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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　塵挨を集塵する集塵部および吸引力を発生させる電動送風機を含む掃除機本体を備え、
　前記掃除機本体は、
　炭素繊維を含まない樹脂製の下ケースと、
　炭素繊維を含む樹脂製の材料で形成され、前記電動送風機の上部を覆う上ケースと、
　掃除機使用時において前記上ケースの全体を覆い隠す、炭素繊維を含まない樹脂製のカ
バーと、を備え、
　前記カバーは、前記集塵部を開閉する集塵蓋と、排気口を備えた排気カバーの２部品で
構成され、
　前記集塵蓋は、前記上ケースに回動自在に支持されていることを特徴とする電気掃除機
。
【請求項２】
　前記掃除機本体は、前記電動送風機に電力を供給するコードリールを備え、
　前記電動送風機と前記コードリールとを前後に配置するとともに、前記電動送風機の排
気部を当該電動送風機の側面に設けたことを特徴とする請求項１に記載の電気掃除機。
【請求項３】
　前記掃除機本体は、
　前記電動送風機の上部に、前記電動送風機を制御する制御基板が配置されるとともに、
　前記電動送風機を挟んで前記排気部とは逆側に、前記上ケースと前記排気カバーとの間
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に排気を通流させる連通孔が形成されていることを特徴とする請求項２に記載の電気掃除
機。
【請求項４】
　前記掃除機本体の前記上ケースを覆う樹脂製のカバーが、外面の全体およびまたは一部
を隠蔽するシートで一体成型されていることを特徴とする請求項１から請求項３のいずれ
か１項に記載の電気掃除機。
【請求項５】
　前記掃除機本体は、炭素繊維を含む樹脂製の車輪が、前記下ケースの側面に左右一対設
けられ、
　前記車輪には、当該車輪の外面の略全体を隠蔽するシートが設けられていることを特徴
とする請求項１から請求項４のいずれか１項に記載の電気掃除機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電気掃除機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、電気掃除機としては、ＡＢＳ（Acrylonitrile-Butadiene-Styrene）樹脂などの
筺体（ケース）を使用して掃除機本体の外郭を構成するものが種々提案されている（例え
ば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００５－５２５１９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、特許文献１に記載の電気掃除機では、掃除機本体の軽量化を図るために
樹脂部材の肉厚を薄くすると、樹脂の剛性を高める必要があるという課題が生じる。樹脂
部材の剛性を高めるために、炭素繊維を含有した樹脂製のものでケース（外郭）を構成す
ると、炭素繊維の模様（線）などが表面に浮き出るという課題がある。また、炭素繊維の
模様などを隠すために塗装をすると、カーボン樹脂が黒色であるため、厚肉の塗膜が必要
になり、色むらや塗膜の剥離など問題になるため意匠性が損なわれるという課題がある。
【０００５】
　本発明は、軽量で高剛性を有し、しかも意匠性の高い電気掃除機を提供することを目的
とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、塵挨を集塵する集塵部および吸引力を発生させる電動送風機を含む掃除機本
体を備え、前記掃除機本体は、炭素繊維を含まない樹脂製の下ケースと、炭素繊維を含む
樹脂製の材料で形成され、前記電動送風機の上部を覆う上ケースと、掃除機使用時におい
て前記上ケースの全体を覆い隠す、炭素繊維を含まない樹脂製のカバーと、を備え、前記
カバーは、前記集塵部を開閉する集塵蓋と、排気口を備えた排気カバーの２部品で構成さ
れ、前記集塵蓋は、前記上ケースに回動自在に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、軽量で高剛性を有し、しかも意匠性の高い電気掃除機を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本実施形態に係る電気掃除機の全体を示す外観斜視図である。
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【図２】掃除機本体を示す一部分解斜視図である。
【図３】掃除機本体においてダストケースカバーを開けた状態を示す斜視図である。
【図４】掃除機本体の背面図である。
【図５】上ケースの平面図である。
【図６】掃除機本体から排気カバーを取り外した状態を示す斜視図である。
【図７】図６に示す掃除機本体の背面図である。
【図８】掃除機本体の縦断面図である。
【図９】図８のＡ－Ａ線断面図である。
【図１０】図８のＢ－Ｂ線断面図である。
【図１１】車輪の断面図である。
【図１２】別体ハンドルを示す正面図である。
【図１３】別体ハンドルを示す分解斜視図である。
【図１４】ハンドルカバーを裏側から見たときの背面図である。
【図１５】（ａ）は図１２のＣ－Ｃ線断面図、（ｂ）は（ａ）のＤ－Ｄ線断面図、（ｃ）
は（ａ）のＥ－Ｅ線断面図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、本発明に係る実施形態について適宜図面を参照して説明するが、本実施形態は以
下の内容に限定されるものではなく、本発明の範囲内において適宜変更して実施可能であ
る。
【００１０】
　図１は、本実施形態に係る電気掃除機の全体を示す外観斜視図である。
　図１に示すように、電気掃除機１は、掃除機本体２、ホース３、操作管４、延長管５、
吸込具６、別体ハンドル３０などを備えて構成されている。
【００１１】
　ホース３の一端は、掃除機本体２に接続され、他端が操作管４の一端に接続されている
。操作管４は、手元操作スイッチなどを備えたグリップ４ａを備えている。延長管５は、
外管５ａと内管５ｂとによって伸縮自在に構成されている。
【００１２】
　図２は、掃除機本体を示す一部分解斜視図である。なお、図２では、コードリール１６
のコードの図示を省略している。
　図２に示すように、掃除機本体２は、いわゆる紙パック式のものであり、下ケース１１
、上ケース１２、ダストケースカバー１３および排気カバー１４を備えている。
【００１３】
　下ケース１１は、掃除機本体２の下部の外郭（外観）を構成するものであり、ＰＰ（Po
lypropylene）樹脂などの合成樹脂製の材料（炭素繊維を含まない）で形成されている。
また、下ケース１１は、上部が略矩形状に開口した凹部１１ａを有し、吸引力を発生させ
る電動送風機１５、コードリール１６、電動送風機１５を制御する制御基板１７などを収
容している。また、下ケース１１は、電動送風機１５の吸引力で集塵した塵埃を収容する
集塵部１８を有している。
【００１４】
　また、下ケース１１は、前後方向の略中央より後側に電動送風機１５、コードリール１
６および制御基板１７が配置され、前後方向の略中央より前側に集塵部１８が配置されて
いる。電動送風機１５とコードリール１６は、前後方向に配置されるとともに、電動送風
機１５の後方にコードリール１６が配置されている。制御基板１７は、電動送風機１５の
上部に配置されている。集塵部１８の上縁部には、環状に蓋パッキン１８ａが取り付けら
れている。なお、図３では、未使用の紙パック２１が収容された状態を示している。
【００１５】
　上ケース１２は、電動送風機１５、コードリール１６および制御基板１７の上側全体を
覆う形状であり、下ケース１１に固定されている。また、上ケース１２の上部には、コー
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ドリール１６の電源コード１６ｂ（図８参照）を巻き取る際に押圧される巻取ボタン２２
が設けられている。この巻取ボタン２２は、図示しないバネによって上方に付勢されてい
る。
【００１６】
　ダストケースカバー１３は、掃除機本体２の上部の外郭（外観）の一部を構成するもの
であり、主に集塵部１８の上部を開閉するものである。また、ダストケースカバー１３は
、ＡＢＳ樹脂などの合成樹脂製の材料（炭素繊維を含まない）で形成されている。また、
ダストケースカバー１３は、外面１３ａに凹凸の無い面によって上向きに凸状に形成され
ている。
【００１７】
　排気カバー１４は、掃除機本体２の上部の外郭（外観）の一部および背部の外郭の一部
を構成するものであり、ダストケースカバー１３の後方に隣接して設けられている。また
、排気カバー１４は、ＡＢＳ樹脂などの合成樹脂製の材料（炭素繊維を含まない）で形成
されている。
【００１８】
　また、排気カバー１４は、ダストケースカバー１３の外面１３ａと同じ曲率を有する外
面１４ａを有し、ダストケースカバー１３を閉じたときに（図１参照）、外面１４ａと、
ダストケースカバー１３の外面１３ａとが面一となるように構成されている。
【００１９】
　また、排気カバー１４は、巻取ボタン２２の操作面を露出させる開口部１４ｂと、接続
プラグ１６ｃ（図８参照）およびコード１６ｂ（図８参照）が引き出されるプラグコード
引出口１４ｃと、外部に排気するための排気口１４ｄと、を有している。
【００２０】
　図３は、掃除機本体においてダストケースカバーを開けた状態を示す斜視図である。
　図３に示すように、ダストケースカバー１３の裏面には、集塵部１８の蓋パッキン１８
ａに沿って突出するリブ１３ｂが形成され、ダストケースカバー１３を閉じたときに、リ
ブ１３ｂが蓋パッキン１８ａを押圧することで、集塵部１８を密閉するように構成されて
いる。また、ダストケースカバー１３の裏面には、ホース口２０の前端と係合してロック
されるロック部材１３ｃが設けられている。
【００２１】
　上ケース１２の上部には、排気カバー１４の近傍（前方）に、ダストケースカバー１３
を回動自在に支持するヒンジ部１２ｂが形成されている。ダストケースカバー１３は、鉛
直方向上向きとなるまで開放するように構成されている。
【００２２】
　集塵部１８は、ホース口２０に形成されたホース接続口２０ｂと連通するとともに、電
動送風機１５（図２参照）が収納される空間とフィルタ１８ｂを介して連通している。な
お、本実施形態では、紙パック式のものを例に挙げて説明するが、サイクロン式の電気掃
除機にも適用することができる。
【００２３】
　図４は、掃除機本体の背面図である。
　図４に示すように、下ケース１１の後部左右側面には、大径の車輪１９ａ，１９ａが回
転自在に取り付けられている。また、下ケース１１の下面には、向きを変えることができ
る小径の車輪１９ｂが取り付けられている。
【００２４】
　排気カバー１４に形成された排気口１４ｄは、複数本のスリット状の孔１４ｄ１を有し
、孔１４ｄ１が互いに平行に配置されている。また、排気口１４ｄは、湾曲した外面１４
ａの排気カバー１４の略上部から左端にかけて左右非対称に形成されている。プラグコー
ド引出口１４ｃは、外面１４ａの右端から突出して形成され、右側方と後方が開放する孔
を有している。
【００２５】
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　図５は、上ケースの平面図である。
　図５に示すように、上ケース１２は、前端部の左右両端と後端部の略中央に、下ケース
１１にねじ固定するためのねじ挿通孔１２ｃが形成されている。また、上ケース１２には
、前後方向の略中央における左右両端に、排気カバー１４を上ケース１２に固定する際の
ねじが挿通されるねじ挿通孔１２ｄが形成されている。また、上ケース１２の背面には、
排気カバー１４をねじ固定するためのボス１２ｅ，１２ｅが後方に突出して形成されてい
る。
【００２６】
　また、上ケース１２には、後部の左側に略矩形状の排気連通孔１２ｆが形成され、後部
の右側に略矩形状の排気連通孔１２ｇが形成されている。また、上ケース１２には、接続
プラグ１６ｃが掃除機本体２内に引き込まれるのを規制する規制板１２ｈが形成されてい
る。この規制板１２ｈには、電源コード１６ｂが引き出される孔１２ｈ１が形成されてい
る。
【００２７】
　また、上ケース１２は、炭素繊維を含有するカーボン樹脂（炭素繊維を含む樹脂）によ
って形成されたものであり、非カーボン樹脂であるＡＢＳ樹脂と比較して、軽量で高剛性
を有するものである。上ケース１２は、例えば、短繊維からなる炭素繊維を含有する熱可
塑性樹脂（例えば、ＰＰ樹脂、ＡＢＳ樹脂）で形成されている。具体的には、ＡＢＳ樹脂
よりもＰＰ樹脂を適用することで、より軽量化を図ることができる。
【００２８】
　図６は、掃除機本体から排気カバーを取り外した状態を示す斜視図である。なお、図６
では、コードリール１６の電源コード１６ｂの図示を省略している。
　図６に示すように、掃除機本体２から排気カバー１４を取り外した場合、排気連通孔１
２ｆ，１２ｇが露出するようになっている。この排気連通孔１２ｆ，１２ｇは、電動送風
機１５（図２参照）から排出された空気が、上ケース１２を介して電動送風機１５の側か
ら排気カバー１４の側に抜ける通路として構成されている。
【００２９】
　このように構成された電気掃除機１では、電動送風機１５および集塵部１８を含むＰＰ
樹脂製（炭素繊維を含まない）の下ケース１１と、電動送風機１５の上側を覆うとともに
下ケース１１に取り付けられるカーボン樹脂製の上ケース１２と、掃除機使用時（図１参
照）において上ケース１２を隠蔽する（全体を覆い隠す）ＡＢＳ樹脂製（炭素繊維を含ま
ない）のカバー（ダストケースカバー１３および排気カバー１４）と、を備える。これに
よれば、ケース全体（筺体）をＡＢＳ樹脂などで構成するのではなく、カーボン樹脂製の
上ケース１２を適用することで、軽量で高剛性の掃除機本体２を構成できる。しかも、電
気掃除機１では、ＡＢＳ樹脂製のダストケースカバー１３および排気カバー１４でカーボ
ン樹脂製の上ケース１２を隠蔽することで、上ケース１２を外部から視認できない状態に
できるので、外観上の美観が損なわれるのを防止できる。さらに、電気掃除機１では、Ａ
ＢＳ樹脂製のダストケースカバー１３とＡＢＳ樹脂製の排気カバー１４を用いて、例えば
シートインサート成型を行うことで、意匠性の高い（外観上において高品質な）電気掃除
機１を実現できる。
【００３０】
　また、電気掃除機１では、前記上ケース１２を覆うカバーが、集塵部１８を開閉するダ
ストケースカバー１３と、排気口１４ｄを備えた排気カバー１４の２部品で構成されてい
るので、集塵部１８を開閉する際に、掃除機本体２から外側に出っ張るのを防止すること
が可能になり、ダストケースカバー１３をコンパクトに開閉することができる。
【００３１】
　また、電気掃除機１では、上ケース１２の排気連通孔１２ｆ，１２ｇが排気カバー１４
によって隠蔽されるので（外部から視認できない状態になるので）、排気連通孔１２ｆ，
１２ｇの自由度を高めることができ、排気の向きや排気の量を調整し易くなる。
【００３２】
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　図７は、図６に示す掃除機本体の背面図である。
　図７に示すように、上ケース１２の背面には、略半円状の開口部１２ｍが形成されてい
る。この開口部１２ｍには、上下方向に延在する細長い板状の壁部１２ｍ１，１２ｍ２，
１２ｍ２が間隔を置いて形成されている。壁部１２ｍ１，１２ｍ２，１２ｍ２の左右両側
には、上ケース１２の内外を連通させる排気連通孔１２ｎ１，１２ｎ１，１２ｎ２，１２
ｎ２が形成されている。この排気連通孔１２ｎ１，１２ｎ２は、電動送風機１５（図２参
照）から排出された空気が、上ケース１２を介して電動送風機１５の側から排気カバー１
４の側に抜ける通路として構成されている。
【００３３】
　図８は、掃除機本体の縦断面図である。
　図８に示すように、電動送風機１５は、ファン１５ａおよび電動機１５ｂを金属製の筺
体１５ｃに収納したファンモータ部１５ｄと、このファンモータ部１５ｄを収容するケー
ス部１５ｅと、を備えて構成されている。
【００３４】
　また、電動送風機１５は、ファン１５ａが前方を向くように横置きされ、前面に集塵部
１８からの排気を吸引する吸気口１５ｆが形成されている。また、ファンモータ部１５ｄ
は、防振ゴム１５ｇを介して合成樹脂製のケース部１５ｅ内に収容されている。ケース部
１５ｅは、下ケース１１内にねじ固定されている。
【００３５】
　掃除機本体２は、下ケース１１の前端下面（ホース接続口２０ｂの下側）に、指を掛け
て掃除機本体２を持ち上げて運搬するための断面視凹形状を呈する手掛け部２０ｃが形成
されている。このように手掛け部２０ｃを設けることで、別体ハンドル３０を取り付けな
いで電気掃除機１を使用した場合でも、掃除機本体２を容易に運搬できる。
【００３６】
　また、掃除機本体２の上部において、上ケース１２とダストケースカバー１３との間に
空間Ｑ１、上ケース１２と排気カバー１４の上面１４ｓとの間に空間Ｑ２が形成されてい
る。また、掃除機本体２の背部において、上ケース１２と排気カバー１４の背面１４ｔと
の間に空間Ｑ３が形成されている。このように、掃除機本体２は、電動送風機１５の周囲
が２重壁構造となっている。
【００３７】
　また、電動送風機１５の上部には、各種の電気部品１７ａが設けられた基板１７ｂから
なる制御基板１７が取り付けられている。電気部品１７ａは、基板１７ｂの上面に設けら
れている。制御基板１７と上ケース１２との間には、空気が通流する空間Ｑ４が形成され
ている。
【００３８】
　コードリール１６は、コード１６ｂを巻き取りまたは繰り出すリール部１６ａ、商用電
源に接続される電源コード１６ｂを備えて構成されている。リール部１６ａは、回転軸１
６ｇが前後方向を向いて配置されるように、下ケース１１内に回転自在に支持されている
。
【００３９】
　図９は、図８のＡ－Ａ線断面図である。
　図９に示すように、電動送風機１５は、ケース部１５ｅの右側面（図示左側）に排気部
１５ｈが形成されている。この排気部１５ｈには、空気清浄用のフィルタ２３が取り付け
られている。フィルタ２３としては、ＨＥＰＡフィルタ（High Efficiency Particulate 
Air Filter）やＵＬＰＡフィルタ（Ultra Low Penetration Air Filter）などである。
【００４０】
　また、図９の白抜き矢印で示すように、排気部１５ｈから出た排気は、上方に向けて流
れ（矢印Ｒ１参照）、制御基板１７を右方向（図示左側）から左方向（図示右側）に向け
て流れた後（矢印Ｒ２参照）、網掛けで示した連通孔Ｓ１を通して、後方へ通流するよう
に（矢印Ｒ３参照）構成されている。なお、電動送風機１５の後方には、リール部１６ａ
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を支持する円板１６ａ１の縁部と、上ケース１２の裏面（下面）から下方に向けて延びる
仕切板１２ｉの縁部とが当接することで、壁面が構成されている。これにより、排気部１
５ｈから出た排気が、コードリール１６に向けて直接に流れ込まないようになっている。
【００４１】
　図１０は、図８のＢ－Ｂ線断面図である。なお、図１０では、電源コード１６ｂのコー
ド部分の図示を省略し、接続プラグ１６ｃのみを図示している。
　図１０に示すように、前記した連通孔Ｓ１（図９参照）を通過した排気（矢印Ｒ４参照
）は、排気連通孔１２ｆ，１２ｇに向けて流れるとともに、コードリール１６（図８参照
）を冷却しながら流れるようになっている。排気連通孔１２ｆを通過した排気は、上ケー
ス１２と排気カバー１４との間に流れ込み、排気口１４ｄの左寄りの孔から排出される（
矢印Ｒ５参照）。また、排気連通孔１２ｇを通過した排気は、上ケース１２と排気カバー
１４との間に流れ込み、排気口１４ｄの右寄りの孔から排出される（矢印Ｒ６参照）。ま
た、排気連通孔１２ｆ、１２ｇを通過しなかった排気は、電源コード１６ｂが挿通される
プラグコード引出口１４ｃと電源コード１６ｂとの隙間から外部に排出される（矢印Ｒ７
参照）。
【００４２】
　図１１は、車輪の断面図である。
　図１１に示すように、車輪１９ａは、上ケース１２と同様な炭素繊維を含む樹脂部材（
例えば、ＰＰ樹脂に短繊維からなる炭素繊維を含有したもの、カーボン樹脂）で形成され
、軽量で高剛性を発揮するように構成されている。また、車輪１９ａは、円板形状の車輪
本体１９ｃの径方向の中央に、下ケース１１に回転自在に支持される軸部１９ｄが形成さ
れている。また、車輪本体１９ｃの外面のほぼ全体には、シート１９ｆが貼着される凹み
部１９ｅが形成されている。このように、シート１９ｆによって、車輪１９ａの外側から
視認できるほぼ全面に、シート１９ｆを設けることによって、車輪本体１９ｃに浮き出る
炭素繊維の模様などを覆い隠すことができるとともに、意匠性の高い電気掃除機を実現で
きる。
【００４３】
　このように構成された電気掃除機１では、掃除機本体２において、電動送風機１５とコ
ードリール１６とを前後に配置し（図８参照）、電動送風機１５の側面に排気部１５ｈを
設けたことで、空気清浄用のフィルタを搭載しながら、掃除機本体２の左右幅を小さく構
成できる。
【００４４】
　また、電気掃除機１では、排気部１５ｈを電動送風機１５の側面に設けることで、電動
送風機１５の高さを低くすることができ、掃除機本体２の高さを低くできる。これによれ
ば、電動送風機１５から排出された空気の大半が制御基板１７を横切る流路が形成される
ため、電動送風機１５の上部に制御基板１７を配置したとしても、掃除機本体２の高さが
大きくなり過ぎるのを防止できる。
【００４５】
　また、電気掃除機１では、電動送風機１５の上部に制御基板１７が配置されるとともに
、電動送風機１５を挟んで排気部１５ｈとは逆側に上ケース１２と排気カバー１４との間
の空間に排気を通流させる連通孔Ｓ１が形成されている。これによれば、制御基板１７を
効率的に冷却することができる。
【００４６】
　また、電気掃除機１では、電動送風機１５の周囲が、上ケース１２と排気カバー１４と
によって２重の壁で覆われているので、騒音（排気音など）を低減できる効果もある。
【００４７】
　更には、上ケース１２がダストケースカバー１３と排気カバー１４で覆われているため
、上ケース１２には外部からの衝撃が直接加わらないため、上ケース１２を薄肉にするこ
とが可能であり、軽量化することができる。
【００４８】
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　次に、別体ハンドル３０について、図１２ないし図１５を参照して説明する。図１２は
、別体ハンドルを示す正面図、図１３は、別体ハンドルを示す分解斜視図、図１４は、ハ
ンドルカバーを裏側から見たときの背面図、図１５（ａ）は図１２のＣ－Ｃ線断面図、（
ｂ）は（ａ）のＤ－Ｄ線断面図、（ｃ）は（ａ）のＥ－Ｅ線断面図である。なお、別体ハ
ンドル３０は、使用者が取り付けて使用するか（図１参照）、取り付けないで使用するか
適宜選択できるものである。
【００４９】
　図１２に示すように、別体ハンドル３０は、ホース３（図１参照）の継ぎ手（不図示）
が挿通される略円筒形状のホース挿通部３１、使用者が手で握る部分であるグリップ３２
、およびホース挿通部３１とグリップ３２とを接合する一対の腕部３３，３３を備えて構
成されている。
【００５０】
　グリップ３２は、略Ｕ字状に形成された丸み部３２ａと、略直線状に形成された直線部
３２ｂ，３２ｂとを備え、丸み部３２ａが前側に位置し、直線部３２ｂ，３２ｂが後側に
位置するように構成されている。また、グリップ３２は、丸み部３２ａが斜め上向きとな
るように傾斜している。
【００５１】
　腕部３３は、正面視において逆ハの字状に配置され、直線部３２ｂの位置において接合
されている。これにより、グリップ３２と腕部３３，３３とホース挿通部３１とで囲まれ
る空間に手を挿入して、グリップ３２の丸み部３２ａを手で握ることができるようになっ
ている。
【００５２】
　図１３に示すように、グリップ３２は、ホース挿通部３１および腕部３３と一体に成形
される本体部３４と、この本体部３４の外面側の全体を覆うグリップカバー３５とを備え
て構成されている。
【００５３】
　本体部３４は、丸み部３２ａの内面を構成する内面部３４ｓと、直線部３２ｂの内面を
構成する内面部３４ｔとを有している。
【００５４】
　グリップカバー３５は、丸み部３２ａの外面を構成する外面部３５ｓと、直線部３２ｂ
の外面を構成する外面部３５ｔとを有している。
【００５５】
　このように、グリップ３２を本体部３４とグリップカバー３５の２部品で構成すること
により、グリップ３２を丸みのある太い形状にすることができるので、使用者にとって持
ち易さが向上する。また、別体ハンドル３０を取り付けずに使用することで、掃除機本体
２を軽量化できる。
【００５６】
　図１４に示すように、丸み部３５ｓの下端縁部には、略後方に向けて突出する爪部３５
ａが形成されている。この爪部３５ａの先端の爪は下向きである。また、丸み部３５ｓの
上部内面には、Ｌ字状に突出する突起部３５ｆが複数箇所に形成されている。
【００５７】
　直線部３５ｔには、腕部３３に対応する位置の下端縁部に、内方に向けて突出する爪部
３５ｂが形成されている。爪部３５ｂの先端の爪は下向きである。また、直線部３５ｔの
端部内面には、爪部３５ｃ，３５ｄが上下に形成されている。また、直線部３５ｔの端部
には、ねじ３６（図１３参照）が螺合するボス３５ｅが形成されている。
【００５８】
　図１３に戻って、内面部３４ｓには、爪部３５ａが挿入される挿入孔３４ａが形成され
ている。内面部３４ｔには、爪部３５ｂ，３５ｃ，３５ｄが挿入される挿入孔３４ｂ，３
４ｃ，３４ｄが形成されている。また、内面部３４ｔには、ボス３５ｅと対応する位置に
、ねじ挿通孔３４ｅが形成されている。
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【００５９】
　図１５（ａ）に示すように、グリップカバー３５の爪部３５ａは、挿入孔３４ａ内に形
成された係止部３４ａ１に係止されるとともに、本体部３４の内面部３４ｓの上端縁部３
４ｓ１がグリップカバー３５の外面部３５ｓの上端縁部３５ｓ１と突起部３５ｆとで挟持
される。
【００６０】
　図１５（ｂ）に示すように、グリップカバー３５の爪部３５ｃは、挿入孔３４ｃ内に前
方から後方に向けて挿入されることで係止される。
【００６１】
　図１５（ｃ）に示すように、グリップカバー３５の爪部３５ｄは、挿入孔３４ｄ内に前
方から後方に向けて挿入されることで係止される。また、グリップカバー３５の爪部３５
ｂは、挿入孔３４ｂに挿入され、内面部３４ｔの表面に係止される。
【００６２】
　そして、最後に、ねじ３６をねじ挿通孔３４ｅに挿通し、ボス３５ｅに螺合することで
、グリップカバー３５が本体部３４に固定される。
【００６３】
　また、別体ハンドル３０にカバー（グリップカバー３５）を設ける場合、掃除機本体に
供えられたハンドルにカバーを設ける場合と比較して、カバー端面が全周にわたり露出す
るため、ひねりや開き方向の力に弱くなるのが一般的であるが、本実施形態では、前記し
たように、別体ハンドル３０を７箇所の爪部３５ａ，３５ｂ，３５ｂ，３５ｃ，３５ｃ，
３５ｄ，３５ｄで係止するとともに、２箇所のねじ３６，３６で締結することで、意匠性
を損なわずに、ひねりや開き方向Ｓ２（図１５参照）の力に対して強く固定することがで
きる。
【００６４】
　本発明は、前記した実施形態に限定されるものではなく、本発明の範囲を変更しない範
囲において適宜変更することができる。例えば、本実施形態では、掃除機本体２にコード
リール１６を備えた場合を例に挙げて説明したが、コードリール１６を備えない掃除機本
体２に適用してもよい。
【００６５】
　また、本実施形態では、上ケース１２を隠蔽するカバーとして、ダストケースカバー１
３と排気カバー１４の２部品で構成された場合を例に挙げて説明したが、掃除機使用時に
上ケース１２を隠蔽できるものであれば（外部から視認できないものであれば）、ダスト
ケースカバー１３と排気カバー１４とが１部品で構成されたものであってもよい。
【符号の説明】
【００６６】
　１　　　電気掃除機
　２　　　掃除機本体
　１１　　下ケース
　１２　　上ケース
　１３　　ダストケースカバー（集塵蓋）
　１４　　排気カバー
　１４ｄ　排気口
　１５　　電動送風機
　１５ｈ　排気部
　１６　　コードリール
　１７　　制御基板
　１８　　集塵部
　１９ａ　車輪
　１９ｆ　シート
　Ｓ１　　連通孔
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