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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】床掃除の際に、モップ布を高速回転させ、構造
は簡単で、原理の理解は容易であり、各部分のアセンブ
リは着脱可能、交換可能であり、操作が容易で、清掃時
間が節約され、効果は良好で、使用寿命が長い回転可能
な清掃用モップを提供する。
【解決手段】ハンドル、モップ柄、接続ヘッド、電池、
パレット、モータ１２、歯車１５、回動ホイール１６、
軸受１７及び雑巾フレーム１８を含み、モップ柄の一端
にハンドルが接続され、一端にパレットが接続され、接
続ヘッドはモップ柄の下端部位に取り付けられ、電池は
接続ヘッドの内部に配置され、モータ１２はパレットの
真ん中に取り付けられ、歯車１５はモータ１２の一方の
側に取り付けられ、回動ホイール１６はモータ１２の他
方の側に取り付けられ、回動ホイール１６は軸受１７を
介してパレット下端の雑巾フレーム１８に接続される。
【選択図】図１
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　ハンドル、モップ柄、接続ヘッド、電池、パレット、モータ、歯車、回動ホイール、軸
受及び雑巾フレームを含み、前記モップ柄の一端にハンドルが接続され、一端にパレット
が接続され、前記接続ヘッドはモップ柄の下端部位に取り付けられ、前記電池は接続ヘッ
ドの内部に配置され、前記モータはパレットの真ん中に取り付けられ、前記歯車はモータ
の一方の側に取り付けられ、回動ホイールはモータの他方の側に取り付けられ、前記回動
ホイールは軸受を介してパレット下端の雑巾フレームに接続され、歯車はモータの駆動下
で回動ホイールの運転を従動し、軸受を介して接続され、雑巾フレームは回動ホイールに
従動されて高速回転することを特徴とする回転可能な清掃用モップ。
【請求項２】
　当該モップは、バランスカラムを更に含み、バランスカラムの一端はパレット周縁に沿
って離隔してパレット下カバー上に取り付けられ、バランスカラムの他端は回動ホイール
の周縁に係止接続されることを特徴とする請求項１に記載の回転可能な清掃用モップ。
【請求項３】
　当該モップ柄は、連接ロッド及びモップ短ロッドを含み、連接ロッドの両端にそれぞれ
モップ柄の長さを増加させるためのモップ短ロッドが接続され、当該接続方式は抜取可能
式の接続であることを特徴とする請求項１に記載の回転可能な清掃用モップ。
【請求項４】
　当該モップは、電源を制御するスイッチ及び電池を充電する充電プラグを更に含み、前
記電源スイッチはハンドルの前後カバーにより取り囲まれ、前記充電プラグは電池に密着
し、充電プラグは接続ヘッド上の孔内から凸出していることを特徴とする請求項１に記載
の回転可能な清掃用モップ。
【請求項５】
　当該モップは、モップ布を簡便に回転させる可動ヘッドを更に含み、前記可動ヘッドは
接続ヘッドとパレットとの間に取り付けられることを特徴とする請求項１に記載の回転可
能な清掃用モップ。
【請求項６】
　当該モップは、モータ固定フレーム及びモータカバーを更に含み、モータはモータ固定
フレーム上に取り付けられ、モータカバーはモータの上面を被覆し、モータアセンブリ全
体がパレットの真ん中に配置されることを特徴とする請求項１に記載の回転可能な清掃用
モップ。
【請求項７】
　当該モップは、変速タービンを更に含み、増圧用の変速タービンはモータ上に取り付け
られることを特徴とする請求項１に記載の回転可能な清掃用モップ。
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本実用新案は清掃用具分野に関するものであり、特に回転可能な清掃用モップに関する
ものである。
【背景技術】
【０００２】
　人々の生活水準の日増しの改善に伴い、家庭用の清掃用具であるモップは各家庭にとっ
て明らかに不可欠なものとなっている。現有のモップは簡単な１本のモップ柄の底端に若
干の布を巻き付けたものばかりではなく、先進的なモップは３６０度任意に回転すること
ができ、清掃作業がより簡便となり、徹底されるように、どのような隅にも簡単に深く差
し込むことができる。
【０００３】
　しかし、現有の３６０度回転するモップは、清掃時に多くの場合はモップ専用のバケツ
と組み合わせ、足踏み式の脱水装置またはハンドル回転式の脱水装置が使用され、その回
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転機能はいずれも脱水の目的のために設計されており、床掃除の際には依然として普通の
モップと何らの違いもないため、一面の床をきれいに掃除するためには、何度も繰り返し
てモップを移動させなければならず、非常に労力を消費する。同時に、一般のモップはい
ずれも使用寿命があまり長くない。
【考案の概要】
【考案が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記の技術中に存在する不足箇所について、本実用新案ではモップ布を高速回転させる
構造が簡単で、使用寿命が長いモップが提供されている。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記目的を達成するため、本実用新案の回転可能な清掃用モップは、ハンドル、モップ
柄、接続ヘッド、電池、パレット、モータ、歯車、回動ホイール、軸受及び雑巾フレーム
を含み、前記モップ柄の一端にハンドルが接続され、一端にパレットが接続され、前記接
続ヘッドはモップ柄の下端部位に取り付けられ、前記電池は接続ヘッドの内部に配置され
、前記モータはパレットの真ん中に取り付けられ、前記歯車はモータの一方の側に取り付
けられ、回動ホイールはモータの他方の側に取り付けられ、前記回動ホイールは軸受を介
してパレット下端の雑巾フレームに接続され、歯車はモータの駆動下で回動ホイールの運
転を従動し、軸受を介して接続され、雑巾フレームは回動ホイールに従動されて高速運転
する。
【０００６】
　本実用新案に記載の回転可能な清掃用モップは、バランスカラムを更に含み、バランス
カラムの一端はパレット周縁に沿って離隔してパレット下カバー上に取り付けられ、バラ
ンスカラムの他端は回動ホイールの周縁に係止接続される。
【０００７】
　本実用新案に記載の回転可能な清掃用モップにおいて、モップ柄は、連接ロッド及びモ
ップ短ロッドを含み、連接ロッドの両端にそれぞれモップ柄の長さを増加させるためのモ
ップ短ロッドが接続され、当該接続方式は抜取可能式の接続である。
【０００８】
　本実用新案に記載の回転可能な清掃用モップは、電源を制御するスイッチ及び電池を充
電する充電プラグを更に含み、前記電源スイッチはハンドルの前後カバーにより取り囲ま
れ、前記充電プラグは電池に密着し、充電プラグは接続ヘッド上の孔内から凸出している
。
【０００９】
　本実用新案に記載の回転可能な清掃用モップは、モップ布を簡便に回転させる可動ヘッ
ドを更に含み、前記可動ヘッドは接続ヘッドとパレットとの間に取り付けられる。
【００１０】
　本実用新案に記載の回転可能な清掃用モップは、モータ固定フレーム及びモータカバー
を更に含み、モータはモータ固定フレーム上に取り付けられ、モータカバーはモータの上
面を被覆し、モータアセンブリ全体がパレットの真ん中に配置される。
【００１１】
　本実用新案に記載の回転可能な清掃用モップは、変速タービンを更に含み、増圧用の変
速タービンはモータ上に取り付けられる。
【考案の効果】
【００１２】
　本実用新案の有益な効果は以下の通りである。現有技術に比べ、本実用新案が提供する
回転可能な清掃用モップは、スイッチをオンして、モータを回転させ、最終的に雑巾フレ
ームの高速回転を従動することにより、床掃除の際に、モップ布を高速回転させるため、
それにより床掃除は十分に時間が節約され、省力化され、かつ、簡便となる。比較的きれ
いな場所はさっと掃除するだけでよく、比較的汚れた場所には少しの間留まるだけでよく



(4) JP 3200321 U 2015.10.15

10

20

30

40

50

、このようにして床掃除に労力を費やすことなく床は非常にきれいになる。
【００１３】
　更に、本実用新案が提供する回転可能な清掃用モップは、構造が簡単で、原理の理解は
容易であり、各部分のアセンブリは着脱可能、交換可能であるため、モップを使用する家
庭の主婦にとっては絶対的に操作が簡便である。モップの使用寿命から見た場合、各部材
は常に取り外して洗浄することができ、かつ、一部の小さな部品が損壊しても交換する必
要があるだけであり、回転可能な清掃用モップ全体の正常な使用には全く影響がないため
、本実用新案が提供する回転可能な清掃用モップは、操作が容易で、清掃時間が節約され
、効果は良好で、使用寿命が長い。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】回転可能な清掃用モップのパレット部位の分解図である。
【図２】回転可能な清掃用モップのモップ柄部位の分解図である。
【図３】回転可能な清掃用モップのパレット部位の内部構造図である。
【考案を実施するための形態】
【００１５】
　本実用新案をより明確に表現するため、以下においては図面に基づき本実用新案につい
て更に説明する。
【００１６】
　図１～２を参照すると、本実用新案の回転可能な清掃用モップは、ハンドル２０、モッ
プ柄２２、接続ヘッド２３、電池２４、パレット１０、モータ１２、歯車１５、回動ホイ
ール１６、軸受１７及び雑巾フレーム１８を含み、モップ柄２２の一端にハンドル２０が
接続され、一端にパレット１０が接続され、接続ヘッド２３はモップ柄２２の下端部位に
取り付けられ、電池２４は接続ヘッド２３の内部に配置され、モータ１２はパレット１０
の真ん中に取り付けられ、歯車１５はモータ１２の一方の側に取り付けられ、回動ホイー
ル１６はモータ１２の他方の側に取り付けられ、回動ホイール１６は軸受１７を介してパ
レット１０下端の雑巾フレームに接続され、歯車１５はモータ１２の駆動下で回動ホイー
ル１６の運転を従動し、軸受１７を介して接続され、雑巾フレーム１８は回動ホイール１
６に従動されて高速運転する。
【００１７】
　本実用新案が提供する回転可能な清掃用モップについて、その作動原理は以下の通りで
ある。
【００１８】
　接続ヘッド２３内部に電池２４が取り付けられ、ハンドル２０上のスイッチ２１をオン
すると、電池２４が発生する電流がモータ１２を従動して仕事をし、変速タービン１４の
作用下において、歯車１５が運転を開始し、歯車１５の運転が回動ホイール１６の運転を
従動し、回動ホイール１６と雑巾フレーム１８との間が軸受１７により接続されているた
め、回動ホイール１６の運転が雑巾フレーム１８の回転を従動し、雑巾が雑巾フレーム１
８上に嵌装されているため、自動的に回転清掃が実施される。
【００１９】
　現有技術に比べ、本実用新案が提供する回転可能な清掃用モップは、スイッチをオンし
て、モータを起動し、最終的に雑巾フレームの高速回転を従動することにより、床掃除の
際に、モップ布を高速回転させるため、それにより床掃除は十分に時間が節約され、省力
化され、かつ、簡便となる。比較的きれいな場所はさっと掃除するだけでよく、比較的汚
れた場所には少しの間留まるだけでよく、このようにして床掃除に労力を費やすことなく
床は非常にきれいになる。
【００２０】
　更に、本実用新案が提供する回転可能な清掃用モップは、構造が簡単で、原理の理解は
容易であり、各部分のアセンブリは着脱可能、交換可能であるため、モップを使用する家
庭の主婦にとっては絶対的に操作が簡便である。モップの使用寿命から見た場合、各部材
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は常に取り外して洗浄することができ、かつ、一部の小さな部品が損壊しても交換する必
要があるだけであり、回転可能な清掃用モップ全体の正常な使用には全く影響がないため
、本実用新案が提供する回転可能な清掃用モップは、操作が容易で、清掃時間が節約され
、効果は良好で、使用寿命が長い。
【００２１】
　本実施例において、当該回転可能な清掃用モップは、バランスカラム１９を更に含み、
バランスカラム１９の一端はパレット１０周縁に沿って離隔してパレット下カバー１０２
上に取り付けられ、バランスカラム１９の他端は回動ホイール１６の周縁に係止接続され
る。当然、ここにおいてバランスカラム１９は、回動ホイール１６と雑巾フレーム１８と
を運転時に安定かつ平衡状態に到達させるために使用するが、回動ホイール１６と雑巾フ
レーム１８とを安定かつ平衡にする作用を発揮することができるその他の構造設計は、い
ずれも本願の簡単な変形または変換に属しており、本願の保護範囲内にあるものとする。
【００２２】
　本実施例において、当該回転可能な清掃用モップは、そのモップ柄２２が、連接ロッド
２２１及びモップ短ロッド２２２を含み、連接ロッド２２２の両端にそれぞれモップ柄２
２の長さを増加させるためのモップ短ロッド２２１が接続され、当該接続方式は抜取可能
式の接続である。それにより、使用者の必要に応じてモップ柄２２の長さを延長または短
縮することができ、位置の遠近に拘わらずいずれもきれいに清掃することができる。
【００２３】
　本実施例において、当該回転可能な清掃用モップは、電源を制御するスイッチ２１及び
電池２４を充電する充電プラグ２５を更に含み、電源スイッチ２１はハンドル２０の前後
カバーにより取り囲まれ、充電プラグ２５は電池２４に密着し、充電プラグ２５は接続ヘ
ッド２３上の孔内から凸出している。電源スイッチ２１は、回転清掃の操作が容易となる
ように、ハンドル２０上に設置され、充電プラグ２５の設置も充電の実施を簡便なものと
させている。
【００２４】
　本実施例において、当該回転可能な清掃用モップは、モップ布を簡便に回転させる可動
ヘッド２６を更に含み、可動ヘッド２６は接続ヘッド２３とパレット１０との間に取り付
けられる。それによりモップは３６０度任意に回転可能となり、清掃作業がより簡便とな
り、徹底されるように、どのような隅にも簡単に深く差し込むことができる。当然、ここ
において可動ヘッド２３は回転接続材として使用するが、接続後に２つの部材の間で３６
０度回転可能とさせることができるその他の接続材は、いずれも本願の簡単な変形または
変換に属しており、本願の保護範囲内にあるものとする。
【００２５】
　更に図３を参照すると、本実施例において、当該回転可能な清掃用モップは、モータ固
定フレーム１３及びモータカバー１１を更に含み、モータ１２はモータ固定フレーム１３
上に取り付けられ、モータカバー１１はモータ１２の上面を被覆し、モータアセンブリ全
体がパレット１０の真ん中に配置される。モータカバー及びモータ固定フレームの保護作
用下において、モータの運転は何らの干渉も受けず、使用寿命も更に長くなる。
【００２６】
　本実施例において、当該回転可能な清掃用モップは、変速タービン１４を更に含み、増
圧用の変速タービン１４はモータ１２上に取り付けられる。当然、ここにおいては変速タ
ービン１４を使用してモータを増圧するが、当然、モータの増圧作用を発揮することがで
きるその他の構造設計は、いずれも本願の簡単な変形または変換に属しており、本願の保
護範囲内にあるものとする。
【００２７】
　本実用新案の優位性は以下の通りである。
【００２８】
　１．現有技術に比べ、本実用新案が提供する回転可能な清掃用モップは床掃除の際に、
モップ布を高速回転させ、構造は簡単で、原理の理解は容易であり、各部分のアセンブリ
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は良好で、使用寿命が長い。
【００２９】
　２．バランスカラムの設置により、回動ホイールが回転時に上下に揺動しないため、モ
ップは床掃除の際により平衡となりかつ安定する。
【００３０】
　３．使用者の必要に応じてモップ柄の長さを延長または短縮することができ、位置の遠
近に拘わらずいずれもきれいに清掃することができる。
【００３１】
　４．電源スイッチが、回転清掃の操作が容易となるように、ハンドル上に設置され、充
電プラグの設置も充電の実施を簡便なものとさせている。
【００３２】
　５．モップは３６０度任意に回転可能であり、清掃作業がより簡便となり、徹底される
ように、どのような隅にも簡単に深く差し込むことができる。
【００３３】
　６．モータカバー及びモータ固定フレームの保護作用下において、モータの運転は何ら
の干渉も受けず、使用寿命も更に長くなる。
【００３４】
　以上で開示されているのは本実用新案の幾つかの具体的な実施例に過ぎないが、本実用
新案はそれらに限定されるものではなく、当業者であれば想到可能な変化は、いずれも本
実用新案の保護範囲内にあるものとする。
【００３５】
　主な部品番号の説明は以下の通りである。
【符号の説明】
【００３６】
　１０　パレット
　１０１　パレット上カバー
　１０２　パレット下カバー
　１１　モータカバー
　１２　モータ
　１３　モータ固定フレーム
　１４　変速タービン
　１５　歯車
　１６　回動ホイール
　１７　軸受
　１８　雑巾フレーム
　１９　バランスカラム
　２０　ハンドル
　２０１　ハンドル上カバー
　２０２　ハンドル下カバー
　２１　スイッチ
　２２　モップ柄
　２２１　モップ短ロッド
　２２２　連接ロッド
　２３　接続ヘッド
　２４　電池
　２５　充電プラグ
　２６　可動ヘッド
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