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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】脱水操作と洗浄操作を省力化できる掃除用具を
提供する。
【解決手段】掃除用具であって、バケツと、モップとを
有し、モップの柄棒が内側パイプと外側パイプとを備え
、モップの柄棒の下端に内側パイプの下端と連結する拭
取布付きのモップヘッドが設けられ、内側パイプと外側
パイプの間にモップの柄棒の伸縮運動をモップヘッドの
回転運動に変換する駆動機構が設けられ、バケツの中に
回転可能な水切り皿が設けられる。駆動機構は変速駆動
機構であり、脱水時にモップの柄棒を下に押し下げ、変
速駆動機構が第１回転速度でモップヘッドを回転させ、
洗浄時に同じ速度でモップの柄を下に押し下げ、変速駆
動機構が第２回転速度でモップヘッドを回転させ、且つ
、第１回転速度が第２回転速度より速い。
【選択図】図１
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　バケツと、モップとを有し、モップの柄棒が内側パイプと外側パイプとを備え、モップ
の柄棒の下端に前記内側パイプの下端と連結する拭取布付きのモップヘッドが設けられ、
前記内側パイプと前記外側パイプが相互嵌装し、前記内側パイプと前記外側パイプの間に
モップの柄棒の伸縮運動を前記モップヘッドの回転運動に変換する駆動機構が設けられ、
前記バケツの中に回転可能な水切り皿が設けられ、脱水時に前記モップヘッドを前記水切
り皿の中に入れ、前記駆動機構が前記モップヘッドと前記水切り皿を一方向に回転させる
ように駆動し、前記バケツの中に回転可能な洗浄ヘッドが設けられ、洗浄時に前記モップ
ヘッドが洗浄ヘッドに置かれ、前記駆動機構が前記モップヘッドを一方向に回転させるよ
うに駆動し、
　前記駆動機構は変速駆動機構であり、脱水時に前記モップの柄棒を下に押し下げ、前記
変速駆動機構が第１回転速度で前記モップヘッドを回転させ、洗浄時に同じ速度でモップ
の柄を下に押し下げ、前記変速駆動機構が第２回転速度で前記モップヘッドを回転させ、
且つ、第１回転速度が第２回転速度より速いことを特徴とする掃除用具。
【請求項２】
　前記変速駆動機構は、駆動機構と制御機構とを含むことを特徴とする請求項１に記載の
掃除用具。
【請求項３】
　前記モップヘッド内に係止溝が設けられ、前記水切り皿と前記洗浄ヘッドそれぞれに前
記係止溝と係合する係止条が設置され、前記係止溝と前記モップヘッドの他の部材とが相
対的に回転できることを特徴とする請求項１に記載の掃除用具。
【請求項４】
　前記駆動機構は前記外側パイプと固定する螺旋棒を含み、内側パイプの中に伝動部材が
固定され、前記伝動部材の中に回転部材が設置され、前記回転部材の中に前記螺旋棒に係
合するねじ山が設けられ、前記回転部材と前記伝動部材の間に一方向伝動機構が設置され
ることを特徴とする請求項２に記載の掃除用具。
【請求項５】
　前記制御機構には、前記モップヘッドの下部カバーに係止突起が設けられ、前記モップ
ヘッドの中に減速装置が設置され、洗浄ヘッドが洗浄ヘッド取付台に設置され、前記洗浄
ヘッド取付台に前記係止突起に係合する係止座が設けられ、前記減速装置は遊星歯車変速
機であり、前記遊星歯車変速機の太陽歯車がモップの柄棒と連結し、前記太陽歯車と前記
モップヘッドにある前記係止溝とが一体化されており、前記遊星歯車変速機の歯車リムが
前記モップヘッドの円盤部の中に設置され、前記モップヘッドの下部カバーと前記モップ
ヘッドとが相対的に回転できることを特徴とする請求項２に記載の掃除用具。
【請求項６】
　前記制御機構には、前記モップヘッドに係止突起が設けられ、洗浄ヘッドが洗浄ヘッド
取付台に設置され、前記洗浄ヘッド取付台の中に減速装置が設置され、前記洗浄ヘッド取
付台に係止突起に係合する回転可能な係止座が設けられ、前記減速装置は遊星歯車変速機
であり、前記遊星歯車変速機の太陽歯車が前記洗浄ヘッドと連結し、前記遊星歯車変速機
の歯車リムが前記係止座の中に設置されることを特徴とする請求項２に記載の掃除用具。
【請求項７】
　前記制御機構には、モップの柄棒が３段のパイプを有し、上パイプと中パイプの間に一
つセットの駆動機構が設けられ、第１制御スイッチが上パイプと中パイプとが相対的に回
転又は定位できるように制御し、中パイプと下パイプの間にもう一つセットの駆動機構が
設けられ、第２制御スイッチが中パイプと下パイプとが相対的に回転又は定位できるよう
に制御し、前記一つセットの駆動機構と前記もう一つセットの駆動機構とは異なるピッチ
を有する螺旋棒を備えることを特徴とする請求項４に記載の掃除用具。
【請求項８】
　前記一方向伝動機構には、前記回転部材の底部に設けられる伝動歯車と伝動部材の内側
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底部に設けられる伝動歯車とを含み、前記両伝動歯車に係合する噛合面と摺動面が設けら
れ、前記回転部材と前記伝動部材とが相対的に上下移動でき、前記回転部材を一つの方向
に回転して前記両伝動歯車の噛合面を相互に当接させた時、一方向の伝動することになり
、前記回転部材をもう一つの方向に回転して前記両伝動歯車の摺動面を相互に当接させた
時、前記回転部材が前記伝動部材に相対して移動することで空転することになることを特
徴とする請求項４に記載の掃除用具。
【請求項９】
　前記一方向伝動機構には、前記伝動部材と前記回転部材との間に一方向軸受が設けられ
、前記回転部材の回転方向が前記一方向軸受のロック方向である場合、前記回転部材と前
記伝動部材とが一方向の伝動することになり、前記回転部材の回転方向が前記一方向軸受
の自由回転方向である場合、前記回転部材と前記伝動部材とが空転することになることを
特徴とする請求項４に記載の掃除用具。
【請求項１０】
　前記水切り皿と前記洗浄ヘッドとが同一のバケツ内に設けられることを特徴とする請求
項１に記載の掃除用具。
【請求項１１】
　前記水切り皿と前記洗浄ヘッドとがそれぞれ異なるバケツ内に設けられることを特徴と
する請求項１に記載の掃除用具。
【請求項１２】
　前記係止溝の上部にラチェットが設けられ、前記係止溝の上部に嵌設される一方向制御
片には前記ラチェットと係合するラチェットが設置されており、前記モップヘッドの下部
カバーが前記一方向制御片の回転を制限することを特徴とする請求項５に記載の掃除用具
。
【請求項１３】
　前記係止溝の上部にラチェットが設けられ、前記係止溝の上部に嵌設される一方向制御
片に前記ラチェットと係合するラチェットが設置されており、前記モップヘッドの円盤部
が前記一方向制御片の回転を制限することを特徴とする請求項６に記載の掃除用具。
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本考案は、掃除用具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在の掃除用具の構造が多種多様で、例えば特許文献１に開示されている「バケツ及び
その組み合わせのモップ」であり、当該技術的思想について、バケツ内に洗浄部と脱水部
が設けられ、脱水部内に回転可能な水切り皿が設けられ、水切り皿がバケツ底面から突起
する取付台に設置される。洗浄部内に回転できる洗浄ブラケットが設けられ、洗浄ブラケ
ットが洗浄部の下部に設置される。脱水の時、手押式モップを水切り皿内に入れ、モップ
の柄を下に押し下げ、モップの柄でモップヘッドと水切り皿を回転させ、遠心力による脱
水を実現できる。洗浄時、手押式モップを洗浄ブラケットに入れ、モップの柄を下に押し
下げ、モップの柄でモップヘッドを回転させ、モップヘッドによってバケツ中の水も一緒
に回転し、モップヘッドをきれいに洗浄させることができる。脱水過程において、水切り
皿の回転抵抗力が小さいため、モップの柄を下に押し下げた時、濡れたモップヘッドを迅
速に脱水できる。ただし洗浄過程においてモップヘッドを洗浄部内に入れると、モップヘ
ッド上の拭取布が洗浄過程においてバケツ壁と接触し、また洗浄バケツ内の水を回転させ
た時、その回転抵抗力が大きいため、手でモップの柄を下に押し下げて洗浄する時に力が
かかる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
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【特許文献１】中国登録実用新案出願第ＣＮ２０１０２０１９５２４６．６号
【考案の概要】
【考案が解決しようとする課題】
【０００４】
　そこで本考案は、脱水操作と洗浄操作についていずれも省力できる掃除用具を提供する
ことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記目的を達成するため、本考案は以下の技術手段により達成する。つまり掃除用具で
あって、バケツと、モップとを有し、モップの柄棒が内側パイプと外側パイプとを備え、
モップの柄棒の下端に前記内側パイプの下端と連結する拭取布付きのモップヘッドが設け
られ、前記内側パイプと前記外側パイプが相互嵌装し、前記内側パイプと前記外側パイプ
の間にモップの柄棒の伸縮運動を前記モップヘッドの回転運動に変換する駆動機構が設け
られ、前記バケツの中に回転可能な水切り皿が設けられ、脱水時に前記モップヘッドを前
記水切り皿の中に入れ、前記駆動機構が前記モップヘッドと前記水切り皿を一方向に回転
させるように駆動し、前記バケツの中に回転可能な洗浄ヘッドが設けられ、洗浄時に前記
モップヘッドが洗浄ヘッドに置かれ、前記駆動機構が前記モップヘッドを一方向に回転さ
せるように駆動し、前記駆動機構は変速駆動機構であり、脱水時に前記モップの柄棒を下
に押し下げ、前記変速駆動機構が第１回転速度で前記モップヘッドを回転させ、洗浄時に
同じ速度でモップの柄を下に押し下げ、前記変速駆動機構が第２回転速度で前記モップヘ
ッドを回転させ、且つ、第１回転速度が第２回転速度より速い。
【０００６】
　本考案によれば、本考案の掃除用具は抵抗力が小さい脱水状態及び抵抗力が大きい洗浄
状態で、モップヘッドが異なる回転速度を得ることができ、且つ第１回転速度が第２回転
速度より速いため、本考案のモップが水切り皿を高速回転させることで遠心力による脱水
を実現できる。洗浄時モップヘッドが洗浄バケツの中において低速で回転式洗浄を行い、
モップの柄棒を下に押し下げて洗浄操作も小さい力で済むようになっている。
【０００７】
　本考案において、前記変速駆動機構は駆動機構と制御機構とを含む。駆動機構はモップ
の柄棒の伸縮運動をモップヘッドの回転運動に変換できる。制御機構は異なる状態におい
てモップヘッドが異なる回転速度を出力するように制御できるため、高速回転脱水と低速
回転洗浄を両立することができ、モップの柄棒の押し下げ操作が２つの状態においても、
非常に小さい力で済むようになっている。
【０００８】
　本考案において、前記モップヘッド内に係止溝が設けられ、水切り皿と洗浄ヘッドそれ
ぞれに係止溝と係合する係止条が設置される。係止溝とモップヘッドの他の部材間とが相
対的に回転できる。脱水時、モップの柄棒を下に押し下げ、モップの柄棒によってモップ
ヘッド内の係止溝を回転させ、モップヘッド内の係止溝によって水切り皿内の係止条を回
転することで水切り皿を回転させる。
【０００９】
　本考案において、前記駆動機構は前記外側パイプと固定する螺旋棒を含み、内側パイプ
の中に伝動部材が固定され、前記伝動部材の中に回転部材が設置され、前記回転部材の中
に前記螺旋棒に係合するねじ山が設けられ、前記回転部材と前記伝動部材の間に一方向伝
動機構が設置される。上記駆動機構はモップの柄棒を下に押し下げることでモップヘッド
回転を駆動する目的を達成できる。
【００１０】
　本考案において、前記制御機構には、前記モップヘッドの下部カバーに係止突起が設け
られ、前記モップヘッドの中に減速装置が設置され、洗浄ヘッドが洗浄ヘッド取付台に設
置され、前記洗浄ヘッド取付台に前記係止突起に係合する係止座が設けられ、前記減速装
置は遊星歯車変速機であり、前記遊星歯車変速機の太陽歯車がモップの柄棒と連結し、前
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記太陽歯車と前記モップヘッドにある前記係止溝とが一体化されており、前記遊星歯車変
速機の歯車リムが前記モップヘッドの円盤部の中に設置され、前記モップヘッドの下部カ
バーと前記モップヘッドとが相対的に回転できる。該制御機構の動作プロセスは、次の通
りである。脱水時モップの柄棒を下に押し下げ、モップの柄棒でモップヘッドを回転させ
、モップヘッド内にある係止溝により水切り皿内にある係止条を回転させると水切り皿も
回転し、遠心力による脱水を実現する。洗浄時、モップの柄棒を下に押し下げ、モップヘ
ッドの下部カバーに係止突起を有し、洗浄ヘッド取付台に係止突起と係合する係止座を有
し、係止座と係止突起を係合することで、モップヘッドの下部カバーと洗浄ヘッド取付台
の間を回転できなくさせ、この際、モップの柄棒で遊星歯車変速機の太陽歯車を回転させ
、遊星歯車により歯車リムを回転させ、歯車リムによりモップヘッドの円盤部を回転させ
、モップヘッドが減速回転を実現させることでモップヘッドの洗浄工程における抵抗力を
減らし、洗浄が更に小さい力で済むようになる。
【００１１】
　本考案において、前記制御機構には、前記モップヘッドに係止突起が設けられ、洗浄ヘ
ッドが洗浄ヘッド取付台に設置され、前記洗浄ヘッド取付台の中に減速装置が設置され、
前記洗浄ヘッド取付台に係止突起に係合する回転可能な係止座が設けられ、前記減速装置
は遊星歯車変速機であり、前記遊星歯車変速機の太陽歯車が前記洗浄ヘッドと連結し、前
記遊星歯車変速機の歯車リムが前記係止座の中に設置される。該制御機構の動作プロセス
は、次の通りである。脱水時モップの柄棒を下に押し下げ、モップの柄棒でモップヘッド
を回転させ、モップヘッド内にある係止溝により水切り皿内にある係止条を回転させると
水切り皿も回転し、遠心力による脱水を実現する。洗浄時、モップの柄棒を下に押し下げ
、モップヘッドにある係止突起と洗浄ヘッド取付台にある係止座を係合することで、モッ
プヘッドの円盤部と洗浄ヘッド取付台の間を回転できなくさせ、この場合、モップの柄棒
により洗浄ヘッドを回転させ、洗浄ヘッドで遊星歯車変速機の太陽歯車を回転させ、遊星
歯車により歯車リムを回転させ、歯車リムにより回転可能な係止座を回転させ、係止座と
モップヘッドの円盤部が一緒に回転し、モップヘッドが減速回転を実現させることでモッ
プヘッドの洗浄工程における抵抗力を減らし、洗浄が更に小さい力で済むようになる。
【００１２】
　本考案において、前記制御機構には、モップの柄棒が３段のパイプを有し、上パイプと
中パイプの間に一つセットの駆動機構が設けられ、第１制御スイッチが上パイプと中パイ
プとが相対的に回転又は定位できるように制御し、中パイプと下パイプの間にもう一つセ
ットの駆動機構が設けられ、第２制御スイッチが中パイプと下パイプとが相対的に回転又
は定位できるように制御し、前記一つセットの駆動機構と前記もう一つセットの駆動機構
とは異なるピッチを有する螺旋棒を備える。当該制御機構の動作プロセスは次の通りであ
る。脱水時第１或いは第２制御スイッチのいずれか一つをオンにし、両螺旋棒のうちのピ
ッチが短い方の駆動機構を動作させる。この場合、モップの柄棒を下に押し下げ、駆動機
構が速い回転速度を出力して高速脱水を実現する。洗浄時にもう一つの制御スイッチをオ
ンにし、両螺旋棒のうちのピッチが長い方の駆動機構を動作させる。この場合、モップの
柄棒を下に押し下げ、駆動機構が遅い回転速度を出力して低速回転式洗浄を実現する。同
様に高速回転脱水と低速回転洗浄を両立することができ、モップの柄棒の押し下げ操作が
２つ状態において、非常に小さい力で済むようになっている。
【００１３】
　本考案において、前記一方向伝動機構には、前記回転部材の底部に設けられる伝動歯車
と伝動部材の内側底部に設けられる伝動歯車とを含み、前記両伝動歯車に係合する噛合面
と摺動面が設けられ、前記回転部材と前記伝動部材とが相対的に上下移動でき、前記回転
部材を一つの方向に回転して前記両伝動歯車の噛合面を相互に当接させた時、一方向の伝
動することになり、前記回転部材をもう一つの方向に回転して前記両伝動歯車の摺動面を
相互に当接させた時、前記回転部材が前記伝動部材に相対して移動することで空転するこ
とになり、一方向伝動の機能を実現できる。
【００１４】
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　本考案において、前記一方向伝動機構には、前記伝動部材と前記回転部材との間に一方
向軸受が設けられ、前記回転部材の回転方向が前記一方向軸受のロック方向である場合、
前記回転部材と前記伝動部材とが一方向の伝動することになり、前記回転部材の回転方向
が前記一方向軸受の自由回転方向である場合、前記回転部材と前記伝動部材とが空転する
ことになり、同様に一方向伝動の機能を実現できる。
【００１５】
　本考案において、前記水切り皿と前記洗浄ヘッドとが同一のバケツ内に設けられる。勿
論本考案の水切り皿と洗浄ヘッドとがそれぞれ異なるバケツ内に設けられてもよい。上記
２つの構造はいずれも本考案の目的を達成できる。
【００１６】
　本考案において、前記係止溝の上部にラチェットが設けられ、前記係止溝の上部に嵌設
される一方向制御片には前記ラチェットと係合するラチェットが設置されており、前記モ
ップヘッドの下部カバーが前記一方向制御片の回転を制限する。モップの柄棒を持ち上げ
並びに回転し、回転方向が上記両ラチェットの相互当接方向の場合、両ラチェットの相互
作用によりモップヘッドに設けられる拭取布を展開できる。
【００１７】
　本考案において、前記係止溝の上部にラチェットが設けられ、前記係止溝の上部に嵌設
される一方向制御片に前記ラチェットと係合するラチェットが設置されており、前記モッ
プヘッドの円盤部が前記一方向制御片の回転を制限する。同様に両ラチェットの相互作用
によりモップヘッドに設けられる拭取布を展開できる。
【考案の効果】
【００１８】
　本考案の効果について、本考案の掃除用具は抵抗力が小さい脱水状態及び抵抗力が大き
い洗浄状態で、モップヘッドが異なる回転速度を得ることができ、且つ第１回転速度が第
２回転速度より速いため、本考案のモップが水切り皿を高速回転させることで遠心力によ
る脱水を実現できる。洗浄時モップヘッドが洗浄バケツの中において低速で回転式洗浄を
行い、モップの柄棒を下に押し下げて洗浄操作も小さい力で済むようになっている。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本考案の実施例１に係る断面図である。
【図２】本考案の実施例１に係る水切り皿の部材分解図である。
【図３】本考案の実施例１に係る斜視図である。
【図４】本考案の実施例１に係るモップヘッドの部材の分解図及び部分分解図である。
【図５】本考案の実施例１に係るモップヘッドの部材の分解図及び部分分解図である。
【図６】本考案の実施例１に係るモップの柄の構造を示す図である。
【図７】本考案の実施例２に係る断面図である。
【図８】本考案の実施例２に係る洗浄ヘッドの部材分解図である。
【図９】本考案の実施例２に係る斜視図である。
【図１０】本考案の実施例２に係るモップヘッドの部材の分解図及び部分分解図である。
【図１１】本考案の実施例２に係るモップヘッドの部材の分解図及び部分分解図である。
【図１２】本考案の実施例３に係る立体図である。
【図１３】本考案の実施例３に係るモップの柄の局所断面図である。
【図１４】本考案の一方向伝動機構の部材分解図及び断面図である。
【図１５】本考案の一方向伝動機構の部材分解図及び断面図である。
【図１６】本考案の他の一方向伝動機構の部材分解図及び断面図である。
【図１７】本考案の他の一方向伝動機構の部材分解図及び断面図である。
【考案を実施するための形態】
【実施例１】
【００２０】
　図１乃至図６及び図１３、図１４を参照して説明する。本実施例の掃除用具には、バケ
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ツ１及びモップと、モップの柄棒が内側パイプ３と外側パイプ４とを備え、モップの柄棒
の下端に内側パイプ３の下端と連結する拭取布付きのモップヘッド２が設けられ、内側パ
イプ３と外側パイプ４が相互嵌装し、内側パイプ３と外側パイプ４の間にモップの柄棒の
伸縮運動をモップヘッド２の回転運動に変換する駆動機構が設けられ、バケツの中に回転
可能な水切り皿５が設けられ、脱水時にモップヘッド２を水切り皿５の中に入れ、駆動機
構がモップヘッド２と水切り皿５を一方向に回転させるように駆動し、バケツの中に回転
可能な洗浄ヘッド６が設けられ、洗浄時にモップヘッド２が洗浄ヘッド６に置かれ、駆動
機構がモップヘッド２を一方向に回転させるように駆動する。駆動機構は変速駆動機構で
あり、脱水時にモップの柄棒を下に押し下げ、変速駆動機構が第１回転速度でモップヘッ
ド２を回転させ、洗浄時に同じ速度でモップの柄を下に押し下げ、変速駆動機構が第２回
転速度でモップヘッド２を回転させ、且つ、第１回転速度が第２回転速度より速い。
【００２１】
　本実施例において、変速駆動機構には駆動機構と制御機構とを含む。駆動機構は外側パ
イプ４と固定する螺旋棒７とを含み、内側パイプ３の中に伝動部材８が固定され、伝動部
材８の中に回転部材９が設置され、回転部材９の中に螺旋棒７に係合するねじ山１０が設
けられ、回転部材９と伝動部材８の間に一方向伝動機構が設置される。
【００２２】
　本実施例において、制御機構には、モップヘッド２の下部カバー１１に係止突起１２が
設けられ、モップヘッド２の中に減速装置が設置され、洗浄ヘッド６が洗浄ヘッド取付台
１３に設置され、洗浄ヘッド取付台１３に係止突起１２に係合する係止座１４が設けられ
る。減速装置は遊星歯車変速機であり、遊星歯車変速機の太陽歯車１５がモップの柄棒と
連結し、太陽歯車１５とモップヘッド２にある係止溝１６とが一体化されており、遊星歯
車変速機の歯車リム１７がモップヘッド２の円盤部２－１の中に設置され、モップヘッド
２の下部カバー１１とモップヘッド２とが相対的に回転できる。
【００２３】
　本実施例において、モップヘッド内に係止溝１６が設けられ、水切り皿と洗浄ヘッドそ
れぞれに係止溝１６と係合する係止条１８－１、１８－２が設置される。係止溝１６とモ
ップヘッド２の他の部材間とが相対的に回転できる。係止溝１６の上部にラチェット１９
が設けられ、係止溝１６の上部に嵌設される一方向制御片２０にはラチェット１９と係合
するラチェット２１が設置されており、モップヘッド２の下部カバー１１が一方向制御片
の回転を制限する。回転方向が上記両ラチェットの相互当接方向の場合、両ラチェットの
相互作用によりモップヘッドにある拭取布を展開できる。
【００２４】
　本実施例の動作プロセスは、次の通りである。つまり脱水時モップの柄棒を下に押し下
げ、モップの柄棒でモップヘッド２を回転させ、モップヘッド２内にある係止溝１６によ
り水切り皿５内にある係止条を回転させると水切り皿５も回転し、遠心力による脱水を実
現する。洗浄時、モップの柄棒を下に押し下げ、モップヘッド２の下部カバー１１に係止
突起１２を有し、洗浄ヘッド取付台１３に係止突起１２と係合する係止座１４を有し、係
止座１４と係止突起１２を係合することで、モップヘッド２の下部カバー１６と洗浄ヘッ
ド取付台１３の間を回転できなくさせ、この場合、モップの柄棒で遊星歯車変速機の太陽
歯車１５を回転させ、遊星歯車により歯車リム１７を回転させ、歯車リム１７によりモッ
プヘッド２の円盤部を回転させ、モップヘッド２が減速回転を実現させることでモップヘ
ッド２の洗浄工程における抵抗力を減らし、洗浄が更に小さい力で済むようになる。
【００２５】
　本実施例の掃除用具は抵抗力が小さい脱水状態及び抵抗力が大きい洗浄状態で、モップ
ヘッド２が異なる回転速度を得ることで高速回転脱水と低速回転洗浄を両立することがで
きるため、モップの脱水操作と洗浄操作がいずれも小さい力で済むようになっている。
【実施例２】
【００２６】
　図７乃至１１を参照して説明する。本実施例の駆動機構は実施例１と同様とする。本実
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施例の制御機構には、モップヘッド２に係止突起２２が設けられ、洗浄ヘッド６が洗浄ヘ
ッド取付台１３に設置され、洗浄ヘッド取付台１３の中に減速装置が設置され、洗浄ヘッ
ド取付台１３に係止突起２２に係合する回転可能な係止座２３が設けられ、減速装置は遊
星歯車変速機であり、遊星歯車変速機の太陽歯車２４が洗浄ヘッド６と連結し、遊星歯車
変速機の歯車リム２５が係止座２３の中に設置される。本実施例の他の部材は実施例１と
同じで、同様に本考案の目的を達成できる。
【００２７】
　本実施例の動作プロセスは、次の通りである。つまり脱水時モップの柄棒を下に押し下
げ、モップの柄棒でモップヘッド２を回転させ、モップヘッド２内にある係止溝１６によ
り水切り皿５内にある係止条を回転させると水切り皿５も回転し、遠心力による脱水を実
現する。洗浄時、モップの柄棒を下に押し下げ、モップヘッド２にある係止突起２２と洗
浄ヘッド取付台２３にある係止座２４を係合することで、モップヘッド２の円盤部と洗浄
ヘッド取付台２３の間を回転できなくさせ、この場合、モップの柄棒により洗浄ヘッド６
を回転させ、洗浄ヘッド６で遊星歯車変速機の太陽歯車２４を回転させ、遊星歯車により
歯車リム２５を回転させ、歯車リム２５により回転可能な係止座２４を回転させ、係止座
２４とモップヘッド２の円盤部が一緒に回転し、モップヘッド２が減速回転を実現させる
ことでモップヘッド２の洗浄工程における抵抗力を減らし、洗浄が更に小さい力で済むよ
うになる。
【実施例３】
【００２８】
　図１２及び図１３を参照して説明する。本実施例において、制御機構には、モップの柄
棒が３段のパイプを有し、上パイプと中パイプの間に一つセットの駆動機構２６が設けら
れ、第１制御スイッチ２７が上パイプと中パイプとが相対的に回転又は定位できるように
制御し、中パイプと下パイプの間にもう一つセットの駆動機構２８が設けられ、第２制御
スイッチ２９が中パイプと下パイプとが相対的に回転又は定位できるように制御し、一つ
セットの駆動機構２６ともう一つセットの駆動機構２８とは異なるピッチを有する螺旋棒
７－２、７－３とを含む。
【００２９】
　本実施例の動作プロセスは次の通りである。つまり脱水時第１或いは第２制御スイッチ
のいずれか一つをオンにし、両螺旋棒のうちのピッチが短い方の駆動機構を動作させる。
この場合、モップの柄棒を下に押し下げ、駆動機構が速い回転速度を出力して高速脱水を
実現する。洗浄時にもう一つ制御スイッチをオンにし、両螺旋棒のうちのピッチが長い方
の駆動機構を動作させる。この場合、モップの柄棒を下に押し下げ、駆動機構が遅い回転
速度を出力して低速回転式洗浄を実現する。本実施例は同様に高速回転脱水と低速回転洗
浄を両立することができ、モップの柄棒の押し下げ操作が２つ状態において、非常に小さ
い力で済むようになっている。
【００３０】
　図１４及び図１５は本考案の一方向伝動機構を示す図である。本実施例において、一方
向伝動機構には、回転部材９の底部に設けられる伝動歯車３０と伝動部材８の内側底部に
設けられる伝動歯車３１とを含み、両伝動歯車に係合する噛合面と摺動面が設けられ、回
転部材９と伝動部材８とが相対的に上下移動でき、回転部材９を一つの方向に回転して両
伝動歯車の噛合面を相互に当接させた時、一方向の伝動することになり、回転部材９をも
う一つの方向に回転して両伝動歯車の摺動面を相互に当接させた時、回転部材９が伝動部
材８に相対して移動することで空転することになり、一方向伝動の機能を実現できる。
【００３１】
　図１６及び図１７は本考案の他の一方向伝動機構を示す図である。一方向伝動機構には
、伝動部材８と回転部材９との間に一方向軸受３２が設けられ、回転部材９の回転方向が
一方向軸受３２のロック方向である場合、回転部材９と伝動部材８とが一方向の伝動する
ことになり、回転部材９の回転方向が一方向軸受３２の自由回転方向である場合、回転部
材９と伝動部材８とが空転することになり、同様に一方向伝動の機能を実現できる。
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【００３２】
　本考案において、水切り皿５と洗浄ヘッド６が同一バケツ内に設けられる。勿論本考案
の水切り皿５と洗浄ヘッド６をそれぞれ異なるバケツ内に設けられてもよい。上記２つの
構造はいずれも本考案の目的を達成できる。
【００３３】
　以上の述べるものは本考案の好ましい実施例のみであって、本考案の実施範囲を限定す
るものではなく、本考案の範囲及び趣旨から逸脱することなく行われる種々の改良変更或
いは各実施例の組合せをなし得ることは本考案の実用新案登録請求の範囲内に含まれるこ
とであるのが勿論である。
【符号の説明】
【００３４】
　１　　　　バケツ
　１０　　　ねじ山
　１１　　　下部カバー
　１２　　　係止突起
　１３　　　洗浄ヘッド取付台
　１４　　　係止座
　１５　　　太陽歯車
　１６　　　係止溝
　１７　　　歯車リム
　１８－１　係止条
　１８－２　係止条
　１９　　　ラチェット
　２　　　　モップヘッド
　２－１　　円盤部
　２０　　　一方向制御片
　２１　　　ラチェット
　２２　　　係止突起
　２３　　　係止座
　２４　　　太陽歯車
　２５　　　歯車リム
　２６　　　駆動機構
　２７　　　第１制御スイッチ
　２８　　　駆動機構
　２９　　　第２制御スイッチ
　３　　　　内側パイプ
　３０　　　伝動歯車
　３１　　　伝動歯車
　３２　　　一方向軸受
　４　　　　外側パイプ
　５　　　　水切り皿
　６　　　　洗浄ヘッド
　７　　　　螺旋棒
　７－２　　螺旋棒
　７－３　　螺旋棒
　８　　　　伝動部材
　９　　　　回転部材
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