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(57)【要約】
【課題】床に洗浄液を塗布して処理（清掃）を行う清掃
ロボットであって、電動機駆動および自律的制御などが
可能な清掃ロボットを提供することを目的とする。
【解決手段】　差動駆動システムと、差動駆動システム
と通信し、ロボットを差動操縦し、かつロボットをその
場で回転させることが可能に構成された制御器と、ロボ
ットの前進方向に垂直な方向に沿った最大幅を有し、最
大幅の方向に側端を有するロボット筺体と、ロボットの
前進方向において駆動部材の前方に配置され、最大幅の
方向に略沿って、側端まで伸びる清掃ヘッドと、最大幅
の方向に略沿って、側端から実質的に１センチメートル
以内の位置まで伸びる被駆動スクラブ要素と、ロボット
の総ロボット質量に応じて決定される、被駆動スクラブ
要素によって規定される清掃幅を有し、清掃幅は、総ロ
ボット質量１キログラムにつき３センチメートルである
、清掃ロボットが提供される。
【選択図】　図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　清掃ロボットであって、
　前記ロボットを前進および操縦する少なくとも２つの駆動部材を有し、清掃面上で前記
ロボットを動かすよう構成された差動駆動システムと、
　前記差動駆動システムと通信し、前記ロボットを差動操縦し、かつ前記ロボットをその
場で回転させることが可能に構成された制御器と、
　前記ロボットの前進方向に垂直な方向に沿った最大幅を有し、前記最大幅の方向に側端
を有するロボット筺体と、
　前記ロボットの前進方向において前記駆動部材の前方に配置され、前記最大幅の方向に
略沿って、前記側端まで伸びる清掃ヘッドと、
　前記最大幅の方向に略沿って、前記側端から実質的に１センチメートル以内の位置まで
伸びる被駆動スクラブ要素と、
　前記ロボットの総ロボット質量に応じて決定される、前記被駆動スクラブ要素によって
規定される清掃幅と、を有し、該清掃幅は、前記総ロボット質量１キログラムにつき３セ
ンチメートルである、清掃ロボット。
【請求項２】
　前記被駆動スクラブ要素は、回転可能な円筒形状の保持具と、該保持具の長手方向に沿
って取り付けられた複数のスクラブ材とを備える、請求項１に記載の清掃ロボット。
【請求項３】
　前記ロボットの重心は、実質的に前記駆動部材の上に位置する、請求項１または請求項
２に記載の清掃ロボット。
【請求項４】
　前記駆動部材を収容するハウジングに連結された廃棄物区画を有するタンクを含む、一
連の実質的にモノコックの構造を更に備える、請求項１から３のいずれか一項に記載の清
掃ロボット。
【請求項５】
　粒子を前記清掃ヘッドの作業幅内に運ぶために壁に追従するサイドブラシを更に備える
、請求項１から４のいずれか一項に記載の清掃ロボット。
【請求項６】
　前記清掃ヘッドの横に前記被駆動スクラブ要素用の動力伝達装置を設けるためのスペー
スが確保されている、請求項１から５のいずれか一項に記載の清掃ロボット。
【請求項７】
　前記清掃ヘッドの横に前記被駆動スクラブ要素用のモータを設けるためのスペースが確
保されている、請求項１から６のいずれか一項に記載の清掃ロボット。
【請求項８】
　前記側端は、前記ロボットが障害物に追従する際に障害物側に位置する優位側に位置し
、清掃中において、カバレッジパターンは前記優位側から離れることを含む、請求項１か
ら７のいずれか一項に記載の清掃ロボット。
【請求項９】
　前記カバレッジパターンは、一連の重なり合う平行な経路を含む、請求項８に記載の清
掃ロボット。
【請求項１０】
　前記カバレッジパターンは、直角の方向転換を含み、一連の重なり合う正方形または長
方形のパターンとして実行される、請求項８に記載の清掃ロボット。
【請求項１１】
　前記ロボットは清掃される部屋の床面積を確認する、請求項１から１０のいずれか一項
に記載の清掃ロボット。
【請求項１２】
　前記ロボットは、初めに移動して前記部屋の境界を記録する、請求項１１に記載の清掃
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ロボット。
【請求項１３】
　前記ロボットは、ユーザまたはコンピュータから床面積情報を受け取る、請求項１１に
記載の清掃ロボット。
【請求項１４】
　前記ロボットは、廃棄物を回収する乾式真空発生器を更に備える、請求項１から１３の
いずれか一項に記載の清掃ロボット。
【請求項１５】
　前記ロボットは、前記ロボット筺体に連結され、前記乾式真空発生器により回収される
前記廃棄物の蓄積に用いられる区画を有する廃棄物タンクをさらに備える、請求項１４に
記載の清掃ロボット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
（関連出願の引用）
本出願は、３５Ｕ．Ｓ．Ｃ．§１１９（ｅ）のもとで、米国仮出願第６０／６５４，８３
８号に対する優先権を主張し、該予備出願の全ての開示が、その全体として本明細書にお
いて参考として援用される。本出願はまた、３５Ｕ．Ｓ．Ｃ．§１２０のもとで、米国特
許出願第１１／１３４，２１２号、米国特許出願第１１／１３４，２１３号、米国特許出
願第１１／１３３，７９６号、米国特許出願第１１／２０７，５７４号、米国特許出願第
１１／２０７，５７５号、および米国特許出願第１１／２０７，６２０号に対する優先権
を主張し、これら出願の全ての開示が、その全体として本明細書において参考として援用
される。
【０００２】
（発明の背景）
本発明は清掃装置に関し、より詳細には自律的表面清掃ロボットに関する。
【背景技術】
【０００３】
（従来技術の説明）
家庭床掃除市場に参入するための、十分低い末端消費者価格を有する、自律的ロボット床
清掃装置が当技術分野において知られている。例えば、自律的床清掃ロボットと題された
Ｊｏｎｅｓらによる特許文献１は、自律的ロボットを開示しており、その開示は、その全
体が参考として本明細書において援用される。そこで開示されているロボットは、筐体、
バッテリー電力サブシステム、電力サブシステム、清掃動作のために床上で前記自律的床
清掃ロボットを進ませるよう作動する駆動力源サブシステム、前記清掃動作および前記動
力源サブシステムを制御するよう作動するコマンドおよび制御サブシステム、表面から遊
離した粒子状物質を掃く、または回収するための回転ブラシアセンブリ、表面上の遊離し
た粒子状物質を吸引する、または回収するための真空サブシステム、および動作中に粒子
状物質を回収して遊離した粒子状物質をロボットに格納するための取り外し可能な破片格
納容器を含む。特許文献１で開示されている装置に類似したモデルは、ルンバレッド（Ｒ
ＯＯＭＢＡ ＲＥＤ）およびルンバディスカバリー（ＲＯＯＭＢＡ ＤＩＳＣＯＶＥＲＹ）
という商標名のもとでｉＲｏｂｏｔ社によって市販されている。これらの装置は、例えば
敷物を敷いてない床などの硬質床表面、ならびにじゅうたんの敷いてある床を清掃し、無
人かつ清掃過程を中断することなく、一方の表面から他方へと自由に動くように作動する
。
【０００４】
特に、特許文献１は、遊離した粒子状物質を回収するよう構成される第一清掃域について
記述している。前記第一清掃域は、清掃される表面と係合する一対の逆回転ブラシを含む
。前記逆回転ブラシは、前記ロボットが表面上を順移動方向に移動すると、床表面に対し
てある角速度で動くブラシ剛毛で構成されている。床表面に対する前記ブラシ剛毛の角運
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動には、はじかれた粒子状物質を受けるように配置されている容器の中へ表面にある遊離
した粒子状物質をはじく役割がある。
【０００５】
特許文献１はさらに、容器内に遊離した粒子状物質を回収するように構成され、前記ロボ
ットが表面上を順移動方向に移動すると第二清掃域が表面の第二清掃を行うように、前記
第一清掃域の後部に位置付けられる第二清掃域を含む。前記第二清掃域は、残存する粒子
状物質を吸引してそれらを容器の中へ入れるように構成される真空装置を含む。
【０００６】
その他の例では、家庭用自律的清掃装置は、いずれもＳｏｎｇらによるものであり、いず
れもＳａｍｓｕｎｇ Ｇｗａｎｇｕ Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ社に譲渡されている特許文献
２および特許文献３のそれぞれにおいて開示されている。特許文献２および特許文献３の
開示は、それらの全体が参考として本明細書において援用される。これらの例において自
律的清掃ロボットは、回転ブラシおよび真空装置を活用して遊離した粒子状物質をはじい
て吸引し、それらを容器内の中に入れる類似した清掃要素で構成されている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
上記の例のそれぞれが、遊離した粒子状物質を回収するための手ごろな値段の自律的床清
掃ロボットを提供する一方で、床に清掃液を塗布して家庭内の床を水洗いするための手ご
ろな値段の自律的床清掃ロボットの教示はこれまでにない。そのような装置に対する当技
術分野における必要性が存在し、その必要性は本発明、様々な機能、特徴、およびここで
より詳細に説明されているその利益によって対応される。
【０００８】
家庭内の床の水洗いは長い間、柄の先に取り付けられる濡れたモップまたはスポンジを使
用して手作業で行われてきた。前記モップまたはスポンジは、モップまたはスポンジに洗
浄液のある量を吸収するように洗浄液で満たされた容器の中に浸されてから、表面に洗浄
液を塗布するように表面上で動かされる。前記洗浄液は表面上の汚染物質と相互作用し、
分解あるいは汚染物質を前記洗浄液の中へ乳化し得る。よって前記洗浄液は、洗浄液と洗
浄液内に懸濁状態で保持される汚染物質とを含む廃液に変質する。その後、前記スポンジ
またはモップは、表面から前記廃液を吸収するように使用される。床に塗布される洗浄液
として清浄水が使用に多少効果的である一方、ほとんどの清掃は汚染物質と反応して汚染
物質を水の中へ乳化する清浄水および石鹸または洗剤の混合物である洗浄液によって行わ
れる。また、水および溶剤、香料、消毒剤、乾燥剤、研磨剤粒子状物質およびその類似物
などのその他の作用物質と混合された洗剤で床表面を清掃して、清掃工程の有効性を上げ
ることが知られている。
【０００９】
前記スポンジまたはモップは、特に汚染物質がとりわけ床から取り除くことが困難である
場所において、床表面を磨くためのスクラブ要素として使用することもできる。磨く動作
は、汚染物質と混合するように洗浄液をかくはんするため、ならびに床表面から汚染物質
を遊離するために摩擦推力を適用するための働きをする。かくはんは洗浄液の分解および
乳化作用を向上し、摩擦推力は表面と汚染物質との間の結合を断つことに役立つ。
【００１０】
従来の技術の手動床掃除方法での１つの問題は、床表面のある面積を清掃した後にモップ
またはスポンジから廃液を洗い流さなければならないことであり、これは通常、モップま
たはスポンジを洗浄液で満たされた容器の中に再び浸すことによって行われる。すすぎ洗
いのステップは前記洗浄液を廃液で汚染し、洗浄液はモップまたはスポンジがすすぎ洗い
されるたびにより汚染される。結果として、床表面のより多くが清掃されると洗浄液の有
効性が劣化する。
【００１１】
従来の手動方法は床掃除に有効であるが、労働集約的で時間がかかる。さらに、洗浄液が
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汚染されると清掃の有効性が低下する。家庭内の床の水洗いを自動化するための手ごろな
価格の床水洗い装置を提供するように、床表面を水洗いするための改善された方法に対す
る必要性が、当該技術分野において存在する。
【００１２】
病院、大型小売店、カフェテリア、およびその類似するものなどの多くの大型建物では、
毎日または毎晩床を水洗いする必要があり、この問題は床の水洗いができる業務用床掃除
「ロボット」の開発によって対応されてきた。１つの業務用床水洗い装置の例が、Ｗｉｎ
ｄｓｏｒ Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ社に譲渡されている、Ｂｅｔｋｅｒらによる特許文献４
で開示されている。特許文献４の開示は、その全体が本明細書において参考として援用さ
れる。Ｂｅｔｋｅｒらは、自律的に清掃経路に沿って水洗い装置を動かすための原動力を
提供する駆動アセンブリを有する自律的床掃除装置を開示している。
【００１３】
Ｂｅｔｋｅｒらの装置を表す「ロボット」または「自律的」という言葉の使用は必ずしも
「無人」または完全に自律的という意味ではなく、そのような装置は多くの理由で操作者
がついている。そのような装置に操作者がついていることの１つの理由は、それらが数１
００ポンドもの重さがあり、センサーの故障または予期しない制御変数の事象において著
しい損害を引き起こす可能性があるためである。より重大な理由は、Ｂｅｔｋｅｒらによ
って提案されるとおりの装置は密閉区域または障害物の間を脱出したりまたは進んだりす
るように物理的に構成されておらず、また密閉区域または障害物の間を脱出したりまたは
進んだりするようにプログラムすることもできないためである。例えば、Ｂｅｔｋｅｒら
において開示されているスクラバはしばしば、必要な制御された半径に従って向きを変え
たり障害物の周りを進むための、左右の間隔が不十分である状況に遭遇することがあり、
そのような場合には、Ｂｅｔｋｅｒらによって明確に開示されているように「状況が補助
を必要とすることを操作者に警告する」。Ｂｅｔｋｅｒらの装置はある意味で半自律的で
あるが、その豊富なセンサー必要数にもかかわらず、物理的構造およびその環境に対する
柔軟な対応を含む自律的動作の原理に対応しない。Ｂｅｔｋｅｒらの装置は、行き詰まっ
て操作者の介入を必要とするまで、たった数分しか清掃できないと思われる。
【００１４】
Ｂｅｔｋｅｒらの装置は、床に洗浄液を投与するための洗浄液投与器、洗浄液で床を磨く
ための床表面と接触する回転スクラブブラシ、および床表面から廃液を回収するためのス
キージおよび真空システムを備える廃液回収システムを提供する。Ｂｅｔｋｅｒらによっ
て開示されている装置は自律的に広い床面積を水洗いするために使用できるが、家庭市場
には適さず、また、多くの機能、性能およびここでさらに記述されているような本発明の
機能性に欠ける。特に、Ｂｅｔｋｅｒらによって開示されている業務用自律的清掃装置は
家庭で使用するにはあまりに大きく、高価かつ複雑であり、電力を消費しすぎて家庭用床
水洗い市場に対する実際的な解決方法を提供することはできない。Ｂｅｔｋｅｒの根本的
な欠点は、複雑な環境に応じることが物理的にできるわけでも柔軟にプログラムされるわ
けでもないと思われ、よってその付き添いの操作者によって頻繁に「救助」されるよう設
計されていることである。もう１つは、その清掃技法が、例えば２０ｋｇ以下の、人によ
って持ち運んだりまたは手動で移動させることができるロボットにおいては有効でない場
合があることである。
【００１５】
近年、家庭における従来の手動床水洗いにおける改良が、Ｒｏｙａｌ Ａｐｐｌｉａｎｃ
ｅ Ｍｆｇ社に譲渡されている、床をモップがけし乾燥させるための方法と題された、Ｗ
ｒｉｇｈｔらによる特許文献５において開示されている。特許文献５の開示は、その全体
が本明細書において参考として援用される。そこで開示されているのは、家庭市場におけ
る手動使用のための低価格濡れモップがけシステムである。Ｗｒｉｇｈｔらによって開示
されている濡れモップがけシステムは、柄に支持される洗浄液補充容器を有する柄を持つ
手動床掃除装置である。前記装置は、床に洗浄液を吹き付けるための柄に支持される洗浄
液投与ノズル、および床と接触するための柄の先に取り付けられる床磨きスポンジを含む
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。前記装置はまた、磨きスポンジから廃液を絞り出すための機械装置も含む。スキージお
よび関連した吸引装置は柄の先に支持され、床表面から廃液を回収して、廃液を清掃液剤
貯蔵容器とは別に柄に支持されている廃液容器の中へ入れるために使用される。前記装置
はまた、前記吸引装置に電力を供給するためのバッテリー電源も含む。Ｗｒｉｇｈｔらは
内蔵型水洗い装置ならびに廃液を洗浄液から分離する改良された水洗い方法を説明してい
るが、前記装置は手動で操作され、ロボットの機能性（電動機駆動、自律的制御など）や
本開示で確認されるその他の利益および特徴に欠けると思われる。
【特許文献１】米国特許第６，８８３，２０１号明細書
【特許文献２】米国特許第６，７４８，２９７号明細書
【特許文献３】米国特許出願公開第２００３／０１９２１４４号明細書
【特許文献４】米国特許第５，２７９，６７２号明細書
【特許文献５】米国特許第５，９６８，２８１号明細書
【課題を解決するための手段】
【００１６】
本発明は、とりわけ、床の水洗いができて家庭での使用に対して手ごろな価格である、低
価格の自律的ロボットを提供することによって前に言及されている問題を克服する。従来
の技術の問題は、筐体および清掃表面上で清掃要素を自律的に移動させるように構成され
る移動駆動システムを備える、自律的清掃ロボットを提供する本発明によって対応される
。前記ロボットは清掃表面と転がり接触する車輪によって清掃表面上で支持され、前記ロ
ボットは、首尾軸によって定義される順方向に清掃表面を通常通過するように前記ロボッ
トを制御するように構成される制御および駆動要素を含む。前記ロボットは、前記首尾軸
と直角である横軸によってさらに定義される。
【００１７】
詳細には、前記表面清掃ロボットは、表面から遊離した粒子状物質を回収するよう構成さ
れる第一清掃域と、表面に洗浄液を塗布して表面を磨き、その後表面から廃液を回収する
よう構成される第二清掃域とを有する２つの個別の清掃域を含む。前記表面清掃ロボット
はまた、携行され、洗浄液および廃棄物を格納する、少なくとも２つの容器または区画を
含み得る。特定の実施例において、一方の区画からもう一方への流体の動きが前記ロボッ
トの重心を著しく移動させないように、一方の区画が少なくとも部分的に他方の真上に（
重力に対して）位置される。
【００１８】
前記ロボット筐体は、清掃幅にわたって遊離した粒子状物質を清掃表面から回収するよう
配置される清掃要素を備える第一清掃域Ａを持っている。前記第一清掃域の前記清掃要素
は、前記ロボットの横端に配置されて反対側の横幅に向かって前記ロボットの清掃幅にわ
たって空気の噴流を吹き出すよう構成される噴出口を活用する。真空取入口は前記噴出口
に向かい合ってロボットに配置され、前記噴出口によって清掃幅にわたって吹かれる遊離
した粒子状物質を吸引する。前記第一清掃域の前記清掃要素は、遊離した粒子状物質を吸
引し、ブラシを活用して前記遊離した粒子状物質を容器の中へ掃き、あるいは表面から前
記遊離した粒子状物質を取り除くことができる。
【００１９】
前記ロボット筐体はまた、洗浄液を表面に塗布するよう配置される清掃要素を備える第二
清掃域Ｂをも有し得る。前記第二清掃域はまた、表面を清掃するために使用された後に表
面から洗浄液を回収するように構成される清掃要素も含み得、清掃表面を磨くため、およ
び清掃表面上で洗浄液をより均一に塗抹するための要素をさらに含み得る。
【００２０】
前記ロボットは、清掃表面で自律的移動を行うための、主制御モジュールによって制御さ
れて内蔵型電力モジュールによって電力供給される駆動力源サブシステムを含む。一側面
において本発明は、清掃表面上を移動するように支持された筐体であって、首尾軸および
垂直横軸によって定義される筐体と、前記筐体に取り付けられ、清掃幅にわたって前記清
掃表面から遊離した粒子状物質を回収するように構成される第一回収装置であって、前記
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清掃幅は概して横軸と平行に配置されている、第一回収装置と、前記筐体に取り付けられ
、洗浄液を前記清掃表面に塗布するように構成される液体塗布器とを有し、前記液体塗布
器に対する前記第一回収装置の配置が、前記筐体を順方向に移動させる時に、前記清掃表
面上で前記第一回収装置を前記液体塗布器に先行させる、自律的清掃ロボットに関する。
【００２１】
上記側面の一実施例において前記自律的清掃ロボットはまた、前記筐体に取り付けられ、
前記清掃表面に塗布される前記洗浄液を塗抹して前記清掃表面上に洗浄液をより均一に広
げるように構成される塗抹要素も含み、前記塗抹要素（または散布式ブラシ）に対する前
記液体塗布器の配置が、前記筐体を順方向に移動させる時に、前記清掃表面上で前記液体
塗布器を前記塗抹要素に先行させる。もう１つの実施例において、前記ロボットは前記清
掃表面を磨くよう構成されるスクラブ要素を含み、前記スクラブ要素に対する前記液体塗
布器の配置が、前記筐体を順方向に移動させる時に、前記清掃表面上で前記液体塗布器を
前記スクラブ要素に先行させる。特定の実施例において、前記ロボットはまた、廃液を清
掃表面から回収するように構成される第二回収装置であって、前記廃液は、前記液体塗布
器によって塗布される前記洗浄液および前記洗浄液によって前記清掃表面から取り除かれ
るあらゆる汚染物質を含む、第二回収装置をも含み、前記第二回収装置に対する前記スク
ラブ要素の配置が、前記筐体を順方向に移動させる時に、前記清掃表面上で前記スクラブ
要素を前記第二回収装置に先行させる。
【００２２】
上記側面の特定の実施例において前記ロボットは、前記筐体に取り付けられ、その中に前
記遊離した粒子状物質を受けるように配置される第一廃棄物貯蔵容器、区画またはタンク
、および／または前記筐体に取り付けられてその中に前記廃液を受けるように配置される
第二廃棄物貯蔵容器を含む。上記側面の前記自律的ロボットのいくつかの実施例は、前記
筐体に取り付けられ、その中に前記洗浄液の補充を格納して前記洗浄液を前記液体塗布器
に供給するように構成される洗浄液貯蔵容器を含む。いくつかの実施例において、前記洗
浄液は水および／または石鹸、溶剤、香料、消毒剤、乳化剤、乾燥剤および研磨剤粒子状
物質のうちのいずれかと混合された水を備える。いくつかの実施例において、前記第一お
よび前記第二廃棄物容器は使用者によって前記筐体から取り外し可能で使用者によって空
にされるように構成され、および／または前記洗浄液貯蔵容器は使用者によって前記筐体
から取り外し可能で、使用者によって充填されるように構成される。特定の実施例は、前
記筐体に取り付けられ、その中に前記第一回収装置から前記遊離した粒子状物質を受けて
前記第二回収装置から廃液を受けるように構成される複合廃棄物貯蔵容器、区画またはタ
ンクを含む。その他の実施例において、前記廃棄物貯蔵容器は、使用者によって前記筐体
から取り外し可能で使用者によって空にされるように構成される。さらにその他の実施例
は、前記筐体に取り付けられ、その中に前記洗浄液の補充を格納して前記液体塗布器に前
記洗浄液を供給するように構成される洗浄液貯蔵容器を含み、一部の例では、前記洗浄液
貯蔵容器が使用者によって前記筐体から取り外し可能で、使用者によって充填されるよう
に構成される。
【００２３】
上記側面のいくつかの実施例において前記自律的清掃ロボットは、その中に前記第一回収
装置から前記遊離した粒子状物質を受けて前記第二回収装置から廃液を受けるように構成
される廃棄物貯蔵容器部と、その中に前記洗浄液の補充を格納して前記液体塗布器に前記
洗浄液を供給するように構成される洗浄液貯蔵容器、区画、空気袋、またはタンク部とを
備える、前記筐体に取り付けられて２つの個別の容器部、区画、空気袋、またはタンクで
形成される統合液体貯蔵容器をさらに含む。その他の実施例において、上記側面の前記自
律的清掃ロボットは、前記洗浄液貯蔵容器については使用者によって充填され、前記廃棄
物貯蔵容器については空にされるように、使用者によって前記筐体から取り外し可能に構
成される前記統合液体貯蔵容器を含む。上記側面のいくつかの実施例において前記ロボッ
トは、前記清掃表面から廃液を回収するように構成される第二回収装置であって、前記廃
液は、前記液体塗布器によって塗布される前記洗浄液および前記洗浄液によって清掃表面



(8) JP 2014-147845 A 2014.8.21

10

20

30

40

50

から取り除かれるあらゆる汚染物質を備える、第二回収装置を含み、前記第二回収装置に
対する液体塗布器の配置が、前記筐体が順方向に移動する時に、前記清掃表面上で前記液
体塗布器を前記第二回収装置に先行させる。上記側面の特定の実施例は、前記筐体に取り
付けられ、前記清掃表面に塗布される前記洗浄液を塗抹して前記清掃表面上に前記洗浄液
をより均一に広げるように構成される塗抹要素または散布式ブラシを含み、前記塗抹要素
に関する前記液体塗布器の配置が、前記筐体を順方向に移動させる時に、前記清掃表面上
で前記液体塗布器を前記塗抹要素に先行させる。
【００２４】
いくつかの実施例において前記ロボットは、前記筐体に取り付けられ、その中に前記第一
回収装置から前記遊離した粒子状物質を受けて前記第二回収装置から廃液を受けるように
構成される廃棄物貯蔵容器、区画、またはタンクを含み、特定の場合においては、前記廃
棄物容器が使用者によって前記筐体から取り外し可能で使用者によって空にされるように
構成される。前記ロボットのいくつかの実施例は、前記筐体に取り付けられ、その中に前
記洗浄液の補充を格納して前記液体塗布器に前記洗浄液を供給するように構成される洗浄
液貯蔵容器を含み、一部の例では前記洗浄液貯蔵容器が使用者によって前記筐体から取り
外し可能で使用者によって充填されるように構成される。その他の実施例において、上記
側面の前記ロボットは、その中に前記第一回収装置から前記遊離した粒子状物質を受けて
前記第二回収装置から廃液を受けるように構成される廃棄物貯蔵容器部と、その中に前記
洗浄液の補充を格納して前記液体塗布器に前記洗浄液を供給するように構成される洗浄液
貯蔵容器、区画、空気袋、またはタンクとを備える、前記筐体に取り付けられて２つの個
別の容器部で形成される統合液体貯蔵容器を含む。特定の実施例において、前記統合液体
貯蔵容器またはタンクは、使用者によって前記筐体から取り外し可能で、前記洗浄液貯蔵
容器については使用者によって充填され、前記廃棄物貯蔵容器については空にされるよう
に構成される。
【００２５】
上記側面のいくつかの実施例は、清掃表面上で筐体を移動させるための前記筐体に取り付
けられる駆動力源サブシステムと、前記筐体に取り付けられる複数の電力消費サブシステ
ムのそれぞれに電力を供給するための前記筐体に取り付けられる電力モジュールと、前記
駆動力源モジュール、前記第一回収装置、および前記液体塗布器を制御し、前記清掃表面
上で前記ロボットを自律的に移動させて前記清掃表面を自律的に清掃するための前記筐体
に取り付けられる主制御モジュールとを含む。いくつかの実施例はまた、前記ロボット外
部の状態を感知およびロボット内部の状態を感知し、前記状態の感知に応じて電気センサ
ー信号を発するように構成されるセンサーモジュールと、前記電気センサー信号を前記主
制御モジュールに伝達するための信号線と、前記状態に応じて前記ロボットの所定の動作
モードを実行するための前記主制御モジュール内に組み込まれる制御装置をも含み得る。
【００２６】
いくつかの実施例は、使用者から入力コマンドを受け、前記入力コマンドに応じて電気入
力信号を発するように構成されるユーザー制御モジュールと、前記電気入力信号を前記主
制御モジュールに伝達させるための信号線と、前記入力コマンドに応じて前記ロボットの
所定の動作モードを実行するための前記主制御モジュール内に組み込まれる制御装置とを
含む。特定の実施例において前記自律的清掃ロボットは、前記筐体に取り付けられ、前記
ロボット外部の要素と筐体に取り付けられる少なくとも１つの要素との間にインターフェ
ースを提供するように構成されるインターフェースモジュールを含む。いくつかの実施例
において、前記ロボット外部の前記要素は、バッテリー充電装置およびデータ処理装置の
うちの１つを備える。いくつかの実施例は、前記筐体に取り付けられ、前記ロボット外部
の要素と筐体に取り付けられる少なくとも１つの要素との間にインターフェースを提供す
るように構成されるインターフェースモジュールを含む。いくつかの実施例において、前
記ロボット外部の前記要素は、バッテリー充電装置、データ処理装置、前記洗浄液貯蔵容
器を洗浄液で自律的に充填するための装置、および前記廃液容器を自律的に空にするため
の装置のうちの１つを備える。
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【００２７】
上記側面のロボットの特定の実施例は、前記清掃幅の第一端に配置される、前記筐体に取
り付けられた空気噴出口であって、前記清掃表面に近接する前記清掃幅にわたって空気の
噴流を吹き付けることによって清掃表面上の遊離した粒子状物質を概して前記横軸と平行
の方向に前記第一端から強制的に離すように構成される空気噴出口と、前記遊離した粒子
状物質を吸引するための、前記筐体に取り付けられ、前記第一端から反対かつ清掃表面に
近接する前記清掃幅の第二端に配置される空気取入口と、前記空気取入口から前記遊離し
た粒子状物質を受けるように構成される廃棄物貯蔵容器と、前記廃棄物貯蔵容器、区画、
またはタンク内で負圧を発生させるように構成されるファンアセンブリとを含む。いくつ
かの実施例において、前記ファンアセンブリはさらに前記空気噴出口で正の空気圧を発生
させるように構成される。
【００２８】
その他の実施例において前記第二回収装置は、前記筐体に取り付けられ、長手方向のリッ
ジが前記清掃表面に近接して配置され、かつ前記リッジの前縁で液体回収容積を提供する
ように前記清掃幅にわたって伸びて形成される、スキージであって、前記長手方向のリッ
ジは、前記筐体が順方向に移動すると液体回収容積内で廃液を回収する、スキージと、前
記長手方向のリッジに近接して配置され、かつ前記清掃幅にわたって伸びる前記スキージ
によって部分的に形成される真空槽と、前記液体回収容積および前記真空槽を流体的につ
なぐために複数の液体経路を提供するための、前記スキージを通過する複数の吸引口と、
前記液体回収容積内で回収される廃液を前記真空槽内へ引き入れるために前記真空槽内に
負の空気圧を発生させるための真空発生器とを含む。いくつかの追加実施例はまた、前記
真空槽から前記廃液を受けるように構成される廃棄物貯蔵容器と、前記真空槽および前記
廃棄物貯蔵容器、区画、またはタンクを流体的につなぐ少なくとも１つの流体管と、廃棄
物貯蔵容器および前記真空槽内に負の空気圧を発生させることによって清掃表面から廃液
を吸引して前記廃棄物貯蔵容器に前記廃液を入れるように構成されるファンアセンブリを
も含む。前記第二回収装置のその他の実施例は、前記筐体に取り付けられ、長手方向のリ
ッジが前記清掃表面に近接して配置され、かつ前記リッジの前縁で液体回収容積を提供す
るように前記清掃幅にわたって伸びて形成される、スキージであって、前記長手方向のリ
ッジは、前記筐体が順方向に移動すると液体回収容積内で廃液を回収する、スキージと、
前記長手方向のリッジに近接して配置され、かつ前記清掃幅にわたって伸びる前記スキー
ジによって部分的に形成される真空槽と、前記液体回収容積および前記真空槽を流体的に
つなぐために複数の液体経路を提供するための、前記スキージを通過する複数の吸引口と
、前記液体回収容積内で回収される廃液を前記真空槽内へ引き入れるために前記真空槽内
に負の空気圧を発生させるための真空発生器とを内蔵する。
【００２９】
上記側面のさらにその他の実施例は、前記真空槽から前記廃液を受けるように構成される
廃棄物貯蔵タンク（または区画）と、前記真空槽および前記廃棄物貯蔵容器を流体的につ
なぐ少なくとも１つの流体管と、廃棄物貯蔵容器および前記真空槽内に負の空気圧を発生
させることによって清掃表面から廃液を吸引して前記廃棄物貯蔵容器に前記廃液を入れる
ように構成されるファンアセンブリとを含む。いくつかの実施例において、前記ファンア
センブリは前記空気噴出口で正の空気圧を発生するように構成される。
【００３０】
もう１つの側面において本発明は、首尾軸によって定義される順方向に筐体を移動させる
ために清掃表面との転がり接触で支持される筐体であって、横軸によってさらに定義され
る筐体と、前記筐体に取り付けられ、清掃幅にわたって前記清掃表面から遊離した粒子状
物質を回収するように構成される清掃要素を備える第一清掃域であって、前記清掃幅は概
して前記首尾軸と垂直に配置されている、第一清掃域と、前記筐体に取り付けられ、前記
清掃表面に洗浄液を塗布して前記清掃幅にわたって前記清掃表面から廃液を回収するよう
に構成される清掃要素を備える第二清掃域であって、前記廃液は、前記洗浄液および前記
洗浄液によって前記清掃表面から取り除かれるあらゆる汚染物質を含む、第二清掃域と、
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前記清掃表面上で前記ロボットを自律的に移動させるように構成された、主制御モジュー
ルによって制御されかつ電力モジュールによって電力供給される駆動力源サブシステムで
あって、前記駆動力源サブシステム、主制御モジュールおよび電力モジュールはそれぞれ
電気的に相互接続されて前記筐体に取り付けられた、駆動力源サブシステムとを含む、前
記清掃表面上で清掃要素を移動させるための自律的清掃ロボットに関する。本側面のいく
つかの実施例において、前記ロボットは垂直中心軸を有する円形横断面で構成され、かつ
前記首尾軸、前記横軸および前記垂直軸が互いに垂直であり、かつ前記駆動力源サブシス
テムは順移動方向の方向を変えるためにロボットを前記中心垂直軸の周りを回転させるよ
うに構成される。
【００３１】
もう１つの側面において本発明は、首尾軸および垂直横軸によって定義される筐体であっ
て、前記筐体は前記首尾軸に沿って表面上を移動するように支持され、そこに取り付けら
れて概して前記横軸と平行に配置される清掃幅上で表面から遊離した粒子状物質を回収す
るように構成される第一回収装置を含む、筐体を有し、前記第一回収装置は、前記清掃幅
にわたって空気の噴流を吐き出すように構成される空気噴出口と、空気および遊離した粒
子状物質を引き込むように構成される空気取入口とを備え、前記空気噴出口および前記空
気取入口は前記清掃幅の反対側の端に配置され、前記空気噴出口が概して表面と平行にか
つ通常前記空気取入口に向かって空気の噴流を吐き出す、表面清掃装置に関する。上記側
面の一実施例において前記第一回収装置は、概して前記清掃幅にわたって前記横軸に沿っ
て伸びる概して対向した前および後部端、および概して前記前および後端に直角に伸びる
概して対向した左および右端で形成されるチャネルをさらに含み、前記空気噴出口が前記
左および右端の一方に配置され、前記空気取入口が前記左および右端のもう一方に配置さ
れる。その他の実施例において前記表面清掃装置は、前記清掃幅上で空気の噴流および遊
離した粒子状物質を導くために、前記清掃幅上に配置され、前記後端に近接しかつ底表面
から表面へ伸びる前記筐体の前記底表面に固定して取り付けられる第一柔軟ドクターブレ
ードまたは気流案内ブレードをさらに含む。
【００３２】
上記側面のその他の実施例において前記表面清掃装置は、空気の噴流および遊離した粒子
状物質を前記空気取入口内へ導くために、前記底表面に固定して取り付けられかつ前記底
表面から表面へ伸びる第二柔軟ドクターブレードまたは気流案内ブレードをさらに含む。
さらにその他の実施例において前記装置は、固定枠およびそこから伸びる回転シャフトを
有する回転ファンモーターと、回転軸の周りを回転する時に空気を動かすように構成され
るファンインペラーであって、前記ファンモーターによる前記回転軸周囲の回転に対して
前記回転シャフトに固定して取り付けられているファンインペラーと、その中に形成され
る空洞の中に前記ファンインペラーを収納するためおよびその上に前記モーター固定枠を
固定して支持するための枠であって、前記インペラーが回転すると空気が通って前記空洞
内に引き込まれる空気取入口および空気が通って前記空洞の外に吐き出される空気出口を
有するようにさらに構成される枠と、前記第一回収装置の前記ファン空気取入口と前記空
気取入口との間で流体的につながれる第一流体管とを含み、その中で前記要素のそれぞれ
が前記筐体に取り付けられている。いくつかの実施例において前記装置は、前記筐体に取
り付けられ、前記ファン空気取入口と前記空気取入口との間で前記第一流体管内に流体的
に接続される廃棄物貯蔵容器を含む。いくつかの実施例において、前記廃棄物貯蔵容器は
使用者によって前記筐体から取り外し可能で使用者によって空にされるように構成される
。
【００３３】
さらにその他の実施例は、前記ファン空気取入口を通って引き込まれている空気から遊離
した汚染物質をろ過するための、前記廃棄物貯蔵容器と前記ファン空気取入口との間で前
記第一流体管内に挿入されるフィルタ要素を含み、また前記第一回収装置の前記ファン出
口および前記空気噴出口との間で流体的につながれる第二流体管をも含み得る。その他の
実施例において前記表面清掃装置は、前記清掃幅上で表面から液体を回収するために、前
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記筐体に取り付けられて前記第一回収装置の後部に配置される第二回収装置をさらに含む
。いくつかの実施例において前記第二回収域は、前記スキージおよび表面との間に形成さ
れる液体回収容積中の液体を回収するために、筐前記第一回収装置の前記筐体後部に固定
して取り付けられかつ前記清掃幅上で前記筐体の底表面から表面へと伸びるスキージであ
って、さらに真空槽を形成して前記清掃幅上に配置されて前記真空槽および前記液体回収
容積を流体的につなぐ複数の吸引口を提供する前記スキージと、前記真空槽の内部で負の
空気圧を発生させることによって前記回収量と流体的につながれる複数の吸引口を通して
前記真空槽内へ液体を引き込むための真空発生器とを含む。
【００３４】
上記側面の前記表面清掃装置のその他の実施例は、固定枠およびそこから伸びる回転シャ
フトを有する回転ファンモーターと、回転軸の周りを回転する時に空気を動かすように構
成されるファンインペラーであって、前記ファンモーターによる前記回転軸周囲の回転に
対して前記回転シャフトに固定して取り付けられている前記ファンインペラーと、
その中に形成される空洞の中に前記ファンインペラーを収納するためおよびその上に前記
モーター固定枠を固定して支持するための枠であって、前記インペラーが回転すると空気
が通って前記空洞内に引き込まれる空気取入口および空気が通って前記空洞の外に吐き出
される空気出口を有するように構成される枠と、前記第一回収装置の前記ファン空気取入
口と前記空気取入口との間を流体的につなぐ第一流体管と、前記ファン空気取入口と前記
真空槽との間で流体的につながれる第三流体管とを含み、これらの要素は前記筐体に取り
付けられる。前記表面清掃装置はまた、前記第一回収装置の前記ファン出口と前記空気噴
出口との間で流体的につながれる第二流体管、および／または前記筐体に取り付けられ、
表面から回収される前記液体を格納するように構成される廃棄物貯蔵容器またはタンクを
含み得る。さらにその他の実施例は、前記筐体に取り付けられ、表面から回収される前記
液体を格納するように構成される廃棄物貯蔵容器であって、前記第三流体管内で流体的に
接続されている廃棄物貯蔵容器を使用する。いくつかの実施例において前記清掃装置は、
前記筐体に取り付けられ、表面から回収される前記液体を格納するように構成される廃棄
物貯蔵容器であって、前記第一および前記第三流体管内で流体的に接続されている前記廃
棄物貯蔵容器を含む。特定の場合において、前記廃棄物貯蔵容器またはタンクは、前記第
一回収装置によって回収される遊離した粒子状物質を格納するためおよび第二回収装置に
よって回収される液体を格納するためであり、かつ容器から廃棄物を空にするためにその
中に形成される少なくとも１つのアクセス口を有する密封廃棄物容器と、前記清掃装置の
操作中に空気溜りが前記密封廃棄物容器の垂直に上部に配置されるように、前記密封容器
の天壁に組み込まれる空気溜りとを含み、前記空気溜りは前記第一、前記第二および前記
第三流体管のそれぞれの中で流体的に接続するための引き込み口を有するように構成され
る。
【００３５】
いくつかの実施例において、前記廃棄物貯蔵容器は、使用者によって取り外し可能で使用
者によって空にされるように構成される。特定のその他の実施例は、前記清掃幅上で洗浄
液を表面に塗布するために前記第一回収装置と前記第二回収装置との間で前記筐体に取り
付けられる洗浄液塗布器アセンブリと、その中に容器を前記洗浄液で充填するために形成
される少なくとも１つのアクセス口を含む貯蔵容器であって、その中に前記洗浄液の補充
を保持するための密封洗浄液貯蔵容器またはタンクとを含む。その他の実施例において、
前記密封廃棄物容器および前記密封洗浄液容器は液体貯蔵容器モジュールに統合され、か
つ前記統合液体貯蔵容器モジュールは洗浄液で充填するためおよびそこから廃棄物を空に
するために使用者によって取り外し可能となるように構成される。いくつかの実施例にお
いて、前記表面清掃装置は、前記液体塗布器アセンブリの後部で前記筐体に取り付けられ
、前記清掃幅上で前記洗浄液を塗抹するように構成される塗抹要素と、前記清掃幅にわた
って表面を磨くために前記塗抹要素または散布ブラシの後部で前記筐体に取り付けられる
スクラブ要素、スクラブブラシ、ワイパー、またはぞうきんをさらに含む。いくつかの実
施例において、前記表面清掃装置は、表面上で前記表面清掃装置を自律的に移動させるた
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めの、それぞれ前記筐体に取り付けられる、主制御モジュールによって制御されて電力モ
ジュールによって電力供給される駆動力源サブシステムをさらに備える。本質的に清掃幅
にわたって伸びるパッド、布、またはその他の吸収性ワイパーが、表面を準備するために
または前記清掃ヘッドの後ろの水分を吸収するために、前記清掃ヘッドの前または後に必
要に応じて設置され得る。前記清掃ヘッド全体は、前記清掃ヘッドが「食器洗い機対応」
となるのに十分な水および最高最低気温に耐える材質から形成されている。
【００３６】
その他の実施例において前記表面清掃装置は、状態を感知し、前記状態の感知に応じて電
気センサー信号を発生するように構成されるセンサーモジュールと、前記電気センサー信
号を前記主制御モジュールに伝達するための信号線と、前記状態の感知に応じて所定の動
作モードを実行するための前記主制御モジュール内に組み込まれる制御装置とをさらに含
む。さらにその他の実施例は、表面上で前記表面清掃装置を自律的に移動させるための、
それぞれ前記筐体に取り付けられる、主制御モジュールによって制御されて電力モジュー
ルによって電力供給される駆動力源サブシステムを含む。前記表面清掃装置のその他の実
施例は、状態を感知し、前記状態の感知に応じて電気センサー信号を発生するように構成
されるセンサーモジュールと、前記電気センサー信号を前記主制御モジュールに伝達する
ための信号線と、前記状態の感知に応じて所定の動作モードを実行するための前記主制御
モジュール内に組み込まれる制御装置とをさらに含む。
【００３７】
さらにもう１つの側面において本発明は、順移動方向に対して概して直角に配置される清
掃幅を有するように構成される要素であって、全て筐体上で支持され所定の動作モードに
従いかつ前記センサーモジュールによって感知される状態に応じて表面上で前記筐体を移
動させるために電力モジュールによって電力供給される、主制御モジュールによって制御
される自律的移動駆動サブシステム、状態を感知するためのセンサーモジュール、電力モ
ジュールおよび清掃要素を有し、前記清掃要素は、前記清掃幅上にわたって表面から遊離
した粒子状物質を回収するための第一回収装置であって、前記筐体が順移動方向に移動す
ると第一に表面上で前進するように前記筐体に位置付けられている前記第一回収装置Ａと
、前記清掃幅上にわたって表面に洗浄液を塗布するための洗浄液塗布器であって、前記筐
体が順移動方向に移動すると第二に表面上で前進するように前記筐体に位置付けられてい
る前記洗浄液塗布器と、前記清掃幅上にわたって表面に塗布される洗浄液を塗抹するため
の塗抹要素であって、前記筐体が順移動方向に移動すると第三に表面上で前進するように
前記筐体に位置付けられている前記塗抹要素と、前記清掃幅上にわたって表面を積極的に
磨くための能動スクラブ要素であって、前記筐体が順移動方向に移動すると第四に表面上
で前進するように前記筐体に位置付けられている前記能動スクラブ要素と、表面から廃液
を回収するための第二回収装置であって、前記筐体が順移動方向に移動すると第五に表面
上で前進するように前記筐体に位置付けられている前記第二回収装置と、前記第一回収装
置によって回収される遊離した粒子状物質および前記第二回収装置によって回収される廃
液を格納するための廃棄物貯蔵容器と前記洗浄液の補充を格納するための洗浄液補充容器
とを備える統合貯蔵容器またはタンクモジュールであって、使用者によって前記筐体から
取り外し可能で、使用者によって洗浄液を充填されて廃棄物を空にされ、そして前記筐体
に再設置されるように構成される統合貯蔵容器またはタンクモジュールとを備える、表面
清掃装置に関する。
【００３８】
さらに追加側面において本発明は、首尾軸および垂直横軸によって定義され、その上で清
掃要素を支持するためおよび前記首尾軸に沿って表面上で前記清掃要素を移動させるため
の筐体であって、前記清掃要素が、前記首尾軸に対して概して直角に配置され清掃幅の対
向端を定義する左端および右端を有する前記清掃幅にわたって清掃するように配置されて
いる、筐体と、洗浄液を前記清掃幅にわたって分配するように前記洗浄液が十分な量およ
び圧力で噴出され、そこから洗浄液を噴出するために前記左端および前記右端のうち一方
に配置される少なくとも１つのノズルを備える液体塗布器と、を有する表面清掃装置に関
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する。上記側面の特定の実施例において上記洗浄液は、水および／または石鹸、溶剤、香
料、消毒剤、乳化剤、乾燥剤および研磨剤粒子状物質のうちのいずれかを備える。
【００３９】
上記側面のいくつかの実施例において前記装置は、少なくとも１つのノズルの位置の後部
で前記筐体に取り付けられ、前記洗浄液を塗抹するために前記清掃幅にわたって前記筐体
から表面へ伸びる塗抹要素を含み、少なくとも１つのノズルの位置の後部で前記筐体に取
り付けられ、表面を磨くために前記清掃幅にわたって前記筐体から表面へ伸びるスクラブ
要素を含み得る。いくつかの実施例において、前記スクラブ要素は少なくとも１つのノズ
ルの位置の後部で前記筐体に取り付けられ、表面を磨くために前記清掃幅にわたって前記
筐体から表面へと伸びている。前記清掃装置はまた、少なくとも１つのノズルの位置の後
部で前記筐体に取り付けられ、表面から廃液を回収するために前記清掃幅にわたって前記
筐体から表面へ伸びる回収装置を含み得る。いくつかの実施例において、前記液体塗布器
は、洗浄液を前記清掃幅にわたって分配するように前記洗浄液が十分な量および圧力で第
一ノズルから噴出され、そこから洗浄液を噴出するために前記左端に配置される第一ノズ
ルと、洗浄液を前記清掃幅にわたって分配するように前記洗浄液が十分な量および圧力で
第二ノズルから噴出され、そこから洗浄液を噴出するために前記左端に配置される第二ノ
ズルとを備え、前記第一ノズルおよび前記第二ノズルが前記首尾軸上で同一場所に配置さ
れる。
【００４０】
上記側面の特定の実施例において、前記第一および第二ノズルのそれぞれがバースト頻度
に従って間欠的にバースト洗浄液を噴出し、前記第一ノズルの前記バースト頻度は、前記
第二ノズルの前記バースト頻度に対して位相が実質的に反対である。いくつかの実施例に
おいて、前記表面清掃装置はまた、全て筐体によって支持され、所定の動作モードに従い
かつセンサーモジュールによって感知される状態に応じて実質的に表面全体にわたって前
記清掃要素を表面上で自律的に動かすために、主制御モジュールによって制御される、自
律的移動駆動サブシステム、状態を感知するためのセンサーモジュール、および電力モジ
ュールをも含む。さらにその他の実施例は、全て筐体によって支持され、所定の動作モー
ドに従いかつセンサーモジュールによって感知される状態に応じて実質的に表面全体にわ
たって前記清掃要素を表面上で自律的に動かすために、主制御モジュールによって制御さ
れる、自律的移動駆動サブシステム、状態を感知するためのセンサーモジュール、および
電力モジュールを使用する。
【００４１】
上記側面のその他の実施例は、全て筐体によって支持され、所定の動作モードに従いかつ
センサーモジュールによって感知される状態に応じて実質的に表面全体にわたって前記清
掃要素を表面上で自律的に動かすために、主制御モジュールによって制御される、自律的
移動駆動サブシステム、状態を感知するためのセンサーモジュール、および電力モジュー
ルを含む。いくつかの実施例において、前記主制御モジュールは表面に洗浄液を塗布する
ための所望の速度に従って前記バースト頻度を変えるように構成されており、一部の例で
は、前記主制御モジュールは１平方フィートにつき約２ｍｌの実質的に均一な量で表面に
洗浄液を塗布するように、前記バースト頻度を変えるように構成されている。
【００４２】
いくつかの実施例において、前記表面清掃装置はまた、筐体上に携行され、その中に前記
洗浄液の補充を格納するための液体貯蔵容器と、前記容器から洗浄液を引き出すためおよ
び前記洗浄液を少なくとも１つのノズルに供給するための第一第一ポンプ部で構成される
ダイヤフラムポンプアセンブリと、前記第一ポンプ部を機械的に作動させるための機械的
アクチュエータをも含む。さらにその他の実施例は、全て筐体によって支持され、所定の
動作モードに従いかつセンサーモジュールによって感知される状態に応じて実質的に表面
全体にわたって前記清掃要素を表面上で自律的に動かすために、主制御モジュールによっ
て制御される、自律的移動駆動サブシステム、状態を感知するためのセンサーモジュール
、および電力モジュールと、筐体上に携行され、その中に前記洗浄液の補充を格納するた
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めの液体貯蔵容器と、前記容器から洗浄液を引き出すためかつ前記洗浄液を前記第一ノズ
ルへ供給するための第一第一ポンプ部および前記容器から洗浄液を引き出すためかつ前記
洗浄液を前記第二ノズルへ供給するための第二ポンプ部を有するダイヤフラムポンプアセ
ンブリと、前記第一ポンプ部および前記第二ポンプ部を機械的に作動させるための機械的
アクチュエータとを含む。
【００４３】
上記側面の特定の実施例において前記ダイヤフラムポンプアセンブリは、非可撓性上部室
要素と非可撓性下部室要素との間に搭載される可撓性要素であって、第一ポンプ室および
そこに取り付けられる第一アクチュエータニップル、および第二ポンプ室およびそこに取
り付けられる第二アクチュエータニップルで形成される前記可撓性要素と、第一アクチュ
エータ位置と第二アクチュエータ位置との間で旋回するために前記ポンプアセンブリに旋
回可能に取り付けられるアクチュエータ連結具であって、前記第一アクチュエータ位置に
向かう前記アクチュエータ連結具の動きが前記第一ポンプ室の容積を減らして前記第二ポ
ンプ室の容積を増やし、さらに前記第二アクチュエータ位置に向かう前記アクチュエータ
連結具の動きが前記第一ポンプ室の容積を増やして前記第二ポンプ室の容積を減らす、前
記第一および前記第二アクチュエータニップルのそれぞれに固定して取り付けられる前記
アクチュエータ連結具と、円周状カム外形で構成され、前記第一アクチュエータ位置と前
記第二アクチュエータ位置との間で前記アクチュエータ連結具を動かすように支持されて
いるカム要素と、カム回転駆動パターンに従って前記カム要素を回転させるための、前記
主制御装置によって制御されるカム回転駆動部とを含む。
【００４４】
もう１つの側面において、本発明は清掃装置で表面を清掃するための方法に関し、前記方
法は、首尾軸によって定義される順方向へ表面上を筐体を移動させるステップであって、
筐体がその上に支持される清掃要素を含み、前記清掃要素が首尾軸に対して概して直角に
配置される清掃幅を有し、かつ前記清掃幅が左端および対向する右端を有する、移動させ
るステップと、前記左端および前記右端のうち一方で前記筐体に取り付けられる第一ノズ
ルからある量の洗浄液を噴出するステップであって、第一ノズルがそこから洗浄液を噴出
するように構成されていて、洗浄液を前記清掃幅にわたって分配するように前記洗浄液が
十分な量および圧力で噴出される、噴出するステップとを含む。特定の実施例において前
記方法はまた、前記左端および前記右端のうちのもう一方で前記筐体に取り付けられる第
二ノズルからある量の洗浄液を噴出するステップであって、第二ノズルがそこから洗浄液
を噴出するように構成されていて、洗浄液を前記清掃幅にわたって分配するように前記洗
浄液が十分な量および圧力で噴出される、噴出するステップと、洗浄液の間欠的なバース
トにおいてバースト頻度に従って前記第一ノズルおよび第二ノズルのそれぞれから洗浄液
を噴出するステップであって、前記第一ノズルの前記バースト頻度が前記第二ノズルの前
記バースト頻度に対して位相が実質的に反対である、噴出するステップとを含み得る。
【００４５】
さらにその他の実施例において、前記方法は塗抹要素が前記清掃幅にわたって伸び、前記
第一ノズルおよび前記第二ノズルの同一配置位置の後部で前記筐体に取り付けられる塗抹
要素または散布式ブラシを使用して、前記清掃幅にわたって前記洗浄液を塗抹するステッ
プを含む。その他の実施例は、スクラブ要素が前記清掃幅にわたって伸び、前記第一ノズ
ルおよび前記第二ノズルの同一配置位置の後部で前記筐体に取り付けられるスクラブ要素
、スクラブブラシ、ワイパー、またはぞうきんを使用して前記清掃幅にわたって表面を磨
くステップを含み得る。さらにいくつかの実施例は、回収装置が前記清掃幅にわたって伸
び、前記第一ノズルおよび前記第二ノズルの同一配置位置の後部で前記筐体に取り付けら
れる回収装置を使用して、前記清掃幅にわたって表面から廃液を回収するステップを含む
。上記側面の前記方法のいくつかの実施例において、前記筐体は、全てその上に支持され
て主制御モジュールによって制御される自律的移動駆動サブシステム、状態を感知するた
めのセンサーモジュール、および電力モジュールをさらに含み、表面上で前記筐体を移動
させるステップは、所定の動作モードに従いかつ前記センサーモジュールによって感知さ
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れる状態に応じて、前記清掃要素を実質的に表面全体上で移動させるように前記移動駆動
サブシステムを制御するステップをさらに含む。
【００４６】
本発明の一側面によれば、表面処理ロボットは、実質的に一定幅の形状として形成される
外周を有し、少なくとも１つの循環部材によって前進駆動されるロボット本体と、前記ロ
ボットによって投与される物質を保持する投与物区画とを含む。水洗いヘッドは、投与さ
れた物質を用いて前記ロボットの清掃線に沿って清掃するために少なくとも１つ以上の水
洗い部材を採用し、前記水洗いヘッドは清掃幅を定義する。廃棄物区画は前記ロボットに
よって拾得される物質を保持する。前記投与物区画および廃棄物区画のそれぞれが、前記
投与物区画容積の重心を前記廃棄物区画容積の重心から清掃幅の半分以内に設置するよう
に成形および位置付けられている。
【００４７】
例えば、前記ロボットの一実施例は約３０ｃｍの清掃幅を有し、これらの重心のそれぞれ
は他方から１５ｃｍ以内にある。前記容積の重心は、空の容積の中心としてすぐに理解で
きるが、前記容積を満たす量の流体の重心としても理解することができる（本明細書で論
じるほとんどの流体は水の比重に近い）。本明細書で論じられるように、表面処理は清掃
およびその他の処理を含む。一定幅の形状もまた本明細書で定義され、そのような形状の
全てが均一というわけではなく、前記ロボットの一実施例は実質的に円筒型であることを
指摘している。前記水洗い部材は、ブラシ、スポンジ、ワイパー、およびその類似物を含
む。循環部材は、回転ホイール、回転ブラシ、および／または１つ以上の循環ベルトまた
はウェブを含む。材質はほとんどがそうなるが、水で濡れている必要はない。
【００４８】
任意で、前記投与物区画および廃棄物区画のそれぞれは、前記投与物区画容積および前記
廃棄物区画容積の複合重心を少なくとも１つの循環部材の中心から清掃幅の半分以内に設
置するように成形および位置付けられる。回転ブラシの中心は軸に沿った中間点となり、
回転ベルトの中心は表面との接触域の中間点に沿う。さらに任意で、前記投与物区画およ
び廃棄物区画のそれぞれは、前記投与物区画容積の重心を前記廃棄物区画容積の重心の実
質的に真上または真下に置くように、成形および位置付けられる。「実質的に真上または
真下」とは、一例において、互いの上または下にあり、各重心からの垂線が互いから清掃
幅の４分の１以内にあることを意味する。
【００４９】
本発明のもう１つの側面によれば、表面処理ロボットは、実質的に一定幅の形状として形
成される外周を有するロボット本体と、前記ロボット本体を前進駆動し、前記ロボット本
体を操縦する少なくとも２つの循環駆動部材とを含む。投与流体区画は、前記ロボットに
よって投与される流体を保持し、電動スクラバは、一定幅の形状の最大幅の線に実質的に
沿って、投与流体を用いて清掃するために、少なくとも１つのスクラブ要素を駆動し、駆
動されたスクラブ要素は前記ロボット本体の接線端の実質的に１ｃｍ以内に伸びる。前記
スクラバを円筒型などの一定幅形状の最大幅の線に沿って設置することによって、清掃区
域の端を前記ロボットの端へ持っていくことができ、前記ロボットが壁の１ｃｍ以内で縁
に沿って隅を清掃できるようにする。車輪を最大幅の線に沿って設置することは、これを
妨げる。再度、循環は車輪またはブラシなどの回転部材を含むが、しかしまた循環ベルト
またはウェブをも含む。
【００５０】
清掃ヘッドが最大幅に沿っている場合、最小２つの循環駆動部材を前記ロボットの幅が前
記ロボットの最大幅以下である線に沿って設置することによって、最も広い清掃ヘッドを
得ることができる。任意で、前記ロボットはまた、前記スクラブ要素が投与流体を用いて
清掃した後に投与流体を拾得する湿式真空発生器と、前記湿式真空発生器ユニットによっ
て拾得される流体を保持する廃液区画とをも含む。前記廃液区画および投与流体区画は、
前記ロボット本体からモジュールとしてすぐに取り外し可能である、同じ流体タンクモジ
ュール内の一体形区画であり得る。
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【００５１】
本発明のもう１つの側面によれば、表面処理ロボットは、実質的に一定幅の形状として形
成される外周を有し、少なくとも１つの回転部材によって前進駆動されるロボット本体と
、前記ロボットによって投与される流体を保持する投与流体区画とを含む。電動水洗いヘ
ッドは、少なくとも１つの水洗い部材を採用して、投与された流体を用いて前記ロボット
の清掃幅に沿って清掃幅を清掃する。廃棄物区画は、前記ロボットによって拾得される廃
液を保持する。前記水洗いヘッドは、前記ロボット本体、空の場合の投与物区画、水洗い
ヘッド、およびロボットによって拾得される廃液で満ちている場合の廃棄物区画から成る
全ロボット質量に関して、全ロボット質量の１キログラムにつき３センチメートル以上の
清掃幅を有する。
【００５２】
本発明による例のロボットは、約３０ｃｍの清掃幅および約３～５ｋｇの質量を持つ。そ
のようなロボットは満載されたロボットの１キログラムにつき、約１０ｃｍから約６ｃｍ
の電動清掃幅を有し、低効率だがなお許容できるバージョンは、ロボット質量の１キログ
ラムにつき３ｃｍの電動清掃幅にすることができる。この清掃幅によって単位時間につき
十分な作業を行うことができ、重量は清掃幅に対して十分なけん引力を提供するのに十分
である。さらに、前記ロボットは過剰に大きくなることも、または重量を制限することに
よって非効率的になることもない。この組合せは清掃時間対機動性対管理容易性の最善の
バランスを提供する。
【００５３】
任意で、前記電動水洗いヘッドは、投与流体を用いてロボットの清掃幅に沿って清掃され
るように表面を磨く電動循環スクラバを含む。さらに、前記電動水洗いヘッドは前記廃液
を拾得する電動湿式真空発生器を含み得る。これらのそれぞれは前記清掃幅に寄与し、抵
抗または原動力の一因となり得る。前記清掃幅に加えられる重量は、抵抗の量を軽減もし
くは制限するために、制限され得る。
【００５４】
本発明のもう１つの側面によると、表面処理ロボットは、実質的に一定幅の形状として形
成される外周を有し、少なくとも１つの回転部材によって前進駆動されるロボット本体と
、投与された流体を用いて前記ロボットの清掃幅に沿って清掃幅を清掃するように少なく
とも１つの循環水洗い部材を採用する水洗いヘッドとを含む。流体区画を収容するタンク
は流体を貯蔵し、前記ロボット本体は前記タンクを受ける架台を含む。前記タンクと前記
ロボット本体との間の流体接続、および前記タンクと前記ロボット本体との間の真空接続
が提供される。継ぎ手が前記タンクを前記ロボット本体に機械的に係合し、前記継ぎ手の
係合が、前記流体接続および前記真空接続の両方を同時に密封する。
【００５５】
この構造のもとで、前記ロボットの形状、前記ロボットの機械的完全性、前記真空接続（
および密封）および流体接続（および密封）を完成させる１つの継ぎ手によって、前記ロ
ボットは使用に対して準備され得る。
【００５６】
任意で、前記タンクは前記ロボットの外形の少なくとも４分の１を形成し、前記継ぎ手の
係合が前記ロボットの実質的に滑らかな外形を完成する。あるいは、前記タンクは一定幅
の形状の外周の一部を含む前記ロボットの外周面の少なくとも４分の１を形成し、前記継
ぎ手の係合が一定幅の形状の外周を実質的に完成する。いずれの場合でも、前記ロボット
は外形の長所によって自律的に向きを変えて密閉区間および隅を脱出することができ、前
記ロボット本体内に前記タンクを収容するための二重および三重壁の使用を避けることに
よって、空間的効率が最大化される。
【００５７】
一実施例において移動ロボットを制御するための方法は、前記移動ロボットが前進する時
に第一方向にブラシを回転させるステップと、前記移動ロボットが反対方向に動く時に前
記清掃ブラシの動作を停止するステップとを含み得る。もう１つの実施例に従って、移動
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ロボットを制御するための方法は、前記移動ロボットが清掃モードで作動する時にポンプ
を介して流体を分配するステップと、前記移動ロボットが前進しているときに前記ポンプ
の動作を停止するステップとを含み得る。さらにもう１つの実施例に従って、移動ロボッ
トを制御するための方法は、清掃周期中に清掃表面を通過して清掃表面上に洗浄液を分配
するステップと、乾燥周期中に清掃表面上に前記洗浄液を分配せずに清掃表面を通過する
ステップとを含み得る。また、前記方法は、電源電圧が低下すると前記清掃周期から前記
乾燥周期へと移行するステップ、または前記移動ロボットが乾燥モードで作動する時に清
掃表面に真空吸引を適用するステップをさらに含み得る。もう１つの実施例に従って、少
なくとも第一および第二電極を有する移動ロボットにおいて流体を感知するための方法は
、前記第一および第二電極の間で極性を交換するステップと、前記第一および第二電極の
間で抵抗を検出するステップと、前記第一および第二電極の間の前記検出された抵抗に基
づいて流体が存在するかどうかを決定するステップとを含み得る。
【００５８】
もう１つの側面において本発明は、ロボット掃除機によって使用される液体洗浄剤に関し
、前記洗浄剤はアルキルポリグルコシド（例えば１～３％濃度で）およびエチレンジアミ
ン四酢酸カリウム（カリウムＥＤＴＡ）（例えば０．５～１．５％濃度で）を含む。
【００５９】
もう１つの側面において本発明は、１立方フィートあたり１４～１６ポンド、または０．
１ｍｍプラスまたはマイナス０．０２ｍｍの気泡の大きさにに発泡された１立方フィート
あたり約１５ポンドの密度を有する、チウラムジスルフィドブラックで安定化されたクロ
ロプレンホモポリマーを含むタイヤ材質に関する。特定の実施例において、前記タイヤは
約６９から７５のショア００の発泡後硬度を有する。上記側面のその他の実施例において
本発明は、例えばネオプレンおよびクロロプレン、およびその他の独立気泡ゴムスポンジ
材質でできているものを含むタイヤに関する。ポリ塩化ビニル（ＰＶＣ）およびアクリロ
ニトリル・ブタジエン（ＡＢＳ）（その他の抽出可能物、炭化水素、カーボンブラック、
および灰分を伴うまたは伴わない）もまた使用され得る。
【図面の簡単な説明】
【００６０】
本発明の特徴は、本発明の詳細な説明および図解の目的で選択され下記の添付図面で示さ
れるその好適な実施例から、最も良く理解される。
【図１】図１は、本発明による自律的清掃ロボットの上面の等角図を表す。
【図２】図２は、本発明による自律的清掃ロボットの筐体の底面の等角図を表す。
【図３】図３は、本発明による、そこに取り付けられるロボットサブシステムを有するロ
ボット筐体の分解図を表す。
【図４】図４は、本発明による自律的清掃ロボットのサブシステムの相互関係を示す概略
ブロック図を表す。
【図５】図５は、本発明による液体塗布器アセンブリの概略図を表す。
【図６】図６は、本発明による洗浄液補充タンク内に設置される停止弁アセンブリの概略
断面図を表す。
【図７】図７は、本発明によるポンプアセンブリの概略断面図を表す。
【図８】図８は、本発明によるダイヤフラムポンプとして使用される可撓性要素の概略上
面図を表す。
【図９】図９は、本発明による前記ポンプアセンブリにおいて使用される非可撓性室要素
の概略上面図を表す。
【図１０】図１０は、本発明によるスクラブモジュールの概略組立分解等角図を表す。
【図１１】図１１は、本発明による等角的回転スクラブブラシを表す。
【図１２Ａ】図１２Ａは、本発明による廃液を回収するために使用される第二回収装置の
概略断面図を表す。
【図１２Ｂ】図１２Ｂは、本発明による廃液を回収するために使用される代替的な回収装
置の概略断面図を表す。
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【図１３】図１３は、本発明による前記スクラブブラシを回転させるために使用される駆
動モジュールの要素を示す概略ブロック図である。
【図１４】図１４は、本発明による換気装置の概略図である。
【図１５】図１５は、本発明によるファンアセンブリの概略組立分解等角図を表す。
【図１６】図１６は、本発明による統合液体貯蔵モジュールの要素を示す概略組立分解等
角図を表す。
【図１７】図１７は、本発明による前記清掃ロボットから取り外される前記統合液体貯蔵
モジュールの外観図を表す。
【図１８】図１８は、本発明による前輪モジュールの概略分解図を表す。
【図１９】図１９は、本発明による前輪アセンブリの概略断面図を表す。
【図２０】図２０は、本発明による駆動輪アセンブリの概略分解図を表す。
【図２１】図２１は、本発明の一実施例による、そこに取り付けられるロボットサブシス
テムを有するロボット筐体の分解図を表す。
【図２２】図２２は、本発明の一実施例による、そこに取り付けられるロボットサブシス
テムを有するロボット筐体の分解図を表す。
【図２３】図２３は、本発明の一実施例による清掃ヘッドまたはスクラブモジュールの組
立分解等角図を表す。
【図２４】図２４は、本発明の一実施例によるファンアセンブリの等角図を表す。
【図２５】図２５は、本発明の一実施例によるファンアセンブリの組立分解等角図を表す
。
【図２６】図２６は、本発明の一実施例によるファンアセンブリの組立分解等角図を表す
。
【図２７】図２７は、本発明の一実施例による統合タンクを有するロボット筐体の分解図
を表す。
【図２８】図２８は、図２７で表される前記統合タンクの空気溜り内の密封フラップおよ
び翼の平面図を表す。
【図２９】図２９は、図２８で表される前記統合タンクの空気溜り内の密封フラップおよ
び翼の側断面図を表す。
【図３０】図３０は、本発明の一実施例による前記密封フラップ、翼、および泡／気流壁
の等角図である。
【図３１】図３１は、本発明の一実施例による密封フラップおよび空気溜りの側断面図で
ある。
【図３２】図３２は、本発明の一実施例による前記統合タンク内の泡阻止壁の等角図であ
る。
【図３３】図３３は、本発明の一実施例による前輪モジュールの概略分解図を表す。
【図３４】図３４は、図３３の前記前輪モジュールの側面図を表す。
【図３５】図３５は、図３３の前記前輪モジュールの正面図を表す。
【図３６】図３６は、本発明の前記ロボットの一実施例を維持し使用可能にするための一
連の維持ステップである。
【図３７】図３７～４１は、図３６で確認されるロボット維持のステップを表す。
【図３８】図３７～４１は、図３６で確認されるロボット維持のステップを表す。
【図３９】図３７～４１は、図３６で確認されるロボット維持のステップを表す。
【図４０】図３７～４１は、図３６で確認されるロボット維持のステップを表す。
【図４１】図３７～４１は、図３６で確認されるロボット維持のステップを表す。
【図４２】図４２は、本発明のもう１つの実施例による清掃ヘッドおよびスキージの側概
略図を表す。
【図４３】図４３は、図４２で表される前記清掃ヘッドおよびスキージの斜視図を表す。
【図４４】図４４は、図４２で表される前記清掃ヘッドおよびスキージのもう１つの概略
側面図を表す。
【図４５】図４５は、図４２で表される前記清掃ヘッドおよびスキージの第三の概略側面
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図を表す。
【図４６】図４６は、本発明の一実施例による移動ロボットに対する清掃経路を表す。
【図４７】図４７は、本発明の一実施例による、前記筐体の中心直径に沿って位置付けら
れる左および右駆動輪を有する移動ロボットを表す。
【図４８】図４８は、本発明のもう１つの実施例による、前記筐体の後部底部に位置付け
られる左および右駆動輪を有する移動ロボットを表す。
【図４９】図４９は、壁からの距離ｄに位置付けられるオフセット直径ロボットを表す。
【図５０】図５０は、壁に対してロボットの向きを変えるための制御順序を表す。
【図５１】図５１は、本発明の一実施例による、壁角度を推定するための順序の第一段階
を表す。
【図５２】図５２は、本発明の一実施例による、壁角度を推定するための順序の第二段階
を表す。
【図５３】図５３は、ロボットを障害物から遠ざけるための、本発明の一実施例による障
害物回避順序を表す。
【図５４】図５４は、本発明の一実施例による、移動ロボットに対するパニック回転順序
を表す。
【図５５】図５５は、本発明の一実施例による、移動ロボットに対する車輪落下反応順序
を表す。
【図５６】図５６は、水洗い移動ロボットによるブラシ制御順序の一実施例を表す。
【図５７】図５７は、少なくとも一回転周期を経る時間に対する、ロボットのモーターに
よって引き出される電流のグラフを表す。
【図５８】図５８は、水洗い移動ロボットに対するポンプ制御についての擬似自己相関に
関する順序の一実施例を表す。
【図５９】図５９は、水洗い移動ロボットに対して行き詰まり動作を行うための順序の一
実施例を表す。
【図６０】図６０は、水洗い移動ロボットに対する流体感知回路図の一実施例を表す。
【図６１Ａ】図６１Ａは、付属品を含む、本発明のロボットの一市販用実施例を表す。
【図６１Ｂ】図６１Ｂは、本発明のロボットの一市販用実施例の様々な図を表す。
【図６２】図６２は、前記ロボットの一実施例によって使用される制御盤およびユーザー
インターフェースの一実施例を表す。
【図６３】図６３は、前記ロボットの一実施例によって使用される制御盤およびユーザー
インターフェースのもう１つの実施例を表す。
【発明を実施するための形態】
【００６１】
類似参照数字がいくつかの図を通して相当するまたは同様の要素を識別する図を参照し、
図１は本発明の好ましい実施例による自律的清掃ロボット１００の外部表面を示す等角図
を表す。前記ロボット１００は、上面および前記上面と実質的に平行かつ対向する底面を
有する概して円形の断面１０２を持つ円柱体積で構成される。前記円形断面１０２は、中
心垂直軸１０４、首尾軸１０６、および横軸１０８といった３つの互いに垂直な軸によっ
て定義される。前記ロボット１００は、以後清掃表面と呼ぶ清掃される表面に対して移動
可能に支持される。前記清掃表面は実質的に水平である。
【００６２】
前記ロボット１００は通常、筐体２００に取り付けられる複数の車輪またはその他の転動
体によって清掃表面との転がり接触において支持される。好ましい実施例において、前記
首尾軸１０８は清掃表面上でロボットが沿って前進する移動軸を定義する。前記ロボット
は通常、清掃動作中に、Ｆと指定される順または前移動方向に前進する。反対移動方向（
つまり１８０°反対）は後部に対してＡと指定される。前記ロボットは通常、清掃動作中
に後方向に進まないが、後方向に進んで物を避けたりまたは角や類似するものを避けるよ
うに操縦され得る。清掃動作は、後移動中に継続または中断することができる。前記横軸
１０８は、図１の上面図から見られるとおりに、右に対するＲおよび左に対するＬの標示
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によってさらに定義される。それに続く図において、ＲおよびＬ方向は前記上面図と一致
するが、印刷されたページ上で逆になる場合がある。本発明の好ましい実施例において、
前記ロボットの円形断面１０２の直径は約３７０ｍｍ（１４．５７インチ）で、清掃表面
上の前記ロボット１００の高さは約８５ｍｍ（３．３インチ）である。しかし、本発明の
前記自律的清掃ロボット１００は、他の断面直径および高さの寸法ならびに正方形、長方
形および三角形などのその他の断面形状、および立方体、棒状、および錐体などの容積形
状で構築され得る。
【００６３】
前記ロボット１００は、図示されていないが、上面など外部表面上に配置されるユーザー
入力制御盤を、前記制御盤上に配置される１つ以上のユーザー操作アクチュエータととも
に含み得る。使用者による制御盤アクチュエータの作動は、コマンドを開始するよう解釈
される電気信号を発生させる。前記制御盤はまた、使用者によって知覚できる視覚または
音声指示器などの１つ以上のモード状態指示器も含み得る。一例において、使用者は前記
ロボットを清掃表面に設定し、制御盤アクチュエータを作動させて清掃動作を開始するこ
とができる。もう１つの例において、使用者は制御盤アクチュエータを作動させて清掃動
作を停止することができる。
【００６４】
図２１は、実質的にロボット本体２００内でタンク８００、上部、バッテリー２０１、ロ
ボット本体２００、および清掃ヘッド６００というように通常配置される際の４つの主モ
ジュールを示す。前記ロボット自体は、バッテリーソケット内で前記バッテリー２０１を
支持し、統合タンク８００は前記ロボットおよび前記バッテリー２０１の両方の上で支持
される。前記タンク８００の内部下面および前記ロボット本体２００の内部上面は、前記
バッテリー２０１の形状と実質的に一致するよう構成されている。ここで述べられている
ように、前記バッテリー２０１は、前記タンク８００をその旋回軸上でてこで動かすこと
によって、しかし必ずしも前記タンク８００を持ち上げたりまたは取り外したりせずに取
り替えることができる。また、図２１で示されるとおりに、前記清掃ヘッド６００は、前
記タンク８００またはバッテリー２０１を取り外さずに滑り運動で前記ロボットの右側か
ら挿入でき、この構造において、清掃周期の最中あるいは別の方法で清掃するために前記
ロボット本体２００から取り外すことができる。図２１はまた、下記に詳述される前記ロ
ボットに対する前記制御盤３３０も示す。
【００６５】
図２１に示されるとおりに、前記タンク８００には、戻り止めクリックロックを持ち、持
ち上げられた場合および解説されるとおりの別の方法で前記タンクをわずかに持ち上げる
、ここで詳しく解説されているとおりのハンドルがある。前記タンク８００が前記本体２
００に搭載されると、このハンドルはロボット全体に対するものである。前記タンク８０
０が前記ロボットから取り外されると、このハンドルは前記タンク８００単独に対するも
のである。しかし、図２１に示されるとおりに、前記制御盤３３０の下のくぼみに、第二
ハンドルが前記ロボット本体において形成されている。それに応じて、前記タンク８００
および前記基本ユニット２００が分離されると、それぞれが独自のハンドルを持つ。前記
タンク８００および前記基本ユニット２００が再統合されると、主ハンドルが両方を支え
る働きをする。同じハンドルが、一方向に押される場合のタンク取り外しのための掛け金
および他方向に保持される場合の取り外しに対する連結の両方である。
【００６６】
（例示的な清掃システム）
図２を参照して、前記自律的ロボット１００は、前記ロボットが清掃表面上を移動すると
実質的に水平な清掃表面を清掃するための、筐体２００の上に支持される複数の清掃モジ
ュールを含む。前記清掃モジュールは、清掃動作中に清掃表面上で前記ロボット筐体２０
０の下で伸びて接触、あるいは作動する。より具体的には、前記ロボット１００は、清掃
表面から遊離した粒子状物質を回収するため、および前記ロボットによって携行される容
器の中に前記遊離した粒子状物質を格納するための第一清掃域Ａで構成される。前記ロボ



(21) JP 2014-147845 A 2014.8.21

10

20

30

40

50

ット１００はさらに、清掃表面に洗浄液を少なくとも塗布する第二清掃域Ｂで構成される
。前記洗浄液は、清浄水単独または清掃を向上させるためのその他の原料で混合された清
浄水とすることができる。前記洗浄液の塗布は、清掃表面上で分解、乳化、あるいは汚染
物質と反応して、そこから汚染物質を分離させる。汚染物質は懸濁するか、あるいは前記
洗浄液と結合される場合がある。前記洗浄液は表面に塗布された後、汚染物質と混合して
、例えば懸濁あるいはその中に含まれる汚染物質を伴う液状廃棄物などの廃棄物となる。
【００６７】
前記ロボット１００の裏面は、前記首尾軸１０６に対して前記第二清掃域Ｂの前方に配置
される第一清掃域Ａを表す図２において示されている。それに応じて、前記ロボット１０
０が順方向に移動すると、清掃表面上で前記第一清掃域Ａは前記第二清掃域Ｂに先行する
。前記第一および第二清掃域は、前記横軸１０８に通常沿う方向にある、またはほぼ沿っ
ている清掃幅Ｗで構成される。前記清掃幅Ｗは、前記ロボットの清掃幅または清掃の足跡
を定義する。前記ロボット１００が順方向に清掃幅上を前進すると、前記清掃幅は、単一
通過で前記ロボットによって清掃される清掃表面の幅である。理想的には、前記清掃幅は
前記ロボット１００の全横幅にわたって伸びて清掃効率を最適化するが、実用的な実施に
おいては、前記清掃幅は、前記ロボット筐体２００の空間制約のため、ロボットの横幅よ
りもわずかに狭い。
【００６８】
本発明によれば、前記ロボット１００は、同時に作動する両方の清掃域によって清掃経路
上を順方向に清掃表面を通過する。好ましい実施例において、前記ロボットの呼び前方速
度は１秒あたり約４．７５インチであるが、前記ロボットおよび清掃装置はより早いおよ
びより遅い前方速度で清掃するよう構成され得る。十分な時間で部屋を網羅するために、
妥当な速度の範囲は１秒あたり約２から１０インチである。前記第一清掃域Ａは、清掃表
面上で前記第二清掃域Ｂに先行して前記清掃幅Ｗにわたって清掃表面から遊離した粒子状
物質を回収する。前記第二清掃域Ｂは、前記清掃幅Ｗにわたって清掃表面に洗浄液を塗布
する。前記第二清掃域はまた、清掃表面に前記洗浄液を塗抹して前記洗浄液をより均一な
層に平滑化し、前記洗浄液を清掃表面上の汚染物質と混合するよう構成され得る。前記第
二清掃域Ｂはまた、清掃幅にわたって清掃表面を磨くよう構成され得る。前記磨き作用は
、前記洗浄液をかくはんして汚染物質と混合させる。前記磨き作用はまた、汚染物質に対
するせん断力も適用することによって、清掃表面から汚染物質を除去する。前記第二清掃
域Ｂはまた、清掃幅にわたって清掃表面から廃液を回収するように構成され得る。本発明
によれば、清掃経路上の前記ロボットの単一通過は、第一に清掃幅にわたって清掃表面か
ら遊離した粒子状物質を回収し、その後、通常前記清掃幅Ｗにわたって清掃表面に洗浄液
を塗布して清掃表面上に残存する汚染物質と相互作用し、そしてさらに清掃表面から汚染
物質を除去するための磨き作用を適用することもできる。清掃経路上の前記ロボット１０
０の単一通過はまた、前記洗浄液を清掃表面上でより均一に塗抹することもできる。清掃
経路上の前記ロボットの単一通過はまた、清掃表面から廃液を回収することもできる。し
かし前記ロボットは、各通過またはいくつかの通過において特定量の流体を残すよう設計
され得る（例えば、洗浄液が乾燥した物質または頑固な汚れに対して効果を発するように
時間を提供するため）。
【００６９】
一般に、前記清掃ロボット１００は、例えば、タイル、木、ビニル、リノリウム、滑らか
な石またはコンクリートで覆われた床、およびあまり研磨性でなく、すぐに液体を吸収し
ない層を覆う加工床などの、じゅうたんが敷かれていない屋内の硬質床表面を清掃するよ
う構成されている。しかしその他の実施例を、研磨性、液体吸収性、およびその他の表面
を清掃、加工、処理、あるいは横切るように適応してもよい。また、本発明の好ましい実
施例において、前記ロボット１００は、住宅および小規模商業施設に典型的な小さく閉鎖
された家具付きの部屋の床上を自律的に移動するよう構成されている。前記ロボット１０
０は所定の清掃経路を越えて作動する必要はないが、包囲形状または障害の分布に関係な
く作動するように設計される様々な輸送アルゴリズムの制御下で、清掃表面積の実質上全
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ての上で動くことができる。特に、本発明の前記ロボット１００は、３つの基本的動作モ
ード、つまり（１）「地点範囲」モード、（２）「壁／障害物追跡」モード、および（３
）「跳ね返り」モードとして分類することができる動きのパターンなどの様々なモードを
実施するために、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、またはその組み合わせ
において実施されるプログラムされた手順に従って清掃経路上を動く。また、前記ロボッ
ト１００は、その中に組み込まれるセンサーから受け取る信号に基づいて作用を開始する
よう事前にプログラムされ、そこでそのような作用は上記の動きのパターンの１つを実施
するステップ、前記ロボット１００の非常停止、または警報を含むがそれに限定されない
。本発明の前記ロボットのこのような動作モードは、Ｊｏｎｅｓらによる自律的ロボット
に対する多モード範囲のための方法およびシステムと題された米国特許番号６，８０９，
４９０において具体的に解説されており、その開示全体は、本明細書においてその全体が
参考として援用される。しかし、本開示はまた代替的な動作モードも解説している。
【００７０】
一実施例において、前記ロボット１００は、単一清掃動作で清掃表面の約１５０立方フィ
ートを清掃するよう構成されている。より大きいまたはより小さいタンクによって、これ
は１００立方フィートから４００立方フィートに及ぶことができる。前記清掃動作の持続
時間は、特定の実施例において約４５分である。４５分の例は、１つのバッテリーによる
ものである。より小さい、より大きい、または２つ以上のバッテリーを積んだ実施例にお
いて、清掃時間は約２０分から最高約２時間に及ぶことができる。それに応じて、前記ロ
ボットシステムは、電源を再充電したり、洗浄液の補充を詰め替えたり、または前記ロボ
ットによって回収される廃棄物を空にしたりする必要なく、４５分以上の無人自律的清掃
に対して（物理的に、およびプログラムされたとおりに）構成されている。前記ロボット
の特定の実施例は狭い面積の部屋に対して設計されているが、最低平方フィート数または
清掃時間はない。本発明によるロボットは、事実上あらゆる大きさのタンクで構成するこ
とができる。
【００７１】
図２および３に示されているとおり、前記ロボット１００は、ロボット筐体２００に搭載
される複数のサブシステムを含む。主なロボットサブシステムは、他の複数のロボットサ
ブシステムのそれぞれとの双方向通信のために相互接続される主制御モジュール３００を
表す図４において図式的に示されている。前記ロボットサブシステムの相互接続は、周知
のとおり、相互接続されたワイヤ、および／または統合プリント基板上に形成される導電
性パスまたはその類似物などの導体要素のネットワークを介して提供される。前記主制御
モジュール３００は少なくとも、必要に応じてプログラムステップ、アルゴリズム、およ
び／または数学および論理演算を行うために、マイクロプロセッサなどのプログラム可能
な、または事前にプログラムされたデジタルデータプロセッサを含む。前記主制御モジュ
ール３００はまた、プログラムステップおよびその他のデジタルデータをその中に格納す
るための前記データプロセッサと通信しているデジタルデータメモリも含む。前記主制御
モジュール３００はまた、必要に応じてタイミング信号を発生さえるための１つ以上のク
ロック要素も含む。
【００７２】
電力モジュール３１０は、主なロボットシステムの全てに電力を供給する。前記電力モジ
ュールは、前記ロボット筐体２００に取り付けられる、ニッケル水素電池またはその類似
物といった充電式電池などの内蔵型電源を含む。また、前記電源は、様々な再充電要素お
よび／または充電式モードのいずれかによって再充電するよう構成されており、または前
記バッテリーは、放電したりまたは使用できなくなると使用者によって取り替えることが
できる。前記主制御モジュール３００はまた、前記電力モジュール３１０と連動して、必
要に応じて電力の分配を制御し、電力の使用を監視し、および電源節約モードを開始する
こともできる。
【００７３】
前記ロボット１００はまた、１つ以上のインターフェースモジュールまたは要素３２０を
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含み得る。各インターフェースモジュール３２０は、前記ロボット筐体に取り付けられ、
１つ以上の外部装置と相互接続するための相互接続要素または引き込み口を提供する。相
互接続要素および引き込み口は、好ましくは前記ロボットの外部表面にアクセス可能であ
る。前記主制御モジュール３００はまた、インターフェースモジュール３２０と連動して
、外部装置との前記ロボット１００の相互作用を制御することもできる。特に、１つのイ
ンターフェースモジュール要素が、外部電源または従来の交流または直流電源出力などの
電源を介して充電式電池を充電するために備えられている。もう１つのインターフェース
モジュール要素は、ワイヤレスネットワーク上の片方向または双方向通信のために構成す
ることができ、さらにインターフェースモジュール要素は１つ以上の機械装置と連動して
、洗浄液容器を充填するため、または廃棄物容器を排出させたりまたは空にしたりするた
めなど、液体および遊離した粒子状物質をそれとともに交換するよう構成され得る。
【００７４】
それに応じて、前記インターフェースモジュール３２０は、動作コマンド、デジタルデー
タおよびその他の電気信号をそれとともに交換するための能動外部要素と連動するための
、複数のインターフェース口および接続要素を備え得る。前記インターフェースモジュー
ル３２０はさらに、液体および／または固形物をそれとともに交換するための１つ以上の
機械装置と連動することができる。前記インターフェースモジュール３２０はまた、前記
ロボット電力モジュール３１０を充電するための外部電源と連動することもできる。前記
ロボット１００と連動するための能動外部装置は、床固定接続架台、手持ち式遠隔制御装
置、ローカルまたはリモートコンピュータ、モデム、前記ロボットとコードおよび／また
はデータを交換するための携帯型記憶装置、および前記ロボット１００をネットワークに
接続される装置と連動させるためのネットワークインターフェースを含むことができるが
、それに限定されない。また、前記インターフェースモジュール３２０は、前記ロボット
１００を貯蔵用の壁に取り付けるため、または前記ロボットを携帯用ケースまたはその類
似物に取り付けるためのフックおよび／または掛け金機構などの受動要素を含み得る。
【００７５】
特に、本発明の一側面による能動外部装置は、仮想壁パターンで放射線を出すことによっ
て、部屋などの清掃空間に前記ロボット１００を閉じ込める。前記ロボット１００は前記
仮想壁パターンを検出するよう構成されており、前記ロボットが前記仮想壁パターンを通
り抜けないように前記仮想壁パターンを部屋として扱うようプログラムされている。本発
明のこの特定の側面は、Ｊｏｎｅｓらによるロボットの局所化および閉じ込めのための方
法およびシステムと題された米国特許番号６，６９０，１３４において具体的に説明され
ており、その開示全体が、全体として本明細書において参考として援用される。
【００７６】
本発明のさらなる側面によるもう１つの能動外部装置は、前記ロボットと連動するために
使用されるロボット基地局である。前記基地局は、例えば交流電力の壁コンセントなどの
家庭用電源、および／または給水管、排水管およびネットワークインターフェースなどの
その他の家庭用設備に接続される固定ユニットを備え得る。本発明によれば、前記ロボッ
ト１００および前記基地局は、それぞれ自律的結合に対して構成されており、前記基地局
はさらに、前記ロボット電力モジュール３１０を充電し、前記ロボットをその他の方法で
使用可能にするように構成することができる。自律的結合および前記ロボット電力モジュ
ールの再充電に対して構成される基地局および自律的ロボットは、Ｃｏｈｅｎらによる、
２００４年１月２１日に申請され、自律的ロボットの自己結合およびエネルギー管理シス
テムおよび方法と題された米国特許出願番号１０／７６２，２１９に具体的に説明されて
おり、その開示全体が、全体として本明細書において参考として援用される。
【００７７】
前記自律的ロボット１００は、下記でさらに詳述されている内蔵型移動駆動力源サブシス
テム９００を含む。前記移動駆動９００は、前記筐体２００の下に伸びる３つの車輪を含
み、清掃表面に対して３点の転がり支持を提供する。前輪は、前記首尾軸１０６と同軸で
、その前縁で前記ロボット筐体２００に取り付けられ、１対の駆動輪は前記横軸１０８の
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後部で前記筐体２００に取り付けられて前記横軸１０９に沿っている駆動軸の周りを回転
できる。各駆動輪は、個別に駆動および制御されて前記ロボットを所望の方向へ前進させ
る。また各動輪は、前記ロボットが洗浄液で濡れている清掃表面上を作動するときに、十
分な駆動摩擦を提供するよう構成されている。前記前輪は、移動の方向に自己整合するよ
う構成されている。前記駆動輪は、前記ロボット１００を前方または直線上に後方または
弓状軌道に沿って動かすよう制御することができる。
【００７８】
前記ロボット１００はさらにセンサーモジュール３４０を含む。前記センサーモジュール
３４０は、外部状態を感知するため、および内部状態を感知するために、前記筐体に取り
付けらる、および／または前記ロボットサブシステム一体化される複数のセンサーを備え
る。様々な状態の感知に応じて、前記センサーモジュール３４０は電気信号を発生させ、
前記電気信号を前記制御モジュール３００に伝達することができる。個々のセンサーは、
壁およびその他の障害物の検出、段差と呼ばれる清掃表面における急斜面の検出、床の汚
れの検出、低バッテリー残量の検出、空の洗浄液容器の検出、一杯になった廃棄物容器の
検出、移動した駆動輪速度距離または滑りの測定または検出、前輪の回転または段差落下
の検出、回転ブラシの行き詰まりまたは真空システムの詰まりなどの清掃システムの問題
の検出、非能率的な清掃、清掃表面、表面種類、システムの状態、温度、およびその他多
くの状態の検出といった機能を実行することができる。特に、本発明の前記センサーモジ
ュール３４０のいくつかの側面ならびにその操作、特に感知外部要素および状態に関して
は、Ｊｏｎｅｓによるロボットの障害物検出システムと題された米国特許番号６，５９４
，８４４、およびＣａｓｅｙらによる、２００５年６月２４日に申請され、移動ロボット
用の障害物追跡センサーの仕組みと題された米国特許出願番号１１／１６６，９８６に具
体的に説明されており、これらの開示の全体が、全体として本明細書において参考として
援用される。
【００７９】
本ロボットと乾式真空ロボットまたは大型業務用掃除機のどちらかとの１つの違いは、水
洗い部品に対する制御およびセンサー部品の近接性である。ほとんどの乾式真空化ロボッ
トにおいては、湿式洗浄剤が使用されず廃液が発生しないため、センサーまたは制御要素
のいずれも、水またはより損害を与える洗浄液または溶剤によって濡れる傾向がない。大
型業務用掃除機では、おそらく数フィートといった、清掃要素から必要なだけ遠くに制御
機器およびセンサーが設置され、湿気を受け入れる必要のある唯一のセンサーは流体レベ
ルを感知するためのものである。
【００８０】
本発明は、家庭での使用に対して考慮されている（商業および業務用使用も考慮されてい
るが、このような環境はより大きいバージョンのロボットを必要とする場合がある）。そ
れに応じて、家庭用ロボットは、例えば地上から約４インチ以内で直径約１フィートなど
、小さくて低くあるべきである。体積の多くは、流体ブラッシング、回転、吹き付け、お
よび吹き出し装置に占められ、流体および／または泡はある時点で前記ロボットの大部分
に浸透する。最大限でも、制御およびセンサーの電子機器は最も近い流体または泡の奔流
から数インチ離れることとなる。
【００８１】
それに応じて、本発明は、前記制御盤全体が耐水または防水いずれかの枠内で流体密閉で
あり、少なくともＪＩＳ第３等級（軽い吹き付け）の水／流体抵抗性を有するが、第５等
級（強い吹き付け）および第７等級（一時的な浸漬）も望ましいことを考慮している。前
記主制御盤は、（１）主枠上のねじ留めされガスケットされたカバーにより、（２）主枠
に固定された、溶接、コーキング、密封または接着されたカバーにより、（３）耐水、水
密、防水、または密閉された区画またはモジュールにおいてあらかじめ組み立てられるこ
とによって、または（４）樹脂またはその類似物に埋め込むまたはあらかじめ込むのに適
した体積で位置付けられることによって、ＪＩＳ第３～７等級枠内で密封されるべきであ
る。
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【００８２】
多くのセンサー要素は、時にはローカルマイクロプロセッサおよび／またはアナログ・デ
ジタル変換器およびその類似物とともに局部小型回路基板を持つ。本発明はまた、前記ロ
ボットの前記本体にわたって分配されるセンサー回路基板も、同様の方法でＪＩＳ第３～
７等級枠内で密封されることも考慮する。本発明はまた、少なくとも主回路基板および主
基板から数インチ離れた遠隔回路基板を含む複数の回路基板は、単一の適合する枠または
カバーによって密封することができることを考慮している。例えば、回路基板の全てまた
はいくつかは、局所センサー部位に到達する拡張を有する単一のプラスチックまたは樹脂
モジュール内に配置することができ、分配されたカバーは回路基板の全ての上で固定する
ことができる。また、センサー、モーター、または通信線の露出した電気的接続および端
末は、カバー、モジュール、埋め込み、焼嵌め、ガスケット、またはその類似物によって
、同様の方法で密封することができる。この方法において、実質的に電気システム全体が
流体密閉および／または液体の吹き付けまたは泡から分離されている。回路基板、ＰＣＢ
、検出器、センサーなどとしてここで定義される、ありとあらゆる電気または電子要素は
そのような密封に対する候補である。
【００８３】
前記ロボット１００はまた、ユーザー制御モジュール３３０をも含み得る。前記ユーザー
制御モジュール３３０は、ユーザー入力に応じて電気信号を発生させて前記信号を前記主
制御モジュール３００に伝達する１つ以上の入力インターフェースを提供する。本発明の
一実施例において、上述されている前記ユーザー制御モジュールは、ユーザー入力インタ
ーフェースを提供するが、使用者は、手持ち式遠隔制御装置、プログラム可能なコンピュ
ータ、またはその他のプログラム可能な装置を介して、または音声コマンドを介してコマ
ンドを入力してもよい。使用者は、電源オン／オフ、開始、停止などの動作開始をしたり
、または清掃モードの変更、清掃時間の設定、開始時間および持続時間などの清掃パラメ
ータのプログラムするためのユーザーコマンド、および／またはその他多くのユーザー起
動コマンドを入力することができる。本発明による使用に対して考慮されるユーザー入力
コマンド、機能および部品は、Ｄｕｂｒｏｖｓｋｙらによる、２００５年６月２４日に申
請され、自律的ロボット装置用の遠隔制御スケジューラおよび方法と題された米国特許出
願番号１１／１６６，８９１に具体的に説明されており、その開示全体が、全体として本
明細書において参考として援用される。ユーザー相互作用の具体的なモードもここに説明
されている。
【００８４】
（清掃域）
図２を参照して、ロボット筐体２００の底面は等角図で示されている。そこで示されてい
るとおりに、第一清掃域Ａは前記首尾軸１０６に対して第二清掃域Ｂの前方に配置される
。それに応じて、前記ロボット１００が順方向に移動すると、清掃表面上で前記第一清掃
域Ａは前記第二清掃域Ｂに先行する。各清掃域ＡおよびＢは通常前記横軸１０８に沿って
配置される清掃幅Ｗを持つ。理想的には、各清掃域の前記清掃幅は実質的に同一であるが
、清掃域ＡおよびＢの実際の清掃幅はわずかに異なる場合がある。本発明の好ましい実施
例によれば、前記清掃幅Ｗは、実質的に前記横軸１０８に沿っている前記ロボット筐体２
００の底面の右円周縁に近接して伸びる前記第二清掃域Ｂによって主に定義され、約２９
６ｍｍまたは１１．７インチの長さ、つまり約３０ｃｍまたは１２インチの長さである。
前記清掃域Ｂを右円周縁に近接して位置付けることによって、前記ロボット１００は壁ま
たは障害物に隣接する清掃表面を清掃するために、壁またはその他の障害物に近いその右
円周縁を操縦することができる。それに応じて、前記ロボットの運動パターンは、清掃周
期中に前記ロボットによって遭遇される各壁または障害物に隣接する前記ロボット１００
の右側を移動させるためのアルゴリズムを含む。よって前記ロボット１００は支配的な右
側を有すると言える。もちろん、前記ロボット１００はその代わりに支配的な左側で構成
することも可能である。前記第一清掃域Ａは、単に前記ロボット１００の円周形状により
、前記横軸１０８の前方に位置して前記第二清掃域Ｂよりもわずかに狭い清掃幅を持つ。
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しかしながら、前記第一清掃域Ａによって清掃されない清掃表面積は、前記第二清掃域Ｂ
によって清掃される。
【００８５】
（第一清掃域または乾式真空清掃）
前記第一清掃域Ａは、前記清掃表面から遊離した粒子状物質を回収するよう構成される。
好ましい実施例において、前記第一清掃域Ａの左端に配置される空気噴出口５５４を含む
換気装置によって空気の噴流が発生する。前記空気噴出口５５４は、そこから圧搾空気の
持続的噴流または流れを吐き出す。前記空気噴出口５５４は、左から右へ前記清掃幅にわ
たって空気の噴流を方向付けるよう指向される。前記空気噴出口５５４と向かい合って、
空気取入口５５６は前記第一清掃域Ａの右端に配置される。ここで使用されているとおり
の「空気取入口」は、「真空口」、「空気吸入口」、「負圧帯」などを意味する場合があ
る。前記換気装置は、前記取入口５５６に接続される導管内で負の空気圧帯を発生させ、
これは前記取入口５５６に近接する負の空気圧帯を作り出す。前記負の空気圧帯は前記空
気取入口５５６内に遊離した粒子状物質および空気を吸引し、前記換気装置はさらに前記
遊離した粒子状物質を前記ロボット１００の持つ廃棄物容器内に入れるよう構成される。
それに応じて、前記空気噴出口５５４から吐き出された加圧空気は前記第一清掃域Ａ内で
前記清掃幅上を動き、前記前記取入口５５６に近接する負の空気圧帯に向けて前記清掃表
面上の遊離した粒子状物質を押し進める。前記遊離した粒子状物質は、前記空気取入口５
５６を通って前記清掃表面から吸引され、前記ロボット１００の持つ廃棄物容器に入れら
れる。前記第一清掃域Ａはさらに、前記空気噴出口５５４と前記空気取入口５５６との間
に形成されるほぼ長方形のチャネルによって定義される。前記チャネルは、前記ロボット
筐体２００の底面に形成される輪郭形状である長方形の陥凹部５７４の対向する前方およ
び後方壁によって定義される。前記前方および後方壁は前記首尾軸１０６に対して実質上
横にある。前記チャネルはさらに、例えば前記陥凹部５７４の後部端に沿って前記筐体の
底面から前記清掃表面へと伸びる、前記ロボット筐体２００に取り付けられる第一柔軟「
ドクター」（気流案内）ブレードによって定義される。
【００８６】
前記ドクター気流案内ブレードは、前記清掃表面と接触またはほぼ接触するよう搭載され
る。前記ドクター気流案内ブレード５７６は好ましくは、例えばネオプレンゴムまたはそ
の類似物から成形される１～２ｍｍの厚さの棒状要素など、薄い柔軟で弾性のある成形物
から形成される。前記ドクター気流案内ブレード５７６、または少なくとも前記ドクター
気流案内ブレードの一部は、例えば前記ドクター気流案内ブレードと前記清掃面との間の
摩擦を軽減するためのフッ素重合体樹脂など、低摩擦材質でコーティングすることができ
る。前記ドクター気流案内ブレード５７６は、接着ボンドによって、またはその他の適切
な手段によって前記ロボット筐体２００に取り付けることができる。前記ロボットの後部
に向かった空気案内ブレード５７６は、移動の方向から約９５～１２０度、移動の方向に
対して角を成す。前記真空口５５６に最も近い前記ブレード５７６の先端は、より後部へ
と向かっている。それに応じて、破片は、前記ロボットが前進すると、前記各傾斜ブレー
ド５７６に沿って動く傾向がある。図２に表されるとおりに、傾斜ブレード５７８は、真
空取入口もより小さい傾斜案内ブレード５７８の前方側面に沿って空気および破片を引き
込むような方法で、実質的に前記真空取入口の方を指す。小型乾式真空ブレードは、そう
でなければ吸引口を越えて吹き飛ばされ、前記吸引口の方へ戻されて投入されるような、
より軽い物体を迂回させるよう位置付けられる。それはまた、より大きな物体を吸引口に
向けて戻るように導く。
【００８７】
図２に示されるとおりの、前記ロボットの正面に近いキャスター前輪は通常、１８０度の
左右移動に制限されている。しかし、特定の実施例は、より広い範囲の運動によって益を
得る。例えば、前記キャスター前輪の特定の実施例に対する基準は、３６０度（自由な動
き）または１８０度以下（限られているが可逆的な動き）のいずれかであるが、市販用実
施例に対しては典型的に１６０～１７０度である。前記キャスター車輪の運動の特定の範
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囲は、後進時に前記車輪が動かなくなる原因となる場合がある。
【００８８】
前記第一清掃域Ａの経路は、前記清掃表面と前記第一清掃域Ａに近い前記ロボット筐体２
００の底面との間に体積の増加を提供する。増加した体積は、前記噴出口５５４および前
記空気取入口５５６との間の気流を導き、前記ドクター気流案内ブレード５７６は、遊離
した粒子状物質および気流が後部方向に前記第一清掃域Ａから抜け出すことを防ぐ。前記
清掃幅にわたって前記空気の噴出および前記遊離した粒子状物質を導くことに加えて、前
記第一ドクター気流案内ブレード５７６は前記清掃表面上で汚染物質に対して摩擦推力を
働かせ、前記ロボットが順方向に動くと清掃表面から汚染物質を遊離させることに役立ち
得る。前記第一柔軟ドクター気流案内ブレード５７６は、前記ロボット１００の前進を妨
げることなく、ドアの引っかかり、成形、および装飾部品などの清掃表面における不連続
に適合する外形に適応するのに十分柔軟となるよう構成される。
【００８９】
第二柔軟ドクター気流案内ブレード５７８はまた、前記空気の噴流を前記空気取入口５５
４を取り囲む前記負圧域に向かってさらに導くよう前記第一清掃域Ａに配置され得る。前
記第二柔軟ドクター気流案内ブレードは、前記第一柔軟ドクター気流案内ブレード５７６
と同様の構造であり、前記ロボット筐体２００の底面に取り付けられてチャネルを通って
移動する空気および遊離した粒子状物質をさらに導く。一例において、第二陥凹部５７９
は前記筐体２００の底面に形成され、前記第二柔軟ドクター気流案内ブレード５７６は、
前記横軸１０８に対して典型的に３０～６０°の間の鋭角で、前記第一陥凹部５７４へ突
出する。前記第二柔軟気流案内ブレードは、前記陥凹部５７４の前縁から伸びて、経路首
尾寸法の約１／３から１／２の経路へ突出する。
【００９０】
前記第一清掃域Ａは、清掃経路に沿って前記清掃表面を横切り、前記清掃幅に沿って遊離
した粒子状物質を回収する。前記第二清掃域Ｂが前記清掃経路を通りすぎる前に前記遊離
した粒子状物質を回収することによって、前記第二清掃域が前記清掃表面に洗浄液を塗布
する前に、前記遊離した粒子状物質が回収される。前記第一清掃域で前記遊離した粒子状
物質を取り除くことの１つの利点は、前記遊離した粒子状物質がまだ乾燥している間に取
り除かれることである。いったん前記遊離した粒子状物質が前記第二清掃域によって塗布
される洗浄液を吸収すると、それらはより回収しにくくなる。さらに、前記遊離した粒子
状物質によって吸収される前記洗浄液は表面を清掃するために利用できないため、前記第
二清掃域Ｂの清掃効率が劣化する場合がある。前記第一清掃域は通常、使用者のモップが
けをする前の掃き掃除の作業を省き、通常前処理である。しかしながら、代替的な構造に
おいて、前記第一清掃域は、前記ロボットの水洗い機能性からは離れて別にして作動する
ことができる乾式真空発生器である。さらにまた、そのような場合、前記第一清掃域は、
回転ブラシまたは逆回転ブラシを備え得、またはブラシおよび真空発生器よりもむしろブ
ラシのみを使用し得る。
【００９１】
もう１つの実施例において、前記第一清掃域は、前記清掃幅にわたって伸びて遊離した粒
子状物質を容器の中へはじく逆回転ブラシなどその他の清掃要素で構成され得る。もう１
つの実施例において、換気装置は、前記清掃幅にわたって伸びる細長い空気取入口を通っ
て前記清掃表面から空気および遊離した粒子状物質を引き込むよう構成され得る。特に、
本発明による第一清掃域を提供するために使用できるその他の実施例は、Ｊｏｎｅｓらに
よる自律的床清掃ロボットと題された米国特許番号６，８８３，２０１に開示されており
、その開示全体が、全体として本明細書において参考として援用される。
【００９２】
図２２は、図３に表されているものと同様の要素を表す。下記の説明において、多少代替
的な用語が使用されている。図２２に示されている要素は、前記主電気ボード３００、「
カム」駆動ポンプ７０６、前記前キャスター９６０、ＩＲ「静止」センサーおよび部品を
持つ静止回路基板３００ａ（つまり、前輪が前記駆動した車輪に沿って回転しない場合を
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検出して前記ロボットが行き詰まるかもしれないことを示す）、リードスイッチＰＣＢ３
００ｂ、バッテリー充電コードを受けるための充電プラグＰＣＢ３００ｃ、前記ロボット
本体内に設置される場合のバッテリーに対する接触用のバッテリー接触ブレード７７７、
前記ボード３００の縁の内側を覆って前記ボード３００に防水処理をするためのカバーと
合うボードガスケット／密封３０１、バンパー２２０、前記主筐体２００、前記水洗いヘ
ッドと実質的に一致して位置する前記水洗いヘッドモーターおよび動力伝達装置６０８、
左動力伝達装置／車輪アセンブリ９０９（バイアススプリング、サスペンション、統合遊
星またはその他の動力伝達装置を示す）、右動力伝達装置／車輪アセンブリ９０８（同様
に配置される）、分岐乾式真空管および排気管５１７ａ、５１７ｂ、前記ファンアセンブ
リ用の交換式フィルタ（粒子状物質およびほとんどの水の両方が前記ファンアセンブリに
進入するよう構成される十分に小さい細孔および表面を持っているべきである）、第一ま
たは左噴射ノズル７１２、第二または右噴射ノズル７１４、前記右噴射ノズル用のノズル
管、前記ファンアセンブリ５０２、前記ロボット本体の内部カバー、および前記内部カバ
ーを前記筐体に固定するためのワイヤークリップである。
【００９３】
前記静止回路基板３００ａ、前記リードスイッチＰＣＢ３００ｂ、および前記充電プラグ
３００ｃは、ここで説明される構造によって、耐水または防水とすることができ、または
されるべきである。図２２に示されているとおりに、これらのＰＣＢは、前記関連センサ
ーおよび電子部品を支持するよう位置付けられる傾向がある。
【００９４】
前記乾式真空発生器は、小さなごみ箱の中にごみをはじくための主清掃ブラシを備えても
よい。このごみ箱は、前記ブラシの前方または後方に搭載することが可能である（ブラシ
のシュラウドに対する適切な改良を伴う）。蒸発して相対湿度を上げる水の薄い層で床を
覆うことに加えて、前記真空排気管は、汚れたまたは清浄なタンク内の水を通過して空気
を絶えず吹き出すよう仕向けることができる。汚れたまたは清浄なタンクから出る空気は
、それに進入する空気より高い相対湿度を持つ傾向があり、室内の湿度をより上げ、洗浄
液が香料を追加した場合は、これを室内に吹き出すことができる。
【００９５】
（第二清掃域または水洗いヘッド）
前記第二清掃域Ｂは、洗浄液を清掃表面に塗布するよう構成される液体塗布器７００（ま
たあるいは、噴射ヘッドおよび／または散布装置）を含み、前記洗浄液は好ましくは前記
清掃幅全体にわたって均一に塗布される。前記液体塗布器７００は前記筐体２００に取り
付けられ、前記洗浄液を前記清掃表面に吹き付けるよう構成される少なくとも１つのノズ
ルを含む。前記第二清掃域Ｂはまた、前記洗浄液が前記清掃表面に塗布された後に前記清
掃幅にわたってその他の清掃作業を行うためのスクラブモジュール６００（またあるいは
、電動ブラシ）も含み得る。前記スクラブモジュール６００は、前記洗浄液を塗抹して清
掃表面上でより均一にそれを分配するための、前記清掃幅にわたって配置される塗抹要素
を含み得る。前記第二清掃域Ｂはまた、前記清掃幅にわたって前記清掃表面を磨くよう構
成される受動または能動スクラブ要素、スクラブブラシ、ワイパー、またはぞうきんをも
含み得る。前記第二清掃域Ｂはまた、前記清掃幅にわたって前記清掃表面から廃棄物を回
収するよう構成される第二回収装置（またあるいは、濡れた表面または濡れたブラシのい
ずれかに向けられる湿式真空発生器）をも含み得、前記第二回収装置は特に液状廃棄物を
回収するために構成される。
【００９６】
（液体塗布器モジュールまたは噴射ヘッド）
図５で図式的に示されている前記液体塗布器モジュール７００は、前記清掃幅にわたって
測定量の洗浄液を前記清掃表面上に塗布するよう構成される。ここで使用されるとおりの
「液体塗布器モジュール」は、「ノズル」、「噴射ヘッド」、および／または「散布式ブ
ラシ／ワイパー」を意味する場合がある。また、前記液体塗布器モジュールは、床に直接
吹き付けたり、流体を有するブラシまたはローラーに吹き付けたり、または床、ブラシ、
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ローラー、またはパッドに対する浸漬または毛管作用によって流体を塗布することができ
る。前記液体塗布器モジュール７００は、前記筐体２００に携行される洗浄液補充容器Ｓ
から洗浄液の補充を受け、前記筐体２００に配置される１つ以上の噴射ノズルを通して前
記洗浄液を送り込む。前記噴射ノズルは、前記第一清掃域Ａの後部で前記ロボット筐体２
００に取り付けられ、各ノズルは洗浄液を前記清掃表面に塗布するよう指向される。好ま
しい実施例において、一対の噴射ノズルは前記清掃幅Ｗの遠位左および右端で前記ロボッ
ト筐体２００に取り付けられる。各ノズルは、前記清掃幅の対向する端に向かって洗浄液
を吹き付けるよう指向される。各ノズルは、個別に送り込まれて噴射パターンを噴出し、
各ノズルのポンプの動作は、２つのノズルのうち１つが常に洗浄液を塗布するように他方
のノズルに対して約１８０度だけずれている。
【００９７】
図５を参照して、前記液体塗布器モジュール７００は、前記筐体２００（および／または
統合タンク内で）に携行されて洗浄液で容器を再充填するために使用者によってそこから
取り外し可能である（または前記容器Ｓは水を詰め替えられ、洗浄濃縮剤はもう１つの区
画から、または固形物または粉末として再充填されている）、洗浄液補充容器Ｓを含む。
前記補充容器Ｓは、そのベース面を通って形成される排出または出射孔７０２で構成され
る。流体管７０４は、前記出射孔７０２から洗浄液を受けて洗浄液の補充をポンプアセン
ブリ７０６へ供給する。前記ポンプアセンブリ７０６は、図７に示されている、回転カム
によって駆動される左および右ポンプ部７０８および７１０を含む。前記左ポンプ部７０
８は、導管７１６を介して洗浄液を左噴射ノズル７１２に送り込み、前記右ポンプ部７１
０は、導管７１８を介して右噴射ノズル７１４に送り込む。
【００９８】
図６で断面図にて示されている停止弁アセンブリは、前記補充容器Ｓの内部に搭載される
メス型上部７２０、および前記筐体２００に取り付けられるオス型部７２１を含む。前記
メス型部７２０は名目上、前記出射孔７０２を閉じて密封する。前記オス型部７２１は、
前記出射孔７０２を開いて前記補充容器Ｓ内の前記洗浄液を利用できるようにする。前記
メス型部７２０は、上部枠７２２、スプリングバイアス可動停止７２４、前記停止７２４
を閉鎖位置にバイアスをかけるための圧縮スプリング７２６、および前記出射孔７０２を
密封するためのガスケット７２８を含む。前記上部枠７２２はまた、流体が前記補充容器
Ｓから出る前に前記洗浄液から汚染物質をろ過するための、前記補充容器Ｓ内のフィルタ
要素７３０も支持し得る。
【００９９】
前記停止弁アセンブリオス型部７２１は、前記出射孔７０２内に挿入して前記ガスケット
７２８を突き抜けるようよう形成される中空オス型付属部７３２を含む。前記出射孔７０
２に前記中空オス型付属部７３２を挿入することで、前記可動停止７２４を前記圧縮スプ
リング７２６に対して上に向かって押し進めて前記停止弁を停止する。前記中空オス型付
属部７３２は、その中央縦軸に沿う流管７３４で形成され、前記流管７３４は、洗浄液を
前記流管７３５の中で受けるために、その最上端に１つ以上の開口部７３５を含む。その
下端で、前記流管７３４は、前記オス型付属部７３２に取り付けられるかまたは一体化し
て形成されるホース付属部７３６と流体の連通をする。前記ホース付属部７３６は、それ
を通る中空流体通路７３７を持つ管要素を備え、前記ホース付属部７３６から流体を受け
て前記流体を前記ポンプアセンブリ７０６に供給するホースまたは流体管７０４を取り付
ける。前記流管７３４はまた、前記補充容器Ｓから出る際に前記洗浄液をろ過するための
、そこに搭載される使用者によって取り外し可能なフィルタ要素７３９をも含み得る。
【０１００】
本発明によれば、前記停止弁オス型部７２１は、前記筐体２００に固定されて、前記容器
Ｓに固定される前記メス型部７２０と係合する。前記容器Ｓがその動作位置で前記筐体に
搭載されると、前記オス型部７２１が前記メス型部７２０と係合して前記出射孔７０２を
開く。洗浄液の補充は、前記補充容器Ｓから前記ポンプアセンブリ７０６に流れ、その流
れは重力に補助されるか、または前記ポンプアセンブリによって吸引されるか、または両
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方が可能である。
【０１０１】
前記ホース付属部７３６はさらに、図示されていないが、前記ホース付属部流通路７３７
の内部表面に配置される一対の導電性要素を備え、流槽内の前記一対の導体要素は、電気
的に互いから絶縁される。図示されていないが、測定回路は、前記一対の導電性要素の間
の電位差を作り出し、前記流通路７３７内に洗浄液があると、電力が前記洗浄液を通って
一方の電極から他方へと流れ、前記測定回路が電流フローを感知する。前記容器Ｓが空の
場合、前記測定回路は電力フローを検出できず、それに応じて補充容器空信号を前記主制
御装置３００に送信する。前記補充容器空信号の受信に応じて、前記主制御装置３００は
適切な措置をとる。
【０１０２】
図５に表されているとおりの前記ポンプアセンブリ７０６は、左ポンプ部７０８および右
ポンプ部７１０を含む。前記ポンプアセンブリ７０６は、前記補充容器Ｓから洗浄液の連
続流を受け、交代して洗浄液を前記左ノズル７１２および前記右ノズル７１４に供給する
。図７は、断面図における前記ポンプアセンブリ７０６を表し、前記ポンプアセンブリ７
０６は図３で前記筐体２００の上面に搭載されて示されている。前記ポンプアセンブリ７
０６は、回転軸の周りの回転用のモーター駆動シャフトに搭載されるカム要素７３８を含
む。図示されていないが、前記モーターは、前記制御装置３００の制御下で実質的に一定
の角速度で前記カム要素７３８を回転させる。しかしながら、前記カム要素７３８の角速
度は、前記左および右噴射ノズル７１２および７１４のポンプの周波数を変えるように増
加または減少させることができる。特に、前記カム要素７３８の角速度は、清掃表面に塗
布される洗浄液の質量流量を制御する。本発明の一側面によれば、前記カム要素７３８の
角速度は、ロボットの速度にかかわらず、清掃表面に均一量の洗浄液を塗布するためのロ
ボットの前方速度に比例して調整することができる。交代に、前記カム要素７３８におけ
る角速度の変化を利用して、要望どおりに、清掃表面に塗布される洗浄液の質量流量を増
加または減少させることができる。
【０１０３】
前記ポンプアセンブリ７０６は、旋回軸７６２の周りを旋回するように搭載される揺動要
素７６１を含む。前記揺動要素７６１は、一対の向かい合ったカム追跡要素７６４を左側
、および７６６を右側に含む。各カム追跡７６４および７６６は、前記カム要素がその回
転軸を回転する際に、前記カム要素７３８の円周外形との一定の接触を保つ。前記揺動要
素７６１はさらに、左ポンプアクチュエータ連結具７６３および右ポンプアクチュエータ
連結具７６５を含む。各ポンプアクチュエータ連結具７６３および７６５は対応する左ポ
ンプ室アクチュエータニップル７５９および右ポンプ室アクチュエータニップル７５８に
固定して取り付けられる。容易に理解されるとおりに、前記カム要素７３８の回転は、前
記カム追跡要素７６４および７６６のそれぞれを前記カム円周外形にたどらせ、前記カム
外形によって決定づけられる運動は、前記揺動要素７６１によって前記左および右アクチ
ュエータニップル７５９および７５８へと移動させられる。下述されているように、前記
アクチュエータニップルの運動は、洗浄液を送り込むために使用される。前記カム外形は
特に、前記揺動要素７６１が、前記左アクチュエータニップル７５９上に同時に持ち上げ
ながら前記右アクチュエータニップル７５８を下向きに押し進めるよう成形され、この動
作はカムの第一の１８０度の間に起こる。交代して、カム回転の第二の１８０度は、前記
揺動要素７６１を、前記右アクチュエータニップル７５８上に持ち上げながら前記左アク
チュエータニップル７５９を下向きに押し進めさせる。
【０１０４】
前記揺動要素７６１はさらに、その端に取り付けられる永久磁石７６９を支持するセンサ
ーム７６７を含む。前記磁石７６９によって生成される磁場は、前記磁石７６９に近接し
て支持される電気回路７７１と相互作用し、前記回路は磁場の方向性の変化に応答して信
号を発生させる。前記信号は、前記ポンプアセンブリ７０６の動作を追跡するために使用
される。
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【０１０５】
図７～９を参照して、前記ポンプアセンブリ７０６はさらに、それぞれ対向する上部およ
び下部非可撓性要素７４６および７４８の間に搭載される可撓性膜７４４を備える。図７
の断面図を参照して、前記可撓性要素７４４は、上部非可撓性要素７４６と下部非可撓性
要素７４８との間でとらえられる。前記上部非可撓性要素７４６、前記可撓性要素７４４
および前記下部非可撓性要素７４８のそれぞれは、通常均一な厚さを持つ実質的に長方形
の薄板として形成される。しかしながら、各要素はまた、隆起したリッジ、くぼみおよび
その対向する表面に形成されるその他の表面輪郭から成るパターンも含む。図８は、前記
可撓性要素７４４の上面図を表し、図９は前記下部非可撓性要素７４８の上面図を表す。
前記可撓性要素７４４は、ネオプレンゴムまたはその類似物などの可撓性膜材質から形成
され、前記非可撓性要素７４８および７４６はそれぞれ、成形用硬質プラスチックまたは
その類似物などの非可撓性の固い材質から形成される。
【０１０６】
図８および９に示されるとおりに、前記可撓性要素７４４および前記非可撓性要素７４８
のそれぞれは、図においてＥと指定される中心軸の周りで対照的である。特に、前記要素
７４６、７４４および７４８のそれぞれの左側が組み合わさって左ポンプ部を形成し、前
記要素７４６、７４４および７４８のそれぞれの右側が組み合わさって右ポンプ部を形成
する。前記左および右ポンプ部は実質的に同一である。前記３つの要素がともに組み立て
られると、各要素の前記隆起したリッジ、くぼみおよび表面輪郭は、前記要素の他方の接
触表面の前記隆起したリッジ、くぼみおよび表面輪郭と連携して流体源泉および通路を作
り出す。前記源泉および通路は、前記上部要素７４６と前記可撓性要素７４４との間、ま
たは前記下部非可撓性要素７４８と前記可撓性要素７４４との間に形成することができる
。一般に、前記可撓性要素７４４は、前記源泉および通路を密封するためのガスケット層
の役割をし、その可撓性を使用して圧力の変化に反応し、前記ポンプが作動すると局所圧
力に応じて通路を密封および／または開く。また、前記要素を通って形成される穴によっ
て、流体が前記ポンプに流入または流出すること、および前記可撓性要素７４４を通って
流れることが可能となる。
【０１０７】
例として前記右ポンプ部を使用して、洗浄液は、前記下部非可撓性要素７４８中心に形成
される開口を通って前記ポンプアセンブリへ引き込まれる。前記開口７６５は、前記導管
７０４を介して前記流体補充容器から洗浄液を受ける。入ってくる流体は通路７６６を満
たす。リッジ７７５および７６８はそれらの間にくぼみを形成し、可撓性７４４上のかみ
合う隆起したリッジは、前記リッジ７７５および７６８の間でくぼみを満たす。このこと
は流体を前記通路７６６内に閉じ込め、前記通路を圧力密封する。開口７７４は前記可撓
性要素７４４を通過し、前記通路７６６と流体の連通をする。下述されている前記ポンプ
室が拡張すると、拡張が局部圧力を減少させ、前記開口７４４を通して流体を前記通路７
７６に引き込む。
【０１０８】
前記開口７７４を通って引き込まれる流体は源泉７７２を満たす。前記源泉７７２は、可
撓性要素７４４および前記上部非可撓性要素７４６との間に形成される。リッジ７７０は
前記源泉７７２を取り囲み、前記上部可撓性要素７４６の特徴と結合し、流体を前記源泉
７７２に封じ込めて前記源泉を圧力密封する。前記源泉７７２の表面は、前記源泉７７２
内の圧力が低下すると前記源泉の基部が持ち上がって前記開口７７４を開いて前記開口７
７４を通して流体を引き込むように、可撓性を有する。しかし、前記源泉７７２内の圧力
が低下すると、前記ポンプ室の収縮により、前記開口７７４は前記開口と直接並んでいる
隆起上面７７３に押し付けられ、前記源泉７７２はトラップ弁の役割を果たす。第二開口
７７６は前記可撓性要素７４４を通過して、流体が前記可撓性要素７４４を通って前記源
泉７７２からポンプ室の中へ通ることを可能とする。前記ポンプ室は、前記可撓性要素７
４４および前記下部非可撓性要素７４８との間に形成される。
【０１０９】
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図７を参照して、右ポンプ室７５２は断面図で示されている。前記室７５２は、環状ルー
プ７５６によって形成されるドーム形屈曲部を含む。前記ドーム形屈曲部は、前記可撓性
要素７４４の表面輪郭である。前記環状ループ７５６は、前記上部非可撓性要素７４６を
通って形成される大型開口７６０を通過する。前記ポンプ室の体積は、前記ポンプアクチ
ュエータ７６５が前記アクチュエータニップル７５８を引き上げると拡張される。体積の
拡張は前記ポンプ室内の圧力を減少させ、流体は前記源泉７７２から前記室へと引き込ま
れる。前記ポンプ室の体積は、前記ポンプアクチュエータ７６５が前記アクチュエータニ
ップル７５８を押し下げると減少する。前記室内の体積の減少は圧力を増加させ、増加し
た圧力が前記ポンプ室から流体を吐き出す。
【０１１０】
前記ポンプ室はさらに、前記下部非可撓性要素７４８において形成される源泉７８０によ
って定義される。前記源泉７８０は、図９に示される、前記下部非可撓性要素７４８内に
形成されるくぼみ７８４に取り囲まれ、前記可撓性要素７４４上に形成されるリッジ７７
８は前記くぼみ７８４と結合して前記ポンプ室を圧力密封する。前記ポンプ室７５２はさ
らに、前記下部非可撓性要素７４８を通って形成される出射孔７８２を含み、それを通し
て流体が吐き出される。前記出射孔７８２は、前記導管７１８を介して流体を前記右ノズ
ル７１４に供給する。前記出射孔７８２はまた、前記ポンプ室が減少すると前記出射孔７
８２を閉じるための逆止め弁の役目を果たす停止面に向かい合っている。
【０１１１】
よって本発明によれば、洗浄液は、前記ポンプアセンブリ７０６の動作によって洗浄補充
容器Ｓから引き出される。前記ポンプアセンブリ７０６は、洗浄液を２つの個別噴出ノズ
ルへ送り込むための２つの個別ポンプ室からなる。各ポンプ室は、前記ポンプ室内の圧力
の急増に応じて、１つのノズルに洗浄液を供給するよう構成される。前記ポンプ室の圧力
は、洗浄液の実質的に均一な層を清掃表面に吹き付けるために各ノズルへと流体を推進す
るよう形成される前記カム外形によって決定される。特に、前記カム外形は、清掃幅Ｗの
単位長さにつき実質的に均一量の洗浄液を供給するように構成される。通常、本発明の前
記液体塗布器は、１立方フィートにつき約０．２～５．０ｍｌの範囲の容積流量で、好ま
しくは１立方フィートにつき約０．６～２．０ｍｌの範囲で洗浄液を塗布するよう構成さ
れる。しかし用途によっては、本発明の液体塗布器は、所望の容積層を表面に塗布するこ
とができる。また、本発明の前記流体塗布器システムは、ワックス、ペンキ、消毒剤、化
学コーティング、およびその類似物などその他の液体を床表面に塗布するために使用でき
る。
【０１１２】
下記でさらに説明されるとおりに、使用者は前記ロボット筐体から前記補充容器Ｓを取り
外して、測定量の清浄水および相当する測定量の洗浄剤で前記補充容器を充填することが
できる。前記水および洗浄剤は、図１７に示される取り外し可能キャップ１７２がかぶさ
る補充容器アクセス開口１６８を通して前記補充容器Ｓの中へ注ぐことができる。前記補
充容器Ｓは、約１１００ｍｌ（３７液量オンス）の液体体積容量で構成され、洗浄剤およ
び清浄水の所望の量は、特定の清掃用途にふさわしい割合で前記補充タンクへと注ぐこと
ができる。
【０１１３】
（洗浄モジュール、電動ブラシおよび／または電動ワイパー）
前記スクラブモジュール６００は、本発明の好ましい実施例によれば、図１０の組立分解
等角図および図２で示されるロボットの底面図に示される。前記スクラブモジュール６０
０は、前記筐体２００に取り付ける個別のサブアセンブリとして構成することができるが
、清掃あるいはその清掃要素を使用可能にするために使用者によってそこから取り外すこ
とができる。本発明から逸脱することなく他の配置を構成することが可能である。例えば
、代替的な構造において、前記スクラブモジュール６００の上部壁は、本質的に前記ロボ
ットの本体の一部／一体となるが、前記スクラブモジュールは示すとおりに開いてブラシ
、スキージ、および内部空洞の清掃を可能にする（そのような場合、「スクラブモジュー
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ル」は適切な用語のままである）。容易に取り外し可能なスクラブモジュールは、例えば
スクラブカートリッジまたは清掃ヘッドカートリッジなどの、「カートリッジ」と呼ぶこ
とができる。前記スクラブモジュール６００は、前記筐体２００の底側に形成される空洞
６０２内の場所に設置して留める。前記空洞６０２の外形は、図３における前記筐体２０
０の右側に表示されている。前記スクラブモジュール６００の前記清掃要素は、前記液体
塗布器モジュール７００の後部に位置付けられて濡れた清掃表面上で清掃動作を行う。
【０１１４】
好ましい実施例において、前記スクラブモジュール６００は、その前縁に取り付けられて
前記清掃幅にわたって配置される、受動塗抹または散布要素（またあるいは、「散布式」
または「散布式ブラシ」）６１２を含む。前記塗抹または散布式ブラシ６１２は前記スク
ラブモジュール６００から下方に伸び、前記清掃幅にわたって清掃表面と接触またはほぼ
接触するよう構成される。前記ロボット１０が順方向に移動すると、前記塗抹ブラシ６１
２が前記液体塗布器によって塗布された洗浄液のパターン上を動いて塗抹し、または清掃
表面上に前記洗浄液をより均一に広げる。図２および１０に示される前記塗抹または散布
式ブラシ６１２は、各剛毛の第一端が圧着金属経路などの保持具、またはその他の適切な
保持要素にとらえられている、複数のしなやかな柔軟塗抹剛毛６１４を備える。各塗抹剛
毛６１４の第二端は、各剛毛が清掃表面と接触すると自由に曲がることができる。前記塗
抹または散布式剛毛６１４の直径、ならびに清掃表面にたいして前記塗抹剛毛が作る呼び
干渉寸法は、剛毛の剛性を調整することによって塗抹作用に影響するよう変えることがで
きる。本発明の好ましい実施例において、前記塗抹または散布装置６１２は、約０．０５
～０．２ｍｍ（０．００２～０．００８インチ）の範囲の平均剛毛直径を有するナイロン
剛毛を備える。各剛毛６１４の呼び長さは前記保持具と前記清掃表面との間で約１６ｍｍ
（０．６２インチ）であり、前記剛毛６１４は約０．７５ｍｍ（０．０３インチ）の干渉
寸法で構成される。前記塗抹ブラシ６１２はまた、前記表面上に塗布される余分な洗浄液
を回収し、その回収された洗浄液を他の場所に分配することもできる。もちろん、柔軟で
弾性のあるブレード部材、スポンジ要素、または清掃表面と接触する転がり部材などのそ
の他の塗抹要素または散布式ブラシも使用できる。均等に間隔をあけられた複数の噴射ジ
ェットまたはノズルが、塗抹ブラシなしで流体を一定の間隔をあけられたパターンで流体
を方向づける場合（吹き付け、浸漬、または流れ）前記均等に間隔をあけられた複数の噴
射ジェットは「散布装置」として機能する。
【０１１５】
前記スクラブモジュール６００は、スクラブ要素、スクラブブラシ、ワイパー、またはぞ
うきん６０４を例えば含み得るが、本発明はスクラブ要素なしで使用し得る。前記スクラ
ブ要素は、清掃動作中に前記清掃表面に接触して前記洗浄液をかくはんし、乳化、分解、
あるいは汚染物質と化学反応するようにそれを汚染物質と混合する。前記スクラブ要素、
スクラブブラシ、ワイパーまたは雑巾はまた、清掃表面に対して動くとせん断力を発生さ
せ、前記力は付着および汚染物質と前記清掃表面との間のその他の接着を断つのに役立つ
。また、前記スクラブ要素は受動要素または能動でもよく、前記清掃表面と接触しても、
前記接触表面と全く接触しなくてもよく、または前記清掃表面との接触の有りと無しとの
間で動くことができるよう構成され得る。
【０１１６】
本発明による一実施例において、受動スクラブ要素、スクラブブラシ、ワイパー、または
雑巾は、前記スクラブモジュール６００または全筐体２００上のその他の取付点に取り付
けられ、前記清掃幅にわたって前記清掃表面と接触するよう配置される。前記ロボットが
順方向に移動すると、前記受動スクラブ要素と前記清掃表面との間で力が発生する。前記
受動スクラブ要素、スクラブブラシ、ワイパー、またはぞうきんは、前記清掃表面と接触
して保持される複数のスクラブ剛毛、織布または不織布材質、例えば、前記清掃表面と接
触して保持されるスクラブパッドまたはシート材質、またはスポンジなどの柔軟固形要素
、または前記清掃表面と接触して保持されるその他の柔軟多孔質固形発泡要素を備え得る
。特に、磨くために使用される従来のスクラブブラシ、スポンジ、またはスクラブパッド
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は、前記ロボット１００に固定して取り付けられ、前記ロボット１００が前記清掃表面上
を前進すると前記清掃表面を磨くよう、前記液体塗布器の後部で前記清掃幅にわたって前
記清掃表記に接触して保持することができる。また、前記受動スクラブ要素は、例えば前
記清掃表面と接触するように清浄な洗浄剤を前進させるために供給ロールおよび巻き取り
ロールを使用して、使用者によって交換できるよう、または自動的に補給されるように構
成され得る。
【０１１７】
本発明によるもう１つの実施例において、１つ以上の能動スクラブ要素は、前記清掃表面
に対して、および前記ロボット筐体に対して移動可能である。前記能動スクラブ要素の動
きは、スクラブ要素、スクラブブラシ、ワイパー、またはぞうきんと前記清掃表面との間
で行われる作業を増加させる。各可動スクラブ要素は、同じく前記筐体２００に取り付け
られる駆動モジュールによって、前記筐体２００に対する動きについて推進される。能動
スクラブ要素はまた、前記清掃表面と接触して保持されるスクラブパッドまたはシート材
質、またはスポンジなどの柔軟固形要素、または前記清掃表面と接触して保持され、振動
支持要素によって振動されるその他の柔軟多孔質固形発泡要素を備え得る。その他の能動
スクラブ要素はまた、磨くための複数のスクラブ剛毛、および／または移動可能に支持さ
れた従来のスクラブブラシ、スポンジ、またはスクラブパッドを含み得、または超音波放
射器を使用して磨き作用を発生させることもできる。能動スクラブ要素と前記筐体との間
の相対運動は直線または回転運動を備え得、前記能動スクラブ要素は、使用者によって交
換できるよう、または清掃できるよう構成され得る。
【０１１８】
図１０～１２を参照して、本発明の好ましい実施例は能動スクラブ要素を含む。前記能動
スクラブ要素は、前記洗浄液がその上に塗布された後に前記清掃表面を積極的に磨くため
に、前記液体塗布器ノズル７１２、７１４の後部で、前記清掃幅にわたって配置される回
転ブラシアセンブリ６０４を備える。前記回転ブラシアセンブリ６０４は、そこから放射
状に外側へ伸びるスクラブ剛毛６１６を支持するための、円筒剛毛保持具６１８を備える
。前記回転ブラシアセンブリ６０４は、実質的に前記清掃幅に沿って伸びる回転軸の周り
の回転に対応する。前記スクラブ剛毛６１６は、回転中に前記清掃表面に干渉するのに十
分長いため、前記スクラブ剛毛６１６が前記清掃表面との接触によって曲がる。
【０１１９】
スクラブ剛毛６１６は、群または塊で前記ブラシアセンブリに設置され、各塊は単一の取
付装置または保持具によって保持される複数の剛毛を備える。塊の位置は、１つのパター
ンにおいて前記剛毛保持具要素６１８の縦長さに沿って配置される。前記パターンは、前
記回転ブラシ要素６０４の各回転中に前記清掃幅にわたって、清掃表面と接触する少なく
とも１つの剛毛塊を設置する。前記ブラシ要素６０４の回転は、右側から見ると右回りで
あるため、前記スクラブ剛毛６１６と前記清掃表面との間の相対運動は遊離した汚染物質
および廃液を後部方向にはじく傾向がある。また、前記ブラシ要素６０４の右回り回転に
よって発生する摩擦推力は前記ロボットを順方向に推進する傾向があることによって、前
記ロボットの移動駆動システムの前方駆動力を追加する。円筒型保持具６１８から伸びる
各スクラブ剛毛の呼び寸法によって、前記剛毛は前記清掃表面に干渉し、よって表面に接
触すると曲がる。前記干渉寸法は、前記清掃表面と接触するための長さが余分である剛毛
の長さである。これらの寸法および前記スクラブ剛毛６１６の呼び径は、剛毛の剛性およ
びその結果の磨き作用に影響するよう変えることができる。出願人らは、約１６～４０ｍ
ｍ（０．６２～１．６インチ）の曲げ寸法、約０．１５ｍｍ（０．００６インチ）の剛毛
径、および約０．７５ｍｍ（０．０３インチ）の干渉寸法を持つナイロン剛毛を有する前
記スクラブブラシ要素６０４を構成することが、良好な磨き性能を提供することを見出し
た。もう１つの例において、スクラブ材質の縞は、それと共に回転するために、そこに取
り付けられる１つのパターンで、前記剛毛保持具要素６１８の縦長さに沿って配置され得
る。図２３は、図１０および１１に表されるものと同様の清掃ヘッドまたはスクラブモジ
ュールの第二略組立分解等角図を表す。図２３において、上カバー６３８、静止ブラシ６
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１４、カートリッジ本体６３４、スキージ６３０、および散布式ブラシ６０４の配置をよ
り明確に見ることができる。前記上カバー６３８およびカートリッジ本体６３４は金属棒
６４０によって回転運動が可能に接合され、前記二重らせんブラシ６０４は前記カートリ
ッジ本体６３４内に置かれているが取り外し可能で、図２３に表される前記スキージ６３
０は、前記真空発生器が流体を引き込むようにそれを通す経路を有する１つのスキージで
ある。
【０１２０】
（スキージおよび湿式真空発生器の詳細）
前記スクラブモジュール６００はまた、前記清掃幅にわたって前記清掃表面から廃液を回
収するよう構成される第二回収装置（またあるいは、「湿式真空発生器」）も含み得る。
前記第二回収装置は通常、液体塗布器ノズル７１２、７１４の後部、前記塗抹ブラシの後
部、および前記スクラブ要素の後部に位置付けられる。本発明の好ましい実施例において
、スクラブモジュール６００は図１２Ａの断面図で示されている。前記塗抹要素６１２は
、その前縁で前記スクラブモジュールに取り付けられて示され、前記回転スクラブブラシ
アセンブリ６０４は、前記スクラブモジュールの中心に搭載されて示されている。前記ス
クラブブラシアセンブリ６０４の後部で、スキージ６３０はその清掃幅全体にわたって前
記清掃表面に接触し、前記ロボット１００が順方向に前進すると廃液を回収する。真空シ
ステムは、前記スキージ内の取り込み口を通して空気を引き込み、前記清掃表面から廃液
を吸引する。前記真空システムは、前記ロボット筐体２００上に携行される廃棄物貯蔵容
器に前記廃液を入れる。前記ロボットは交代して、前記流体の全てまたは一部を再循環さ
せることができ、つまり前記廃液の一部のごみを除去することができ、または前記廃液は
、ろ過されまたはろ過されずに、単一の清浄／廃棄物タンクに、戻すことができる。
【０１２１】
図１２Ａの断面図に詳述されるとおりに、前記スキージ６３０は、垂直要素１００２およ
び水平要素１００４を備える。前記要素１００２および１００４のそれぞれは、ネオプレ
ンまたはその他のスポンジゴム、シリコーンまたはその類似物などの実質的に可撓性およ
び柔軟性のある材質から形成される。１つの部品のスキージ構造もまた使用できる。好ま
しい実施例において、前記垂直要素１００２はより可撓性のあるデュロメーター材質を備
え、前記水平要素１００４よりよく曲がって柔軟性がある。前記垂直要素１００２が前記
清掃表面への干渉によって後部に向かってわずかに曲がると、前記垂直スキージ要素１０
０２は、下縁１００６にてまたは前記垂直要素１００２の前方接面に沿って前記清掃表面
に接触する。前記下縁１００６または前方表面は、ロボットの前進運動中に前記清掃表面
と接触したままで、前方表面に沿って廃液を回収する。前記廃液は、前記前方表面および
下縁１００６の長さ全体に沿って溜まる。前記水平スキージ要素１００４は前記本体１０
１０から後方に伸びるスペーサ要素を含み、前記スペーサ要素１００８は前記垂直要素１
００２と前記水平スキージ要素１００４との間で吸引チャネル１０１２を定義した。前記
スペーサ要素１００８は、前記清掃幅全体に沿って配置され、隣接したスペーサ要素１０
０８間の空間が廃液が通って吸引される通路を提供している、離散要素である。
【０１２２】
真空インターフェース口１０１４は、前記スクラバモジュール６００の天壁に備えられる
。前記真空口１０１４は、前記ロボット換気装置に通じて前記真空口１０１４を通って空
気を引き出す。前記スクラバモジュール６００は、前記真空口１０１４から前記吸引チャ
ネル１０１２に伸びて前記清掃幅に沿って伸びる密封真空槽１０１６で構成される。前記
真空槽１０１６から引き込まれる空気は、前記吸引チャネル１０１２の出口で空気圧を減
少させ、減空気圧は前記表面から廃液および空気を引き込む。前記吸引チャネル１０１２
を通って引き込む前記廃液は前記槽１０１６に入って前記槽１０１６から外へ吸引され、
最終的には前記ロボットの換気装置によって廃棄物容器の中へ入れられる。前記水平スキ
ージ要素１０１０および前記垂直スキージ要素１００２のそれぞれは前記真空槽１０１６
の壁を形成し、前記周囲のスクラブモジュール要素を有する前記スキージインターフェー
スは、前記槽１０１６を圧力密封するよう構成される。また、前記スペーサ１００８は、
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前記吸引チャネル１０１２が閉じるのを防ぐのに十分な剛性で形成される。
【０１２３】
前記スキージ垂直要素１００２は、その中間点で形成される屈曲部ループ１０１８を含む
。前記屈曲部ループ１０１８は、前記スキージ下縁１００６が前記清掃表面における隆起
またはその他の不連続に遭遇すると前記スキージ垂直要素の下端がその回りを旋回する旋
回軸を提供する。これによって、前記ロボットが移動方向を変えると前記縁１００６が屈
曲することも可能となる。前記スキージ下縁１００６に隆起または不連続がないと、通常
の動作位置に戻る。図１０に関して下述するとおりに、前記廃液はさらに前記廃液貯蔵容
器、区画またはタンク内へと吸引される。
【０１２４】
図１２Ｂに示される代替案において、前記第二回収装置は真空システムと相互接続される
スキージ６３０を備える。前記スキージ６３０は、前記ロボット１００が順方向に前進す
ると、前記スキージの縦端と前記清掃表面との間に形成される液体回収容積６７６に廃液
を回収する。前記真空システムは前記液体回収容積と連動して前記清掃表面から前記廃液
を吸引し、前記ロボット筐体２００に携行される廃棄物貯蔵タンクに前記廃液を入れる。
前記スキージ６３０は、図１０および図１２Ｂの断面図に示されている。
【０１２５】
図１２Ｂに示されるとおりに、前記スキージ６３０は、前記スクラブモジュール６００の
後部端に取り付けられて前記清掃幅にわたって配置される、ネオプレンゴム、シリコーン
ゴム、またはその類似物から成形される実質的に可撓性と柔軟性のある要素を備える。前
記スキージは、前記筐体２００から下向きに伸びて前記清掃表面と接触またはほぼ接触す
る。特に、前記スキージ６３０は、スクラバモジュール下枠要素６３４で前記スクラバモ
ジュール６００の後部端に付いて下向きに伸び、前記清掃表面と接触またはほぼ接触する
。図１２Ｂに示されるとおりに、前記スキージ６３０は、前記清掃表面に向かって前記下
枠要素６３４から後部または下向きに伸びる実質的に水平な下部分６５２を含む。前記ス
キージ水平下部分６５２の前縁は、前記清掃幅にわたって均一に配置される複数の貫通孔
６５４を含む。前記複数の貫通孔６５４のそれぞれは、前記下枠要素６３４上に形成され
る対応する取付指６５６と連動する。前記組み合わされた貫通孔６５２および取付指６５
４は、前記スキージ６３０の前縁を前記下枠６３４に対して位置付け、前記組み合わされ
た要素の間の接着層は、前縁で前記スキージ下枠接合部分を密封する。
【０１２６】
図１２における前記スキージ６３０はさらに、前記清掃幅に沿って前記下枠要素６３４の
後部端に付く後部分６５８で構成される。複数の後部に伸びる取付指６６０は、前記スキ
ージ後部分６５８上に形成される対応する貫通孔を受けるよう前記下枠要素６３４上に形
成される。前記組み合わされた貫通孔６６２および後部取付指６６０は、前記スキージ後
部分６５８を前記下枠６３４に対して位置付け、前記組み合わされた要素の間の接着層は
、後部端で前記スキージ下枠接合部分を密封する。もちろん、あらゆる取り付け手段を採
用することができる。
【０１２７】
１２Ｂに示されるとおりに、真空槽６６４は、前記スキージ下部分６５２の表面、前記ス
キージ後部分６５８および前記下枠要素６３４の表面によって形成される。前記真空槽６
６４は、前記清掃幅にわたって前記スキージおよび下枠接合部分に沿って縦方向に伸び、
下述される１つ以上の流体管６６６によって、前記筐体に携行される廃液貯蔵タンクと流
体的につながれる。図１２Ｂの好ましい実施例において、２つの流体管６６６はその遠位
端で前記真空槽６６４と連動する。前記流体管６６６のそれぞれは、弾性密封ガスケット
６７０を介して前記真空槽６６４と連結する。前記ガスケット６７０は前記下枠６３４の
開口に設置し、接着ボンド、締まりばめ、またはその他の適切な保持手段によってその中
に保持される。前記ガスケット６７０は、それを通過する開口を含み、その中に前記管６
６６を受ける大きさである。前記管６６６の外壁は、前記ガスケット６７０に入っていく
よう先細にされる。前記管６６６は前記廃液貯蔵容器と一体であり、その中に完全に挿入
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されると前記ガスケット６７０で液体ガス気密密封をする。
【０１２８】
図１２Ｂの前記スキージは、前記清掃幅にわたって、前記水平下部分６５２と前記後部分
６５８との間の接合部分で形成される長手方向のリッジを含む。前記リッジ６７２は、通
常動作中に前記清掃表面と接触またはほぼ接触して支持される。前記リッジ６７２の前方
で、前記水平下部分６５２は、前記廃液回収容積６７４を提供するよう成形される。複数
の吸引口６６８は、前記スキージ水平下部分６５２を通って前記真空槽６６４の中へと前
記回収容積６７４から伸びる。前記真空槽６６４内で負の空気圧が発生すると、廃液が前
記液体回収容積６７４から前記真空槽６６４の中へ引き込まれる。前記廃液はさらに、下
述するとおりに、前記廃液貯蔵容器またはタンクの中へ吸引される。
【０１２９】
第三のスキージ構造は図４２から４５で示されている。図４２は側概略図を表し、図４３
は斜視図を表し、図４４はもう１つの側概略図を表し、図４５は第三の概略図を表す。こ
のスキージは分割スキージであり、正面の刻み目のあるパネルが真空チャネルを作り出す
ための分離を提供し、後部スキージワイパーが接地接触を維持して前記真空発生器に対し
て流体を回収する。これらの部材は前記清掃ヘッドの異なる部分に設置され、前記清掃ヘ
ッドが閉じられると合わさる。
【０１３０】
図４２に示されるとおりに、前記カートリッジ枠またはシュラウドはヒンジ点６１３の周
りで開く（前記静止ブラシ６１２の上で右側へ）。前記静止ブラシ６１２（例えば前記散
布式ブラシ）は、シュラウドの下部分に搭載される。前記回転ブラシ６０４（例えば前記
電動ブラシまたはワイパー）も、シュラウドの下部分によって支持される。前記正面スキ
ージ１００４は、シュラウド底に取り付けられる。図４２に示されるとおりに、前記正面
スキージ１００４は、後部シュラウドと接触しなかった場合にとる位置で示され、つまり
、前記正面スキージ１００４は弾性があるかまたは前記後部スキージ１００６に向かって
バイアスをかけられるかのいずれかであり、この場合、弾力性のあるエラストマーである
。シュラウド上部に対して外側被覆することができる前記後部スキージ１００６がシュラ
ウド上部またはカバーで閉じられると、前記２つのスキージは動作位置に定着する（図４
４の断面図に示されるとおり）。弾力性のある前記後部スキージ１００６は、後部に向か
って動かされ、前記正面スキージ１００４は、前記後部スキージ１００６にわずかに沿っ
て滑るように動いて正面に向かってわずかにだけ動かされる。定着された位置はわずかに
曲げられ、前記スキージ１００６の十分な床接触を伴って床表面の真上で前記真空チャネ
ルを提供する。図４３に示されるとおりに、前記正面スキージ１００４は、垂直線から曲
げられて作業幅に沿って伸びる刻み目のあるパネルとして形成され、角を曲がる前記作業
幅に沿って同様に伸びる上方向を指す屈曲部角１００９につながる前記刻み目のあるパネ
ルは、下方および前方に曲線を描いて搭載用の水平パネルに入る。図４３で見ることがで
きる前記刻み目またはリブ１００８は、前記先導スキージ１００４と前記追跡スキージ１
００６との間の正しい流路を維持する。前記屈曲部角は、連動する前記２つのスキージに
対して前方および後方の両方から、良好な範囲の運動および可撓性を提供する（ここで述
べられるとおりに、前記ロボットの接地間隔の高さの障害物を克服することができる）。
【０１３１】
図４５の断面図に示される前記後部スキージ１００６は約１ｍｍの厚さ（ここで述べられ
るとおりのその他の寸法を伴う）であり、垂直に配置され、前記作業幅、平パネルよりも
薄く同様に前記作業幅に沿って伸びる逆Ｃ曲線屈曲部ループ１０１８、およびスナップ保
持機能１０１９（図４４で保持されて示される）に沿って伸びる平パネルを含む。作動位
置において、前記後部スキージ１００６は通常、前記スナップ保持要素１０１９と前記平
パネル１００６との間で曲がり、屈曲の大部分は前記Ｃ曲線屈曲部ループ１０１８の高さ
に沿って発生する。ヒンジまたは種々の材質などのその他の構造を前記柔軟要素として使
用することができ、この専門用語に含まれると考えられる。図４２に示されるとおりに、
前記後部スキージ１００６は、前記真空槽内の最上部以上まで伸びるよう形成することが
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できる。貫通孔が後部上スキージ材質において形成または作成される場合、前記後部スキ
ージ全体は、前記清掃ヘッドカートリッジが前記ロボットに合わさる際に前記弾力性後部
スキージ材質が前記真空導管組織と密接に接触すると、スキージおよび前記湿式真空槽１
０１６の最上部の湿式真空口用の密封の両方の役目を果たすことができる。その他の状況
において、前記後部スキージ１００６が前記後部スキージ１００６の上部の全てまたは一
部とは異なる材質から形成される場合、または前記後部スキージ１００６が前記真空槽の
最上部または周囲にまで伸びない場合、代替的な密封が提供され得る。
【０１３２】
一般に、図４４は動作位置を示し、前記後部スキージ１００６が後ろに曲がり、両屈曲部
が前記スキージの組合せの屈曲を可能にするよう位置付けられている。前記後部スキージ
１００６は平面底を有する平パネル壁（およびここで述べられるとおりの代替案）として
形成されるが、前記正面スキージ１００４によって後ろに曲げられる際の動作位置におい
て、前記壁および壁底の端は、前記平面底よりもむしろ地面に接触する。接触力、面積、
角、平面性、およびこの接触の端外形は前記清掃要素の引きずりの大きな一因となり、こ
こで述べられるとおりに、平面またはでこぼこした表面上の水のスキージでの拭き取りを
なお可能にしながら、十分に低いレベルの引きずりを維持してけん引を可能とするもので
ある。
【０１３３】
記述されているように１つのスキージは、分解および清掃しやすいように前後を分割して
いる。これは、使用者が前記スキージの前後の部分および付随する真空槽を容易に取り外
すことを可能にし、時折前記真空発生器の通り道にある障害物または妨害物を用意に排除
することを可能にする。たとえば、使用者が前記清掃ヘッドをさらに徹底的に清掃および
消毒するために食器洗い機に入れることも可能である。しかしながら、前記スキージは、
前記ロボットが同じ場所または曲がり角で回転すると同様に左右に選択的に分割すること
ができる。前記スキージは、片側が後ろに曲がり、その一方の側が前に曲がる構造である
と推測できる。後方から前方まで曲がるスイッチのポイントは、事実上固体柱として動作
し、それを高度に集め、可動性を妨げることができる。前記スキージの中心で分割するこ
とにより、この傾向は、軽減または除去され、可動性を増強することができる。
【０１３４】
図１０を参照にすると、前記スクラブモジュール６００は、別々のサブシステムで構成さ
れ、前記ロボット筐体から取り外し可能である。前記スクラブモジュール６００は、前記
支援要素を含み、前記下枠要素６３４およびはめ合わせ上枠要素６３６により構成される
成形された２部分の枠を備える。前記下および上枠要素は、その中に回転可能なスクラブ
ブラシアセンブリ６０４を内蔵し、前記筺体に対して回転するために支持するように形成
されている。前記下および上枠要素６３４と６３６は、ヒンジで連結された取り付け処理
によりその前端で一緒に装着されている。それぞれの枠要素６３４と６３６は、複数の交
差ヒンジ要素６３８を含み、ヒンジで連結された接続を形成するためにその中にヒンジ棒
６４０を受け入れる。もちろん、その他のヒンジで動くようにする処置は、使用可能であ
る。前記下および上枠要素６３４と６３６は、縦方向の穴を形成し、その中に前記回転ス
クラブブラシアセンブリ６０４を確保し、前記スクラブモジュール６００は、前記ロボッ
ト１００から取り外される場合、使用者により開くことができる。その後、前記使用者は
、前記回転スクラブブラシアセンブリ６０４を取替え、または詰まりを解消するために前
記枠から取り外すことが可能である。
【０１３５】
前記回転スクラブブラシアセンブリ６０４は、円筒型の剛毛保持具６１８を備え、ガラス
充てんのＡＢＳプラスチックまたはガラス充てんのナイロンで形成される市販の軸など固
体要素で形成することができる。選択的に、前記剛毛保持具６１８は、成形軸を通じて形
成された縦方向の穴を通じて挿入される中心支持軸６４２を伴い成形軸を備える。中心支
持軸６４２は、前記剛毛保持具６１８と中心支持軸６４２を一緒に固定して接続するため
に圧入またはその他の適切な接続手段により装着することが可能である。前記中心支持軸
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６４２は、ブラシアセンブリ６０４を強化するために提供され、故に、約１０～１５ｍｍ
（０．４～０．６インチ）の直径を有するステンレス製の棒などの固い材料から形成され
る。前記中心支持軸６４２は、十分な剛性を伴い形成され、円筒型のブラシ保持具の過度
の屈曲を妨げる。さらに、通常使用時に腐食および／または摩耗に耐えるように前記中心
支持軸６４２を構成することができる。
【０１３６】
ここに記載されるように電動ブラシが使用される。ブラシ自体は、前記清浄ヘッドから容
易に取り外し可能である。このことにより、前記清浄ヘッド全体を取り外すことなく、異
なるブラシに交換可能になる。本発明は、板張りの床、グラウト材のライン、段差のある
床に対する異なる物理的構造（例えば、狭い剛毛の間隔、緩い、固い剛毛のワイパーおよ
び剛毛等）を有するブラシ一式を意図するものである。それぞれの剛毛の房は、異なる数
および種類の剛毛で構成することができる。前記房のサイズおよび剛毛の構成は、その清
掃能力、エネルギー消費、および異なる床の質感および流体管理を処理する能力に影響を
及ぼす。外側角で前記房の設定は、ブラシの中心の端を越えて清掃することを可能にし、
正接角で前記房の設定は、剛毛の先端がさらに強烈に床を打ち、ひび／グラウト材のライ
ンのより深いところを清掃することが可能である。
【０１３７】
前記剛毛保持具６１８は、前記スクラブブラシアセンブリ６０４の回転軸とともに埋め込
み、または別に垂直に形成された複数の剛毛受け入れ穴６２０に組み込まれている。剛毛
受け入れ穴６２０は、スクラブ剛毛６１６の塊で満たされ、その中に接着または別の方法
で装着している。ある実施例では、２つのらせんパターンの受け入れ穴６２０は、前記剛
毛６１６で装着している。第一のらせんパターンは、第一塊６２２と第二塊６２４を有し
、それに続く剛毛の塊は、外径の保持具周辺にらせん通路６２６に続く。第二のらせんパ
ターン６２８は、前記塊６２２に実質上、正反対に対応する第一クランプ６３０から始ま
る。それぞれの剛毛塊のパターンは、清浄幅を通過する異なる点に接触するために前記剛
毛保持具の縦軸に沿って補われている。しかしながら、パターンは、前記剛毛保持具６１
８のそれぞれの全回転に伴い、全清掃幅を磨くように配置されている。さらに、前記パタ
ーンは、前記スクラブブラシアセンブリ６０４にかかる加圧能力、およびスクラブブラシ
アセンブリ６４０を回転するのに必要される回転力を削減するために、同時に清掃面で少
数の剛毛塊のみ（例、２つ）十分に接触するように配列されている。もちろん、異なる剛
毛パターン、材質および挿入角を持つその他のスクラブブラシ構成は、使用可能である。
特に、前記スクラブ要素の右端で剛毛は、ある角度で挿入され、壁端付近を清掃するため
に前記ロボットの右端に向かってさらに前記スクラブブラシの清掃動作を長く延長するこ
とができる。
【０１３８】
前記スクラブブラシアセンブリ６０４は、図１３で図式的に示されるスクラブブラシ回転
駆動モジュール６０６と連結する。前記スクラブブラシ回転駆動モジュール６０６は、直
流ブラシ回転駆動モーター６０８を含み、モータードライバー６５０により定角速度で駆
動される。前記モータードライバー６５０は、電圧および直流電流レベルで前記モーター
６０８を起動するように設定され、回転ブラシアセンブリ６０４の好ましい角速度を提供
し、それは実施例において、約１，５００ＲＰＭであり、最小値は約５００ＲＰＭで最大
値約３，０００ＲＰＭが検討される。前記駆動モーター６０８は、機械伝動６１０に連結
され、駆動トルクを増加させ、前記筐体２００の上側に位置する前記駆動モーター６０８
から前記筐体２００の下側に位置する前記スクラブブラシアセンブリ６０４の回転軸まで
回転駆動軸を移動させる。駆動連結器６４２は、前記機械伝動６１０から伸びて、その左
端で前記回転スクラブブラシアセンブリ６０４と結合する。前記スクラバモジュール６０
０を前記空洞６０２へ滑るように動かす動作は、前記回転スクラブブラシアセンブリ６０
４の左端を前記駆動連結器６４２で連結する。前記回転スクラブブラシアセンブリ６０４
の連結は、その左端を所望の回転軸で結び、回転のために左端を支持し、左端に回転駆動
力を提供する。前記ブラシアセンブリ６０４の右端は、ブラシまたはその他の回転支持要
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素６４３を含み、前記モジュール枠要素６３４、６３６上に備えられる座面と接合させる
。
【０１３９】
前記スクラバモジュール６００は、成形右端要素６４４を含み、破片やスプレーがモジュ
ールから漏れるのを防ぐためにモジュールの右端を取り囲む。前記右端要素６４４は、そ
の外面上で終了し、前記ロボット１００の隣接した外部表面の形式および型で一体化する
。前記下枠要素６３４は、前記塗抹ブラシ６１２をその前縁に装着および前記スキージ６
３０をその後縁に装着するために取り付け機能を提供するために設定される。中枢掛け金
要素６４６は、図１０に示され、前記空洞６３２に正確に装着される場合、その動作位置
において、前記スクラバモジュール６００に掛け金をするために使用される。前記掛け金
６４６は、前記筺体２００の上側に備えられる取り付け機能に付いて、ねじりスプリング
６４８により閉鎖位置にバイアスをかけられる。掛け金つめ６４９は、前記筺体２００を
通り、前記上枠６３６に形成されるフック要素をつかむ。前記水洗いモジュール６００の
構造要素は、ポリカーボネート、ＡＢＳ、またはその他の材質または材質の合成などの適
切なプラスチック材質から成形することができる。特に、これらは、前記下枠６３４、前
記上枠６３６、前記右端要素６４４、および前記掛け金６４６を含む。
【０１４０】
（換気サブシステムまたは真空発生器および送風器のアセンブリ）
図１４は、乾湿真空モジュール５００と、ロボット１００の清掃要素とのインターフェー
スの模式図を表す。乾湿真空モジュール５００は、清掃表面から遊離した粒子状物質を吸
引する第一の回収装置と、清掃表面から廃液を吸引する第二の回収装置とに接合する。ま
た、乾湿真空モジュール５００は、筐体２００に取り付けられた統合洗浄液貯蔵容器８０
０にも接合して、遊離した粒子状物質と廃液をその中に収容した１つ以上の廃棄物容器に
入れられる。
【０１４１】
図１４と１５を参照すると、乾湿真空モジュール５００は、単独のファンアセンブリ５０
２を備えるが、本発明から逸脱することなく、２つ以上のファンを使用することが可能で
ある。ファンアセンブリ５０２は、固定された枠５０６とそこから伸びる回転シャフト５
０８を持つ回転ファンのモーター５０４を含む。固定モーター枠５０６は、ねじ部品など
により、後方シュラウド５１０の外部表面でファンアセンブリ５０２に取り付けられる。
モーターシャフト５０８は、後方シュラウド５１０を通って伸び、ファンのインペラー５
１２をモーターシャフト５０８と回転させるように、ファンのインペラー５１２は圧入ま
たは別の適切な取り付け方法により、モーターのシャフト５０８に取り付けられる。前方
シュラウド５１４は、前方と後方のシュラウドの間に形成される隙間の空洞にファンのイ
ンペラー５１２を収容するために、後方シュラウド５１０に連結する。ファンの前方シュ
ラウド５１４は、そこに一体形成され、モーターのシャフト５０８とインペラー５１２の
回転軸と実質的に同軸に配置される円状の空気取入口５１６を含む。前方および後方シュ
ラウドは共にファンアセンブリ５０２の遠位半径方向端の空気排出口５１８を形成する。
【０１４２】
ファンのインペラー５１２は、一般的に、その中央の回転軸の周囲に配置される複数のブ
レード要素を備え、インペラー７１８が回転すると、その回転軸にそって内側へ空気を軸
方向に吸引して外側へ空気を排出するように構成される。インペラー５１２の回転は、そ
の入力側に負圧域、または真空を、その出力側に正圧域を作る。ファンモーター７１０は
、例えば、１４，０００ＲＰＭなど、実質的に一定の回転速度でインペラー７１５を回転
するように構成され、真空掃除機または湿式真空掃除機の従来のファンよりも高い気流速
度を生成する。ファンの構成に依存して、約１，０００ＲＰＭまでの低い速度と約２５，
０００ＲＰＭまでの高い速度が想定される。フライホイールは、特に、ファンがロボット
の重心近くに位置する場合、ファンのインペラー７１５と同心にできる。
【０１４３】
ファンの気流速度は、自由大気においては約６０～１００ＣＦＭで、この流速のおよそ６
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０％がロボットの湿式真空発生器部分専用になるので、ロボットにおいては約６０ＣＦＭ
の範囲にできる。このパーセントは、ユーザーにより手動で、あるいは、製造中のいずれ
かで、調整可能である。湿式と乾式真空システムの間で流速を調整することにより、ユー
ザーは、一定の用途の特定のニーズにユーザーが対応するように構成できるようになる。
さらに、多段階のファン設計は気流速度は同じであるが、静圧と速度が高くなる可能性が
あるので、気流を維持することに役立つ。また、速度が速くなると、機器は乾燥した粒子
状物質を取り込んで、液体を持ち上げて、引き込むことが可能にもなる。スキージの複数
のリブやチャネルは、粒子状物質を取り込むために局部的な高速領域を作成するのに役立
つ。ある実施例では、合計断面積は、湿潤および乾燥真空（スキージと吸引口）それぞれ
に対して１８０平方ｍｍである。
【０１４４】
図２４と２５に示されているように、インペラー５１２の一例は、中に形成されたハブま
たはノーズがある床板５１２ａと、中に形成されたインデューサー５１２ｃとエクスデュ
ーサー５１２ｄのある羽根アセンブリ５１２ｂから組み立てられた２段階のファンである
。図２４に示されているように、インデューサー５１２ｃは、前方にカーブした注入口ブ
レードを含むが、これは、インデューサーを使用しないファンの設計に比べて、流速と効
率性を高める。エクスデューサーのブレードは、後方に延びて、遠心流の一員となる。ま
た、図２４に示されるように、サイズを特定した平衡ピン５１２ｅは、羽根アセンブリ５
１２ｂのリム周辺に一定角度の間隔で配置される。このピンは、プラスチック製ファンの
１４，０００ＲＰＭ操作を持続するために設計されたファンアセンブリとしてバランスす
るために、物質の除去を支援するために使用される。床板５１２ｂと羽根アセンブリ５１
２ｂは、樹脂またはプラスチックから形成され、さまざまな凹凸や密度のばらつきがある
。床板５１２ｂと羽根アセンブリ５１２ｂが組み立てられた後、インペラーをバランスさ
せるために、平衡機器を使用して、特定の位置で削除するピンの本数を特定する。図１５
と２６に示されているように、インペラー５１２は、前方と後方のシュラウド５１２、５
１４から形成されるスクロール内に配置される。スクロールは、乾式真空システムの「送
風」部分で使用するための静圧回復と気流回収のためである。図２６に示されているよう
に、前方のスクロール５１４と後方のスクロール５１０はインペラー５１２を固定するた
めに組み立てられて、シール５１６がインペラー５１２のインデューサーの終端を密封す
る。インペラー５１２は、湿式と乾式の真空発生器部分に真空を提供し、出力の一部分は
、乾式真空発生器部分に空気噴出を提供するように分割される。分岐口５１５は、後方の
ダクト５１７ｂを使用して、出力の気流の少量部分を分離するが、ほとんどの出力気流は
、排気ダクトとマフラーから排気される。図２６に示されているように、ファンのモータ
ー５０４のための回路板５０４ａがファンのモーター近くに配置される。この回路板は、
本明細書で検討する構造により、耐水または防水の状態にできる回路である。
【０１４５】
図２４～２６で示される送風機では、スクロール設計は、同じパッケージサイズを維持し
ながら、スクロール量を全く失わずに３０パーセント大きいインペラーを可能にするため
に、それ自体に折り重なる。インデューサーは、流入量専用のファンブレードの部分であ
る。代わりにまたはそれに加えて、さまざまなシステムの状況において性能を最適化させ
るために、送風機の排気口が吸引口の流入量にバランスするように、受動または能動のバ
イパスシステム（例えば、調速機に羽根、または電動式作動装置に羽根）が提供され得る
。代わりにまたはそれに加えて、「堀」（つまり、チャネルまたは壁）は、インペラーの
前で、水がインペラーに浸入することを防ぐ。空気処置のために使用されるインペラーは
、かなりの速度でシステム内で空気を移動させるので、汚水タンクから取り出された水は
、インペラーを通って床に戻すことが可能である。堀は、これが発生しないように、ある
いは制限するために設計されている。
【０１４６】
図に示されているように、主要排気口は、清掃ヘッドと同一線上にある。つまり、清掃ヘ
ッドはロボットの優位側の端まで伸びるが、ロボットの半径の清掃ヘッド側の、ロボット
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の１／５までの空間が保護される。上記のように、清掃ヘッドのギアトレインおよび／ま
たはモーターにより作動するブラシまたはワイパーは、この空間に配置することができる
。さらに、主要排気口はこの空間に配置できる。かなり強力な（湿式と乾式の真空発生器
の排気口のほとんどであり、乾式真空発生器内の破片を送風するためには一部だけが使用
される）主要排気口を清掃ヘッドと同一線上に配置することにより、非優位側で、ロボッ
トの周囲から遠い所に洗浄液を塗布する、ブラシをかける、および／または拭くことを防
ぐ。さらに、カートリッジの枠の内部が乾燥していることは清掃ヘッドの特徴であるので
（液体生成機器には一切接続されず、一般的に湿気に対しては密封される）、清掃ヘッド
のカートリッジを取り外すと、ユーザーには清掃ヘッドを取り扱う場合に乾燥面が向けら
れる。また、排気口は、乾燥を支援するために、清掃ヘッドの後ろ側にも配置できる。こ
のような場合、排気は、適切なダクトやチャネルにより広がる可能性がある。
【０１４７】
図１４に模式的に示されているように、閉じられた空気ダクトまたは導管５５２は、ファ
ン枠出口５１８と第一の清掃域Ａの空気噴出口５５４の間を接続し、高圧の空気を空気噴
出口５５４に供給する。第一の清掃域Ａの反対側には、閉じられた空気ダクトまたは導管
５５８が空気取入口５５６を容器取入開口５５７で統合液体貯蔵容器モジュール８００に
接続する。統合貯蔵容器またはタンク８００と一体になった導管８３２は、以下の詳細の
ように、容器取入開口５５７を空気溜り５６２により接続する。空気溜り５６２は、そこ
に接続される複数の空気ダクトを受け取るための結合場所を備える。空気溜り５６２は、
統合液体貯蔵容器またはタンクモジュール８００の廃液貯蔵容器部分の上に配置する。空
気溜り５６２と廃液貯蔵容器は、空気取入口５５６により吸引された遊離粒子状物質を、
廃棄物容器に入れるように構成される。空気溜り６５２は、ファンアセンブリと容器の空
気排出開口５６６の間で接続され、導管５６４（非表示）を備えている閉じられた空気ダ
クトまたは導管を経由して、ファン取入口５１６と、液中で連通している。容器の空気排
出開口５６６は、統合液体貯蔵タンクモジュール８００内に組み入れられる空気導管８３
０により、空気溜り５６２に、流動的に接続される。ファンのインペラー５１２の回転に
より、空気溜り５６０の内側には負圧または真空が生成される。空気溜り５６０内に生成
された負圧は、空気取り出し口５５６から、空気と遊離した粒子状物質を吸引する。
【０１４８】
図１４に模式的にさらに示されているように、一組の閉じた空気ダクトまたは導管６６６
は、第二の正常域Ｂのスクラブモジュール６００と接合する。図１０に断面図が示されて
いる空気導管６６６は、統合液体容器モジュール８００から下方へ伸びている外部の管を
備える。この外部の管６６６は、スクラバモジュールの上の枠のガスケット６７０に挿入
されている。
【０１４９】
図１４に示されているように、導管８３４と８３６は、それぞれ、外部の管６６６を空気
溜り６５２に流動的に接続する。空気溜り６５２内で生成された負圧は、導管８３４、８
３６および６６６を経由して、真空槽６６４から空気を吸引して、真空槽６６４から廃液
回収容積６７４まで通過する吸引口６６８を経由して、清掃面から廃液を吸引する。廃液
は、空気溜り５６２に吸引されて、廃液貯蔵容器に入れられる。
【０１５０】
もちろん、本発明から逸脱することなく、その他の湿潤乾燥真空構成が想定される。ある
例では、第一のファンアセンブリは、第一の清掃域から遊離した粒子状物質を回収して、
第一の廃棄物容器またはタンクに遊離粒子状物質を入れるように構成できる。さらに、第
二のファンアセンブリは、第二の清掃域から廃液を回収して、第二の廃棄物容器またはタ
ンクに廃液を入れるように構成できる。統合液体貯蔵タンク
統合液体貯蔵容器モジュール８００の要素は図１、１２、１４、１６および１７に示され
る。図１６を参照すると、統合液体貯蔵容器８００は、少なくとも２つの液体貯蔵容器ま
たはタンク部分で形成される。１つの容器部分は廃棄物容器部分を備え、第二の容器部分
は洗浄液貯蔵容器またはタンク部分を備える。本発明の別の実施例では、２つの貯蔵容器
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は、筐体２００に取り付けられるとともに、ユーザーが、廃棄物容器部分を空にして、洗
浄液容器部分に充填するために、筐体から取り外し可能になるように構成された統合ユニ
ットとして形成される。代わりの実施例では、統合貯蔵容器は、ロボット１００が洗浄液
や廃棄物をロボット１００からおよびロボット１００に移し替えるために構成されたベー
ス基地にドッキングすると、自律的に充填および空にすることが可能である。洗浄液容器
部分Ｓは、洗浄液の供給分を入れるための密封供給タンクを備える。廃棄物容器部分Ｗは
、第一の回収装置により回収された遊離した粒子状物質を保管するための、および、第二
の回収装置により回収された廃液を保管するための、密封廃棄物タンクを備える。
【０１５１】
廃棄物タンクＤ（または区画Ｄ）は、底表面８０４と形成された第一の成形プラスチック
要素と、底表面８０４から概して直角に配置された統合形成された外壁８０６と、を備え
る。底表面８０４は、筐体２００上で使用可能な空間に応じるため、および、筐体２００
に統合液体貯蔵容器またはタンクモジュール８００を置くために使用される戻り止め領域
１６４を提供するために、さまざまな輪郭で形成される。戻り止め１６４は、筐体２００
に取り付けられ、以下で解説される、ヒンジ要素２０２上に形成された対応する配列レー
ル２０８と接合する一組の溝８０８を含む。外壁８０６は、その他のロボットの外部表面
のスタイルや形式に合わせて、色づけ、および形成された塗装外部表面８１０を含む。ま
た、廃棄物タンクＤは、そこに枠付けされたタンクのレベルセンサーを含むことができ、
廃棄物タンクＤ（または区画Ｄ）がいっぱいになると、タンクレベルの信号をマスター制
御装置３００に通信するように構成することができる。レベルセンサーは、タンクの内側
に配置されて、互いに別になった一組の導電性電極を備えることができる。測定回路は、
タンク外側から電極間に電位差を加える。タンクが空の場合、電極間には電流が流れない
。しかし、両方の電極が廃液に漬かっていれば、廃液を通じて一方の電極から他の電極へ
と電流が流れる。従って、電極は、タンク内の液体レベルを感知するために、タンクに置
かれ得る。
【０１５２】
洗浄液貯蔵容器またはタンクＳは、一部、第二の成形プラスチック要素８１２により形成
される。第二の成形要素８１２は、一般的に、断面図では円状であり、上下面の間で実質
的に均一な厚さで形成される。要素８１２は、廃棄容器の外壁８１０と対になり、廃棄物
容器、区画、またはタンクＤを密封するために接着あるいはそうでなければ取り付けられ
る。空気溜り５６２は、第二の成形要素８１２に組み入れられて、清掃ロボットが操作中
、廃棄物容器、タンクＤ（または区画Ｄ）の縦に上方向に配置される。また、空気溜り５
６２は、別の成形要素をも備え得る。
【０１５３】
第二の成形要素８１２は、洗浄液の供給分を入れるための第二の容器部分を提供するよう
に成形される。第二の容器部分は、一部、一般的に縦に上方向に配置された一体に形成さ
れた第一の外壁８１６を持つ、下方へ傾いた前方部分により形成される。第一の外壁８１
６は、液体貯蔵容器Ｓを取り囲む外壁の第一の部分を形成する。成形要素８１２は、筐体
２００上の使用可能な空間に合わせるために、さらに成形される。また、成形要素８１２
は、第一の清掃域空気導管５５８と接合するために、容器の空気取入開口８４０をも含む
。また、成形要素８１２は、導管５６４からファンアセンブリ５０２と接合するために、
容器の空気排出開口８３８をも含む。
【０１５４】
成形カバーアセンブリ８１８は、成形要素８１２に取り付けられる。カバーアセンブリ８
１８は、そこに形成された供給タンク外壁の第二の部分を含み、供給タンクの囲いの上の
壁８２４を提供する。カバーアセンブリ８１８は、第一の外壁部分８１６と、成形要素８
１４のその他の表面に取り付けて、供給容器Ｓを密封するためにそこに接着、または、そ
うでなければ取り付けられる。供給容器Ｓは、そこに取り付けられた、タンクの空センサ
ーを含むことができ、上のタンクが空になると、タンクの空信号をマスター制御装置３０
０に通信するように構成できる。
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【０１５５】
カバーアセンブリ８１８は、塗装された外部表面８２０、８２２および８２４を持つ成形
プラスチックカバー要素を備える。塗装された外部表面は、その他のロボットの外部表面
のスタイルや形式に合わせて塗装され、従って、適切に色づけおよび／またはスタイルに
できる。カバーアセンブリ８１８は、それぞれ、廃棄物容器タンクＤと、供給容器Ｓへの
ユーザーアクセス口１６６、１６８を含む。また、カバーアセンブリ８１８は、そこに取
り付けられて、筐体２００から統合溶液貯蔵タンク８００のラッチを外すために、または
、ロボット１００全体を持ち上げるために、操作可能なハンドル１６２とハンドルピボッ
ト要素１６３をも含む。
【０１５６】
本発明に従い、空気溜り５６２と、空気導管８３０、８３２、８３４および８３６のそれ
ぞれは、洗浄液供給容器Ｓの内側にあり、これらの要素それぞれの内部接続は、洗浄液や
廃棄物が一緒に混合されることを防ぐために、流体および気体密封される。空気溜り５６
２は、廃棄物容器、区画、またはタンクＤの上部で縦に形成されるので、空気溜り５６２
に吸引された廃液や遊離した粒子状物質は、重力の力により、廃棄物タンクＤ（または区
画Ｄ）に落下する。空気溜りの側表面８２８は、空気溜り５６２をそこと接合した４つの
閉じた空気導管と内部接続するために、そこを通って形成される４つの開口を含む。４つ
の閉じた空気導管８３０、８３２、８３４および８３６のそれぞれは、適切な対の開口と
接合するように構成された、終端で形成される成形プラスチック管要素を備え得る。
【０１５７】
図１６に示されているように、容器の空気排出開口８３８は、一般的に、長方形で、容器
の空気排出開口８３８と空気溜り５６２を接続している導管８３０は、一般的に、長方形
の終わりの形をなす。この構成は、そこに関連付けられたエアフィルタを受け取るための
大型の排出開口８３８を提供する。エアフィルタは、ファンアセンブリ５０２により吸引
された空気をフィルタするために、ファン取入導管５６４に取り付けられる。統合貯蔵タ
ンク８００がロボットから取り外されても、エアフィルタは、空気導管５６４に取り付け
られたままで、必要に応じて、清掃または置換のために取り付けたまま、または取り外し
て清掃できる。エアフィルタと容器排出開口８３８の領域は、フィルタを通過する気流の
約５０％以上がその内部に滞留する破片によりブロックされた場合でも、湿式と乾式の真
空発生器システムを操作できるように十分大きく形成される。
【０１５８】
図２７は、図１６と同様に、統合されたタンクの要素を表示している第二の略分解等角図
を表す。図２７は、図３と同じまたは類似の要素を多数表す。次の説明では、一部別の用
語が使用される。図２７に示されている要素は、ハンドル、空気溜り８３０や管８３２、
８３４、８３６を含む連結管（この実施例では、空気溜りと気流導管はすべて不可欠であ
る。その他の実施例では、気流導管はゴムのガイド管に置き換えられる）、ポンプフィル
タおよび磁気リードである。図２７は、廃棄物タンクのタンクキャップに類似した、清浄
タンク用のＤの形状をした柔軟なゴム製タンクキャップを示す（これらのゴム製タンクキ
ャップは、図２７に表されているように、区画につながる管の形により変化する内部の円
形シール、タンクのフタに一致するレシーバーを持つＤの形状の外側部分を含む）。タン
クが、Ｕ字形のホルダーまたはピボットクランプに入れられると、ホルダーは、Ｄの形状
の柔軟なゴム製のタンクキャップ両方を締めたままにすることを補助できる。また、この
図は、タンクの底（廃棄区画を形成する）、タンクの中間、およびタンクの上（清浄区画
を形成する）も表す。示されているように、乾式および／または湿式の真空発生器用の空
気溜りおよび／または導管は、清浄タンクを通って伸びる。一般的に、大型機器は真空お
よび／またはその他の気流導管を清浄水または汚水のタンクの外側に配置する空間がある
ので、これは大型の機器では見られない。代わりに、真空発生器の導管の一部だけを清浄
水タンクを通って伸ばすことが可能である（例えば、湿式のみ、乾式のみ、１つの湿式と
１つの乾式）。または、導管の一部または全部を汚水タンクを通って伸ばすことが可能で
ある。代わりに、１つ以上の導管を両方のタンクを通って伸ばすことが可能である。また
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さらに代わりに、導管は別の層に形成することが可能である。つまり、２つのタンクの中
間板の間に挟むことが可能である。また、図２７は、タンクの上部を、タンク上部からタ
ンクの中間を通過して、汚水区画まで通過している管を密封するためのＯリングも表す。
図２８～３０は、統合タンク５９２内の密封フラップ５９８、翼、泡／気流壁、およびボ
ール５９４を示す。図３１は、統合タンク５９２内の泡ブロック壁の等角図である。
【０１５９】
図２８～３０は、統合タンク５９２内の密封フラップ５９８、翼、泡／気流壁、およびボ
ール５９４を示す。図３１は、統合タンク５９２内の泡ブロック壁の等角図である。
【０１６０】
図２７に示されているように、空気溜りの底にある開口５６２ａ（この実施例では、「底
」は操作方向を指す）は、粒子状物質と廃液が、廃棄物タンクＤに落下することを許す。
図１６Ａに示されているように、この開口は比較的大きい。タンクまたはロボットが、持
ち上げられて操作方向を離れると、回収された廃棄物が、ファンに入ること、または、廃
棄物タンクがユーザーまたは床をぬらすことを防止するために、回収された廃棄物は廃棄
物タンクＤに保存されなければならない。図２８～３０に示されているように、ヒンジの
フラップ５９８は、開口５６２ａを密封するために提供される。
【０１６１】
ヒンジフラップ５９８は、開口５６２ａの片面にヒンジで動いて、下に開く。つまり、ロ
ボットが動作すると、フラップ５９８は開いたままで、廃棄物が廃棄物タンクＤに入るこ
とを許可する。しかしながら、気流がファンアセンブリ５０２の真空側に向かって、フラ
ップ５９８を越えて通過すると、フラップ５９８の上に低圧域が作り出されて（ベンチュ
リ／ベルヌーイ効果）、ある動作状態ではフラップと持ち上げたり、閉じたりできるよう
になる。空気溜り５６２内のフラップ５９８に取り付けられた翼５９６は、この気流に導
かれて、翼５９６の下向きの力の効果がベンチュリ効果を支配するので、かなりの気流が
ある場合はいつでもフラップ５９８は開いたままになる。翼５９６は、Ｔアセンブリの飛
行機の尾翼に似て、縦のフィン５９６ｂの上に取り付けられた一般的に水平な（および一
定の実施例では、上向きに反った）翼５９６ａとして形作られる。翼５９６は、ロボット
の動作中、下向きの力、またはフラップを開く力を作るような方向に反る。
【０１６２】
図２８～３０に示されているように、ヒンジフラップ５９８は、しかし、ボール５９４よ
り遠くに開くことは許されない。ボール５９４は、タンクまたはロボットが水平方向以外
、縦または部分的に縦方向（例えば、タンクだけまたはロボットが運ばれる場合）の方向
の動作から移動すると、フラップ５９８を閉じるために、フラップ５９８の下に提供され
る。代わりに、ボール５９４は、フラップ５９８が開口から所定の距離以上に動くことを
防ぐことができる。フラップ５９８の移動の角度に関わらず、ボール５９４とフラップ５
９８の配置は、適切なタイミングでフラップ５９８の開閉を提供する。下方に開く上の円
錐５９８ａは、ヒンジフラップの底内に形成され、上方に開く下の円錐５９２は廃棄物タ
ンクＤ内に形成される。各円錐の壁は、水平方向から４５度未満で、下の円錐５９２の壁
は、上の円錐５９８ａの壁よりも浅く、水平方向から３０度未満である。通常の動作方向
においては、ボール５９４は下の円錐５９２にあり、廃棄物は開口５６２ａを通過して、
ボール５９４周辺に落下する。タンクまたはロボットが水平方向以外の方向に移動すると
、ボール５９４は、浅い下の円錐５９２から外れて、上下の円錐の収束壁に沿って進み、
フラップ５９８上を押して、閉じる。開口５６２ａとフラップ５９８の周囲の一致する穴
のふちのシール５６２ｂ～５９８ａは、フラップ５９８がボール５９４によって閉じられ
たときに、廃棄物が廃棄物タンクＤから漏れることを防ぐ。
【０１６３】
しかしながら、縦のフィン５９６ｂの役目は、ただ翼５９６ａをサポートしているだけで
はない。縦のフィン５９６ｂは、フラップ５９８の長さよりもはるかに伸びる縦の壁を形
成する。この壁は、湿式真空導管８３２と乾式真空導管８３４、８３６の空気溜り５６２
への入り口で、または入り口近くで始まり、前述のように、実質的に空気溜り５６２の長
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さにわたるだけでなく、フラップ５９８の長さにわたって、乾式真空の空気流を湿式真空
の空気流から分離する。従って、粒子状物質は、廃棄物タンクＤに落下する間、一般的に
、乾燥したままになる傾向がある。乾燥側の気流は、空気溜りに入る湿潤側の気流よりも
速い速度で移動する。低速度側で泡を保つと、泡がタンクに移動しやすくなる。
【０１６４】
図２８～３０に示されるように、フラップ、ボール、翼の配置は、環境に応じて、フラッ
プ／開口を開閉するために、重力と既存の気流を使用する。また、一般的に、泥の堆積ま
たは回収問題を回避するので、さらに複雑な作動に逆に影響を与える可能性がある。この
組み合わせは、開口の閉じる部材（フラップ）、動作中フラップを開く手助けをする部材
（翼）、および、ロボットが非動作位置に移動するとフラップを閉じる手助けをする部材
（ボール）から構成される。ロボットは操作しないけれども水平のままにある場合、重力
が廃液漏れを防ぐので、フラップを閉じる必要がない場合がある。さらに、気流が停止後
、空気溜りの中の液体が廃棄物タンクに漏れるのを防ぐために、フラップを開いたままに
することには、ある利点が存在する。しかし、動作していない間、フラップを閉じたまま
にしなければならない場合は、その他の機械的手段（翼、ばね、ボールまたは錘など）が
、気流が停止するとすぐにフラップを閉じる可能性がある。例えば、操作中を除いてフラ
ップを閉じようとする部材も含まれる、あるいは、代わりに含まれるなどである。このよ
うなメカニズムが、動力源なしで、電気以外により作動することは、独立した電源供給を
必要とせず、フラップ、ボール、翼の組み合わせは、簡単で、頑丈で、および耐久性があ
ることに注意する。とにかく、電気および／または流体を動力源とした作動は、しかし、
翼、ボール、バネ（エラストマーを含む）および錘などの機械的機器の代わりに、あるい
はこれに追加して使用され得る。
【０１６５】
図３１に示されるように、フラップの適切な開閉を維持するための１つの特別な代わりの
技術は、操作中にフラップを引いて開けるあるいは開けることを許可する、および、タン
クまたはロボットが非水平方向に移動するとゆれてフラップを閉じるように、配置された
振り子または垂直な錘を採用する。振り子または垂直な錘は、フラップの底近くの位置か
ら自由に吊り下げることが可能、または、振り子の「シャフト」から角度に曲げられた比
較的硬い複数方向の腕または、「ハット」に取り付けることが可能であり、振り子は角の
周囲、好ましくは、腕がフラップに対して傾くことを許可する複数方向のボール、肩、ま
たは緩く連結された軸の周囲で、実質的にピボットする。適切な軸を提供する１つのサポ
ートは、円錐の先に小さい穴のある円錐形状であり、この円錐は下が開いていて、振り子
のシャフトは、円錐の先の穴の中で比較的緩やかである。ハットまたは腕がこの穴の上に
あり、錘が円錐の中で移動可能であれば、ロボットまたはタンクが水平位置から移動する
まで、アセンブリが腕を水平方向に保つ。この場合、振り子のシャフトは、穴と円錐の内
側で傾き、少なくともハットまたは腕の一部を、その後、フラップが閉じるように押す。
フラップは、適切な空間と自由な移動を許可するために、ハットに反って内側に曲がるハ
ットまたは腕の台座を含むことが可能である。振り子の錘は、腕またはハットをピボット
するので、ロボットまたはタンクが水平な場合には腕またはハットは実質的に水平である
（ロボットまたはタンクが水平な場合には、引っ張って開くまたは、比較的弾性のあるフ
ラップを開くように許可する）ので、ロボットまたはタンクが水平でない場合には少なく
とも１つの腕またはハットの一部が、台座に対してフラップを押す（縦または水平以外の
歩行の閉じた、比較的弾性のあるフラップを押す）。振り子の錘は、自由に移動しなけれ
ばならず、また、モーメントアームを長くするためにフラップからできるだけ遠くに配置
する（タンクの一番遠い壁に近似）ことができる。
【０１６６】
図３２は、統合タンクＤ内の泡ブロック壁５８０の等角図である。ここで、廃液タンクの
上部には廃液（ＷＴＦ）センサーが使用される。廃液センサーは導電性であり、廃液がタ
ンクの上部に達すると、区画の上部にある２つのワイヤ電極の間に電流が通過でき、ロボ
ットからは、廃液区画がいっぱいになったことを示す視覚的または聴覚的な信号が発信さ
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れる。しかしながら、清掃中は、洗浄液と清掃されているものに応じて、廃液区画には泡
が発生する場合があり、泡は電流を流すことができるので、廃液量のセンサーの読み取り
に誤検知を与える。泡は、廃液が開口または廃液区画への入り口に入る前またはその間に
生成される傾向がある。図３２に示されているように、廃液区画の分離された部分５７９
（１つまたは両方の電極がある場所）とタンクＤの残りの部分の間には壁が提供される。
壁５８０は、タンクＤの底に隙間または液の入り口５７８を含むが、これ以外は、電極槽
５７９を完璧に分離する壁であり、水が槽に簡単に浸入してから、その中にたまることが
できるために十分な気流がある。泡はメイン槽Ｄに存在する可能性があるが、一般的には
泡がないままであり、分離された電極層５７９には移動しない。従って、センサーは、一
般的に、この構成においては泡の存在を登録しない。
【０１６７】
図１６と２８に戻ると、それぞれの容器の開口８４０と８３８は、ガスケット（非表示）
で構成され、容器開口に対して外側に位置する。ガスケットは、容器アセンブリ８００と
導管５６４と５５８の間に実質的に気密シールを提供する。ある実施例では、ガスケット
は、統合液体供給容器８００が筐体２００から取り外されても、筐体２００に取り付けら
れたままである。容器アセンブリ８００がロボットの筐体の所定の場所にラッチされると
、シールが形成される。さらに、一部の容器開口は、ユーザーにより運搬される間に、容
器から液体が漏れる事を防ぐために、フラップシールなどを含むことができる。フラップ
のシールは、容器に取り付けられたままである。
【０１６８】
図２８は、空気の導管が柔軟な（例えば、エラストマー）管で空気溜りに接続されている
ことを示す。これらの管は、製造上のばらつきが生じる原因の一助となる。あるいは、解
説したように、空気溜りと導管のセット全体は、例えば、中空成形などのユニットとして
形成できる。あるいは、空気溜りと導管は、上下注入またはその他の成形ユニットを一致
することができる。
【０１６９】
このように、本発明に従い、ファンアセンブリ５０２は、空気導管５６４を空にする負圧
の真空を生成し、空気導管５６４の終端に位置するエアフィルタから空気を吸い取り、フ
ァン取入導管８３０と空気溜り５６２を空にする。空気溜り５６２内に生成された真空は
、底に接続された導管それぞれから空気を吸い取り、空気取入口５５６に近い遊離した粒
子状物質を吸引するとともに、空気導管８３４、８３６、６６６を経由、および、真空槽
６６４と吸引口６６８を経由して、清掃表面から廃液を吸い取る。遊離した粒子状物質と
廃液は、空気溜り５６２に吸い取られて、排気容器、区画、またはタンクＤに落下する。
【０１７０】
図１、３、１６および１７を参照すると、統合液体貯蔵容器またはタンク８００は、ヒン
ジ要素２０２により、ロボット筐体２００の上面に取り付けられる。ヒンジ要素２０２は
、その後部端でロボット筐体２００にピボットできるように取り付けられる。液体貯蔵容
器８００は、ユーザーによりロボット筐体２００から取り外し可能であり、ユーザーは、
清浄水と石鹸または洗剤など測定した量の洗浄液で洗浄液供給容器Ｓを満たすことができ
る。また、ユーザーは、廃液容器、区画またはタンクＤから廃液を出すことができ、必要
であれば廃液容器を洗い流すことができる。
【０１７１】
取り扱いを促進するために、統合液体貯蔵タンク８００は、ロボット１００の先端でカバ
ー組立８１８と統合された、ユーザーがつかむことができるハンドル１６２を含む。ハン
ドル１６２は、ヒンジ配置により、カバー組立８１８に取り付けられたピボット要素１６
３を含む。操作のあるモードでは、ユーザーは、ロボット１００全体を持ち上げるために
、ハンドル１６２をつかむことができる。好ましい実施例では、ロボット１００は、液体
を満たした場合、およそ３～５ｋｇ（６．６～１１パウンド）の重さがあり、ユーザーが
片手で簡単に運ぶことができる。
【０１７２】
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操作の第二のモードでは、ハンドル１６２は、筐体２００から統合タンク８００を取り外
すために使用される。このモードでは、ユーザーが、ハンドル１６２の後部端を押さえる
と、まず、ハンドルは下向きにピボットする。下向きのピボットの動作は、液体貯蔵容器
またはタンク８００の前方端をロボット筐体２００に取り付けている、ラッチのメカニズ
ム（非表示）を解放する。このラッチのメカニズムが外されると、ユーザーはハンドル１
６２をつかんで、縦上方向に持ち上げる。持ち上げる力がはたらくと、筐体２００の後方
タンにピボットするように取り付けられたヒンジ要素により、ピボット軸２０４の周りで
容器アセンブリ８００全体がピボットする。ヒンジ要素２０２は、筐体２００上の統合液
体貯蔵容器８００の後方端をサポートし、さらにハンドルを持ち上げると、ヒンジ要素２
０２が開く位置に回転して、筐体２００から容器アセンブリ８００の取り外しが促進され
る。開く位置では、液体容器８００の前方端は、さらにハンドル１６２を持ち上げるよう
に上にあがり、ヒンジ要素２０２による取り付けから液体貯蔵タンク８００を持ち上げて
、ロボット１００から分離する。
【０１７３】
図１７に表示されているように、統合液体貯蔵容器８００は、戻り止めエリア１６４を形
成する埋め込まれた後方の外面から形成される。この戻り止めエリア１６４は、ヒンジ要
素２０２の受け入れエリアに一致するように形成される。図３に表示されているように、
ヒンジ要素の受け入れエリアは、貯蔵容器またはタンクの戻り止めエリア１６４とかみ合
い、向かい合う上下の向かい合う壁２０４と２０６を持つクレバスのようなクレードルを
備える。戻り止めエリア１６４とヒンジ壁２０４と２０６の配置により、統合貯蔵容器８
００は、ロボット筐体２００と、容器の前方端を筐体２００の取り付けるために使用され
るラッチメカニズムと合わせる。特に、下の壁２０６は、戻り止めエリア１６４の底のシ
ュラウド上に形成される溝８０８と結合するように一致して形成された配列レール２０８
を含む。図３では、ヒンジ要素２０２は、貯蔵容器またはタンク８００の装着および取り
外しのために、完全に開いた位置までピボットされて示される。装着および取り外し位置
は、閉じた位置または操作中の位置からおよそ７５度回転しているが、その他の装着およ
び取り外し方向が想定される。装着および取り外し位置では、貯蔵容器の戻り止めエリア
１６４は、ヒンジ要素２０２のクレバスのようなクレードルに容易に取り付けまたは取り
外される。図１に示されているように、統合液体貯蔵タンク８００とヒンジ要素２０２は
、ロボット１００のその他の外面と滑らかかつスタイリッシュに統合する塗装外部表面を
提供するように構成される。さらに重要なことは、上記のように、ロボットが壁、廊下、
障害物または部屋の隅で見られるような鋭角または角がなければ自律的に操作できる一方
で、統合液体貯蔵タンクの内部保存量が最大になる。
【０１７４】
液体貯蔵容器またはタンク８００の上の面には戻り止めエリア１６４に２つのアクセス口
が提供される。これらは図１６と１７に示される。アクセス口は、液体貯蔵タンクアセン
ブリ８００がロボットの筐体２００にインストールされた場合、ヒンジ要素の上の壁２０
４により隠されるように、戻り止めエリア１６４に配置される。左のアクセス口１６６は
、ユーザーに空気溜り５６２からの廃液容器、区画またはタンクＤへのアクセスを提供す
る。右のアクセス口１６８は、ユーザーに洗浄液貯蔵容器Ｓへのアクセスを提供する。左
と右のアクセス口１６６、１６８は、あらかじめ区別可能であるように色づけまたはコー
ド化される場合がある、ユーザーが取り外し可能なタンクキャップにより密封される。
【０１７５】
（移動駆動システム９００）
好ましい実施例では、ロボット１００は、３点の運搬システム９００により、清掃してい
る面を移動するためにサポートされる。移動システム９００は、左側に一組の独立した背
面の移動駆動輪モジュール９０２と右側に９０４を備えて、清掃モジュールの後方で筐体
２００に取り付けられる。好ましい実施例では、後方の独立した駆動輪９０２と９０４は
、横軸１０８と実質的に平行な共通の駆動軸９０６の周囲で回転するためにサポートされ
る。しかしながら、各駆動輪が独自の駆動軸方向を持つように、各駆動輪は横軸１０８に
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対して方向を変えることができる。駆動輪モジュール９０２と９０４は、ロボットをどの
目的の方向にも進めるために、マスター制御装置３００により、独立して駆動され、制御
される。図３では、左の駆動モジュール９０２は、筐体２００の下側から突き出ているの
が示され、図４では右の駆動モジュール９０４が筐体２００の上面に取り付けられている
のが示される。好ましい実施例では、図３に示すように、左と右の駆動モジュール９０２
と９０４はそれぞれ、筐体２００にピボットするように取り付けられて、板バネ９０８に
より清掃面に接触するようになる。板バネ９０８は、後ろの駆動モジュールそれぞれに斜
めに取り付けられて、駆動輪が絶壁を越えて進む場合には清掃面に対して下方にピボット
するが、それ以外の場合には清掃面から持ち上げられる。各駆動輪に関連付けられた輪の
センサーは、輪が下にピボットするときを感知して、マスター制御装置３００に信号を送
信する。
【０１７６】
本発明の駆動輪は、特に、濡れたスベスベした表面上で操作するために構成される。図２
０に示されるように、特に、各駆動輪１１００は、駆動輪モジュール９０２と９０４に取
り付けられる、カップの形をした輪要素１１０２を備える。駆動輪モジュールは、運搬の
ために駆動輪を運転するための駆動モーターと駆動トレイン伝達装置を含む。また、駆動
輪モジュールは、清掃表面に関して輪のスリップを検出するためのセンサーも含み得る。
【０１７７】
カップの形をした車輪装置１１０２は、車輪の形状を維持することと、剛性を提供するた
めに、硬い成形されたプラスチックのような硬い材料から形成される。カップの形をした
車輪要素１１０２は、その上の円環状タイヤ要素１１０６を受け取るようにサイズが決め
られた外径１１０４を提供する。円環状タイヤ要素１１０６は、濡れた清掃面に接触する
ためと、濡れたスベスベした面上で静止摩擦を維持するために、滑り止めの、高い摩擦の
ある駆動面を提供するように構成される。
【０１７８】
ある実施例では、円環状タイヤ要素１１０６は、およそ３７ｍｍの内径１１０８を持ち、
外径１１０４にほぼ合うようにサイズが決められる。タイヤは、タイヤの内径１１０８と
外径１１０４の間の滑りを防ぐために、外径１１０４に接着され、テープ止めされ、ある
いは、干渉嵌めされる。タイヤの半径の厚み１１１０はおよそ３ｍｍである。タイヤの材
料は、チウラムジスルフィドブラックで安定化させたクロロプレンホモポリマーで、気泡
の大きさは０．１ｍｍ＋／－０．０２ｍｍに発泡させられ、密度は立方フィートあたり１
４～１６パウンド、または、立方フィートあたりおよそ１５パウンドである。タイヤは、
発泡後、約６９から７５ Ｓｈｏｒｅ ００の硬さがある。タイヤの材料は、Ｍｏｎｍｏｕ
ｔｈ Ｒｕｂｂｅｒ ａｎｄ Ｐｌａｓｔｉｃｓ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎにより販売され、
商品名はＤＵＲＡＦＯＡＭ ＤＫ５１５１ ＨＤである。
【０１７９】
特定の用途に応じて、例えば、ネオプレンとクロロプレンから製造されるもの、および、
その他の独立気泡ゴムスポンジ材料など、その他のタイヤの材料が想定される。ＰＶＣ（
ポリビニル・クロロイド）やＡＢＳ（アクリロニトリル・ブタジエン）（その他の抽出可
能物質、炭化水素、カーボンブラック、および灰などの使用の有無にかかわらず）タイヤ
も使用できる。さらに、寸断された泡構造のタイヤは、タイヤが清掃中の濡れた表面上を
駆動するときに、ある種のスキージのような機能を提供できる。ＲＵＢＡＴＥＸ Ｒ４１
１、Ｒ４２１、Ｒ４２８、Ｒ４５１およびＲ４２６１（Ｒｕｂａｔｅｘ Ｉｎｔｅｒｎａ
ｔｉｏｎａｌ， ＬＬＣによる製造販売）、ＥＮＳＯＬＩＴＥ（Ａｒｍａｃｅｌｌ ＬＬＣ
による製造販売）の商標名で販売されている材料から製造されたタイヤ、および、Ａｍｅ
ｒｉｃａｎ Ｃｏｎｖｅｒｔｅｒｓ／ＶＡＳ， Ｉｎｃ．により製造販売されている製品は
、上記のＤＵＲＡＦＯＡＭ ＤＫ５１５１ ＨＤの機能的な代替品ともなる。
【０１８０】
ある実施例において、タイヤは、例えば、ニトリルゴム（アクリロニトリル）、スチレン
ブタジエンゴム（ＳＢＲ）、エチレン・プロピレンゴム（ＥＰＤＭ）、シリコーンゴム、
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フッ化炭素ゴム、ラテックスゴム、シリコーンゴム、ブチルゴム、スチレンゴム、ポリブ
タジエンゴム、水素化ニトリルゴム（ＨＮＢＲ）、ネオプレン（ポリクロロプレン）およ
びその混合物など、天然ゴムおよび／または合成ゴムを材料を含むことができる。
【０１８１】
一定の実施例においては、タイヤ材料は、例えば、ポリアクリル酸（つまり、ポリアクリ
ロニトリルおよびポリメタクリル酸メチル（ＰＭＭＡ））、ポリクロロ炭素（つまりＰＶ
Ｃ）、ポリフッ化炭素（つまり、ポリテトラフッ化メチレン）、ポリオレフィン（つまり
、ポリエチレン、ポリプロピレンおよびポリブチレン）、ポリエステル（つまり、ポリエ
チレン・テレフタレートおよびポリブチレン・テレフタレート）、ポリカーボネート、ポ
リアミド、ポリイミド、ポリスルホンおよびこれらの混合物および／または共重合体など
、１つ以上のエラストマーを含むことができる。エラストマーは、ホモポリマー、共重合
体、ポリマー混合物、浸透網、化学的に加工されたポリマー、グラフト化ポリマー、表面
が被覆されたポリマーおよび／または表面処理済みポリマーを含むことができる。
【０１８２】
一定の実施例では、タイヤ材料は、カーボングラックやシリカのような補強剤、非補強充
填剤、硫黄、架橋剤、結合剤、粘土、ケイ酸塩、カルシウム炭酸塩、ワックス、油、抗酸
化物質（つまり、パラフェニレン・ジアミン・オゾン劣化防止剤（ＰＰＤＡ）、オクチレ
ート・ジフェニルアミン、およびポリメリック１，２－ジハイドロ－２，２，４－トリメ
チルキノリン）およびその他の添加剤など、１つ以上の充填材を含むことができる。
【０１８３】
一定の実施例では、タイヤの材料は、例えば、目的の静止摩擦、剛性、係数、硬度、引張
り強度、衝撃強度、密度、引裂強度、破裂エネルギー、亀裂抵抗、弾力性、動力学的特性
、折り曲げ強さ、磨耗抵抗、耐磨耗性、色の保留および／または化学抵抗（つまり、洗浄
液および清掃されている表面に存在する物質への抵抗、例えば、希酸、希アルカリ、油や
油脂、脂肪族炭化水素、芳香族炭化水素、ハロゲン化炭化水素および／またはアルコール
）などの有利な特性を持つように考案することができる。
【０１８４】
独立気泡タイヤの気泡のサイズは、静止摩擦、混入物質への抵抗、耐久力などそのほかの
要因において、機能に影響を与える可能性があることに注意する。およそ２０μｍからお
よそ４００μｍの範囲の気泡サイズは、ロボットの重さと清掃されている表面の条件に応
じて、満足できる性能を提供できる。特定の範囲は、およそ２０μｍから１２０μｍを含
み、平均の気泡の大きさは６０μｍで、さらに特定すると、さまざまな表面や混入物質の
条件において満足できる静止摩擦に対して、およそ２０μｍから４０μｍである。
【０１８５】
タイヤの幅は広いほうが静止摩擦を大きくできるが、一定の実施例では、タイヤの幅はお
よそ１３ｍｍである。厚さが４ｍｍから５ｍｍ、または、これ以上のタイヤは、静止摩擦
を高めるために利用できるが、上記のように、タイヤの厚さはおよそ３ｍｍである。およ
そ１－１／２ｍｍの薄いタイヤとおよそ４－１／２ｍｍの厚いタイヤは、ロボットの重さ
、操作速度、移動パターンおよび表面組織に応じて、利点を持つことができる。厚めのタ
イヤは、圧縮永久ひずみの影響を受けやすい。それにもかかわらず、清掃ロボットが重く
なると、大きいタイヤが好ましい場合がある。外形が丸いまたは四角い端のあるタイヤも
採用できる。
【０１８６】
静止摩擦を増加するには、タイヤの外径にサイプを入れることが可能である。サイプを入
れると、一般的に、（ａ）流体が流入するための空間を提供することにより、接合パッチ
から流体除去のための運搬距離を削減する、（ｂ）タイヤが床にもっと接するようにして
、トレッドの可動性を増加することにより、および（ｃ）流体の除去を支援するふき取り
メカニズムを提供することにより、静止摩擦が提供される。少なくとも１つの例では、「
サイプを入れた」という用語は、タイヤの外径に浅い溝１１１０のパターンを提供するた
めに、タイヤの材料を切断することを指す。ある実施例では、各溝の深さはおよそ１．５
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ｍｍで、幅はおよそ２０から３００ミクロンである。サイプを入れることは、タイヤのベ
ースは１／２ｍｍ未満までになり、例えば、４ｍｍの厚さのタイヤに３－１／２ｍｍのサ
イプが入る。溝のパターンは、実質的に等間隔が空けられた溝で、隣の溝との間にはおよ
そ２から２００ｍｍの空間がある。「等間隔」は、ある例では、繰り返しパターンで間隔
が空いていることを意味することができ、必ずしも各サイプの切断が隣と同じ距離である
ことではない。溝の切断軸は、タイヤの縦軸と角度Ｇを作る。一定の実施例では、角度Ｇ
は１０～５０度の範囲である。
【０１８７】
その他の実施例では、サイプを入れるパターンは、３．５ｍｍ間隔でダイヤモンド形状の
斜交平行で、回転軸から交互に４５度の角度（＋／－１０度）で切断できる。実質的に円
周のサイプを入れると、溝を経由して流体を遠ざけることになるが、その他のサイプを入
れるパターンも予想される。サイプを入れる深さや角度は、特定の用途に応じて、変更で
きる。さらに、サイプの深さや幅が大きくなると、静止摩擦を高めることができるが、こ
の利点は、タイヤの発表の構造全体への影響に対して、バランスさせるべきである。一定
の実施例では、例えば、ダイヤモンド交差のサイプを７ｍｍ間隔で入れた３ｍｍ～４ｍｍ
の厚さのタイヤが優れたタイヤの静止摩擦を提供すると判断されている。タイヤが大きく
なると、もっと細かいパターン、深いサイプ、および／または広いサイプが可能になる。
さらに、特に幅の広いタイヤ、または一定の材料から製造されたタイヤは、効果的な静止
摩擦のためには、全くサイプを入れることを必要としない場合がある。一定のサイプを入
れるパターンは、濡れたまたは乾燥した面で、または、別の種類の表面ではもっと有用に
なる場合があるが、さまざまな用途における一定の静止摩擦を提供するサイプを入れるこ
とが、汎用目的のロボット掃除機では最も望まれる場合がある。
【０１８８】
さまざまなタイヤの材料、サイズ、構成、サイプを入れることなどは、使用中のロボット
の静止摩擦に影響を与える。一定の実施例では、ロボットの車輪は、洗浄液のスプレーの
中を直接回転するので、清掃中に接触する混入物質と同様に静止摩擦に影響する。輪の静
止摩擦を失うと、車輪の滑りの程度という形で、操作の非効率性の原因となる場合があり
、ロボットが予測経路から外れる可能性がある。この逸脱により、清掃時間が長くなり、
電池の寿命が短くなる可能性がある。従って、ロボットの車輪は、モーターのサイズに応
じて、最も小型で、すべての表面で最適から優れた静止摩擦を提供する構成でなければな
らない。
【０１８９】
清掃中に接触する典型的な混入物質は、ロボットまたはロボット以外から排出された化学
物質を含む。流体状態（例えば、パイン油、手洗い用石鹸、塩化アンモニウムなど）また
は乾燥状態（例えば、洗濯粉石鹸、タルカムパウダーなど）のどちらであろうとも、これ
らの化学物質はタイヤの材料を分解できる。従って、ロボットのタイヤは、湿気のある、
または水分のある食品の混入物質（例えば、ソーダ、牛乳、蜂蜜、からし、卵など）、乾
燥した混入物質（例えば、パン粉、米、小麦粉、砂糖など）および油（例えば、コーン油
、バター、マヨネーズなど）に接触し得る。これらの混入物質のすべては、残留、液体の
たまった部分または滑らかな部分、または、乾燥したまだらな状態として接触できる。上
記のタイヤ材料は、これらのさまざまな化学物質や油により引き起こされる材料の分解に
対する抵抗において、効果が実証されている。さらに、説明した気泡のサイズやタイヤの
サイプは、乾湿両方の混入物質、化学物質などに接触している間、静止摩擦を維持する上
で利点があることが実証されている。一定の濃度の乾燥した混入物質は、しかしながら、
サイプの内部に留まるようになる可能性がある。以下で説明される、機器で使用される化
学薬品洗浄剤は、混入物質の一部の乳化を助ける働きもあるので、これらの化学薬品を希
釈することにより、そのほかの化学物質の混入物質により引き起こされる可能性のある損
害を削減できる。
【０１９０】
使用中に接触する可能性がある混入物質に加えて、機器のさまざまな清掃部品（例えば、
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ブラシ、スキージなど）は、機器の静止摩擦に影響を与える。これらの機器により作られ
る抵抗、機器の接触面（つまり、丸い、鋭い、滑らか、柔軟、でこぼこなど）の特徴、さ
らに、混入物質が原因で滑る可能性は、清掃されている面に応じて異なる。ロボットと清
掃されている面の接触面積を制限すると、接触摩擦が減少し、追跡と運動を改善する。１
．５パウンドの抵抗に対する３から５パウンドの推力は、およそ５～１０パウンドの重さ
があるロボットで効果があることが実証されている。ロボット掃除機の重さに応じて、こ
れらの数字は変化するが、満足できる性能は、約５０％未満の抵抗で発生し、約３０％未
満の抵抗で改善されることに注意する。
【０１９１】
タイヤの材料（および対応する発泡サイズ、密度、硬度など）、サイプを入れること、ロ
ボットの重さ、接触する混入物質、ロボットの自律度、床の材料など、すべてがロボット
のタイヤの総静止摩擦係数に影響を与える。一定のロボット掃除機では、最小運動しきい
値のための静止摩擦係数（ＣＯＴ）は、タイヤに適用されるように、２パウンドの抵抗を
６パウンドの垂直抗力で除することにより確立される。このように、この最小の運動しき
い値はおよそ０．３３である。ターゲットのしきい値の０．５０は、寸断されたブラック
気泡タイヤの性能を測定することにより決定された。上記の多数の材料の抵抗係数は、０
．２５から０．４７の範囲のＣＯＴにあるので、運動しきい値とターゲットしきい値の間
の満足できる範囲にある。さらに、清掃ロボットが経験するさまざまな作業条件を考える
と、濡れた面と乾燥した面の間の抵抗係数にほとんどばらつきがないタイヤが望ましい。
【０１９２】
また、ロボットの清掃機器は、少なくとも部分的に、あるいは完全にタイヤを包む、覆い
またはブーツを利用することによっても利点となる。抵抗を高めるために、綿、麻、紙、
絹、多孔性の皮、セーム革などの吸収性のある材料をタイヤと併用できる。あるいは、こ
れらの覆いは、カップ形状の輪要素１１０２の外径１１０４に取り付けるだけで、ゴム製
の輪を完全に置換できる。ゴムタイヤの覆いとして使用される場合も、あるいは、ゴムタ
イヤの完全な置換として使用される場合も、この材料はユーザーにより交換可能、または
、ベースまたは充電ステーションで自動化して取り外して交換できる。さらに、ロボット
は、さまざまな材料のタイヤのセットを装備して、特定の床面には特定のタイヤを使用す
る指示を付けて、エンドユーザーに提供できる。
【０１９３】
ロボット掃除機で利用される洗浄液は、ロボットまたは面自体を傷つけずに、混入物質を
容易に乳化して、面から乾燥した廃棄物を剥離できなければならない。ロボットのタイヤ
や一定の化学物質に関する上記の逆効果を考えると、洗浄液の攻撃性は、タイヤやその他
のロボットのコンポーネントへの短期および長期のマイナスの影響をバランスしなければ
ならない。これらの問題の観点から、清掃ロボットでは特定の清掃要件を満たすほぼすべ
ての洗浄物質を利用できる。一般的に、例えば、界面活性剤とキレート剤の両方を含む液
剤を利用できる。さらに、クエン酸のようなペーハーをバランスする液剤を追加できる。
ユーカリ、ラベンダーおよび／またはライムのような芳香剤を追加することは、例えば、
このような洗浄剤の商品性を改善でき、消費者に対しては機器が効果的に清掃していると
いう印象を与える。また、青、緑、またはその他の目立つ色も、安全性またはその他の理
由で洗浄剤を区別することに役立つ。また、液剤は希釈でき、ロボット掃除機と併用され
るとまだ効果的に清掃する。操作中、ロボット掃除機が特定の床部分を何回も通過する可
能性が高いので、完全な強さの洗浄剤を使用する必要性は削減する。また、希釈された洗
浄剤は、上記で説明したようにタイヤやその他のコンポーネントの磨耗問題を削減する。
このような洗浄剤は、ロボットのコンポーネントに損傷を生じることなく、清掃において
実証された効果があり、アルキルポリグルコシド（例えば、１～３％の濃度）やエチレン
ジアミン四酢酸カリウム（ＥＤＴＡカリウム）（例えば、０．５～１．５％の濃度）など
を含む。使用中、この洗浄液は水で希釈されて、たとえば、３～６％の洗浄剤とおよそ９
４～９７％の水のような洗浄液剤を作る。従って、この場合、実際に適用される洗浄液剤
は、０．０３％から０．１８％の界面活性剤と０．０１から０．１％のキレート剤しかな
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い。もちろん、その他の洗浄剤や濃度を開示したロボット掃除機で使用できる。
【０１９４】
例えば、米国特許番号６，７７４，０９８で開示された一連の界面活性剤とキレート剤は
、開示したタイヤの材料と構成を持つロボットにおける用途にも適しており、前記特許の
開示は、全体として本明細書において参考として援用される。しかしながら、‘０９８の
特許で開示された洗浄剤の攻撃性と、機械のコンポーネント上で生じる磨耗をバランスす
るためには、清浄剤は、（ｉ）溶媒を含まない、または、アルコール溶媒のキレート剤の
パーセントよりも低いパーセントの溶剤を含む、または、開示の溶媒は濃度の１／２から
１／１００を持つ、および／または（ｉｉ）開示された濃度の、それぞれ２０％＋／－１
５％（単独パス）、１０％＋／－８％（繰り返しパス）、および５％から０．１％（無作
為の複数パス）により、ロボットにおける、決定論の単独のパス、決定論の繰り返しパス
、または無作為の複数のパスの使用のためにさらに希釈する、および／または（ｉｉｉ）
例えば、シリコーン乳剤の５％未満のように、市販のカーペット洗浄剤以下のパーセント
で、選択した界面活性剤とキレート剤との互換性があることがわかっている抗泡剤とさら
に混合する、および／または（ｉｖ）一般細菌培養の臭気除去剤と置換または適合して混
合することが好ましい。
【０１９５】
一定の実施例では、ロボット掃除機で利用される洗浄液剤は、米国特許番号６，７７４，
０９８に説明された「塗装面洗浄剤」の１つ以上の実施例を含み（または実施例である）
、上記の（ｉ）、（ｉｉ）、（ｉｉｉ）および／または（ｉｖ）に従うことが好ましい。
米国特許番号６，７７４，０９８の「塗装面洗浄剤」の一定の実施例は、次の段落で解説
される。
【０１９６】
ある実施例では、塗装面洗浄剤は、（ａ）界面活性システムを備えるが、次の一般的化学
式（Ｉ）酸化アミン、
【０１９７】
【化１】

または、次の一般化学式（ＩＩ）の第四アミン塩、
【０１９８】

【化２】

または、前述の酸化アミンと第四アミン塩の混合を含む。さらに、（ｂ）０．１から１．
０重量パーセントの範囲の水溶性を持つ非常にわずかな水溶性極性有機化合物であり、こ
の非常にわずかな水溶性極性有機化合物の界面活性剤システムに対する重量比は、約０．
１：１から約１：１であるが、Ｒ１とＲ２は同じまたは別であり、メチル、エチル、プロ
ピル、イソプロピル、ヒドロキシエチルおよびヒドロキシプロピルから構成されるグルー
プから選択される。Ｒ３は、直鎖アルキル、分鎖アルキル、直鎖へテロアルキル、分鎖へ
テロアルキルおよびアルキルエーテルから構成されるグループから選択され、それぞれ、
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約１０から２０の炭素原子を持つ。Ｒ４は、１から約５の炭素原子を持つアルキルグルー
プから構成されるグループから選択され、Ｘはハロゲン原子である。
【０１９９】
別の実施例では、塗装面の洗浄剤は、（ａ）（ｉ）非イオン界面活性剤および第四アンモ
ニア界面活性剤または（ｉｉ）両面界面活性剤のいずれかで、存在している界面活性剤の
総量は約０．００１～１０％で、非イオン界面活性剤は、アルコキシル化アルキルフェノ
ルエーテル、アルコキシル化アルコール、または、単長鎖アルキル、ニ短鎖トリアルキル
アミン酸、アルキルアミドジアルキルアミン酸、フォスフィン酸およびスルホキシドのグ
ループから選択される半極性非イオン界面活性剤、から構成されるグループ選択される界
面活性剤、（ｂ）２５度で少なくとも０．００１ｍｍ Ｈｇの蒸気圧を持つ、少なくとも
１つの水溶性または水和性有機溶剤を５０％未満、（ｃ）キレート剤として、テトラアン
モニウム・エチレンジアミン－テトラアセテート（テトラアンモニウムＥＤＴＡ）を０．
０１～２５％、および（ｄ）水を備える。
【０２００】
また別の実施例では、塗装面の洗浄剤は、（ａ）アニオン性の非イオン界面活性剤、これ
らをオプションで、第四アンモニア界面活性剤と混合し、存在している界面活性剤の総重
量が約０．００１～１０％となる活性剤から選択された活性剤、（ｂ）２５℃で少なくと
も０．００１ｍｍ Ｈｇの蒸気圧を持つ少なくとも１つの水溶性または水和性有機溶媒で
あって、アルカノール、ジオール、グリコールエーテル、およびこれらの混合物から構成
されるグループから選択されて、洗浄剤の重量の約１％から５０％量となる水和性有機溶
媒、（ｃ）キレート剤としてのエチレンジアミン四酢酸カリウム（ＥＤＴＡカリウム）で
あって、洗浄剤の約０．０１～２５％の重量を占めるＥＤＴＡカリウム、および（ｄ）水
、を含む。
【０２０１】
また別の実施例では、塗装面の洗浄剤は、（ａ）非イオン界面活性剤で、オプションで第
四アンモニア界面活性剤を備え、存在している界面活性剤の総量は約０．００１～１０％
で、非イオン界面活性剤は、アルコキシル化アルキルフェノルエーテル、アルコキシル化
アルコール、または、単長鎖アルキル、ニ短鎖トリアルキルアミン酸、アルキルアミドジ
アルキルアミン酸、フォスフィン酸およびスルホキシドのグループから選択される半極性
非イオン界面活性剤、から構成されるグループから選択される界面活性剤、（ｂ）２５℃
で少なくとも０．００１ｍｍ Ｈｇの蒸気圧を持つ、少なくとも１つの水溶性または水和
性有機溶剤を５０％未満、（ｃ）キレート剤として、テトラアンモニウム・エチレンジア
ミン－テトラアセテート（テトラアンモニウムＥＤＴＡ）を０．０１～２５％、および（
ｄ）水を備える。
【０２０２】
一定の実施例では、塗装面の洗浄剤は、約１００ｃｐｓ未満の粘性を持ち、（ａ）少なく
とも約８５％の水、この中に溶解される（ｂ）キログラムあたり少なくとも約０．４５相
当の無機アニオンで、カルシウムイオンと混合されると、２５℃で１００ｇの水に０．２
ｇ以上は溶解しない塩を形成し、この場合、アニオンは炭酸塩、フッ化物、メタケイ酸塩
イオン、またはこのようなアニオンの混合物、（ｃ）組成の重量を基本にすると、重量で
少なくとも０．３％の、ＲＲ１Ｒ２Ｎ－＞Ｏの形のアミン酸を含む洗浄界面活性剤で、こ
こで、ＲはＣ６－Ｃ１２アルキルで、Ｒ１とＲ２はそれぞれＣ１－４アルキルまたはＣ１

－４ヒドロオキシアルキル、および（ｄ）組成の重量を基本にすると、少なくとも約０．
５重量パーセントの漂白剤で、洗浄液組成は、アルカリであり、キレート剤、リン含有塩
および研磨剤は基本的に含まれない。
【０２０３】
一定の実施例では、ロボット掃除機で利用される清浄液剤は、米国特許番号５，５７３，
７１０、５，８１４，５９１、５，９７２，８７６、６，００４，９１６、６，２００，
９４１および６，２１４，７８４に説明された塗装面の洗浄剤の１つ以上の実施例を含み
（または実施例であり）、これらの全てが、本明細書において参考として援用される。
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【０２０４】
米国特許番号５，５７３，７１０は、硬い表面またはカーペットやじゅうたんのような硬
い繊維質から、油脂や染みを削除するために使用できる、水性の複数面のクリーニング組
成を開示する。この組成は、（ａ）界面活性システムを備えるが、次の一般的化学式（Ｉ
）酸化アミン、
【０２０５】
【化３】

または、次の一般化学式（ＩＩ）の第四アミン塩、
【０２０６】
【化４】

または、前述の酸化アミンと第四アミン塩の混合物、および（ｂ）非常にわずかに水溶性
極の有機物質を含む。この非常にわずかに水溶性極有機物質は、０．１から１．０重量パ
ーセントの水溶性範囲を持ち、非常に僅かに水溶性極有機物質の界面活性システムに対す
る重量比率は、約０．１：１から約１：１の範囲にできる。Ｒ１とＲ２は、メチル、エチ
ル、プロピル、イソプロピル、ヒドロキシエチルおよびヒドロキシプロピルから構成され
るグループから選択できる。Ｒ１とＲ２は同じまたは別にできる。Ｒ３は、直鎖アルキル
、分鎖アルキル、直鎖へテロアルキル、分鎖へテロアルキル、およびアルキルエーテルか
ら構成されるグループから選択でき、それぞれは、約１０から２０の炭素原子を持つ。Ｒ
４は、１から約５の炭素原子を持つアルキル群から構成されるグループから選択できる。
Ｘは、ハロゲン原子である。
【０２０７】
一定の実施例では、組成はさらに、ストリーキングの削減に効果的な量で、水性有機物質
を含む。水性有機物質は、水溶性グリコールエーテルおよび水溶性アルキルアルコールか
ら選択できる。水溶性有機物質は、少なくとも１４．５重量パーセントの溶解度を持つこ
とができる。水溶性有機物質に対する界面活性システムの従率比率は、約０．０３３：１
から約０．２：１の範囲にできる。
【０２０８】
米国特許番号５，８１４，５９１は、泥の除去が改善された水性の塗装面の洗浄剤を解説
する。この洗浄剤は、（ａ）（ｉ）非イオン性、両面界面活性剤、またはこれらの混合物
質、または（ｉｉ）界面活性剤が清掃に有効な量だけ存在する、第四アンモニア界面活性
剤のいずれか、（ｂ）２５度で少なくとも０．００１ｍｍ Ｈｇの蒸気圧を持つ、可溶化
または遊離効果の量だけ存在する、少なくとも１つの水溶性または水和性有機溶媒、（ｃ
）洗浄剤の泥除去を強化するために有効な量だけ存在する、キレート剤としてのアンモニ
アエチレンジアミンテトラアセテート（アンモニアＥＤＴＡ）、および（ｄ）水を含む。
界面活性剤は全部で、約０．００１～１０％の量が存在する場合がある。濃縮製品では、
界面活性剤は重量で２０％まで存在できる。非イオン性の界面活性剤は、アルコキシル化
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アルキルフェノルエーテル、アルコキシル化アルコールまたは、単長鎖アルキル、ニ短鎖
アルキル、トライアルキルアミン酸化物、アルキルアミドジアルキルアミン酸化物、フォ
スフィン酸およびスルホキシドのグループから構成されるグループから選択される半極非
イオン性界面活性剤、から構成されるグループから選択できる。少なくとも１つの水溶性
または水和性有機溶媒は、洗浄剤の５０％未満の重量だけ存在できる。アンモニアＥＤＴ
Ａは、テトラアンモニアＥＤＴＡにできて、洗浄剤全体の約０．０１～２５％の重量だけ
存在できる。
【０２０９】
米国特許番号５，９７２，８７６は、水性の塗装面の洗浄剤を開示するが、この洗浄剤は
、（ａ）陰イオン性、非イオン性界面活性剤、およびこれらの混合物質から、オプション
で、さらに、第四アンモニア界面活性剤から構成されるグループから選択された、界面活
性剤の総量が清掃に効果のある量だけ存在する、界面活性剤、（ｂ）２５℃で少なくとも
０．００１ｍｍ Ｈｇの蒸気圧を持ち、可溶化または遊離効果の量だけ存在する、少なく
とも１つの水溶性または水和性有機溶媒、（ｃ）洗浄剤の泥除去を強化するために有効な
量だけ存在する、キレート剤としてのエチレンジアミン四酢酸カリウム（ＥＤＴＡカリウ
ム）、および（ｄ）水を含む。界面活性剤合計は、重量で約０．００１～１０％存在でき
る。少なくとも１つの有機溶媒は、アルカノール、ジオール、グリコールエーテル、およ
びこれらの混合物から構成されるグループから選択でき、洗浄剤の約１％から５０％の重
量だけ存在する。ＥＤＴＡカリウムは洗浄剤の約０．０１～２５％の重量だけ存在できる
。
【０２１０】
米国特許番号６，００４，９１６は、水性の塗装面の洗浄剤を開示し、この洗浄剤は、（
ａ）非イオン性、または両面界面活性剤、オプションで第四アンモニア界面活性剤のいず
れか、であり、清掃に有効な量だけ存在する界面活性剤（ｂ）２５度で少なくとも０．０
０１ｍｍ Ｈｇの蒸気圧を持つ、可溶化または遊離効果の量だけ存在する、少なくとも１
つの水溶性または水和性有機溶媒、（ｃ）洗浄剤の泥除去を強化するために有効な量だけ
存在する、キレート剤としてのアンモニアエチレンジアミンテトラアセテート（アンモニ
アＥＤＴＡ）、および（ｄ）水を含む。界面活性剤は、非イオン性の界面活性剤にでき、
オプションで、第四アンモニア界面活性剤にできる。非イオン性の界面活性剤は、アルコ
キシル化アルキルフェノルエーテル、アルコキシル化アルコールまたは、単長鎖アルキル
、ニ短鎖アルキル、トライアルキルアミン酸化物、アルキルアミドジアルキルアミン酸化
物、フォスフィン酸およびスルホキシドのグループから構成されるグループから選択され
る半極非イオン性界面活性剤、から構成されるグループから選択できる。界面活性剤の合
計量は、約０．００１～１０％存在できる。少なくとも１つの水溶性または水和性有機溶
媒は、洗浄剤の重量で５０％未満の量だけ存在できる。アンモニアＥＤＴＡは、テトラア
ンモニアＥＤＴＡにでき、洗浄剤全体の約０．０１～２５％の重量だけ存在できる。
【０２１１】
米国特許番号６，２００，９４１は、希釈した塗装面洗浄剤の組成を開示する。クリーニ
ング組成には、（ａ）少なくとも約８５％の水、これに溶解しているのが、（ｂ）キログ
ラムあたり少なくとも約０．４５に相当する無機アニオンで、カルシウムイオンと混合す
ると、２５度の水１００ｇには０．２ｇ未満しか溶解しない塩を形成する無機アニオンと
、（ｃ）組成の重量に基づくと、少なくとも重量で０．３％の洗浄界面活性剤を備える。
組成は、約１００ｃｐｓ未満の粘性を持つことが好ましい。アニオンは、炭酸塩、フッ化
物、または、メタケイ酸塩、またはこれらのアニオンの混合物にできる。洗浄界面活性剤
は、ＲＲ１Ｒ２Ｎ－＞Ｏの形のアミン酸化物を含むことができる。ここで、ＲはＣ６－Ｃ

１２アルキルで、Ｒ１とＲ２は、非依存性のＣ１－４アルキルまたはＣ１－４ヒドロオキ
シアルキルである。組成は、さらに、組成の重量に基づいて、少なくとも約０．５重量パ
ーセントの漂白剤を含むことができる。ある場合には、清掃組成は、アルカリ性で、キレ
ート剤、リン含有塩および研磨剤は基本的には含まれない。
【０２１２】
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米国特許番号６，２１４，７８４は、米国特許番号５，９７２，８７６の開示に似た組成
を解説する。この組成は、緩衝として、ニカリウム炭酸塩を含むことができる。
【０２１３】
オプションで、洗浄液は、モーターを冷却するために使用できる。または、モーターは洗
浄液を熱するために使用できる。主な清掃ブラシを回転するために使用されるモーターは
、熱の形でかなりなエネルギーを放出する。熱はモーターと電子部品の寿命を減少させる
。熱がモーターから熱に変換されるように、このモーターの周囲に洗浄液の管を通すこと
が可能である。これにより、清掃性能が改善されて、モーターにかかる負荷が緩和される
。構造は、管、熱交換合成物、管および／管に接触しているモーター部分のための熱伝導
物質を含む。さらに、洗浄液ポンプまたはブラシ駆動のための湿式回転モーターの使用に
より、モーターは、清浄タンクに入れることが可能になるので、ただ単に接続するだけで
なく、排熱を洗浄液に入れることが可能になる。
【０２１４】
図１８の分解図と図１９の断面図に示されている前輪モジュール９６０は、キャスター枠
９６４に囲まれた前輪９６２を含み、縦のサポートアセンブリ９６６に取り付けられてい
る。前輪モジュール９６０は、清掃モジュールより前方で筐体２００に取り付けられ、清
掃面に対して、筐体２００をサポートするために、第三のサポート要素を提供する。縦の
サポートアセンブリ９６６は、キャスター枠９６４の下部部分で、キャスター枠９６４に
ピボット回転するように取り付けられるので、筐体が清掃面から持ち上げられると、また
は前輪が垂直面を移動すると、キャスター枠は筐体２００から遠くへピボットする。縦の
サポートアセンブリ９６６の上端は、筐体２００を通過して、後方の移動駆動輪９０２と
９０４によりロボット１００が清掃面上を通過すると、前輪モジュール９６０全体が実質
的に縦軸の周囲で自由に回転できるように、回転可能である。従って、前輪モジュールは
、ロボット運搬の方向に対して、自己配列する。
【０２１５】
筐体２００には、前輪モジュール９６０を受け取るための前輪取り付け口９６８が装備さ
れている。口９６８は、その前方の円周端で、筐体２００の底に形成される。縦サポート
アセンブリ９６６の上端は、筐体２００から穴を通過して、前輪を筐体に取り付けるため
に、穴の中で捕獲される。縦のサポートアセンブリ９６６の上端は、上側で筐体２００に
取り付けられたセンサー要素とも接合する。
【０２１６】
前輪アセンブリ９６２は、車軸突出９７４を持ち、そこから伸びている成形されたプラス
チック輪９７２で構成され、駆動輪回転軸を形成する反対側の共通配置車軸穴９７０によ
り、キャスター枠９６４に対して回転するためにサポートされる。プラスチック輪９７２
は、外径に３つの円周グルーブを含む。中央のグルーブ９７６は、そこでカム従動子９９
８を受け取るために提供している。プラスチック輪は、さらに、その中でエラストマーの
Ｏリング９８０を受け取るために、１組の対称的に向き合った外周タイヤのグルーブ９７
８を含む。エラストマーのＯリング９８０は、操作中に清掃面に接触するので、Ｏリング
物質の特性は、前輪と清掃面の間に希望の摩擦係数を提供するように選択される。前輪ア
センブリ９６２は、Ｏリング９８０を経由して清掃面と回転接触する受身の要素で、ロボ
ット１００が清掃面上を移動すると、車軸突出９７４により形成される回転軸の周囲で回
転する。
【０２１７】
キャスター枠９６４は、そこに縦のサポートアセンブリ９６６を受け取るためにその中に
形成された共同配列した向かい合うピボット穴９８２のある、１組の向かい合うクレバス
面で形成される。縦の取り付け部材９８４は、クレバス面の間にインストールするため、
その底の端にあるピボット要素９８６を含む。ピボット要素９８６は、共同配列ピボット
穴９８２との配列のためにそこに形成されたビボット軸穴９８８を含む。ピボット棒９８
９は、共同配列ピボット穴９８２を通過して伸び、ピボット軸穴９８８にしっかり押し付
けられて、そこに捕獲される。ねじりバネ９９０は、ピボット棒９８８の上にインストー
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ルして、前輪９６２を筐体２００の底の面の下のもっと遠くへ配置する方向へ回転するた
めに、前輪９６２を押して下方に伸びた位置へキャスター枠９６４と前輪アセンブリ９６
２を曲げるばねの力を提供する。下方に伸びた位置は操作以外の位置である。ねじりバネ
９９０のバネの定数は、ロボット１００が清掃のために清掃面に置かれたとき、ロボット
１００の重量がその曲げる力に打ち勝つように、十分に小さい。あるいは、前輪アセンブ
リが垂直面を進むとき、または、清掃面から持ち上げられたとき、ねじりバネの曲げる力
は、前輪を下方に伸びた操作以外の位置へピボットする。この状態は、次に解説するよう
に、車輪下のセンサーにより感知され、信号がマスター制御装置３００に送品されて、運
搬を停止、または、その他一部の動作を開始する。
【０２１８】
縦の取り付け部材９８４は、ピボット要素９８６から上向きに伸びた空洞の縦シャフト部
分９９２を含む。空洞のシャフト部分９９２は、筐体２００の穴を通過して、Ｅリング固
定用具９９４とスラストワッシャー９９６によりそこに捕獲される。これにより、前輪ア
センブリ９６０は筐体に取り付けられて、ロボットが運搬中に、縦軸の周囲で自由に回転
することができる。
【０２１９】
前輪モジュール９６０には、車輪の回転を数え、輪の回転速度を決定して、車輪の下の状
況を感知するために、マスター制御モジュール３００により使用されるセンサー信号を生
成する感知要素が装備される。つまり、キャスター９６４がねじりバネ９９０の力により
下向きにピボットする。センサーは、車輪の回転に応答して運動するセンサー要素を含む
カム従動子９９８を使用して、車輪の回転信号を生成する。カム従動子９９８は、空洞シ
ャフト９９２の内側で移動可能であるようにサポートされている縦の位置にある「Ｌ」形
状の棒を備えるので、筐体２００の穴を通過して、その上面の上に伸びる。棒９９２の下
の端は、車輪の中心円周グルーブ９７６内に適合するカム従動子を形成して、これに対し
て運動可能である。カム従動子９９８は、図１８に示されたオフセットハブ１０００に接
触した状態でサポートされる。オフセットハブ１０００は、円周グルーブ９７６の内側の
前輪回転軸の周囲で非対称に形成された、偏心機の特徴を備える。輪９６２が１回転する
ごとに、オフセットハブ１０００は力が加わり、カム従動子９９８の振動が、実質的に縦
の軸に沿って往復運動する。
【０２２０】
図３３～３５は、前方のキャスターの代わりの構造を示す。図３３～３４に示されている
ように、前方のキャスターは、一般的に前述のような構造で、静止センサー（駆動してい
ない前方のキャスターが回転していることを判断するため）の機能と車輪落下スイッチ（
地面と接触していないことを判断するため）を統合する設計にできる。縦シャフトと水平
フックのある釣り針形状の部材９９８は、キャスター輪の中間に形成された偏心器の突起
９９９の周囲で曲げられる。キャスター輪が前進およびサポート９８４の回転のために、
その回転軸の周囲で回転する間、釣り針部材のセンター部材９９８は、サポート９８４内
で自由に回転できるが（キャスターの回転を妨げずに）、サポート９８４内で縦方向にも
スライドできる。作動装置が正弦波的に上下すると、あるセンサー（解説したように、一
般的に、部材９９８の上近くの光学または磁気の「静止」センサー）は、ロボットが前進
しているかどうかを追跡するために使用できる。あるいは、部材９９８の可能な移動のそ
れぞれ縦端に、つまり、突起９９９のオフセットの実質的に２倍の間隔をあけて、２つの
センサーを使用する。２つのセンサーは分解能を改善する。あるいは、２つのセンサーは
、車輪の回転の時間のアナログプロファイルを提供する直線センサーとしてモデル化、ま
たは、置換できる（例えば、２つだけのセンサーでも、注意深く配置すると、部材９９８
の両端の光学、磁気、または電気検出のアナログ出力強度は、回転時に実質的に正弦信号
の向き合う端を提供できるので、速度や限定された走行距離の情報を与える）。これらは
、ロボットの通常使用中の、サスペンションの前方キャスターの位置に応じて配置される
。さらに、車輪落下センター（ここでも、光学、磁気など）は静止センサーより下に配置
される。前述のように、輪は、サポート枠９８４、９７０でバイアスをかけられるので、
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ピボットして旋回する縦の範囲内で移動して、ばねのサスペンションを提供する。ロボッ
トの前輪が垂直面に落下、または、ロボットを持ち上げると、部材９９８は車輪落下セン
サーの範囲内またはこれより下に移動するので、これが検出される場合がある。従って、
部材９９８とセンサーのあるアセンブリは、静止センサーと車輪落下センサーとして機能
する。また、速度センサーとしても働く。前述したように、タイヤ物質にサイプを入れる
ことは、斜交平行切断の斜めの切断である。これらの切断は、ロボットの前進線から２０
～７０度の角度にできる。
【０２２１】
１回転あたり１度の車輪センサーは、取り付け要素１００４により、「Ｌ」形状の棒の上
端に取り付けられた永久磁石１００２を含む。磁石１００２は、前輪の１回転ごとに、周
期的な縦の動きの振動をする。磁石１００２は、運動している磁石１００２に関して固定
場所にある筐体２００に取り付けられたリードスイッチ（非表示）と相互に作用するため
に使用される磁場を生成する。リードスイッチは、磁石１００２がその運動の一番上の位
置にあるたびに、スイッチが入れられる。これにより、マスター制御装置３００により感
知される、１回転に１つの信号を生成する。第二のリードスイッチは、磁石１００２の近
くに配置されて、車輪落下信号を生成するために測定される。第二のリードスイッチは、
磁石１００２が非操作中の車輪落下位置に下がると、磁場により影響を受ける位置に置か
れる。
【０２２２】
（基本の形状要素）
本発明のロボットのある実施例では、ロボットの円形の切断面１０２の直径は、３７０ｍ
ｍまたは１４．５７インチ、つまり、およそ３５～４０ｃｍまたは１２～１５インチであ
り、ロボット１００の清掃面からの高さは、８５ｍｍまたは３．３インチ、つまり、およ
そ７０～１００ｍｍまたは３～４ １／２インチである。このサイズは、家庭のドア入り
口、隙間を進み、多数の典型的な椅子、机、持ち運び式台、丸いす、便座、シンク台、お
よびその他磁器家具の後ろを清掃する。しかしながら、本発明の自律的清掃ロボット１０
０は、例えば、正方形、長方形、三角形、および、立方体、直方体、および三角錐などの
容量のある形状など、その他の切断形状だけでなく、その他の切断直径や高さの寸法で作
成することができる。ロボットの高さは、１０インチのキャビネットの下のトーキック（
およそ車椅子でアクセス可能なトーキックまたはヨーロッパ式のトーキック）未満で、４
インチのキャビネットのトーキック（アメリカの最小標準）未満であることが好ましい。
代わりに、トーキックの中を清掃するロボットのその部分の高さは、ロボットの残りの部
分を高くすることにより、そのように制限され得る。
【０２２３】
本発明に従うロボットのある実施例では、高度に統合された物理構造を使用して、大量生
産の市販製品として製造可能である。図１Ｂに示されるように、このような実施例は、ロ
ボット本体、液体タンク、電池および清掃ヘッドなどいくつかの部品を含む。タンクは構
造要素にできる（例えば、ロボットは液体がいっぱいでもタンクのハンドルにより運ばれ
る）。または、ロボットは、筐体‐本体構造または、自己サポートのモノコック構造のセ
ットが可能である。ある環境では定義されるように、モノコックは、「実質的にモノコッ
ク」または「少なくとも部分的にモノコック」にできる。また、その他の代わりの定義は
排除されない（例えば、リブまたはフレームをサポートするロボット、または、その他の
要素のためのカンチレバーサポートなど、筐体のような要素も持つことが可能な負荷ベア
リング本体）。さまざまなコンポーネントを持つロボットは本発明の範囲内にある。この
ような清掃ロボットは、モーター駆動のブラシまたはワイパー、液体タンクを含む第一の
枠、および、回転可能な運転メカニズムを含む第二の枠を含む。継ぎ手メカニズムは、第
一の枠を第二の枠に連結して、実質的に筒状の清掃ロボットの外面を形成する。清掃ロボ
ットは、液体タンクから液体を投与して、液体で濡れた面にブラシをかける、またはふき
取る。
【０２２４】
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別の実施例では、清掃ロボットは、モーター駆動のブラシまたはワイパー、液体を貯蔵す
る上部の筒状セクションとして形成されるタンク、下部の筒状セクションとして形成され
るプラットフォームを含む。プラットフォームは、回転可能な運転メカニズムを支える。
継ぎ手メカニズムは、タンクをプラットフォームに連結して、タンクの上部の筒部分をプ
ラットフォームの下部の筒部分に一致させて、清掃ロボットの実質的に筒状の外面を形成
する。
【０２２５】
筒状本体の一部としての液体タンクの統合により、湿式洗浄が、自律的ロボットにより、
最大の可能な洗浄時間で、実行可能になる。本体全体が筒状でなければ、つまり、円形の
円周を持っていなければ、自発性に影響を及ぼし、ロボットよりわずかに大きい角や廊下
から脱出することがさらに困難になる。液体タンクをロボット本体に統合することにより
、タンクの容量を最高にすることができる。一定の幅のその他の形状（ルーロー三角形ま
たは幅が一定の多角形）も周囲の形状として可能であり、本使用の目的としては、「筒状
」という用語の意味にあると考えられるが、円形の周囲は、一定幅の形状の最大の内部面
積を持つので、最大の液体容量の可能性を有する。
【０２２６】
ここに解説される清掃ロボットのまた別の実施例は、廃液区画、希釈液区画、少なくとも
１つの廃液区画または希釈液区画を持つ一部がモノコックのタンク、および、回転可能な
運転メカニズムを持つ一部がモノコックのプラットフォームを含む。継ぎ手メカニズムは
、一部がモノコックのタンクを一部がモノコックのプラットフォームに連結して、実質的
に筒状の清掃ロボットの外面を形成する。清掃ロボットは、清掃ロボットが投与した液体
によって少なくとも部分的に濡れた面にブラシをかける。
【０２２７】
別の実施例は、モーター駆動ブラシまたはワイパー、液体を貯蔵する液体区画をサポート
するタンク、タンクを受け取る架台を含むプラットフォーム、タンクとプラットフォーム
の間の液体接続、タンクとプラットフォームの真空接続を含む。継ぎ手はタンクをプラッ
トフォームに機械的に係合する。継ぎ手の係合は、液体の接続と真空接続とを密封して、
清掃ロボットの実質的に筒状の外面を形成する。清掃ロボットは、液体区画からの液体に
より少なくとも部分的に濡れた面にブラシをかける。液体区画からの液体は、真空発生器
（ブラシまたはワイパーの前に、乾燥した粒子状物質を吸引する）により吸引され得るが
、必ずしも必要ではない。
【０２２８】
また別の実施例は、モーター駆動のブラシまたはワイパーと、液体区画を入れるモノコッ
クタンクと、タンクの片端を受け取って、モノコックタンクをプラットフォームに一致さ
せるために回転可能な、ピボットする架台を含むプラットフォームと、を含む。継ぎ手は
、モノコックタンクをプラットフォームに機械的に係合するので、継ぎ手の係合は、清掃
ロボットの実質的に筒状の外面を形成する。清掃ロボットは、液体区画からの液体により
少なくとも部分的に濡れた面にブラシをかける。ピボットする架台は、オプションで、ユ
ーザーが持ち運ぶのと同じ角度でタンクを受け取るように配置され得る。ハンドル構成に
より、タンクがユーザーの手から下がっている場合は、タンクは
ロボット掃除機のまた別の実施例は、モーター駆動ブラシまたはワイパー、液体を貯蔵す
る液体区画を入れるタンク、タンクを受け取る架台を含むプラットフォーム、タンクとプ
ラットフォームの間の液体接続、タンクとプラットフォームの真空接続を含む。継ぎ手は
、タンクをプラットフォームに機械的に係合するので、継ぎ手の係合は、液体接続と真空
接続を密封して、清掃ロボットの実質的に筒状の外面を形成する。清掃ロボットは、液体
区画からの液体により少なくとも部分的に濡れた面にブラシをかける。
【０２２９】
また別の実施例では、清掃ロボットは、液体を貯蔵するための液体区画を入れるタンク、
モーターで駆動するブラシと真空発生器を含む清掃ヘッド、プラットフォームを含む。プ
ラットフォームは、電池を受け取る第一の容器を含む。架台はタンクを受け取るので、タ
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ンクは電池を覆う。電池はタンクの下にある必要はなく、上部またはシュラウドで本体に
直接取り付けることができる。さらに、ある実施例では、タンクと関連のコンポーネント
は、タンクが正しく取り付けられると清掃ヘッドによりインターロックを作ることができ
るので、タンクが回転して上部に動かない限り、清掃ヘッドは取り外し可能または置換可
能である。
【０２３０】
清掃ヘッドは、プラットフォームの一部として考えることができる。または、オプション
で、第二の容器は、プラットフォームの片側から清掃ヘッドを受け取ることができる。ロ
ボットは、タンクとプラットフォームの間の液体接続（一例では、プラットフォームは液
体を排出できるように）と、タンクとプラットフォームおよび／または清掃ヘッドの間の
真空接続（一例では、プラットフォームにより吸引される物質はタンクに入れることがで
きるように）を含む。真空接続と液体接続のいずれか、または両方は、タンクと清掃ヘッ
ドの間で、例えば、タンクと清掃ヘッドのシールを一致させることにより、直接行うこと
ができる。継ぎ手は、タンクをプラットフォームに機械的に係合することができ、液体接
続と真空接続を密封することができる。
【０２３１】
上記の実施例のすべてがブラシまたはワイパーを使用することはできるが、ブラシの使用
は、ワイパーよりも生じる摩擦が少ない。さらに、多数の剛毛の回転はまだ連続した面と
の接触、および連続して繰り返す面との接続を提供する。「ブラシ」という言葉は、ロボ
ットとの回転、往復、起動、ベルト駆動、移動などが可能なパッド、ブラシ、スポンジ、
布などを含む。
【０２３２】
異なる率が可能であるが、液体タンクがロボットの上面の５０％以上、側壁の５０％まで
、さらに、底面の５０％未満であれば、液体タンクの容量を最大限にすることが有用であ
る。しかしながら、液体タンクが底面の２５％未満で、上面の７５％を超えている場合は
、これは、ほとんどの容量でタンクをサポートする必要性をバランスするので、さらに有
用である。
【０２３３】
前述のように、モーター駆動のブラシは、第一の枠のシュラウドに取り外し可能なように
挿入される清掃ヘッドの中にあり、さらに、ロック、クリックロック、クリックイン／ク
リックアウトまたは、戻り止めメカニズムがあるので、正しい位置に収まり、密封と接続
を維持する。この構造により、清掃ヘッドはタンクを取り外さなくても取り外せるように
なる。電池がタンクの下で本体より上にある場合、清掃ヘッドも電池を取り外さなくても
取り外しできるようになる。電池は、同様な構造を使用して、同様に配置できるので、オ
プションのロック、クリックロック、クリックイン／クリックアウト、または戻り止めメ
カニズムがあるので、電気接続を維持しながら、ロボットのシュラウドから取り外し可能
なように挿入できる。また、電池は、タンクまたは本体のいずれかに統合でき、１つ以上
の置換可能、充電、補充が可能な電池、燃料電池、または燃料タンク、あるいはこれらの
組み合わせを含むことができる。
【０２３４】
タンクを本体に固定化するための継ぎ手メカニズムは、液体タンクのハンドル、全体が実
質的に筒状のロボット、または、タンクだけが液体タンクハンドルから持ち運び可能なタ
ンク、を含み得る。また、ハンドルは、ロック、クリックロック、クリックイン／クリッ
クアウトまたは戻り止めメカニズムも含む。表されているハンドルは、タンクを本体にク
リックロックする押しボタン、タンク本体から外す別の押しボタン、さらに、ハンドルし
て使用するプルアップをサポートするメカニズムを含む。継ぎ手メカニズムには、ピボッ
トとロックを含むことができ、ピボットはタンクの片方を受け取って、ロックがかかるよ
うにタンクを回転させる。
【０２３５】
上記実施例の多数は、ロボットの液体区画とサポートまたは構造要素両方として機能する
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タンク構造を利用する。さらに、タンクは、表された実施例のように、清浄液区画と汚水
区画両方を収納できる。あるいは、追加のタンクは、清浄液と汚水を分離するために、お
よび／またはタンクの１つの水と混合する濃縮液のために、提供できる。さらに多くの区
画を提供する可能性がある（例えば、消泡剤のための区画、燃料のための区画など）。実
施例は、タンクまたは混合タンクが自己サポート、または、構造部材として機能すること
ができる方法を示し、同業者は、同じ種類の継ぎ手やサポートは、２つ以上のタンクで容
易に変更され得ることを認識する。
【０２３６】
本明細書において記載のように、タンクの２つの区画は、液体が１つの区画から地面に移
動し、そして吸引されるように配置され、重心は実質的にそのまま、および／または実質
的に駆動輪上に残る。本構造は、お互いに、区画全体の重心が１０ｃｍ以内で、お互いに
重なり合う、または部分的に重なり合う区画を使用する。代わりに、区画は、同心（横方
向で一方が他方の内側にあるような同心）にできる。または、交互（例えば、横方向で交
互のＬ形状または指）にできる。あるいは、清浄区画のすべて、または一部は、汚水区画
内の可撓性の空気袋で、清浄液が放出され、汚水が汚水区画を満たすにつれて、可撓性の
空気袋が押されて、清浄液の場所をとるように、汚水区画で囲むことができる。可撓性の
空気袋は、折り畳む、曲がる、または汚水タンクに伸びる、清浄タンクの底の部分にする
ことができる。例えば、図２７では、開口５６２ａ（図２７に表示）の左および／または
右にある第二のプラスチック要素（タンク中間部）８１２の円状セクターの平坦な部分は
、曲がる、伸張する、または、廃棄物タンクへの折りたたみ式部分として形成できる。こ
の目的で、空気溜り５６２は、これらの方向の直線側に配置できる。
【０２３７】
タンク内では、区画のさまざまな種類の構造が可能である。分離式、壁に埋め込み式（表
示）、変形可能な分離式区画、または、ネスト式区画にできる。一定の区画はネスト式で
変形可能にできる。あるいは、区画を分離する取り壊し可能な壁を含むことができる。区
画を分離している壁は、ヒンジ式、折りたたみ式などにでき、区画は、１つ以上の半透過
性、浸透性、または、逆浸透膜、またはその他のフィルタにより分離することができる。
「区画」または「タンク」のいずれかは、特に指定されない限り、硬い、変形できる、ま
たは取り壊しできる可能性がある。同じ区画を、別の環境では２つの異なる液体のために
使用することが可能である（水と混合済みの洗浄剤区画とトリートメントまたはポリッシ
ュ区画など）タンク内の区画は、必要に応じて、水または溶媒、混合洗浄溶液、濃縮液、
汚水、乾燥した粒子状物質、燃料、芳香剤、消泡剤、マーカー、ポリッシュ、トリートメ
ント、ワックスなどのために使用できる。
【０２３８】
上記の例のほとんどは取り外し可能なタンクを持つが、代わりの実施例では、タンクは常
設にできる。「継ぎ手」という言葉の意味は、ある物を別の物に容易に取り付けるための
メカニズム一式を意味し、スナップ、キャッチ、ラッチ、フック、クリックロック、戻り
止めロック、スクリュー、フード取り付け爪、マジックテープ（登録商標）など、可逆式
の継ぎ手を含む。また、上部を下部に、または、密接に接合している互換性のエラストマ
ー部分を保つための、重力やガイドの使用を含む。「容易に取り外される」という修飾語
は、一般的に、接着剤／ハンダ付けのような永久的な継ぎ手から、このような半永久的な
継ぎ手（スクリューやネジなど、修繕以外は永久的）を区別する。半永久的または永久的
な継ぎ手は、ドックまたは床のステーションにより空にする大きめのロボットの場合には
、もっと実用的である可能性がある（上記の実施例は、互換性のあるドックまたは床のス
テーションを含むことができる）。
【０２３９】
前述のように、プラットフォームは、スプレー、散布器、ノズル、毛管作用、ふき取り布
または液体を塗布するためのその他の液体塗布メカニズム、および／またはブラシ、真空
発生器、スキージ、ふき取りまたは廃液を回収するためのその他の布製の流体回収メカニ
ズムも含むことができる。上記で使用されているように、「液体により濡れる」ことは、
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タンクにより液体が保管される前または後に発生する可能性がある（例えば、ポリッシュ
または床の手入れのためなどのために、液体は人により手動で適用され、ロボットにより
吸引される可能性、または、液体はロボットにより表面に残されて、液体の種類に応じて
乾燥または蒸発するなど）。いずれか、または両方の枠は、実質的にモノコックであるか
、または、筐体部分または追加の筐体部分に対するロックを含むことができる。
【０２４０】
ピボットホルダーが使用される場合は、ピボットホルダーは金属製で、耐用性と剛性があ
る。重金属製のピボットを使用すると、ロボットの重量が増加して（圧力やモップの力も
）、主な枠の重心が前または後ろにさらに顕著に移動する可能性がある（金属性のピボッ
トの位置に依存して、必要に応じて）。金属製のハンドルがロボットの反対側の端で使用
されると、２つの金属部分は、望ましい重心のバランスと位置を促進できる。しかしなが
ら、バランスと位置は、その代わりに、輪／ベルト駆動接合線に向けてロボットの重心を
移動する金属製のサポート枠の使用によって、または、簡単に液体が満タンのロボットの
重心が輪／ベルト駆動接合線に移動するように重い錘（例えば、鋳鉄）を適切に配置する
ことにより、促進することができる。
【０２４１】
範囲のために設計されたロボットでは（清掃ロボットを含む）、ロボットが回転できる直
径上に別の駆動輪を配置することが最適である。しかしながら、最も広い作業域を与える
ことになるので、円形ロボットの直径上に作業幅または清掃ヘッドを取り付けることが有
利である。ＲＯＯＭＢＡの商標でｉＲｏｂｏｔ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎにより製造され
ている一定の掃除機ロボットでは、作業幅内の粒子状物質を吸引するために壁をなぞる場
合に側面ブラシが使用できるので、車輪はこの目的で円形の円周の直径上に配置される。
ロボットが毎回同じ側で壁をなぞると、１つの側面ブラシだけが必要である。
【０２４２】
しかしながら、液体を適用するモップロボットでは、側面ブラシはこのようには効果的で
はない。本発明は乾式清掃または湿式清掃または両方を支援する乾式タイプの掃除機に実
質的に物理的に類似した乾式または湿式の側面ブラシの使用を予想するが、必要であると
は考えられない。さらに、清掃ヘッドの幅が壁に最も近づくことができるように、円周の
直径上に清掃ヘッドを配置することにより、効果的な清掃に役立つ。一定の幅の別の曲線
の場合には、清掃ヘッドは、最も幅の広いスパン上に配置する可能性があり、差動駆動輪
は、ロボットの周囲を囲い込む円周の直径近くに配置する可能性がある（あるいは、この
ようなロボットは、等角度に配置された全方向性の車輪でホロノミック駆動を使用する可
能性がある）。
【０２４３】
清掃ヘッドが円周の直径上にあると、ロボットの端に隣接することができるので、端の清
掃性能を改善する。さらに、ロボットが、優位側の壁や障害物をなぞるように制御および
構成されると、清掃ヘッドはロボットの一方の端だけに隣接する必要がある。このような
配置により、非優位側の空間はその他の目的のために使用できる。ロボットのある実施例
の場合、この直径上の端空間は、ギアトレインや、清掃ヘッドがロボットの一方の側面（
隅の清掃／支配的な側面）からカートリッジ方式でスリップ取り込みにできる取り込み構
造のために使用される。図３、３Ｂを参照する。
【０２４４】
ある特定の実施例の清掃システムは、乾燥吸引、その後に液体（湿）塗布、その後に液体
吸引である。液体塗布の前に乾燥吸引がある理由は、解説されるように、主に、湿式吸引
は主に汚れた水／廃液のためであり、湿式吸引にさまざまなマイナスの影響を与え、通常
は乾燥時には吸引がはるかに簡単な粒子状物質や大きい遊離した破片のためではないから
である。
【０２４５】
追加の清掃ステップは、本発明に従い、湿式清掃ロボットに組み入れることができる。例
えば、乾燥物質の塗布ステップは、研磨剤の粉末、触媒、反応剤などの乾燥吸引ステップ
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の後に、または、その他の乾燥物質が入れられて、液体と混合された後に含むことができ
る（または、湿式スプレーはオフにして、乾燥物質を回収または後で吸引される）。
【０２４６】
また、湿式吸引メカニズムが破片に対応する場合など、濡れた粒子状物質または破片の可
能性に対応するために別の方法が適用される場合には、乾燥吸引ステップを取り除くこと
も可能である。機器のある実施例では、清掃経路に沿って、横に長い形の湿式掃除機／ス
キージを進めるスクラブブラシを使用できる。一例では、スクラブブラシが掃除機の入り
口内で回転し、破片を掃除機の入り口に向けるように置かれている代わりの実施例では、
乾式吸引ステップはあまり重要でない場合がある。また、液体の塗布プロセスが液体吸引
プロセスの直ぐ前に来ないように、清掃システムを変更することも可能である。一例とし
て、代わりの実施例では、第一のロボットが液体を塗布して、第二のロボットタ液体を吸
引、または単独のロボットがある通過では液体を塗布して、同じ経路に沿った二回目の通
過では液体を取り除くように設定することが可能である。
【０２４７】
また、例えば、ワックスやポリッシュの場合には、液体吸引プロセスが実行されないよう
に清掃システムを変更することも可能である。別の実施例では、ロボットはある種の液体
（例えば、洗浄液）を塗布し、吸引してから、吸引されない第二の種類の液体（例えば、
ワックスまたはポリッシュ）を適用することが可能である。
【０２４８】
また、液体塗布プロセスが液体を直接床に塗布するのではなく、ブラシ、ローラー、ベル
ト、ウェブ、パッドあるいはその他のスクラブ用具に塗布し、スクラブ用具により実行さ
れると、液体はまず主に床に接触するように、清掃システムを変更することも可能である
。
【０２４９】
解説するように、一定の新しい清掃システムは、特に、本発明のロボット式掃除機によく
適する。しかしながら、プロセスまたはシステムのある部分が重要であるのではなく、こ
こに説明した顕著な利点を持つ清掃システムを形成するのは、清掃プロセスのある種の組
み合わせである。解説したロボット式、形式、および構成構造の多くは、新しく、任意の
湿式清掃システムにとって有利である（一例としては、ロボットが常にある側で清掃する
場合、その端だけに伸びる湿式清掃ヘッドに関連付けられた構造）。
【０２５０】
解説したように、ロボットは、完全に液体を満たした場合に、約３～５ｋｇであることが
好ましい。家庭用使用としては、ロボットは最高約１０ｋｇにできる。ロボットの物理的
寸法の範囲例としては、約２～１０ｋｇの質量で、清掃幅は約２０～５０ｃｍの直径内で
約１０ｃｍ～４０ｃｍ、輪直径は約３ｃｍ～２０ｃｍ、駆動輪接触線は全駆動輪（２、３
、４駆動輪）で約２ｃｍ～１０ｃｍ、全駆動の駆動輪接触面は約２ｃｍ２以上である。例
のロボットは、空の場合およそ４ｋｇ未満で、満タンの場合およそ５ｋｇ未満であり、お
よそ１ｋｇ（または８００～１２００ｍｌ）の清浄水または汚水を運搬する（ロボットが
液体を吸引するだけでなく塗布する場合）。廃棄物タンクの大きさは、吸引プロセスの能
率に従い決められる。例えば、各通過で濡れた液体をある程度の量残るように設計された
、あるいは配置された、比較的能率のよくないスキージでは（例えば、洗浄液が染みまた
は乾燥した食べ物の残りかすに留まって積極的に働くように）、液体タンクは、清浄タン
クと同じ大きさ、または小さく設計することができる。溜まった液体の一部分は決して吸
引されず、別の部分は吸引される前に蒸発する可能性がある。乾式吸引が湿式吸引より前
にあり、能率的なスキージ（例えば、シリコーン）が使用される場合、廃棄物タンクは洗
浄液タンクと同じか大きくすることが必要になる場合がある。また、タンク容量のある部
分、約５％以上は、泡の収容または制御専用になる場合があり、廃棄物タンクのサイズを
増加させる可能性がある。
【０２５１】
実行可能な自律的塗装面清掃ロボットは、質量が約１０ｋｇ未満で、少なくとも１つのス
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クラブまたはふきとり部材を持つ。表面を効果的にブラシ、ふき取り、またはスクラブす
るためには、スクラブまたはふき取り部材は、抗力を作り出す。また、１０ｋｇ未満のロ
ボットでは、約４０％の重量までの平均抗力を作り出すべきであるが、約２５％未満であ
ることが好ましい。抵抗力（任意のブレード、スキージ、効力を生じるコンポーネントに
関連する全抗力）は、障害物の持ち上げは、タイヤから重量を削減して、効果的な原動力
に影響を与えるので、有効なサスペンション／一定の重量システムのない場合に十分な運
動性を確保するために、ロボット重量の約２５％を超えてはならない。最大に使用可能な
静止摩擦は、典型的には、界面活性剤ベース（表面張力が低い）洗浄液のある滑らかな面
上では、ロボットの重量の約４０％未満であり、おそらく、最良の条件では最高約５０％
で、静止摩擦／推力は抗力／寄生的力を超える必要がある。しかしながら、自律的な推進
を成功させ、小さな危険や障害物を克服するために十分な推力を持つためには、車輪とは
異なるスクラブまたはブラシ部材が出会うかもしれないしきいを登るため、そして、つま
りやその他のパニック環境から逃れるためには、ロボットは、駆動輪によりほとんどが提
供される、約１５０％以上の平均の抗力／寄生的力の推力／静止摩擦を持たなければなら
ない。回転の方向に応じて、回転ブラシは、抗力または推力を作ることができるが、本発
明は両方を予想する。詳細を開示するロボットの一例では、約８－１／２パウンドの重量
があり、ブラシ、ワイパー、スキージ、静止している車輪の静止摩擦により２から３－１
／２パウンド未満の抗力があるが、３から５－１／２パウンドの推力が、駆動輪だけによ
り、あるいは、前方に回転するブラシとの組み合わせにおいて駆動輪により生じ、これが
問題なく清掃し自律的に推進するロボットの一例である。時には、静止摩擦を改善するた
めに、車輪にもっと重量を加えることによって重みが追加される（例えば、本機器のある
実施例では、金属製ハンドル、クレバスのようなピボット架台、必要なサイズより大きい
モーター、および／または安定器である）。重みを追加しても、追加しなくても、本機器
のある実施例は、前方に回転するブラシ（一般的にリバースでオフにする）から機能性の
あるパーセントの推力を派生するが、これは大型の産業用掃除機に必要な機能ではない。
【０２５２】
１０ｋｇ未満の（あるいは２０ｋｇ未満の場合でも）家庭用清掃ロボットの質量のために
、清掃ヘッドの幅は、産業用の自己推進掃除機とはかなり異なる。本発明の実施例によれ
ば、これは、ロボットの質量１ｋｇごとに１ｃｍの（湿式）清掃幅から、理想的には、ロ
ボット質量の１ｋｇごとに５または６ｃｍの清掃幅で、最高ではロボット質量の１ｋｇご
とに１０ｃｍの清掃幅である（一般的に、より高い比率はより少ない質量に適用される）
。ロボット質量の１ｋｇごとに１０ｃｍを超える清掃幅でふき取りまたはスクラブの十分
な力を適用することは困難である。さらに、ロボット質量の１ｋｇごとに１ｃｍ未満では
、能率の悪い清掃幅または一般使用には不適切な、つまり、普通の（または虚弱な）人が
簡単に持ち運びできない、非常に重いロボットになる。自己推進の産業用清掃機は、一般
的には、機械の質量１ｋｇあたりで１～３ｃｍ未満の清掃幅である。
【０２５３】
これらの寸法の比率または特性は、ロボットが１０ｋｇ未満、および一部の場合には２０
ｋｇ未満であるかどうかに関係することがあるが、一般の家庭使用でも有効である。これ
らの比率は上記に明示的に解説したが、一定の比率（例えば、ロボット質量の１パウンド
あたりの車輪接触の平方センチメートルの面積、抗力の１パウンドあたりの車輪接触線の
ｃｍ、など）は、解説した別のロボットの構成のセットを限定するけれども、ここで本質
的に開示されることになると明示的に考えられる。
【０２５４】
本開示は最適の物質構成や濡れた家庭内の表面で有用なロボットのタイヤや軌道の形状を
解説するが、その他の清掃要素をこれらの物質や形状と一定に組み合わせることは特に効
果的である。タイヤ自体では、解説したように、ある有利な構成では、３ｍｍの厚さの発
泡タイヤで２ｍｍの深いサイプがある。この構成は、タイヤあたり３から４ｋｇ未満をサ
ポートする場合、最適に機能する。サイプ、気泡構造、タイヤの吸収性の最適な組み合わ
せは、ロボットの重量により影響を受ける。
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【０２５５】
少なくとも１つの受身のワイパーまたはスキージは、湿式清掃ロボットでは有利である。
例えば、湿式掃除機部分は、スキージに密接に配置され、吸引のために入れられた水の膜
の厚さを形成する。引きずる（湿式）スキージは、２ｍｍよりも高い障害物を清掃するた
めに十分な可撓性と運動範囲を持つべきであるが、ロボットの地面の隙間をクリアするこ
とが理想である（詳細を説明した実施例の場合では、最低４－１／２ｍｍの高さまたはロ
ボットの地面の隙間）。
【０２５６】
重力に反対向きであるスキージにより生み出される反動力はすべて、使用可能な抵抗から
差し引くので、ロボット重量の約２０％を超えることはなく、理想的にはロボット重量の
約１０％を超えることはない。同等な反動力を持つ一定の量の端の圧力は、スキージが拭
いて液体を回収するために必要である。液体回収、反動力、磨耗、障害物に対する柔軟な
応答の効果的な組み合わせを得るためには、スキージの物理的パラメータは、よく制御さ
れ、バランスされる必要がある。３００ｍｍ未満のスキージの約３／１０ｍｍの作業端半
径が特に効果的であり、約１／１０から５／１０ｍｍの作業端のスキージは、その他の作
り出される条件に応じて、実行可能であることが予想できる。磨耗、スキージの性能、お
よび抵抗力は、実質的に長方形の断面（オプションでひし形）および／または約１ｍｍ（
オプションで約１／２ｍｍから１－１／２ｍｍ）の厚さ、約９０度（オプションで約６０
から１２０度）の角、作業の長さ全体で約１／２ｍｍ以内（オプションで、約３／４ｍｍ
まで）で床に平行、および、長さあたり約１／５００ｍｍ内（オプションで、約１／１０
０まで以内）で直線で、作業端が上記のように約３／１０ｍｍ以内であるスキージで改善
される。上記のパラメータから逸脱すると、補償する大きい端の圧力（重力に反対向きの
力）が必要になり、使用可能な静止摩擦を減少する。
【０２５７】
湿式掃除機／スキージのアセンブリの３つの例がここで開示される。１つは、「分岐スキ
ージ」を使用して、湿式吸引は主に前方の濡れたゴム雑巾と後ろのスキージの間の真空チ
ャネルにより提供され、２つのスキージは、別の部材で、使用中にスキージを変形すると
、お互いにスライドできる。図１２に表されているように、図面の左側の後ろの濡れたゴ
ム雑巾は、カートリッジを清掃のために開くと、ブラシに隣接する前方の濡れたスキージ
から分離する。前方の濡れたゴム雑巾は、一連の真空チャネルを提供するために内側面に
ギザギザがあり、前方の濡れたゴム雑巾の主なタンクは、適切に変形して、チャネルない
の真空を維持して、チャネルの前方の端を床に届くためである。前方の濡れたゴム雑巾（
分離するスキージの設計の）は、ぶら下がる濡れたゴム雑巾に対する空気力学のパラメー
タを定義するために、一定の開いた断面領域を維持する。しかしながら、これを実現する
には、前方の濡れたゴム雑巾は、専用場所で床に接触するだけが必要であり、機能するた
めの端の圧力を必要としない。前方の濡れたスキージは、ロボットの地面との隙間で障害
物をクリアできなければならない。例えば、ロボットの約４ １／２ｍｍの最低の高さを
超える障害物を、４ １／２ｍｍの後ろのまたは濡れた地面との隙間でクリアする。前方
の濡れたゴム雑巾は、約８０～１２０％で空気力学の断面領域を維持しなければならず、
その長さのどの場所でも設計の点からは約９０～１１０％が理想である（例えば、静止設
計の予想される断面面積）。断面積の逸脱は、スキージに対する真空発生器支援が一定に
ならず、清掃の性能を削減する。
【０２５８】
スキージが、乾式真空発生器といっしょに、あるいは後ろで使用されると、乾式真空発生
器のスキージは、十分な可撓性と、例えば、ロボットの前方の（乾式）半分の約６ １／
２ｍｍの高さよりも高い障害物をクリアするためには（この例では、前方の高さを高くま
たは低くできる）、前方の地面の隙間より高い障害物をクリアするための運動範囲を持つ
ことが必要である。「乾式スキージ」または「ドクターブレード」の主要目的は、気流ガ
イドとしてであり、ここでは「乾式スキージ」または「ドクターブレード」という用語が
使用されているが、本当のドクターブレードまたはスキージとしてではないので、乾式ス
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キージの端は、オプションで、例えば、０から約１ｍｍ、理想的には１／２ｍｍ分、床か
ら分離されるように設計できる。端の圧力は、乾式真空スキージ、つまり、気流ガイドの
ブレードでは、最適の性能で適切に機能するためには必要ではない。理想的な気流ガイド
のブレードは、約１０～３０度、理想的には２０度だけ、前後にピボットできる。
【０２５９】
ブラシまたはワイパーが使用されると、静止と回転両方のブラシ、またはワイパーは、面
変化の広い範囲にわたって床に接触する必要がある（例えば、湿式清掃の場合、タイル、
平坦、床、深いグラウトの床）。この接触は、本発明に従い、一般的には次の２つの方法
のうち１つまたは両方で実現される。ブラシまたはワイパーは浮動する架台を使用して取
り付けられる（例えば、バネ、エラストマー、ガイドなど）。さらに／または、表面に対
するスクラブブラシまたはワイパーの接合または取り付けの設計された分だけ十分な可撓
性を使用する。上記のように、ブラシ／スクラブ装置により生まれる、重心に反対方向の
反動力は、使用可能な静止摩擦から差し引いて、ロボット重量の約１０％を超えてはなら
ない。バネブラシのらせん設計は、重心と反対方向の力を最小限にして、回転に必要エネ
ルギーの要件を削減することを助ける。
【０２６０】
回転ブラシを使用している解説されるほとんどの実施例は、単独のブラシを使用する。例
えば、２つの反対回転するブラシと、ロボットの中央線の首尾どちらかに１つのブラシな
ど、２つ以上のブラシを提供できる。差動回転ブラシも採用できる。このような場合、２
つのブラシは、それぞれ、実質的には回転の直径でロボットの半分の幅であるが、それぞ
れが、直径の半分に沿って伸び、回転の中心線のどちらか横側に置かれる。各ブラシは、
別の駆動とモーターに接続され、反対方向または同じ方向、いずれかの方向に違う速度で
回転できるので、ロボットに回転と転換の推進力を提供する。
【０２６１】
本発明のある実施例に従う清掃ロボットは、主に、弾性および／または減衰を含むピボッ
トの車輪アセンブリを含み、上下力を考慮して設計された運転の高さがあるサスペンショ
ンシステムも提供される。理想的なサスペンションは、ロボットの最小の下向きの力の約
２％（オプションで１～５％）内で理想的に実現することができる（つまり、ロボットの
質量または重量から、ブラシ／スキージのような弾性または基準の接触部材からの上向き
の力を差し引く、など）。つまり、サスペンションは、タイヤ接触箇所で最大の可能な力
を維持しながら、ほとんどすべての障害物または上向きの力の生成が可能な原因が、サス
ペンションを持ち上げる、または、ロボットを障害物の上で遊離しているように、適用さ
れた使用可能な下向きの力の約２％だけで「ハードストップ」に対して休止する（バネは
その他９８％、オプションで９５％～９９％を持って停止する）。このバネの力（および
、理論ではロボットの静止摩擦）は、変化するロボットのペイロード（相対的な清浄と汚
水タンクのレベル）に相対的に、力を変化させるアクティブなシステムを持つことにより
、最大限にできる。有効なサスペンションは、電動アクチュエータまたはソレノイド、流
体動力などにより、当業者により理解されるように、適切な減衰とバネの抵抗で、提供さ
れる。
【０２６２】
ロボットの重心は、同じ重心の場所を続けて維持するように洗浄剤と廃棄物のタンクがバ
ランスされない限り、液体の回収中に移動する傾向がある。表面に関わらず塗布された液
体のほぼすべてを回収できる、または、廃棄タンクに回収される液体の量を予測するモデ
ル化が可能な液体回収システムであれば、重心の同じ位置を維持すること（タンク区画の
設計により）により、受身のサスペンションシステムは、最高の使用可能な静止摩擦を実
現できる。本発明は、空になると区画の重心位置を実質的に維持する特性を持つ第一の区
画と、満タンになると区画の重心位置を実質的に維持する特定を持つ第二の区画とを含む
タンク設計を予想し、組み合わされたタンクの重心は、車輪の直径内と車輪の上で実質的
に維持される。これは、縦方向に少なくとも一部が重ねられるタンクではさらに容易に実
現される。
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【０２６３】
清掃タンクが構成で統合されると、本発明は、洗浄液カートリッジの使用を予想する。ユ
ーザーは、密封したプラスチック製のカートリッジをロボット枠上のくぼみまたは空洞に
入れる。カートリッジは、ロボットの上および／または側面の外側を滑らかにまたは実質
的になめらかに（おそらく僅かに隆起）一体にして、予め測定された量の洗浄液を含むよ
うに構成されることが好ましい。カートリッジをロボットに取り付けると、カートリッジ
枠を貫通または割るので、洗浄液が正しい量だけ水と混同できるようになる。
【０２６４】
上記のように、完全に液体を回収または有効なサスペンションがないと、すべての面から
最低のパーセントの液体が回収されたとモデル化または想定して（例えば、塗布された液
体の７０％）、この想定／モデルに従い、区画の特性と重心を設計することにより、優れ
た運動性が実現できる。代わりの、あるいは追加で、最大の空荷（空のタンク）条件にバ
ネの力を等しく設定すると、優れた静止摩擦と運動性に貢献できる。規則として、サスペ
ンションの移動は、バンパー（およびその他の端のバリア）により許されているロボット
の下で移動する最大の障害物に少なくとも等しいことが必要である。
【０２６５】
車輪の直径を最大にすると、指定の障害物またはくぼみでのエネルギーと静止摩擦の要件
が減少する。最大に設計された障害物を登る能力は、車輪の直径の約１０％未満でなけれ
ばならない。４．５ｍｍの障害またはくぼみは、４５ｍｍの直径の車輪により克服される
。解説したほとんどの実施例では、ロボットは、いくつかの理由で短く低い。バンパーは
、カーペット、しきい、硬い床を区別するために、地面から約３ｍｍのバンパーはロボッ
トがほとんどのカーペットにのしかかることを防ぐように、低く設定される（約２－５ｍ
ｍのバンパーの地面との隙間）。ロボットの作業面の残り、つまり、ロボットの下の乾式
真空発生器や湿式清掃ヘッドも地面との隙間を低くすることにより、さらに効果的になっ
て、床に向かって伸びる部材を持つ（空気ガイド、スキージ、ブラシ）。ある実施例の地
面の隙間は３～６ｍｍであるので、車輪は３０ｍｍ～６０ｍｍだけしか必要としない。し
かしながら、低い障害物に対応する場合でも、典型的には大きければ大きいほど優れてい
る。
【０２６６】
さまざまな図に示されているように、前方バンパー２２０の底は、ギザギザがあり、この
場合、薄い縦のタブが前方バンパーの長さにわたって間隔をあけて設定される。これらの
タブは、バンパー２２０の主な衝突または障害物検出を補助する機械式のカーペット検出
器で、前方の車輪がカーペットに登る前に、ロボットの下を通過する高さに対して突き出
ている部材であり、床から約３ｍｍで、前方バンパーの低い周辺機器の周囲に設定され、
前方バンパーの作動ができる。タブは、前方バンパーの前の端の下に伸びる。さらに、ロ
ボットの内側のカバー２００ａは、タンク組立が取り外されると、ロボットの内部を保護
するために必要で、追加の強度を提供し、筐体２００（下部分２００ｂ）の要件を削減す
る。
【０２６７】
（ロボット制御装置（回路）と制御）
少なくとも１つの実施例に従い、ロボットは一般的に円形または丸い筐体２００（例えば
、図３を参照）を含むことができ、少なくとも第一と第二の車輪１１００を回転できるよ
うに接続することができる。駆動輪１１００は、駆動輪１１００の運転時に清掃面上でロ
ボットを運ぶために、筐体２００の底の位置に置くことができる。さらに、駆動輪１１０
０は、例えば、一般的に清掃面の平面に対して平行である縦の直線に沿って横たわる各駆
動輪１１００のそれぞれ中央などに置くことができる。本発明のロボットとそのコンポー
ネントのさまざまな制御手順をここに述べる。さらに、ロボットは、２００５年１２月２
日に提出された米国申請Ｓｅｒ番号１１／１７６，０４８、１０／４５３，２０２および
１１／１６６９８６、米国仮申請Ｓｅｒ番号６０／７４１，４４２のＣａｍｐｂｅｌｌら
による「Ｒｏｂｏｔ Ｎｅｔｗｏｒｋｉｎｇ， Ｔｈｅｍｉｎｇ， ａｎｄ Ｃｏｍｍｕｎｉ
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ｃａｔｉｏｎ Ｓｙｓｔｅｍ」、および、米国特許番号６，５９４，８４４など、しかし
これらに限定されない、同業者には知られているさまざまな制御および運転システムを使
用して、作業環境を進むことができる。これらの全ての開示は、全体として本明細書にお
いて参考として援用される。
【０２６８】
ある実施例では、仮想線が、ロボットの円形の筐体の中心から伸びることができ、左の駆
動輪と右の駆動輪を含む駆動輪１１００は、それぞれ、筐体２００のお互いに向き合う外
端に置くことができる。駆動輪１１００は、その後、清掃面上をロボットが推進するよう
に、前向き回転方向に同時に駆動することができる。また、駆動輪１１００は、筐体２０
０の振りがその中心周囲で回転するように、駆動輪１１００の１つはもう一方よりも早く
回転するように駆動させて、差動駆動できる。この結果、差動駆動する駆動輪１１００は
、清掃面に対してロボットを前後に同時に推進する必要なく、ロボットの筐体２００を回
転できるため、上部空間がない場合でもロボットは操作できる（これは、それぞれの駆動
輪１１００を同じ回転速度で駆動することによっても実現できるが、例えば、相互に反対
の方向にはできない）。
【０２６９】
別の実施例に従い、ロボットの筐体２００は、スクラブモジュール６００（例えば図１２
Ａを参照）を含むことができるが、スクラブモジュールは、一般的に直線形状であり、円
形の筐体２００の外円端に沿った第一の点から、中心を通って、円形筐体２００の外円端
に沿った第二の点まで伸びることができる（従って、一般的に、例えば、円形筐体２００
の中心を通る中心の二等分線を定義する）。このような実施例では、両方の駆動輪１１０
０は、スクラブモジュール６００の前部または後部のいずれかの側の筐体２００の底部分
に置かれる。また、一定の実施例では、例えば、ロボットの運転の安定性に役立つように
、スクラブモジュール６００の後部に置かれる。その他の駆動輪位置が可能である。一例
として、４つの駆動輪を持つロボットでは、１つが前進し、ロボットの片方の清掃ヘッド
の後ろに、３つの駆動輪は、右側で、１つが前進し、１つが清掃ヘッドの後ろで、左側で
は輪は清掃ヘッドの左に、半径上に置かれる。このような構成は、中心線上で差動駆動を
持つロボットに似たロボットの移動を与える可能性があり、中でも、ロボットの移動を制
御するためのソフトウェア最適化を促進する。
【０２７０】
ある実施例に従い、移動ロボット１００は、例えば、一般的にらせん軌道を使用して床ま
たはその他の清掃面を清掃できる。液体塗布器７００の有効幅に従ってらせん軌道を選択
することにより、例えば、ロボットは、清掃面の最大面積に洗浄液を有効に入れることが
できる。このような場合、優位側（つまり、清掃ヘッドが端に伸びる側であり、ロボット
が障害物をたどる側）にらせんの外側を形成させるために、優位側のロボットは優位側か
ら向きを変える。簡単ならせんの場合、これは、清掃ヘッドが右側にオフセットになり、
ロボットが左側にらせん回転して、清掃ヘッドがないロボットの底の部分がらせんの中心
に、清掃されていない小さい円を作るなど、清掃されていない箇所を残す可能性がある（
しかし、清掃サイクルが終了する前に、ロボットはおそらく同じ箇所に無作為に戻るので
、この円は一時的なものである）。これは、推測に基づく中心経路でらせんをなぞること
により、あるいは、推測に基づいて１つまたは２つの形の８でらせんをなぞることにより
、対応可能である。しかしながら、らせん方法が中心経路を開始する前にロボットが壁ま
たは障害に出会う場合では、この妨害が清掃されていない円を残すという可能性がいくら
か残される（円の箇所に到達するために、障害物から、または任意にらせんの方向を変え
ることもできる）。
【０２７１】
このような箇所を必ずしも作らない代わりの範囲のパターンが図４６に示される。このよ
うなパターンでは、移動ロボット１００は、経路内のすべての領域が適切にカバーされた
ことを確実にするために、スケートリンクで使用される整氷機により使用されるパターン
によく似たオーバーラップパターンに従うことができる。図４６は、破線９１１で一般的
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な車輪の経路を示し、太線９１３で一般的な範囲経路を示す。パターンは、ほとんど、範
囲の軌道の幅よりも大きい軌跡の半径で、お互いに重なり合う、簡単な一連の円または楕
円である。図４６に示される、一連の重なり合う角が丸い四角または長方形として実装で
きる。図４６に示されるように、例のパターンは、実質的に直角の方向転換を使用する。
ロボットは、第一の軌道から間隔を置いて移動して、平行に回転し、平行に移動してから
、第一の軌道に戻るように回転し、最終的に、第一の軌跡に重なる前に回転することによ
って、第一の軌道に平行に運転する。重なりは、オフセットの清掃ヘッドまたはオフセッ
トの差動輪により生じたすべての「ブランクスポット」をカバーするに十分である。そし
て、ロボットは、第一の回転と実質的に同様な位置で回転して、軌道が第一の軌道として
作られたとして処置するこのプロセスを繰り返す。引き続いて、ロボットはカバーされた
パターンの最初では、中間にブランクの清掃されていない箇所を残すが、ロボットは、重
なり合う楕円、円、正方形、または長方形に移るので、ブランの箇所は最終的にはカバー
される。図４６でわかるように、ロボットは最終的には範囲をオーバーラップするので、
パターンの第一のループと次のループの半径または間隔は任意の大きさが可能である。大
きめのループは、多数の直線を組み入れると、清掃の能率も高くなる。しかしながら、ル
ープが大きすぎると、横滑りのエラーが集積し、障害物に出会うとこのパターンを邪魔す
る場合などがある。ループが小さすぎると、差動回転に時間がかかりすぎ、清掃が直線移
動ほどできずに、直線運転よりも時間がかかりすぎる。この場合、上記のカバーパターン
は、第三から第五の平行経路上ではループの中心を完全にカバーするサイズであり（ルー
プの形状が不規則、円、楕円、正方形または長方形に関わらず並行）、各経路の清掃幅の
半分以上は重ならない。ある例では、厳密なカバーパターンは、輪の中心から清掃ヘッド
の端までの直線距離の約１２０％～２００％だけが重なるので（あるいは、代わりの例で
は、ループはこの間隔の約１２０～２００％を差し引いた清掃幅だけオフセットしたルー
プ、または、清掃ヘッドの幅の約１／５～１／３だけ重なるだけ、または、清掃ヘッド幅
の約２／３～４／５をオフセットしたループ）、作業半径の約３または４倍未満のループ
である。これらのループは、実質的には、円、多角形、正方形のいずれかの対称形である
（最後の２つはロボットの回転による丸い角がある）。
【０２７２】
図４８は、筐体２００の後ろの底部分に配置された左右の駆動輪１１００を持つ移動ロボ
ットを図説する。破線は、両方の駆動輪１１００の中心を通って伸びる仮想線を示す。「
直径オフセット」ロボットの仮想線は、筐体２００の中心を通過しないが（例えば、図４
７に示した直径上のロボットは異なる）、左と右の駆動輪１１００を差別して駆動するこ
とにより影響を受ける差動ヨー制御は、仮想線が筐体２００の中心を通過する実施例とは
異なる。例えば、中心を切断する例とは反対に、図４９で図説されたロボットは、駆動輪
１１００を差動駆動することによりロボットのヨーが変わると、清掃面に対して、ロボッ
トによる前後同時の動きを受ける必要性がある。従って、鋭い回転、曲線経路に沿った推
進、垂直面をなぞる、突起をなぞる動作などの動作のための直径オフセットロボット（以
下、「オフセットロボット」）の制御は、筐体２００の直径からの駆動輪１１００のオフ
セットにより生じる差（つまり、中心で分岐する仮想線）を考慮して、非直径オフセット
ロボットとは変わる。いくつかのオフセットロボット動作の例は、ロボットの制御装置は
ロボットをこれに応じて制御するために実証できるが、以下に解説される。
【０２７３】
ロボットは、隆起に従う動作を含むことができる。隆起をなぞる動作は、オフセットロボ
ットが狭いまたは部分的に囲まれたエリアからの脱出を促進する（例えば、壁のくぼみや
廊下の狭くなった部分など）。隆起をなぞる動作は、次の少なくとも２つの段階を含むこ
とができる。（１）バンパー（または、リーフばねスイッチ、磁気近接スイッチなどのよ
うな、ロボットが障害物に接触したことを検出するためのその他の適切な接触または圧力
センサー）が押されると、調整が有効になる（つまり、ロボットのヨーを調整）および（
２）バンパーが再び押されるまで、半径を減少することにより、回転の反対方向に、一般
的に半円形の経路で移動する。
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【０２７４】
少なくとも１つの実施例に従い、アルゴリズムの段階１は、回転の半径を変更して、回転
中バンパーを床に向けたままにする（図４９を参照）。Ｌ１は、駆動輪１１００の中心を
通って伸びる仮想線で、ロボットは、この線のどの点の周囲で回転できる。Ｌ２は、壁に
対して平行な仮想線で、ロボットの中心を通過する（点Ｃ）。点Ａは、Ｌ１とＬ２の交差
点である。このアルゴリズムに従い、例えば、ロボットは、ロボットと壁の間で一定の距
離「ｄ」を維持できる。
【０２７５】
「ｄ」を一定に保ちながらロボットを回転するために、ロボットは、ロボットが点Ａの周
囲で回転するように、第一と第二の駆動輪１１００のそれぞれの車輪速度を調整する。こ
れは、ロボットが回転するにつれて点Ａは清掃面に対して移動するので、連続したプロセ
スの可能性がある。
【０２７６】
図５０を参照すると、例えば、適切な動作を有効にするために、制御装置は制御サイクル
に基づいたアルゴリズムを実装する。ステップＳ１０２でロボットがポイントＡの概算位
置を再計算後、最初のステップＳ１０１でロボットは制御サイクルを待機する。次に、ロ
ボットは、Ａの再計算位置に従い、ステップＳ１０３で各駆動輪１１００のそれぞれの回
転速度を設定する。そして、第一のステップＳ１０１でプロセスを繰り返す。
【０２７７】
ロボットに対する壁の角度を示すセンサーを持つことができないロボットの実施例に従い
、制御アルゴリズムは、どのバンパースイッチが閉じられているか（左、右または両方）
に基づいて、点Ａの位置を概算でき、バンパースイッチの閉じた状態が変化すると、その
概算を更新できる。従って、この概算により、突起をなぞったり避難したりする動作が、
ほとんどの場合によく機能することができる。
【０２７８】
図５１と５２を参照すると、概算プロセスの例が図説されていて、「隆起四半円」という
用語は、どの隆起スイッチが閉じたかを参照する。「左」とは左のスイッチだけが閉じた
ことを意味し、「右」は右スイッチだけを意味して、「両方」という意味は左右両方を閉
じていることを意味する。図５１は、各制御サイクルで壁の角度を更新する連続アルゴリ
ズムの例を図説し、図５２は、壁の四半円が変更すると、推算がどのように更新されるか
を図説する。
【０２７９】
例えば、図５１に図説されたように、最初のステップＳ２０１で、ロボットは、隆起の四
半円に基づいて壁の角度を最初の概算を作成してから、Ｓ２０２で次の制御サイクルを待
機する。制御サイクルが開始すると、ロボットがＳ２０３で、現在検出した隆起四半円は
以前の隆起四半円から違うかどうかを決定して、そうであれば、Ｓ２０５で以前の隆起四
半円に基づいて壁の角度や現在の隆起四半円を再概算して、Ｓ２０２に戻って次の制御サ
イクルを待機する（そして、プロセスループを形成する）。しかしながら、現在の以前の
隆起四半円は同じであれば、ロボットはＳ２０４で隆起四半円の差の変わりに、制御サイ
クル中輪の運動に基づいて壁の角度を計算して、制御サイクルの待機ステップＳ２０２で
戻る。
【０２８０】
図５２で示されているように、プロセスは、以前の隆起四半円が左、両方、右であるかど
うか、現在の四半円が左または右であるかどうか、を決定することを含めて、第一の一連
のリンクされたテストステップにそって進む（Ｓ３０１、Ｓ３０７、Ｓ３１２、Ｓ３１７
およびＳ３１９）。この初期の一連のリンクされたテストステップのどれもが「はい」で
あれば、ロボットがＳ３２１で壁の角度が０度であれば、デフォルトの概算に到達する。
しかしながら、一方でロボットが前の隆起四半円が左であったと決定すれば、ロボットは
、次にＳ３０２で、現在の隆起四半円が両方であると決定して（この場合、ロボットはＳ
３０５で７．５度として壁の角度を概算する）、Ｓ３０３で現在隆起四半円が右であると
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決定する（この場合、ロボットはＳ３０６で０度として壁の角度を概算する）。そうでな
ければ、デフォルトで概算はＳ３０４で０度になる。一方で、もし、前の隆起四半円がＳ
３０７で決定されたように代わりに両方であった場合、プロセスは、Ｓ３０８で現在の隆
起四半円が左として決定される場合にはＳ３１０で壁の角度を７．５度と概算する。また
は、現在の隆起四半円がＳ３０９で決定されたように右の場合にはＳ３１１で－７．５度
と概算する。これ以外は、Ｓ３０４で壁の角度はデフォルトで０度と概算する。さらに、
前の隆起四半円がＳ３１２で決定されたように右であった場合、ロボットは、現在の隆起
四半円がＳ３１３で決定されたように両方であった場合にのみ、Ｓ３１５で壁の角度を－
７．５度と概算する。これ以外は、概算はデフォルトで０度である（Ｓ３１４が隆起四半
円を左として決定する場合にはＳ３１６を経由、これ以外はＳ３０４を経由）。
【０２８１】
一方で、まだこれまでに隆起四半円が検出されていない場合に最初の制御サイクルで発生
する可能性があるように、前の隆起四半円が左、右、または両方でなかった場合、ロボッ
トは、Ｓ３１７で、現在の隆起四半円が左であるかどうか（この場合にはＳ３１８で３０
度と概算されるようになる）、またはＳ３１９で決定されるように右であるかどうか（こ
の場合にはＳ３２０で－３０度と概算されるようになる）を決定する。これ以外は、Ｓ３
２１で壁の角度はデフォルトで０度と概算される。
【０２８２】
また、ロボットは、崖回避やパニック回転動作も持つことができる。さらに、ロボットは
、隅から脱出して、部屋または清掃面を含むその他の領域をくまなく移動するための、方
向ロックアルゴリズムを使用できる。これは、ロボットが検出したばかりの障害物や垂直
面に向きを変えることにつながる場合がある。このように、方向ロックアルゴリズムに従
って、検出したばかりの障害物または垂直面に向かって、オフセットロボットが回転する
状況において、垂直面から落下することを回避するために、オフセットロボットは、もう
少し後退できる（例えば約１０ｍｍ、しかし約５ｍｍからオフセットの直径の約２倍まで
が代わりに使用できる）。あまり後退しすぎると、一部の実施例ではロボットの背面には
崖センサーを持っていない場合があるので、ロボットの後ろにあるかもしれない別の垂直
面を落下する可能性がある。さらに、また、検出した垂直面に向かって回転する場合、非
オフセットロボットに比較すると、ロボットはもっと大きい角度で回転もできる（これに
限定しない例では、２０度。または、代わりに、適切な０度から９０度までの任意の角度
）。
【０２８３】
図５３は、オフセットロボットが採用できる例のアルゴリズムを図説する。最初のステッ
プＳ４０１で、ロボットは、少なくとも右の崖センサーと左の崖センサー（これに限定し
ない例として）の中のどの崖センサーがトリガーされたかに基づいて、検出した垂直面の
方向を決定する。右の崖センサーだけがトリガーされた場合は、ロボットは垂直面が右方
向にあると決定する。左の崖センサーだけがトリガーされた場合は、ロボットは垂直面が
左方向にあると決定する。これ以外では、代わりに、ロボットは、無作為に方向を決定す
る。次に、Ｓ４０２で、ロボットは方向がロックされているかどうか、および、垂直面の
方向と異なるかどうかを決定する。はい、の場合は、Ｓ４０３で、再び前方に進む前に、
ロボットは後退して（例えば、１０ｍｍなどのように特定の距離だけ、代わりに、この距
離は、ロボットにわかっているその他の環境あるいは動作要素に応答して、または、任意
の適切な事前に決定された量により動的に設定できる）、方向を変える（例えば、２０度
のような特定の角度だけ、代わりに、回転角度は動的に設定できる、あるいは、任意の適
切な角度にできる）。これ以外は、Ｓ４０４で、ロボットは、通常の崖回避動作に従って
進む。
【０２８４】
パニック回転動作は、ロボットが障害物上で立ち往生しているかもしれないと決定した場
合に、脱出するために使用される。ロボットがオフセットロボットであり、前方または後
方に同時に動く必要がなくその中心の周囲で回転できないので、オフセットロボットが垂
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直面を移動する危険な状況になってしまう実施例では、オフセットロボットは、動作中に
垂直面に出会うと、パニック回転方向を逆にできる。
【０２８５】
図５４に表示されているように、例えば、オフセットロボットのパニック回転動作の一例
に従い、ロボットは、最初のステップＳ５０１で、回転方向と、その中心周囲で回転する
規模を無作為に選択できる。すると、ロボットは、Ｓ５０２で回転を開始できて、Ｓ５０
３で次の制御サイクルを待機する。続けて、ロボットは、Ｓ５０４で選択した回転角度に
基づいて、その速度を設定でき、Ｓ５０５で崖が検出されているかどうかをテストできる
。検出されている場合は、ロボットは、Ｓ５０６で回転方向を逆にするので、制御プロセ
スはＳ５０３のループに戻って、次の制御サイクルを待機する。これ以外は、制御サイク
ルはただＳ５０３のループに戻って、回転方向を逆にすることなく、次の制御サイクルを
待機する。
【０２８６】
ロボットは、低い静止摩擦を処置するために、跳ね返り動作を持つことができる。ロボッ
トは、床またはその他の清掃面が濡れている環境で操作できるので、床に接触して車輪の
接触力を削減できるその他の要素または突起がロボット筐体の底にあるかもしれない。こ
れを処置するために、バンパーがトリガーされると、ロボットの跳ね返り動作は、一般的
に、少なくとも約１０ｍｍ（または任意のその他の適切な距離）後退できるので、さらに
２０ｍｍ（またはその他適切な距離）後退するか、またはバンパーが解放されるどちらか
の場合には、後退を停止する。従来のロボットと異なり、この実施例に従うロボットは、
バンパーが解放されたかどうかを決定するためにスキャンする前に、最低距離を後退でき
る。また、合計の距離は、不注意に崖に後退することを回避するけれども、ロボットが回
転できるだけには十分な、最低距離に保つこともできる。
【０２８７】
また、ロボットは、床の変わり目や落下、ならびに、緩やかに傾斜する障害物、または、
バンパーまたはその他の障害検出センサーでは検出されないかもしれない物体を検出する
ための車輪落下動作も含むことができる。例えば、ロボットの前面が床の浅い変わり目を
登ると、または、ロボットの前面が、バンパーのトリガーやその他のセンサーにより存在
がロボットに警告されない緩やかな坂または清掃面の物体により持ち上げられると、ロボ
ットの前車輪１１００が落下できるので、面との接触が緩くなる。従って、ロボットは、
ロボットの車輪がその最低位置（または、接触が失われた可能性を示すために適切な、そ
の他任意の通常より低い点）に落下すると、トリガーするセンサーを含むことができる。
このように、前車輪が落下すると、ロボットはバンパーヒットに類似した手法で、車輪落
下センサーのトリガーに対して反応できる。無制限の例として、僅かな距離を後退後に、
もし、車輪が戻らなければ（例えば、車輪の落下センサーがトリガーを中止するのに失敗
した場合など）、ロボットは安全のために停止（そして、例えば、ユーザーに車輪落下エ
ラーコード、警告、またはその他の指示で警告）できる。隆起などの車輪落下状況に反応
することにより、例えば、ロボットは、カーペットやその他の望ましくない床面または障
害物に登ることを回避できる。
【０２８８】
図５５は、最初のステップＳ６０１として、車輪落下動作に入ったとき、ロボットが、Ｓ
６０３でロボットが特定の距離（例えば、５０ｍｍ）に到達するまで、または、特定の時
間が経過するまで（例えば、１秒、または、その他任意の適切な時間）、および／または
車輪落下センサーがトリガーされなくなるまで（例えば、車輪落下センサーがパルスタイ
プまたは瞬間タイプのセンサーではなく、継続タイプのセンサー）、Ｓ６０２で逆方向に
移動していることを示す。次に、ロボットは、Ｓ６０４で、車輪落下センサーがもうトリ
ガーされていないかどうかを決定する。トリガーされていなければ、ロボットは、飛び跳
ね動作モードに入ることができ、および／または、Ｓ６０５で清掃面の清掃を継続できる
（あるいは、例えば、ロボットは、ただ、通常モードまたはその他任意の適切な動作モー
ドに戻るだけである）。一方で、車輪落下センサーがトリガーを中止しなければ、ロボッ
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トは、清掃動作を中止（または、移動動作の場合もある）できるので、ロボットはもう清
掃していないこと、および、静止した「フェールセーフ」モードに入ったことをユーザー
に警告するために、これに限定しない例としては、Ｓ６０６で、警告、エラーコード、ま
たは、その他の「遭難」指示を発行できる。
【０２８９】
湿式清掃動作の一定の実施例を以下に解説する。ロボットが清掃面の湿式清掃のためのコ
ンポーネントを含む（液体塗布器モジュール７００と関連要素を含むことにより）一部の
実施例に従い、真空発生器のファンモーターは、ロボットが清掃中ずっと操作中にできる
。この結果、例えば、以前の清掃サイクルで残された洗浄液、または、人によって床にこ
ぼされた飲み物の液体、その他任意の液体など、清掃面にこれまでに存在する液体を清掃
面から取り除くことができる。さらに、ロボット内またはロボットのコンポーネント上に
残る液体または湿気（例えば、ロボットにより実施された湿式清浄操作の結果として）は
、残留液体または湿気の上をわたる気流の結果、もっと迅速に乾燥できる。このように、
ロボットは、もっと迅速に適切に乾燥できるようになるので、まだ濡れたロボットが永久
的にユーザーにより取り扱われるときに発生する可能性があるような、ロボットからの液
体の不快な漏れやこぼすことの可能性を削減できる。さらに、ブラシやポンプは、ロボッ
トの清掃および移動特性に応じて制御できる。湿式清掃ロボットに関連する追加のロボッ
ト動作を以下に解説する。
【０２９０】
ロボットの乾燥プロセスは、例えば、１日の特定の時間にロボットに乾燥プロセスを開始
させるようなタイマー、または、湿式清掃サイクル中経過時間後、または、代わりとして
、電池がもうすぐ十分な電源を供給しなくなることを示す可能性がある、ロボットに供給
される電池電圧の急な落下に応答するなど、例えば、１つ以上の状況により、トリガーで
きる。利点としては、例えば、ロボットは、電池からの電源供給が完全になくなる前に、
乾燥していることを確保するように構成できることである。
【０２９１】
メインブラシ制御の実施例を以下に解説する。ロボットが動作中、メインブラシは、例え
ば、図３に図説されているように、ロボットの右手側から見ると時計回りに回転できる。
この結果、例えば、時計回りに回転するメインブラシが清掃面または床に接触すると、清
掃面に対して、ロボットの前向きの推進力を促進するので、前向きの力がロボットに与え
られる。同様に、後退する場合、ロボットは、ブラシをオフにできる。また、ロボットは
、例えば、前方の移動再開始後、少なくとも約２５ｍｍ（例えば、約０～５０ｍｍなど、
代わりの適切な距離、または時間を遅らせることができる）前方に移動するまで、ブラシ
をオフにしたままにもできる。代わりに、ロボットが後退するとき、これに限定しない例
として、追加の逆推進力を提供するために、ブラシは、逆方向（例えば、ロボットの右手
側から見た場合に時計とは逆方向）に回転するようにできる。
【０２９２】
図５６は、このような実施例に従うブラシの制御プロセスの例を図説する。ロボットは、
Ｓ７０１で次の制御サイクルを待機できる（動作制御プロセスは、例えば、任意の適切な
点で代わりに開始でき、また、このステップで開始することに限定されないが、以下「第
一のステップ」と呼ぶ）ので、Ｓ７０２でロボットが後退しているかどうかを決定する。
後退しているのでなければ、Ｓ７０３で、ロボットはブラシをオンにして（またはブラシ
をオンにしたままにする）から、第一のステップＳ７０１に戻る。
【０２９３】
一方で、ロボットが後退している場合は、Ｓ７０４で、ロボットはブラシをオフにできる
。そして、Ｓ７０５で次の制御サイクルを待機する。次の制御サイクルでは、Ｓ７０６で
、ロボットは、再び、後退しているかどうかを決定する。そして、後退している場合は、
プロセスは、直ぐ前の待機ステップＳ７０５に戻ることにより、サブループを通ることが
できて、再び、次の制御サイクルを待機する。しかしながら、このサブループで、ロボッ
トは後退していないとロボットが決定すれば、サブループの外へ進んで、Ｓ７０７で距離
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のカウンタを初期状態（電子メモリに保管されている整数値をゼロに設定する、または、
カウント登録機能、または、機械式カウンタ、またはその他適切なカウンタなどのように
）に設定してから、Ｓ７０８で、再び次の制御サイクルを待機することにより、別のサブ
ループに入る。次の制御サイクルでは、Ｓ７０９で、ロボットは距離カウンタを増やす（
または減らす）ことができる。そして、Ｓ７１０で、距離カウンタが閾値（例えば、２５
ｍｍ、または１秒、またはその他任意の適切な閾値）に到達または超えたかどうかを決定
する。
【０２９４】
ロボットが、距離カウンタが閾値に到達していない、または超えていないと判断すれば、
ロボットは、例えば、Ｓ７０８ですぐに次の制御サイクル待機ステップにすぐに進むプロ
セスに戻ることにより、このサブループを繰り返すことができる。そうでなければ、ロボ
ットは、代わりに、Ｓ７０３でブラシをオンにして（またはオンのままにして）、ブラシ
制御プロセスの第一のステップＳ７０１に戻ることができる。
【０２９５】
湿式清浄性能を含むロボットの実施例では、たとえば、清浄液を清掃面に排出するために
制御可能なポンプが含まれる場合がある。清浄液を床に効果的に塗布するためには、ロボ
ットは、機械的速度センサーが含まれていない実施例を含めて、ポンプの出力シャフトを
特定の回転速度に制御できる。また、ロボットは、例えば、ロボットが洗浄液を適切に塗
布する適切な速度で清掃面を通過していない場合など、１箇所に液体をあまり多く塗布し
ないように、清掃中、さまざまな環境でポンプをオフにできる。さらに、ロボットは、ポ
ンプを迅速に準備するため、スタートアップ時に特定の手順を実施できる。さらには、気
流や液体の特性に応じて、約１５秒から１５分間かかる場合があるが、ロボットの内側を
適切に乾燥するために、清掃が終了後ポンプを５分間オフにすることができる。ポンプの
制御やポンプに関連した動作のその他の例は、以下に解説する。
【０２９６】
ある実施例では、ロボットは、部屋の境界をまず移動して記録することにより、または、
ユーザーまたはコンピュータから情報を受け取ることにより、清掃される部屋の床面積を
確定できる。その後、ロボットは、例えば、床全体（または、少なくともその最大または
最適の領域）が確実に有効な量の洗浄液を受け取れるように、確定した部屋のサイズに応
じてポンプを制御できる。利点として、洗浄液を節約する可能性があり、床を部分的にだ
け清掃したままになる危険性が削減できる場合がある。
【０２９７】
少なくとも１つの実施例では、ロボットは、２つの区画を持つ往復動ダイヤフラムポンプ
であるポンプを含むことができる。このポンプは、小型のＤＣモーターによって駆動され
、出力シャフトは、ポンプのメカニズムを駆動する偏心器カムを持つ。ポンプの出力速度
は、正しい量の洗浄液を塗布する特別な回転速度に制御できる。機械式センサーのコスト
と潜在的に信頼性が低いことを避けるために、電子式のセンサーも含むことができる。実
質的に一定の電圧で駆動されると、例えば、ポンプにより引き出される電流は、図５７の
これに限定しない例に図説されているように、ポンプの出力速度によって変化する周期を
持つ信号により表現できる。時間の経過とともにポンプの電流を測定して結果データを分
析することにより、ポンプを回転する速度を決定できる。
【０２９８】
解説するように、ダイヤフラムポンプは、清掃ヘッドの前面に水を分配する。２つの枠部
品にはさまれた単独膜は、注入口と排出口のチェック弁とポンプ槽の両方として機能する
。ポンプには、２つの排出ノズルを供給する、２つの独立回路がある。ポンプは、ノズル
の出力が注ぎ込まれたユニットの距離あたりで一定であるように、カムにより作動する。
つまり、カムは、各ノズルが清掃ブラシの幅いっぱいに均一の液体を残すように、ポンプ
を駆動させる。各ポンプチャネルの出力は、清掃ブラシのそれぞれの端とお互いに反対向
きで一直線であり、清掃ヘッドの前に配置されたノズルに向けられる。ノズルは、清掃ヘ
ッドに平行に、前方に水を注ぐ。ノズルは、出力パドルの間の直線移動距離が最小になる
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ように、同じ頻度で異なる位相で直接注ぐ。２つのノズルにする理由は、単独ノズルでは
明らかな不均一性または非正確性を削減または排除することである。２つの向き合うノズ
ルを持つことにより、出力が平均化されて、洗浄液が均一に適用される。
【０２９９】
少なくとも１つの実施例に従い、ロボットは、擬似自動修正アルゴリズムまたはその他の
適切なアルゴリズムを使用して、ポンプの速度に関係するデータを分析できる。ポンプが
取り出している電流は、各制御サイクルをサンプルして（一般的に、毎秒約６７回または
その他の適切な速度で秒あたり１０～２００回）、バッファに入れることができる。バッ
ファは、各制御サイクル（またはそのほかの適切な周期速度）を分析して、信号の周期を
概算する。擬似自動修正アルゴリズムは、例に応じて（時間、間隔、速度の特定の値はこ
れに限定しない例にすぎず、その他の任意の適切な値で置換できることに注意）、例えば
、１５ｍｓ間隔で約１９４ｍｓ（７９ＲＰＭに対応）から約７６１ｍｓ（３０９ＲＰＭ）
までのサンプル周期の相関値を出力する。相関値は、サンプル周期によって分離されたバ
ッファのいくつかの例の差の絶対値を合計することにより計算される。一般的に、相関値
が低くなると、一致が優れていることを示す。
【０３００】
擬似自動修正アルゴリズムは、周期が正しい周期の倍数である周波数に一致する可能性が
あるので、誤って、不正な周波数でも一致を示すことがある。さらに、信号の２つの極大
部分の大きさが似ていれば、周期の半分が一致すると誤って示す場合もある。この問題を
避けるように、ポンプ速度の概算は、ポンプに供給されている電圧および引き出されてい
る電流から計算することができる。実施例に従い、これは、適切な定数を測定するために
いくつかのセンサーから測定されたデータに基づくことができる。このプロセスに従い、
電圧と電流の読み取りに基づいて、概算されたポンプのＲＰＭを決定するための数式の例
は、中でも、以下を含むことができる。
Ｐｅｒｉｏｄ＿ｆｒｏｍ＿ｖｏｌｔａｇｅ（電圧からの周期）＝６１－２．５＊Ｖ、
Ｎｏｍｉｎａｌ＿ｃｕｒｒｅｎｔ（公称電流）＝８．４＋３．９５＊Ｖ、
Ｓｌｏｐｅ（傾き）＝１．３３０２－０．０７５０２＊Ｖ、
Ｐｅｒｉｏｄ＝Ｐｅｒｉｏｄ＿ｆｒｏｍ＿ｖｏｌｔａｇｅ＋（Ｉ－Ｎｏｍｉｎａｌ＿ｃｕ
ｒｒｅｎｔ）＊Ｓｌｏｐｅ、であるので、
ＲＰＭ＝４０２０／Ｐｅｒｉｏｄとなる。
【０３０１】
すべては代わりに＋／－５パーセント、または最高＋／－２０パーセントになることが考
慮されなければならないが、値は、ポンプとモーターの公差のばらつきを考慮して、経験
的に決定されている。
【０３０２】
図５８は、ポンプ速度を決定するために使用されるアルゴリズムの一例を図説する。最初
のステップＳ８０１で、ロボットは、各周期の相関値を計算して、Ｓ８０２で、平均値を
下回る５０よりも大きい最小相関値を２つ見つける。これは、経験的に決定された定数で
、これに限定しない例である。妥当な値は、実際のポンプの電流値、ポンプの電流値がデ
ジタル値にどのように変換されるか、また、サンプリングレートに応じて、大きく変化す
る。そして、ロボットは、Ｓ８０３で有効な相関があるかどうかを決定する。相関がなけ
れば、Ｓ８０４で、プロセスは周期が未知であると決定する。一方で、有効な相関がない
という決定でなければ、Ｓ８０５で、プロセスは１つの相関だけがあるかどうかを決定す
る。すると、プロセスは、Ｓ８０６で１つの有効な相関の周期に戻る。そうでなければ、
プロセスはＳ８０７で、２つの相関は３つ以下のピークの周期を持つかどうかを決定し、
持つ場合は、プロセスは、Ｓ８０８で小さい方の相関周期に戻る。
【０３０３】
そうでなければ、プロセスは、Ｓ８０９で、最小の相関は２５を超える数字だけ小さい値
を持つかどうかを決定し、この場合、プロセスは、Ｓ８１０で、小さいほうの相関の周期
に戻る。上記のように、これは、経験的に決定された定数であり、単なる例であることを
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意図する。そうでなければ、その後、プロセスは、Ｓ８１１で周期が１．５ｘ、２ｘ、ま
たは３ｘの倍数であるかどうかを決定する。そうでなければ、プロセスは、Ｓ８１２で周
期を未知と決定する。これ以外では、プロセスは、進んで、Ｓ８１３で周期の概算を計算
する（概算は上記のように計算される）。それから、Ｓ８１４で、概算はこのように、実
質的に周期の１つにもっと近いかどうかを決定する。そうであれば、プロセスは、Ｓ８１
５で概算に近いほうの周期に戻る。そうでなければ、プロセスは、Ｓ８１６で小さいほう
の周期に戻る。
【０３０４】
ロボットは、ポンプの無効制御も含むことができる。一部の実施例では、ロボットが吸引
しない（またはできない）床に水を塗布することを回避するために、ポンプはさまざまな
環境で停止できる。例えば、ロボットが後ろに進んでいる間にポンプを実行すると、液体
を吸引するロボットの部分は液体出力の後ろ側にあるため（ロボットが後ろ向きに進んだ
領域をもう一度移動しない限り）、塗布された水は吸引され得ない。
【０３０５】
ポンプが停止できる条件は、とりわけ、以下を含むことができる。（１）ロボットが後ろ
向きに移動している場合、（２）ロボットが回転している場合（非オフセットロボットの
実施例の場合、または、代わりに、オフセットまたは非オフセットロボットの実施例など
ではロボットが非常に小さい領域で回転している場合）、（３）ロボットが、車輪間隔の
半分よりも、回転の中心に近い点の周囲で回転している場合、および／または（４）ロボ
ットが、立ち往生した状況として解釈する条件を検出する場合。
【０３０６】
図５９は、湿式清掃ロボットの場合に立ち往生の動作を実装するための手順例を示す。最
初のステップＳ９０１で（これは、例では「第一のステップ」としては参照されないが、
プロセスは、代わりにプロセスのその他任意の適切なステップで開始できることに注意す
る）、プロセスは、「立ち往生かもしれない」変数またはフラッグ（電子メモリの場所、
フリップフロップ、または機械式スイッチ、あるいはその他任意の適切な構造にできる。
以下「立ち往生かもしれない」と参照する）を「立ち往生していない」（以下「誤」と表
す。反対の状態は「真」と参照する）を表す状態に設定する。その後、プロセスは、Ｓ９
０２で次の制御サイクルを待機してから、Ｓ９０３でロボットが一定のバンパーパニック
状態（例えば、バンパーが連続してトリガーする状態）にいるかどうかを決定する。もし
そうなら、プロセスはＳ９０４で立ち往生かもしれないを真に設定し、Ｓ９０５でバンパ
ーがクリアされるのを２秒間（例えば、０．２から１０秒）待機してから、最初のステッ
プＳ９０１に戻ることにより、立ち往生動作のプロセスを繰り返す。そうでなければ、プ
ロセスは、Ｓ９０６で、その他任意のパニック状態が存在するかどうかを決定する。そう
であれば、プロセスは、Ｓ９０７で立ち往生かもしれないを真に設定して、Ｓ９０８でバ
ンパー、崖センサー、および／または仮想壁センサーが有効になるのを待機してから、最
初のステップＳ９０１に戻る。そうでなければ、プロセスはＳ９０９で、輪の落下センサ
ーがトリガーされるかどうかを決定する。トリガーされれば、プロセスはＳ９１０で、立
ち往生かもしれないを真に設定して、Ｓ９１１で輪落下センサーがクリアされるのを２秒
間（例えば、０．２から１０秒間）待機してから、最初のステップに戻る。そうでなけれ
ば、プロセスは、次の制御サイクルを待機するために、Ｓ９０２に戻ることによりサブル
ープする。
【０３０７】
ロボットのポンプも準備手順を必要とする場合がある。ポンプを含むロボットの実施例で
は、ポンプは、スタートアップで（これに限定しない例として）２秒間（またはその他任
意の適切な時間）、ポンプの準備を促進するために、フル電圧で実行できる。
【０３０８】
清掃ロボットの一定の実施例では、乾燥サイクルも含むことができる。例えば、湿式清掃
ロボットは、一般的に、床または清掃面から汚い洗浄液（および／またはそのほかの液体
）を連続して吸引できる。液体は、ロボット内側の真空チャネルに沿って残留を形成でき
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る。清掃サイクルの後、ロボットから液体または残留が漏れることを防ぐために（漏れは
清掃面に液体だまりまたは跡を形成する場合がある）、ロボットは、清掃が停止後、ポン
プをオフにして、掃除機を実行しながら、ある時間（以下、「乾燥期間」と呼ぶ）実行で
きる。乾燥期間中、ブラシとその囲いを乾燥するために、掃除機をオンに維持でき、およ
び／またはブラシは回転したままにできる。また、ロボットはその環境内を移動できるの
で（例えば、通常の清掃パターン内）、ロボットはロボットの下に残っている液体をすべ
て吸引でき、ロボットのスキージで周囲を押し続けることができるとともに、一箇所でブ
ラシを回転することにより生じ得る、床または清掃面の潜在的な損傷を避けることができ
る。
【０３０９】
ロボットは追加のセンサーを持つ。少なくとも１つの実施例に従い、湿式清掃ロボットは
、例えば、液体レベルセンサー、フィルタ、清掃ヘッドおよび／またはタンク存在センサ
ーなどの１つ以上のセンサーを含むことができる。ロボットは、これに限定しない例とし
ては、２つの液体レベルセンサーを含むことができる。１つは、洗浄液が残っているかを
感知して、もう１つは、廃液タンクがいっぱいかどうかを感知する。各センサーは、同じ
電極と駆動プロセスを使用できる。図６０は、例の電気回路を図説するが、Ｒ１とＲ２は
電流制限抵抗である（同じ値を持つことができるが、あるいは、別の値を持つこともでき
る）。
【０３１０】
センサーからの読み取りを取得するには、制御プロセスは、出力１を５Ｖに、出力２を０
Ｖに設定して、アナログ入力を読取る（読み取り１）。すると、出力をリバースできるの
で、出力１を０Ｖに、出力２を５Ｖに設定する（その他の電圧値＋３．３、１２、２４は
その他のシステムの電圧に対して適切である）。すると、プロセスは再びアナログ入力を
読取ることができるので（読み取り２）、２つの読み取りを差し引くと（つまり、読み取
り１から読み取り２を差し引く）、結果として、感知電極の間の電圧が取得できるが、こ
こでは「感知電圧」と呼ぶ。従って、次の例のような数式を、感知電極全体の抵抗を計算
するために使用できる。
Ｒ１（またはＲ２）全体の電圧＝（５Ｖ［上記のピンに加えられた電圧］－感知
電圧）／２
Ｒ１（またはＲ２）全体の電流＝（Ｒ１全体の電圧）／Ｒ１、および／または
感知抵抗＝（感知電圧）／（Ｒ１全体の電流）。
【０３１１】
一般的に、Ｒ１とＲ２が同じ場合は、これらの数式が有効であり、Ｒ１とＲ２が異なる場
合は、別の数式が必要になる。感知抵抗が閾値未満の場合、センサーは液体が電極をつな
いでいることを示す。例としては、Ｒ１とＲ２は、２Ｋオーム（オプションで３００から
５０００オーム）であり得、閾値は３０Ｋオームであり得る（または、代わりに、５Ｋか
ら８０Ｋオームなど、その他任意の適切な値にできる）。
【０３１２】
また、ロボットは、フィルタ、清掃ヘッド、およびタンクセンサーも含むことができる。
これらのコンポーネント（フィルタ、清掃ヘッド、アセンブリおよびタンクアセンブリ）
のそれぞれは、磁石を含むことができる。ロボットの対応する位置には、十分に強力な磁
場があると、閉じるリードスイッチを置くことができる（代わりに、中継タイプのスイッ
チ、圧力センサー、光学センサー、または、上記のコンポーネントの存在を検出するため
のその他任意の適切なシステムを使用できる）。これにより、制御装置は、これらのコン
ポーネントが正しくインストールされているかどうかを確認できる。少なくとも１つの実
施例では、掃除機のファンは外部の物質により非常に容易に損傷するため、フィルタは非
常に重要となる場合があるので、また、ヘッドアセンブリまたはタンクがないために、ロ
ボットは床を清掃しなくなり、これらのコンポーネントのいずれかが失われていると、ま
たは、実行中に失われると、制御システムは、ロボットに実行を許可し得ない。
【０３１３】
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タンクは実際には存在するのに、センサーが故障した場合に、ロボットの実行を誤って防
止するのを避けるために、タンクの存在センサーが機能していなければ、制御システムは
ロボットが清掃することを許可できる。ある例に従い、タンク存在センサーが実行の開始
時点で機能していて、実行中にタンク存在センサーがタンクが取り外されたことを示す場
合は、ロボットは停止できる。
【０３１４】
ロボットのユーザーインターフェースは、簡単な電源ボタンを備えることができる。しか
しながら、追加で、清掃ボタンを提供することもできる。ある例では、それぞれの電源ボ
タンにはライトが提供される。
【０３１５】
図６２に示されるように、ロボットの操作に関する情報をユーザーに提供するために、電
源ボタンは、例えば、空の場合は赤、充電している場合は緑のパルス（別の充電サイクル
または電池の更新サイクルの場合には、速くまたは遅くなる）、充電が完了したら緑、イ
ンストールされていない場合は赤のブリンク、など、電池の充電ステータスを示すために
使用できる。清掃ボタンは、例えば、清掃中には緑、乾燥中には青のパルス（清掃がほと
んど終了）、タンクが空で、清掃が終わった場合には青など、清掃タンクのステータスま
たは清掃操作のステータスを示すために使用できる。
【０３１６】
従って、このユーザーインターフェースの例では、ロボットには、電池と補充可能な物質
のタンクがあり、パネルは２つの点灯可能なボタンで提供され、ボタンの１つはロボット
の電源操作のオン／オフを制御して、オプションで、オン／オフまたは電源のステータス
に応じて、パターンおよび／または色で点灯する。さらに、ロボットによる清掃操作を開
始するその他のボタンは、補充可能な物質のタンクを使用して、タンクおよび／または清
掃サイクルおよび／またはタンクの補充可能な物質を使用する乾燥サイクルのステータス
に従い、オプションでパターンおよび／またはカラーで点灯する。「点灯」とは、実質的
には、有効にすることを意味し、実際には点灯が含まれなくても警告をもっと見やすくす
る表示の形を意味する（色の変化、明から暗への変化、ポップアップなど）。代わりには
、１つのボタンおよびパターン、および／または色を使用して、上記で説明したように、
電源および／または補充可能な物質のステータスを示す。１つまたは２つのボタンを組み
合わせて押すことは（タップ、押し続けること、ダブルタップ、両方を押す、１つを押し
てもう一方をタップ）、乾燥を直ぐに開始、センサーの故障をオーバーライドする、また
は、テストまたは診断モードへのアクセスを提供するなど、操作を直接開始するために使
用できる。
【０３１７】
図６３に示されるように、自律的操作を監視するために重要なステータスライトにより、
追加情報を提供できる。このような場合、ステータスライトは、ほとんどの人により警告
として認識される色に加えて、問題を直接的に示す点灯可能なテキストにできる。ライト
が点灯可能なテキストメッセージであれば、ロボットは不必要な複雑性を含まないが、表
示パネルや関連の制御要素を含むことにより、ユーザーはロボットの問題を解釈するため
にマニュアルを参照する必要がない。この場合、ユーザーが「タンクを確認」する必要が
あることを示す警告ライトは実際には「タンクを確認」の言葉を使用すべきであり、「警
告」の色（例えば、黄、赤、オレンジ）、サービス警告の色（例えば、タンクがない）、
または、簡単なステータスメッセージ（例えば、清掃サイクルが終了）のためには「非警
告」の色（例えば、緑、青、紫、白）で点灯できる。さらに、または、代わりに、「ブラ
シを確認」や「立ち往生」ライトはこの意味で有用である。ブラシ確認のメッセージは、
モーターの負荷を検知することなどにより、ブラシが詰まった場合やインストールが正し
くない場合に表示できる。「立ち往生」メッセージは、ロボットが立ち往生または静止状
況を認識し、その後、適切なパニック、狭い場所からの脱出やその他の非静止（「弾道」
動作の場合もある）がサイクルまたは終了した結果、表示すべきである。ある検出では、
どちらかの駆動輪は回転するが前輪の静止に依存する。サービスコード７セグメント表示
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要素は、ユーザーによりまたは技術者により問題が診断されることを有効にする情報を提
供できる。
【０３１８】
従って、このユーザーインターフェースの例では、ロボットには、電動の駆動部および／
または電動ブラシおよび／または補充可能物質タンクがあり、ロボットの駆動部および／
またはブラシおよび／または補充可能物質タンクのステータスに応じて、オプションでパ
ターンおよび／色があり、点灯する機能のある警告の兆候を示すパネルが提供される。一
定の実施例では、この兆候は実際のテキストメッセージである。点灯は、環境に応じて、
警告および非警告の色であることがさらに好ましい。補充可能物質のタンクは、タンクの
誤動作と空のタンク両方のメッセージを伝達できるべきである。ここでも、これらのライ
トはオプションでパターンで点灯する。
【０３１９】
（操作と保守）
図３６～４１は、このような操作や保守のために物理的に構成された清掃ロボットの操作
や保守の方法を表す。また、ロボットの部品の重なり／組立順序および／またはロボット
の物理的構成の依存性に関する情報も含む。図３７～４１は、清掃ロボットの容易に認識
される手の位置、運動、その他の物理的動作、および、容易に認識される方向、位置、お
よび構成を示し、本開示は、これらの図面から容易に認識されるすべてを含む。
【０３２０】
図３６～４１に従い、ロボットの実施例は、内部エリア（Ｓ２）へのアクセスを提供でき
るようにタンクを物理的に位置できるように、あるいは、ロボットの本体（Ｓ３）から清
掃ヘッドが物理的に取り外しできるように、組織的に構成される。図３６～４１に示され
るように、どちらにも依存せずに、清掃ヘッドとタンクの解放は独立的に処置できる。タ
ンクが解放位置（Ｓ２）に入ると、タンクは取り外しできる（Ｓ４）。しかしながら、タ
ンク（Ｓ４）を取り外さなくても、内部のエリアはアクセス可能になり、ユーザーは、見
えてアクセス可能になったフィルタ（Ｓ１２）、見えてアクセス可能になった掃除機口（
グロメット）（Ｓ１４）、見えてアクセス可能になった電池（Ｓ１６）にアクセスできる
。これらそれぞれは、タンクを取り外した場合（Ｓ４）にもっと便利であるが、タンクは
解放位置の内部エリアへの一般的なアクセスを妨げないので、それぞれＳ１２、Ｓ１４、
およびＳ１６はタンクを取り外さなくても実行できる。フィルタは、取り外し後、洗い流
して、復元（Ｓ２０）できる。電池は、さまざまに置かれ、かつ取り扱い可能である。例
えば、タンクを解放せずにロボット本体またはタンクに挿入され、電池が収まると、電池
の外面は実質的にロボットの外側と合致する。
【０３２１】
タンクを取り外すと（Ｓ４）、汚水タンクは満タンであれば空にして（Ｓ６）、水で洗い
流す（Ｓ１８）ことができる。しかしながら、汚水タンクが満タンか空であるかどうか、
それにもかかわらず、清浄タンクが清浄液（Ｓ８）または水（Ｓ１０）で満たされている
場合があり、これらはお互いに依存しない。洗浄液と水（または、注記のように、混合済
みおよび／またはカートリッジの洗浄液および／または水だけ）の混合物が入れられたタ
ンクは、取り付けられて（Ｓ２２）から、タンクの所定の位置（Ｓ２４）にロックするた
めに「クリック」される。その後、ロボットは自律的に操作できる。これらの操作は、ロ
ボットのドックまたは清掃ステーションによって全体的または部分的に実行できる。この
ような場合、タンクを解放またはタンクを取り外さないことが有利となり得る。それより
も、ロボットの液体部分と、フィルタや掃除機入り口など洗浄可能な部分を含む領域は、
タンクの自動排出の目的で提供されているタンクの区画にある代わりの入り口からアクセ
スできる。本発明は、タンクおよび／またはロボットの自動ドッキングおよび／または排
出を予想して、本明細書において参考として援用された文書文書からのそれらに関する特
定の説明を、参考として援用する。このような場合、図３６のステップの一部またはすべ
ては、プロセッサ、マニピュレータ、およびロボットのプロセッサと通信状態にあるドッ
クまたは避難ステーションのメカニズムにより実行されるプロセスのステップとなる。
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【０３２２】
一定の実施例では、清掃ヘッドの解放とタンクの解放は依存する。このような場合、清掃
ヘッドの解放は、ロボット本体の内側であるので、図に表されているように、タンクは、
清掃ヘッドにアクセスするには解放位置にあることが必要である。下向きまたはラッチし
た位置にある場合、タンクは、清掃ヘッドを所定の場所にロックして、清掃ヘッドの解放
ボタンへのアクセスを防止する。この構成では、清掃ヘッドは、タンクからロボット本体
を通り清掃ヘッドに伸びる真空チャネルを経由してタンクに取り付けられる（図に表され
ているように）。このような場合、縦の重なりは、接触を密封するために有利であり、清
掃ヘッドをチャネルに対して横に引っ張ると、磨耗を生じるので、タンクがこの磨耗を避
けるために解放されるときだけ、清掃ヘッドを解放するように設計できる。
【０３２３】
また、本発明は好ましい実施例において上記で解説されたが、本発明がこれらに限定され
ないことは、同業者により認識される。上記に解説した発明のさまざまな特徴や側面は、
個別にまたは組み合わせて使用され得る。さらに、本発明は、特定の環境における実装の
意味において、例えば、住居の床清掃など、さらに特定の用途のために解説されてきたが
、同業者は、その有用性はこれらに限定されないこと、および、本発明は、任意の実質的
に水平な面など、しかしこれに限定されない、任意の多数の環境および実装において有利
に利用できることを認識する。従って、特許請求の範囲は、本明細書において開示された
本発明の全ての範囲と精神の観点から解釈されるべきである。

【図１】 【図２】
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