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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
  掃除機の吸込み口近傍で駆動体により回転自在に形成されるサイドブラシにおいて、前
記サイドブラシは、基台と、該基台に後端部が固着され先端部が被清掃面に所定圧で接触
する複数のブラシ片で形成されたブラシ部、及び該ブラシ部の少なくとも先端部と後端部
とが露出するよう被覆したチューブにより成る弾性体、によって形成されたブラシ体と、
で構成したことを特徴とする掃除機用サイドブラシ。
【請求項２】
  ブラシ体の長手方向の軸芯は、基台の回転中心に対し、非通過としたことを特徴とする
請求項１に記載の掃除機用サイドブラシ。
【請求項３】
  ブラシ体の長手方向の軸芯を湾曲状に形成したことを特徴とする請求項１または２に記
載の掃除機用サイドブラシ。
【請求項４】
  ブラシ部の先端部を複数に切り裂き、先割れ部を形成したことを特徴とする請求項１～
請求項３のいずれか１項に記載の掃除機用サイドブラシ。
【請求項５】
  形状が直線状と湾曲状の異なったブラシ体を、基台の外周に略等間隔で外方に向け放射
状にそれぞれ設けたことを特徴とする請求項１～請求項４のいずれか１項に記載の掃除機
用サイドブラシ。



(2) JP 6267515 B2 2018.1.24

10

20

30

40

50

【請求項６】
  被清掃面上を自在に移動させるための駆動源を走行輪の一部に連結させてなる駆動輪と
、請求項１～請求項５のいずれか１項に記載の掃除機用サイドブラシと、を備えたことを
特徴とする自走式掃除機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、掃除機本体の外方に回転自在なサイドブラシを突出させ、被清掃面上の塵埃
を広範囲に効率よく清掃するための掃除機用サイドブラシの改良に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、一般的な掃除機においては、本体の底面に幅広の吸込み口を有し、該吸込み口よ
り被清掃面の塵埃を吸引捕集していたが、本体の両サイド側は、吸込み口が形成されて無
いために、塵埃捕集が困難であった。そこで、本体の両サイドに回転自在なサイドブラシ
を設けることで、本体の側面近傍の塵埃を吸込み口に送り込み捕集するような、サイドブ
ラシ付き掃除機が開示されている。（例えば、特許文献１、特許文献２、参照）
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００６－３１４６６９号公報
【特許文献２】実用新案登録第３１８２８２８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、上記特許文献１に記載の自走式掃除機では、サイドブラシ（回転ブラシ）に取
り付けられた複数のブラシ片（ブラシ毛）は、回転時に生じる遠心力による浮き上がりや
、被清掃面の凹凸に接触した場合に、それぞれのブラシ片が、バラバラの行動となり易く
、特に、被清掃面にこびり付いたような塵埃等の場合は、各ブラシ片が、その弾性力によ
り連続的に衝撃を加え、被清掃面から剥離させる力が必要となるが、各ブラシ片（ブラシ
毛）は、一体的な回転運動ができないために、こびりついた塵埃を掃き飛ばす剥離力が弱
くなり易い。さらに、繰り返し長期間使用していると、各ブラシ片には、疲労等による永
久変形等も生じ易く、被清掃面に付着する塵埃を、回転に伴うその弾性力で確実に掃き飛
ばす力が減少し易い。
【０００５】
　また、特許文献２に記載の自走式掃除機では、サイドブラシは、本体と、この本体の外
周部に、下向きかつ斜めに等間隔で延長された四つの脚と、これらの脚に一直線状に伸び
るブラシで構成されている。このため、被清掃面の段差等の清掃の場合に、脚も段差等に
衝突することも生じやすく、脚の変形や破損、また、被清掃面の段差の傷等も生じやすい
。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記従来の課題を解決する為に、請求項１の発明は、掃除機の吸込み口近傍で駆動体に
より回転自在に形成されるサイドブラシにおいて、前記サイドブラシは、基台と、該基台
に後端部が固着され先端部が被清掃面に所定圧で接触する複数のブラシ片で形成されたブ
ラシ部、及び該ブラシ部の少なくとも先端部と後端部とが露出するよう被覆したチューブ
により成る弾性体、によって形成されたブラシ体と、で構成したことを特徴としている。
これにより、ブラシ部は、先端部と、後端部以外を、弾性を有するチューブにより成る弾
性体で覆うことにより、各ブラシ片は一束となり、その回転時において、遠心力や被清掃
面への衝突力等により、各ブラシ片がバラバラになることなく一体化でき、回転力は、確
実に先端部に伝わり、各ブラシ片は、塵埃を被清掃面から剥離させ掃き飛ばし、吸込み口
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に移動させることができる。また、ブラシ部に弾性体の弾性力も加わり、弾性力もアップ
することで、塵埃を掃き飛ばした後も、素早く復帰でき、次の塵埃を掃き飛ばすことが可
能となる。さらに、被清掃面の回転清掃時において、ブラシ体が凹凸床面や敷居等の段差
等に衝突しても、弾性体がブラシ部を保護するので、傷や破損等が生じにくく、長寿命化
も期待でき、被清掃面の清掃効率の低下を防止することもできる。
【０００７】
　請求項２の発明は、ブラシ体の長手方向の軸芯は、基台の回転中心に対し、非通過とし
たことを特徴としている。これにより、ブラシ体の長手方向の軸芯が基台の回転中心を通
過する構造の場合に比べ壁面や段差面に接触する、先端部の入射角度は鋭角状となり、壁
面等にソフトに接触することができる。これにより、壁面等の損傷緩和やブラシ部の摩耗
の低減、さらには、弾性体も摩耗が緩和されるので、各ブラシ片の結束を長期間保持する
ことができる。
【０００８】
　請求項３の発明は、ブラシ体の長手方向の軸芯を湾曲状に形成したことを特徴としてい
る。これにより、湾曲状の中心が、空中側にあるよう基台に形成した場合は、ブラシ部の
先端部は被清掃面に対し鋭角状に接触することで、その接触幅すなわち、清掃幅を大きく
することができる。したがって、広範囲に被清掃面の清掃が可能となり、清掃時間の短縮
に役立つことができる。また、湾曲状の中心が、前記とは逆、すなわち被清掃面側にある
よう基台に形成した場合は、被清掃面に対し先端部が鈍角状に接触するので、特に、被清
掃面に、こびり付いているような塵埃に対しては、先端部の端面が直接塵埃に接触するこ
とができるので、その剥離力を向上させることが期待できる。このように必要に応じて、
ブラシ体の取付方向は自在である。
【０００９】
　請求項４の発明は、ブラシ部の先端部を複数に切り裂き、先割れ部を形成したことを特
徴としている。これにより被清掃面と接触する各ブラシ片の先端部は、細く多数形成され
ているために、細塵にも確実に接触でき、被清掃面から掃き飛ばし、吸込み口に移動させ
ることが可能となる。また、ブラシ片の線径は大径化が可能となり、ブラシ片の数を減ら
すことができるので、ブラシ部の強度アップは基より、弾性力も低下することなく、ブラ
シ片を弾性体で覆う作業も容易となる。
【００１０】
　請求項５の発明は、形状が直線状と湾曲状の異なったブラシ体を、基台の外周に略等間
隔で外方に向け放射状にそれぞれ設けたことを特徴としている。これにより、ブラシ部の
先端部は、被清掃面に対し、それぞれ、鋭角状態と鈍角状態で接触する。これにより、鈍
角状態で、被清掃面に接触するブラシ部は、特に、被清掃面にこびりついたような塵埃に
対し、鈍角で衝突することで、鋭角状に衝突するブラシ部に比べ、ブラシ部は浮き上がり
が少なく、その回転接触力を弱めることなく強い力で剥離させることができる。また、被
清掃面上に堆積している比較的軽い綿ゴミ等の塵埃は、鋭角状に接触するブラシ部で掃く
ように飛ばすことができる。このように、被清掃面上の各種塵埃を、それぞれのブラシ体
が回転しながら、交互に連続的に確実に清掃することができる。
【００１１】
　請求項６の発明は、複数の走行輪の一部に、被清掃面上を自在に移動させるための駆動
源を連結させてなる駆動輪を備えたことを特徴とする自走式掃除機である。これにより、
本体の外方にその一部が露出するサイドブラシを備えたことで、清掃する部屋を、人手を
借りず自在に自走しながら清掃することもでき、本体の外方まで広範囲に塵埃の取り残し
等なく、確実に清掃が可能となる。
【発明の効果】
【００１２】
　請求項１の発明では、ブラシ体が、複数のブラシ片より成るブラシ部と、被清掃面に接
触する先端部を除く部分を弾性体により被覆され一体化されているので、特に、凹凸のあ
る被清掃面や、毛足の長い絨毯等で、その回転時すなわち清掃時において、ブラシ体に被



(4) JP 6267515 B2 2018.1.24

10

20

30

40

50

清掃面からの抵抗負荷が掛かっても、各ブラシ片は、バラバラにならなく、ブラシ部は基
より弾性体の弾性力や復元力をも活用することができるので、極端に変形することなく、
かつ清掃後も素早く回復でき、清掃効率の低下を防止することができる。さらに、弾性体
がブラシ部を覆っているので、ブラシ体の回転時に、床面の段差等に衝突しても、ブラシ
部の傷付等の防止の役目も果たすことができる。また、請求項２の発明では、先端部が壁
面や段差面に接触する際の入射角度を鋭角状とするので、ブラシ体は壁面等にソフトに接
触することができ、壁面や段差面の損傷等を緩和ができ、なおも各ブラシ片の摩耗をも少
なくすることができ、長寿命化にも役立つ。さらに、壁面とブラシ体の接触面積も多くな
り、隅部の塵埃を確実に掃くことができる。また、請求項３の発明では、ブラシ体を湾曲
状に形成することで、被清掃面での塵埃の付着状況に応じて、組み立て時に基台への取り
付けを変更することができるので、幅広い用途に対応が可能となる。なお、被清掃面の状
況に応じて、使用者が、異なったブラシ体を有するサイドブラシを交換することも可能で
ある。
【００１３】
　請求項４の発明では、ブラシ部の先端部を複数に切り裂き、先割れ部を形成したので、
先端部は細分化される。この結果、先割れ部は細塵に確実に接触して、細塵を確実に掃き
飛ばすことができ、細塵捕集効率の向上が図れる。また請求項５の発明では、基台に形状
の異なるブラシ体を設けることにより、被清掃面への接触角度を、それぞれ変えたことで
、被清掃面に付着する各種塵埃に異なった角度から繰り返し接触するので、より確実に塵
埃処理対応を向上させることができる。また、請求項６の発明では、被清掃面を自在に走
行する駆動輪を備えた自走式掃除機に、サイドブラシを取り付けることで、本体の外方ま
で広範囲に効率よく清掃できる。さらに、駆動輪により、使用者の操作力を軽減すること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】図１は、本発明に係る掃除機本体の底面図である。
【図２】図２は、本発明に係る掃除機本体の正面図である。
【図３】図３の（ａ）は、本発明に係るサイドブラシの正面図、（ｂ）は、本発明に係る
サイドブラシの平面図である。
【図４】図４は、本発明に係る他の実施例を示す各駆動体に関するブロック図である。
【図５】図５（ａ）は、本発明に係る他の実施例を示すサイドブラシの底面図、（ｂ）は
、本発明に係るサイドブラシの壁面に接触する状態を示した拡大平面図、（ｃ）は、本発
明に係る一般的なサイドブラシの壁面に接触する状態を示した拡大平面図である。
【図６】図６（ａ）は、本発明に係る他の実施例を示すサイドブラシの縦断面図、（ｂ）
は、本発明の他の実施例を示すサイドブラシの要部拡大取付要領図、（ｃ）は、本発明に
係る他の実施例を示す要部拡大図である。
【図７】図７の（ａ）は、本発明に係る他の実施例を示すブラシ片の正面図である。（ｂ
）は、本発明に係る他の実施例を示すブラシ部を弾性体で覆った状態を示す正面図である
。
【図８】図８（ａ）は、本発明に係る他の実施例を示すサイドブラシの正面図、（ｂ）は
、（ａ）における平面図である。
【図９】図９の（ａ）は、本発明に係る他の実施例を示すブラシ部の側面図である。（ｂ
）は、本発明に係る他の実施例を示すブラシ部を複数の弾性体で覆った状態を示す側面図
である。（ｃ）は、本発明に係る他の実施例を示すサイドブラシの一部切り欠き底面図で
ある。
【図１０】図１０は、本発明に係る他の実施例を示すサイドブラシの要部拡大正面図であ
る。
【図１１】図１１は、本発明に係る他の実施例を示す掃除機の斜視図である。
【図１２】図１２の（ａ）は、本発明に係る他の実施例を示すサイドブラシの正面図、（
ｂ）は、図１２の（ａ）に示す本発明に係る他の実施例を示すサイドブラシの基台とブラ
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シ体の取付要領図である。
【図１３】図１３は、本発明に係る他の実施例を示すブラシ部の斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　図１は、本発明に係る掃除機本体の底面図、図２は本発明に係る掃除機本体の正面図、
図３の（ａ）は本発明に係るサイドブラシの正面図であり、図３の（ｂ）は、本発明に係
るサイドブラシの平面図、図４は、本発明に係る各駆動体に関するブロック図である。
【００１６】
　これらの図に示すように、掃除機本体１の底面２の前面３側の両サイドには、サイドブ
ラシ４、４、が掃除機本体１に収納されたモーター等より成る駆動体５、５により、底面
２の中央部に向けてそれぞれが、回転（図中の矢印方向）自在に設けられている。吸込み
口６は、サイドブラシ４、４より後方で、このサイドブラシ４、４に近接するよう横幅広
に形成されてあり、その内部には清掃用モーター７により回転自在に形成された清掃体８
が収納されている。走行輪９は、底面２に回転自在に複数設けられており、その走行輪９
のうち２個には、走行用モーター１０が連結されており駆動輪１１として、設けられてい
る。なお、この走行輪９の数は必要に応じて、自由であり、もちろん、駆動輪も２個に限
定するものでもないし、掃除機本体１を、使用者が自在に走行操作するようなタイプの掃
除機の場合は、走行輪９のみでも良く、その形態により、走行用モーター１０の取り付け
は自在である。
電動送風機１２は、掃除機本体１に収納されて被清掃面Ｘ上の塵埃を吸込み口６より吸引
するためのものである。吸引された塵埃は、フィルター（図示せず）で捕集される。１３
はマイコン等の電子部品で構成された制御体であり、予め設定されたプログラムにより、
上記各種部品（モーター）を制御運転させるものである、
【００１７】
　サイドブラシ４は、上面に自らの形状による弾性力を利用して掃除機本体１の底面２に
着脱かつ回転自在に取り付けるための保持部１４を有する回転軸１５、下面の外周部に傾
斜面１６を有する略円盤状の基台１７と、傾斜面１６に後端部１８が固着され、被清掃面
囲Ｘに接触するための先端部１９が、掃除機本体１の側面より、直線状に外方に下降傾斜
し突出して、被清掃面Ｘに所定圧力で接触している樹脂線や金属線等から成る弾性を有す
るブラシ片２０が複数形成されたブラシ部２１、先端部１９以外を被覆する弾性力を有す
る熱収縮性チューブより成る弾性体２２とから形成された一直線状のブラシ体２３とによ
り構成されている。ブラシ体２３は、傾斜面１６にその円周方向で等間隔に４個設けられ
ているが、その数や、前記等間隔等は、限定するものではない。なお、熱収縮性チューブ
より成る弾性体２２は、ブラシ部２１を基台１７に固着する前に、ブラシ部２１に被せ、
所定の温度で収縮固定しても、基台１７に固着後、所定の温度で、収縮させても良いもの
である。また、弾性体２２は、熱収縮性チューブでなく、少なくともその外周方向に伸縮
自在の網目状のチューブで、このチューブを外方に広げながら、複数のブラシ片２０を、
その内部に収縮固定しても良いものである。なお、掃除機本体１を稼働させる電源は、特
に図示しないが、コンセントから電源コードを介しても、掃除機本体１に充電池を収納し
、この充電池の電源を使用しても良く、特に限定するものではない。さらにまた、サイド
ブラシ４は回転軸１５を有しているが、本実施の形態以外にも、図示はしないが、掃除機
本体１の下面に、回転軸が一体的に形成されてあり、形成された回転軸にたいして、回転
軸を有しない基台を、掃除機本体１にたいして着脱自在に固定する形態も本発明に含まれ
る。
【００１８】
　このように構成された掃除機本体１を、被清掃面Ｘ上で稼動させると、制御体１３は、
電動送風機１２、サイドブラシ４、清掃体８、および駆動輪１１などを駆動させ、被清掃
面Ｘ上を移動する。この時、サイドブラシ４、４も当然、それぞれ回転を始め、掃除機本
体１の両側面外の塵埃をも、ブラシ体２３の回転により、弾性体２２に覆われていない先
端部１９は自在に変形しながら掃き飛ばし、吸込み口６に強制移動させるので、被清掃面
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Ｘの清掃化が図られる。特に、被清掃面Ｘが、毛足の長い絨毯や、凹凸があるとき、すな
わち、抵抗の多い被清掃面Ｘの場合は、回転するブラシ部２１も相当抵抗を受け、各ブラ
シ片２０の結束が乱れ、バラバラになり易く、塵埃を回転力で掃き飛ばす力が低下したり
、さらに、ブラシ部２１は、その回転時に、絨毯の毛足や、凹凸面に繰り返し衝突して、
変形や傷が生じやすくなったりして、清掃効率の低下を招きやすいが、本発明は、ブラシ
部２１の被清掃面Ｘと接触する先端部１９を除く個所を弾性体２２で被覆しているので、
これらを防止かつ保護することができ、先端部１９を形成する各ブラシ片２０が自在に変
形しながら、確実に塵埃を吸込み口６に向け掃き飛ばすので、清掃効率の低下を防止する
ことができるものである。また、先端部１９を構成する各ブラシ片２０の端面が、直接塵
埃に回転衝突するので、特に床面にこびりついたような塵埃除去には、有効である。
【００１９】
　図５（ａ）は、本発明に係る他の実施例を示すサイドブラシの底面図、図５（ｂ）は、
本発明に係るサイドブラシの壁面に接触する状態を示した拡大平面図、図５（ｃ）は、本
発明に係る一般的なサイドブラシの壁面に接触する状態を示した拡大平面図である。図５
（ａ）及び図５（ｂ）の如く、ブラシ体２３は、４本設け、基台１７の下面の外周部に等
間隔で、基台１７の回転中心Ｅを通過する中心線Ｃから、ブラシ体２３の長手方向の軸芯
Ｄがそれぞれ所定寸法Ｌだけ離れ、基台１７の回転中心Ｅを通らないように構成した。こ
れにより、サイドブラシ４、４の回転時、特に壁面Ｙ近傍の隅部を清掃すると、ブラシ体
２３は、壁面Ｙに接触する。この時、ブラシ体２３の軸芯Ｄが中心線Ｃから所定寸法Ｌだ
け離れていると、壁面Ｙに接触するときの入射角度α１は、図５（ｃ）の如く、ブラシ体
２３の軸芯Ｄと中心線Ｃが同一の場合の壁面Ｙに接触するときの入射角度α２に比べ、小
さくなる。したがって、ブラシ体２３を壁面Ｙにソフトに接触させることができる。これ
により、壁面Ｙとブラシ体２３のキズや損傷等を軽減することができる。
【００２０】
　図６の（ａ）は、本発明に係る他の実施例を示すサイドブラシの縦断面図、（ｂ）は、
図６（ａ）に関連するサイドブラシの要部拡大取付要領図、（ｃ）は、本発明に係る他の
実施例を示すサイドブラシの要部拡大図ある。図６の（ａ）と（ｂ）において、ブラシ部
２１１を弾性体２２１で覆い、加熱して湾曲状に形成したブラシ体２３１を設け、前記湾
曲状の仮想中心が被清掃面Ｘとは逆すなわち空中に位置するように、基台１７１の下面外
周部に等間隔で４か所設けられているブラシ取付穴２４に、接着剤２５を介して固着され
ている。したがって、ブラシ体２３１の湾曲状の中心線は被清掃面Ｘに対し、その角度α
は鋭角状に接触している。このように形成されていることで、ブラシ部２１１の先端部１
９１は、その側面が、被清掃面Ｘと接触し、その接触幅Ｈを大きくすることができるので
、清掃幅も大きく、清掃時間等の短縮に役立つ。特に、軽量の綿ゴミ等の除去に効果を発
する。なお、ブラシ体２３１の湾曲状の形状は、ブラシ体２３１を基台１７１に固着した
後に、高熱等を加えて加工しても良い。
【００２１】
　また、図６の（ｃ）において、ブラシ体２３２の湾曲形状を、その仮想中心が被清掃面
Ｘ側に位置するように、すなわち、ブラシ体２３１とは、逆向きにして基台１７２に取り
付けることで、ブラシ部２１２の先端部１９２は、被清掃面Ｘに対し、ブラシ体２３１に
比べ鈍角状に接触するので、特に、被清掃面Ｘに、こびり付いたような固着した塵埃に対
し、先端部１９２の端面が、直接塵埃に接触するので、塵埃剥離を容易にすることができ
る。このように、被清掃面Ｘへの塵埃付着状況に応じて、ブラシ体２３１と２３２を、組
み立て時に自在に変更ができ、便利である。なお、湾曲状の形状は、Ｌ字状でも良いもの
である。
【００２２】
　図７の（ａ）は、本発明に係る他の実施例を示すブラシ片の正面図で、（ｂ）は、（ａ
）に関連するブラシ体の状態を示す正面図である。ブラシ片２０の先端部１９は、後加工
により複数本に切り裂いた先割れ部２６を形成することで、先割れ部２６は、細棒の集合
体と化す。これにより、被清掃面Ｘの壁際等の隅部に堆積する細塵に接触でき、より確実
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に取り除くことが可能となる。なお、ブラシ片２０の太さは、大きくでき、ブラシ部２１
を構成する各ブラシ片２０の本数は少なくすることができる。すなわち、弾性体２２で各
ブラシ片２０を覆う作業が容易になるので、作業性も向上する。
【００２３】
　図８の（ａ）は、本発明に係る他の実施例を示すサイドブラシの正面図、（ｂ）は、（
ａ）の平面図である。サイドブラシ４４を構成する基台１７２の下面には、その円周方向
で傾斜面１６とブラシ取付穴２４が複数交互に設けられており、傾斜面１６、１６には、
それぞれブラシ体２３とブラシ体２３２が、ブラシ取付穴２４には、ブラシ体２３１がそ
れぞれ取り付けられている。これにより、各ブラシ体２３、２３１、２３２と被清掃面Ｘ
との接触角度は、それぞれ異なることとなり、例えば、ブラシ体２３と被清掃面Ｘとの接
触角γ１は、ブラシ体２３１と被清掃面Ｘとの接触角γ２より大きくなり、被清掃面Ｘに
こびり付いた固い塵埃を、ブラシ体２３１は被清掃面Ｘとの接触距離Ｈも大きくなるので
、綿ゴミ等の比較的軽量ごみを、広範囲に清掃できる。このように、各ブラシ体２３、２
３１、２３２の形状が、一直線状、湾曲状さらに逆湾曲状等に、異なることで、サイドブ
ラシ４を回転させると、被清掃面Ｘ上こびりついたような比較的固い塵埃、あるいは、綿
ゴミ等の軽量ごみ等の各種塵埃を繰り返し、掃き飛ばし清掃できるものである。なお、各
ブラシ体２３、２３１、２３２の基台１７への取り付けの組み合わせは、必要に応じて自
在に変更できるものである。
【００２４】
　図９の（ａ）は、本発明に係る他の実施例を示すブラシ部の側面図、（ｂ）は、（ａ）
に関するブラシ部を複数の弾性体で覆った状態を示す側面図、（ｃ）は、（ｂ）に関する
ブラシ部と弾性体を基台に取り付けた状態を示すサイドブラシの一部切り欠き底面図であ
る。より多くのブラシ片２０より成るブラシ部２１３を複数の分割束にして、この分割束
をそれぞれ弾性体２２、２２で被覆して、複数のブラシ体２３３が形成されている。サイ
ドブラシ４が１回転するごとに、複数のブラシ体２３３が、繰り返し被清掃面Ｘを回転清
掃することが可能となるので、塵埃除去能力を向上させることができる。
【００２５】
　図１０は、本発明に係る他の実施例を示すサイドブラシの要部拡大正面図である。多数
のブラシ片２０より成るブラシ部２１３を複数の分割束にして、この分割束をそれぞれ弾
性体２２、２２で被覆してブラシ体２３３、２３３を形成するが、この時に、複数のブラ
シ体２３３、２３３は、被清掃面Ｘとの接触角度がそれぞれ異なる角度δ１とδ２に形成
する。これにより、サイドブラシ４の回転に伴う被清掃面Ｘとの接触幅は大きくなり、そ
の清掃幅も大きくなり、効率の良い清掃が可能とすることができる。
【００２６】
　図１１は、本発明に係る他の実施例を示す掃除機の斜視図である。掃除機本体１１をハ
ンドル３６で操作する掃除機であり、使用者がハンドル３６を持ち、被清掃面Ｘ上を自在
に操作しながらサイドブラシ４、４を回転させることで、掃除機本体１１の外方をも含め
て、清掃できるものである。このように自走式の掃除機以外にも応用できる。
【００２７】
　図１２の（ａ）は、本発明に係る他の実施例を示すサイドブラシの正面図、（ｂ）は（
ａ）に関するサイドブラシの基台とブラシ体の取付要領図である。弾性体２２は、ブラシ
部２１の先端部１９と後端部１８の所定寸法Ｆを除く箇所、全域を被覆したものである。
所定寸法Ｆは、ブラシ取り付け穴２４の深さｆより大きく形成されている。これにより、
ブラシ部２１の後端部１８をブラシ取り付け穴２４に挿入し、接着剤２５で固定する際、
接着剤２５は、弾性体２２が設けられていない為に、後端部１８を構成する複数のブラシ
片２０の側面からも、内部に浸透されるので、固定面積が増大かつ、各ブラシ片２０どう
しも、確実に固着することができる。なお、ブラシ部２１を被覆する弾性体２２は、弾性
を有する一般的なチューブを用いる場合には、ブラシ部２１の後端部１８側の所定寸法Ｊ
を接着剤等で、ブラシ部２１と固着すると、弾性体２２内のブラシ部２１の先端部１９側
は、接着剤等に固着されてないために、フリー状態となり、より屈曲しやすく、被清掃面
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ともに、被清掃面Ｘに対しソフトに当接して、確実に清掃できるものである。また、後端
部１８は、別部品を介して基台１７に固着しても良いものである。
【００２８】
　図１３は、本発明に係る他の実施例を示すブラシ部の斜視図である。複数本のブラシ片
２０から成るブラシ部２１は、その中央部付近を金属や樹脂等の紐やバンド等から成る締
め具５０にて、予め束ねることで、基台１７に取り付ける際、各ブラシ片２０がバラバラ
になりにくく、作業が容易になるとともに、サイドブラシ４の回転に伴う遠心力や被清掃
面Ｘとの衝突力による、各ブラシ片２０のバラバラになることを防止でき、結束状態を維
持できるので清掃力の低下を防止できる。また、締め具５０は、先端部１９と後端部１８
を除く中央部付近に複数箇所設けても良い。更に、締め具５０の代わりに、接着剤にて各
ブラシ片２０を束ねても良いものである。なお、本発明の主旨を逸脱しない範囲で、本実
施例や、他の実施例との、それぞれの組み合わせは、任意であることは、言うまでもない
ことである。
【産業上の利用可能性】
【００２９】
　本発明の掃除機用サイドブラシは、被清掃面上の塵埃を、回転しながら清掃する為のブ
ラシとして、広く好適に使用することができる。
【符号の説明】
【００３０】
　１、１１　掃除機本体
　２　底面
　３　前面
　４、４４　サイドブラシ
　５　駆動体
　６　吸込み口
　７　清掃用モーター
　８　清掃体
　９　走行輪
　１０　走行用モーター
　１１　駆動輪
　１２　電動送風機
　１３　制御体
　１４　保持部
　１５　回転軸
　１６　傾斜面
　１７、１７１、１７２　基台
　１８　後端部
　１９、１９１、１９２　先端部
　２０　ブラシ片
　２１、２１１、２１２、２１３　ブラシ部
　２２、２２１、２２２　弾性体
　２３、２３１、２３２、２３３　ブラシ体
　２４　ブラシ取付穴
　２５　接着剤
　２６　先割れ部
　３６　ハンドル
　５０　締め具
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