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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】タイル及び窓などの硬質で円滑な表面を清掃す
るための使用が快適になる手持ち清掃装置を提供する。
【解決手段】手持ち清掃装置１０は、ハンドル２０を有
するハウジング１２と、空気流を発生するための電動フ
ァン組立体と流通可能な吸引ノズル１６と清掃アクセサ
リとを備える清掃ヘッド１８と、流体を受け取るために
吸引ノズル１６及び電動ファン組立体と流通可能な流体
タンク１４とを備え、清掃ヘッド１８は、吸引ノズル１
６が作動可能位置に在る第一位置と清掃アクセサリが作
動可能位置に在る第二位置との間でハウジング１２の長
手軸Ａ－Ａの周りで回転可能な構成とすることで、使用
者は手持ち清掃装置１０の握りを変えることなく、清掃
ヘッド１８を回転させ、吸引ノズル１６か清掃アクセサ
リを選択でき、硬質表面の清掃を快適に行える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　手持ち清掃装置であって、
　前記装置を握るためのハンドルを有するハウジングと、
　空気流を発生するための電動ファン組立体と、
　前記電動ファン組立体と流通可能な吸引ノズルと、清掃ヘッドに取り付けられた清掃ア
クセサリとを備える清掃ヘッドと、
　前記空気流において前記吸引ノズルから流体を受け取るために、前記吸引ノズル及び前
記電動ファン組立体と流通可能な流体タンクと、
　を備え、
　前記清掃ヘッドが前記ハウジングに回転可能に取り付けられ、前記清掃ヘッドが、前記
吸引ノズルが作動可能位置に在る第一位置と、前記清掃アクセサリが作動可能位置に在る
第二位置との間で、前記ハウジングの長手軸の周りで回転可能であることを特徴とする、
　手持ち清掃装置。
【請求項２】
　前記ハンドルが前記ハウジングの第一側に取り付けられ、前記吸引ノズル又は前記清掃
アクセサリの前記作動可能位置が、前記ハウジングの前記第一側とは反対の前記ハウジン
グの第二側に在ることを特徴とする、請求項１に記載の手持ち清掃装置。
【請求項３】
　前記手持ち清掃装置が、前記清掃ヘッドが前記第一位置と第二位置との間で回転するの
を防止するためのロック機構を備えることを特徴とする、請求項１又は２に記載の手持ち
清掃装置。
【請求項４】
　前記ロック機構が少なくとも１つの凹部とインターロックするように配置された可動ロ
ックアームを備えることを特徴とする、請求項３に記載の手持ち清掃装置。
【請求項５】
　前記ロック機構が、前記ハンドルに取り付けられた作動ボタンを備えることを特徴とす
る、請求項３又は４に記載の手持ち清掃装置。
【請求項６】
　前記清掃ヘッドが、前記第一位置と第二位置との間で約１８０度回転するように配置さ
れることを特徴とする、請求項１～５のいずれか１項に記載の手持ち清掃装置。
【請求項７】
　前記手持ち清掃装置が、洗浄液タンクと、前記洗浄液タンクと流通可能な噴霧ノズルを
備える洗浄液送出機構とを備えることを特徴とする、請求項１～６のいずれか１項に記載
の手持ち清掃装置。
【請求項８】
　前記噴霧ノズルが、ハウジングに固定的に取り付けられ、前記噴霧ノズルが、前記吸引
ノズル又は前記清掃アクセサリの前記作動可能位置と同じ前記ハウジングの側に取り付け
られることを特徴とする、請求項７に記載の手持ち清掃装置。
【請求項９】
　前記洗浄液送出機構が前記ハンドルに取り付けられた引き金によって作動されることを
特徴とする、請求項７又は８に記載の手持ち清掃装置。
【請求項１０】
　前記洗浄液タンクが前記ハンドルに取り付けられることを特徴とする、請求項７～９の
いずれか１項に記載の手持ち清掃装置。
【請求項１１】
　前記清掃ヘッドが、前記清掃アクセサリを取り付けるためのアタッチメントを備えるこ
とを特徴とする、請求項１～１０のいずれか１項に記載の手持ち清掃装置。
【請求項１２】
　前記清掃アクセサリが、パッド、布又はブラシのうちの１つ又はそれ以上であることを
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特徴とする、請求項１～１１のいずれか１項に記載の手持ち清掃装置。
【請求項１３】
　前記流体タンクが前記吸引ノズルから流体を受け取るための引入れチューブを備え、前
記引入れチューブの長手軸が前記清掃ヘッドの回転軸と同軸であることを特徴とする、請
求項１～１２のいずれか１項に記載の手持ち清掃装置。
【請求項１４】
　前記流体タンクが前記吸引ノズルから流体を受け取るための引入れチューブを備え、前
記引入れチューブの長手軸が前記清掃ヘッドの回転軸と同軸ではなく実質的にこれに平行
であることを特徴とする、請求項１～１２のいずれか１項に記載の手持ち清掃装置。
【請求項１５】
　前記吸引ノズルがスキージーを備えることを特徴とする、手持ち清掃装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、手持ち清掃装置に関する。特に、本発明は、硬質で円滑な表面を清掃するた
めの手持ち清掃装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　家庭環境においては、タイル及び窓などの硬質で円滑な表面を保守し洗浄することが望
ましい。屋外窓は、日常生活の汚れによって時間を経ると汚れて来る。手で表面を清掃す
る代わりに、いくつかの労力節約清掃装置が知られている。
【０００３】
　この種の１つの装置は、欧州特許第２２３７７１１号明細書において示される。同明細
書は、吸引ノズルを介して硬質表面上の余分な水を汚水タンクへ吸引する電動ファン組立
体を有する窓洗浄装置を示す。この解決法は、硬質表面が湿っていて、余分な水分がタン
クに吸引される場合に有効である。但し、清掃対象の硬質表面が乾燥していると、使用者
は水を塗布しなければならない。このためには、使用者は、硬質表面に水を塗布するとき
窓洗浄装置を下ろす必要があり、これは、使用者が高所で作業する場合には不都合である
。
【０００４】
　米国特許第５５９０４３９号明細書は、液体を散布しかつ使用済み液体を吸引すること
によって清掃するための装置を示す。この清掃装置は、別個の貯蔵槽から硬質表面へ洗浄
液を散布するための噴霧ノズルとブラシの配置体をそなえる。その後、余分な洗浄液は、
吸引ノズルを介して汚水タンクへ吸引される。噴霧ノズルは、吸引ノズルとは異なる側に
取り付けられる。即ち、使用者は、洗浄液を散布した後吸引ノズルを使用するためには、
清掃装置全体を回さなければならない。但し、ハンドルはグリップが噴霧ノズルに対面す
るように作られるので、ハンドルは、使用者が余分な液体を吸引するために清掃装置を使
用するときには、握りにくく不都合である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】欧州特許第２２３７７１１号明細書
【特許文献２】米国特許第５５９０４３９号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明の実施形態は、上記の問題に対処することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の１つの形態によれば、手持ち清掃装置は、装置を握るためのハンドルを有する
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ハウジングと、空気流を発生するための電動ファン組立体と、電動ファン組立体と流通可
能な吸引ノズルと清掃ヘッドに取り付けられた清掃アクセサリとを備える清掃ヘッドと、
空気流において吸引ノズルから流体を受け取るために吸引ノズル及び電動ファン組立体と
流通可能な流体タンクと、を備える。清掃ヘッドは、ハウジングに回転可能に取り付けら
れ、清掃ヘッドは、吸引ノズルが作動可能位置にある第一位置と清掃アクセサリが作動可
能位置にある第二位置との間でハウジングの長手軸の周りで回転可能である。
【０００８】
　即ち、手持ち清掃装置は、手で保持でき、清掃装置の操作可能部分は、使用者が清掃装
置の握りを変えることなく、ハウジングに対して回転できる。これによって、手持ち清掃
装置の使用がより快適になり、使用者が手持ち清掃装置を落とす可能性が少なくなる。ハ
ウジングの長手軸の周りで清掃ヘッドを回転させることによって、使用者は、積極的に吸
引ノズルか清掃アクセサリを選択しなければならないので、第一位置又は第二位置の清掃
ヘッドを偶発的に操作することができない。
【０００９】
　好ましくは、ハンドルは、ハウジングの第一側に取り付けられ、吸引ノズル又は清掃ア
クセサリの作動可能位置は、ハウジングの第一側とは反対のハウジングの第二側に在る。
即ち、吸引ノズルの作動可能位置又は清掃アクセサリの作動可能位置を、使用者は操作時
に見ることができる。
【００１０】
　好ましくは、手持ち清掃装置は、清掃ヘッドが第一位置と第二位置との間で回転するの
を防止するためのロック機構を備える。好ましくは、ロック機構は、少なくとも１つの凹
部とインターロックするように配置された可動ロックアームを備える。好ましくは、ロッ
ク機構は、ハンドルに取り付けられた作動ボタンを備える。即ち、清掃ヘッドは、清掃ヘ
ッドを回転できる位置へ容易にアンロックできる。ハンドルに解除ボタンを位置付けるこ
とによって、ハンドルを握っている同じ手の親指でボタンを簡単に押すことができる。
【００１１】
　好ましくは、清掃ヘッドは、第一位置と第二位置との間で約１８０度回転するように配
置される。
【００１２】
　好ましくは、手持ち清掃装置は、洗浄液タンクと、洗浄液タンクと流通可能な噴霧ノズ
ルを備える洗浄液送出機構とを備える。好ましくは、噴霧ノズルは、ハウジングに固定的
に取り付けられ、噴霧ノズルは、吸引ノズル又は清掃アクセサリの作動可能位置と同じハ
ウジングの側面に取り付けられる。好ましくは、洗浄液送出機構は、ハンドルに取り付け
られた引き金によって作動される。好ましくは、洗浄液タンクはハンドルに取り付けられ
る。即ち、使用者は、手持ち清掃装置を使用し、かつ清掃装置を下ろすことなく洗浄液を
散布できる。洗浄液送出機構を作動するための引き金をハンドルに配置することによって
、使用者は、容易に、手持ち清掃装置を保持して、汚れた表面に洗浄液を噴霧できる。洗
浄液タンクをハンドルに含めることは、スペースを節約して、清掃装置の全体サイズを小
さくする。
【００１３】
　好ましくは、清掃ヘッドは、清掃アクセサリを取り付けるためのアタッチメントを備え
る。好ましくは、清掃アクセサリは、パッド、布又はブラシの１つ又はそれ以上である。
即ち、清掃アクセサリは、交換可能であり、保守できる。更に、異なる清掃アクセサリを
異なる清掃目的のために使用できる。
【００１４】
　好ましくは、流体タンクは、吸引ノズルから流体を受け取るための引入れチューブを備
え、引入れチューブの長手軸は、清掃ヘッドの回転軸と同軸である。このようにして、吸
引ノズルは、ハウジングに対する吸引ヘッドの向きに関係なく、空気及び水を流体タンク
に引き入れることができる。又は、流体タンクは、吸引ノズルから流体を受け取るための
引入れチューブを含み、引入れチューブの長手軸は、清掃ヘッドの回転軸とは同軸ではな
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く、実質的にこれに平行である。
【００１５】
　好ましくは、吸引ノズルはスキージー（squeegee－ゴム雑巾）を備える。スキージーは
、窓又はタイルなどの硬質表面を清掃し、硬質表面から液体を除去するのに役立つ。
【００１６】
　好ましくは、清掃ヘッドは、ハウジングから分離可能である。好ましくは、ハウジング
から清掃ヘッドを分離するためのロック機構を備える。
【００１７】
　他の様々な形態及び別の実施形態についても、添付図面を参照して以下の説明において
及び特許請求の範囲において説明する。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】手持ち清掃装置の斜視図である。
【図２】手持ち清掃装置の断面側面図である。
【図３】１つの形態における手持ち清掃装置の側面図である。
【図４】１つの形態における手持ち清掃装置の側面図である。
【図５】手持ち清掃装置の部分断面側面図である。
【図６ａ】手持ち清掃装置の部分斜視切取図である。
【図６ｂ】手持ち清掃装置の部分斜視切取図である。
【図７】手持ち清掃装置の部分断面側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　図１は、手持ち清掃装置１０の側面図である。手持ち清掃装置はハウジング１２を備え
る。ハウジング１２は、二枚貝（two-part clamshell）配置体を備える。二枚貝配置体は
、スクリュー又は接着剤によって又は二枚貝配置体を一緒に締結するためのその他の任意
の手段によって一緒に固定できる。
【００２０】
　ハウジング１２は、吸引ノズル１６から受け取った空気流に混入した流体を受け取るた
めの流体タンク１４を備える。吸引ノズル１６は、清掃ヘッド１８に取り付けられ、清掃
ヘッドは、ハウジング１２に回転可能に取り付けられる。ハウジング１２は、一体的ハン
ドル２０を備え、手持ち清掃装置は、操作時に使用者が手で握るのに適する。このように
、手持ち清掃装置１０の作動可能側は、一体的ハンドル２０とは反対の側に在る。
【００２１】
　ハウジング１２は、取外し可能に取り付けできるモーターハウジング２２を備える。モ
ーターハウジング２２は、手持ち清掃装置の電気部品をハウジング１２から完全に分離で
きるように、ハウジング１２から取外し可能である。例えば、使用者は、モーターハウジ
ング２２を取り外して、その後電気部品を損傷することなく手持ち清掃装置１０の残り部
分を洗浄できる。但し、いくつかの別の実施形態においては、電動ファン組立体３２は、
ハウジング１２と一体的であり、電動ファン組立体３２は、ハウジング１２内部に取り付
けられる。
【００２２】
　モーターハウジング２２は、モーターハウジング２２をハウジング１２に解除可能に固
定するためのキャッチ機構（図示せず）を備える。キャッチ機構は、キャッチを外してモ
ーターハウジング２２をハウジング１２から分離するためにハウジングに取り付けられた
解除ボタン（図示せず）を備える。モーターハウジング２２は、充電式電池３６を充電す
るための充電ポート２４を備える。いくつかの実施形態において、充電ポート２４は、標
準５Ｖ充電器から充電するのに適するマイクロＵＳＢポートである。但し、他の実施形態
において、充電ポート２４は、内臓充電式電池３６を充填するのに適した任意の手段とす
ることができる。
【００２３】
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　図２を参照して、手持ち清掃装置について、更に詳細に論じる。図２は、手持ち清掃装
置の断面側面図である。
【００２４】
　モーターハウジング２２について、更に詳細に論じる。モーターハウジング２２は、空
気流を発生するための電動ファン組立体３２を備える。電動ファン組立体は、電気回路３
４に接続されて、充電式電池３６によって動力を与えられる。電動ファン組立体３２は、
流体タンク及び吸引ノズルと流通可能である。このようにして、電動ファン組立体３２が
作動するとき、空気は、吸引ノズルから、流体タンク１４を通過して電動ファン組立体３
２へ向かって引き込まれる。排気は、モーターハウジング２２からハウジング１２の空気
吐出孔（図示せず）を介して排出される。電動ファン組立体３２は、吸引ノズル１６を介
して空気と水を一緒に手持ち清掃装置１０の中へ引き込むのに充分に強力であるように構
成される。発明者は、４～５エアワットを発生できる電動ファン組立体３２が空気と水の
両方を流体タンク１４へ吸引するのに充分であることを確認した。
【００２５】
　次に、清掃ヘッドの構造について、更に詳細に論じる。清掃ヘッド１８は、吸引ノズル
１６を流体タンク１４の汚水引入れ口２８に接続する吸引導管２６を備える。吸引ノズル
１６は、空気及び水を手持ち清掃装置１０の中へ引き込むための清掃ヘッド１８の開口部
である。いくつかの実施形態において、吸引ノズル１６は、可撓性スキージーを備える。
可撓性スキージーは、硬質表面上の余分な水の捕捉を助ける。可撓性スキージーは、ゴム
、又はシリコンなど他の適切な任意の可撓性材料で製造できる。いくつかの実施形態にお
いて、吸引ノズル１６は、開口部の両側に取り付けられる２枚の可撓性ゴムストリップを
備える。可撓性ゴムストリップは、開口部の両側の凹部に取り付けられ、保守及び交換で
きるように取外し可能である。但し、他の実施形態の吸引ノズルは、可撓性スキージーを
持たない清掃ヘッド１８の硬い外殻の開口部である。
【００２６】
　汚水引入れ口２８は、空気流に混入した汚水を吸引導管２６から受け取る。汚水引入れ
口２８は、水分離要素３０へ向かい、水分離要素３０は、吸引導管２６から汚水と空気流
を受け取る。空気流が水分離要素３０へ投入されると、空気流に混入した汚水の運動エネ
ルギーが散逸する。即ち、汚水は空気流から脱落して、流体タンクの底に集積する。汚水
は、ドレン口栓４４が抜かれると、ドレン口から水を注ぎ出すことによって、汚水タンク
から除去できる。
【００２７】
　水分離要素３０によって空気流から汚水が除去されたら、電動ファン組立体は、流体タ
ンク１４から真空導管３８を介して空気を引き込む。空気は真空導管開口部４０において
真空導管３８へ進入する。真空導管開口部４０は、迷い込んだ水滴から開口部４０を遮蔽
するためのリップ４１を備える。リップ４１は、真空導管３８の一方の側に取り付けられ
、水分離要素３０は、真空導管３８の他方の側に取り付けられる。リップ４１は、水分離
要素３０に対して反対方向に突出する。これによって、迷った水滴が真空導管３８へ吸い
込まれるのを防止する。
【００２８】
　手持ち清掃装置１０は、清浄液タンク４６と、清浄液タンクに接続された洗浄液送出機
構５５とを備える。清浄液タンクは、清浄水又は洗剤などの洗浄液を含む。
【００２９】
　清浄液タンク４６は、流体タンク１４から分離され、流体タンク１４に収容された汚水
は、清浄液タンク４６を汚染することはできない。即ち、使用者は、窓などの表面に汚水
を再循環することないので、表面はより効率よく清掃される。
【００３０】
　洗浄液送出機構５５は、清浄液タンク４６と、清浄液導管（図示せず）によって清浄液
タンク４６に結合される噴霧ノズル４８とを備える。いくつかの実施形態において、清浄
液導管は、ゴムホース又はチューブである。噴霧ノズル４８は、ハウジング１２の壁に取
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り付けられる。噴霧ノズル４８は、ハンドル２０とは反対のハウジング１２の側に取り付
けられる。洗浄液送出機構５５の噴霧ノズル４８は、ポンプ機構５１を作動する引き金５
１によって作動される。引き金５０は、ハンドル２０に取り付けられる。ポンプ機構５１
は、手動で操作され、使用者が引き金５０を絞った時、清浄液が清浄液導管に沿って噴霧
ノズル４８へ圧送される。ポンプ機構５１は、単純なピストンポンプ又は薄膜ポンプであ
る。引き金５０は、バネ５３によって付勢され、図２に示すように伸張位置へ付勢される
。このようにして、清浄液は、使用者が引き金５０を作動した時噴霧ノズル４８から噴霧
される。他の実施形態において、ポンプ機構は、清浄液を噴霧ノズルへ圧送するための任
意の適切な手段とすることができる。例えば、ポンプ機構は、使用者によって選択的に作
動されるモーター付きポンプから動力を受けることができる。
【００３１】
　噴霧ノズルを吸引ヘッド１８ではなくハウジング１２に取り付けることによって、吸引
ヘッド１８は、回転可能であり、噴霧ノズルは、吸引ヘッドがどの向きのときにも作動可
能である。即ち、清浄液導管は、ハウジング１２に対する噴霧ノズルの相対的移動に対処
するために余分なホース又はチューブを必要としない。
【００３２】
　上述のように、清掃ヘッド１８は、ハウジング１２に回転可能に取り付けられる。次に
、図３～５を参照して、清掃ヘッド１８について更に詳細に論じる。図３及び４は２つの
異なるモードにおける手持ち清掃装置１０の側面図である。
【００３３】
　図３を参照すると、図示する手持ち清掃装置１０の清掃ヘッド１８は第一位置にある。
第一位置において、吸引ノズル１６は、作動可能位置に在る。作動可能位置において、吸
引ノズル１６は、ハンドル２０とは反対のハウジングの側に在る。言い換えると、ハンド
ルは、ハウジングの後向き（rearwardly）の側に在り、吸引ノズルは、ハウジングの前向
き（forwardly）の側に在る。吸引ノズル１６が前向きのとき、吸引ノズル１６は、清掃
対象の硬質表面に係合可能である。
【００３４】
　清掃ヘッド１８は、清掃アクセサリ５２も備える。清掃ヘッド１８は、清掃アクセサリ
を清掃ヘッド１８に取り付けるためのアタッチメント要素５４を備える。いくつかの実施
形態において、清掃アクセサリ５２は取外し可能であり、例えばVelcro（登録商標）など
の面ファスナー式（hook and loop ）アタッチメント手段を持つ。別の実施形態において
、清掃アクセサリ５２は、適切な任意のアタッチメント手段によって清掃ヘッドに取外し
可能に固定できる。例えば、清掃アクセサリ５２は、吸引（清掃）ヘッド１８に解除可能
にクリップ式に嵌め込める。又は、清掃アクセサリ５２は、清掃アクセサリ５２を吸引（
清掃）ヘッド１８に締結するためのスクリュー締結具を受け入れるための孔を備えること
ができる。清掃アクセサリ５２は、布、パッド、フォームパッド、ブラシ、たわし、又は
表面から汚れを擦る、削る又は拭くための他の適切な任意の手段の１つ又はそれ以上であ
る。
【００３５】
　清掃アクセサリ５２は、吸引ノズル開口部とは反対の清掃ヘッド１８の側に在る。即ち
、清掃ヘッドを２つの清掃位置即ち吸引ノズル１６又は清掃アクセサリのいずれかが作動
可能である位置の間で回転させるためには、１８０度の回転が必要である。
【００３６】
　図４に示すのは、第二位置にある清掃ヘッド１８であり、清掃アクセサリ５２は作動可
能位置にある。清掃ヘッド１８が第二位置にあるとき、清掃アクセサリ５２は、前向きで
あり、清掃対象の硬質表面と係合可能である。この位置において、使用者は、引き金を操
作して、ノズル４８から洗浄液を噴霧でき、清掃アクセサリ５２は、清掃を助けるために
洗浄液で湿潤される。
【００３７】
　次に、図５、６ａ及び６ｂを参照して、清掃ヘッド１８を回転するための機構について
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説明する。図５は、清掃ヘッド１８がハウジング１２に取り付けられる点における手持ち
清掃装置の部分断面図である。図６ａ及び６ｂは、異なる位置にある清掃ヘッドの部分斜
視図である。図５及び図６ａに示す清掃ヘッド１８は、吸引ノズル１６が前向きである第
一位置にある。図６ｂに示す清掃ヘッド１８は、第一位置と第二位置との間の位置に在る
。
【００３８】
　清掃ヘッド１８は、ハウジング１２の回転可能に取り付けられる。清掃ヘッド１８は、
ハウジング１２の環状溝（annular groove）５８に係合する相補的（reciprocal）環状フ
ランジ５６を備える。環状フランジ５６及び管状溝５８は、清掃ヘッド１８がハウジング
１２の長手軸Ａ－Ａの周りで回転できるようにする。真空チューブ３８及び汚水引入れ口
２８は、図示するように、長手軸Ａ－Ａと整列しない。ハウジング１２において吸引導管
２６の長手軸は、真空チューブ３８の長手軸又は手持ち清掃装置１０の長手軸と同軸では
なく実質的に平行である。即ち、清掃ヘッド１８の吸引導管２６は、汚水引入れ口と整列
しない。即ち、清掃ヘッド１８が第一位置に在るとき、吸引導管２６と真空チューブ３８
は整列する。清掃ヘッド１８が第二位置に在るとき、吸引導管２６と真空チューブ３８は
整列せず、空気及び水は、電動ファン組立体によって流体タンク１４へ引き入れることが
できない。なぜなら、吸引導管２６と真空チューブ３８が整列しない時、電動ファン組立
体３２によって吸引導管２６から十分な空気が引き入れられない。
【００３９】
　即ち、手持ち清掃装置１０は、吸引ノズルが作動可能位置に在るときのみ、水及び空気
を流体タンクへ吸引する。このように、手持ち吸引ノズルを作動させるためには回転可能
な清掃ヘッド１８をどの位置にしなければならないかが使用者には明白である。例えば、
使用者は、清掃アクセサリが前向きになるように清掃ヘッド１８の向きを定めて、吸引ノ
ズル１６へ水を吸引しようとすることはできない。そのためには、使用者は、効果的に吸
引ノズル１６を操作するには手持ち清掃装置を面倒な位置に保持する必要がある。
【００４０】
　ハウジング１２の長手軸の周りで清掃ヘッド１８を回転することによって、使用者は、
ロック機構無しでも、第一位置と第二位置との間で清掃ヘッドを偶発的に動かすことはな
い。使用者が清掃ヘッド１８を清掃対象の表面に押し当てたとき、清掃ヘッド１８の長さ
全体が表面と係合するので、清掃ヘッド１８の回転軸の周りで生成される清掃ヘッド１８
に対する回転モーメントは実質的にない。ハウジング１２の長手軸は、手持ち清掃装置１
０の長手軸でもある。特に、ハウジング１２の長手軸は、実質的に清掃ヘッドの中心と整
列する。更に、ハウジングの長手軸は、実質的にハンドル２０の長手軸と整列する。
【００４１】
　別の実施形態において、真空チューブ３８及び汚水引入れ口も、長手軸Ａ－Ａと整列す
る。言い換えると、清掃ヘッド１８の回転軸は、手持ち清掃装置１０及び真空チューブ３
８の長手軸と実質的に同軸である。即ち、清掃ヘッド１８の吸引導管２６は、清掃ヘッド
１８が回転するとき、常に汚水引入れ口と整列したままである。清掃ヘッド１８は、長手
軸Ａ－Ａの周りで約３６０度回転可能である。
【００４２】
　手持ち清掃装置１０は、ロック機構６０を備える。ロック機構６０は、清掃ヘッド１８
がハウジング１２に対して回転するのを防止し、清掃ヘッド１８が第一位置と第二位置と
の間で回転するのを防止する。ロック機構６０は、ロック機構６０を解除するための作動
ボタン６２を備える。作動ボタン６２は、機械的にロックアーム６４に結合され、ロック
アームは、清掃ヘッド１８の環状フランジ５６の相補的第一凹部６６と係合する。ロック
アーム６４は、凹部６６とインターロックして、ハウジング１２に対する清掃ヘッド１８
の回転を防止する。清掃ヘッドは、それぞれ清掃ヘッド１８の第一位置及び第二位置と関
連付けられる第一凹部６６及び第二凹部６８を有する。第一及び第二凹部６６、６８は、
清掃ヘッド１８の第一及び第二位置に対応するように、環状フランジ５４において相互に
直径方向に対向して位置づけられる。即ち、清掃ヘッド１８は、第一位置と第二位置との
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間で約１８０度回転可能である。作動ボタン６２及びロックアーム６４は、バネ６５によ
ってロック位置へ付勢される。即ち、使用者がロック機構６０を解除した時、清掃ヘッド
は自由に回転できる。ロックアーム６４は、第一又は第二凹部６６、６８に近接している
とき、所定の場所へはじき戻る。このように、清掃ヘッド１８は、使用者が清掃ヘッド１
８を回転させると、第一位置か第二位置において自動的にロックする。
【００４３】
　いくつかの別の実施形態において、環状フランジには、第一位置と第二位置との間の別
の位置に対応する凹部（図示しない）が付加される。即ち、清掃ヘッド１８は、第一又は
第二位置から清掃ヘッド１８を４５度又は９０度回転するなど他の位置において解除可能
に固定できる。付加的位置は、異なる又は変わった向きで表面を清掃するのに役立つ可能
性がある。
【００４４】
　使用者が清掃ヘッド１８を回転したいとき、使用者は作動ボタン６２を押して、ハウジ
ング１２に対して清掃ヘッド１８を回転する。ロック機構６０は、使用者が長手軸Ａ－Ａ
の周りで清掃ヘッド１８を１８０度回転した時、清掃ヘッド１８を所定の位置にロックす
る。
【００４５】
　いくつかの実施形態において、ロック機構は必要ない。代わりに、清掃ヘッド１８を手
で回せるが、摩擦によって作動時に所定の位置に保持されるように、清掃ヘッド１８とハ
ウジング１２との間の摩擦係数が増大する。
【００４６】
　有利なことには、ハウジングに対して回転可能な清掃ヘッドを手持ち清掃装置１０に備
えることによって、使用者は、清掃アクセサリか吸引ノズルを前向きにするように容易に
変更できる。使用者は、清掃ヘッドを回転させるために手持ち清掃装置を下におろす必要
はないので、手持ち清掃装置は、はしご上及びその他の野外環境（exposed environment
）において有利になる。
【００４７】
　いくつかの実施形態において、回転可能清掃ヘッド１８は、ハウジング１２から分離可
能である。分離可能清掃ヘッド１８は、任意の特徴であり、清掃ヘッド１８が回転するた
めに要求されない。図７は、清掃ヘッド１８の部分断面図である。清掃ヘッド１８は、以
前の実施形態に関連して説明した清掃ヘッド１８と同様である。清掃ヘッド１８は、カラ
ー部７６に解除可能に取り付けられる。清掃ヘッド１８がカラー部７６に取り付けられて
いるとき、清掃ヘッド１８は、清掃ヘッドが第一位置から第二位置へ回されるとき、カラ
ー部７６と一緒に回転する。清掃ヘッド１８は、清掃ヘッド１８をカラー部７６から解除
するためのロック機構７１を備える。ロック機構７１は、清掃ヘッド１８をカラー部７６
の相補的凹部７４から解除するための解除ボタン７０を備える。解除ボタン７０は、カラ
ー部７６の相補的凹部７４に係合可能な係合要素７２を備える。解除ボタン７０及び係合
要素７２は、係合要素７２が相補的凹部７４の中へ突出する位置へ向かってばね式に付勢
される。
【００４８】
　使用者が清掃ヘッド１８を分離したいとき、使用者が解除ボタン７０を押すと、係合要
素７２は凹部７４から離れて移動する。即ち、清掃ヘッド１８は、もはやカラー部７６に
取り付けられておらず、使用者はカラー部７６から離れて清掃ヘッドを持ち上げられる。
清掃ヘッド１８は、実質的に手持ち清掃装置の長手軸に沿って清掃ヘッド１８を外すこと
によって、取り外される。解除ボタン７０は、清掃ヘッド１８に位置付けられるので、使
用者は、解除ボタン７０を押して、片手で清掃ヘッド１８をカラー部７６から取り外せる
。清掃ヘッド１８を交換するために、使用者は、係合要素７２が凹部７４の所定の場所に
ぱちんと嵌るまで清掃ヘッド１８をカラー部７６に押し込むだけである。別の実施形態に
おいて、清掃ヘッド１８は凹部を備え、カラー部７６又はハウジング１２は解除ボタン及
び係合要素を備える。
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【００４９】
　上述のように、分離可能な清掃ヘッド１８は任意であり、いくつかの実施形態において
、清掃ヘッド１８とカラー部７６は、一体的である。
【００５０】
　いくつかの実施形態において、手持ち清掃装置は、窓洗浄機又は窓洗浄装置である。
【００５１】
　別の実施形態において、２つ又はそれ以上の実施形態が組み合わされる。１つの実施形
態の特徴は、他の実施形態の特徴と組み合わすことができる。本発明の実施形態について
は、特に図示する実施例を参照して論じた。但し、本発明の範囲内で上記の実施例に変更
及び修正を加えることができる。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６ａ】
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