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(57)【要約】
【課題】ロボット掃除機の提供。
【解決手段】本発明に係るロボット掃除機は、外形を形
成するメインボディーと、前記メインボディーを移動さ
せる移動手段と、前記メインボディーの一側に配置され
、被掃除面に存在する異物を取り集める掃除モジュール
と、を含み、前記掃除モジュールは、前記メインボディ
ーと連結され、下側が開放されたハウジングと、異物を
収容する空間を形成し、前記ハウジングの下側に着脱さ
れる集塵ケースと、前記ハウジングの内部で配置され、
回転動作により被掃除面に存在する異物を前記集塵ケー
スに送るアジテーターと、を含む。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外形を形成するメインボディーと、
　上側から見て時計回り方向又は反時計回り方向に回転しながら床を水拭き掃除し、前記
メインボディーを移動させる一対のスピンモップと、
　前記一対のスピンモップの前方に配置され、被掃除面に存在する異物を取り集める掃除
モジュールと、を含み、
　前記掃除モジュールは、
　　前記メインボディーと連結され、下側が開放されたハウジングと、
　　異物を収容する空間を形成し、前記ハウジングの下側から着脱される集塵ケースと、
　　前記ハウジングの内部に配置され、回転動作により被掃除面に存在する異物を前記集
塵ケースに送るアジテーターと、を含む、ロボット掃除機。
【請求項２】
　前記ハウジングは、
　　前記集塵ケースをハウジングの内側に固定する固定部材と、
　　前記固定部材に弾性力を加える弾性部材と、
　　前記固定部材に加えられる前記弾性部材による弾性力を解除する押しボタンと、を含
む、請求項１に記載のロボット掃除機。
【請求項３】
　前記押しボタンの移動方向は、前記固定部材の移動方向と垂直に形成され、
　前記押しボタンは、前記固定部材に当接する部分で傾斜面を形成する、請求項２に記載
のロボット掃除機。
【請求項４】
　前記集塵ケースは、
　　前面の一部が開口され、前記ハウジングの内部に挿入されるケースと、
　　前記ケースの上側を開閉する上側カバーと、を含む、請求項１に記載のロボット掃除
機。
【請求項５】
　前記ケースの前面部は、前記アジテーターの外周に対応する形状を有し、一部が開口さ
れる、請求項４に記載のロボット掃除機。
【請求項６】
　前記アジテーターは、
　　被掃除面と平行な回転軸を基準に回転する回転バーと、
　　前記回転バーの外周面に螺旋状に配置される複数のブレードと、を含む、請求項１に
記載のロボット掃除機。
【請求項７】
　前記掃除モジュールに接近する異物を前記アジテーターに案内する中央ガイダーをさら
に含む、請求項１に記載のロボット掃除機。
【請求項８】
　前記掃除モジュールは、同じ回転軸上に一定間隔をおいて配置された一対のアジテータ
ーを含み、
　前記中央ガイダーは、一対のアジテーターの間の前方に配置される、請求項７に記載の
ロボット掃除機。
【請求項９】
　前記アジテーターを駆動させる駆動モーターをさらに含む、請求項１に記載のロボット
掃除機。
【請求項１０】
　前記掃除モジュールは、同じ回転軸上に一定間隔をおいて配置された一対のアジテータ
ーを含み、
　前記駆動モーターは、前記一対のアジテーターの間に配置される、請求項９に記載のロ
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ボット掃除機。
【請求項１１】
　前記駆動モーターの回転力を前記駆動モーターの回転軸と垂直な回転軸を有する一対の
アジテーターに伝達する伝達ギアをさらに含む、請求項１０に記載のロボット掃除機。
【請求項１２】
　前記ハウジングの下部面を被掃除面から一定間隔離隔させるローラをさらに含む、請求
項１に記載のロボット掃除機。
【請求項１３】
　前記ローラは、前記集塵ケースの下部面に配置される、請求項１２に記載のロボット掃
除機。
【請求項１４】
　前記ハウジングは、前記アジテーターと前記集塵ケースが収容される空間を区画するガ
イド部をさらに含み、
　前記ガイド部は、前記アジテーターの外周に対応する形態を有する、請求項１に記載の
ロボット掃除機。
【請求項１５】
　前記ガイド部は、一部が前記ハウジングの下部面の下側に突出する、請求項１４に記載
のロボット掃除機。
【請求項１６】
　前記一対のスピンモップに供給される水を貯蔵する水タンクを含み、
　前記水タンクと前記一対のスピンモップとの間で水が流動する連結流路を形成する、請
求項１に記載のロボット掃除機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ロボット掃除機に関し、より詳細には、被掃除面の異物を掃き集める掃除モ
ジュールを備えたロボット掃除機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、家庭内におけるロボットの使用が漸次拡大する趨勢にある。かかる家庭用ロボッ
トの代表例は、ロボット掃除機である。ロボット掃除機は移動型ロボットであり、一定領
域を自律で走行しつつ、床に積もっているゴミなどの異物を吸引することによって掃除空
間を自動で掃除するか、或いは回転モップを用いて移動すると同時に回転モップで床を拭
く方式で掃除することができる。
【０００３】
　また、ロボット掃除機は、被掃除面である床を掃き掃除の方式で掃除することもできる
が、吸引方式ではなく掃き掃除方式においては、効果的に異物を掃き集め得る回転ブラシ
の形態、異物を保管する集塵ケースの配置、又は集塵ケースの着脱方法が問題になること
がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明が解決しようとする課題は、ロボット掃除機の進行方向に置かれた異物を掃き集
める方式のロボット掃除機を提供することである。
【０００５】
　本発明の他の課題は、異物を取り集める集塵ケースを安定して固定するロボット掃除機
を提供することである。
【０００６】
　本発明のさらに他の課題は、アジテーターを駆動モーターで駆動して異物を取り集める
ロボット掃除機を提供することである。
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【０００７】
　本発明の課題は以上で言及した課題に制限されず、言及していない他の課題は、以下の
記載から、当業者に明確に理解され得るだろう。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記の課題を達成するために、本発明に係るロボット掃除機は、外形を形成するメイン
ボディーと、上側から見て時計回り方向又は反時計回り方向に回転しながら床を水拭き掃
除し、前記メインボディーを移動させる一対のスピンモップと、前記一対のスピンモップ
の前方に配置され、被掃除面に存在する異物を取り集める掃除モジュールと、を含み、前
記掃除モジュールは、前記メインボディーと連結され、下側が開放されたハウジングと、
異物を収容する空間を形成し、前記ハウジングの下側から着脱される集塵ケースと、前記
ハウジングの内部に配置され、回転動作により、被掃除面に存在する異物を前記集塵ケー
スに送るアジテーターと、を含み、アジテーターによって被掃除面の異物を集塵ケースに
送り、集塵ケースはハウジングに容易に着脱可能である。
【０００９】
　本発明に係るロボット掃除機の前記ハウジングは、前記集塵ケースをハウジングの内側
に固定する固定部材と、前記固定部材に弾性力を加える弾性部材と、前記固定部材に加え
られる前記弾性部材による弾性力を解除する押しボタンと、を含み、前記押しボタンの移
動方向は前記固定部材の移動方向と垂直に形成され、前記押しボタンは前記固定部材と当
接する部分で傾斜面を形成して、集塵ケースがハウジングの下側が引き出されることなく
ロボット掃除機を安定して作動させることができる。
【００１０】
　本発明に係るロボット掃除機の集塵ケースは、前面の一部が開口され、前記ハウジング
の内部に挿入されるケースと、前記ケースの上側を開閉する上側カバーとを含み、ケース
の前面部は前記アジテーターの外周に対応する形状を有し、一部が開口されて、アジテー
ターの回転によって移動する異物が集塵ケースに流入し得る。
【００１１】
　本発明に係るロボット掃除機の前記アジテーターは、被掃除面と平行な回転軸を基準に
回転する回転バーと、前記回転バーの外周面に螺旋状に配置される複数のブレードと、を
含み、被掃除面の異物を効果的に除去することができる。
【００１２】
　本発明に係るロボット掃除機は、前記掃除モジュールに接近する異物を前記アジテータ
ーに案内する中央ガイダーをさらに含み、前記掃除モジュールは、同じ回転軸上に一定間
隔をおいて配置された一対のアジテーターを含み、前記中央ガイダーは一対のアジテータ
ーの間の前方に配置され、一対のアジテーターの間の空間に漏れうる異物をアジテーター
に送ることができる。
【００１３】
　本発明に係るロボット掃除機は、前記アジテーターを駆動させる駆動モーターをさらに
含み、前記掃除モジュールは、同じ回転軸上に一定間隔をおいて配置された一対のアジテ
ーターを含み、前記駆動モーターは前記一対のアジテーターの間に配置されて、ハウジン
グの空間を活用し、１つの駆動モーターで２つのアジテーターを動作させることができる
。
【００１４】
　本発明に係るロボット掃除機は、前記駆動モーターの回転力を、前記駆動モーターの回
転軸と垂直な回転軸を有する一対のアジテーターに伝達する伝達ギアをさらに含み、垂直
な方向に回転力を伝達でき、ハウジング内部の空間を活用することができる。
【００１５】
　本発明に係るロボット掃除機の前記ハウジングは、前記アジテーターと前記集塵ケース
が収容される空間を区画するガイド部をさらに含み、前記ガイド部は前記アジテーターの
外周に対応する形態を有し、異物を集塵ケースに案内することができる。
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【００１６】
　前記ガイド部は、一部が前記ハウジングの下部面の下側に突出し、アジテーターの回転
動作によって後方に移動する異物が集塵ケース内に移動するようにする。
【００１７】
　その他実施例の具体的な事項は詳細な説明及び図面に含まれている。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明のロボット掃除機によれば、次のような効果が１つ或いはそれ以上ある。
【００１９】
　第一に、本発明のロボット掃除機は、アジテーターで被掃除面の異物を掃き集め、異物
を収容する集塵ケースをハウジングの下部に着脱可能に配置し、ハウジングに固定構造を
形成することによって、異物を安定的に除去し排出できる長所がある。
【００２０】
　第二に、本発明のロボット掃除機は、アジテーターのブレードが回転バーの外周に螺旋
状に配置され、異物収集をより容易に行える長所もある。
【００２１】
　第三に、本発明のロボット掃除機は、アジテーターを駆動モーターを用いて動作させて
、被掃除面の異物を効果的に除去できる長所もある。
【００２２】
　本発明の効果は以上で言及した効果に制限されず、言及していない他の効果は、請求の
範囲の記載から、当業者に明確に理解され得るだろう。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明の一実施例によるロボット掃除機の斜視図である。
【図２】図１の底面斜視図である。
【図３】図１の側面図である。
【図４】図１の正面図である。
【図５】図１の底面図である。
【図６】図５のVI－VI’に沿う断面図である。
【図７】図５のVII－VII’に沿う断面図、及び部分拡大図である。
【図８】本発明の一実施例によるロボット掃除機のアジテーター及び集塵ケースが分離さ
れた状態を示す図である。
【図９】本発明の一実施例によるロボット掃除機のモーター及び伝達ギアを説明するため
の図である。
【図１０】図５のX－X’に沿う断面図である。
【図１１】本発明の一実施例によるアジテーターの斜視図である。
【図１２】本発明の一実施例によるロボット掃除機の集塵ケースが分離された状態を示す
図である。
【図１３】本発明の一実施例による集塵ケースの斜視図である。
【図１４】図１３の底面斜視図である。
【図１５】図１３の正面図である。
【図１６】図１５のXVI－XVI’に沿う断面図である。
【図１７Ａ】本発明の一実施例によるアジテーターの動作を説明するための図であり、時
間順にアジテーターの変化を示す図である。
【図１７Ｂ】本発明の一実施例によるアジテーターの動作を説明するための図であり、時
間順にアジテーターの変化を示す図である。
【図１７Ｃ】本発明の一実施例によるアジテーターの動作を説明するための図であり、時
間順にアジテーターの変化を示す図である。
【図１８】図１８Ａは図１７ａのＡ－Ａ’に沿う断面であり、図１８Ｂは図１７ＢのＢ－
Ｂ’に沿う断面であり、図１８Ｃは図１７ＣのＣ－Ｃ’に沿う断面である。
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【図１９】本発明の一実施例によるロボット掃除機の内部構成を説明するための図である
。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　本発明の利点及び特徴、そしてそれらを達成する方法は、添付の図面と共に詳細に後述
されている実施例を参照すれば明確になるだろう。しかし、本発明は以下に開示される実
施例に限定されるものではなく、別の様々な形態に具現可能であり、単に本実施例は本発
明の開示を完全にさせ、本発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者に発明
の範ちゅうを完全に知らせるために提供されるものであり、本発明は請求項の範ちゅうに
よって定義されるだけである。明細書全体を通じて同一の参照符号は同一の構成要素を示
す。
【００２５】
　以下に言及される“前／後／上／下”などの方向を示す表現は、図面に表示された通り
に定義するが、これは単に本発明が明確に理解されるように説明するためのものであり、
定めた基準によって各方向の定義が変更されてもよいことは勿論である。
【００２６】
　以下、本発明の実施例によるロボット掃除機を、図面を参照して説明する。
【００２７】
　図１は、本発明の一実施例によるロボット掃除機の斜視図である。図２は、図１の底面
斜視図である。図３は、図１の側面図である。図４は、図１の正面図である。図５は、図
１の底面図である。
【００２８】
　本実施例によるロボット掃除機１０は、外形を形成するメインボディー２０と、前記メ
インボディーを移動させる移動手段と、前記メインボディー２０の前方に配置され、被掃
除面に存在する異物を取り集める掃除モジュール１００を含む。掃除モジュール１００は
、上側が前記メインボディー２０と連結され、下側が開放されたハウジング１０２と、前
記ハウジング１０２の内部に流入する異物を収容し、前記ハウジング１０２の下側から着
脱される集塵ケース１６０と、前記ハウジング１０２の内部で配置され、回転動作により
被掃除面に存在する異物を前記集塵ケース１６０に送るアジテーターを含む。
【００２９】
　本実施例によるロボット掃除機の移動手段は、メインボディー２０を走行するために移
動させる手段であり、ホイール、ローリングモップ又はスピンモップを含むことができる
。本実施例によるロボット掃除機は、床と接触して回転しつつ拭き掃除するスピンモップ
３０を移動手段として説明する。ただし、これは一実施例であり、これに限定されず、輪
などを移動手段として使用するロボット掃除機にも適用可能である。
【００３０】
　本実施例によるロボット掃除機１０のメインボディー２０は内部に、スピンモップ３０
を駆動するスピンモップ駆動モーター（図示せず）、移動手段を制御する制御部（図示せ
ず）をさらに含むことができる。また、メインボディー２０の内部には、移動ロボットの
機能によって、水を貯蔵する貯蔵部（図示せず）、貯蔵部に貯蔵された水をスピンモップ
に供給する流路及びポンプ（図示せず）などをさらに含むことができる。本実施例による
移動手段であるスピンモップは、貯蔵部から水が供給され、被掃除面を水拭き掃除するこ
とができる。したがって、本実施例によるロボット掃除機は、掃除モジュールが異物を除
去した被掃除面をスピンモップで水拭き掃除できる。
【００３１】
　本実施例によるメインボディー２０は、内部構成を保護するように上部をカバーする上
部カバー２２、及び移動手段の構成であるスピンモップ３０又は掃除モジュール１００と
連結されるベース２４で構成され得る。
【００３２】
　図４を参照すると、本実施例によるロボット掃除機１０は、スピンモップ３０が床面を
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基準に一定角度θだけ傾いて配置される。ロボット掃除機１０の移動が円滑になるように
、スピンモップ３０の全面が均一に床面に接触せず、一定角度θだけ傾いてスピンモップ
の一定部分が主に接するように配置され得る。また、スピンモップ３０全面が床面に接触
しても、スピンモップの一定部分で荷重が多くかかるようにスピンモップが一定角度θだ
け傾いて配置され得る。
【００３３】
　メインボディー２０は一側で掃除モジュール１００と連結される。本実施例による掃除
モジュール１００は、ロボット掃除機１０のスピンモップ前方に配置される。本実施例に
よる掃除モジュール１００は、上側がメインボディー２０の一側下面に連結される。掃除
モジュール１００はメインボディー２０の下側に配置される。
【００３４】
　図６は、図５のVI－VI’に沿う断面図である。図７は、図５のVII－VII’に沿う断面図
、及び部分拡大図である。図８は、本発明の一実施例によるロボット掃除機のアジテータ
ー及び集塵ケースが分離された状態を示す図である。図９は、本発明の一実施例によるロ
ボット掃除機のモーター及び伝達ギアを説明するための図である。図１０は、図５のX－X
’に沿う断面図である。図１１は、本発明の一実施例によるアジテーターの斜視図である
。図１２は、本発明の一実施例によるロボット掃除機の集塵ケースが分離された状態を示
す図である。図１３は、本発明の一実施例による集塵ケースの斜視図である。図１４は、
図１３の底面斜視図である。図１５は、図１３の正面図である。図１６は、図１５のXVI
－XVI’に沿う断面図である。
【００３５】
　本実施例による掃除モジュール１００は、前記メインボディー２０と連結され、下側が
開放されたハウジング１０２と、前記ハウジング１０２の内部に流入する異物を収容し、
前記ハウジング１０２の下側から着脱される集塵ケース１６０と、前記ハウジング１０２
の内部に配置され、回転動作により被掃除面に存在する異物を前記集塵ケース１６０に送
るアジテーター１５０を含む。
【００３６】
　本実施例によるハウジング１０２は掃除モジュール１００の外形を形成し、メインボデ
ィー２０の下側に配置される。ハウジング１０２はメインボディー２０の前方下側に配置
される。ハウジング１０２はスピンモップ３０の前方に配置される。
【００３７】
　ハウジング１０２は内側に、アジテーターが収容される空間１０４、及び集塵ケースが
収容される空間１０６を形成する。ハウジング１０２の下側は、集塵ケースが挿入される
ように開口される。ハウジングは、アジテーター１５０が収容された前方下側が開口され
る。ハウジングの下側は、ハウジング１０２の内部に収容されたアジテーター１５０の一
部が露出されるように開口される。ハウジング１０２は、アジテーター１５０と集塵ケー
スが収容される空間を区画するガイド部１０８を含む。
【００３８】
　ガイド部１０８は、アジテーターの外周に対応する形態を有する。ガイド部１０８は、
アジテーター１５０の回転によってアジテーターの外周に沿って移動する異物が集塵ケー
ス１６０の流入口１６４に沿って内部に移動するように案内する。図６を参照すると、ガ
イド部１０８の上端で形成される接線の延長線ＴＬは、以下に説明する集塵ケース１６０
の上側前面部１６６よりも後方に延長される。
【００３９】
　ガイド部１０８は、一部がハウジング１０２の下部面の下側に突出形成される。ガイド
部１０８は、アジテーター１５０の回転動作によって後方に移動する異物が集塵ケース１
６０の内部に移動するようにハウジング１０２の下側に突出形成される。
【００４０】
　本実施例によるガイド部１０８は、集塵ケース１６０の前方下側に固定される構造であ
り得る。したがって、ガイド部１０８が集塵ケース１６０の下側前面部１６８に固定され
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得る。この場合、集塵ケース１６０がハウジング１０２から分離される時、ガイド部１０
８も集塵ケース１６０と共にハウジング１０２から分離され得る。
【００４１】
　ハウジング１０２の内部には、アジテーター１５０を駆動させる駆動モーター１１０が
配置される。本実施例による掃除モジュール１００は、一つの駆動モーター１１０で駆動
する一対のアジテーターを含み、前記駆動モーター１１０は一対のアジテーター１５０の
間に配置される。
【００４２】
　本実施例によるロボット掃除機は、アジテーター１５０が回転する回転軸と駆動モータ
ー１１０が回転する回転軸が垂直に配置される。
【００４３】
　本実施例による掃除モジュール１００は、駆動モーター１１０の回転力を、駆動モータ
ー１１０の回転軸と垂直な回転軸を有するアジテーター１５０に伝達する伝達ギア１１２
を含む。
【００４４】
　本実施例による伝達ギア１１２は、駆動モーター１１０と連結されて回転するウォーム
ギア１１４と、ウォームギア１１４と連結されて駆動モーター１１０の回転力をアジテー
ター１５０に伝達するウォームホイール１１６を使用することができる。ただし、これは
一実施例に過ぎず、垂直な方向に回転力を伝達できるヘリカルギアやスパイラルベベルギ
アなどを使用することも可能である。
【００４５】
　本実施例による掃除モジュール１００は、アジテーター１５０の両端に配置されてアジ
テーター１５０をハウジング１０２の内側で回転可能に結合するカプラー１２２，１２４
を含む。カプラー１２２，１２４は、アジテーター１５０が収容されるハウジング１０２
の内側に配置される。カプラー１２２，１２４は、アジテーター１５０の一端に連結され
て駆動モーター１１０の回転力を伝達する第１カプラー１２２と、アジテーター１５０を
ハウジングの内側に回転可能に連結する第２カプラー１２４とに区分される。
【００４６】
　本実施例によるロボット掃除機１０は、駆動モーターを含まないものも可能である。こ
の場合、アジテーター１５０は被掃除面との接触によって回転し、第１カプラー１２２と
第２カプラー１２４の両方ともアジテーター１５０をハウジング内側に回転可能に連結す
る。
【００４７】
　本実施例によるハウジング１０２は、集塵ケース１６０を内側に固定する集塵ケース締
付手段をさらに含む。集塵ケース締付手段は、集塵ケースをハウジングの内側に固定する
か、ハウジングの外部に引き出すことを可能にする。本実施例による集塵ケース締付手段
は、集塵ケースをハウジングの内側に固定する固定部材１３４と、固定部材に弾性力を加
える弾性部材１３２と、固定部材に加えられる弾性力を解除する押しボタン１３０を含む
。
【００４８】
　固定部材１３４は特に外力がかからない限り、弾性部材１３２の弾性力により、ハウジ
ング１０２の内側に形成された集塵ケースを収容する空間に突出する。固定部材１３４が
ハウジング１０２の内側に形成された集塵ケースを収容する空間１０６に突出する場合、
固定部材１３４が集塵ケース１６０の係止段部１８２に係合されて集塵ケース１６０がハ
ウジング１０２の内側で固定される。
【００４９】
　押しボタン１３０に力が加えられる場合、固定部材１３４は集塵ケース１６０の外側方
向に移動する。固定部材１３４の移動によって係止段部１８２の固定が解除されると、集
塵ケース１６０をハウジングの外側に引き出すことができる。
【００５０】
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　押しボタン１３０はハウジングの底面に配置され、固定部材と当接する部分で傾斜面１
３１を形成する。押しボタン１３０の移動方向は固定部材１３４の移動方向と垂直に形成
される。したがって、使用者によって押しボタンが押されると、固定部材１３４と当接し
た傾斜面１３１が移動し、固定部材１３４が集塵ケース１６０の外側方向に移動する。
【００５１】
　本実施例によるロボット掃除機１０は、メインボディー２０を支持する床の障害物を感
知するクリフセンサー１２６を含むことができる。クリフセンサー１２６は掃除モジュー
ル１００のハウジング１０２に配置され得る。クリフセンサー１２６は掃除モジュール１
００のハウジング１０２に配置され、ロボット掃除機の移動方向に障害物を感知すること
ができる。
【００５２】
　本実施例によるロボット掃除機１０は、ハウジング１０２の下部面を被掃除面から一定
間隔離隔させるローラ１２８，１８０をさらに含むことができる。ローラ１２８，１８０
は掃除モジュール１００の移動を自由にする。ローラはハウジングの下部面よりも下側に
突出配置される。本実施例によるローラ１２８，１８０は、ハウジング１０２又は以下に
説明する集塵ケース１６０の下部面に配置され得る。本実施例によるローラ１２８，１８
０は、ハウジングの下部面に配置される第１ローラ１２８と、集塵ケース１６０の下部面
に配置される第２ローラ１８０とに区分できる。
【００５３】
　本実施例によるロボット掃除機は、掃除モジュールに接近する異物をアジテーター１５
０に案内する中央ガイダー１３６を含む。中央ガイダー１３６は、一対のアジテーター１
５０の間に配置される。中央ガイダー１３６は一対のアジテーターの間の前方に配置され
、掃除モジュールに接近する異物を、両側に配置されたアジテーター１５０に案内する。
【００５４】
　アジテーター１５０は回転動作によって床面に存在する異物を集塵ケース１６０に送る
。アジテーター１５０はハウジング１０２の内側空間に配置される。アジテーター１５０
はハウジング１０２の内側で集塵ケース１６０の前方に配置される。アジテーター１５０
は、床面に存在する異物を、後方に配置された集塵ケース１６０に送る。
【００５５】
　アジテーター１５０の一部はハウジング１０２の下側に突出するように配置される。ハ
ウジング１０２の下側に突出したアジテーター１５０の長さは、ハウジング１０２の下部
面を被掃除面から一定間隔離隔させるように下部面から突出しているローラ１２８，１８
０の長さよりも小さいか又は等しく形成され得る。
【００５６】
　本実施例によるアジテーター１５０は、被掃除面と平行な回転軸を基準に回転する回転
バー１５２、前記回転バー１５２の外周面から半径方向に突出し、回転バー１５２の外周
に沿って螺旋状に配置される複数のブレード１５４を含む。
【００５７】
　回転バー１５２は両端がカプラー１２２，１２４にてハウジング１０２に連結される。
回転バー１５２は駆動モーター１１０の回転によって回転する。回転バー１５２は一端に
おいて、駆動モーター１１０の回転力を伝達する第１カプラー１２２と連結され、他端に
おいて、回転バー１５２のハウジング１０２内の回転を補助する第２カプラー１２４と連
結される。
【００５８】
　ブレード１５４は回転バー１５２の周面に沿って螺旋状に配置される。本実施例による
複数のブレード１５４は、回転バー１５２の周面に沿って等間隔で配置される。アジテー
ター１５０が回転する場合、ブレード１５４の外側はハウジング１０２のガイド部１０８
に接触することができる。アジテーター１５０が回転する場合、ブレード１５４の外側は
被掃除面である床面に接触することができる。アジテーター１５０の回転により、被掃除
面に存在する異物はガイド部１０８を経て集塵ケース１６０に移動する。アジテーター１
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５０はガイド部１０８を通して被掃除面の異物を集塵ケース１６０に送る。
【００５９】
　ブレードは床への漏れを低減可能な弾性部材で構成され得る。ブレードはブラシやスキ
ージ（Ｓｑｕｅｅｚｅｅ）の形態で構成され得る。
【００６０】
　本実施例による掃除モジュール１００は一対のアジテーター１５０を含む。一対のアジ
テーター１５０は同じ回転軸上に一定間隔をおいて配置される。一対のアジテーターの間
には、アジテーターを回転させる駆動モーターが配置される。一対のアジテーターの間に
は、掃除モジュール前方の異物をアジテーターに案内する中央ガイダーが配置される。
【００６１】
　図５を参照すると、一対のアジテーター１５０は、掃除モジュールを左右に区分する仮
想の中心線ＣＬを基準に対称に配置される。一対のアジテーター１５０のそれぞれに配置
されたブレード１５４は、掃除モジュールを左右に区分する仮想の中心線ＣＬを基準に対
称に配置される。
【００６２】
　本実施例による集塵ケース１６０は、アジテーター１５０の回転によって移動する異物
を収容する。集塵ケース１６０はアジテーター１５０の後方に配置される。集塵ケース１
６０はハウジングの内側に配置される。集塵ケース１６０は、ハウジングの開放された下
側に挿入される。
【００６３】
　本実施例による集塵ケース１６０は、外形を形成し、ハウジング１０２の内部に挿入さ
れるケース１６２と、ケース１６２の上側を開閉する上側カバー１７２を含む。本実施例
による集塵ケース１６０は、上側カバー１７２を開閉させるヒンジ部材１７４と、上側カ
バー１７２が集塵ケースに閉じた状態を維持させる締付部材１７６をさらに含む。本実施
例によるヒンジ部材１７４は集塵ケース１６０の内側に配置されて上側カバー１７２を集
塵ケース１６０の外側方向に回転させる。本実施例による締付部材１７６は上側カバー１
７２の端部に配置されて上側カバー１７２を集塵ケース１６０にフック結合させる。
【００６４】
　ケース１６２のアジテーター１５０と対向する面は、アジテーター１５０の外周に対応
する形状を有し、一部が開口される。ケース１６２の前面部はアジテーター１５０の外周
に対応する形状を有し、一部が開口される。ケースの前面部には、アジテーターの回転に
よって異物が流入する流入口１６４が形成される。ケースの前面部は、流入口１６４の上
側に配置される上側前面部１６６と、流入口１６４の下側に配置された下側前面部１６８
とに区分され得る。
【００６５】
　図６を参照すると、上側前面部１６６は、集塵ケース１６０の前方に配置されるガイド
部１０８の上端が形成する接線の延長線ＴＬよりも前方に配置される。したがって、アジ
テーター１５０の回転によってガイド部１０８に沿って移動する異物は、集塵ケース１６
０の上側前面部１６６の後方である集塵ケースの内部に流入する。
【００６６】
　ケース１６２の下側前面部１６８は、ハウジング１０２のガイド部１０８の後方に配置
される。ケースの下側前面部１６８は集塵ケース１６０の下部から突出形成され、集塵ケ
ース内の異物が集塵ケースの外部に吐き出されることを防止する。
【００６７】
　ケースの側面には前方に突出した側面突出部１７０が形成され、側面突出部１７０は、
下側前面部１６８の両端から前方に突出する。側面突出部１７０はハウジング１０２のガ
イド部１０８の両端に当接して集塵ケース１６０をハウジング内側に固定する。側面突出
部１７０は、アジテーターの回転によって移動する異物が集塵ケース１６０の内部に移動
するようにガイドする。
【００６８】
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　本実施例による掃除モジュールは、一対のアジテーターの後方で異物を収容する一対の
集塵ケースを含む。一対の集塵ケースのそれぞれは一対のアジテーターのそれぞれの後方
に配置される。一対の集塵ケースは連結部に連結される。本実施例による集塵ケースには
、集塵ケースを被掃除面である床面から一定間隔離隔させる第２ローラ１８０が配置され
る。
【００６９】
　一対の集塵ケースのそれぞれは一側において連結部１７８と連結される。一対の集塵ケ
ースのそれぞれは、連結部と連結されない他側面においてハウジングの内側に固定される
係止段部が形成される。係止段部１８２はハウジング１０２の内側に突出された固定部材
１３４に噛み合う。
【００７０】
　図１７及び図１８は、本発明の実施例によるアジテーターの動作を説明するための掃除
モジュールの底面図及び断面図である。
【００７１】
　以下では、図１７～図１８を参照して、本実施例による掃除モジュールの作動を説明す
る。
【００７２】
　本実施例によるアジテーター１５０のブレード１５４ａ，１５４ｂ，１５４ｃは、回転
バー１５２の外周から半径方向に突出して螺旋方向に配置される。本実施例によるアジテ
ーター１５０は、ブレード１５４ａ，１５４ｂ，１５４ｃが、掃除モジュールを左右に区
分する仮想の中心線を基準に後方に傾斜するように配置される。一対のアジテーター１５
０の間の前方に配置された中央ガイダー１３６は後方に広がる‘Ｖ’形態を有する。中央
ガイダー１３６は中心線ＣＬを基準に後方に傾斜するように配置される。ロボット掃除機
１０が移動することによって、中央ガイダー１３６は、掃除モジュール１００の前方に置
かれている異物を、中央ガイダー１３６の左右側後方に配置されたアジテーターに案内す
る。
【００７３】
　図１７Ａ～図１７Ｃを参照すると、駆動モーター１１０の動作によってそれぞれのブレ
ード１５４ａ，１５４ｂ，１５４ｃは中心に移動するかのように回転し、このようなブレ
ードの配置は、異物を中心線方向に移動させる。図１７のようなブレードの配置によって
、アジテーター１５０は異物を中心線方向に移動させる形で回転する。このようなブレー
ドの配置は、中央ガイダー１３６によって、中央ガイダー１３６の両側に移動する異物を
効果的に集塵ケース１６０内に送ることができる。
【００７４】
　図１８Ａ～１８Ｃを参照すると、駆動モーターの動作により、被掃除面である床面に向
かうアジテーターのブレード１５４ａ，１５４ｂ，１５４ｃのそれぞれは集塵ケースに近
づくように回転する。被掃除面に存在する異物はブレード１５４ａ，１５４ｂ，１５４ｃ
の回転によってガイド部に沿って集塵ケース内に移動する。
【００７５】
　図１９は、本発明の一実施例によるロボット掃除機の内部構成を説明するための図であ
る。
【００７６】
　本発明の移動手段３０は、水拭き掃除ができる一対のスピンモップであり得る。すなわ
ち、本実施例によるロボット掃除機１０は、メインボディー２０の内側に配置されて水を
貯蔵する水タンク３２と、水タンク３２に貯蔵された水をスピンモップ３０に供給するポ
ンプ３４と、前記ポンプ３４と水タンク３２、又はポンプ３４とスピンモップ３０を連結
する連結ホース３６をさらに含むことができる。本実施例によるロボット掃除機１０は、
水タンク３２に貯蔵された水を別のポンプ無しで、給水バルブ（図示せず）を用いてスピ
ンモップ３０に供給することも可能である。
【００７７】
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　本発明に係るロボット掃除機１０は、移動手段である一対のスピンモップ３０の前方に
配置された掃除モジュールにより、被掃除面に存在する異物を除去し、続いて、一対のス
ピンモップ３０で水拭き掃除をすることで、被掃除面である床面をきれいに掃除すること
ができる。
【００７８】
　以上では本発明の好ましい実施例について図示及び説明したが、本発明は、上述した特
定の実施例に限定されず、特許請求の範囲で請求する本発明の要旨を逸脱することなく、
当該発明の属する技術分野における通常の知識を有する者にとって様々な変形実施が可能
であることは勿論であり、それらの変形実施は本発明の技術的思想や展望から別個のもの
として理解されてはならないだろう。

【図１】 【図２】
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【図１３】
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【図１６】

【図１７ａ】

【図１７ｂ】

【図１７ｃ】

【図１８ａ】

【図１８ｂ】
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