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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】駆動時の騒音を低くするために機体構造の複雑
化を回避する自走式床掃除ロボットを提供する。
【解決手段】本体１が、上部カバー１１及び底部カバー
１２を備え、その間の本体前縁には、バンパー１３とガ
ードモール１４が設置される。ブラシアセンブリ中のメ
インブラシは、同一の駆動構成部材が伝動部品により駆
動されることでサイドブラシと連動する。前記メインブ
ラシのシャフト周縁には軸方向に沿って複数の曲線配列
のメインブラシ毛部分が植えられ、その両側は、はめ込
み溝及びはめ込み部品によって端部素子に設置され、さ
らにその外部に突起はめ込み部品が設置される。コント
ロールユニットは、適当な長さの弦の弧形面積の回路板
から構成され、その前端が前記バンパー１３後方に対応
することで、センサ素子にバンパー１３から外部に伝達
された信号、及び、外部から反射されて戻って来た信号
をバンパー１３を経て伝達して戻させる。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ブラシアセンブリ、動力装置、コントロールユニット、駆動輪及び集塵構造を有する本
体を備えて、動力装置の電源供給及びコントロールユニットが自動的にコントロールする
ことにより、駆動を受ける駆動輪によって、本体を支えて自走する機能を実行し、ブラシ
アセンブリによって、本体が移動する際に経る経路のチリを掃いて移動させ、集塵構造に
よって吸入して集めて、
　前記本体は、上部カバー及び底部カバーを備え、上部カバーとベースの間の本体前縁に
は、弧形で透光材質により製成されたバンパーを有し、上部カバーとベースの間の本体前
縁には、前記バンパーと上部カバーの間にフレキシブルな材質で構成された弧形のガード
モールを有することを特徴とする自走式床掃除ロボット。
【請求項２】
　前記ガードモールは、設置時に外側に露出し、且つ、上部カバー外の衝突辺に突出して
設置され、前記衝突辺内側には、はめ込み部が設置され、前記はめ込み部上には、複数の
適度な距離の細長い隙間状の引っかかり穴が設置され、上部カバーは、前記引っかかり穴
に対応して、下に向かって複数のはめ込み辺が設置され、それは、組み立て時に前記ガー
ドモールの引っかかり穴にはめ込まれることで、ガードモールがしっかりと上部カバーと
バンパーの間に挟まって固定されることを特徴とする請求項１に記載の自走式床掃除ロボ
ット。
【請求項３】
　ベースの周縁には、適度な高さの上辺が形成され、前記上辺が清掃作業を実施する際の
前進方向の前縁箇所には、切り込まれた欠け口によって構成される窓が形成されて、前記
窓両側にはそれぞれ内径が上辺より小さい側辺が形成され、前記バンパーが組み立てられ
る時、それは、前記窓外に跨って囲むように両側が前記側辺に当接し、バンパーの二つの
末端内側の固定部とベース上に、固定ジョイントが突出して設置されて、固定素子を固定
させることを特徴とする請求項１に記載の自走式床掃除ロボット。
【請求項４】
　前記ブラシアセンブリは、ベースの底面の収納空間中に位置するメインブラシ、及び、
前記メインブラシの両側に位置する第一サイドブラシ、第二サイドブラシを含むことを特
徴とする請求項１に記載の自走式床掃除ロボット。
【請求項５】
　前記収納空間内部両側には、それぞれ第一枢接部及び第二枢接部が設置されることを特
徴とする請求項４に記載の自走式床掃除ロボット。
【請求項６】
　前記収納空間開口部の一側には、複数の適度な間隔をおいて設置された差し込み槽が設
置されて、差し込み槽の他側は適度な間隔をおいて設置される２個のはめ込み槽に対応し
、収納空間の開口部には、複数のリブによって隔てられた複数の隙間空間の底部カバーを
有し、底部カバーの一側縁には、複数の収納空間の差し込み槽に対応するはめ込み部品が
一列に設置され、はめ込み部品に対応する他側に、適当な距離をおいて収納空間開口部の
はめ込み槽に対応する弾力性を有する鉤型の引っかかり部品が設置されることを特徴とす
る請求項４に記載の自走式床掃除ロボット。
【請求項７】
　前記収納空間の底部は、弧形に底縁が凹設されて、収納空間内の一側にはチリが吸入さ
れて集められる穴が開けられることを特徴とする請求項４に記載の自走式床掃除ロボット
。
【請求項８】
　前記収納空間の底縁は、ベースの内部において隆起した状態を呈し、一側には前記穴の
外に位置する導入部品が固定設置されて、それは、集塵構造に相通じる通り道が設置され
ることを特徴とする請求項７に記載の自走式床掃除ロボット。
【請求項９】
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　ブラシアセンブリ、動力装置、コントロールユニット、駆動輪及び集塵構造を有する本
体を備えて、動力装置の電源供給及びコントロールユニットが自動的にコントロールする
ことにより、駆動を受ける駆動輪によって、本体を支えて自走する機能を実行し、ブラシ
アセンブリによって、本体が移動する際に経る経路のチリを掃いて移動させ、集塵構造に
よって吸入して集めて、
　前記ブラシアセンブリは、メインブラシ及び前記メインブラシ側辺に位置する第一サイ
ドブラシを含み、メインブラシは、同一駆動構成部材が伝動部品に駆動されて第一サイド
ブラシと共に連動形式を形成することを特徴とする自走式床掃除ロボット。　
【請求項１０】
　前記ブラシアセンブリ中のサイドブラシは、さらに、メインブラシの他側辺に位置する
第二サイドブラシを備えることを特徴とする請求項９に記載の自走式床掃除ロボット。
【請求項１１】
　前記ブラシアセンブリは、駆動構成部材によって伝動部品を動かすことで、第一枢接部
を連動させて回転させ、第一枢接部の一端は、前記メインブラシの一端に設置されて、メ
インブラシの回転主軸に掃除の際に進む方向に垂直に回転する動きを形成させて、第一枢
接部他端は、第一ウォームギヤに設置されて連動することで、第一ウォームギヤにかみ合
って連動する第一サイドブラシの第一ハブ上方の第一ギヤを動かすことにより、第一ハブ
上に設置された第一ブラシ毛部分に、その回転主軸と清掃床面、メインブラシ回転主軸等
の軸線垂直の回転を発生させることを特徴とする請求項９に記載の自走式床掃除ロボット
。
【請求項１２】
　前記メインブラシ他端には、第二枢接部が設置されて、それは、第二ウォームギヤに設
置されて連動することで、第二ウォームギヤとかみ合って連動する第二サイドブラシの第
二ハブ上方の第二ギヤを動かすことで、第二ハブ上に設置された第二ブラシ毛部分に、そ
の回転主軸と清掃床面、メインブラシ回転主軸等軸線に垂直な回転を発生させることを特
徴とする請求項１０に記載の自走式床掃除ロボット。
【請求項１３】
　前記駆動構成部材、伝動ベルト、第一枢接部、第一ウォームギヤ、第一ギヤ等の構成部
材は、第一カバーに覆われることを特徴とする請求項１１に記載の自走式床掃除ロボット
。　
【請求項１４】
　前記第二枢接部、第二ウォームギヤ、第二ギヤ等の構成部材は、第二カバーに覆われる
ことを特徴とする請求項１２に記載の自走式床掃除ロボット。
【請求項１５】
　ブラシアセンブリ、動力装置、コントロールユニット、駆動輪及び集塵構造を有する本
体を備えて、動力装置の電源供給及びコントロールユニットが自動的にコントロールする
ことにより、駆動を受ける駆動輪によって、本体を支えて自走する機能を実行し、ブラシ
アセンブリによって、本体が移動する際に経る経路のチリを掃いて移動させ、集塵構造に
よって吸入して集めて、
　前記ブラシアセンブリは、メインブラシを含み、それは、シャフト周縁に複数の軸方向
に沿って曲線配列によってメインブラシ毛部分が植えつけられ、前記シャフト両端には径
方向の第一、第二はめ込み溝を有することで、第一、第二端部素子上の第一、第二嵌め込
み部品がその中に嵌置され、第一、第二端部素子外側には第一、第二突起はめ込み部品が
設置されることを特徴とする自走式床掃除ロボット。
【請求項１６】
　前記第二端部素子には、さらに、持ち上げ部品が設置されることを特徴とする請求項１
５に記載の自走式床掃除ロボット。
【請求項１７】
　ブラシアセンブリ、動力装置、コントロールユニット、駆動輪及び集塵構造を有する本
体を備えて、動力装置の電源供給及びコントロールユニットが自動的にコントロールする
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ことにより、駆動を受ける駆動輪によって、本体を支えて自走する機能を実行し、ブラシ
アセンブリによって、本体が移動する際に経る経路のチリを掃いて移動させ、集塵構造に
よって吸入して集めて、
　前記コントロールユニットは、回路板上の関連する電子素子またはCPU等から組成され
るコントロールシステムであり、前記回路電路板は、円形区間が切断されて適当な長さの
弦の弧形面積から構成され、この形状の構造は適於全体構造において形成シンプルで無駄
がなく空間が充分利用された配置を有することを特徴とする自走式床掃除ロボット。
【請求項１８】
　前記コントロールユニットは、衝突を防止するためのセンサ素子が設置され、それは、
適当な間隔の配置で前記回路板の前端弧縁上に配置されることを特徴とする請求項１７に
記載の自走式床掃除ロボット。
【請求項１９】
　前記センサ素子は、発射装置及び受信装置から組成されて、フレームによってそれぞれ
第一、二区間中に仕切られて設置されることを特徴とする請求項１８に記載の自走式床掃
除ロボット。
【請求項２０】
　前記第一、二区間の二者の間には、仕切り部品が設置され、その上方には上部枠縁が設
置されることで、全体が上部枠縁によって回路板の前端弧縁下方に固定されることを特徴
とする請求項１９に記載の自走式床掃除ロボット。
【請求項２１】
　前記第一、二区間下方は、透かし彫りのような形状を呈することを特徴とする請求項１
９に記載の自走式床掃除ロボット。
【請求項２２】
　ブラシアセンブリ、動力装置、コントロールユニット、駆動輪及び集塵構造を有する本
体を備えて、動力装置の電源供給及びコントロールユニットが自動的にコントロールする
ことにより、駆動を受ける駆動輪によって、本体を支えて自走する機能を実行し、ブラシ
アセンブリによって、本体が移動する際に経る経路のチリを掃いて移動させ、集塵構造に
よって吸入して集めて、
　前記本体は、上部カバー及びベースを備えて、上部カバーとベース間の本体前縁には、
弧形で透光材質により製成されたバンパーを有し、前記コントロールユニットは、回路板
上の関連する電子素子またはCPU等から組成され、さらに、センサ素子が設置され、前記
回路板の前端は、前記バンパー後方に対応して、コントロールユニットにセンサ素子の発
射装置の信号をバンパーを経由して外部に伝達させ、外部から反射して戻る信号はバンパ
ーを経てセンサ素子の受信装置に戻ることを特徴とする自走式床掃除ロボット。
【請求項２３】
　前記ベースの周縁には、適当な高さの上辺が形成され、前記上辺は、清掃時時の前進方
向の前縁箇所に、切り込まれた欠け口によって構成される窓が形成されて、前記センサ素
子の信号の伝達は、前記窓を経て行なわれ、各センサ素子は、回路板上の配置の幅が前記
窓の幅の範囲内に収まることを特徴とする請求項２２に記載の自走式床掃除ロボット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、自走式床掃除ロボットに関し、特に人間の操作やコントロールを必要とせず
自主的に移動して掃除する機能を有する床掃除用機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、従来の自走式床掃除ロボットは、通常人間の操作を必要とせず、自主的に移動
して掃除をする能力を有する。例えば、米特許US6883201「Autonomous　floor-cleaning
　robot」が開示するのは主に以下のとおりである。「自主的に床を掃除するロボットで
あり、前記自走式床掃除ロボットは、ベースを含む本体構造と、前記自主的に床を掃除す
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るロボットにエネルギーを提供する動力システムと、前記自主的に床を掃除するロボット
を駆動して清掃作業を行わせる駆動システムと、操作することで前記自主的に床を掃除す
るロボットをコントロールして、前記清掃操作を発生させるコントロールモジュールと、
枢軸組立部品によって前記ベースとデッキに固定される自己調整式クリーニングヘッドと
、前記デッキと結合して固定され、且つ、前記駆動システムによって駆動されることで、
清掃時間における微粒を清掃するメインブラシと、前記ブラシユニットのために、前記駆
動システムと結合して固定されるデッキ調節サブアセンブリで、前記駆動システムがベー
スに設置される少なくとも一部に固定されて、操作して微粒状物質を吸入することで床の
清掃作業を実行させる真空吸塵システムと、床清掃時間において真空吸塵システムをサポ
ートしたり、メインブラシサブアセンブリの真空吸塵システムに対する作用をサポートし
たり、または、メインブラシサブアセンブリの異なる様式の外部範囲が、本体構造外部周
囲の微粒物質を真空吸塵システムに向かわせるサイドブラシと、操作可能で本体に取り外
し可能な形式で結合されることで、真空吸塵システムまたはメインブラシユニットと互い
に通じ合い、操作することで真空吸塵システムによって微粒物質が吸入されるかまたはメ
インブラシによって微粒物質が集められるかするダストボックスと、ロボットの床清掃時
間中に危険に遭遇したことを意味する信号を生成するセンサシステムと、コントロールシ
ステムとを備え、前記コントロールシステムは駆動システムに伝達し、センサシステムが
生成した信号によってロボットの運動をコントロールして、前記センサシステムは段差探
索装置を含み、段差に遭遇した時段差信号を発し、コントロールシステムはこの段差信号
に応答して段差発見時にロボットの運動をコントロールして、ロボットが段差から落ちる
のを回避して引き続き運動させることを特徴とする自主的に床を掃除するロボット」。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　前記従来の技術は、自主的に掃除を行なう掃除用機器の基本構造及び機能を開示するも
のである。しかしながら、その構造は、かなり複雑であり、騒音も大きい。その原因は、
メインブラシと側面ブラシから成るブラシセット(a　brush　assembly)の駆動システム(a
　motive　subsystem)が、メインブラシと側面ブラシが掃除ロボットが独立した駆動構造
を採用しているからである。さらに、メインブラシ全体が複雑な自己調整式クリーニング
ヘッド（a　self-adjusting　cleaning　head　subsystem)及びデッキ調整サブアセンブ
リ(a　deck　adjusting　subassembly)設計を採用している上に、センサシステム(a　sen
sor　system)が設置されて障害物を感知するセンサアセンブリ(wall-sensing　assembly)
として用いられ、さらに、揺れるバンパー(bumper)が外付けされるという機体設計による
複雑な構造が駆動時の騒音を大きくしている。
【０００４】
　したがって、本発明は、駆動時の騒音を低くするために機体構造の複雑化を回避する自
走式床掃除ロボットを提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記課題を解決するため、本発明の目的は、独立した衝突防止構造を有して、センサを
必要としない自走式床掃除ロボットを提供することにある。
【０００６】
　上記課題を解決するため、本発明の別の目的は、メインブラシとサイドブラシを連動形
式で駆動する方式の自走式床掃除ロボットを提供することにある。　
【０００７】
　上記課題を解決するため、本発明のさらに他の目的は、構造の簡単なブラシアセンブリ
構造を有する自走式床掃除ロボットを提供することにある。
【０００８】
　上記課題を解決するため、本発明のさらに他の目的は、センサ素子とコントロールユニ
ットが結合して、衝突防止構造と連結しない自走式床掃除ロボットを提供することにある
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。
【０００９】
　上記課題を解決するため、本発明のまたさらなる目的は、本体がセンサ素子の作業エリ
アの窓を提供することで、外部のガードモールのセンサ作業を必要としない自走式床掃除
ロボットを提供することにある。
【００１０】
　上記目的を達成するために、本発明の自走式床掃除ロボットは、ブラシアセンブリ、動
力装置、コントロールユニット、駆動輪及び集塵構造を有する本体を備える。動力装置の
電源供給及びコントロールユニットが自動的にコントロールすることにより、駆動を受け
る駆動輪によって、本体を支えて自走する機能を実行し、ブラシアセンブリによって、本
体が移動する際に経る経路のチリを掃いて移動させ、集塵構造によって吸入して集める。
前記本体は、上部カバー及び底部カバーを備え、上部カバーとベースの間の本体前縁には
、弧形で透光材質により製成されたバンパーを有する。上部カバーとベースの間の本体前
縁には、前記バンパーと上部カバーの間にフレキシブルな材質で構成された弧形のガード
モールを有する。
【００１１】
　上記目的を達成するために、本発明の自走式床掃除ロボットは、ブラシアセンブリ、動
力装置、コントロールユニット、駆動輪及び集塵構造を有する本体を備える。動力装置の
電源供給及びコントロールユニットが自動的にコントロールすることにより、駆動を受け
ることが可能な駆動輪によって本体を支えて自走する機能を実行し、ブラシアセンブリに
よって本体が移動する際に経過する経路上のチリを掃いて移動させ、集塵構造によって吸
入し集める。前記ブラシアセンブリは、メインブラシ及び前記メインブラシ側辺に位置す
る第一サイドブラシを含む。メインブラシは、同一駆動構成部材が伝動部品に駆動されて
第一サイドブラシと共に連動形式を形成する。
【００１２】
　上記目的を達成するために、本発明の自走式床掃除ロボットは、ブラシアセンブリ、動
力装置、コントロールユニット、駆動輪及び集塵構造を有する本体を備える。動力装置の
電源供給及びコントロールユニットが自動的にコントロールすることにより、駆動を受け
ることが可能な駆動輪によって本体を支えて自走する機能を実行し、ブラシアセンブリに
よって本体が移動する際に経過する経路上のチリを掃いて移動させ、集塵構造によって吸
入し集める。前記ブラシアセンブリは、メインブラシを含む。それは、シャフト周縁に複
数の軸方向に沿って曲線配列によってメインブラシ毛部分が植えつけられる。前記シャフ
ト両端には径方向の第一、第二はめ込み溝を有することで、第一、第二端部素子上の第一
、第二嵌め込み部品がその中に嵌置される。第一、第二端部素子外側には第一、第二突起
はめ込み部品が設置される。
【００１３】
　上記目的を達成するために、本発明の自走式床掃除ロボットは、ブラシアセンブリ、動
力装置、コントロールユニット、駆動輪及び集塵構造を有する本体を備える。動力装置の
電源供給及びコントロールユニットが自動的にコントロールすることにより、駆動を受け
ることが可能な駆動輪によって本体を支えて自走する機能を実行し、ブラシアセンブリに
よって本体が移動する際に経過する経路上のチリを掃いて移動させ、集塵構造によって吸
入し集める。前記コントロールユニットは、回路板上の関連する電子素子またはCPU等か
ら組成されるコントロールシステムであり、前記回路電路板は、円形区間が切断されて適
当な長さの弦の弧形面積から構成され、この形状の構造は適於全体構造において形成シン
プルで無駄がなく空間が充分利用された配置を有する。
【００１４】
　上記目的を達成するために、本発明の自走式床掃除ロボットは、ブラシアセンブリ、動
力装置、コントロールユニット、駆動輪及び集塵構造を有する本体を備える。動力装置の
電源供給及びコントロールユニットが自動的にコントロールすることにより、駆動を受け
ることが可能な駆動輪によって本体を支えて自走する機能を実行し、ブラシアセンブリに
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よって本体が移動する際に経過する経路上のチリを掃いて移動させ、集塵構造によって吸
入し集める。前記本体は、上部カバー及びベースを備える。上部カバーとベース間の本体
前縁には、弧形で透光材質により製成されたバンパーを有する。前記コントロールユニッ
トは、回路板上の関連する電子素子またはCPU等から組成され、さらに、センサ素子が設
置される。前記回路板の前端は、前記バンパー後方に対応して、コントロールユニットに
センサ素子の発射装置の信号をバンパーを経由して外部に伝達させ、外部から反射して戻
る信号はバンパーを経てセンサ素子の受信装置に戻る。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明の実施形態における設計は、センサ素子が外部の揺れ動くバンパーによって感知
する必要がないため、本体構造全体が衝突防止構造と感知機能が分離されて、製造、組み
立てが便利である外、駆動時の騒音が低い。さらに、メインブラシとサイドブラシから構
成されるブラシアセンブリが連動する駆動構造を採用していることで、モータの数量及び
構造の複雑度を低くする。全体的なコストを抑え、且つ、ブラシアセンブリ全体の構造を
単純にし、本体空間の設計がシンプルである。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の実施形態における構造配置を示した図である。
【図２】本発明の実施形態における立体外観図である。
【図３】本発明の実施形態における本体の立体分解図である。
【図４】本発明の実施形態のベース下方に位置するブラシアセンブリの立体分解図(一)で
ある。
【図５】本発明の実施形態のベース下方に位置するブラシアセンブリの立体分解図(二)で
ある。
【図６】本発明の実施形態における底部カバーとベースの収納空間の立体分解図である。
【図７】本発明の実施形態における底部カバーと収納空間の拡大断面図である。
【図８】本発明の実施形態におけるベース内部の構造を示した図である。
【図９】本発明の実施形態におけるメインブラシとサイドブラシを連動させる駆動構造を
示した図である。
【図１０】本発明の実施形態におけるブラシアセンブリの立体分解図である。
【図１１】本発明の実施形態におけるセンサ素子とバンパーの設置関係を示した立体分解
図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　図１を参照しながら説明する。本発明の実施形態における自走式床掃除ロボットは、本
体1にメインブラシ21及び第一サイドブラシ、第二サイドブラシ22、23から構成されるブ
ラシアセンブリ2、動力装置A、コントロールユニットB、駆動輪C及び集塵構造Dが設置さ
れる。動力装置Aの電源供給及びコントロールユニットBの自動コントロールによって、駆
動を受けることが可能な駆動輪Cにより本体1が支えられて、自走する機能を有して、ブラ
シアセンブリ2により本体1が移動した経路上のチリを掃いて移動させ、集塵構造Dに吸入
させて集める。
【００１８】
　図２を参照しながら説明する。本発明の実施形態における本体1は、上部カバー11及び
ベース12を備える。上部カバー11とベース12間の本体1前縁には孤形で透光材質により製
成されたバンパー13が設置されて、上部カバー11とベース12間の本体1前縁には、前記バ
ンパー13と上部カバー11の間にフレキシブル材質により構成された弧形のガードモール14
が挟まれるように設置される。
【００１９】
　図３を参照しながら説明する。前記ガードモール14は、設置時に外側に露出し、且つ、
上部カバー11外の衝突辺141に突出して設置される。前記衝突辺141内側には、はめ込み部
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142が設置される。前記はめ込み部142上には、複数の適度な距離の細長い隙間状の引っか
かり穴143が設置される。上部カバー11は、前記引っかかり穴143に対応して、下に向かっ
て複数のはめ込み辺111が設置され、それは、組み立て時に前記ガードモール14の引っか
かり穴143にはめ込まれることで、ガードモール14がしっかりと上部カバー11とバンパー1
3の間に挟まって固定される。ベース12の周縁には、適度な高さの上辺121が形成され、前
記上辺121が自走式床掃除ロボットが清掃作業を実施する際の前進方向の前縁箇所には、
切り込まれた欠け口によって構成される窓122が形成されて、前記窓122両側にはそれぞれ
内径が上辺121より小さい側辺123が形成される。前記バンパー13が組み立てられる時、そ
れは、前記窓122外に跨って囲むように両側が前記側辺123に当接し、バンパー13の二つの
末端内側の固定部131とベース12上に、固定ジョイント124が突出して設置されて、固定素
子を固定させる。
【００２０】
　図４、図５を参照しながら説明する。ベース12の底面125にはブラシアセンブリ2が設置
される。それは、ベース12の底面125の収納空間126中に位置するメインブラシ21、及び、
前記メインブラシ21の両側に位置する第一サイドブラシ、第二サイドブラシ22、23を含む
。前記収納空間126内部両側には、それぞれ第一枢接部31及び第二枢接部32が設置され、
収納空間126開口部の一側には、複数の適度な間隔をおいて設置された差し込み槽127が設
置されて、差し込み槽127の他側は適度な間隔をおいて設置される２個のはめ込み槽128に
対応する。
【００２１】
　図６、図７を参照しながら説明する。収納空間126底部は、弧形で凹設される底縁129で
、収納空間126内の一側には、チリを受けて吸入し集めるのに供する穴161が開けられてい
る。収納空間126の開口部には、複数のリブ151によって隔てられた複数の隙間空間152の
底部カバー15を有する。底部カバー15の一側縁には、複数の収納空間126の差し込み槽127
に対応するはめ込み部品153が一列に設置される。はめ込み部品153に対応する他側に、適
当な距離をおいて収納空間126開口部のはめ込み槽128に対応する弾力性を有する鉤型の引
っかかり部品154が設置される。
【００２２】
　図８を参照しながら説明する。それは、ベース12の内部を表示しており、当該図により
明らかなように、収納空間126の底縁129は、ベース12の内部において隆起した状態を呈し
、一側は、前述図６中の穴161の外に位置する導入部品16が固定設置される。それは、図
１中の集塵構造Dに相通じる通り道162が設置される。
【００２３】
　図９を参照しながら説明する。収納空間126中のメインブラシ21は、同一モータから構
成される駆動構成部材3が、ベルトにより構成される伝動部品33の駆動により、第一サイ
ドブラシ、第二サイドブラシ22、23の連動が形成される。その連動の方式は、主に駆動構
成部材3が伝動部品33を動かして、第一枢接部31を連動させて回転させる。第一枢接部31
一端は、前記メインブラシ21の一端に設置されて、メインブラシ21の回転主軸に掃除の際
に進む方向に垂直に回転する動きを形成させる。第一枢接部31の他端は、第一ウォームギ
ヤ34が設置されて、第一ウォームギヤ34とかみ合って連動する第一サイドブラシ22の第一
ハブ221上方の第一ギヤ35を動かすことにより、第一ハブ221上に設置された第一ブラシ毛
部分222に、その回転主軸と清掃床面、メインブラシ21回転主軸等の軸線垂直の回転を発
生させる。メインブラシ21他端に設置された第二枢接部32は、第二ウォームギヤ36に設置
されて連動することで、第二ウォームギヤ36とかみ合って連動する第二サイドブラシ23の
第二ハブ231上方の第二ギヤ37を動かすことで、第二ハブ231上に設置された第二ブラシ毛
部分232に、その回転主軸と清掃床面、メインブラシ21回転主軸等軸線に垂直な回転を発
生させる。
【００２４】
　図１０を参照しながら説明する。前記駆動構成部材3、伝動部品33、第一枢接部31、第
一ウォームギヤ34、第一ギヤ35等の組み立て部品は、防塵の必要があることから、その上
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を第一カバー41で覆われる。第二枢接部32、第二ウォームギヤ36、第二ギヤ37等の構成部
材上方も第二カバー42で覆われる。メインブラシ21は製造しやすいように、シャフト211
周縁上に複数の軸方向に沿って曲線配列のメインブラシ毛部分212が植えられている。前
記シャフト211両側には、径方向に第一はめ込み溝、第二はめ込み溝213、214が設置され
て、第一端部素子、第二端部素子215、216上の第一はめ込み部品、第二嵌め込み部品217
、218がその中にはめ込まれて、さらに、第一端部素子、第二端部素子215、216外側の第
一突起はめ込み部品、第二突起はめ込み部品219、220が、それぞれ第一枢接部31、第二枢
接部32に嵌接される。このうち、第二端部素子216上には、さらに、持ち上げ部品24が設
置されて、手で当該箇所を握って、メインブラシ21を先に傾斜させて、第一端部素子215
の第一突起はめ込み部品219を第一枢接部31に嵌入させ、さらに、第二端部素子216の第二
突起はめ込み部品220を第二枢接部32に嵌入させて、メインブラシ21の設置が完了する。
【００２５】
　図１１を参照しながら説明する。本発明の実施形態におけるコントロールユニットBは
、主に、回路板5上の関連する電子素子またはCPU等(関連する電子素子及び回路等は本発
明の発明特徴を関係がないため、図中には一部の電子素子の略図のみを記す)から組成さ
れるコントロールシステムで、前記回路板5は、円形区間が切断されて適当な長さの弦の
弧形面積から構成され、この形状の構造は適於全体構造において形成シンプルで無駄がな
く空間が充分利用された配置を有する。さらに、衝突防止のためのセンサ素子6は、適当
な間隔の配置によって、前記回路板5の前端の弧縁51上に配置されることで、発射装置61
及び受信装置62から組成されるセンサ素子6が、それぞれフレーム7によって第一、第二区
間71　、72中にそれぞれ仕切られて設置される。前記第一、第二区間71　、72の二者の間
には、仕切り部品73が設置される。その上方には、上部枠縁74が設置されて全体が上部枠
縁74によって回路板5の前端弧縁51下方に固定される。第一、第二区間71　、72下方は、
透かし彫りのような形状で、発射装置61及び受信装置62が設置される。前記回路板5の前
端弧縁51は、設計上、前記弧を描く透光材質により製成されるバンパー13後方に対応する
ことで、センサ素子6の発射装置61の信号が、バンパー13から外部に伝達され、外部に反
射して戻る信号は、バンパー13を経て受信装置62に伝達されて戻る。センサ素子6の信号
伝達は、バンパー13を経るため、図３中の前記上辺121が形成する欠けた欠け口が構成す
る窓122は、前記センサ素子6の信号伝達の作業区間となり、各センサ素子6は弧縁51の配
置の幅が前記窓122の幅の範囲内に収まるようになっている。
【００２６】
　本発明の実施形態における設計は、センサ素子が外部の揺れ動くバンパーによって感知
する必要がないため、本体構造全体が衝突防止構造と感知機能が分離されて、製造、組み
立てが便利である外、駆動時の騒音が低い。さらに、メインブラシとサイドブラシから構
成されるブラシアセンブリが連動する駆動構造を採用していることで、モータの数量及び
構造の複雑度を低くする。全体的なコストを抑え、且つ、ブラシアセンブリ全体の構造を
単純にし、本体空間の設計がシンプルである。
【００２７】
以上、本発明の実施例を図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成は、これらの実施
例に限られるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲の設計変更などがあっても、
本発明に含まれる。
【符号の説明】
【００２８】
Ａ　　　　動力装置
Ｂ　　　　コントロールユニット
Ｃ　　　　駆動輪
Ｄ　　　　集塵構造
１　　　　本体
１１　　　上部カバー
１１１　　はめ込み辺
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１２　　　ベース
１２１　　上辺
１２２　　窓
１２３　　側辺
１２４　　固定ジョイント
１２５　　底面
１２６　　収納空間
１２７　　差し込み槽
１２８　　はめ込み槽
１２９　　底縁
１３　　　バンパー
１３１　　固定部
１４　　　ガードモール
１４１　　衝突辺
１４２　　はめ込み部
１４３　　引っかかり穴
１５　　　底部カバー
１５１　　リブ
１５２　　隙間空間
１５３　　はめ込み部品
１５４　　引っかかり部品
１６　　　導入部品
１６１　　穴
１６２　　通り道
２　　　　ブラシアセンブリ
２１　　　メインブラシ
２１１　　シャフト
２１２　　メインブラシ毛部分
２１３　　第一はめ込み溝
２１４　　第二はめ込み溝
２１５　　第一端部素子
２１６　　第二端部素子
２１７　　第一はめ込み部品
２１８　　第二嵌め込み部品
２１９　　第一突起はめ込み部品
２２０　　第二突起はめ込み部品
２２　　　第一サイドブラシ
２２１　　第一ハブ
２２２　　第一ブラシ毛部分
２３　　　第二サイドブラシ
２３１　　第二ハブ
２３２　　第二ブラシ毛部分
２４　　　持ち上げ部品
３　　　　駆動構成部材
３１　　　第一枢接部
３２　　　第二枢接部
３３　　　伝動部品
３４　　　第一ウォームギヤ
３５　　　第一ギヤ
３６　　　第二ウォームギヤ
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３７　　　第二ギヤ
４１　　　第一カバー
４２　　　第二カバー
５　　　　回路板
５１　　　弧縁
６　　　　センサ素子
６１　　　発射装置
６２　　　受信装置
７　　　　フレーム
７１　　　第一区間
７２　　　第二区間
７３　　　仕切り部品
７４　　　上部枠縁
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