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(57)【要約】
【課題】プレフィルタとメインフィルタとを備えたもの
であっても、タンク内の集塵量を確保しつつ全体の上下
寸法をコンパクトにする。
【解決手段】集塵機１は、吸込口８を備えたタンク２と
、タンク２の上部に固定される本体３と、本体３に設け
られ、モータ５によって回転する吸込ファン６と、本体
３の下方でタンク２内に収容され、吸込口８から吸い込
まれる外気の上流側に位置して可撓性を有するプレフィ
ルタ６０と、プレフィルタ６０の下流側に位置するメイ
ンフィルタ６２とを含んでなり、メインフィルタ６２は
、横向きの板状となっている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　吸込口を備えたタンクと、
　前記タンクの上部に固定される本体と、
　前記本体に設けられ、モータによって回転する吸込ファンと、
　前記本体の下方で前記タンク内に収容され、前記吸込口から吸い込まれる外気の上流側
に位置して可撓性を有するプレフィルタと、
　前記プレフィルタの下流側に位置するメインフィルタと、を含んでなる集塵機であって
、
　前記メインフィルタは、横向きの板状であることを特徴とする集塵機。
【請求項２】
　前記メインフィルタは、前記タンク内に支持されるホルダに、所定方向へ複数回折り畳
んだ状態で全体が板状となるように保持されていることを特徴とする請求項１に記載の集
塵機。
【請求項３】
　前記プレフィルタと前記メインフィルタとの間に、前記吸込口から外気が吸い込まれる
際の前記プレフィルタの収縮によって弾性変形するダンパを設けたことを特徴とする請求
項１又は２に記載の集塵機。
【請求項４】
　前記ダンパは、横向きの板状であることを特徴とする請求項３に記載の集塵機。
【請求項５】
　前記ダンパが弾性変形した際に前記ダンパが前記メインフィルタへ少なくとも一部が密
着することを規制するダンパ規制手段を設けたことを特徴とする請求項３又は４に記載の
集塵機。
【請求項６】
　前記吸込口から外気が吸い込まれる際に前記プレフィルタが前記メインフィルタに密着
することを規制するプレフィルタ規制手段を設けたことを特徴とする請求項１乃至５の何
れかに記載の集塵機。
【請求項７】
　前記ダンパ規制手段又は前記プレフィルタ規制手段は、前記メインフィルタを支持する
ホルダに設けられることを特徴とする請求項５又は６に記載の集塵機。
【請求項８】
　前記プレフィルタは、外周にプリーツ部が上下方向へ複数段形成された繊維製で、各前
記プリーツ部が部分的に固定されることで上下方向に折り畳まれた状態で吊り下げ支持さ
れていることを特徴とする請求項１乃至７の何れかに記載の集塵機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、吸込口を有するタンクの上方に、モータ及び吸込ファンを備えた本体を載置
して、タンク内で吸込口と本体との間にフィルタを介在させた集塵機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　集塵機は、吸込口を有するタンクの上方に、モータ及び吸込ファンを備えた本体を載置
して、タンク内で吸込口と本体との間にフィルタを介在させてなる。すなわち、モータの
駆動で吸込ファンが回転すると、吸込口に接続したホースを介して外気がタンク内に吸い
込まれ、本体を通過して外部へ排出されることで、外気と共にタンク内に吸い込まれた塵
埃がフィルタに捕捉されてタンク内に貯留されるものである。このフィルタとしては、特
許文献１に開示されるように、本体に設けた吸気ユニットの吸気口の周囲及び下方を覆う
メインフィルタと、その外側でメインフィルタの全体を覆うプレフィルタとの二重のフィ
ルタを用いるものが知られている。ここでは吸込口からタンク内に吸い込まれた塵埃がま
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ずプレフィルタに捕捉されてタンク内に貯留し、プレフィルタを通過した細かい塵埃がメ
インフィルタに捕捉されることになる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特許第５６０３２１６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記従来の集塵機において、メインフィルタは、本体から下向きにタンク内へ突出する
筒状で、側面外周がフィルタ面となっているので、タンク内の集塵量に制約を受ける。か
といって集塵量を増やすためにタンクの上下寸法を大きくすると、集塵機全体の上下寸法
が大きくなってしまう。
【０００５】
　そこで、本発明は、タンク内の集塵量を確保しつつ全体の上下寸法をコンパクトにする
ことができる集塵機を提供することを目的としたものである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するために、請求項１に記載の発明は、吸込口を備えたタンクと、タン
クの上部に固定される本体と、本体に設けられ、モータによって回転する吸込ファンと、
本体の下方でタンク内に収容され、吸込口から吸い込まれる外気の上流側に位置して可撓
性を有するプレフィルタと、プレフィルタの下流側に位置するメインフィルタと、を含ん
でなる集塵機であって、メインフィルタは、横向きの板状であることを特徴とする。
　ここで、「横向き」とは、厳密な水平姿勢を含んで多少の傾きを許容する趣旨である。
また、「板状」とは、上下面及びその間の側面が平面である場合を含む他、各面に多少の
凹凸や寸法の変化等があっても全体形状が所定の厚みを有する板状体であれば許容する趣
旨である。これは請求項４のダンパについても同様である。
　請求項２に記載の発明は、請求項１の構成において、メインフィルタは、タンク内に支
持されるホルダに、所定方向へ複数回折り畳んだ状態で全体が板状となるように保持され
ていることを特徴とする。
　請求項３に記載の発明は、請求項１又は２の構成において、プレフィルタとメインフィ
ルタとの間に、吸込口から外気が吸い込まれる際のプレフィルタの収縮によって弾性変形
するダンパを設けたことを特徴とする。
　請求項４に記載の発明は、請求項３の構成において、ダンパは、横向きの板状であるこ
とを特徴とする。
　請求項５に記載の発明は、請求項３又は４の構成において、ダンパが弾性変形した際に
ダンパがメインフィルタへ少なくとも一部が密着することを規制するダンパ規制手段を設
けたことを特徴とする。
　請求項６に記載の発明は、請求項１乃至５の何れかの構成において、吸込口から外気が
吸い込まれる際にプレフィルタがメインフィルタに密着することを規制するプレフィルタ
規制手段を設けたことを特徴とする。
　請求項７に記載の発明は、請求項５又は６の構成において、ダンパ規制手段又はプレフ
ィルタ規制手段は、メインフィルタを支持するホルダに設けられることを特徴とする。
　請求項８に記載の発明は、請求項１乃至７の何れかの構成において、プレフィルタは、
外周にプリーツ部が上下方向へ複数段形成された繊維製で、各プリーツ部が部分的に固定
されることで上下方向に折り畳まれた状態で吊り下げ支持されていることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、メインフィルタを横向きの板状としたことで、フィルタがタンク内に
占める体積が小さくなるので、タンク内の集塵量を確保することができる。よって、集塵
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量を確保するためにタンクを上下に大きくする必要が無くなり、全体の上下寸法をコンパ
クトにすることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】集塵機の中央縦断面図である。
【図２】図１のＡ－Ａ線断面図である。
【図３】集塵機の分解斜視図である。
【図４】フック板の斜視図である。
【図５】フック板を引き出した集塵機の平面図である。
【図６】（Ａ）は図５のＢ－Ｂ線断面図、（Ｂ）はＣ－Ｃ線断面図である。
【図７】（Ａ）はフック板を収納した集塵機の斜視図、（Ｂ）はフック板を引き出した集
塵機の斜視図である。
【図８】フィルタアッセンブリの斜視図である。
【図９】（Ａ）はプレフィルタの中央縦断面図、（Ｂ）はＡ部の拡大図である。
【図１０】ダンパの中央縦断面図である。
【図１１】（Ａ）はホルダの下方からの斜視図、（Ｂ）は中央縦断面図である。
【図１２】運転状態の集塵機の中央縦断面図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。
　図１は、集塵機の一例を示す中央縦断面図、図２はＡ－Ａ線断面図、図３は分解斜視図
である。
　集塵機１は、上端を開口したタンク２の上方に、モータ５及び吸込ファン６を備えた吸
気ユニット４を収容する本体３を載置し、タンク２と本体３との間に、フィルタアッセン
ブリ７を設けてなる。
　まず、タンク２は、平面視が略正方形状の有底容器で、その前面には、図示しないホー
スを接続可能な吸込口８が設けられて、下部には、前後に一対ずつキャスタ９，９・・（
後側のキャスタ９，９はストッパ付き）が設けられている。各キャスタ９は、タンク２の
底面四隅に設けた凹み部１０内で支持されている。吸込口８の内側には、タンク２内へ吸
い込まれる空気を下向きにガイドするガイド筒１１が装着されて、タンク２の開口周縁に
は、係止フランジ１２が設けられている。
【００１０】
　本体３は、タンク２の開口を閉塞する下カウリング１３と、下カウリング１３に結合さ
れて本体３の上面及び周面を覆う上カウリング１４と、上下カウリング１３，１４の間に
結合される中カウリング１５とを有する。下カウリング１３の左右には、ラッチ１６，１
６が設けられて、フィルタアッセンブリ７をタンク２の開口周縁からタンク２内に吊り下
げ支持した状態で、ラッチ１６，１６をタンク２の係止フランジ１２に係止させることで
、本体３はフィルタアッセンブリ７と共にタンク２に固定される。
　吸気ユニット４は、本体３の略中央で中カウリング１５に支持される上下方向の収容筒
１７と、その下方に組み付けられる受けカバー１８とを有し、収容筒１７と受けカバー１
８との間に、モータ５を収容している。
【００１１】
　モータ５は、収容筒１７内に固定される固定子１９と、その固定子１９の中心に位置す
る回転子２０とを有し、回転子２０の軸心に設けた出力軸２１が、収容筒１７と受けカバ
ー１８とに設けた上下の軸受２２，２２によって下向きに軸支されている。
　吸込ファン６は、受けカバー１８から突出する出力軸２１の下端に固着され、吸込側の
軸心と、排気側の外周とを除いて下側がバッフル板２３で覆われている。出力軸２１の上
端には、モータ５の冷却ファン２４が固着されている。
　下カウリング１３には、バッフル板２３の真下で下方に突出する筒部２５が形成されて
、筒部２５の中央に、出力軸２１と同軸となる吸気口２６が形成されている。吸込ファン
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６の外側で下カウリング１３と中カウリング１５との間には、外部へ開口する排出路２７
が形成されている。２８，２８・・は、排出路２７の開口や上カウリング１４の内面に配
置された吸音材（スポンジ）である。
【００１２】
　本体３の正面には、操作盤３０が設けられている。この操作盤３０には、ダイヤル式の
主電源スイッチ３１と、同じくダイヤル式の吸込量調整スイッチ３２と、マルノコ等の電
動工具の電源コードを接続するためのカバー付きの連動コンセント３３とが設けられてい
る。
　操作盤３０の上方には、操作盤３０の裏側に設けた図示しないスイッチをＯＮ／ＯＦＦ
させて運転を開始／停止させるためのスイッチ板３４が設けられて、主電源スイッチ３１
をＯＮにした状態でスイッチ板３４を押し操作するとモータ５が駆動し、再度押し操作す
るとモータ５が停止するようになっている。
　また、スイッチ板３４の後方で本体３の上部には、ハンドル３５が設けられている。こ
のハンドル３５は、倒コ字状で、上カウリング１４の上面に凹設された同形状の凹部３６
に嵌合して上カウリング１４の上面から突出しない倒伏位置から、上カウリング１４の上
面から前後方向に突出する突出位置との間で回転可能に連結されている。３７は、本体３
の後部右側から引き出される電源コードである。
【００１３】
　さらに、本体３の後部には、フック板４０が設けられている。このフック板４０は、図
４に示すように、外面が本体３の平面視形状に沿って形成される横板部４１と、横板部４
１の左右端から前方へ延びる一対のレール部４２，４２とからなり、上面とその周縁に形
成される周壁とが一体形成されて下面が開口する樹脂製となっている。
　横板部４１の中央後縁には、背面視が台形状のフック４３が上向きに突設されて、横板
部４１と左右のレール部４２，４２との連結部分には、ホースを差し込んで嵌合させるこ
とができる右側凹部４４と、ノズルを差し込んで嵌合させることができる左側凹部４５と
が形成されている。
　各レール部４２は、左右方向で中央寄りの上面に、レール溝４６を前後方向に有し、そ
の外側前端際には、前端に左右方向の突条４８を備えて上下に弾性を有する弾性片４７が
切込み形成されている。また、各レール部４２の外側には、外方へ突出するストッパ部４
９がそれぞれ形成されている。
【００１４】
　一方、本体３側で下カウリング１３と中カウリング１５との間には、図５～７に示すよ
うに、後端が開口して左右のレール部４２，４２が差し込まれる前後方向の差込部５０，
５０と、左右の差込部５０，５０の後端間に連通して横板部４１が嵌合可能な左右方向の
嵌合部５１とが形成されている。差込部５０の上側内面には、レール部４２のレール溝４
６に係合する前後方向の係合突起５２と、開口際でレール部４２の突条４８と係合する上
ストッパ５３とが形成されている。また、差込部５０の開口際で下側内面には、レール部
４２の前端下縁に係合する下ストッパ５４が形成されている。
　よって、フック板４０は、各差込部５０に差し込んだレール部４２，４２を前方へ押し
込むことで、図７（Ａ）に示すように、レール部４２，４２のストッパ部４９，４９が、
差込部５０の開口外側に設けたストッパ面５５，５５に当接することで押し込みが規制さ
れる。この状態では、横板部４１が嵌合部５１に嵌合して本体３から突出しない収納位置
となる。本体３の上カウリング１４の後面には、フック４３が嵌合する嵌合凹部５６が形
成されて、収納位置ではフック４３も本体３の後面から突出しないようになっている。
【００１５】
　この収納位置から、フック４３の根元に設けた指掛け孔５７を利用してフック板４０を
後方へ引っ張ると、図５，６及び図７（Ｂ）に示すように、レール部４２，４２のレール
溝４６，４６に係合する係合突起５２，５２の案内によって、フック板４０を、各レール
部４２の突条４８が上ストッパ５３を乗り越えて各レール部４２の前端が下ストッパ５４
に係止する位置まで引き出すことができる。この引き出し位置では、フック４３が本体３
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から後方へ離れると共に、右側凹部４４及び左側凹部４５も平面視で本体３の後方へ露出
する。よって、ホースや電源コード３７をフック４３に対して掛け回したり、右側凹部４
４にホースを、左側凹部４５にノズルをそれぞれ差し込んだりして収納できる。引き出し
位置では、押し込み方向で突条４８が上ストッパ５３に弾性係止しているので、引き出し
位置が保持される。
【００１６】
　そして、フィルタアッセンブリ７は、図８に示すように、タンク２の開口に係止される
プレフィルタ６０と、プレフィルタ６０内に収容されるダンパ６１と、プレフィルタ６０
内に収容されるメインフィルタ６２とからなる。
　まず、プレフィルタ６０は、タンク２の上面開口に係止する平面視略正方形状の枠体６
３に開口を結合した繊維製の四角袋体で、枠体６３の上側内周には、全周に亘って段部６
４が形成されている。
　このプレフィルタ６０は、図９に示すように、上下方向の所定幅で全周に亘って折り畳
まれてなるプリーツ部６５，６５・・が、所定間隔をおいて上下方向へ複数段形成される
と共に、各プリーツ部６５は、周方向に所定間隔をおいた複数箇所で上下方向に縫製され
ている。よって、プレフィルタ６０は、各プリーツ部６５の形状を維持した折り畳み状態
となっている。
【００１７】
　ダンパ６１は、図１０に示すように、外形をプレフィルタ６０の底面形状に合わせて平
面視を略正方形状とした所定厚さを有すスポンジ製の板状体で、外周の各辺中央部には、
逃げ凹部６６，６６・・が形成されている。この逃げ凹部６６は、タンク２内に収容した
際にタンク２内に突出するガイド筒１１に嵌合させてガイド筒１１との干渉を回避するた
めのもので、四辺に設けたのはダンパ６１を収容する際の方向性（前後左右の向き）をな
くすためである。
【００１８】
　メインフィルタ６２は、プレフィルタ６０の枠体６３に内側から嵌合する皿状のホルダ
６７の中央に保持される。このホルダ６７は、図１１に示すように、外周に枠体６３の段
部６４に係合するフランジ６８を有し、フランジ６８の内側の四隅には、下カウリング１
３の下面から下向きに設けた４つのボス６９，６９・・（図６（Ｂ））を受ける受け凹部
７０，７０・・が形成されている。各受け凹部７０には、ボス６９の内側に当接するリブ
７１がそれぞれ立設されている。
【００１９】
　ホルダ６７の中央には、平面視が長方形となる筒状のフィルタ保持部７２が形成されて
いる。メインフィルタ６２は、紙製で、左右方向に複数回折り畳んだ状態でフィルタ保持
部７２内へ横向きに保持されて、下面のフィルタ面６２ａをフィルタ保持部７２の下面よ
りもやや上方位置で露出させている。この状態でメインフィルタ６２は、全体形状が、上
下方向よりも左右方向（短手方向及び長手方向）の方が長い平面視長方形の板状となって
いる。
　また、ホルダ６７の下面でフィルタ保持部７２の外側には、複数の筒状の規制ボス７３
，７３・・が、フィルタ保持部７２を囲む格好で立設されている。この規制ボス７３は、
フィルタ保持部７２の下面よりも先端が下方へ突出する長さで形成されている。
【００２０】
　以上の如く構成された集塵機１においては、プレフィルタ６０の内底面にダンパ６１を
収容してさらにホルダ６７を嵌合させたフィルタアッセンブリ７を、タンク２の上端開口
に係止させ、その状態で本体３を載置して、前述のように左右のラッチ１６，１６をタン
ク２の係止フランジ１２に係止させる。すると、フィルタアッセンブリ７を挟持した状態
でタンク２と本体３とが結合される。この状態では、図１に示すように、フィルタアッセ
ンブリ７は、プレフィルタ６０が各プリーツ部６５の形状を維持した状態でタンク２内で
吊り下げ支持される。このときダンパ６１は、ホルダ６７の規制ボス７３とプレフィルタ
６０の内底面との間に位置している。
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【００２１】
　ここから主電源スイッチ３１をＯＮ側に操作してスイッチ板３４を押し操作すると、モ
ータ５が駆動して出力軸２１及び吸込ファン６が回転するため、吸気口２６及び吸込口８
に吸引力が発生し、吸込口８に接続した図示しないホースを介してノズルから吸い込まれ
た外気が、吸込口８からタンク２内に進入し、プレフィルタ６０を通過してダンパ６１を
介してフィルタ面６２ａからメインフィルタ６２を通過する。そして、吸気口２６から本
体３内に進入し、吸込ファン６を介して排出路２７を通って外部に排出される。
　このときタンク２内では、フィルタアッセンブリ７が、図１２に示すように、フィルタ
面６２ａでの吸引力によってダンパ６１がフィルタ面６２ａに向かって収縮すると共に、
プレフィルタ６０も収縮した状態となる。
【００２２】
　この状態で外気と共にタンク２内に吸い込まれた塵埃は、まずプレフィルタ６０によっ
て捕捉されてタンク２内に貯留し、プレフィルタ６０を通過した細かい塵埃は、ダンパ６
１に捕捉され、或いはメインフィルタ６２に捕捉される。
　こうしてダンパ６１がフィルタ面６２ａに向かって収縮しても、フィルタ面６２ａの周
囲には、これよりも下方にフィルタ保持部７２及び規制ボス７３，７３・・が突出してい
るので、ダンパ６１とフィルタ面６２ａとの密着が阻止されてダンパ６１とフィルタ面６
２ａとの間の空間は確保される。また、プレフィルタ６０が収縮しても、規制ボス７３に
よってフィルタ保持部７２への密着が阻止される。よって、プレフィルタ６０及びダンパ
６１が収縮しても吸引力に影響は生じない。
【００２３】
　そして、スイッチ板３４を押し操作してモータ５の駆動を停止させると、フィルタ面６
２ａでの吸引力が失われるため、ダンパ６１がその弾性力によって元の板状体に復帰する
。この復帰によって外側のプレフィルタ６０が内側から押し広げられて元の形状に復帰す
るため、プレフィルタ６０の表面に付着していた塵埃はプレフィルタ６０から離れてタン
ク２内に落下する。ダンパ６１に付着していた塵埃もダンパ６１から離れてプレフィルタ
６０内に落下する。
　なお、吸込口８に接続したホースをマルノコ等の電動工具に接続し、連動コンセント３
３に当該電動工具の電源コードを接続した場合、本体３内に設けた図示しないコントロー
ラの連動機構により、スイッチ板３４を押し操作しなくても電動工具側の駆動及び停止に
連動してモータ５がＯＮ／ＯＦＦする。集塵作用は同じである。
【００２４】
　このように、上記形態の集塵機１によれば、メインフィルタ６２を横向きの板状とした
ことで、ホルダ６７を含めてメインフィルタ６２がタンク２内に占める体積が小さくなる
ので、タンク２内の集塵量を確保することができる。よって、集塵量を確保するためにタ
ンク２を上下に大きくする必要が無くなり、全体の上下寸法をコンパクトにすることがで
きる。
　特にここでは、メインフィルタ６２は、タンク２内に支持されるホルダ６７に、左右方
向へ複数回折り畳んだ状態で全体が板状となるように保持されているので、横向きの板状
としても必要なフィルタ面積を確保することができる。
【００２５】
　また、プレフィルタ６０とメインフィルタ６２との間に、吸込口８から外気が吸い込ま
れる際のプレフィルタ６０の収縮によって弾性変形するダンパ６１を設けたことで、運転
停止後のダンパ６１の弾性復帰に伴い、プレフィルタ６０を押し広げて塵落とし作用を奏
することができる。特に、ダンパ６１は横向きの板状であるので、ダンパ６１を設けても
上下方向の寸法を抑えることができる。
　さらに、ダンパ６１が弾性変形した際にダンパ６１がメインフィルタ６２へ密着するこ
とを規制するダンパ規制手段（フィルタ保持部７２及び規制ボス７３）を設けたことで、
ダンパ６１を設けてもダンパ６１とメインフィルタ６２との間の空間を確保することがで
き、メインフィルタ６２のフィルタ性能を維持できる。
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【００２６】
　加えて、吸込口８から外気が吸い込まれる際にプレフィルタ６０がメインフィルタ６２
に密着することを規制するプレフィルタ規制手段（規制ボス７３）を設けたことで、プレ
フィルタ６０とメインフィルタ６２との間の空間も確保することができる。特にここでは
、規制ボス７３をダンパ規制手段とプレフィルタ規制手段と兼用しているので、ホルダ６
７の形状が複雑化しない合理的な構成となる。
　また、フィルタ保持部７２及び規制ボス７３は、メインフィルタ６２を支持するホルダ
６７に設けられるので、ホルダ６７でメインフィルタ６２の支持と空間の確保とが同時に
行える。
【００２７】
　一方、上記形態の集塵機１によれば、プレフィルタ６０は、上下方向に折り畳まれた状
態で吊り下げ支持される繊維製であるので、プレフィルタ６０がタンク２内に占める体積
が小さくなり、タンク２内の集塵量を確保することができる。よって、集塵量を確保する
ためにタンク２を上下に大きくする必要が無くなり、全体の上下寸法をコンパクトにする
ことができる。特に、プレフィルタ６０を上下方向に折り畳んで上下方向の高さを抑えて
いるので、必要なフィルタ面積を確保できると共に、タンク２内での集塵量が多くなって
もプレフィルタ６０に塵埃が接触したりプレフィルタ６０が塵埃に埋まったりすることが
ない。よって、プレフィルタ６０のフィルタ性能を好適に維持できる。
　特にここでは、プレフィルタ６０は、プリーツ部６５が上下方向に複数段形成されて各
プリーツ部６５が部分的に固定されることで折り畳まれた状態が維持されているので、折
り畳まれた吊り下げ支持状態を容易に得ることができる。
【００２８】
　なお、上記形態では、メインフィルタを平面視長方形状としているが、平面視正方形状
や円形状等の他の形状であってもよいし、紙製に限らず、スポンジ等の多孔質体からなる
板状であってもよい。板状も、多少の凹凸や寸法の変化があってもよいし、メインフィル
タが複数あっても差し支えない。フィルタ面も、下面のみに限らず、下面と隣接する側面
の一部や全部もフィルタ面とすることができる。
　また、上記形態ではメインフィルタを水平方向に支持しているが、水平方向に対して多
少の傾きがあっても、タンク内に占める体積の抑制は可能である。この場合、傾いた姿勢
で上下方向の寸法（最上位置から最下位置までの上下方向の寸法）よりも水平方向（一方
の最外位置から他方の最外位置までの水平方向の寸法）が長くなるように設定するのが望
ましい。
【００２９】
　さらに、ダンパの形状も上記形態に限らず、逃げ凹部の数や形状を変更したり、ダンパ
自体の形状を変更したり（例えば表面に凹凸を設けたり、中央と外周とで厚みを変えたり
等）、ダンパを複数設けたりしてもよい。
　ダンパ規制手段となるフィルタ保持部及び規制ボスや形状も適宜変更可能で、例えば規
制ボスの高さを変えたり、ボス形状でなく板状の規制リブとしてフィルタ保持部の周囲に
立設したりしてもよい。また、このような規制ボスやリブを設けずに、フィルタ保持部の
下端をフィルタ面よりもさらに下方へ長く形成して、下縁に複数の切欠きを形成すること
も考えられる。さらに、ダンパの全体でなく、外周部分がメインフィルタに密着すること
を規制してもよい。
　プレフィルタ規制手段も、上記形態では規制ボスを兼用しているが、例えば規制ボスの
外側にリブを立設する等してダンパ規制手段とは別に構成することも可能である。
【００３０】
　プレフィルタの形態も、プリーツ部の幅や数は適宜変更可能であるし、プリーツ部の固
定を縫製でなく金具や接着で行ってもよい。また、プリーツ部は、外周のみに限らず、底
面にも形成して差し支えない。
　そして、集塵機自体も上記形態に限らず、キャスタやフック板がないものや連動コンセ
ントがないもの、商用電源でなく電源としてバッテリ（例えば電動工具用のバッテリーパ
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ック）を搭載するもの等であっても本発明は適用可能である。
【符号の説明】
【００３１】
　１・・集塵機、２・・タンク、３・・本体、４・・吸気ユニット、５・・モータ、６・
・吸込ファン、７・・フィルタアッセンブリ、８・・吸込口、１３・・下カウリング、１
４・・上カウリング、１５・・中カウリング、１７・・収容筒、２１・・出力軸、２６・
・吸気口、３０・・操作盤、４０・・フック板、４１・・横板部、４２・・レール部、６
０・・プレフィルタ、６１・・ダンパ、６２・・メインフィルタ、６２ａ・・フィルタ面
、６３・・枠体、６５・・プリーツ部、６７・・ホルダ、７２・・フィルタ保持部、７３
・・規制ボス。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】



(12) JP 2018-130708 A 2018.8.23

【図１１】 【図１２】
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