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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　本体ケースと、
　この本体ケースを被掃除面上で走行可能とする駆動輪と、
　被掃除面を掃除する掃除部と、
　前記本体ケースに設けられ、この本体ケースの前側の複数の方向の角度範囲の所定距離
以内の物体の存否を検出する物体検出手段と、
　前記本体ケースに設けられ、この本体ケースの側部前方の所定距離以内の物体の存否を
検出する検出手段と、
　これら物体検出手段および検出手段による物体の検出に基づいて前記駆動輪の動作を制
御することで前記本体ケースを自律走行させる制御手段とを具備し、
　前記制御手段は、前記物体検出手段により物体を検出したときに、この検出した物体の
方向の角度範囲に対応して設定された角度、前記本体ケースを旋回させ、この状態で前記
物体検出手段により物体を所定時間内に検出したことが所定回数以上連続したときに、前
記本体ケースをさらに旋回させることで前記物体検出手段により検出した物体に沿わせつ
つ湾曲状に走行させる
　ことを特徴とした電気掃除機。
【請求項２】
　物体検出手段は、物体との接触により物体を検出する接触センサであり、
　制御手段は、前記物体検出手段により物体を検出したときに、一旦後退して物体から物
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体検出手段を離間させた後、この検出した物体の方向の角度範囲に対応して設定された角
度、前記本体ケースを旋回させるように前記駆動輪の動作を制御する
　ことを特徴とした請求項１記載の電気掃除機。
【請求項３】
　制御手段は、本体ケースの側部を物体に向けるように駆動輪の動作を制御した状態で、
検出手段により物体を検出しない場合には、前記本体ケースを所定距離直進させた後、前
記物体検出手段により検出した物体側に旋回走行させるように前記駆動輪の動作を制御す
る
　ことを特徴とした請求項１または２記載の電気掃除機。
【請求項４】
　制御手段は、本体ケースの側部を物体に向けるように駆動輪の動作を制御した状態で、
検出手段により物体を検出した場合には、この物体に沿って前記本体ケースを直進させる
ように前記駆動輪の動作を制御する
　ことを特徴とした請求項１ないし３いずれか一記載の電気掃除機。
【請求項５】
　制御手段は、本体ケースを直進させるとともに物体検出手段により物体を検出したとき
に前記本体ケースの側部を物体に向けるように駆動輪の動作を制御する第１走行モードと
、前記本体ケースが前記物体検出手段により検出した物体に沿いつつ湾曲状に走行するよ
うに前記駆動輪の動作を制御する第２走行モードとを備え、前記第１走行モード時に前記
物体検出手段により物体を所定時間内に検出することが所定回数以上連続したときに、前
記第２走行モードに切り換わる
　ことを特徴とした請求項１ないし４いずれか一記載の電気掃除機。
【請求項６】
　制御手段は、第２走行モード時に本体ケースが所定角度以上旋回したと判断したときに
は、反対方向に旋回させた後、前記本体ケースを直進させるように駆動輪の動作を制御す
る
　ことを特徴とした請求項５記載の電気掃除機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、物体検出手段による物体の検出に基づいて駆動輪の動作を制御す
ることで自律走行する電気掃除機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、例えばセンサなどを用いて障害物などを検出しつつ、被掃除面上を自律走行しな
がら掃除する、いわゆる自律走行型の電気掃除機(掃除ロボット)が知られている。
【０００３】
　一般に、被掃除面上には形状や配置が異なる様々な障害物が存在するため、それら障害
物を効果的に回避して被掃除面を可能な限り隙間なく掃除できることが望ましい。しかし
ながら、このような電気掃除機に搭載されているセンサは、通常、赤外線センサや超音波
センサなどであるため、障害物をセンサによって直接識別することは容易でない。
【０００４】
　そこで、例えば電気掃除機を旋回させながらセンサによって障害物をスキャンすること
で、障害物の形状を識別し、障害物の種類を類推することが考えられるものの、掃除動作
としては無駄な動作となるとともに、障害物に囲まれている狭所に侵入したり、狭所から
脱出したりする場合には、都度スキャンをすることとなり、効率が悪い。
【０００５】
　したがって、障害物を効果的に回避しながら狭所を効率よく掃除できるようにすること
が望まれている。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特表２０１４－５０１４２６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明が解決しようとする課題は、物体を効果的に回避しつつ狭所をより効率よく掃除
できる電気掃除機を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　実施形態の電気掃除機は、本体ケースと、駆動輪と、掃除部と、物体検出手段と、検出
手段と、制御手段とを有する。駆動輪は、本体ケースを被掃除面上で走行可能とする。掃
除部は、被掃除面を掃除する。物体検出手段は、本体ケースに設けられ、この本体ケース
の前側の複数の方向の所定距離以内の物体の存否を検出する。検出手段は、本体ケースに
設けられ、この本体ケースの側部前方の所定距離以内の物体の存否を検出する。制御手段
は、物体検出手段および検出手段による物体の検出に基づいて駆動輪の動作を制御するこ
とで本体ケースを自律走行させる。そして、この制御手段は、物体検出手段により物体を
検出したときに、この検出した物体の方向の角度範囲に対応して設定された角度、本体ケ
ースを旋回させ、この状態で物体検出手段により物体を所定時間内に検出したことが所定
回数以上連続したときに、本体ケースをさらに旋回させることで物体検出手段により検出
した物体に沿わせつつ湾曲状に走行させる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】一実施形態の電気掃除機の第２掃除走行モードの第１走行モードでの動作の一例
を(a)ないし(h)の順に模式的に示す説明図である。
【図２】(a)は同上電気掃除機の第１掃除走行モードで物体検出手段により物体を検出し
たときの動作の一例を模式的に示す説明図、(b)は同上電気掃除機の第１掃除走行モード
で物体検出手段により物体を検出したときの動作の他の例を模式的に示す説明図である。
【図３】同上電気掃除機の第１掃除走行モードで検出手段により物体を検出したときの動
作の一例を(a)ないし(c)の順に模式的に示す説明図である。
【図４】同上電気掃除機の第２掃除走行モードの第２走行モードでの動作の一例を(a)な
いし(c)の順に模式的に示す説明図である。
【図５】同上電気掃除機の第２掃除走行モードの第２走行モードを終了するときの動作の
一例を(a)ないし(c)の順に模式的に示す説明図である。
【図６】同上電気掃除機の斜視図である。
【図７】同上電気掃除機を上方から示す平面図である。
【図８】同上電気掃除機を下方から示す平面図である。
【図９】同上電気掃除機の内部構造を示すブロック図である。
【図１０】(a)は同上電気掃除機の第１掃除走行モードの動作の一例を模式的に示す説明
図、(b)は同上電気掃除機の第２掃除走行モードの動作の一例を模式的に示す説明図、(c)
は同上電気掃除機の第３掃除走行モードの動作の一例を模式的に示す説明図である。
【図１１】同上電気掃除機が入り込む狭所の例を(a)ないし(c)に模式的に示す説明図であ
る。
【図１２】同上電気掃除機の掃除動作の処理の概要を示すフローチャートである。
【図１３】同上電気掃除機の第１掃除走行モードの処理を示すフローチャートである。
【図１４】同上電気掃除機の第２掃除走行モードの処理を示すフローチャートである。
【図１５】同上電気掃除機の第２走行モードの処理を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、一実施形態の構成を、図面を参照して説明する。
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【００１１】
　図６ないし図９において、11は自律走行体としての電気掃除機であり、この電気掃除機
11は、例えば充電回路を内蔵した図示しない基地装置としての充電装置(充電台)などとと
もに、自律走行体装置としての電気掃除装置を構成する。
【００１２】
　そして、電気掃除機11は、本実施形態において、走行面としての被掃除面である床面上
を自律走行(自走)しつつ床面を掃除する、いわゆる自走式のロボットクリーナ(掃除ロボ
ット)である。この電気掃除機11は、中空状の本体ケース15と、この本体ケース15を床面
上で走行させる走行部16と、床面などの塵埃を掃除する掃除部17と、充電装置を含む外部
装置と通信する通信部18と、各種情報を表示する表示部19と、走行部16、掃除部17、通信
部18および表示部19を制御する制御手段20と、これら走行部16、掃除部17、通信部18、表
示部および制御手段20などに給電する二次電池21とを備えている。なお、以下、電気掃除
機11(本体ケース15)の走行方向に沿った方向を前後方向(図６などに示す矢印FR，RR方向)
とし、この前後方向に対して交差(直交)する左右方向(両側方向)を幅方向として説明する
。また、図１などに示す矢印Ｘの指す方向が、電気掃除機11(本体ケース15)の前側を表す
ものとする。
【００１３】
　本体ケース15は、例えば合成樹脂などにより扁平な円柱状(円盤状)などに形成されてお
り、床面に対向する下面に吸込口22および排気口23がそれぞれ開口されている。
【００１４】
　走行部16は、複数(一対)の駆動部としての駆動輪25，25と、これら駆動輪25，25を駆動
させる動作部としての駆動手段であるモータ26，26と、旋回用の旋回輪27と、各種センサ
を有するセンサ部28などを備えている。
【００１５】
　各駆動輪25は、電気掃除機11(本体ケース15)を床面上で前進方向および後退方向に走行
(自律走行)させる、すなわち走行用のものであり、左右幅方向に沿って図示しない回転軸
を有し、幅方向に対称に配置されている。
【００１６】
　各モータ26は、例えば駆動輪25のそれぞれに対応して配置されており、各駆動輪25を独
立して駆動させることが可能となっている。
【００１７】
　旋回輪27は、本体ケース15の下面の幅方向の略中央部で、かつ、前部に位置しており、
床面に沿って旋回可能な従動輪である。
【００１８】
　センサ部28は、例えば各駆動輪25(各モータ26)の回転数を検出する回転数検出手段30と
、本体ケース15の前方の所定距離以内の壁や家具などの物理的な物体(障害物)の存否を検
出する(第１の)障害物検出手段である物体検出手段31と、本体ケース15の側部前方の所定
距離以内の壁や家具などの物理的な物体(障害物)の存否を検出する(第２の)障害物検出手
段である検出手段32とを備えている。このセンサ部28には、他に、例えば床面の段差など
を検出する赤外線センサなどの図示しない段差検出手段、床面の塵埃量を検出する図示し
ない塵埃量検出手段、充電装置などからの無線信号(赤外線信号)を受信するフォトトラン
ジスタなどの基地装置検出手段、および、充電装置や領域区画手段(バーチャルガード)な
どの外部装置から出力される無線信号(赤外線信号)を検出することで、この無線信号によ
って外部装置の周囲や領域内などに形成された仮想的な物体(障害物)を検出する赤外線セ
ンサなどの物体検出手段としての障害物検出手段である衝突防止信号検出手段(衝突防止
センサ)となどを備えていてもよい。
【００１９】
　回転数検出手段30は、例えば光エンコーダなどであり、この測定した駆動輪25(モータ2
6)の回転数によって制御手段20が電気掃除機11(本体ケース15)の旋回角度や進行距離を検
出および監視するようになっている。すなわち、この回転数検出手段30は、旋回角度検出
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手段、および、距離検出手段の機能をそれぞれ有している。
【００２０】
　物体検出手段31は、本実施形態では、本体ケース15の前側半分を構成する可動的な円弧
状の接触子であるバンパ35と、このバンパ35の移動によって動作されるスイッチ36とを有
し、バンパ35と物体との接触を検出する接触センサである。すなわち、本実施形態の物体
検出手段31は、本体ケース15に対して接触する(ゼロ距離に位置する)物体を検出するよう
になっている。
【００２１】
　バンパ35は、本体ケース15の径方向に沿って移動可能となっており、例えば図示しない
ばねなどの付勢手段によって、本体ケース15から突出する方向に付勢されている。なお、
このバンパ35は、例えば本体ケース15の一側から前部を介して他側まで連続する半円弧状
としてもよいし、本体ケース15の一側から前部を介して他側までの半円弧領域を複数に分
割した円弧状としてもよい。このようにバンパ35を複数に分割して構成する場合には、左
右対称な配置とすることが好ましく、例えば前部と左右両側との３箇所などに分割するも
のとする。
【００２２】
　スイッチ36は、物体との接触によって相対的に後退したバンパ35との接触により動作す
なわちオンオフが切り換わるもので、少なくとも本体ケース15の両側にてバンパ35の背面
側に対向して配置されている。そして、これらスイッチ36のいずれのオンオフが切り換わ
ったにより、バンパ35の物体との接触、および、その接触位置(接触方向)を検出可能とな
っている。本実施形態では、物体検出手段31は、複数の領域が設定されており、例えば本
体ケース15(バンパ35)の左右方向の中心位置を含む前側の左右略均等な所定角度範囲、例
えば１５°ずつすなわち左右３０°に亘る前側領域31aと、この前側領域31aの右側に隣接
し本体ケース15(バンパ35)の右側部に亘る右側の所定角度範囲、例えば７５°の右側領域
31bと、前側領域31aの左側に隣接し本体ケース15(バンパ35)の左側部に亘る左側の所定角
度範囲、例えば７５°の左側領域31cとのそれぞれのうち、どの領域が物体と接触したか
を検出可能となっている。したがって、物体検出手段31は、本体ケース15の前側の複数(
３つ)の方向の角度範囲の所定距離以内の物体の存否を検出するようになっており、本実
施形態では、物体を検出可能な領域31a，31b，31cが左右対称に設定されている。
【００２３】
　検出手段32は、本体ケース15に対して所定距離に離間された位置の物体を検出する、換
言すれば側部前方に位置する物体との距離を検出する例えば超音波センサ、あるいは赤外
線センサなどの非接触センサである。すなわち、この検出手段32は、物体検出手段(測距
手段)の機能を有している。この検出手段32は、本実施形態では、例えば物体検出手段31
の右側領域31bおよび左側領域31cのそれぞれの中央部、すなわち、本体ケース15の前方に
対して左右方向にそれぞれ５２．５°の角度に傾斜した位置に配置されている。したがっ
て、この検出手段32は、左右対称に配置されている。
【００２４】
　掃除部17は、例えば本体ケース15内に位置して塵埃を吸い込む電動送風機37と、吸込口
22に回転可能に取り付けられて塵埃を掻き上げる回転清掃体としての回転ブラシ38および
この回転ブラシを回転駆動させるブラシモータ39と、本体ケース15の前側などの両側に回
転可能に取り付けられて塵埃を掻き集める旋回清掃部としての補助掃除手段であるサイド
ブラシ40およびこのサイドブラシ40を駆動させるサイドブラシモータ41と、塵埃を溜める
集塵部42となどを備えている。なお、電動送風機37と、回転ブラシ38およびブラシモータ
39と、サイドブラシ40およびサイドブラシモータ41とは、少なくともいずれかを備えてい
ればよい。
【００２５】
　通信部18は、例えば充電装置などの外部装置に対して無線信号(赤外線信号)を送信する
赤外線発光素子などの送信手段46を備えている。なお、この通信部18には、例えばアクセ
スポイントなどを介して例えば携帯端末などの外部装置との無線信号の送受信をする無線
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ＬＡＮデバイスなどとを備えていてもよい。
【００２６】
　表示部19は、時刻や時間、あるいは電気掃除機11に関する各種情報などを表示するもの
であり、例えば本体ケース15の上部に配置されている。なお、この表示部19は、例えば使
用者が各種設定を直接入力可能である入力操作手段の機能を兼ね備えるタッチパネルなど
としてもよい。
【００２７】
　制御手段20は、例えばＣＰＵやタイマおよびカウンタなどを備えたマイコンであり、セ
ンサ部28による検出結果に基づいて、自律走行しつつ掃除部17により掃除をする掃除モー
ドと、充電装置を探索して充電装置へと帰還する帰還モードと、充電装置を介して二次電
池21を充電する充電モードと、動作待機中の待機モードとを有している。そして、掃除モ
ード中には、複数、例えば３つの掃除走行モード、すなわち第１掃除走行モードないし第
３掃除走行モードが設定されており、これらの掃除走行モードが所定時間毎に切り換わる
ようになっている。つまり、各掃除走行モードを、それぞれの掃除走行モードに対応して
設定された所定時間行うと、次の掃除走行モードに切り換わるようになっており、掃除時
間内において、例えば第１掃除走行モード、第２掃除走行モード、第３掃除走行モード、
第１掃除走行モード…と繰り返すようになっている。
【００２８】
　第１掃除走行モードは、物体(障害物)が少ない領域(オープンスペース)を効率よく走行
するモードであり、電気掃除機11(本体ケース15)が部屋の中を物体に対して所定距離以内
に接近する(物体に衝突する)毎に向きを変えつつ直進する、ランダムバウンド走行モード
とも呼び得るものである。この第１掃除走行モードは、電気掃除機11(本体ケース15)を直
進させるとともに、物体検出手段31により物理的な物体(障害物)Ｐを所定距離以内に検出
(電気掃除機11(本体ケース15(バンパ35))との接触を検出)したり、検出手段32により物体
(障害物)Ｐを所定距離以内に検出したりすると、接触を検出した場合には物体Ｐから離れ
るために僅かに後退した後に、所定の旋回角度だけ旋回(超信地旋回)して走行方向をラン
ダムに変え、さらに直進させるようにモータ26，26(駆動輪25，25)の動作を制御するもの
である(図１０(a)中の矢印S1に示す)。なお、以下、直進とは、直線に沿って進行するも
のだけでなく、直線に近似した円弧などに沿って進行する、実質的な直進も含むものとす
る。
【００２９】
　第２掃除走行モードは、例えば塵埃が溜まりやすい壁などの障害物の近傍や、掃除領域
の隅などをサイドブラシ40(掃除部17)によって効果的に掃除するためのもので、電気掃除
機11(本体ケース15)を直線状に走行(直進)させるとともに、物体検出手段31あるいは検出
手段32により物体を検出したときに、この検出した物体の方向に対応した角度、本体ケー
ス15を旋回させることでこの本体ケース15の側部を物体に向けるようにモータ26，26(駆
動輪25，25)の動作を制御する第１走行モードと、本体ケース15が物体検出手段31あるい
は検出手段32により検出した物体に沿いつつ湾曲状に走行するようにモータ26，26(駆動
輪25，25)の動作を制御する第２走行モードとを備えている(図１０(b)中の矢印S2に示す)
。
【００３０】
　第１走行モードは、例えば塵埃が溜まりやすい家具の脚などの周囲に電気掃除機11(本
体ケース15)を入り込ませるためのもので、物体検出手段31あるいは検出手段32により検
出した物体が壁であるか壁でないかを簡易的に判断し、壁である場合には壁に沿って電気
掃除機11(本体ケース15)が直線状に走行し、壁でない場合には電気掃除機11(本体ケース1
5)が物体を周回するように回り込むモードである。また、第２走行モードは、第１走行モ
ードによって入り込んだ狭所などから脱出するための、狭所脱出走行モードとも呼び得る
ものである。
【００３１】
　第３掃除走行モードは、例えば塵埃が溜まりやすい壁などの障害物の近傍や、掃除領域
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の隅などをサイドブラシ40(掃除部17)によって効果的に掃除するためのもので、電気掃除
機11(本体ケース15)が物体検出手段31あるいは検出手段32により検出した物体である障害
物(壁)などの領域の外縁に対して略一定の所定距離を維持しながら略平行に走行する、壁
沿い走行モードとも呼び得るものである。この第３掃除走行モードは、検出手段32により
側方の障害物(壁)を検出しつつこの障害物に沿って略直線状に走行させるとともに、物体
検出手段31により前方に物体を検出すると、その位置で所定角度だけ旋回(超信地旋回)し
て電気掃除機11(本体ケース15)の側部すなわち検出手段32を物体に向けるように方向を変
え、さらに壁に沿って直線状に走行させるようにモータ26，26(駆動輪25，25)の動作を制
御するものである(図１０(c)中の矢印S3に示す)。なお、本実施形態では、第３掃除走行
モードは、以下、電気掃除機11(本体ケース15)の右側に壁を臨みながら、換言すれば電気
掃除機11(本体ケース15)の右側を物体である障害物(壁)に沿わせながら走行する、いわゆ
る右手沿いのモードとするが、動作を左右反転した左手沿いのモードとしてもよいし、こ
れら右手沿いのモードと左手沿いのモードとを所定条件に基づいて、例えば所定時間(１
０分など)が経過する毎に第３掃除走行モードの右手沿いと左手沿いとを切り換えるよう
にしてもよい。
【００３２】
　また、二次電池21は、例えば本体ケース15の下面の後部の両側に露出する接続部として
の充電端子48，48と電気的に接続されており、これら充電端子48，48が充電装置側の充電
用端子と電気的および機械的に接続されることで、充電装置を介して充電されるようにな
っている。
【００３３】
　次に、上記一実施形態の動作を説明する。
【００３４】
　一般に、電気掃除機11は、掃除をする掃除作業と、充電装置によって二次電池21を充電
する充電作業とに大別される。そして、掃除作業は、充電装置から電気掃除機11が離脱す
る離脱動作、この離脱動作の後掃除部17によって掃除をする掃除動作、この掃除動作の後
あるいは掃除動作の最中に充電装置の探索をする探索動作、この探索動作により検出した
充電装置に向かって電気掃除機11が走行する接近(アプローチ)動作、および、充電装置に
接近した電気掃除機11が充電装置と接続(ドッキング)する接続動作などにより構成されて
いる。
【００３５】
　(掃除作業)
　まず、掃除作業の概要を図１２に示すフローチャートも参照しながら説明すると、電気
掃除機11は、例えば予め設定された掃除開始時刻となったときなど、掃除の開始のタイミ
ングで、制御手段20が待機モードから掃除モードに切り換わり、掃除部17および走行部16
などを駆動させ、充電装置から例えば直線状に離脱する(離脱動作(ステップ１))。
【００３６】
　次いで、制御手段20は、センサ部28からの検出に対応して駆動輪25，25(モータ26，26)
を駆動させることで、物体(障害物)や段差などを回避しながら電気掃除機11(本体ケース1
5)を、各掃除走行モードを切り換えて床面上を走行させつつ、掃除部17によって床面の塵
埃を掃除して捕集する(掃除動作(ステップ２))。
【００３７】
　さらに、制御手段20は、この掃除動作中に、例えば電気掃除機11(本体ケース15)の移動
距離や塵埃量によって掃除している領域の広さや複雑さを推定し、この推定した領域の広
さや複雑さに基づいて、掃除時間T1を算出する(ステップ３)。そして、掃除を実施してい
る掃除実施時間T2が、ステップ３で算出した掃除時間T1以上となったかどうかを制御手段
20が判断する(ステップ４)。このステップ４において、掃除実施時間T2が掃除時間T1以上
でないと判断したときにはステップ２に戻る。また、このステップ４において、掃除実施
時間T2が掃除時間T1以上であると判断した場合には、電気掃除機11は、制御手段20が帰還
モードに切り換わり、この制御手段20により駆動輪25，25(モータ26，26)を駆動させて走
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行しながら充電装置を探索する(探索動作(ステップ５))。この探索動作では、電気掃除機
11は、充電装置の信号出力手段から発信されている無線信号を受信手段により受信するか
どうかを検出する。
【００３８】
　そして、探索動作によって探索して検出した充電装置に向かうように電気掃除機11(本
体ケース15)を走行させた後、所定距離まで近づくと、充電端子48，48を充電装置に向け
て、無線信号(誘導信号)に沿って直線状に充電装置へと接近する(接近動作(ステップ６))
。この後、充電端子48，48を充電用端子と接続(ドッキング)する(接続動作(ステップ７))
。そして、電気掃除機11と充電装置との接続が終了すると、制御手段20は、掃除部17およ
び走行部16などを停止させて掃除作業を終了する。
【００３９】
　上記の掃除動作中の各掃除走行モードについて説明する。
【００４０】
　図１３に示すフローチャートも参照しながら説明すると、第１掃除走行モード時には、
制御手段20は、モータ26，26(駆動輪25，25)の動作を制御し、電気掃除機11(本体ケース1
5)を所定距離直進させる(ステップ11)。次いで、制御手段20は、物体検出手段31により物
体を所定距離以内に検出(電気掃除機11(本体ケース15(バンパ35))との接触を検出)したか
どうかを判断する(ステップ12)。このステップ12において、物体検出手段31により物体を
検出した(本体ケース15(バンパ35)が物体と接触(衝突)した)と判断した場合には、制御手
段20は、モータ26，26(駆動輪25，25)の動作を制御し、電気掃除機11(本体ケース15)を所
定の小さい距離後退させ(ステップ13)、後述するステップ15に進む。この後退は、物体検
出手段31が接触センサであるので、後述する旋回の際に本体ケース15(バンパ35)が物体に
対して擦らないようにするためのものであり、本体ケース15(バンパ35)を物体から僅かに
離間させることができれば充分である。一方、ステップ12において、物体検出手段31によ
り物体を検出していない(本体ケース15(バンパ35)が物体と接触(衝突)していない)と判断
した場合には、制御手段20は、検出手段32により物体を所定距離以内に検出したかどうか
を判断する(ステップ14)。このステップ14において、検出手段32により物体を検出してい
ないと判断した場合には、ステップ11に戻る。また、このステップ14において、検出手段
32により物体を検出したと判断した場合には、ステップ15に進む。
【００４１】
　ステップ15において、制御手段20は、第１掃除走行モードを所定時間実施したかどうか
を判断する。このステップ15において、第１掃除走行モードを所定時間以上実施したと判
断した場合には、制御手段20は第１掃除走行モードを終了し、他の掃除走行モードに移行
する。また、ステップ15において、第１掃除走行モードを所定時間以上実施していない(
所定時間未満である)と判断した場合には、制御手段20は、電気掃除機11(本体ケース15)
の旋回角度および旋回方向を決定する(ステップ16)。
【００４２】
　ここで、物体検出手段31によって物体を検出した場合(ステップ12およびステップ13を
経由した場合)には、旋回角度は、９０°に対して、所定の逃げ角を加算するとともに、
物体検出手段31の左右方向の同時反応角度範囲を加算、または減算することで算出される
最低旋回角度に対して、所定の角度範囲の乱数を加算して求める。具体的に、本実施形態
では、逃げ角は例えば５°、同時反応角度範囲は前側領域31aの左右への角度である例え
ば１５°、所定の角度範囲は例えば０°～３０°に設定されている。そして、物体検出手
段31の右側領域31bまたは左側領域31cが物体を検出したとき(例えば図２(a)では左側領域
31cが物体を検出したときを示す)には、同時反応角度範囲を減算して旋回方向を物体から
離反する方向、すなわち右側領域31bが物体を検出したときは反時計回り方向(左回り)、
左側領域31cが物体を検出したときは時計回り方向(右回り)に設定する。また、物体検出
手段31の前側領域31aが物体を検出したとき(例えば図２(b)に示す)には、同時反応角度範
囲を加算するとともに、旋回方向を乱数で時計回り方向または反時計回り方向に決める。
これにより、電気掃除機11(本体ケース15)が物体近傍で方向を変えて直進したときに同じ
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物体を再度検出する(同じ物体と再接触(再衝突)する、すなわち二度当たりする)ことを確
実に防止している。
【００４３】
　また、物体検出手段31により物体を検出せず(バンパ35が物体と接触せず)、検出手段32
によって物体を検出した場合(ステップ14を経由した場合)には(図３(a))、電気掃除機11(
本体ケース15)を物体に対して平行化する、すなわちこの物体を検出した側の検出手段32
を物体に向ける、換言すれば電気掃除機11(本体ケース15)の前方向を物体に対して平行な
方向に向けるように旋回角度および旋回方向を設定する(図３(b))とともに、さらに追加
旋回角度を設定する(図３(c))。この追加旋回角度は、例えば最小逃げ角に所定の角度範
囲の乱数を加算して設定する。これにより、旋回角度にランダム性を付与するとともに、
上記の二度当たりを防止している。
【００４４】
　なお、旋回角度は、第１掃除走行モードにおいて移動性を確保するとともに、掃除して
いる領域の広さを最大直進距離に基づいて制御手段20が推定できるように、物体からの離
脱角度が鋭角となるように設定することが好ましい。
【００４５】
　そして、ステップ16で決定した旋回角度および旋回方向に電気掃除機11(本体ケース15)
を旋回させ(ステップ17)、ステップ11に戻る。
【００４６】
　次に、図１４に示すフローチャートも参照しながら説明すると、第２掃除走行モード時
には、制御手段20は、まず、第１走行モードで電気掃除機11(本体ケース15)を所定距離走
行させる。すなわち、制御手段20は、モータ26，26(駆動輪25，25)の動作を制御して、電
気掃除機11(本体ケース15)を所定距離直進させる(ステップ21)。次いで、制御手段20は、
物体検出手段31により物体Ｐを所定距離以内に検出(電気掃除機11(本体ケース15(バンパ3
5))との接触を検出)したかどうかを判断する(ステップ22)。このステップ22において、物
体検出手段31により物体Ｐを検出した(本体ケース15(バンパ35)が物体Ｐと接触(衝突)し
た(例えば図１(a)))と判断した場合には、制御手段20は、モータ26，26(駆動輪25，25)の
動作を制御し、電気掃除機11(本体ケース15)を所定の小さい距離後退させ(ステップ23、
図１(b))、後述するステップ24に進む。この後退は、上記のステップ13と同様の趣旨であ
る。一方、ステップ22において、物体検出手段31により物体Ｐを検出していない(本体ケ
ース15(バンパ35)が物体Ｐと接触(衝突)していない)と判断した場合には、ステップ21に
戻る。
【００４７】
　ステップ24において、制御手段20は、物体Ｐの検出タイミングを記憶するとともに、こ
の物体Ｐの検出タイミングが前回の検出タイミングから所定時間、例えば４０００ｍｓ未
満であったかどうかを判断する。そして、このステップ24において、所定時間未満である
と判断した場合には、制御手段20は、物体検出カウンタObCを１加算し(ステップ25)、こ
の物体検出カウンタObCが所定値(例えば５)以上となったかどうかを判断する(ステップ26
)。そして、物体検出カウンタObCが所定値以上となったと判断した場合には、物体検出カ
ウンタObCを０にリセットするとともに、第２走行モードに切り換わる(ステップ27)。一
方、ステップ26において、物体検出カウンタObCが所定値以上となっていない(所定値未満
である)と判断した場合には、後述するステップ29に進む。すなわち、ステップ24ないし
ステップ27において、制御手段20は、物体検出手段31によって所定時間以内に物体Ｐを検
出することが所定回数以上連続したかどうかを判断し、物体検出手段31によって所定時間
以内に物体Ｐを検出することが所定回数以上連続したと判断したときには、電気掃除機11
(本体ケース15)が狭所に入り込んだものと判断し、第２走行モードに切り換わるように制
御している。
【００４８】
　一方、ステップ24において、物体Ｐの検出タイミングが前回の検出タイミングから所定
時間、例えば４０００ｍｓ未満でない(４０００ｍｓ以上である)と判断した場合には、物
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体検出カウンタObCをリセットし(ステップ28)、ステップ29に進む。
【００４９】
　ステップ29において、制御手段20は、第２掃除走行モードを所定時間実施したかどうか
を判断する。このステップ29において、第２掃除走行モードを所定時間以上実施したと判
断した場合には、制御手段20は第２掃除走行モードを終了し、他の掃除走行モードに移行
する。また、ステップ29において、第２掃除走行モードを所定時間以上実施していない(
所定時間未満である)と判断した場合には、制御手段20は、以下のステップ30ないしステ
ップ34の処理によって電気掃除機11(本体ケース15)の旋回角度および旋回方向を決定する
。
【００５０】
　まず、制御手段20は、ステップ22で物体検出手段31がどの領域で物体Ｐを検出したか、
換言すれば、電気掃除機11(本体ケース15(バンパ35))が物体Ｐに対してどの角度で接触(
衝突)したかを判断する。例えば制御手段20は、前側領域31aが物体Ｐと接触したかどうか
を判断する(ステップ30)。このステップ30において、前側領域31aが物体Ｐと接触したと
判断した場合には、制御手段20は、旋回角度を例えば７５°(右側領域31bおよび左側領域
31cの角度範囲)に設定するとともに、旋回方向を時計回り方向または反時計回り方向にラ
ンダムに設定し(ステップ31)、以下のステップ35に進む。また、このステップ30において
、前側領域31aが物体Ｐと接触していないと判断した場合には、制御手段20は、左側領域3
1cが物体Ｐと接触したかどうかを判断する(ステップ32)。そして、このステップ32におい
て、左側領域31cが物体Ｐと接触したと判断した場合(図１(a))には、制御手段20は、旋回
角度を例えば３０°(前側領域31aの角度範囲)に設定するとともに、旋回方向を時計回り
方向(右回り方向)に設定し(ステップ33)し、以下のステップ35に進む。さらに、ステップ
32において、左側領域31cが物体Ｐと接触していないと判断した場合には、制御手段20は
、右側領域31bが物体Ｐと接触したものと判断し、旋回角度を例えば３０°(前側領域31a
の角度範囲)に設定するとともに、旋回方向を反時計回り方向(左回り方向)に設定し(ステ
ップ34)、これらステップ30ないしステップ34で決定した旋回角度および旋回方向に電気
掃除機11(本体ケース15)を旋回させるようにモータ26，26(駆動輪25，25)の動作を制御す
る(ステップ35、図１(c))。すなわち、制御手段20は、旋回角度および旋回方向を、物体
検出手段31により検出した物体Ｐの方向の角度範囲(各領域31a，31b，31cの角度範囲)に
対応して設定された角度、電気掃除機11(本体ケース15)を旋回(超信地旋回)させることで
この電気掃除機11(本体ケース15)の側部を物体Ｐに向けるように設定する。
【００５１】
　次いで、制御手段20は、物体Ｐ側に位置する検出手段32が近傍の所定距離以内、例えば
５０ｍｍ以下の距離に物体Ｐを検出したかどうかを判断する(ステップ36)。このステップ
36において、検出手段32が近傍の所定距離以内に物体Ｐを検出していないと判断した場合
には、物体Ｐが壁などの長手状に連続するものである可能性が低いと判断し、後述のステ
ップ41に進む。また、検出手段32が近傍の所定距離以内に物体Ｐを検出したと判断した場
合には、以下のステップ37に進む。
【００５２】
　すなわち、ステップ35の旋回の時点では、電気掃除機11(本体ケース15)はまだ完全に物
体Ｐに対して側部を向けた状態(物体Ｐと平行な状態)となっていない。そこで、この状態
から、制御手段20は、モータ26，26(駆動輪25，25)の動作を制御してさらに電気掃除機11
(本体ケース15)を旋回させ(ステップ37、図１(d))、予め設定された最小旋回角度と最大
旋回角度との間の角度旋回するうちに検出手段32により所定距離以内に物体Ｐを検出した
かどうか、換言すれば、電気掃除機11(本体ケース15)の前側が物体Ｐに対して略平行とな
ったかどうかを判断する(ステップ38)。ここで、最小旋回角度とは、ステップ35の状態か
ら、この最小旋回角度まで電気掃除機11(本体ケース15)が旋回する間、検出手段32による
物体Ｐの検出(物体Ｐとの距離の検出)を無効にするための角度であり、最大旋回角度は、
電気掃除機11(本体ケース15)がそれ以上旋回しないようにするための上限となる角度であ
る。本実施形態では、最小旋回角度は例えば０°に設定され、最大旋回角度は３０°に設
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定されている。
【００５３】
　そして、ステップ38において、制御手段20は、最小旋回角度と最大旋回角度との間の角
度旋回するうちに検出手段32により所定距離以内に物体Ｐを検出したと判断した場合には
、図１(e)に示すような、長手状に連続する壁などの物体P1に対して電気掃除機11(本体ケ
ース15)の側部が沿った状態となった(平行化に成功した)、換言すれば、物体P1が連続す
る壁状のものであると判断し、この物体P1に沿って電気掃除機11(本体ケース15)を所定距
離走行させる(壁沿い走行、ステップ39)。このステップ39の走行では、検出手段32により
物体P1との距離を所定値、例えば１０ｍｍに保ちつつ、所定距離、例えば３５０ｍｍ走行
するように制御手段20がモータ26，26(駆動輪25，25)の動作を制御する(図１(f))。
【００５４】
　この後、制御手段20は、物体検出手段31および検出手段32により周囲の物体を検出した
結果と乱数とによって、電気掃除機11(本体ケース15)の旋回角度および旋回方向を決定し
、電気掃除機11(本体ケース15)を物体P1から離脱する方向に旋回させるようにモータ26，
26(駆動輪25，25)の動作を制御し(ステップ40)、ステップ21に戻る。
【００５５】
　一方、ステップ38において、最小旋回角度と最大旋回角度との間の角度旋回するうちに
検出手段32により所定距離以内に物体Ｐを検出していないと判断した場合には、図１(g)
に示すような、連続しない家具の脚などの、周回(迂回)可能な物体P2に対して側部を向け
ようとしている、換言すれば、物体P2が壁状のものでないと判断し、この物体P2に沿って
所定距離直進させるとともにこの物体P2を回り込むように電気掃除機11(本体ケース15)を
旋回走行させる(狭所侵入走行、ステップ41)。このステップ41の旋回走行は、旋回半径を
本体ケース15の半径＋所定値(例えば１０ｍｍ)とし、旋回角度を９０°に設定するととも
に、ステップ35での旋回方向とは反対の方向を旋回方向として旋回走行するように制御手
段20がモータ26，26(駆動輪25，25)の動作を制御する(図１(h))。なお、この旋回走行に
おいて、物体検出手段31が物体との接触を検出したときには、制御手段20は、旋回をその
時点で中止し、モータ26，26(駆動輪25，25)の動作を制御して、電気掃除機11(本体ケー
ス15)を所定の小さい距離後退させる。この後退は、上記のステップ13と同様の趣旨であ
る。
【００５６】
　次いで、制御手段20は、ステップ41の旋回走行角度の実績を累積し(ステップ42)、この
累積した角度が所定角度、例えば９０°以上となったかどうかを判断する(ステップ43)。
そして、このステップ43において、累積した角度が所定角度(９０°)以上でない(所定角
度未満である)と判断した場合には、ステップ30に戻る。また、このステップ43において
、累積した角度が所定角度(９０°)以上であると判断した場合には、累積した角度を０°
に初期化し(ステップ44)、ステップ21に戻る。すなわち、本実施形態では、９０°以上旋
回走行できれば、物体P2を回り込むように周回できたものと判断する。
【００５７】
　また、第２走行モードは、例えば図１１(a)に示すような、家具の脚などの、互いに離
間配置された複数の物体Ｐの間、図１１(b)に示すような、壁などの物体Ｐによって三方
が囲まれた狭い幅の袋小路、あるいは、図１１(c)に示すような、壁などの物体Ｐによっ
て周囲が囲まれた狭い領域などに電気掃除機11(本体ケース15)が入り込んだときの脱出用
として用いられる。この第２走行モードとしては、電気掃除機11(本体ケース15)の右側に
物体Ｐを臨む、いわゆる右手沿いの場合と、動作を左右反転した左手沿いの場合とが考え
られ、少なくともいずれか一方を用いたり、所定条件に基づいてこれらの場合を切り換え
たりすることが可能であるが、説明をより明確にするために、右手沿いの場合を例に挙げ
て説明する。図１５に示すフローチャートも参照すると、この第２走行モードにおいて、
制御手段20は、まずこの第２走行モードを所定時間、例えば２０秒実施したかどうかを判
断する(ステップ51)。このステップ51において、第２走行モードを所定時間以上実施した
と判断した場合には、制御手段20は第２走行モードを終了し、第１走行モード、あるいは
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他の掃除走行モードに移行する。また、ステップ51において、第２走行モードを所定時間
以上実施していない(所定時間未満である)と判断した場合には、物体Ｐを回り込むように
電気掃除機11(本体ケース15)を旋回走行させる(ステップ52)。このステップ52の旋回走行
は、旋回半径を本体ケース15の半径＋所定値(例えば１０ｍｍ)とし、旋回角度を３６０°
に設定するとともに、時計回り方向(右回り方向)を旋回方向として旋回走行するように制
御手段20がモータ26，26(駆動輪25，25)の動作を制御する(図４(a))。そして、制御手段2
0は、物体検出手段31により物体Ｐを検出したかどうか、換言すれば電気掃除機11(本体ケ
ース15(バンパ35))が物体Ｐと接触(衝突)したかどうかを判断する(ステップ53)。このス
テップ53において、物体検出手段31により物体Ｐを検出したと判断した場合(図４(b))に
は、制御手段20は、旋回をその時点で中止し、モータ26，26(駆動輪25，25)の動作を制御
して、電気掃除機11(本体ケース15)を所定の小さい距離後退させ(ステップ54)、ステップ
55に進む。この後退は、上記のステップ13と同様の趣旨である。
【００５８】
　制御手段20は、ステップ52の旋回走行角度の実績が所定角度、例えば１００°以上とな
ったかどうかを判断する(ステップ55)。そして、このステップ55において、角度の実績が
所定角度(１００°)以上でない(所定角度未満である)と判断した場合には、制御手段20は
、以下のステップ56ないしステップ60の処理によって電気掃除機11(本体ケース15)の旋回
角度を決定する。
【００５９】
　まず、制御手段20は、ステップ52の旋回走行を中止した時点で、物体検出手段31がどの
領域で物体Ｐを検出したか、換言すれば、電気掃除機11(本体ケース15(バンパ35))が物体
に対してどの角度で接触(衝突)したかを判断する。例えば制御手段20は、前側領域31aが
物体Ｐと接触したかどうかを判断する(ステップ56)。このステップ56において、前側領域
31aが物体Ｐと接触したと判断した場合には、制御手段20は、旋回角度を例えば７５°(右
側領域31bおよび左側領域31cの角度範囲)に設定し(ステップ57)、以下のステップ61に進
む。また、このステップ56において、前側領域31aが物体Ｐと接触していないと判断した
場合には、制御手段20は、左側領域31cが物体Ｐと接触したかどうかを判断する(ステップ
58)。そして、このステップ58において、左側領域31cが物体Ｐと接触したと判断した場合
には、制御手段20は、旋回角度を例えば１０５°(前側領域31aの角度範囲)に設定し(ステ
ップ59)、以下のステップ61に進む。さらに、ステップ58において、左側領域31cが物体Ｐ
と接触していないと判断した場合には、制御手段20は、右側領域31bが物体Ｐと接触した
ものと判断し、旋回角度を例えば２０°(前側領域31aの角度範囲)に設定し(ステップ60)
、これらステップ56ないしステップ60で決定した旋回角度で時計回り方向(左回り方向)に
電気掃除機11(本体ケース15)を旋回させるようにモータ26，26(駆動輪25，25)の動作を制
御する(ステップ61)。すなわち、物体検出手段31により検出した物体Ｐに対して、この物
体Ｐの方向に対応した角度、電気掃除機11(本体ケース15)を旋回させるようにモータ26，
26(駆動輪25，25)の動作を制御する、換言すれば電気掃除機11(本体ケース15)と物体Ｐと
の位置関係に応じて旋回角度をそれぞれ設定することで、電気掃除機11(本体ケース15)の
側部が物体Ｐに向くようになる。したがって、この第２走行モードにより、電気掃除機11
(本体ケース15)は物体検出手段31により検出した物体Ｐに沿いつつ湾曲状(円弧状)に走行
するように制御手段20によって制御される(図４(c))。
【００６０】
　一方、ステップ55において、角度の実績が所定角度(１００°)以上であると判断した場
合、および、ステップ53において、物体検出手段31により物体Ｐを検出していないと判断
した場合には、ステップ52の旋回走行にて設定された旋回角度である３６０°の旋回が行
われたことになるため、制御手段20は、モータ26，26(駆動輪25，25)の動作を制御して、
電気掃除機11(本体ケース15)を所定角度、例えば３０°旋回(超信地旋回)させ(ステップ6
2、図５(a))、さらに電気掃除機11(本体ケース15)を所定距離直進させる(ステップ63、図
５(b))。そして、制御手段20は、物体検出手段31により物体Ｐを検出したかどうかを判断
する(ステップ64)。このステップ64において、物体検出手段31により物体を検出していな
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いと判断した場合には、ステップ63に戻る。また、このステップ64において、物体検出手
段31により物体Ｐを検出したと判断したときには、制御手段20は、モータ26，26(駆動輪2
5，25)の動作を制御して、電気掃除機11(本体ケース15)を所定の小さい距離後退させる(
ステップ65)。この後退は、上記のステップ13と同様の趣旨である。そして、制御手段20
は、電気掃除機11(本体ケース15)が直進した距離が所定距離、例えば５００ｍｍ以上であ
るかどうかを判断する(ステップ66)。このステップ66において、電気掃除機11(本体ケー
ス15)が直進した距離が所定距離以上であると判断した場合には、電気掃除機11(本体ケー
ス15)が狭所からの脱出に成功したものと判断し、第２走行モードを終了するとともに、
第１走行モード、あるいは他の掃除走行モードに移行する。また、ステップ66において、
電気掃除機11(本体ケース15)が直進した距離が所定距離以上でない(所定距離未満である)
と判断した場合には、ステップ51に戻る。なお、第２走行モードの左手沿いの場合には、
ステップ52、ステップ61およびステップ62の旋回方向が反時計回り方向(左回り方向)とな
り、ステップ58の判断が右側領域31bとなるだけで、他は同様である。
【００６１】
　さらに、第３掃除走行モード時には、制御手段20は、モータ26，26(駆動輪25，25)の動
作を制御し、電気掃除機11(本体ケース15)を壁などの掃除領域の外縁の物体に沿って直進
させる。このとき、制御手段20は、検出手段32によって電気掃除機11(本体ケース15)の側
方の物体との距離が所定距離、例えば１０ｍｍに維持させるように制御する。そして、物
体検出手段31により物体を所定距離以内に検出(電気掃除機11(本体ケース15(バンパ35))
との接触を検出)した場合には、制御手段20はモータ26，26(駆動輪25，25)の動作を制御
して電気掃除機11(本体ケース15)を旋回(超信地旋回)させ、前側を物体に対して略平行と
なるようにしてさらに直進させる。さらに、第３掃除走行モードを所定時間実施した場合
には、他の掃除走行モードに切り換わる。
【００６２】
　これら第１掃除走行モードないし第３掃除走行モードを用いることで、領域内の床面全
体を略隙間なく掃除できる。
【００６３】
　本実施形態では、狭所に入り込んだときの脱出用として用いられる第２掃除走行モード
の第２走行モードは、第２掃除走行モードでのみ用いているが、第１掃除走行モードおよ
び第３掃除走行モードにおいても、第２掃除走行モードの第１走行モードから第２走行モ
ードに移行するための判断条件と同様の判断および制御を組み込み、第２掃除走行モード
の第２走行モードと同様の走行モードを実行することにより、狭所から短時間で脱出する
ことができ、狭所に滞留することによる掃除時間のロスを削減できる。
【００６４】
　(充電作業)
　充電装置に電気掃除機11が接続された後、所定のタイミング、例えば予め設定された充
電開始時刻となったとき、あるいは電気掃除機11が充電装置に接続されてから所定時間が
経過したときなどに、制御手段20は充電モードに移行し、充電装置から二次電池21の充電
を開始する。そして、二次電池21の電圧が所定の使用可能電圧まで上昇したと判断すると
、充電作業を終了し、制御手段20が待機モードとなる。
【００６５】
　以上説明した一実施形態によれば、制御手段20は、第１走行モードあるいは第２走行モ
ードにおいて、物体検出手段31により物体を検出したときに、この検出した物体の方向に
対応した角度、具体的には、物体検出手段31により検出した電気掃除機11(本体ケース15)
の前側の複数の方向の角度範囲(各領域31a，31b，31cの角度範囲)に対応して設定された
角度、電気掃除機11(本体ケース15)を旋回させることで電気掃除機11(の本体ケースの側
部を物体に向けるようにモータ26，26(駆動輪25，25)の動作を制御するので、物体を効果
的に回避しつつ、狭所をより効率よく掃除できる。
【００６６】
　具体的に、制御手段20は、第１走行モードにおいて、物体検出手段31により物体P2を検
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出したときに、この検出した物体P2の方向に対応した角度、電気掃除機11(本体ケース15)
を旋回させることでこの電気掃除機11(本体ケース15)の側部を物体P2に向けるようにモー
タ26，26(駆動輪25，25)の動作を制御した状態で、検出手段32により物体P2を検出しない
場合(図１(g))には、連続しない家具の脚などの、周回(迂回)可能な物体P2であると判断
し、電気掃除機11(本体ケース15)を所定距離直進させた後、物体検出手段31により検出し
た物体P2側に旋回走行させる(図１(h))ようにモータ26，26(駆動輪25，25)の動作を制御
するので、物体検出手段31と検出手段32との検出を積極的に活用して、物体P2が配置され
た狭所に電気掃除機11(本体ケース15)を効果的(高確率)に入り込ませることができ、狭所
の床面を効果的に掃除できる。
【００６７】
　また、制御手段20は、第１走行モードにおいて、物体検出手段31により物体P1を検出し
たときに、この検出した物体P1の方向に対応した角度、電気掃除機11(本体ケース15)を旋
回させることでこの電気掃除機11(本体ケース15)の側部を物体P1に向けるようにモータ26
，26(駆動輪25，25)の動作を制御した状態で、検出手段32により物体P1を検出した場合(
図１(e))には、連続する壁などの物体P1であると判断し、物体P1に沿って電気掃除機11(
本体ケース15)を直進させるようにモータ26，26(駆動輪25，25)の動作を制御するので、
壁などの物体P1の近傍の床面を効果的に掃除できる。
【００６８】
　さらに、制御手段20は、電気掃除機11(本体ケース15)を直進させるとともに物体検出手
段31により物体を検出したときに電気掃除機11(本体ケース15)の側部を物体に向けるよう
にモータ26，26(駆動輪25，25)の動作を制御する第１走行モード時に、物体検出手段31に
より物体を所定時間内に検出することが所定回数以上連続したときに、脱出することが容
易でない狭所に入り込んだものと判断して、電気掃除機11(本体ケース15)が物体検出手段
32により検出した物体に沿いつつ湾曲状に走行するようにモータ26，26(駆動輪25，25)の
動作を制御する第２走行モードに切り換わることで、物体検出手段31の検出を積極的に活
用して、狭所からの脱出の可能性をより向上できる。
【００６９】
　そして、制御手段20は、第２走行モード時に電気掃除機11(本体ケース15)が所定角度(
１００°)以上旋回したと判断したときには、電気掃除機11(本体ケース15)を反対方向に
旋回させた後、直進させるようにモータ26，26(駆動輪25，25)の動作を制御するので、第
２走行モードでの旋回によって脱出したと想定される狭所に電気掃除機11(本体ケース15)
が再度入り込まないようにできる。
【００７０】
　したがって、電気掃除機11は、掃除動作中に物体に対して方向を転換する一連の動作中
に物体検出手段31と検出手段32との検出に基づいて物体の形状を高確率に判断し、それら
物体の形状に対応した走行制御を行うため、これら物体検出手段31と検出手段32との検出
をそれぞれ積極的に活用して、無駄な動きや複雑な制御を行うことなく、スムーズな物体
の迂回および周回や、狭所への入り込みおよび狭所からの脱出が可能となり、狭所を高確
率で効果的に(短時間で)掃除できる。
【００７１】
　また、物体検出手段31は、物体との接触により物体を検出する接触センサとすることで
、物体、および、この物体と電気掃除機11(本体ケース15(バンパ35))との距離を、それぞ
れより精度よく検出できるとともに、物体検出手段31により物体を検出したときに、一旦
後退して物体から物体検出手段31(バンパ35)を離間させることで、この検出した物体の方
向に対応した角度、電気掃除機11(本体ケース15)を旋回させて電気掃除機11(本体ケース1
5)の側部を物体に向ける際に、物体検出手段31(バンパ35)が物体を擦らないようにするこ
とができ、物体や電気掃除機11(本体ケース15(バンパ35))の傷付きをより確実に防止でき
る。
【００７２】
　なお、上記一実施形態において、物体検出手段31としては、例えば超音波センサあるい
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は赤外線センサなどの非接触型の測距センサを用い、所定距離以内に位置する物体を接触
することなく検出するようにしてもよい。
【００７３】
　また、検出手段32は、左右対称に配置したが、例えば第２走行モード、あるいは第３掃
除走行モードにおいて、右手沿い、あるいは左手沿いのモードだけとする場合には、その
方向にのみあれば、上記の一実施形態と同様の作用効果を奏することができる。
【００７４】
　さらに、掃除動作は、充電装置から開始する他に、掃除領域中の任意の位置を開始位置
とすることができる。
【００７５】
　本発明の一実施形態を説明したが、この実施形態は、例として提示したものであり、発
明の範囲を限定することは意図していない。この新規な実施形態は、その他の様々な形態
で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、置き換え
、変更を行うことができる。この実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に含まれると
ともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる。
【符号の説明】
【００７６】
　11　　電気掃除機
　15　　本体ケース
　17　　掃除部
　20　　制御手段
　25　　駆動輪
　31　　物体検出手段
　32　　物体検出手段の機能を有する検出手段

【図１】 【図２】
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