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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
集塵部と吸込管とから成る電気掃除機用吸込具であって、前記集塵部は中心の空洞部と薄
板状の外縁部とから成り、被清掃面に接する前記外縁部下面の集塵面には生地表面のブラ
シ毛の先端部を前記空洞部方向に傾斜させた傾斜パイル生地から成る帯状ブラシ体を備え
るとともに、前記外縁部にはその一部を上方に膨らませたブリスター形状として前記空洞
部へ外気を吸入可能とした一つ又は複数の吸気部を設けてなることを特徴とする、電気掃
除機用吸込具。
【請求項２】
　集塵部と吸込管とから成る電気掃除機用吸込具であって、前記集塵部は中心の空洞部と
該空洞部に接続する複数の放射状の切り込みを設けた可撓性を有する薄板状の外縁部とか
ら成り、被清掃面に接する前記外縁部下面の集塵面には生地表面のブラシ毛の先端部を前
記空洞部方向に傾斜させた傾斜パイル生地から成る帯状ブラシ体を備えることを特徴とす
る、電気掃除機用吸込具。
【請求項３】
前記集塵部の全体形状を円盤状としたことを特徴とする、請求項１又は請求項２のいずれ
かに記載の電気掃除機用吸込具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、電気掃除機本体あるいは掃除機本体から延在する延長管に取り付けて、被清
掃面の清掃を行う吸込具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　電気掃除機に取り付けて用いる吸込具には、主に床面等の広く平坦な被清掃面の清掃に
用いられる比較的大型のものと、主に狭小な空間や凹凸を有する被清掃面の清掃に用いら
れる比較的小型のものとがある。前者は略Ｔ字型の形状と回転ブラシ機構等を有するもの
が一般的であり、後者は用途に応じた形状の簡易な構造を有するものが一般的であり、先
端部に固定ブラシ体を備えるものも多い。また、後者は特に、自動車の車内や荷台等の清
掃用の手持ち型の小型電気掃除機に取り付けて使用されるものが広く知られている。
【０００３】
　前記先端部に固定ブラシ体を備える比較的小型の吸込具については、たとえば特許文献
１乃至４に開示される吸込具の如く、ブラシ体部分の構造や性状に様々な工夫がなされた
ものが知られているが、これらの吸込具はブラシ体として植毛ブラシを用いている。
【特許文献１】特開平１１－２６２４１２号公報
【特許文献２】特開２００１－２２４５３６号公報
【特許文献３】特開２００４－１３５９５６号公報
【特許文献４】特開２０１０－１３１１０７号公報
【０００４】
そのため、塵埃等が被清掃面の表面に単に付着している場合であれば植毛ブラシの先端で
塵埃等を除去して電気掃除機が吸引することで清掃できるが、被清掃面の素材が布やカー
ペット等であって塵埃等が素材の目地等に絡まっている等の場合は植毛ブラシでは塵埃等
の十分な除去ができず、電気掃除機本体で有効に吸引して清掃できない場合があった。
【０００５】
　一方、従来から、ブラシ毛の先端部を傾斜させたいわゆる傾斜パイル生地が洋服用ブラ
シに用いられている。該傾斜パイル生地は特定の方向に傾斜した短いブラシ毛が生地表面
に高密度に形成されており、ブラシ毛が傾斜した方向に被清掃面に対して傾斜パイル生地
を擦過させれば、ブラシ毛の先端が被清掃面の目地内奥まで進入して塵埃等を掻き出すた
め、被清掃面の素材が布やカーペット等である場合も容易に塵埃等を有効に除去できると
いう特徴を有する。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
本発明は、以上の点に鑑みてなされたものであり、その目的は、被清掃面の素材が布やカ
ーペット等である場合や、さらに被清掃面が湾曲面である場合でも容易に塵埃等を有効に
除去できる、簡易な構造で低コストな電気掃除機用吸込具を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
上記課題を解決するべく、本発明の請求項１に記載の発明は、集塵部と吸込管とから成る
電気掃除機用吸込具であって、前記集塵部は中心の空洞部と薄板状の外縁部とから成り、
被清掃面に接する前記外縁部下面の集塵面には生地表面のブラシ毛の先端部を前記空洞部
方向に傾斜させた傾斜パイル生地から成る帯状ブラシ体を備えるとともに、前記外縁部に
はその一部を上方に膨らませたブリスター形状として前記空洞部へ外気を吸入可能とした
一つ又は複数の吸気部を設けてなることを特徴とする。
【０００８】
また、請求項２に記載の発明は、集塵部と吸込管とから成る電気掃除機用吸込具であって
、前記集塵部は中心の空洞部と該空洞部に接続する複数の放射状の切り込みを設けた可撓
性を有する薄板状の外縁部とから成り、被清掃面に接する前記外縁部下面の集塵面には生
地表面のブラシ毛の先端部を前記空洞部方向に傾斜させた傾斜パイル生地から成る帯状ブ
ラシ体を備えることを特徴とする。
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【０００９】
さらに、請求項３に記載の発明は、前記請求項１又は請求項２のいずれかに記載の電気掃
除機用吸込具において、前記集塵部の全体形状を円盤状としたことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　請求項１に記載した発明に係る電気掃除機用吸込具によれば、前記集塵部の底部にあっ
て被清掃面に接する集塵面には傾斜パイル生地からなる帯状ブラシ体を備えているため、
被清掃面の素材が布やカーペット等である場合も容易に塵埃等を有効に除去できるという
、ブラシ体として植毛ブラシを用いた従来の電気掃除機用吸込具に比して有利な効果を奏
する。
【００１１】
　また、前記帯状ブラシ体が、前記傾斜パイル生地表面のブラシ毛の先端部を前記集塵部
の内側方向に傾斜させているため、作業者が本電気掃除機用吸込具をいずれの方向に動か
した場合でも、動かした方向とは反対側に配置されている前記帯状ブラシ体のブラシ毛の
先端が被清掃面の目地内奥まで進入して塵埃等を掻き出すので、あらゆる方向に向けて塵
埃等の除去が行えるという効果を奏し、清掃の効率を向上できる。
【００１２】
　また、前記集塵部の底部となる集塵面が全面で被清掃面に密着する構造とした場合は、
電気掃除機の作動により前記空洞部内に過剰な負圧が生じて前記集塵面が被清掃面に吸着
しがちとなり、作業効率を低下させたり電気掃除機のモーターに負荷が掛かり過ぎたりす
るおそれがあるが、本発明に係る電気掃除機用吸引具では、前記外縁部にその一部を上方
に膨らませてブリスター形状とした一つ又は複数の吸気部を設けてなるため、電気掃除機
が動作中は前記吸気部から前記空洞部に適度に外気が吸入される。これにより、前記空洞
部内において過剰な負圧が生じることはなくなり、前記集塵面の被清掃面への吸着による
作業効率の低下を防ぐという効果を奏する。
【００１３】
　さらに、前記集塵部は外縁部を薄板状としているため、被清掃面の上方に障害物がある
場合でも、集塵部の外縁部を僅かな隙間に差し入れて塵埃を除去・吸引することができ、
清掃作業の効率を向上させるという効果を奏する。
【００１４】
　一方、請求項２に記載した発明に係る電気掃除機用吸込具は、前記集塵部の外縁部を中
心の空洞部に接続する複数の放射状の切り込みを設けた可撓性を有する薄板状としている
ため、放射状の切り込みに挟まれた外縁部はそれぞれ独立して撓ることができる。これに
より、被清掃面が湾曲面を成していたりクッション等表面が弾力性を有しているような場
合でも、作業者が吸込具を被清掃面に押しつけながら作業することにより、集塵部は被清
掃面の湾曲や変形に応じて柔軟に変形するので、集塵面が被清掃面に密着した状態が維持
される。そのため、前記帯状ブラシ体が被清掃面から離れてしまうことなく塵埃等を捕獲
して吸引することができ、さらに清掃作業の効率を向上させるという効果を奏する。
【００１５】
　最後に、請求項３に記載した発明のように前記集塵部の全体形状を円盤状とすれば、被
清掃面に接触する前記集塵面を円環状とすることができ、集塵部に全周方向に均一な集塵
効果を発揮させることが可能となる。これにより、作業者は集塵部の形状に配慮すること
なく、前後左右斜めの全方向に自由に集塵部を動かしながら清掃作業を行うことができる
ため、やはり清掃作業の効率を向上させるという効果を奏するのである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下では、本発明に係る電気掃除機用吸込具の実施の形態について、図１乃至図１４に
基づいて詳細に説明する。
【００１７】
（第１実施例）
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図１乃至図７は、本発明の第1の実施例に係り、図１は、電気掃除機用吸込具（以下、「
吸込具」と記す。）を斜め上方から概観した斜視図である。吸込具は略円盤状の集塵部１
にその外周部寄りに接続された吸込管２とから構成される。また、図２は、本発明に係る
吸込具を吸込管２が取り付けられていない方向から観た正面図である。前記集塵部１の底
面は、被清掃面と接する集塵面４となっている。
【００１８】
本実施例では、前記集塵部１の厚みを極めて薄くしているため、被清掃面の上方に障害物
がある場合でも、集塵部１の縁部を僅かな隙間に差し入れて塵埃を除去・吸引することが
でき、清掃作業の効率が向上する。
【００１９】
また、前記集塵部１の外周には合計４個の吸気部３を二つづつ互いに対向する形で配置し
ており、個々の吸気部３は円盤状の集塵部１の外周縁部を上方に膨らませたブリスター形
状としている。そのため、該吸気部３は側面から観て蒲鉾状の吸気孔３１を形成している
が、該吸気孔３１の形状はこれに限定されるものではなく、被清掃面に対し断面略逆凹形
状の間隙を有する形状であればよく、あるいは前記集塵部１の外側壁面に直接貫通孔を設
けた形状としても良い。
【００２０】
図３は、本発明に係る吸込具の左側面図であり、図４は、上面図である。本実施例におい
ては、前記吸込管２は角管状とし、その端部の接続口２１も薄型の長方形としているが、
これは、例えば自動車の車内清掃用の小型手持ち電気掃除機の吸引口に該吸込管２を直接
差し込み直結させて使用することを想定しているためである。該吸込管２の形状はかかる
角管状に限定されるものではなく、接続する電気掃除機本体あるいは掃除機本体から延在
する延長管の形状に応じて円筒状その他の形状としてもよい。
【００２１】
図５は、本発明に係る吸込具の底面図であり、図６は、図３上の「Ａ－Ａ」で示す線上で
の吸込具の断面を左側面から観た断面図であり、図７は、図４上の「Ｂ－Ｂ」で示す線上
での吸込具の断面図である。
【００２２】
図５に示すように、前記集塵部１の底面は、被清掃面に接触する円環状の集塵面４が、連
接孔１１を介して前記吸込管２とつながる円形の空洞部４１の外周を取り囲む形状とし、
該集塵面４の表面には傾斜パイル生地からなる帯状ブラシ体４２が円環状に貼付されてい
る。また、前記吸気部３をブリスター形状としているため、前記吸気孔３１は底面側にお
いて前記集塵面４上で前記空洞部４１につながる溝部を形成している。
【００２３】
　前記帯状ブラシ体４２は、前記集塵面４のいずれの部分においても、被清掃面と接触す
る傾斜パイル生地表面のブラシ毛の先端部が集塵部１の外周から中心方向に向けて傾斜す
るように貼付されている。そのため、作業者が本吸込具をいずれの方向に動かしても、動
かした方向とは反対側の前記帯状ブラシ体４２のブラシ毛の先端が被清掃面の目地内奥ま
で進入して塵埃等を掻き出すので、あらゆる方向に向けて塵埃等を除去できるのである。
【００２４】
　本発明に係る吸込具を使用する際には、電気掃除機を作動させた上で、前記集塵部１の
集塵面４を被清掃面に密着させつつ任意の方向に吸込具を往復運動させて使用する。どの
方向に往復運動させても、往路では進行方向とは反対側の集塵面４上の帯状ブラシ体４２
が塵埃等を被清掃面から除去し、除去された塵埃等は往路運動中にブラシ毛の先端部に捕
獲された状態となる。次いで、復路では前記ブラシ毛の先端部に捕獲されていた塵埃等は
被清掃面との摩擦によりブラシ毛から離脱するが、その時点では負圧状態の前記空洞部４
１が直上に移動して来ているため、離脱した塵埃等は直ちに連接孔１１から吸込管２を経
由して電気掃除機内へと吸引される。
【００２５】
当然ながらこの間、運動方向側の集塵面４では、復路運動中に塵埃等の除去・捕獲が行わ
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れ、往路運動中に吸引が行われるため、集塵部１の往復運動を繰り返すことにより、運動
方向に沿って対向する集塵面４が、交互にかかる塵埃等の除去→捕獲→離脱→吸引のサイ
クルを繰り返して被清掃面の清掃を行うのである。
【００２６】
　本実施例では、上記の通り集塵部１の形状を略円盤状とし、集塵面４も円環状としてい
るため、前記集塵部１の往復運動は３６０度あらゆる方向に向けて可能であるが、必ずし
もこれらの形状に限定されるものではなく、例えば集塵部１を方形として前後又は左右方
向にのみ往復運動させるものでも、直線帯状の集塵面４を並行に配置して前後方向にのみ
往復運動させるものであってもよく、当該運動方向に関しては同様の清掃効果が期待でき
る。
【００２７】
（第２実施例）
　図８～１４は、本発明の第２の実施例に係り、図８は、を斜め上方から概観した斜視図
である。本実施例では、第１実施例の吸気孔３１に代えて、前記集塵部１の外縁部から中
心方向に向けて、合計４個の切り込み５を二つづつ互いに対向する形で放射状に配置して
おり、該切り込み５の先端部は前記空洞部４１まで及び、その先端は空洞部４１にそのま
ま接続させている。
【００２８】
　そのため、第１実施例の吸気孔３１を設けずとも、前記切り込み５の先端が空洞部４１
に接続しているため、接続箇所が吸気孔の役割を果たし、前記集塵面４が被清掃面に吸着
することを防ぐのである。
【００２９】
　図９は、第２実施例に係る吸込具の正面図、図１０は同左側面図、図１１は同上面図、
図１２は同底面図であり、図１３は図１１上の「Ａ－Ａ」で示す線上での断面を左側面か
ら観た断面図であり、図１４は同「Ｂ－Ｂ」で示す線上での断面図である。
【００３０】
　図８乃至図１０からも明らかなように、本第２実施例では、前記集塵部１は断面の厚み
が小さい板状に構成して成り、集塵部１の素材を、例えば軟質プラスティック等の弾力性
のある素材とすることにより、外力に応じて適度に撓ませるようにすることが可能である
。
【００３１】
　これにより、図１５に示す如く、被清掃面が湾曲面である場合でも、作業者が吸込具を
被清掃面に押しつけながら作業することにより、集塵部１は被清掃面の湾曲に応じて一時
的に撓るので、前記集塵面４が被清掃面に密着した状態を維持でき、前記帯状ブラシ体４
２が被清掃面から離れてしまうことなく塵埃等を捕獲して吸引することができるのである
。
【００３２】
そのため、本第２実施例に係る吸込具は、居室とは異なり被清掃面に湾曲面の多い自動車
の車内や荷台、あるいはソファ等の表面が弾力性を有する家具等の清掃にも好適である。
【００３３】
なお、本第２実施例に係る吸込具において、前記切り込み５の数は任意であり、例えば図
１６、図１７に示す如く、切り込み５を７つ設けてもよい。この場合、集塵部１の撓みの
自由度が高まり、湾曲した被清掃面への適応度がさらに向上する。
【００３４】
以上、本発明に係る電気掃除機用吸込具の実施形態について詳細に説明したが、本発明は
上記実施形態に限定されるものではなく、本発明の技術的思想の範囲内において改良又は
変更が可能であり、それらは本発明の技術的範囲に属するものである。
【産業上の利用可能性】
【００３５】
　本発明によれば、被清掃面の素材が布やカーペット等である場合も容易に塵埃等を有効
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に除去できる、簡易な構造で低コストな電気掃除機用吸込具を提供できる。特に、自動車
の車内や荷台など、被清掃面にファブリックやカーペットが多用され、しかも狭隘で被清
掃面が湾曲面を有する空間の清掃に使用される手持ち型の小型電気掃除機等への適用にお
いて好適である。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
【図１】本発明の第１実施例に係る吸込具の斜視図である。
【図２】本発明の第１実施例に係る吸込具の正面図である。
【図３】本発明の第１実施例に係る吸込具の左側面図である。
【図４】本発明の第１実施例に係る吸込具の上面図である。
【図５】本発明の第１実施例に係る吸込具の底面図である。
【図６】図３上の「Ａ－Ａ」で示す線上での本発明の第１実施例に係る吸込具の断面を左
側面から観た断面図である。
【図７】図４上の「Ｂ－Ｂ」で示す線上での本発明の第１実施例に係る吸込具の断面図で
ある。
【図８】本発明の第２実施例に係る吸込具の斜視図である。
【図９】本発明の第２実施例に係る吸込具の正面図である。
【図１０】本発明の第２実施例に係る吸込具の左側面図である。
【図１１】本発明の第２実施例に係る吸込具の上面図である。
【図１２】本発明の第２実施例に係る吸込具の底面図である。
【図１３】図１１上の「Ａ－Ａ」で示す線上での本発明の第２実施例に係る吸込具の断面
を左側面から観た断面図である。
【図１４】図１１上の「Ｂ－Ｂ」で示す線上での本発明の第２実施例に係る吸込具の断面
図である。
【図１５】被清掃面が湾曲面である場合における図１１上の「Ａ－Ａ」で示す線上での本
発明の第２実施例に係る吸込具の断面を左側面から観た断面図である。
【図１６】本発明の第２実施例に係る吸込具の別形態の上面図である。
【図１７】本発明の第２実施例に係る吸込具の別形態の底面図である。
【符号の説明】
【００３７】
　　１　　　集塵部
　　１１　　連接孔
２　　　吸込管
２１　　接続口
　　３　　　吸気部
　　３１　　吸気孔
　　４　　　集塵面
　　４１　　空洞部
　　４２　　帯状ブラシ体
　　５　　　切り込み
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【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】

【図１４】

【図１５】



(9) JP 5815978 B2 2015.11.17
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