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掃除機の種類

基本方式

サイクロン式

紙パック式

電力供給方式

コードレス（バッテリー駆動）

コード式（１００V 電源）

スティック型

スティック型サイクロン式掃除機

スティック型紙パック式掃除機

キャニスター型

キャニスター型サイクロン式掃除機

キャニスター型紙パック式掃除機



掃除機はどうしてごみを吸い取るの？

• 掃除機には必ずモーターがあるが、何のため？

• モーターで廻しているのは何？

• 何故、掃除機に空気が吸い込まれるの？

• 月世界で掃除機は使えるか？



掃除機で吸い取ったごみはどこへ行く？

• ごみは、空気を通す袋に集まる。

空気流

紙製フィルター

（掃除機本体が、空気を吸い込む）

フィルターがなくても、ごみを収集できる？



空気流の作り方

• 扇風機は、モーターで羽を廻し、風を起こす。

• 掃除機も、モーターで風を作る。

• 掃除機に似た自然現象は？
• 季節風
• 台風
• 竜巻

同じかな？





紙パック式掃除機とは 紙パック式は、紙製の使い捨てパックにゴ
ミを集じんし、丸ごと捨てられるお手軽な
方式。

ゴミを集めたパックがいっぱいになったら、
そのまま捨てられるのでチリが舞わない。

紙パック自体は消耗品だが、排気のときに
フィルターの役割も果たしてくれるので面
倒なお手入れも不要。

なお、吸引した空気は中に入っているゴミ
を通過して排気されるので、ゴミがたまっ
てくると吸引力が弱まったりニオイの原因
となったりすることがある。

紙パックの交換は、定期的に行うのがおす
すめ。



紙パック式の利点と欠点

• 利点
• 紙袋にたまったごみをそのまま捨てられること

• 歴史があり、安価なこと

• 欠点
• ごみがたまると、吸い取る力が弱くなること

• ごみに腐ったものがたまると、悪臭が漏れてくる。



サイクロン型
小型で軽量なモーターなのに吸引力はパワフル

・吸い取ったあとのゴミを触ることなく、
衛生的にゴミ捨てが可能

・花粉やカビなど細かい粒子も逃さない

ダイソン 掃除機 スティッ
ククリーナー V8スリム フ
ラフィ オリジン SV10K 
SLM OR BU 通販【ジャパ
ネット公式】 (japanet.co.jp)

https://www.japanet.co.jp/shopping/cleaner/catslist/LP000000000018260/PDWJD0219882/


【2022年】掃除機のおすすめ26選 サイクロン式・紙パッ
ク式などタイプごとに紹介｜ビックカメラ.com 
(biccamera.com)

サイクロン式は、吸引した
空気とゴミを回転させてダ
ストカップに集じんし、ゴ
ミがたまったらその都度捨
てる方式。
遠心力を利用してゴミと空
気を分離し、空気はフィル
ターを通して排気される。
ダストカップは定期的なお
手入れが必要なので手間が
かかるが、消耗品を買い足
す必要がないのでランニン
グコストを抑えることが可
能。

https://www.biccamera.com/bc/i/topics/cleaner/index.jsp


サイクロン方式 おすすめの掃除機・サイクロン式【初心者の掃除機選
び.com】 (seesaa.net)

空気流
サイクロンの原理

空気を渦を巻くように流
すと、筒が狭くなるほど、
流れが速くなる。
回転すると遠心力が働く。
空気より重いごみが外側
に跳ね飛ばされる。
そのごみを集める。

洗濯機の脱水と同じ原理。
Dyson Cyclone CM JPNversion - YouTube

http://dyson-twinbird.seesaa.net/article/111854637.html
https://www.youtube.com/watch?v=uqbyj_VNCgw


キャニスター掃除機｜ダイソン (dyson.co.jp)

https://www.dyson.co.jp/dyson-vacuums/cylinders.aspx#full3RichContentUserControlVideoBlockModalModalPanel




クリーナー ： 日立の家電品 (hitachi.co.jp)

https://kadenfan.hitachi.co.jp/lp/clean_202208/?utm_source=yahoo&utm_medium=cpc&utm_content=1015205_18091577668_141976130844_621288341176_kwd-295990732267&utm_campaign=gn_clean&utm_term=b_%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%8A%E3%83%BC%20%E3%83%AD%E3%83%9C%E3%83%83%E3%83%88




サイクロン方式の利点と欠点

• 利点
• 紙パック式のような消耗品（紙袋）が不要

• 掃除機の手入れが楽

• 欠点
• 高価（ダイソンの特許）

• 類似品は、ダイソン製より性能が劣る（？）



【2022年版】サイクロン
掃除機のおすすめランキン
グ26選。コードレスタイ
プも (sakidori.co)

スティック型掃除機

https://sakidori.co/article/20893#index_1








ダイソン 掃除機 スティッククリーナー V8スリム フラフィ オリジン SV10K SLM 
OR BU 通販【ジャパネット公式】 (japanet.co.jp)

https://www.japanet.co.jp/shopping/internet/InetGoodsListSearch.do?actType=INIT&product=WJD02-19882&utm_source=criteo&utm_medium=cpc&utm_campaign=tsujo&utm_term=criteo&utm_content=63000RI6752


スチーム式

• スチームクリーナーに内蔵されているタンクに水を入れて、その水を加熱してから100度
前後の高温の水蒸気を噴射して、拭きつけた場所の汚れを浮かせる。

• 汚れを浮かせることで、浮いてきた汚れをキッチンペーパーや雑巾などで拭き取ると、
表面の汚れをきれいに取り除くことができる。

• 簡単に言うと、掃除機でごみやほこりを取りながらぬれた雑巾で拭くようなイメージ。
掃除機と雑巾がけの両方を1台で行うことができるようになっているのが、スチームク
リーナー。

• 掃除機とちがうのが、床の汚れを取るだけではなく、付属でついているアタッチメント
を使えば、キッチン・風呂・トイレなどあらゆる場所の掃除ができるようになっている
こと。



スチーム式掃除機
スチームクリーナー公式サイト｜スチームファース
ト.com (xn--bck4bb4a0b1etd7kd.com)

https://スチームファースト.com/?utm_source=yahoo&utm_medium=cpc&utm_term=%E3%82%B9%E3%83%81%E3%83%BC%E3%83%A0%20%E6%8E%83%E9%99%A4%20%E6%A9%9F&utm_content=steamcleaner&utm_campaign=ss_steamfast_ec&yclid=YSS.1000083471.EAIaIQobChMIx5yNh9Li-wIVQVRgCh0ljg1LEAAYBCAAEgJTT_D_BwE&d=1


吸引水拭き兼用型

吸引型は床のゴミを吸い込みながら移動するロボット掃除機です。ロボット
掃除機の大半を占めており、サイズや機能のバリエーションが豊富に揃って
います。フローリングはもちろん、カーペットや畳にも使用可能です

拭き掃除型は底面にモップやクロスが付いており、面倒に感じがちなフロー
リングの拭き掃除が自動で行えます。乾いた布でゴミを集めるタイプや、水
拭きができるモデルがあり、吸引タイプよりも確実にゴミを集められるのが
特徴です。
しかし、掃除方法の特性上フローリングにしか使えないのがデメリット。用
途は限られますが、フローリングを常に清潔に保ちたい方におすすめですよ。

吸引水拭き兼用型は、上述した吸引機能と水拭き機能を両方搭
載し、兼用が可能です。非常に汎用性があり、さまざまな場所
の掃除に使えるのがメリット。普段のお掃除もフローリングの
拭き掃除も、1つのロボット掃除機がまとめて自動で行うことが
できます。

吸引型

水拭き型



ロボットクリーナ

【そろそろ、ルンバ？】
子育て編 (15s) -
YouTube

【2022年】ロボット掃
除機のおすすめ19選 コ
スパのよいモデルや人
気モデルとは | ビック
カメラ.com 
(biccamera.com)

https://www.youtube.com/watch?v=8sCsRB9yRQo
https://www.biccamera.com/bc/i/topics/osusume_robot_cleaner/index.jsp


掃除ロボットは、目に見えない赤外線を、掃除
機本体から発射して、壁などにぶつかってはね
返ってきた光を捉えて距離を測る。この方法で、
掃除を始める前に、壁と家具の位置、部屋の広
さと形を調べ、部屋の形や障害物の位置を示し
た地図を作成する。
そして、その地図をもとに、掃除に最適なコー
スを決める。
壁の近くでは赤外線センサーを使って、ギリギ
リのところを通過する。壁にぶつかった場合は、
壁接触センサーで圧力を検知して離れる。床の
段差は赤外線センサーで調べて進む。
このように、掃除ロボットは、部屋中を動きな
がら、モーターでファンを高速回転させて、空
気を吸い込んでゴミを取っていく。

掃除ロボット



ロボット掃除機に搭載されているセンサの仕組み | アプ
リケーションノート | テックライブラリー | TDKプロダ
クトセンター

初期のロボット掃除機はインテリジェンスが非常に未熟で、あちこち
に衝突しながらやみくもに動き回る、弱点だらけのロボットだった。
以前に居たところがわからないため掃除の取り残しが多かったり、身
動きがとれなくなったり、掃除中にバッテリーが切れて立ち往生した
りといったトラブルは日常茶飯事だった。
しかも、従来のコード付き掃除機に比べてダストボックスが小さいた
め、満杯になると吸い込みが極度に弱まり、ただ動き回るだけでゴミ
をまったく吸っていないこともしばしばあった。
その後、さまざまなセンサ技術やモータ制御技術の革新的な活用によ
り、ロボット掃除機は年々急速に進化を遂げていき、いまでは格段に
スマート化され、前述のような課題はおおむね克服しています。

https://product.tdk.com/ja/techlibrary/applicationnote/how-service-robots-make-sense.html


走行の性能

• ロボット掃除機の基本は、高精度で走行する能力。

• TDKのインテリジェントな組み込みモータコントローラが、走
行輪が掃除機本体を正しい方向に誘導できるように制御する

• こうした機械要素が高精度に作動することは、掃除機が逸脱せ
ずに走行するうえできわめて重要。

• たとえば、走行輪が90°で旋回すべきときに、実際に90°で旋
回しているかどうかは、ある程度時間が経過してもロボットが
自機の位置を正しく把握できるかどうかを左右する。



床面・段差・障害物検知

• 超音波センサが対象物との距離を測
定する。超音波パルスを発信して、
センサの視野内にある対象物から
返ってきた反射波を受信し、処理ユ
ニットが解析することにより、対象
物との距離を推定する。

• 超音波センサは暗闇でも動作し、対
象物が透明なガラスでも、ミリメー
トル単位で距離が測れる。

• 床面のタイプを自動判別するセン
サーもある。対象物表面が固いか柔
らかいかといったことも判断できる
ので、柔らかい時にはモータを加速
させることもできる。このほか、階
段などの段差を検知して転落を防止
するセンサもある。



走行ルートの選定

• 多くのロボット掃除機は、室内の仮想
地図を作成し、効率的・効果的に動き
回れるようになっている。

• ところが、人がロボットをもちあげて
別の場所に移すと、ロボットは自分が
いまどこにいるのかがわからなくなっ
てしまうことがある。

• その場合は、6軸モーションセンサをも
つ慣性計測装置が働き、ロボットの動
き（直線と回転の両方）のロール角、
ピッチ角、ヨー角を検出、これらの値
と室内のマッピングをもとに、精確な
自己位置を推する。したがって、誰か
がロボットを持ち上げて別の場所に移
しても、ロボットは現実空間のなかで
の位置を認識できる。



サイクロン搭載！新世代のロボット掃除機「Roborock
S7+」がキター！ - YouTube

ロボット掃除機が動き回って、部屋の地図を作る。

https://www.youtube.com/watch?v=mFZdnmsRWH4


ロボット掃除機には一般的に、高機能なセンサーを搭載しています。学習機能は、セン
サーを利用して部屋の間取りを記憶し、より効率的な掃除を行うことが可能。

特にハイエンドのものの精度は非常に高く、スマホと連携して部屋のマップを作成して
ごみの分布を記録したり、エリアを指定して部分的にお掃除したりと、普段の掃除の手
間を大幅にカットすることができます。



ゴミの溜まり具合

• ごみの溜まり具合は、ダストボックス内の気
圧低下をセンサが検知する方法で、判断する。

• 満杯と判断したら、ロボットは掃除をいった
ん中断し、充電ステーションに帰還。

• 高級な充電ステーションでは、自動でゴミを
吸い出してくれるものもある。ダストボック
スが空になると、ロボットは掃除を中断した
場所にふたたび戻り、掃除を再開する。

• 一方、掃除中にバッテリー残量が少なくなる
と、バッテリー管理システムがロボットに充
電ステーションに戻り、充電をおこなうよう
指示、充電が完了すると、ロボットは掃除を
中断した場所に再び戻り、掃除を再開する。



【2022最新】ロボット掃除機のおすすめ13選｜水拭き兼
用や一人用モデルも｜ランク王 (rank-king.jp)

https://rank-king.jp/article/5123#5255620


掃除の手間を減らせる便利な機能



掃除機で水を吸ってしまったら？

掃除機で水を吸ってしまったが大丈夫か - 掃除機 -
Panasonic

https://jpn.faq.panasonic.com/app/answers/detail/a_id/27853/~/%E6%8E%83%E9%99%A4%E6%A9%9F%E3%81%A7%E6%B0%B4%E3%82%92%E5%90%B8%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%81%8C%E5%A4%A7%E4%B8%88%E5%A4%AB%E3%81%8B
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