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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　走行しながらロールブラシを回転することにより、絨毯面や床面、或いは、路面等から
なる清掃面上のゴミをホッパに掃き上げて回収すると共に、ロールブラシを覆うカバー体
の内部にブロアーの吸引作用を及ぼして、ロールブラシの回転によってカバー体内に舞い
上がったダストを回収するように構成した清掃機であって、
　一側に上記のロールブラシを取付け、他側を車体側に回動自在に取付けて、作動手段に
よる上下作動に従ってロールブラシを清掃面に対して接離自在に構成したブラシアーム体
と、
　一側を上記ブラシアーム体側に回動自在に取付け、他側の上部側が上記ロールブラシの
外周を覆い、且つ、底部が直接又は間接的に清掃面に接するように構成すると共に、全体
が清掃面に対して上下作動自在に構成された前記カバー体としてのブラシカバー体と、
　上記のブラシアーム体又はブラシカバー体のいずれか一方、又は、双方に設けられてい
て、上記ブラシアーム体に取付けたロールブラシと上記ブラシカバー体との相対的な上下
作動を、所定の範囲内に規制することができるブラシ上下動規制手段と、
　上記のブラシアーム体を上下動して、清掃面に対する上記ロールブラシの接触圧を加減
調節することができる昇降用シリンダと、
　上記ロールブラシを回転するモータの負荷電流値を検出して、予め設定されている電流
値を検出すると、ブラシ摩耗信号を発信するブラシ摩耗検知装置とから成り、
　上記ロールブラシの摩耗が進んで使用限界に達した際に、上記昇降用シリンダが上記ブ
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ラシアーム体を降下しても、上記ブラシ上下動規制手段による規制によってロールブラシ
が床面まで降下せずに空転した場合に、この空転による上記モータの付加電流値を上記ブ
ラシ摩耗検知装置が検出して、ブラシ摩耗信号を発するように構成したことを特徴とする
清掃機用ブラシ装置。
【請求項２】
　前記ブラシ上下動規制手段が、前記ブラシアーム体及びブラシカバー体のいずれか一方
に設けられたストッパー軸と、いずれか他方に設けられたストッパー軸の上下作動を所定
の範囲で規制するスライド長孔とによって構成されていることを特徴とする請求項１に記
載の清掃機用ブラシ装置。
【請求項３】
　前記ブラシカバー体内の前記ロールブラシに隣接する位置に、ロールブラシの回転によ
り清掃面より掃き上げられたゴミを収容するダストボックスを設けたことを特徴とする請
求項１に記載の清掃機用ブラシ装置。
【請求項４】
　前記ブラシカバー体の清掃面に接する底面部分に、前記ロールブラシ用の開口部を設け
、この開口部の周縁部分には、清掃面に密接しながら滑動することによってブラシカバー
体内をシールし、且つ、上記ロールブラシが接する清掃面の前後を押さえ付けることがで
きるシール部材を設けたことを特徴とする請求項１、２又は３に記載の清掃機用ブラシ装
置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、走行しながらロールブラシを回転して絨毯面や床面、或いは、路面といった
各種清掃面を清掃する清掃機に用いて好適なブラシ装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　上述した回転ブラシを用いた清掃機に関して、特許文献１に記載の「走行式清掃車用ダ
ストシュート装置」には、走行しながら床面又は路面上のゴミをメインブラシで掃き上げ
てホッパーに回収する走行式清掃車に関する技術が記載されている。この中で、メインブ
ラシ３はロッカーアーム２１に支えられ、このロッカーアームに支えられたメインブラシ
を床面から離れた位置に上昇させたり、又、清掃面である床面上に下降させたりするよう
に構成されている。そして、ロッカーアームはブラシの自重により上記下方に向けて荷重
が掛かるように構成され、ネジで調整すればブラシの下限位置が変えられるようにしてあ
る。従って、ブラシが摩耗して床面に対するブラシ接触圧が弱くなれば、上記ネジ位置を
変えることで接触圧力を強くすることが可能であり、勿論弱くすることも可能に成ってい
る。
【０００３】
　また、特許文献２に記載の「洗浄水のリサイクル機能を備えた床面洗浄機」には、車体
２に取付けたリフトアクチェータ１４を駆動させてリフトアーム１５、メインシャフト１
１を介してメインシャフト１１に片持ち式に取付けたカバー体１３と、左右の支持アーム
１６、１７とを床面に向けて降下回動し、カバー体１３の下側縁と洗浄ブラシ２０を、図
１に示すように床面に接地させる仕組みが記載されている。
【特許文献１】実用新案登録第２５３２６６７号公報
【特許文献２】特開平９－９４１９８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、上記特許文献１に記載の装置は、ロッカーアームに支えられたブラシを、ロッ
カーアームと共に所定の床面に接触する高さまで下降させるものであるから、いづれブラ
シが摩耗してブラシ接触圧が下がれば、その都度、上記ネジ位置を変えてブラシの床面へ
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の接触圧力を強くする処置をとらざるを得ないため、操作が煩雑になる問題があった。
【０００５】
　更に、ブラシが摩耗して使用限界を超えた場合でも、相変わらずネジ位置を変えて、ブ
ラシの位置を下げ続けることができるため、その結果、清掃ができない状態であることに
気づかなかったり、或いは、対象の清掃面が絨毯等である場合には、絨毯面を損傷させて
しまう問題が発生していた。
【０００６】
　また、上記特許文献１に記載の装置では、ブラシで掃き上げたダストをダストホッパー
に落下させて回収する際に、ブラシ先端部とダストホッパーとの間からダストがはみ出な
いようにダストシュートを設ける一方、ブラシ摩耗により、ブラシ先端部とダストホッパ
ーとの間が開いてダストがはみ出ないように、ダストシュートのブラシ先端に対する間隔
をブラシの摩耗に同調させる工夫が成されている。その結果、ブラシの摩耗によって発生
するダスト回収不良の問題を解消するための新たな部品を用いる必要があり、これがコス
ト高を招く原因になっていた。
【０００７】
　一方、上記特許文献２に記載の装置は、図示の如く、リフトアクチェータ１４を駆動さ
せることにより、カバー体１３と左右の支持アーム１６、１７とを床面に向けて降下回動
し、カバー体１３の下側縁と洗浄ブラシ２０を一緒に床面に接地させるように構成されて
いる。しかし、ブラシとカバー体１３の下側縁とは、カバー体１３に対して一体的に取付
けられているから、ブラシが摩耗して下がればカバー体１３の下側縁も追従して下がる結
果になり、カバー体１３の下側縁であるサイドシールゴム２１、２２と床面との接触状態
が変化することになり、吸引状態、床面への接触抵抗等が不安定になる問題があった。
【０００８】
　更に上記特許文献２に記載の装置によれば、ブラシの摩耗限界を検知するのは作業者の
目視にたよるものであり、ブラシの交換時期を誤ると、清掃状態が悪化したり、清掃面を
損傷させる等の事故を発生させる危険性があった。
【０００９】
　本発明は上述した各問題点を解消するために成されたものであって、その技術的課題は
、ブラシが摩耗して使用限界に達すると、それ以上ブラシを下げられないようにすると共
に、そのことを運転中に検知できるようにして、既に使用の限界に至ったブラシを用いる
ことにより引き起こされる清掃状態の悪化や、絨毯面等の清掃面に対する損傷をなくすよ
うにすることである。
【００１０】
　更に本発明の他の技術的課題は、ブラシによるゴミの掃き込みと合わせて行われるダス
トの吸引において、その吸引効率を良くすると共に、清掃面である絨毯のたるみを生じさ
せることのないようにし、且つ、ダストシュートを設けなくても、充分な掃き込み性能を
発揮できるように工夫した清掃機用ブラシ装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
（１）　上記の技術的課題を解決するために、請求項１に係る発明は、走行しながらロー
ルブラシを回転することにより、絨毯面や床面、或いは、路面等からなる清掃面上のゴミ
をホッパに掃き上げて回収すると共に、ロールブラシを覆うカバー体の内部にブロアーの
吸引作用を及ぼして、ロールブラシの回転によってカバー体内に舞い上がったダストを回
収するように構成した清掃機であって、
　一側に上記のロールブラシを取付け、他側を車体側に回動自在に取付けて、作動手段に
よる上下作動に従ってロールブラシを清掃面に対して接離自在に構成したブラシアーム体
と、一側を上記ブラシアーム体側に回動自在に取付け、他側の上部側が上記ロールブラシ
の外周を覆い、且つ、底部が直接又は間接的に清掃面に接するように構成すると共に、全
体が清掃面に対して上下作動自在に構成された前記カバー体としてのブラシカバー体と、
上記のブラシアーム体又はブラシカバー体のいずれか一方、又は、双方に設けられていて
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、上記ブラシアーム体に取付けたロールブラシと上記ブラシカバー体との相対的な上下作
動を、所定の範囲内に規制することができるブラシ上下動規制手段と、上記のブラシアー
ム体を上下動して、清掃面に対する上記ロールブラシの接触圧を加減調節することができ
る昇降用シリンダと、上記ロールブラシを回転するモータの負荷電流値を検出して、予め
設定されている電流値を検出すると、ブラシ摩耗信号を発信するブラシ摩耗検知装置とか
ら成り、 上記ロールブラシの摩耗が進んで使用限界に達した際に、上記昇降用シリンダ
が上記ブラシアーム体を降下しても、上記ブラシ上下動規制手段による規制によってロー
ルブラシが床面まで降下せずに空転した場合に、この空転による上記モータの付加電流値
を上記ブラシ摩耗検知装置が検出して、ブラシ摩耗信号を発するように構成したことを特
徴としている。
【００１２】
（２）　また、請求項２に係る発明は、前記ブラシ上下動規制手段が、前記ブラシアーム
体及びブラシカバー体のいずれか一方に設けられたストッパー軸と、いずれか他方に設け
られたストッパー軸の上下作動を所定の範囲で規制するスライド長孔とによって構成され
ていることを特徴としている。
【００１３】
（３）　また、請求項３に係る発明は、前記ブラシカバー体内の前記ロールブラシに隣接
する位置に、ロールブラシの回転により清掃面より掃き上げられたゴミを収容するダスト
ボックスを設けたことを特徴としている。
【００１４】
（４）　また、請求項４に係る発明は、前記ブラシカバー体の清掃面に接する底面部分に
、前記ロールブラシ用の開口部を設け、この開口部の周縁部分には、清掃面に密接しなが
ら滑動することによってブラシカバー体内をシールし、且つ、上記ロールブラシが接する
清掃面の前後を押さえ付けることができるシール部材を設けたことを特徴としている。
【００１５】
　上記（１）と（２）で述べた手段によれば、清掃を行う場合にブラシアーム体を清掃面
に下降すると、ロールブラシが清掃面に降ろされ、同時にブラシカバー体が清掃面に降ろ
される。清掃面に降ろされたロールブラシとブラシカバー体は、それぞれが自在に上下動
し、従って、ロールブラシが摩耗して清掃面方向に更に下降したとしても、ブラシカバー
体の清掃面に対する接触状態は変化しない。したがって、清掃面に対するブラシカバー体
の密着状態も変化が生じない。また、清掃を終了したり、移動する場合は、ブラシアーム
体を清掃面から上昇させると、ブラシカバー体も上昇するように動作するため、単に清掃
開始、清掃終了の操作をするだけでよいから、運転操作が頗る簡単になる。
【００１６】
　また、上記（１）と（２）で述べた手段によれば、ブラシ回転駆動モータの運転中の負
荷電流を検知し、予め設定された所定の電流値を検知すると、ロールブラシの摩耗を判定
して信号を発するように構成したから、ロールブラシが使用限界に達し、上記のブラシ上
下動規制手段によりロールブラシの下降が停止されると、ロールブラシを回転させるモー
ター電流が変化し、その変化を検知することで、ロールブラシの摩耗限界に達したことを
検知することができる。このロールブラシの摩耗による使用限界は、走行しながらロール
ブラシを回転させている中で検知できるものであるから、作業者が目視で確認することな
く、摩耗によって発生するトラブル事故を未然に防止することができる。
【００１７】
　更に、上記（１）と（２）で述べた手段によれば、ロールブラシが摩耗して、使用限界
になると、ブラシカバー体、もしくは、ブラシアーム体に取付けられたブラシ上下動規制
手段によって、ロールブラシがそれ以上に下降することがない。したがって、ロールブラ
シが摩耗限界を超えたことで発生する絨毯面を傷めるとか、清掃が充分に行われなくなる
といったトラブルの発生を防止することができる。
【００１８】
　上記（３）で述べた手段によれば、ブラシカバー体のロールブラシに隣接する位置に、
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ロールブラシの回転により掃き込まれたダストを収容するダストボックスを設けたから、
掃き上げられたダストはそのまま安全確実にダストボックスに導くことができる。従って
、特許文献１に記載されているような、所謂ダストシュート等の存在は不要であり、構成
が簡素化できる。
【００１９】
　上記（４）で述べた手段によれば、ブラシカバー体の底面に設けた開口部の縁に、ブラ
シ周辺を清掃面に密着摺動してシールすると共に、上記のブラシ周辺の床面を押圧するシ
ール部材を設けたから、絨毯等の清掃を行う場合において、絨毯面の部分的な吸引性能を
上げることができるので、絨毯の奥深い箇所にたまったゴミを容易に掃き出して吸引する
ことができる、また、ブラッシングを行う場合に発生する絨毯の浮き上がりを押さえるこ
とができ、その結果、絨毯が部分的にたるんだりするといったトラブルが発生しない。　
　　　　　　　
【発明の効果】
【００２０】
　以上述べた次第で、本発明に係る清掃機用ブラシ装置によれば、ロールブラシが摩耗し
て使用限界に達すると、それ以上ロールブラシが下がらないようにすると同時に、そのこ
とを運転中に検知することができるため、摩耗によって使用の限界に達したロールブラシ
を使用することによって発生する清掃状態の悪化や、絨毯面等に対する損傷事故を防いで
、安全にブラシ清掃を行える利点を発揮することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　以下に、上述した本発明に係る清掃機用ブラシ装置の実施の形態を説明すると、図１は
本発明のブラシ装置を備えた清掃機の全体を示した斜視図、図２は図１に示した清掃機の
内部構造を説明した側面図、図３と図４は本発明のブラシ装置の部分拡大した側面図で、
図３はロールブラシが新品の時の状態を、また、図４はロールブラシが摩耗した時の状態
を示したものであって、これ等の図面において、１は清掃機本体、１Ａは本体カバー、２
は操作ハンドル、３はモータ１５によって駆動する駆動輪、４は前輪、１４は駆動軸１４
Ｒに取付けたロールブラシ、１３はブラシ駆動モータで、図示した清掃機は図面上左方向
に走行しながらロールブラシ１４を回転して、絨毯面や床面、或いは、路面といった清掃
面ＣＰ（以下単に清掃面ＣＰという）を清掃するように構成されている。
【００２２】
　更に図中、符号２０で全体的に示したのは、一端側に上記のロールブラシ１４を回転自
在に取付け、他端側を取付軸６を用いて車体のシャーシ１Ｋに回動自在に取付けたブラシ
アーム体で、ブラシアーム体２０の全体は、上記の取付軸６を支点にして、ロールブラシ
１４を取付けた一端側が清掃面ＣＰに対して上下回動自在に構成されている。尚、図１に
おいて２０Ｈは外カバー体である。
【００２３】
　符号３０で全体的に示したのは、一側を支持軸５を用いて上記ブラシアーム体２０の中
間上側部に回動自在に取付け、他側の上部側を上記ロールブラシ１４の上側部を覆うカバ
ー部３４と成したブラシカバー体であって、ブラシカバー体３０の全体は、上記の支持軸
５を支点にして、ロールブラシ１４を覆うカバー部３４を設けた側が、清掃面ＣＰに対し
て上下作動自在に構成され、且つ、底面部側が直接、又は、間接点に清掃面ＣＰ側に接す
る仕組みに成っている。
【００２４】
　図３と図４において、４０はロールブラシ１４に隣接させて上記ブラシカバー体３０の
内部に連接したダストボックスで、前記ロールブラシ１４の回転によって掃き上げたゴミ
が、上記カバー部３４にガイドされて上記のダストボックス４０内に回収される仕組みに
成っている。このダストボックス４０は、回収したゴミを処理するために図面において手
前方向に引出し自在に構成されており、４１はダストボックス４０の蓋板を兼ねるダクト
吸引通路のガイド板を示す。
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【００２５】
　図２乃至図４において、９は車体内部に設けたブロアーで、ブロアー９の吸引作用は上
記ダストボックス４０に及んでいて、ダストボックス４０内に舞い上がったダスト（粉塵
）は、吸引ダクト１８を通って一次及び二次フイルタ１０、１１にて順次濾過され、濾過
後の清浄空気がダクト９Ｈからブロアー９を経て本体カバー１Ａの内側に設けたガイド通
路１Ｚ及び排気ダクト１２を通って清掃機本体１の外部に排出される仕組みに成っている
。
【００２６】
　更に図中、１６Ｓは前述したブラシアーム体２０に常時上方への牽引作用を付勢するバ
ネ、８は作業者によって作動操作自在に構成された昇降用シリンダで、シリンダロッドの
下端に設けた振動吸収用のスプリング部８Ｓの先端が上記ブラシアーム体２０に連結され
ていて、この昇降用シリンダ８を操作ハンドル２の部分に設けた操作盤を操作することに
よって、ブラシアーム体２０を上下動して、清掃面ＣＰに対するロールブラシ１４の接触
圧を加減調節することができるように構成されている。
【００２７】
　また、３７は上記ブラシカバー体３０の先端部側面に突設したストッパー軸、２４は上
記ブラシアーム体２０の先端部側面に形成したスライド長孔であって、図２、図３に示す
ようにこのスライド長孔２４内にストッパー軸３７を嵌め込むことにより、ブラシカバー
体３０とブラシアーム体２０、即ち、ロールブラシ１４の相対的な上下作動を、所定の範
囲内で規制するブラシ上下動規制手段が構成される。尚、図２と図３はロールブラシ１４
が新品の時の状態を示したものであることは、前述の通りである。
【００２８】
　上記のブラシ上下動規制手段によれば、ロールブラシ１４が摩耗して限界に達した場合
に、上記昇降用シリンダ８を操作してブラシアーム体２０を下方に下げて、摩耗したロー
ルブラシ１４を清掃面ＣＰに接触させようとしても、図４に示すようにブラシアーム体２
０のスライド長孔２４の上縁にブラシカバー体３０のストッパー軸３７が係合して、ブラ
シアーム体２０、即ち、ロールブラシ１４の下降を係止するため、摩耗したロールブラシ
１４による清掃面ＣＰの損傷や、清掃不備といった各種問題の発生を防止できるように構
成されている。
【００２９】
　また、本発明では上記ブラシ上下動規制手段によってロールブラシ１４の降下が規制さ
れた結果、ロールブラシ１４が清掃面ＣＰに接触せずに空転すると、本発明では図１１に
示すようにブラシ駆動モータ１３の電流の変化を電流検出部１０１を検出し、この検出信
号から制御部１０２が警報部１０３に作動信号を送って、ロールブラシ１４の摩耗が限界
に達したことを作業者等に知らせる仕組みに成っている。図１２は上記制御部１０２によ
る電流監視の状態を説明したフローチャートで、ステップＳ５で電流が設定値以下である
と判断されると、ステップＳ６に進んで警報部１０３が作動するように構成されている。
【００３０】
　尚、上記図１２に示したフローチャートにおけるステップＳ５で示した設定値は、清掃
機が例えばカーペット上を走行している時に、床面の凹部で電流低下が起こるため、その
通過時間をみて設定値以下が例えば５秒以上継続した条件で、ブラシ摩耗表示をするもの
とする。また、この設定値は、ブラシ駆動モータ１３の無負荷電流（ブラシがカーペット
に接しない時の電流値）に対し×１．１倍～×１．２倍程度が目安となる。
【００３１】
　また、上述したブラシ上下動規制手段は実施の一例であって、例えば、ブラシアーム体
２０にストッパー軸３７を設け、ブラシカバー体３０にストッパー軸３７を嵌め込むスラ
イド長孔２４を設けるようにしてもよい。図１０が上記他の実施例の構成を説明したもの
であって、図中、１４Ａはブラシ初期の新品のロールブラシ、１４Ｂはブラシ摩耗時の限
界に達したロールブラシであって、ストッパー軸３７がスライド長孔２４内を下方に移動
して、移動（ロールブラシ１４の降下）が停止された状態が示されている。
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【００３２】
　尚、図１０において１３Ｂは一端を前記ブラシ駆動モータ１３の駆動ロールに掛け渡し
、他端を上記ロールブラシ１４を回転する回転ロール１３Ｃに掛け渡した作動ベルトを示
す。
【００３３】
　次に、上述したブラシアーム体２０とブラシカバー体３０の具体的な構成を図面と共に
説明する。
【００３４】
　図５（Ａ）は上記ブラシアーム体２０の実施例を示した平面図、（Ｂ）はその左側面図
、（Ｃ）は右側面図、図６は全体の斜視図であって、これ等の図面において、２０Ａ，２
０Ｂは左右のアーム板、２０Ｅと２０Ｆはこれ等左右のアーム板２０Ａ，２０Ｂを連結す
る前後の連結板で、２０Ｄは連結杆、２１，２１は前記取付軸６用の取付穴、２７，２７
は前記ブラシカバー体３０を回動自在に支持する支持軸５を挿入する軸受部、２２はブラ
シ駆動モータ１３の駆動軸１４Ｒが挿入される穴、２３…はブラシ駆動モータ１３の取付
穴、２０Ｄは前記昇降用シリンダ８の振動吸収用スプリング８Ｓの下端部（具体的にはシ
リンダロッドの下端部）が懸掛される係止杆、２５は前記ロールブラシ１４の駆動軸１４
Ｒの取付穴、２０Ｃは一方のアーム板２０Ｂの外側面に設けたダストボックス４０のカバ
ー室、２６は前記ダストボックス４０の装着室を示す。
【００３５】
　以上の如く構成されたブラシアーム体２０の全体は、取付軸６を支点に上下動し、また
、その先端部、具体的には前記連結板２０Ｅには、前述した上方に牽引作用が働くバネ１
６Ｓの下端が懸掛されて、ロールブラシ１４がその重量によって清掃面ＣＰ側に必要以上
に強く接することを防止している。
【００３６】
　次に、図７（Ａ）は上記ブラシカバー体３０の実施例を示した平面図、（Ｂ）はその左
側面図、（Ｃ）は右側面図であって、これ等の図面において、３０Ａと３０Ｂはブラシカ
バー体３０のダスト吸引部とカバー部であって、ダストボックス４０へのロールブラシ１
４によるゴミの掃き込みに際して、ダストボックス４０内に舞い上がったダストは、前記
ブロアー９の吸引作用を受けてダストボックス４０の上部室３３を通ってその天井面に設
けた排気口３１，３１から上記ダスト吸引部３０側に接続されている前記のダスト１８を
経て、ブロアー９側に吸引される仕組みに成っている。
【００３７】
　また、３２，３２はブラシカバー体３０の一方の外側壁根端部側と支持板３０Ｃの夫々
に設けた前記支持軸５を挿入する軸受部で、ブラシカバー体３０はこの支持軸５を支点に
して上下回動自在であることは前述の通りである。更に、ブラシカバー体３０の左右両外
側壁の先端部側には、前述したストッパー軸３７，３７が突設されている。
【００３８】
　上記のカバー部３０Ｂは、前述したブラシカバー部３４と、ロールブラシ１４を収める
ブラシ室３４Ａと、ロールブラシ１４の駆動軸１４Ｒを挿通する縦長の軸穴３５と、ロー
ルブラシ１４用の底面開口部３４Ｂとを備えていて、ロールブラシ１４の回転によって清
掃面ＣＰより掃き上げたゴミを、カバー部３０Ｂがガイドして通路部３９を通して前記ダ
ストボックス４０内に送り込むことができるように構成されている。
【００３９】
　図８は、上記ブラシカバー体３０の底面に設けたロールブラシ１４用の開口部３４Ｂの
部分に取付けるシール部材５０の実施例を示したものであって、（Ａ）は平面図、（Ｂ）
は（Ａ）のＨ－Ｈ線に沿った拡大断面図、（Ｃ）は全体の斜視図であって、シール部材５
０の全体は、中央部５０Ａと、先端部５０Ｂと、根端部５０Ｃとによって構成されている
。
【００４０】
　全体を金属板を打ち抜いて形成されたシール部材５０は、（Ｂ）に示すように中央部５
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０Ａと先端部５０Ｂとは、互いに内側に傾斜していて、その平坦な底面５０Ｔの上側部に
、図９に示した拡大図に見られるように前記ブラシカバー体３０の底面開口部３４Ｂの部
分が嵌め込まれる仕組みになっており、且つ、この底面５０Ｔにロールブラシ１４が入る
大きな清掃口５１が開口されている。
【００４１】
　清掃口５１には進行方向に向かった複数の丸棒５２…を並べて掛け渡すことにより、清
掃時に清掃口５１の前後の底面５０Ｔによって清掃面ＣＰを押さえて、そのたわみの発生
を防止すると共に、複数の丸棒５２…が足拭きマット等を押さえて、ロールブラシ１４へ
の巻き込み（噛み込み）を防止する仕組みに成っている。
【００４２】
　また、上記先端部５０Ｂの傾斜している板５３は、前記ブラシカバー体３０の底面開口
部３４Ｂに設けた傾斜板３８の底面側に沿設され、その屈曲した先端部５３Ａをブラシカ
バー体３０の傾斜板３８の前縁に金属が持つ弾性を利用して係合すると共に、根端部５０
Ｃに設けた屈接片５５を、図９に示すように上記ブラシカバー体３０の底面一側部に設け
た取付台３６にネジ５９を用いて止めることによって、上記ブラシカバー体３０の底面側
に交換自在に取付けられている。
【００４３】
　尚、図中５４…は前記ブラシカバー体３０に設けた複数の開口部で、ブラシカバー体３
０を軽くするためのものである。５６…は上記ネジ５９用の穴を示す。また、図９は前述
したように本発明の要部を拡大して示した断面図である。
【図面の簡単な説明】
【００４４】
【図１】本発明に係るブラシ装置を備えた清掃機の一例を示した斜視図。
【図２】本発明に係るブラシ装置を備えた清掃機の内部構造を説明した側面図。
【図３】ロールブラシが新品の時における本発明の要部構成を拡大して示した側面図。
【図４】ロールブラシが摩耗した時における本発明の要部構成を拡大して示した側面図。
【図５】（Ａ）は本発明で使用するブラシアーム体の一例を示した平面図、（Ｂ）はその
左側面図、（Ｃ）は右側面図。
【図６】ブラシアーム体の全体を説明した斜視図。
【図７】（Ａ）は本発明で使用するブラシカバー体の一例を示した平面図、（Ｂ）はその
左側面図、（Ｃ）は右側面図。
【図８】（Ａ）は本発明で使用するシール部材の一例を示した平面図、（Ｂ）はそのＨ－
Ｈ線に沿った拡大断面図、（Ｃ）は全体の斜視図。
【図９】本発明の要部を拡大して示した断面図。
【図１０】ロールブラシの摩耗の状態を説明した説明図。
【図１１】警報装置の電気的構成を説明したブロック図。
【図１２】ロールブラシの摩耗による警報発生の手順を説明したフローチャート。
【符号の説明】
【００４５】
　１　　　　　　清掃機本体
　５　　　　　　支持軸
　６　　　　　　取付軸
　８　　　　　　昇降用シリンダ
　９　　　　　　ブロアー
　１４　　　　　ロールブラシ
　ＣＰ　　　　　清掃面
　１６Ｓ　　　　バネ
　２０　　　　　ブラシアーム体
　３０　　　　　ブラシカバー体
　３４　　　　　カバー部



(9) JP 4722527 B2 2011.7.13

　４０　　　　　ダストボックス
　５０　　　　　シール部材

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】

【図１１】



(12) JP 4722527 B2 2011.7.13

【図１２】



(13) JP 4722527 B2 2011.7.13

10

フロントページの続き

(56)参考文献  実用新案登録第２５３２６６７（ＪＰ，Ｙ２）　　
              特開平０９－０９４１９８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１１－２２５９３２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０００－２１７７５９（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ａ４７Ｌ　　１１／００－１１／４０
              Ｅ０１Ｈ　　　１／０８　　　　
              Ａ４７Ｌ　　１１／２０４　　　
              Ｂ０８Ｂ　　　１／００－１／０４
              　　　　　　　５／００－１３／００　
              Ｂ０８Ｂ　　　３／００－３／１４
              Ａ４７Ｌ　　１１／２９３
              　　　
              　　　　
              　　　
              　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

