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(57)【要約】
　【課題】組立作業が容易であり、比較的安価に製造す
ることができる回転清掃体と空気調和機と掃除機用床吸
込具、及び電気掃除機を提供する。
【解決手段】回転清掃体７の清掃体９は、可撓性を有す
る合成樹脂等の材料で円筒形の基部１０に切欠き部１１
と４本のブレード部１２とを有すると共に、螺旋状に捩
られている。清掃体９は、切欠き部１１が略直線状にな
るようにした後、この切欠き部１１を押し広げながら、
棒状の軸体８へ被せるように取り付ける。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
機器に回転自在に取着されると共に、略円筒形の基部及び該基部の外周に放射状に延びる
複数のブレード部からなる清掃体と、前記基部の内径に挿入される軸体とで形成され、前
記基部の長手方向の一端から他端にわたって切欠き部が形成されていることを特徴とする
回転清掃体。
【請求項２】
基部に設けられた切欠き部及びブレード部において、少なくとも前記切欠き部は、回転清
掃体の長手方向の軸の周りに螺旋状に形成されていることを特徴とする請求項１に記載の
回転清掃体。
【請求項３】
清掃体は、可撓性を有するゴムやプラスチック等の軟質樹脂で少なくとも切欠き部が螺旋
状に形成されており、前記清掃体を捩って前記切欠き部を略直線状にすると共に、前記切
欠き部を押し広げながら、略棒状の軸体に被せるように取り付け、前記清掃体の捩れを開
放することによって、前記軸体の外周に前記清掃体の前記切欠き部を螺旋状に形成したこ
とを特徴とする請求項２に記載の回転清掃体。
【請求項４】
請求項１～３に記載の回転清掃体を有する空気調和機。
【請求項５】
請求項１～３に記載の回転清掃体を回転自在に設けた掃除機用床吸込具。
【請求項６】
電動送風機と、請求項５に記載の掃除機用床吸込具とを備え、前記電動送風機と前記掃除
機用床吸込具とを連通させた電気掃除機。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、回転しながら塵埃を除去する回転清掃体と、これを用いた空気調和機と掃除
機用床吸込具、及び電気掃除機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、エアフィルターのメンテナンスの手間を低減する目的で、駆動軸に張架した
ベルト状のエアフィルターと、このエアフィルターの表面に接する回転ブラシを設け、前
記駆動軸を回転させてエアフィルターを移動させながら、その表面に堆積した塵埃を回転
ブラシを回転させて掻き取るようにした空気調和機がある（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　また、掃除機用のアタッチメントとして、使用される床吸込具において、内蔵する駆動
装置によって回転される回転ロータの寸法精度を維持しつつ、経済的に製造するために、
回転ロータの全長にわたって、直線状の軸を配し、この軸にブレードやブラケットを取り
付けて固着した構造が提案されている（例えば、特許文献２参照）。
【０００４】
【特許文献１】特開平６－７４５２１号公報
【特許文献２】特開平９－１５４７８３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上記特許文献１に開示されたような従来の空気調和機においては、回転
ブラシの芯棒が樹脂でできており、その外周にブラシ毛が植毛されているため、回転ブラ
シの製造コストが高くなっていた。
【０００６】
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　また、上記特許文献２に開示されたような従来の掃除機用床吸込具においては、ブレー
ド部材を筒状とし、この筒状のブレード部材に直線状の軸を挿入する作業を必要とするた
め、この作業は面倒な作業であった。
【０００７】
　本発明は、上記従来の課題を解決するためのものであり、組立作業が容易であり、比較
的安価に製造することができる回転清掃体と空気調和機と掃除機用床吸込具、及び電気掃
除機を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　請求項１の発明は、回転清掃体の発明であって、機器に回転自在に取着されると共に、
略円筒形の基部及び該基部の外周に放射状に延びる複数のブレード部からなる清掃体と、
前記基部の内径に挿入される軸体とで形成され、前記基部の長手方向の一端から他端にわ
たって切欠き部が形成されていることに特徴を有する。したがって、清掃体の基部の長手
方向の一端から他端にわたって形成された切欠き部から軸体を嵌め込む作業で組み立てる
ことができるので、組立作業が容易となり、製造コストも低減させることができる。
【０００９】
　請求項２の発明は、請求項１の発明において、基部に設けられた切欠き部及びブレード
部において、少なくとも前記切欠き部は、回転清掃体の長手方向の軸の周りに螺旋状に形
成されていることに特徴を有する。したがって、清掃体があらかじめ螺旋状に形成されて
いるので、組立作業において、螺旋状に捩る作業を省略することができるので、さらに、
組立作業が容易となり、製造コストも低減させることができる。
【００１０】
　請求項３の発明は、請求項２の発明において、清掃体は、可撓性を有するゴムやプラス
チック等の軟質樹脂で少なくとも切欠き部が螺旋状に形成されており、前記清掃体を捩っ
て前記切欠き部を略直線状にすると共に、前記切欠き部を押し広げながら、略棒状の軸体
に被せるように取り付け、前記清掃体の捩れを開放することによって、前記軸体の外周に
前記清掃体の前記切欠き部を螺旋状に形成したことに特徴を有する。したがって、清掃体
が軸体に固着されることから、別途固着作業を必要とせず、組立作業が容易となり、製造
コストも低減させることができる。
【００１１】
　請求項４の発明は、請求項１～３に記載の回転清掃体を有する空気調和機であるので、
回転清掃体の製造コストの低減が空気調和機の製造コストの低減につなげることができる
。
【００１２】
　請求項５の発明は、請求項１～３に記載の回転清掃体を回転自在に設けた掃除機用床吸
込具であるので、回転清掃体の製造コストの低減が掃除機用床吸込具の製造コストの低減
につなげることができる。
【００１３】
　請求項６の発明は、電動送風機と、請求項５に記載の掃除機用床吸込具とを備え、前記
電動送風機と前記掃除機用床吸込具とを連通させた電気掃除機であるので、掃除機用床吸
込具の製造コストの低減が電気掃除機の製造コストの低減につなげることができる。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明の回転清掃体は、組立作業を簡略化し、容易にすることができる構成となってい
ることから、製造コストを低減させることができ、この回転清掃体を使用している空気調
和機、掃除機用床吸込具、及び電気掃除機も製造コストを低減することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　次に、本発明の第１実施形態を図１及び図２を用いて説明する。図１は本発明の空気調
和機本体１の要部断面図である。
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【００１６】
　図２（ａ）は、回転清掃体７の斜視図である。清掃体９は、可撓性を有する合成樹脂等
の材料で円筒形の基部１０に切欠き部１１と４本のブレード部１２とを有すると共に、螺
旋状に捩られて押出成形により製造される。
【００１７】
　図２（ｂ）は、清掃体９の斜視図である。この図に示すように、清掃体９は、単体の状
態では、その長手方向が螺旋状となるように捻られており、図２（ｂ）に示す清掃体９は
３６０度捻られている。したがって、円筒形の基部１０と、この基部１０から外方に延び
る４本のブレード部１２も３６０度捻られて螺旋状となっており、基部１０の長手方向に
設けられた切欠き部１１も３６０度捻られて螺旋状となっている。尚、清掃体９は一例と
して、捻り押出し成形で製造することができる。
【００１８】
　そして、清掃体９の軸体８への取り付け作業は、図２（ｃ）に示すように、まず、清掃
体９を矢印方向に捩って円筒形の基部１０の切欠き部１１が略直線状になるようにする。
次に、切欠き部１１を押し広げながら、棒状の軸体８へ被せるように取り付ける。そして
、清掃体９の捩れを開放すると、図２（ａ）に示すように、４本のブレード部１２が螺旋
状に形成された清掃体９に棒状の軸体８が嵌め込まれる。そして、軸体８の両端にブラケ
ットＡ１３及びブラケットＢ１４を圧入して、回転清掃体７の組立作業は終了する。尚、
軸体８と清掃体９との固定は、上記方法の他に、接着、ピン貫通による固定も採用するこ
とができる。
【００１９】
　ここで、図２（ｅ）に示すように、ブラケットＡ１３の一方の端部には、モータの動力
によって回転させるためのギヤ部が設けられており、他方の端部には、軸体８が挿入され
る穴部と、清掃体９の４本のブレード部１２が嵌入する切欠き１３ａが４箇所に設けられ
、図２（ｄ）の断面図に示す状態で組付けられている。したがって、長手方向に螺旋状に
捻られた清掃体９は、組付けられた状態では常に螺旋状を維持している。同様にして、ブ
ラケットＢの一方の端部にも、軸体８が挿入される穴部と、清掃体９の４本のブレード部
１２が嵌入する切欠き１４ａが４箇所に設けられている。
【００２０】
　尚、上記回転清掃体７の組立作業において、清掃体９の円筒形の基部１０の切欠き部１
１が、あらかじめ略直線状のものを使用して、清掃体９に軸体８が嵌め込まれた後、清掃
体９を捩って螺旋状とし、この螺旋状の状態を維持しつつ、清掃体９の両端にブラケット
Ａ１３及びブラケットＢ１４を圧入して、回転清掃体７を組み立てることも可能である。
【００２１】
　図１において、回転清掃体７を空気調和機１に回転自在に取り付け、エアフィルター５
の表面を回転しながら移動することにより、空気調和機１のエアフィルター５に付着した
塵埃を除去することができる。
【００２２】
　回転清掃体７は、本実施形態では清掃体９の全幅にわたって３６０度の捩り角度で螺旋
状に形成されているが、この捩れ角度は限定されるものではなく、使用目的に合わせて自
由に設定すればよい。また、清掃体９は、長手方向に螺旋状に捻ったものの他に、長手方
向の中間部からＶ字形になるように捻った形態のものも採用することができる。
【００２３】
　以上のように構成された空気調和機１の動作、作用は以下のとおりである。空気調和機
１を例えば冷房運転すると、ファン６の運転により室内の空気が吸込口２から流入し、エ
アフィルター５を通って熱交換器４に至り、そこで冷却され、冷たい空気が吹き出し口３
から室内に吹き出される。吸込口２から吸引される室内の空気に含まれる塵埃は、エアフ
ィルター５で捕獲され、そのエアフィルター５の表面に次第に堆積していく。エアフィル
ター５の表面に塵埃が堆積してくると、空気の通気圧損が増加し、熱交換器４での熱交換
効率が低下してくるので、定期的に或いは必要に応じて、エアフィルター５に堆積した塵
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埃の除去運転が必要となる。
【００２４】
　そこで、塵埃の除去運転を開始すると、図１に示すように、エアフィルター５の下端に
位置していた回転清掃体７が、回転駆動手段（図示せず）により矢印方向（反時計方向）
に回転しながら、上下移動手段（図示せず）で、エアフィルター５の表面に沿って上方に
移動する。この間に、回転清掃体７の清掃体９のブレード部１２で、エアフィルター５の
上流側表面に付着堆積した塵埃が掻き落とされる。掻き落とされた塵埃は、図示しない塵
埃吸引手段で吸引されると共に、屋外へ排出されるようになっている。
【００２５】
　尚、上下移動手段により、回転清掃体７がエアフィルター５の上端まで達すると、自動
的に下降し、次回の塵埃の除去運転用にエアフィルター５の下端で停止するようになって
いる。また、回転清掃体７の回転方向は、矢印方向と反対方向（時計方向）であってもよ
く、その回転方向は、清掃性能等を考慮しながら適宜決定すればよい。
【００２６】
　また、上記回転清掃体７は、被清掃面の叩き効果に優れ、特に、じゅうたん等の塵埃の
掻き出し効果に優れた掃除機用床吸込具、及び電気掃除機を作ることができる。本発明の
第２実施形態における掃除機用回転清掃体について、図３及び図４を用いて説明する。
【００２７】
　図３は、本実施形態における掃除機用床吸込具２７の上ケース（図示せず）を外した状
態の分解斜視図、図４は、掃除機用床吸込具２７を接続した電気掃除機の全体側面図であ
る。
【００２８】
　図３における回転清掃体７の両端に、掃除機用床吸込具２７に回転自在に保持するため
の軸受け３３を取り付け、掃除機用床吸込具２７を装着させる。２８は底面に細長い横長
の開口部３１を有する掃除機用床吸込具２７の下ケース、３２は掃除機（図示せず）に接
続される吸気パイプ、３０はモータ２９の回転を回転清掃体７に伝えるベルトである。
【００２９】
　また、上記構成による掃除機用床吸込具２７を、図４の掃除機本体５０の延長管５６に
接続して、掃除機本体５０を運転し、ハンドルパイプ５５を操作して掃除機用床吸込具２
７をフローリングやじゅうたん上で操作すると、掃除機用床吸込具２７に内蔵されたモー
タ２９により回転清掃体７が回転し、塵埃が掻き上げられ、電動送風機５２による吸引力
で空気と共に塵埃が延長管５６、ホース５４を通って集塵室５１に流れ込み、そこで塵埃
が捕集される。
【００３０】
　ここで、回転清掃体７の作用について説明する。掃除機用床吸込具２７を運転する際に
は、回転清掃体７が回転すると、螺旋状に形成された清掃体９のブレード部１２は連続的
に被清掃面に叩きつけられながら、被清掃面上の塵埃を擦り取るような作用をするので、
被清掃面上の塵埃を確実に除去し、吸引することができる。
【００３１】
　以上のように、本実施形態によれば、被清掃面が特にじゅうたんの場合、塵埃を擦り取
るような作用をすることにより、塵埃の除去性能が向上し、しかも、被清掃面に螺旋状に
接触するので、磨き効果も向上し、塵埃の除去性能が大幅に向上するので、掃除性能に優
れた掃除機用床吸込具を提供することができる。
【産業上の利用可能性】
【００３２】
　以上のように、本発明においては、簡単に複数のブレードを有する回転清掃体を作るこ
とができるもので、空気調和機や電気掃除機に限らず、空気清浄機、換気装置等、幅広い
各種機器の清掃装置として利用できるものである。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
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【図１】本発明の第１実施形態における空気調和機の要部断面図
【図２】本発明の第１実施形態における回転清掃体の説明図
【図３】本発明の第２実施形態における掃除機用床吸込具の分解斜視図
【図４】同床吸込具を接続した電気掃除機の全体側面図
【符号の説明】
【００３４】
　１　空気調和機
　２　吸込口
　３　吹き出し口
　４　熱交換器
　５　エアフィルター
　６　ファン
　７　回転清掃体
　１０　基部
　１１　切欠き部
　１２　ブレード部
　１３　ブラケットＡ
　１４　ブラケットＢ
　２７　掃除機用床吸込具
　２８　下ケース
　２９　モータ
　３０　ベルト
　３１　開口部
　３２　吸気パイプ
　３３　軸受け
　５０　掃除機本体
　５１　集塵室
　５２　電動送風機
　５３　電動送風機室
　５４　ホース
　５５　ハンドルパイプ
　５６　延長管
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