
軸１２ａを位置させることももちろん可能である。
【００４５】
図１１は、本発明の清掃器具における回転ブラシの更に別の駆動態様を示す説明図である
。この場合、駆動車輪１４の外輪部の内周部に歯部１４ｂを設けると共に、回転ブラシ１
２の回転軸１２ａの外周に、歯部１４ｂに噛合する歯部を設け、両者を連動させて回転ブ
ラシ１２の回転数（角速度）を駆動車輪１４の回転数よりも高めて掃き上げ効率を高めよ
うとするものである。
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【００４６】
なお、以上の実施の形態についての記述における上下位置関係は、単に図に基づいた説明
の便宜のためのものであって、実際の使用状態等を限定するものではない。
【００４７】
課題を解決するための手段の項において本発明について述べた例示及び数値範囲を含む説
明は、原則として以上の実施の形態についての記述に適用される。
【００４８】
【発明の効果】
　本発明の清掃器具によれば、回転ブラシにより床面等の比較的大きな塵芥を掃き取ると
ほぼ同時に 拭材により床面等を拭くことにより、床面等の上の比較的微細な塵芥
を拭き取る効率を低下させ得る比較的大きな塵芥が掃き取られた部分を 拭材によ
り拭くこととなるので、各種床面や畳面等の清掃を効率的に且つ確実性高く行い得る。

拭材は、拭材支持底部に支持した状態で拭材固定部に着脱可能に固定されるので随
時交換使用し得、回転ブラシと 拭材は分離部により分離されているので、回転ブ
ラシの回転による 拭材の損傷及び耐久性低下が防がれる。
【図面の簡単な説明】
【図１】清掃使用時の清掃器具の説明断面である。
【図２】図１の要部拡大図である。
【図３】拭材前縁部取り付け時の清掃器具の説明断面図である。
【図４】拭材取り付け時の清掃器具の後下方斜視図である。
【図５】拭材後縁部取り付け時の清掃器具の説明断面図である。
【図６】拭材取り外し及び塵芥排出時の清掃器具の説明断面図である。
【図７】塵芥排出時の清掃器具の後上方斜視図である。
【図８】清掃使用時の清掃器具の要部拡大説明断面図である。
【図９】要部拡大説明図である。
【図１０】回転ブラシの別の駆動態様を示す説明図である。
【図１１】回転ブラシの更に別の駆動態様を示す説明図である。
【符号の説明】
１０　　　基体
１０ａ　　塵芥収容部
１０ｂ　　弾性舌片保持体取付板部
１０ｃ　　ブラシカバー部
１０ｄ　　前立上部
１０ｅ　　傾斜面形成部
１０ｅ１　掃上用傾斜面
１０ｆ　　拭材保持用溝部
１０ｇ　　案内溝部
１０ｈ　　空間部
１２　　　回転ブラシ
１２ａ　　回転軸
１４　　　駆動車輪
１４ａ　　回転軸
１４ｂ　　歯部
１６　　　開閉蓋
１８　　　櫛状部
２０　　　支持底部構成部材
２０ａ　　クッション部
２０ｂ　　拭材保持用突板部
２０ｃ　　回動軸部
２０ｄ　　操作部
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２２　　　弾性舌片保持体
２２ａ　　弾性舌片
２３　　　柄支持体
２３ａ　　柄連結部
２４　　　シート状拭材
２６　　　清掃対象面
２６ａ　　凸部
２８　　　塵芥
３０　　　無端ベルト
４０　　　傾斜面形成部
４０ａ　　突起部
４０ｂ　　掃上用傾斜面
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】
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