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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　面保守装置において、
　掃除しようとする面（２０）と拭き取り的に接触するクリーニング機器（３２、３４）
と、
　クリーニング機器（３２、３４）の一部分（３４）又は掃除しようとする面（２０）の
一部分或いはその双方をクリーニング溶液（１４）にて選択的に湿らせるクリーニング溶
液（１４）の分配装置（４６、３６、３８）と、
　第一の選択的に制御可能なバキュームエキストラクターツール（５６）であって、該第
一のバキュームエキストラクターツール（５６）が作動したとき、分配されたクリーニン
グ溶液（１４）の一部分及び汚れをクリーニング機器（３２、３４）から除去する、前記
第一のバキュームエキストラクターツール（５６）と、
　第二の選択的に制御可能なバキュームエキストラクターツールであって、該第二のバキ
ュームエキストラクターツール（５４）が作動したとき、汚れ及びクリーニング溶液（１
４）の一部を掃除しようとする面（２０）から直接的に除去する、前記第二のバキューム
エキストラクターツール（５４）とを備え、
　クリーニング機器（３２、３４）の前記一部分（３４）は、該クリーニング機器（３２
、３４）の一部分（３４）が掃除しようとする面（２０）に対して拭き取られる前に、抽
出（エキストラクト）されて、分配したクリーニング溶液（１４）の一部を除去し、
　前記一部分（３４）は、その後、再度湿らせ且つ、抽出されて汚れをクリーニング機器
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（３２、３４）から除去するようにした、面保守装置。
【請求項２】
　面保守装置において、
　掃除しようとする面（２０）と拭き取り的に接触するクリーニング機器（３２、３４）
と、
　クリーニング機器（３２、３４）の一部分（３４）又は掃除しようとする面（２０）の
一部分或いはその双方をクリーニング溶液（１４）にて選択的に湿らせるクリーニング溶
液（１４）の分配装置（４６、３６、３８）と、
　第一の選択的に制御可能なバキュームエキストラクターツール（５６）であって、該第
一のバキュームエキストラクターツール（５６）が作動したとき、分配されたクリーニン
グ溶液（１４）の一部分及び汚れをクリーニング機器（３２、３４）から除去する、前記
第一のバキュームエキストラクターツール（５６）と、
　第二の選択的に制御可能なバキュームエキストラクターツールであって、該第二のバキ
ュームエキストラクターツール（５４）が作動したとき、汚れ及びクリーニング溶液（１
４）の一部を掃除しようとする面（２０）から直接的に除去する、前記第二のバキューム
エキストラクターツール（５４）とを備え、
　前記クリーニング機器（３２、３４）は、第二のクリーニング機器（３２）を備え、
　該第二のクリーニング機器（３２）と係合して、クリーニング溶液（１４）の一部分及
び汚れを除去する第三のバキュームエキストラクターツール（５８）とを更に備える、面
保守装置。
【請求項３】
　請求項１又は２の面保守装置において、
　第一及び第二の選択的に制御可能なバキュームエキストラクターツール（５６、５４）
は、バキュームエキストラクターツールの一方が作動可能である一方、他方のバキューム
エキストラクターツールは作動不能であるように選択的に制御される、面保守装置。
【請求項４】
　請求項１又は２の面保守装置において、
　第一及び第二の選択的に制御可能なバキュームエキストラクターツール（５８、５６、
５４）は、共通のバキューム導管（６０）を通じて流体回収タンク（１６）と流体的に連
通するように提供される、面保守装置。
【請求項５】
　請求項２の面保守装置において、
　クリーニング溶液の分配装置（４６、３６、３８）は、クリーニング溶液（１４）を双
方のクリーニング機器（３４、３２）へ移送し、
　クリーニング機器（３４、３２）の一部分が掃除しようとする面（２０）に対し拭き取
られる前に、第一及び第三の選択的に制御可能なバキュームエキストラクターツール（５
６，５８）が、クリーニング溶液（１４）の一部をクリーニング機器（２６）の一部分か
ら除去する、面保守装置。
【請求項６】
請求項５の面保守装置において、
汚れた溶液の回収タンク（１６）を更に備え、
前記第一及び第三のバキュームエキストラクターツール（５６、５８）は、該回収タンク
（１６）と流体的に連通している、面保守装置。
【請求項７】
　請求項１又は２の面保守装置において、
　第一及び第二の選択的に制御可能なバキュームエキストラクターツール（５６，５４）
の各々は、異なる位置に配置される、面保守装置。
【請求項８】
　請求項１又は２の面保守装置において、
　クリーニング溶液の分配装置（４６、３６、３８）は、クリーニング溶液（１４）をク
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リーニング機器（２６）又は掃除しようとする面（２０）或いはその双方に散布（スプレ
イ）する複数のノズル（３６、３８）を有する、面保守装置。
【請求項９】
　請求項１又は２の面保守装置において、
　クリーニング機器（２６）に及び掃除しようとする面（２０）に施されるクリーニング
溶液（１４）の量を制御するクリーニング溶液（１４）の制御手段（６５）を更に備える
、面保守装置。
【請求項１０】
　請求項１又は２の面保守装置において、
　クリーニング機器（２６；３４、３２）は、少なくとも１つの略円筒形状の要素（３４
）を有する、面保守装置。
【請求項１１】
　請求項１又は２の面保守装置において、
　クリーニング機器（２６；３４、３２）は、剛毛、繊維、織物材料及び洗浄パッドの１
つ又はより多くを含む円筒形ブラシ（３２）である、面保守装置。
【請求項１２】
　請求項１又は２の面保守装置において、
　クリーニング機器（２６；３４、３２）は１対の円筒形ブラシ（３２）を有する、面保
守装置。
【請求項１３】
　請求項１２の面保守装置において、
　対の円筒形ブラシ（３２）の各々は、パイル織地と、カーペット面の刺激を向上させる
相対的に大きいモノフィラメント繊維とを有する、面保守装置。
【請求項１４】
　請求項１２の面保守装置において、
　対の円筒形ブラシ（３２）は、互いに反対方向に回転する、面保守装置。
【請求項１５】
　請求項１２の面保守装置において、
　第三のバキュームエキストラクターツール（５８）を更に有し、
　第一のバキュームエキストラクターツール（５６）が、対の円筒形ブラシ（３２）の１
つと係合し、
　第三のバキュームエキストラクターツール（５８）が、対の円筒形ブラシ（３２）の他
方の１つと係合する、面保守装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、全体として、面の保守又は調整機械、より具体的には、床のクリーニング作
業を行うため１つ又はより多くの面保守又は調整器具又はツールを採用する、こうした機
械に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、適正なカーペットの保守は、温水抽出、シャンプーイング、ボンネットクリー
ニング、フォームクリーニング等のような方法によって汚れを除去するため、規則的なバ
キューミング及び定期的なクリーニングを伴う。汚れの一部は、カーペットの繊維の間に
ルーズに見られる一方、その他の汚れは、静電力、ファンデルワールス力又は油の付着作
用のような、何らかの作用手段によってカーペットの繊維に保持される。更に他の汚れは
、カーペットの繊維により機械的に取り込まれる。規則的なバキューミングは、ファイバ
を傷付けるルーズな汚れの一部を除去するため、必須である。バキューミングは、カーペ
ットの表面の外観を保ち且つ、パイル内の汚れを許容可能な程度に保つ。バキューミング
は、微粒子状の汚れ及び付着しない何らかの汚れ又はルーズに付着した表面の汚れのみを
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除去するから、カーペットの外観を向上させるためには、その他のクリーニング方法が定
期的に必要とされる。油、グリース、付着した塵、及びカーペットの汚れの原因となるそ
の他の形態の物質を除去するため、湿式クリーニング方法が必要とされる。これらの方法
は、プロの清掃業者及び訓練を受けた人によってしばしば使用される。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　カーペットクリーニング用の１つの型式の面保守機械は、ボンネットクリーナと称され
る。ボンネットクリーナは、カーペットの表面に対しほぼ垂直な軸線の周りにてパッドを
回転させるため回転駆動装置に取り付けられた吸着剤ボンネット又はパッド（以下、「パ
ッド」と称する）を採用する。最も一般的には、クリーニング液体の溶液がカーペットに
直接、散布され、次に、回転するパッドを使用して湿ったカーペットに刺激を加える。こ
の動作は、汚れをカーペットからパッドに移すことになる。パッドは、一般に、両面型で
あるから、パッドの一方の面が所定の程度まで飽和され又は汚れたならば、パッドを裏返
さなければならない。パッドは、定期的に交換し、また、その後に、用途及びパッドの磨
耗特徴に依存して掃除しなければならない。
【０００４】
　ボンネットクリーナの汚れの移し過程は、パッドは、実質的にカーペットの面の平面内
にて円形の回転動作をするから、「円形の係合過程」と特徴付けることができる。ボンネ
ットクリーナによって採用される方法は、採用されるクリーニング溶液が相対的に少量で
あるならば、急速に乾燥できるという利点を有する。しかし、この過程は、回転するパッ
ドはきれいな状態で開始し、汚れが集まるのに伴い、クリーニングツールとして益々、効
率的でなくなるため、基本的に不安定である。ボンネットクリーナの更なる難点は、汚れ
を汚れた領域から相対的によりきれいな領域まで移すこと、クリーニング流体の多くがカ
ーペット内に残ること、カーペットを傷付ける可能性があることを含む。カーペットに関
して、一部分のカーペット、特に、撚ったプライ型式のものは、回転するパッドと攻撃的
に係合することで傷付く可能性がある。更に、ボンネットクリーニング過程は、パッドの
汚れを頻繁に監視し且つ、汚れたパッドを頻繁に除去することを必要とするから、相対的
に労働集約的な過程である。
【０００５】
　ボンネットクリーナの更に別の難点は、カーペットのクリーニング過程中、カーペット
のある領域が受けるクリ―ニング液体の散布分は、その他の領域よりも多いため、クリー
ニング液体を相対的に非制御状態にて使用することである。清掃員がクリーニング液体を
カーペット面に散布することに依存する結果、ある領域は過剰に湿り、別の領域は湿り不
足となる可能性がある。
【０００６】
　カーペットクリーニング用として設計された別の型式の面保守機械は、「温水エキスト
ラクター」又は「エキストラクター機械」と称される。エキストラクター機械は、一般に
、カーペットの奥クリーニングのために使用される。一般に、エキストラクターは、（ｉ
）クリーニング液体をカーペットに直接、散布して湿ったカーペット部分を形成し、（ｉ
ｉ）湿った部分をブラシにて刺激し、（ｉｉｉ）カーペット内のクリーニング液体及び汚
れの一部をバキュームシステムを介して除去する、移動可能な自己充足型装置である。一
般に、抽出過程は、相対的に多量のクリーニング液体をカーペットに施す。バキュームシ
ステムは、施されたクリーニング液体の一部分は回収するが、相当な部分はカーペットに
保持される。その結果、カーペットの乾燥時間は、ボンネットクリーニング過程の場合よ
りも著しく長くなる。
【０００７】
　図４には、従来のエキストラクター機械８０の機能が示されている。一般に、エキスト
ラクター８０は、（ｉ）クリーニング液体をカーペットに直接、散布して湿ったカーペッ
ト部分を形成し、（ｉｉ）湿った部分をブラシにて刺激し、（ｉｉｉ）カーペット内のク
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リーニング液体及び汚れの一部をバキュームシステムを介して除去する、移動可能な自己
充足型装置である。従来のエキストラクター機械８０の構成要素は、溶液タンク８２と、
溶液をタンク８２から移送するポンプ８４と、溶液を床面８８に散布する散布ノズル８６
とを含む。ブラシモータ９０は、床面８８と係合するブラシ９２を作動させる。その後、
機械が作動方向に動くと、ピックアップツールすなわち「エキストラクター」９４が床面
８８と係合して汚れた溶液を面８８から除去する。汚れた溶液を面８８からそれぞれ除去
し且つ、受け取るため、バキュームファン９６及び回収タンク９８が設けられている。エ
キストラクター機械の更なる特徴は、テナントカンパニー（Ｔｅｎｎａｎｔ　Ｃｏｍｐａ
ｎｙ）に譲渡され、参考として本明細書に含めた、米国特許明細書４，９５６，８９１号
に開示されている。
【０００８】
　カーペットクリーニングを目的とする別型式の面保守機械は、テナントカンパニーによ
り開発されて、参考として本明細書に含めた「汚れ移送クリーニング媒体を利用して織地
、床敷物、及び裸の床面をクリーニングする装置及び方法（Ａｐｐａｒａｔｕｓ　ａｎｄ
　Ｍｅｔｈｏｄ　ｆｏｒ　Ｃｌｅａｎｉｎｇ　Ｆａｂｒｉｃｓ，Ｆｌｏｏｒ　Ｃｏｖｅｒ
ｉｎｇ，ａｎｄ　Ｂａｒｅ　Ｆｌｏｏｒ　Ｓｕｒｆａｃｅｓ　Ｕｔｉｌｉｚｉｎｇ　ａ　
Ｓｏｉｌ　Ｔｒａｎｓｆｅｒ　Ｃｌｅａｎｉｎｇ　Ｍｅｄｉｕｍ）」という名称の米国特
許出願第１０／０８１，３７４号の主題である。この方法は、水を掃除している面に直接
、散布することは全くない。その代わり、当該発明に従い、円筒形ロールのような回転す
るクリーニング媒体は、湿らせ且つ、掃除しようとする面に対し拭き取る。一般に、この
クリーニング方法は、（ｉ）回転するクリーニング媒体をクリーニング溶液にて湿らせる
ステップと、（ｉｉ）湿らせた後、クリーニング液体の少なくとも一部を水分抽出装置を
介して直接、回転するクリーニング媒体から除去するステップと、（ｉｉｉ）回転するク
リーニング媒体にて面を拭き取り、汚れを該面から回転するクリーニング媒体に移し、そ
の後、移された汚れを回転する媒体から除去するステップとを含む。
【０００９】
　図５には、米国特許出願明細書１０／０８１，３７４号に教示されたような、汚れ移し
ロールカーペットクリーニング機械１０２が示されている。汚れ移しロールクリーニング
機械１０２の構成要素は、溶液タンク１０４と、汚れをタンク１０４から移送するポンプ
１０６と、溶液をクリーニング媒体、すなわちロール１００に散布する散布ノズル１０８
とを有している。モータ１１０は、床面１１２と係合するロール１００を駆動する。エキ
ストラクター１１４は、ロール１００と係合して汚れた溶液をロール１００から除去する
。汚れた溶液１２０をロール１００からそれぞれ除去し且つ、受け取るためバキュームフ
ァン１１６及び回収タンク１１８が設けられている。１つの好ましい作用にて、クリーニ
ング媒体１００の一部分をクリーニング液体にて湿らせる一方、別の部分は、抽出して汚
れ及びクリーニング液体を除去し、更に、別の部分は、面に対し拭き取って汚れを該面か
らクリーニング媒体１００に移す。この過程は、回転する仕方にて又は周期的な仕方にて
続行し、このため、クリーニング媒体１００の各部分を順次に、湿らせ、抽出及び面に対
する拭き取りが行われる。
【００１０】
　本発明の１つの目的は、デュアルモードカーペットクリーニング機械を提供することで
ある。本発明の１つの実施の形態による別の目的は、少なくとも１つの作業モードの間、
カーペット面に施されるクリーニング溶液の量を著しく減少させることである。溶液の使
用量が減少することによる有利な点は、３つある。第一に、溶液の使用量の減少は、所定
の面積を掃除するのに必要な水及びクリーニング化学剤が少なくて済み、また、クリーニ
ングした後、処分すべき廃水の発生量が少ないから、作業コストを削減することである。
第二に、溶液の使用量の減少は、溶液タンクを再充填し又は空にするため、クリーニング
装置を停止させることなく、より長期間、作動させることができるから、作業効率が向上
することである。第三に、溶液の使用量が減少する結果、クリーニング過程が完了した後
、その面積を使用のため再開放できる迄の乾燥時間を著しく短縮できることである。
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【００１１】
　本発明の更に別の目的は、非限定的に、床面、階段室、壁、家具又はその他の織地の面
を含む、多岐に亙る面をクリーニングするクリーニング過程及び装置を提供することであ
る。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明の１つの実施の形態に従い、移動可能な装置を利用してカーペットを敷いた面に
て少なくとも２つの異なるクリーニング過程を実行する。該装置は、クリーニング液体タ
ンクと、汚れた溶液の回収タンクと、バキュームシステムと、クリーニングヘッドとを有
する相対的に持ち運び可能な機械とすることができる。クリーニングヘッドは、床ピック
アップツールと、ブラシ又はロールと、関係した駆動機構とを有することができる。バキ
ュームエキストラクターツールを使用してロール又は他の面と係合し、汚れ及び汚れたク
リーニング液体の少なくとも一部を除去することができる。２つの異なるクリーニング過
程中、モータ及びブラシのような一般的な部品を利用することができる。
【００１３】
　本発明の１つの実施の形態に従い、第一の作業モードにおいて、カーペットの抽出過程
が行われる。第一の作業モード中、クリーニング溶液が面及び（又は）ブラシに散布され
、また、ブラシは、床面を刺激して汚れを面から汚れたクリーニング溶液中に移す。その
後、汚れた溶液は、バキュームエキストラクターツールを介して面から除去されて、汚れ
た溶液の回収タンク内に運ばれる。第二の作業モードにおいて、回転する汚れ移しロール
を利用して汚れ移しロールクリーニング過程が行われ、該ロールの各々の部分を順次に、
湿らせ、抽出及び掃除すべき面に対する拭き取りが行われる。
【００１４】
　本発明は、面をクリーニングする方法及び該方法を実施する装置の双方を目的とする。
以下に説明するように、広い意味において、本発明に従ったクリーニング過程は、デュア
ル作業モードを含む。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　図１には、本発明に従った、移動可能な床面クリーニング機械１０の１つの実施の形態
が示されている。より具体的には、機械１０は、説明の目的のため、水とクリーニング化
学剤との混合体のような、クリーニング液体１４を保持するクリーニング溶液タンク１２
と、回収タンク１６と、クリーニングヘッド１８と、クリーニング液体分配システムと、
本明細書にて更に説明するように、汚れた溶液の抽出システムを含む、当該技術分野にて
既知のものと同様のバッテリ作動のウォークビハインドマシーンとして示されている。作
動時、機械１０は、駆動ホイール２２及びキャスタホイール２４により基礎面２０に支持
されている。クリーニング溶液タンク１２と、回収タンク１６と、クリーニング液体の分
配手段と、汚れた溶液のバキューム抽出システムとを有するバッテリ作動式のウォークビ
ハインドカーペットマシーンの代表例は、ミネソタ州、ミネアポリスのテナントカンパニ
ーが製造したモデル１５１０、１５５０エキストラクターを有している。クリーニングヘ
ッド１８は、位置決めアクチュエータ（図示せず）を介して機械１０の前方部分に取り付
けられる。本発明の代替的な実施の形態において、クリーニングヘッド１８は、機械の他
の部分に取り付けることができる。図示した実施の形態において、本発明に従ったクリー
ニングヘッド１８は、かかる既知のウォークビハインドエキストラクターマシーン等の１
つと共に、使用することができる。
【００１６】
　図２及び図３において、本発明の１つの実施の形態におけるクリーニングヘッド１８は
、図２及び図３により具体的に詳細に示すように、クリーニング媒体２６と、関係した駆
動組立体とを有している。駆動組立体は、クリーニング媒体２６をクリーニングヘッド１
８及び面２０に対し回転させる駆動モータ２８と、ベルト３０とを有している。図示した
実施の形態において、クリーニング媒体２６は、抽出作業モード（図２に示すように）に



(7) JP 4436359 B2 2010.3.24

10

20

30

40

50

て使用される１対のブラシ３２と、汚れ移しロール作業モード（図３に示すように）にて
使用される１対の汚れ移しロール３４とを有している。以下により詳細に説明するように
、クリーニング媒体２６は、これと代替的に、双方の作業モードにて使用するのに適した
ブラシ／汚れ移しロールの組み合わせを有するようにしてもよい。クリーニング媒体２６
のブラシ３２及び汚れ移しロール３４は、駆動ベルト３０と、電気モータ２８とを有する
クリーニング媒体の駆動組立体により回転可能に駆動される。
【００１７】
　クリーニングヘッド１８は、クリーニング溶液１４をブラシ３２、汚れ移しロール３４
及び（又は）床面２０に散布する２組みの散布ノズル３６、３８を更に有している。ロー
ル散布ノズル３６及び床散布ノズル３８を通じての溶液の排出は、弁４０、４２を作動さ
せることで制御される。クリーニング溶液１４を加圧する流体ポンプ４６が設けられる。
【００１８】
　本発明の一例としての実施の形態において、クリーニング溶液分配システムは、クリー
ニング液体１４を導管４８、５０、５２及びノズル３６、３８を通じて選択的に送出し、
これによりクリーニング液体１４を床面２０、汚れ移しロール３４及び（又は）ブラシ３
２に供給するポンプ４６を有している。弁４０、４２のスイッチ（図示せず）等のような
適宜な流体制御装置がクリーニング流体１４の供給を制御し得るよう設けられている。図
２に示すように、床散布ノズル３８はクリーニング溶液１４を床面２０及び正面側エキス
トラクターブラシ３２に排出する。図３に示すように、ロール散布ノズル３６は、汚れ移
しロール作業モードの間、クリーニング溶液１４を汚れ移しロール３４に排出する。代替
的な分配手段は、滴下バー又は重力供給技術、移しロール等を含むことができる。
【００１９】
　クリーニングヘッド１８は、汚れ溶液を床面２０、汚れ移しロール３４又はその双方か
ら除去する複数のバキューム抽出ツール５４、５６、５８を更に有している。エキストラ
クター５４、５６、５８の各々は、細長いスロットと、出口開口とを有している。エキス
トラクター５６、５８は共通の出口開口６０を共用する。図２に示すように、床面係合エ
キストラクター５４は、抽出作業モードの間、バキュームシステムに連結される。エキス
トラクター５４は、汚れた溶液を床面２０から除去する形態とされている。図３に示すよ
うに、エキストラクター５６、５８は、汚れた溶液を汚れ移しロール３４から除去する形
態とされている。エキストラクター５６、５８は、汚れた溶液をロール３４の実質的に全
体の横方向長さを亙って除去し得るよう汚れ移しロール３４に対して寸法設定されている
。１つの代替的なバキュームエキストラクターシステムは、各々が回収タンク１６に対す
る別個の導管を有する２つの別個の出口を有することができる。
【００２０】
　作動時、エキストラクター５４、５６、５８は、汚れた溶液の回収タンク１６と、バキ
ュームファン６２とを有するバキューム圧利用の溶液回収システムと選択的に連結される
。バキューム導管６４を床面と係合するエキストラクター５４（図２）又は対のロールエ
キストラクター５６、５８（図３）の何れかと選択的に接続することができる。バキュー
ム導管６４は、導管６４を手動で切り換えることにより、異なるエキストラクター５４、
５６、５８の間にて接続することができる。バキューム回収システムにて接続するため、
その他の手動の弁装置を具体化することも可能である。別の実施の形態において、汚れた
溶液の回収システムのバキューム接続は、制御された弁等を介することにより自動的に実
現することができる。
【００２１】
　再度図２において、エキストラクターブラシ３２は、当該技術分野にて既知であるよう
な剛毛型の円筒形ブラシとすることができる。図３において、汚れ移しロール３４は、多
岐に亙る異なる材料で出来たものとすることができる。パッド状又は剛毛状又はフォーム
状材料の組み合わせ体及び同様のものを使用することができる。１つの好ましい実施の形
態において、パイル繊維が房状に形成された織った合成織地のような材料が利用される。
本発明の１つの実施の形態において、基層は、一般的な塗装ローラにて使用される表面織
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地と類似した外観及び感触を有する。場合によっては、より硬い繊維、すなわちブラシ状
剛毛を基層内に散在させ、汚れ移しロール３４の刺激作用を向上させることが望ましいで
あろう。双方の作業モードの間、単一の「ハイブリッド」ロール設計のものが利用可能で
あると更に考えられる。ハイブリッドロール／ブラシの設計のものは、剛毛ブラシ及び汚
れ移しロールの材料（織地、パイル構造体等）の形態を含むことができる。ハイブリッド
ロールの設計のものは、作業モードを変更する間、ロール３４をブラシ３２と交換するこ
とを不要にすることになろう。
【００２２】
　次に、機械１０の作用について説明する。作動時、機械１０は面２０を亙って推進され
る。クリーニング作業を開始するため、スイッチのような適宜な制御装置６５を使用して
バキュームファン６２、モータ２８、弁４０、４２、クリーニング液体ポンプ４６等を作
動させる。抽出モード及び汚れ移しロールモードという少なくとも２つの作業モードが利
用可能である。２モード間の切り換えは、エキストラクター５４、５６、５８と、回収タ
ンク１６との間のバキューム接続を変更し、弁４０、４２を作動させ且つ、ブラシ３２を
汚れ移しロール３４と切り換えることを伴うようにすることができる。
【００２３】
　抽出作業モード（図２に示すように）において、機械１０は、既知のカーペットエキス
トラクターと同様に機能する。機械１０は、矢印６６で示した方向に作動する。クリーニ
ング溶液１４は、ポンプ４６により加圧され且つ、弁４０及び導管５２を介して床散布ノ
ズル３８に向けられる。ノズル３８を通じて排出されたクリーニング溶液は、主として床
面２０に向けられる。ノズル３８は、また一部のクリーニング溶液を正面側エキストラク
ターブラシ３２に向けることもできる。エキストラクターブラシ３２は、モータ２８を介
して駆動されて床面と係合し且つ、汚れを汚れたクリーニング溶液に移す。ブラシ３２は
、汚れの移しを容易にし得るよう剛毛を有するものとすることができる。ブラシの回転方
向は、矢印６８、７０で示してある。クリーニング機械が床面２０を亙って進行すると、
床エキストラクター５４は、床の湿った部分と係合し、汚れた溶液を該面から除去する。
汚れた溶液は、バキュームファン６２の作動によりバキューム導管６４を通じて回収タン
ク１６内に移される。
【００２４】
　第二の作業モード、すなわち汚れ移しロールモードについて図３を参照して説明する。
機械を使用する間、２つの作業モード間にて１回又はより多数回、切り換えることができ
、例えば、清掃員は、床面の一部にて抽出過程を行い、床面の別の部分にて汚れ移しロー
ル過程を行うことができる。
【００２５】
　第二の作業モードにおいて、汚れ移しロール３４を、クリーニング溶液ノズル３６によ
りクリーニング液体１４にて湿らせ、次に、ロールエキストラクター５６、５８を作動さ
せることによって抽出し、汚れたクリーニング液体を除去し、次に、床面２０に対し拭き
取り、汚れを面２０から汚れ移しロール３４に移す。汚れ移しロール３４は、矢印６８、
７０で示した方向にモータ２８の作動により回転し、汚れ移しロール３４の異なる部分を
クリーニング液体１４にて湿らせ、ロールエキストラクター５６、５８により抽出される
か又は面２０に対し拭き取られる。
【００２６】
　この第二の作業モードにおいて、クリーニング溶液は、ポンプ４６を介して加圧され且
つ、弁４２及び導管５０を通ってロールノズル３６に向けて流れる。第二の作業モード（
汚れ移しロールクリーニング）の間、クリーニング溶液の使用量（溶液の容量／床面積）
は、第一の作業モード（温水抽出）の場合よりも著しく少なくすることができる。第二の
作業モードの間、床散布ノズル３８を選択的に作動させ、床２０に施される溶液１４の量
を増すことができる。
【００２７】
　汚れ移しロール作業モードの間、ロール３４の湿った部分は、散布ノズル３６からクリ
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ーニング液体を受け取るロール部分として画成することができる。バキュームエキストラ
クター５６、５８の各々は、ロール３４と係合し、付着したばかりのクリーニング液体１
４及びそれ以前にカーペット面２０から移した汚れの一部を除去する。ロール３４の各々
には、その関係したバキュームエキストラクター５６、５８が係合し、ロール３４の局部
的な湿り程度を低下させる。その結果、回転するロール３４は、上述したような湿った部
分と、カーペット面２０と係合する低下した湿り程度部分とを有することになる。
【００２８】
　ロール３４が回転すると、低下した湿り程度部分は、カーペットファイバと係合し且つ
、汚れがカーペットファイバからロール３４に移されるようにする。ロール３４が更に回
転すると、低下した湿り程度部分（カーペットから汚れを受け取った部分）は、ノズル３
６によりクリーニング液体１４が散布され、その後、エキストラクター５６、５８により
バキューム抽出され、汚れたクリーニング液体をロール３４から汚れた溶液の回収タンク
１６内に移送する。
【００２９】
　このように、汚れ移しロールクリーニング過程は、ロール３４の一部分をクリーニング
液体１４にて湿らせるステップと、抽出することによりロール３４の湿った部分の相対的
な湿り程度を低下させるステップと、面をロール３４にて拭き取り、汚れを面からロール
３４に移すステップとを含む。その後、回転するロール３４を再度湿らせ且つ、抽出する
とき、ロール３４における汚れは除去される。一方、汚れ移しロールクリーニング過程は
、ロール３４が回転する、１つの工程として繰り返され、クリーニング液体１４は１つの
部分に施され、エキストラクター５６、５８は、ロール３４の別の部分の相対的湿り程度
を低下させ（且つ汚れた溶液を除去し）、ロール３４の更に別の部分は、面２０を拭き取
り、汚れを該面からロール３４に移す。
【００３０】
　本発明の更なる形態について説明する。本発明に従ったクリーニング過程は、小型の手
動装置から大型の清掃員駆動の車まで多岐に亙る異なる機械にて行うことが可能であると
考えられる。図示した装置は、ウォークビハインド型クリーニング機械、より具体的には
、電池作動型の自己推進機械である。代替的な実施の形態において、機械１０は、清掃員
が推進させるものとし又は搭乗型又は牽引型車両のような車両を含むことが可能である。
機械１０は、図示するように、バッテリの電力、コードを通じて供給された交流電流を通
じて作動されるものとし又はＩＣエンジンのような搭載型電源の別型式のものを通じて作
動されるものとすることができる。
【００３１】
　本発明の実施の形態は、カーペット、敷物、タイル、ビニル、テラゾ、ウッド床及びコ
ンクリート面を含むが、これらに限定されない、多岐に亙る床面をクリーニングするため
利用することが可能である。本明細書に記載した過程を通じてクリーニング可能な更なる
面は、壁、階段室、家具又はカーテン等のような織地を含む。特に好ましい実施の形態に
おいて及び機械１０の作動に関して本明細書に記載したように、本発明は、床の敷物をク
リーニングするため利用される。
【００３２】
　別の実施の形態において、汚れ移しロール３４は、フォーム及び剛毛面の組み合わせ（
図示せず）を有する円筒形状の要素とすることができる。ロール３４は、織地、合成洗浄
パッド、フォーム要素、カーペットの刺激を向上させるモノフィラメント繊維及び汚れを
拭き取ろうとする面から汚れ移しロール３４に移すという所期の機能を果たす同様のもの
を含む、多岐に亙る異なる材料を有することができる。
【００３３】
　エキストラクター５４、５６、５８は、関連する技術分野の当業者に理解される多岐に
亙る構造及び技術により提供することができる。１つの特定的なエキストラクターの技術
は、テナントカンパニーに譲渡され且つ、その全体を参考として引用し本明細書に含めた
、「流体回収装置（Ｆｌｕｉｄ　Ｒｅｃｏｖｅｒｙ　Ｄｅｖｉｃｅ）」という名称の米国
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特許出願明細書１０／２３６，７４６号に開示されている。
【００３４】
　更に、好ましいクリーニング溶液の分配手段は、ポンプ４６を有するが、クリーニング
過程の間、クリーニング溶液１４を移送するという所期の機能を実現するその他の構成と
することも勿論、可能である。更に、クリーニング液体は、汚れをクリーニング媒体の面
に移すのを助ける任意のクリーニング溶液を備えることができる。例えば、クリーニング
液体１４は、泡、蒸気、固体が懸濁した液体、粒状クリーニング材料、真水等の形態とす
ることも可能である。
【００３５】
　上述した実施の形態に対するその他の形態変更も具体化可能である。本発明の代替的な
実施の形態にて１つ又はより多くのクリーニング液体の分配装置を利用することができる
。更に、バキュームエキストラクターツール５６、５８は代替的な形態のものとしてもよ
い。例えば、複数のバキューム抽出位置が具体化可能である、すなわち、床面と接触する
前に回転するクリーニング媒体の相対的な湿り程度を低下させる第一のバキューム抽出位
置と、汚れた溶液をクリーニング媒体から除去する第二のバキューム抽出位置とすること
ができる。
【００３６】
　本発明のその他の実施の形態は、バキュームエキストラクターツール５６、５８を図１
ないし図３と比較して異なる位置に配置することができる。例えば、クリーニング装置３
４の一部分をカーペットに対し拭き取った後、該部分を抽出することが望ましい。このよ
うにして、作業ステップは、クリーニング媒体３４の一部分を湿らせるステップと、クリ
ーニング装置３４の該部分をカーペット面に対し拭き取るステップと、次に、その部分を
抽出して汚れたクリーニング溶液を除去するステップとを含むことになろう。図１ないし
図３に図示した実施の形態の形態変更は、エキストラクター５６、５８をモータ２８の間
に配置することを含むことが可能である。エキストラクター５６、５８のその他の位置も
具体化可能である。エキストラクター５４、５６、５８は、各々、作用可能な位置と作用
不能な位置との間にて独立的に動かすことができる。例えば、エキストラクター５４は、
第一の機械の作業モードの間、図２に示すようにカーペット面２０と係合し、また、第二
の作業モードの間、図３に示すようにカーペット面２０から離れるように動かすことがで
きる。別の実施例において、エキストラクター５６、５８は、ロール３４及び（又は）ブ
ラシ３２に対し選択的に動かし、要素の間の距離を増し又は減少させることができる。エ
キストラクター５４、５６、５８の位置決めは、電子機械的に又は手動で制御することが
可能である。
【００３７】
　本発明の他の実施の形態は、異なる駆動システムを利用してロール３４及び（又は）ブ
ラシ３２を作動させることができる。単一の電気モータとすることは１つの選択肢である
。ロール３４及び（又は）ブラシ３２に対する取り付け及び支持構造体も変更することが
できる。ロール３４は、塗装ローラと同様のワイヤーフレーム上に保持し且つ、機械の一
側部から除去することを許容する。その他のロール３４／ブラシ３２の接続は、当該技術
分野の当業者により理解されよう。ロール３４／ブラシ３２の回転方向は、好ましい実施
の形態にて示したものと相違したものとしてもよい。３つ又はより多くのロール３４及び
（又は）ブラシ３２が具体化可能である。ロール３４及びブラシ３２の回転速度は、選択
的に制御して、異なる作業モードの間にて速度差があるようにしてもよい。ロール３４及
びブラシ３２の押し付け圧力を選択的に制御して、作業モードの間にて押し付け圧力に差
があるようにすることができる。クリーニング溶液１４をロール３４、ブラシ３２又は面
２０に移送するため、追加の散布ノズルが望まれる。各種の構成要素又は面２０に対する
クリーニング溶液１４の施工量を瞬間的に増すシステムを提供することができる。かかる
システムは、例えば、追加のノズルを所定の時間、作動させるボタン又はその他のスイッ
チを含むことができる。
【００３８】
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　図１に示した本発明の好ましい実施の形態において、回転するクリーニング機器はロー
ル３４である。ロール３４は、ポリプロピレンコアに固定されたナイロン繊維にて製造す
ることができる。その他の材料又は材料の組み合わせは、当該技術分野の当業者により理
解されよう。代替的な実施の形態において、回転するクリーニング媒体は、ベルト（図示
）とすることが可能である。パイル繊維が房状に形成された織り合成織地のような、基層
から成るベルトが具体化可能である。場合によっては、より硬いモノフィラメント繊維を
織地の基層内に房状に形成し、ベルトの刺激動作を向上させることが望ましいであろう。
織地内に房状に形成された、より軟らかいパイル繊維は、クリーニング液体を運ぶ作用を
果たす一方、より硬いモノフィラメント繊維は、カーペットを擦って洗浄する働きをする
。ベルトは、ローラの間にて支持し且つ、多岐に亙る既知の方策を介して駆動することが
できる。参考として本明細書に含めた、米国特許明細書６，１４５，１４５号には、本発
明に適用可能であるベルト技術が開示されている。
【００３９】
　本明細書及び特許請求の範囲にて使用した用語に関する定義を以下に掲げる。
　「クリーニング媒体」：カーペット又はその他の面と拭き取る要領にて係合することが
でき且つ、汚れをカーペット又はその他の面から受け取ることのできる部品、構成要素、
組立体又は構造体を意味する。クリーニング媒体は、非限定的に、ロール状ブラシ、ベル
ト、ディスク形状要素等を含む多岐に亙る形状のものとすることができる。クリーニング
媒体は、吸着剤、及び非吸着性材料、剛毛型材料、研磨性材料、織地等のような、多岐に
亙る異なる構造材料から成るものとしてよい。
【００４０】
　「回転する」：規則的な間隔にて行なわれる回転する傾向又は反復的に生じることを意
味する。本明細書にて使用するように、この語は、広く、面２０に対するクリーニング媒
体の周期的動きを意味する。円筒状の形状の「回転する」クリーニング媒体は、回転軸線
の周りを回転することができる。ベルト形状の「回転する」クリーニング媒体は、１対の
ローラ等の周りにて動き得るように支持するようにしてよい。
【００４１】
　「抽出する」：力又は作用力を使用して引き出し又は引っ張り出し、機械的圧力又はバ
キューム圧等のような機械的作用によって基層から除去し又は得ること。本明細書にて使
用するように、この語は、広く、クリーニング液体及び（又は）汚れをロール３４又は面
２０から除去するステップを意味する。抽出ステップは、機械的せん断型式の作用又はバ
キューム圧による除去作用又はその双方により実現することができる。
【００４２】
　「拭き取る」：動く要領にて面を擦り又はその他の方法にて面と係合すること。本明細
書にて使用するように、この語は、広く、クリーニング媒体と面２０との物理的係合を意
味する。１つの機械の作業モードにおいて、ロール３４は、面２０と「拭き取る」要領に
て係合し、汚れを面２０からロール３４に移す。拭き取るとは、必ずしも液体を面２０か
ら除去することを意味し又は示唆するものではない。クリーニングロール３４は、カーペ
ット面に対し拭き取ったとき、一部のクリーニング液体をカーペット面に移すことができ
る。
【００４３】
　本発明の範囲から逸脱せずに上述した方法及び装置に対し色々な変更を加えることが可
能であるから、上記の説明に含め又は添付図面に示した全ての事項は、単に一例であり、
限定的な意味に解釈されるべきでないことを意図するものである。
【図面の簡単な説明】
【００４４】
【図１】本発明に従ったクリーニング機械の１つの実施の形態を示す斜視図である。
【図２】抽出作業を行うときの機械を示す、図１の実施の形態の概略図である。
【図３】汚れ移しロール作業を行うときの機械を示す、図１の実施の形態の概略図である
。
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【図４】抽出過程を利用する先行技術の機械の概略図である。
【図５】汚れ移しロールクリーニング過程を利用する機械の概略図である。

【図１】 【図２】
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