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(57)【要約】
【課題】　ラバーコーンを横向きに寝かした状態で、洗
浄ブラシ側を回転させることにより、構造の簡略化と作
業効率を向上することができるラバーコーン洗浄装置の
提供。
【解決手段】　ラバーコーン２を横向きに寝かした状態
でその先端側から差込固定する固定手段３と、ラバーコ
ーン２の傾斜状外周面に当接してラバーコーン２の外周
面に沿って円周方向に回転する回転洗浄ブラシ４と、ラ
バーコーン２の外周面に洗浄水を供給する洗浄水供給手
段５を備える。
【選択図】　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ラバーコーンを横向きに寝かした状態でその先端側から差込固定する固定手段と、ラバ
ーコーンの傾斜状外周面に当接してラバーコーンの外周面に沿って円周方向に回転する回
転洗浄ブラシと、ラバーコーンの外周面に洗浄水を供給する洗浄水供給手段を備えている
ことを特徴とするラバーコーン洗浄装置。
【請求項２】
　請求項１記載のラバーコーン洗浄装置において、
　前記固定手段は、ラバーコーンを横向きに寝かした状態でその先端側から差込んだ時に
ラバーコーンの先端開口部に嵌合する突起部と、ラバーコーンの方形台座部が嵌合する方
形嵌合部と、を備えることを特徴とするラバーコーン洗浄装置。
【請求項３】
　請求項１又は２記載のラバーコーン洗浄装置において、
　前記方形嵌合部には、ラバーコーンの抜け落ちを防止する仮止め手段を備えることを特
徴とするラバーコーン洗浄装置。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか１項に記載のラバーコーン洗浄装置において、
　前記仮止め手段が、方形嵌合部の外周縁部に備えたトグルクランプであり、操作ハンド
ルの回動により方形嵌合部に嵌合したラバーコーンの方形台座裏面を回動アームで押圧す
るように構成されていることを特徴とするラバーコーン洗浄装置。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか１項に記載のラバーコーン洗浄装置において、
　前記回転洗浄ブラシは、ラバーコーンの円周方向に複数備えることを特徴とするラバー
コーン洗浄装置。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれか１項に記載のラバーコーン洗浄装置において
　前記洗浄水供給手段は、前記回転洗浄ブラシの上方からラバーコーンの外周面に向けて
洗浄水を供給するように構成されていることを特徴とするラバーコーン洗浄装置。
【請求項７】
　請求項１～６のいずれか１項に記載のラバーコーン洗浄装置において、
　前記洗浄水には洗剤を含むことを特徴とするラバーコーン洗浄装置。
【請求項８】
　請求項７に記載のラバーコーン洗浄装置において、
　前記洗剤は、前記洗浄水供給手段に備えたノズル孔を有するパイプの途中に備えた重力
式カップ内に収容されていることを特徴とするラバーコーン洗浄装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ラバーコーン洗浄装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ラバーコーン洗浄装置として特許文献１に記載の技術が公知になっている。
　この従来例のラバーコーン洗浄装置は、図６、７に示すように、クリーニング水槽部１
１４と、該クリーニング水槽部１１４の中央部に回転可能に立設されかつ円錐状ラバーコ
ーン１３８を着脱可能に支持するコーン回転軸１２４と、該コーン回転軸１２４に回転自
在に支持されたラバーコーン１３８の円錐状外面に接離自在に当接する洗浄ブラシ１５６
と、該コーン回転軸１２４に支持されたラバーコーン１３８の円錐状外側面に洗浄水を供
給する洗浄水供給手段１６８とを有し、該コーン回転軸１２４にラバーコーン１３８を支
持せしめ、該コーン回転軸１２４を回転させて該ラバーコーン１３８回転させるとともに
洗浄水を回転するラバーコーン１３８の傾斜状外周面に供給しかつ該洗浄ブラシ１５６を
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該ラバーコーン１３８の傾斜状外周面に当接させることによって立設状態のラバーコーン
１３８の傾斜状外周面を洗浄することができるようにしたものであった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０００－１８９９０８号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、従来例のラバーコーン洗浄装置にあっては、ラバーコーン１３８側を垂
直状態に立設固定した状態で回転させる構造であったため、ラバーコーン１３８の傾斜状
外周面に当接させる傾斜状の洗浄ブラシ１５６は、ラバーコーン１３８の着脱時にその都
度洗浄ブラシ１５６の回転支持軸１４８を所定角度回動させる必要があり、このため、構
造が複雑になるとともに、作業工程が増えて洗浄作業の効率が悪いという問題がある。
【０００５】
　本発明の解決しようとする課題は、ラバーコーンを横向きに寝かした状態で、洗浄ブラ
シ側を回転させることにより、構造の簡略化と作業効率を向上することができるラバーコ
ーン洗浄装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するため請求項１記載のラバーコーン洗浄装置は、ラバーコーンを横向
きに寝かした状態でその先端側から差込固定する固定手段と、ラバーコーンの傾斜状外周
面に当接してラバーコーンの外周面に沿って円周方向に回転する回転洗浄ブラシと、ラバ
ーコーンの外周面に洗浄水を供給する洗浄水供給手段を備えていることを特徴とする手段
とした。
【０００７】
　また、請求項２記載のラバーコーン洗浄装置は、請求項１記載のラバーコーン洗浄装置
において、
　前記固定手段は、ラバーコーンを横向きに寝かした状態でその先端側から差込んだ時に
ラバーコーンの先端開口部に嵌合する突起部と、ラバーコーンの方形台座部が嵌合する方
形嵌合部と、を備えることを特徴とする手段とした。
【０００８】
　また、請求項３記載のラバーコーン洗浄装置は、請求項１又は２記載のラバーコーン洗
浄装置において、
　前記方形嵌合部には、ラバーコーンの抜け落ちを防止する仮止め手段を備えることを特
徴とする手段とした。
【０００９】
　また、請求項４記載のラバーコーン洗浄装置は、請求項１～３のいずれか１項に記載の
ラバーコーン洗浄装置において、
　前記仮止め手段が、方形嵌合部の外周縁部に備えたトグルクランプであり、操作ハンド
ルの回動により方形嵌合部に嵌合したラバーコーンの方形台座裏面を回動アームで押圧す
るように構成されていることを特徴とする手段とした。
【００１０】
　また、請求項５記載のラバーコーン洗浄装置は、請求項１～４のいずれか１項に記載の
ラバーコーン洗浄装置において、
　前記回転洗浄ブラシは、ラバーコーンの円周方向に複数備えることを特徴とする手段と
した。
【００１１】
　また、請求項６記載のラバーコーン洗浄装置は、請求項１～５のいずれか１項に記載の
ラバーコーン洗浄装置において
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　前記洗浄水供給手段は、前記回転洗浄ブラシの上方からラバーコーンの外周面に向けて
洗浄水を供給するように構成されていることを特徴とする手段とした。
【００１２】
　また、請求項７記載のラバーコーン洗浄装置は、請求項１～６のいずれか１項に記載の
ラバーコーン洗浄装置において、
　前記洗浄水には洗剤を含むことを特徴とする手段とした。
【００１３】
　また、請求項８記載のラバーコーン洗浄装置は、請求項７に記載のラバーコーン洗浄装
置において、
　前記洗剤は、前記洗浄水供給手段に備えたノズル孔を有するパイプの途中に備えた重力
式カップ内に収容されていることを特徴とする手段とした。
【発明の効果】
【００１４】
　請求項１記載のラバーコーン洗浄装置では、上述のように、ラバーコーンを横向きに寝
かした状態でその先端側から差込固定する固定手段と、ラバーコーンの傾斜状外周面に当
接してラバーコーンの外周面に沿って円周方向に回転する回転洗浄ブラシと、ラバーコー
ンの外周面に洗浄水を供給する洗浄水供給手段を備えた構造とすることで、ラバーコーン
を横向きに寝かした状態で固定手段に差し込み、洗浄水を供給しながら洗浄ブラシ側を回
転させるだけでラバーコーンの外周面を洗浄することができ、洗浄後は固定手段からラバ
ーコーンを抜き取るだけでよいため、作業効率を飛躍的に向上させることができる。
　また、回転洗浄ブラシ側を回転させるのみであるため、構造を簡略化することができる
。
【００１５】
　請求項２記載のラバーコーン洗浄装置では、上述のように、固定手段は、ラバーコーン
を横向きに寝かした状態でその先端側から差込んだ時にラバーコーンの先端開口部に嵌合
する突起部と、ラバーコーンの方形台座部が嵌合する方形嵌合部と、を備えた構造とする
ことで、固定手段にラバーコーンを差し込むだけでラバーコーンを回転不能な状態に固定
することができる。
【００１６】
　請求項３記載のラバーコーン洗浄装置では、上述のように、方形嵌合部には、ラバーコ
ーンの抜け落ちを防止する仮止め手段を備えることで、手で押さえておく必要がなく、ラ
バーコーンの抜け落ちを防止することができる。
【００１７】
　請求項４記載のラバーコーン洗浄装置では、上述のように、仮止め手段が、方形嵌合部
の外周縁部に備えたトグルクランプであり、操作ハンドルの回動により方形嵌合部に嵌合
されたラバーコーンの方形台座部の裏面を回動アームで押圧するように構成されることに
より、ラバーコーンの仮止め及び解除操作を操作ハンドルの回動操作のみで簡単かつ確実
に行うことができる。
【００１８】
　請求項５記載のラバーコーン洗浄装置では、上述のように、回転洗浄ブラシは、ラバー
コーンの円周方向に複数備えることで、回転洗浄ブラシの少ない回転でラバーコーンの洗
浄を短時間で終了させることができる。
【００１９】
　請求項６記載のラバーコーン洗浄装置では、上述のように、洗浄水供給手段は、前記回
転洗浄ブラシの上方からラバーコーンの外周面に向けて洗浄水を供給するように構成され
ることで、横向きに差し込まれたラバーコーンの外周面を効率的に洗浄することができる
。
【００２０】
　請求項７記載のラバーコーン洗浄装置では、上述のように、洗浄水には洗剤を含むこと
で、油汚れ等を効率よく落とすことができる。
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【００２１】
　請求項８記載のラバーコーン洗浄装置では、上述のように、洗剤は、洗浄水供給手段に
備えたノズル孔を有するパイプの途中に備えた重力式カップ内に収容されることで、パイ
プ内を流れる洗浄水の流れに応じて重力式カップ内に収容された洗剤がパイプ内に落下し
て洗浄水に混合される。
　従って、重力式カップ内に洗剤を収容しておくだけで、洗浄水に適量の洗剤を混合させ
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】実施例１のラバーコーン洗浄装置を示す正面図である。
【図２】図１のＡ矢視図である。
【図３】図１のＢ矢視図である。
【図４】図１のＣ矢視図である。
【図５】洗浄水供給装置の一部切欠拡大図である。
【図６】従来例のラバーコーン洗浄機を示す全体斜視図である。
【図７】従来例の洗浄ブラシの作動を示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下にこの発明の実施例を図面に基づいて説明する。
【実施例１】
【００２４】
　まず、この実施例１のラバーコーン洗浄装置を図面に基づいて説明する。
【００２５】
　このラバーコーン洗浄装置は、図１～５に示すように、架台１と、ラバーコーン２を横
向きに寝かした状態でその先端側から差込固定する固定手段３と、ラバーコーン２の傾斜
状外周面に当接してラバーコーン２の外周面に沿って円周方向に回転する回転洗浄ブラシ
４と、ラバーコーン２外周面に洗浄水を供給する洗浄水供給手段５を主な構成として備え
ている。
【００２６】
　さらに詳述すると、前記固定手段３のフレーム３１は、架台１に対し、傾斜状に固定さ
れていて、二点鎖線で示すようにラバーコーン２を横向きに寝かした状態でその先端側か
ら横向きに差込んだ時にラバーコーン２の先端開口部２２に嵌合する突起部３２と、ラバ
ーコーン２の方形台座２１が嵌合する方形嵌合部３３と、を備えている。この方形嵌合部
３３に方形台座２１が嵌合することで、ラバーコーン２の回転が阻止された状態にセット
される。
【００２７】
　また、前記方形嵌合部３２には、ラバーコーン２の抜け落ちを防止する仮止め手段６と
して、２個のトグルクランプ６１が用いられて入る。
　このトグルクランプ６１は、方形嵌合部３２の左右外周縁部に固定され、操作ハンドル
６１ａの回動により方形嵌合部３２に嵌合したラバーコーン２の台座裏面２１を回動アー
ム６１ｂで押圧することにより仮止めするように構成されている。
【００２８】
　また、前記回転洗浄ブラシ４は、ピロー形ユニット４１により前記突起部３２の基端軸
部３２ａを中心に回転する３本の枠体４２に備えられ、スプロケット４３及びチェーン４
４を介してギヤードモータ４５の回転が枠体４２に伝達され、回転洗浄ブラシ４がラバー
コーン２の外周面に沿って円周方向に回転する。
　なお、この回転洗浄ブラシ４は、この実施例１では、枠体４２に対しラバーコーン２の
円周方向に３つ備えている。
【００２９】
　また、前記洗浄水供給手段５は、前記回転洗浄ブラシ４の上方からラバーコーン２の外
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周面に向けて洗浄水を供給するもので、複数のノズル孔５１を有するパイプ５２の途中に
は、パイプ５２内に洗剤を自然落下させる重力式カップ５３を備えている。なお、図にお
いて５４は開閉コック、５５は洗浄水供給パイプを示す。
【００３０】
　次に、この実施例１の作用を説明する。
　この実施例１のラバーコーン洗浄装置では、上述のように構成されるため、先ず、図１
、２に示すように、架台１に対し、傾斜状に固定された固定手段３のフレーム３１内に、
一点鎖線で示すラバーコーン２を横向きに寝かした状態でその先端側から横向きに差込む
と、ラバーコーン２の先端開口部２２が突起部３２に嵌合すると同時に、ラバーコーン２
の方形台座２１が方形嵌合部３３に嵌合することで、ラバーコーン２の回転が阻止された
状態にセットされる。
　次に、方形嵌合部３２の左右外周縁部に固定された２個のトグルクランプ６１の操作ハ
ンドル６１ａをそれぞれ内側に回動させることにより、ラバーコーン２の台座裏面２１が
回動アーム６１ｂにより押圧され、これにより、ラバーコーン２の抜け落ちが防止された
状態になる。
　次に、洗浄水供給手段５の開閉コック５４を開けて回転洗浄ブラシ４の上方からラバー
コーン２の外周面に向けて洗浄水を供給しながら、ギヤードモータ４５を起動させて回転
洗浄ブラシ４を回転させることにより、ラバーコーン２の外周面が洗浄される。
【００３１】
　次に、この実施例１の効果を説明する。
【００３２】
　この実施例１のラバーコーン洗浄装置では、上述のように、ラバーコーン２を横向きに
寝かした状態でその先端側から差込固定する固定手段３と、ラバーコーン２の傾斜状外周
面に当接してラバーコーン２の外周面に沿って円周方向に回転する回転洗浄ブラシ４と、
ラバーコーン２の外周面に洗浄水を供給する洗浄水供給手段５を備えた構造とすることで
、ラバーコーン２を横向きに寝かした状態で固定手段３に差し込み、洗浄水を供給しなが
ら洗浄ブラシ４側を回転させるだけでラバーコーン２の外周面を洗浄することができ、洗
浄後は固定手段３からラバーコーン２を抜き取るだけでよいため、作業効率を飛躍的に向
上させることができる。
　また、回転洗浄ブラシ４側を回転させるのみであるため、構造を簡略化することができ
る。
【００３３】
　また、固定手段３は、ラバーコーン２を横向きに寝かした状態でその先端側から差込ん
だ時にラバーコーン２の先端開口部に嵌合する突起部３２と、ラバーコーン２の方形台座
部２１が嵌合する方形嵌合部３３と、を備えた構造とすることで、固定手段３にラバーコ
ーン２を差し込むだけでラバーコーン２を回転不能な状態に固定することができる。
【００３４】
　また、方形嵌合部３３には、ラバーコーン２の抜け落ちを防止する仮止め手段６を備え
ることで、手で押さえておく必要がなく、ラバーコーン２の抜け落ちを防止することがで
きる。
【００３５】
　また、仮止め手段６が、方形嵌合部３３の外周縁部に備えたトグルクランプ６１であり
、操作ハンドル６１ａの回動により方形嵌合部３３に嵌合されたラバーコーン２の方形台
座部２１の裏面を回動アーム６１Ｂｂで押圧するように構成されることにより、ラバーコ
ーン２の仮止め及び解除操作を操作ハンドル６１ａの回動操作のみで簡単かつ確実に行う
ことができる。
【００３６】
　また、回転洗浄ブラシ４は、ラバーコーン２の円周方向に複数備えることで、回転洗浄
ブラシ４の少ない回転でラバーコーン２の洗浄を短時間で終了させることができる。
【００３７】
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　また、洗浄水供給手段５は、回転洗浄ブラシ４の上方からラバーコーン２の外周面に向
けて洗浄水を供給するように構成されることで、横向きに差し込まれたラバーコーン２の
外周面を効率的に洗浄することができる。
【００３８】
　また、洗浄水には洗剤を含むことで、油汚れ等を効率よく落とすことができる。
【００３９】
　また、洗剤は、洗浄水供給手段５に備えたノズル孔５１を有するパイプ５２の途中に備
えた重力式カップ５３内に収容されることで、パイプ５２内を流れる洗浄水の流れに応じ
て重力式カップ５３内に収容された洗剤がパイプ５２内に落下して洗浄水に混合される。
　従って、重力式カップ５３内に洗剤を収容しておくだけで、洗浄水に適量の洗剤を混合
させることができる。
【００４０】
　以上本実施例を説明してきたが、本発明は上述の実施例に限られるものではなく、本発
明の要旨を逸脱しない範囲の設計変更等があっても、本発明に含まれる。
【００４１】
　例えば、実施例では、固定手段として、トグルクランプを例にとって説明したが、方形
嵌合部にラバーコーンの方形台座部を嵌合した状態を仮止め可能であれば公知の全ての手
段を用いることができる。
【００４２】
　また、実施例では、回転洗浄ブラシの数が３つの場合を例にとって説明したが、その本
数は任意である。
【符号の説明】
【００４３】
　　１　架台
　　２　ラバーコーン
　２１　方形台座部
　２２　先端開口部
　　３　固定手段
　３１　フレーム
　３２　突起部
３２ａ　基端軸部
　３３　方形嵌合部
　　４　回転洗浄ブラシ
　４１　ピロー形ユニット
　４２　枠体
　４３　スプロケット
　４４　チェーン
　４５　ギヤードモータ
　　５　洗浄水供給手段
　５１　ノズル孔
　５２　パイプ
　５３　重力式カップ
　５４　開閉コック
　５５　洗浄水供給ホース
　　６　仮止め手段
　６１　トグルクランプ
６１ａ　操作ハンドル
６１ｂ　回動アーム
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