
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　吸込具から電動送風機

前記蓋体を閉鎖状態にロックするロック
機構 を備えた掃除機用集塵装置において、
　前記ロック機構
　
　

ことを特徴とする掃除機用集塵装置。
【請求項２】
　 ことを特徴とする請求項１記載の掃除機
用集塵装置。
【請求項３】
　

【発明の詳細な説明】
【０００１】
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によって吸引された塵埃を蓄積する集塵ケースと、該集塵ケース
にヒンジにより開閉自在に取り付けられた蓋体と、該蓋体の開放時に前記集塵ケースに蓄
積された塵埃を排出することができる排出口と、

と
を前記ヒンジの反対側に位置させ、

操作部を有し上下動可能な蓋体開放用アームを前記集塵装置に設け、
前記操作部の押し下げによる前記蓋体開放用アームの下動時、前記蓋体開放用アームは

前記ロック機構をロック解除し、更なる前記操作部の押し下げによる前記蓋体開放用アー
ムの下動時、前記蓋体開放用アームの下端部にて前記蓋体を下方に押し下げることより前
記蓋体を強制的に開放する構成とした

前記ロック機構を前記蓋体の周縁に位置させた

請求項１または請求項２のいずれかに記載の掃除機用集塵装置を掃除機本体に着脱自在
に装着して成ることを特徴とする電気掃除機。



【発明の属する技術分野】
本願発明は、吸込具から電動送風機への吸引経路に着脱自在に装着されて吸引される塵埃
を蓄積し、蓄積された塵埃を蓋体を開いて排出する集塵ケースに、蓋体を閉鎖状態にロッ
クするロック機構を備えた掃除機用集塵装置及びそれを用いた電気掃除機に関するもので
ある。
【０００２】
【従来の技術】
従来の電気掃除機、特にアップライト型（縦型）掃除機には、使い捨ての集塵用紙パック
を用いずに、掃除機本体の吸引経路に着脱自在に装着される集塵ケース内に筒状のフィル
タを備えて、このフィルタにより濾過された塵埃を集塵ケース内に蓄積し、蓄積された塵
埃を蓋体を開いて排出できるようにした集塵装置を用いたものが知られている。この集塵
装置は、使い捨ての紙パックに比べて、フィルタのメンテナンスにより半永久的に使用で
きるので、経済的である。
【０００３】
この種の従来技術としては、特開２０００－３４２４９２号公報（Ａ４７Ｌ　９／１０）
に開示されたものがある。
【０００４】
この従来技術においては、集塵ケースに溜まった塵埃を、その蓋体を閉じた状態にロック
しているクランプフックのレバーを操作して閉鎖状態を解除することにより、蓋体の自重
と蓄積された塵埃の重みで蓋体を開ける構成になっている。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、この種のものにおいては、塵埃の漏れを防ぐため蓋体の周縁にはシール用のパ
ッキンが装着されており、そのシール性を良くするためには、パッキンのシール圧を高く
しなければならない。しかし、パッキンのシール圧を高くすれば、蓋体が開く動作が重く
なる。また、集塵ケース内に蓄積される塵埃の量が多くなると塵埃が圧縮されて集塵ケー
ス内壁に密着するため、塵埃の重みが蓋体に加わらなくなる。このような要因により、ク
ランプフックによるロック状態を解除しただけでは、蓋体が開かないことがあり、この場
合には、手で強制的に開けなければならないので、その作業が煩わしく、また不衛生であ
った。
【０００６】
そこで、本願発明はこのような課題を解決するためになされたものであり、蓋体のシール
性を良くするためにパッキンのシール圧を高くしたり、集塵ケース内の塵埃が圧縮されて
集塵ケース内壁に密着し、塵埃の重みが蓋体に加わらないようになった場合でも、蓋体を
手で直接開けるような煩わしく不衛生な作業を行うことなく、簡単な操作で確実に蓋体を
開けることができる掃除機用集塵装置及びそれを用いた電気掃除機を提供することを目的
とするものである。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
　上記のような目的を達成するために、本願発明は、吸込具から電動送風機

前記蓋体を閉鎖状態にロックするロック機構 を備えた掃除機用集塵装置にお
いて、前記ロック機構

ことを特徴とす
るものである。
【０００８】
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によって吸引
された塵埃を蓄積する集塵ケースと、該集塵ケースにヒンジにより開閉自在に取り付けら
れた蓋体と、該蓋体の開放時に前記集塵ケースに蓄積された塵埃を排出することができる
排出口と、 と

を前記ヒンジの反対側に位置させ、操作部を有し上下動可能な蓋体
開放用アームを前記集塵装置に設け、前記操作部の押し下げによる前記蓋体開放用アーム
の下動時、前記蓋体開放用アームは前記ロック機構をロック解除し、更なる前記操作部の
押し下げによる前記蓋体開放用アームの下動時、前記蓋体開放用アームの下端部にて前記
蓋体を下方に押し下げることより前記蓋体を強制的に開放する構成とした



　また、 ことを特徴とするものである。
【００１２】
そして、上記のような掃除機用集塵装置を掃除機本体に着脱自在に装着して成ることを特
徴とするものである。
【００１３】
【発明の実施の形態】
以下、本願発明の一実施形態を図１～図９を参照して詳細に説明する。
【００１４】
本実施形態は、本願発明をアップライト型（縦型）掃除機の集塵装置に適用したもので、
アップライト型掃除機には、図２，図３に示すように、縦型の掃除機本体１の下部に床用
吸込具２が、上部に本体操作用ハンドル３が一体に備えられている。この本体操作用ハン
ドル３は、掃除機本体１の背面側から上方に伸びると共に、上端部に略三角形状に前側に
張り出させたグリップ部３ａが形成されている。
【００１５】
上記床用吸込具２は底面側に吸込口４を有すると共に、この吸込口４に臨ませて回転ブラ
シ５を内蔵している。この回転ブラシ５は、掃除機本体１の下部に内蔵された図示しない
電動送風機の回転軸にベルト等により連結されて回転駆動されるようになっている。また
、この床用吸込具２の底面側前方には左右一対の前輪７が取り付けられており、掃除機本
体１の下部後方には左右一対の後輪８が取り付けられている。
【００１６】
また、上記床用吸込具２の片側背面には、底面側吸込口４に連通するホース接続部９が形
成され、このホース接続部９に、ホース１０の先端部が着脱自在に接続されるようになっ
ている。このホース１０は、本体操作用ハンドル３の背面側に設けられた保持部１１を介
して掃除機本体１の背面側に回され、背面側の中央より片側にずらして設けられた吸込筒
１２に連結されている。
【００１７】
一方、掃除機本体１の前面側中央部には、本願発明による集塵装置（集塵ユニット）２０
が着脱自在に装着される。
【００１８】
上記集塵装置２０は、透明樹脂等で略円筒状に形成された集塵ケース２１の内側に円筒状
のプレフィルタ２２が装着され、さらにその内側に略円筒状のメインフィルタ２３が装着
された構成となっている。
【００１９】
上記集塵ケース２１には、掃除機本体１に装着したときに前面を向くように傾斜させた上
面側に、図２，図３に示すように本体操作用ハンドル３の下方に連続する如く円弧を成す
取手２４が形成されている。
【００２０】
また、上記取手２４の背面側には、上記プレフィルタ２２を回動するためのハンドル２６
が取り付けられている。本実施形態のフィルタ回動用ハンドル２６はキャップ状のもので
、集塵装置２０が掃除機本体１に装着されると外部に現れないで隠れ、触ることができな
いので、子供などが不用意にハンドル２６を操作することができないようになっている。
【００２１】
また、この集塵ケース２１には、図示はしないが、掃除機本体１に装着したときに奥側と
なる面の片側にずらした位置に、前記本体１背面側に取り付けられた吸込筒１２の内側開
口にパッキン等を介して密接して連通する吸込孔が形成されている。このように、集塵ケ
ース２１の吸込孔を中央より片側にずらして形成することにより、吸込孔から吸引される
塵埃を含んだ空気が集塵ケース２１内で旋回するようになる。
【００２２】
さらに、上記集塵ケース２０の底部には、取手２４の下方に位置して設けられたヒンジ（
開閉用支点）３１により開閉自在に構成された蓋体３２が取り付けられている。この蓋体
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前記ロック機構を前記蓋体の周縁に位置させた



３２は、取手２４とは反対側の集塵ケース２１下部に設けられたクランプレバー３３の下
端に形成されたクランプフック３３ａを蓋体３２周縁の突出部３２ａに引っ掛けることに
より、蓋体３２が閉じた状態にロックされるようになっている。
【００２３】
上記クランプレバー３３は、その両側に形成されたリブ３４に支軸３３ｂが回動自在に取
り付けられており、支軸３３ｂの上側にコイルバネ３３ｃが装着されて、下端部のフック
３３ａが蓋体３２側に付勢されている。
【００２４】
そして、本実施形態においては、上記クランプレバー３３と集塵ケース２１間を上下動可
能に蓋体開放用アーム３５が取り付けられている。この蓋体開放用アーム３５の上端の操
作部３５ａには、当該アーム３５を上方に付勢するコイルバネ３５ｂが装着されており、
また、前記クランプレバー３３のコイルバネ３３ｃ位置には蓋体開放用アーム３５が上下
動してもコイルバネ３３ｃに当たらないように縦長の孔３５ｃが形成されている。
【００２５】
また、前記クランプレバー３３の支軸３３ｂの下側位置には、クランプレバー３３の内側
への傾斜面３３ｄに対応して、外側に突出する凸部３５ｄが形成されており、押し下げ時
に当該凸部３５ｄがクランプレバー３３の傾斜面３３ｄに当接して外側に押し退けること
により、クランプフック３３ａの蓋体側突出部３２ａへの引っ掛かりを解除できるように
なっている。
【００２６】
さらに、この蓋体開放用アーム３５の先端部３５ｅは、押し下げ時に蓋体３２側の突出部
３２ａに当たって下方に押し下げ、クランプフック３３ａの外れた蓋体３２を強制的に開
いて、図８に示すように集塵ケース２１の排出口３６を開放するように構成されている。
なお、蓋体３２側の突出部３２ａは、蓋体３２を閉じる時にクランプレバー３３を操作す
ることなく閉じることができるように、クランプフック３３ａの傾斜面３３ｅに対応して
先端上面が傾斜面３２ｂとなっているが、蓋体開放用アーム３５の先端部３５ｅは、その
上側の凸部３５ｄが押し下げ時にクランプレバー３３によって内側に押圧されることによ
り、突出部３２ａの傾斜面３２ｂを滑ることなく突出部３２ａを押し下げることができる
。
【００２７】
一方、蓋体３２の外周縁には、集塵ケース２１の開口縁と密接するためのパッキン３７が
装着されている。また、蓋体３２の上面には、プレフィルタ２２の下部開口内周に嵌合す
る凸部３８が形成され、プレフィルタ２２の回動による下端部の横ぶれを防ぐようになっ
ている。このプレフィルタ２２の開口端には蓋体３２上面と密接するためのパッキン３９
が装着されている。
【００２８】
上記蓋体３２の凸部３８の上面内側には、メインフィルタ２３からの通気路を形成する筒
状体４０の下部開口側が嵌合して集塵ケース２１外に連通する吸引孔４１が形成されてお
り、この吸引孔４１の内周縁には、上記メインフィルタ２３の筒状体４０開口端と密接す
るためのパッキン４２が装着されている。
【００２９】
上記メインフィルタ２３は、その中央部から上方に突出して形成した取付軸４４によって
集塵ケース２１の天板４３上部に取り付けられている。これら集塵ケース２１の天板４３
とメインフィルタ２３上面との間には、上記メインフィルタ２３の取付軸４４を摺動軸と
するプレフィルタ２２の筒状回動軸４５が装着されている。
【００３０】
上記プレフィルタ２２の筒状回動軸４５の上端部には、前記フィルタ回動用ハンドル２６
の回動軸２７に取り付けられた円盤状の歯車４６と噛合する環状の歯車４７が取り付けら
れており、これによりフィルタ回動用ハンドル２６を回す方向に対応してプレフィルタ２
２が回動するようになっている。このように構成することにより、比較的簡単な構成で、
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プレフィルタ２２を確実に回動することができる。上記プレフィルタ２２やメインフィル
タ２３の上端側の外周縁には、集塵ケース２１の天板４３やプレフィルタ２２の上部仕切
板２２ａと密接するためのパッキン４８，４９が装着されており、上述したプレフィルタ
回動機構内に塵埃等が侵入しないように構成されている。
【００３１】
また、プレフィルタ２２の筒状回動軸４５の下部には、外側に突出して後述するメインフ
ィルタ２３の内周側のプリーツ状先端部に当たる弾性突起５０が形成されている。このよ
うに構成することにより、細塵が付着するメインフィルタ２３の内面側を弾くので、付着
した塵埃を効率的に除去することができるようになっている。
【００３２】
また、このプレフィルタ２２は、下部側が網目５１となっており、この網目５１で比較的
大きな塵埃（粗塵）を濾過するようになっている。このようにプレフィルタ２２のフィル
タ部分である網目５１が集塵ケース２１内の下方に位置して形成されていることにより、
集塵ケース２１の上方にある吸込孔（図示せず）から空気と共に入った塵埃が高速で旋回
しながら下方に押しやられ、集塵ケース２１の底面（蓋体３２）よりプレスされた状態で
堆積する。
【００３３】
さらに、このプレフィルタ２２の外周には、上下方向に螺旋状のリブ５２が形成されてい
る。この螺旋状のリブ５２は、前述したフィルタ回動用ハンドル２６を右回りに回したと
きに、集塵ケース２１内に蓄積し圧縮された塵埃を図８に示すように蓋体３２が開いた排
出口３６方向に押し出す向きに形成されている。
【００３４】
一方、メインフィルタ２３は、濾過された空気の通気路となる筒状体４０を囲むように、
プリーツ状（蛇腹状）に折り畳まれた濾紙フィルタを筒状に配設したものであり、その中
央上部に形成された取付軸４４を集塵ケース２１の天板４３上部に形成された取付孔５３
に嵌合すると共に、前記プレフィルタ２２の回動に伴って回動しないように固定してある
。
【００３５】
上記メインフィルタ２３の内側のプリーツ状先端部は、プレフィルタ２２の筒状回動軸４
５下部に形成された弾性突起５０による接触摩耗を防ぐため樹脂５４で覆われている。
【００３６】
なお、上記集塵装置２０で塵埃が濾過された空気は、上記メインフィルタ２３の筒状体４
０の下部側開口４１より集塵ケース２１外に出てから、図示はしないが、フィルタを介し
て電動送風機に取り込まれ、電動送風機から排気フィルタを介して掃除機本体１の前面下
部に形成された排気口５８から外部へ排出されるようになっている。
【００３７】
以上のように構成された本実施形態のアップライト型掃除機では、床用吸込具２の回転ブ
ラシ５により掻き揚げられた塵埃が、ホース１０を通って、本体１背面側の中央より片側
にずらした位置にある吸込筒１２から集塵ケース２１内に入り、その内壁に沿って旋回し
ながら下方へ流れ、大きな塵埃（粗塵）は底に堆積する。
【００３８】
このとき、空気が吸い込まれるプレフィルタ２２の網目５１が集塵ケース２１内の下方に
位置して形成されているので、前述したように、集塵ケース２１の上方にある吸込孔から
空気と共に入った塵埃が高速で旋回しながら下方に押しやられ、集塵ケース２１の底面（
蓋体３２）よりプレスされた状態で堆積する。特に綿ごみの場合は、その効果は大で、例
えば一般的なサイクロン分離式のものに比べて圧縮率は数倍大きくなる。このように塵埃
の圧縮率が大きくなるため、同じ集塵容積でも、たくさんの塵埃を捕集することができる
。
【００３９】
また、小さな塵埃（細塵）はプレフィルタ２２の下方に設けられた網目５１を通ってプレ

10

20

30

40

50

(5) JP 3749173 B2 2006.2.22



フィルタ２２の内側に入り、プリーツ状のメインフィルタ２３にて濾過され、きれいな空
気のみメインフィルタ２３の内側に入って下方へと流れ、電動送風機を通って排気口５８
より外部に排出される。
【００４０】
本実施形態の集塵装置２０に備えられた円筒状プレフィルタ２２には、前述したように、
その筒状回動軸４５の下部に、メインフィルタ２３の内側のプリーツ状先端部（樹脂５４
）に当たる弾性突起５０が設けられている。また、その外周面には螺旋状のリブ５２が設
けられている。さらに、プレフィルタ２２の筒状回動軸４５は、歯車４６，４７にてフィ
ルタ回動用ハンドル２６に連動している。
【００４１】
従って、フィルタ回動用ハンドル２６を任意の方向に回すことにより、歯車４６，４７及
び回動軸４５を介して、プレフィルタ２２が対応する方向に回動する。プレフィルタ２２
が回動すると、その回動軸４５下部の弾性突起５０がメインフィルタ２３の内側のプリー
ツ状先端部（樹脂５４）を弾くため、その振動によりメインフィルタ２３の表面に付着し
ている細塵が振り落されて下方に落下する。また、集塵ケース２１内に圧縮された状態で
堆積した大きな塵埃（粗塵）がプレフィルタ２２の外周面に付着している細塵を拭く働き
をする。従って、メインフィルタ２３及びプレフィルタ２２への塵埃の付着による集塵効
率の低下を効果的に防ぐことができる。
【００４２】
また、集塵ケース２１内に堆積する大きな塵埃（粗塵）は、プレフィルタ２２の下方に形
成された網目５１を徐々に塞いでゆくが、上述したプレフィルタ２２の回動により、その
外周に形成された螺旋状のリブ５２が上下動するため、プレフィルタ２２の網目５１と塵
埃との間に隙間（通気路）を形成するように作用する。従って、この点においても、集塵
効率の低下を防ぐことができる。
【００４３】
一方、集塵ケース２１内に溜まった塵埃を排出するときは、集塵ケース２１の取手２４を
持って、その上側にある操作ボタン２８を押しながら引き出すことにより、集塵ケース２
１を掃除機本体１から取り外す。
【００４４】
そして、図６，図７に示すように、蓋体開放用アーム３５の操作部３５ａを押し下げると
、その下方に形成された凸部３５ｄがクランプレバー３３の傾斜面３３ｄに当たって外側
に押し退けるので、当該レバー３３が回動して下端のクランプフック３３ａが蓋体３２側
の突出部３２ａから外れる。蓋体開放用アーム３５の操作部３５ａを更に押し下げると、
当該アーム３５の先端部３５ｅが蓋体３２側の突出部３２ａに当たって下方に押し下げる
ので、図８に示すように蓋体３２が強制的に開放されて排出口３６から集塵ケース２１内
に蓄積された塵埃を排出することができる。
【００４５】
従って、蓋体３２のシール性を良くするためにパッキン３７のシール圧を高くしたり、集
塵ケース２１内の塵埃が圧縮されて集塵ケース２１内壁に密着し、塵埃の重みが蓋体３２
に加わらないようになった場合でも、蓋体３２を手で直接開けるような煩わしく不衛生な
作業を行うことなく、比較的簡単な構成及び操作で確実に蓋体３２を開けることができる
。
【００４６】
このようにして、蓋体３２を開放し集塵ケース２１内に蓄積された塵埃を排出することが
できるが、特に綿ごみ等は圧縮されて集塵ケース２１の内壁に密着しているため、そのま
までは容易に離脱しない。ここでハンドル２６を所定方向（ここでは右回り）に回しプレ
フィルタ２２を所定方向に回動させると、プレフィルタ２２の外周に設けられた螺旋状の
リブ５２が綿ごみ等の圧縮された塵埃を押し出すように作用するので、容易に排出するこ
とができる。
【００４７】
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また、蓋体３２のヒンジ３１（開閉用支点）が集塵ケース２１の取手２４と同一側に設け
られているので、取手２４を持って蓋体３２を開けた時（図８参照）、排出される塵埃が
取手２４を持った使用者の方に来るのを蓋体３２で防ぐことができるため、使用者に塵埃
がかかるような不具合を防ぐことができる。
【００４８】
また、上述した塵埃排出時には、プレフィルタ２２の回動に伴って前述した除塵作用が働
くので、使用者は特別にフィルタの除塵を意識しなくても、塵埃の排出の度に除塵も行わ
れるため、特に意識することなく集塵効率の低下を防ぐことができる。
【００４９】
以上のように、本実施形態のものでは、使い捨ての紙パックを用いずに半永久的に使える
ので経済的であると共に、従来、どうしても紙パックに比べて使い勝手が良くなかった点
が改善されているため、使い勝手が格段に向上したものが得られる。
【００５０】
また、このような集塵装置２０は、縦型で装着スペースが十分に確保でき、集塵容量も大
きなアップライト型掃除機に適用して特に好適である。
【００５１】
さらに、本実施形態のアップライト型掃除機では、図３に示すように、本体操作用ハンド
ル３が掃除機本体１の後側から上方に伸びているが、上端部に略三角形状に前側に張り出
させたグリップ部３ａが形成されているので、ベットの下など、本体１を後方に大きな角
度で寝かして掃除をするときにも、本体操作用ハンドル３のグリップ部３ａ前側を持って
行うことにより握り部が高い位置にくるため、あまり腰をかがめる必要がなく、楽な姿勢
で掃除ができる。
【００５２】
図１０～図１９は、本願発明の他の実施形態を示し、前記実施形態と同一符号は同一又は
相当部分を示している。なお、アップライト型の掃除機本体１は前記実施形態の図２，図
３と同様である。また、前記実施形態では図示を省略したが、図１２，図１６，図１８の
背面図に示すように、集塵ケース２１には、前記図２，図３に示した掃除機本体１に装着
したときに奥側となる面の片側にずらした位置に、本体１背面側に取り付けられた吸込筒
１２の内側開口にパッキン等を介して密接して連通する吸込孔３０が形成されている。
【００５３】
本実施形態において前記実施形態と異なる点は、蓋体３２の開放機構の構成であり、その
他は前記実施形態と同様な構成及び作用を有するものである。
【００５４】
前記実施形態では、蓋体開放機構として、集塵ケース２１側に蓋体開放用アーム３５を設
けたが、本実施形態では、蓋体３２側に蓋体開放用レバー６０を設けたものである。
【００５５】
すなわち、ロック機構としては、前記実施形態同様、蓋体３２のヒンジ（開閉用支点）３
１の反対側に位置する集塵ケース２１側に取り付けられて、下端に蓋体３２周縁の突出部
３２ａを引っ掛けるフック３３ａが形成されたクランプレバー３３を備えているが、開放
機構としては、蓋体３２のヒンジ３１の反対側下面で、クランプレバー３３と対応した位
置に取り付けられて集塵ケース２１側を押す方向に付勢された蓋体開放用レバー６０を備
えたものである。
【００５６】
上記蓋体開放用レバー６０には、図１２～図１４等に示すように、その先端の両側に突出
して、前記クランプレバー３３の支軸３３ｂが装着される両側のリブ３４の下端を押圧す
る押圧部６０ａが形成されている。すなわち、この蓋体開放用レバー６０は、その支軸６
０ｂの反対側にコイルバネ６０ｃが装着されて、先端の両側に形成された上記押圧部６０
ａで両側のリブ３４下端を押圧する方向に付勢されている。
【００５７】
さらに、上記蓋体開放用レバー６０の先端部には、上記両側のリブ３４間に位置する突起

10

20

30

40

50

(7) JP 3749173 B2 2006.2.22



６０ｄが形成されている。この突起６０ｄのクランプフック３３ａ側は、図１１に拡大図
示したように、クランプフック３３ａのロック時の妨げとならないように、クランプフッ
ク３３ａの傾斜面３３ｅに合わせた傾斜面６０ｅとなっている。
【００５８】
以上の構成において、集塵ケース２１内に溜まった塵埃を排出するときは、図１５～図１
７に示すように、クランプレバー３３の操作部３３ｆを押すことにより、その下端のクラ
ンプフック３３ａが蓋体３２側の突出部３２ａから外れる。
【００５９】
クランプフック３３ａによる蓋体３２のロック状態が解除されることにより、蓋体開放用
レバー６０の先端両側に形成された押圧部６０ａによる集塵ケース２１側の両リブ３４下
端への押圧力に対する反作用が蓋体３２に働くので、蓋体３２が強制的に図１５～図１７
に示す位置まで開放される。ここまで開放すると、シール用のパッキン３７も集塵ケース
２１の開口縁から離れるので、後は蓋体３２の自重で図１８，図１９に示すように自然に
開放してゆくため、集塵ケース２１内に蓄積された塵埃を排出することができる。
【００６０】
従って、前記実施形態同様、蓋体３２のシール性を良くするためにパッキン３７のシール
圧を高くしたり、集塵ケース２１内の塵埃が圧縮されて集塵ケース２１内壁に密着し、塵
埃の重みが蓋体３２に加わらないようになった場合でも、蓋体３２を手で直接開けるよう
な煩わしく不衛生な作業を行うことなく、簡単な構成及び操作で確実に蓋体３２を開ける
ことができる。
【００６１】
また、本実施形態では、クランプレバー３３の支軸３３ｂが装着される両側のリブ３４を
有効利用して、その下端を押圧するようにしているので、集塵ケース２１側には新たな構
成を追加する必要がなく、操作も従来のまま、低コストで実現することができる。
【００６２】
また、蓋体開放用レバー６０の先端部には、上記両側のリブ３４間に位置する突起６０ｄ
が形成されているので、塵埃の排出後に蓋体３２を閉じるときの位置合わせが容易となる
。
【００６３】
【発明の効果】
　以上のように本願発明によれば、吸込具から電動送風機

前記蓋
体を閉鎖状態にロックするロック機構 を備えた掃除機用集塵装置において、　前記ロッ
ク機構

ことにより、蓋体のシール性を
良くするためにパッキンのシール圧を高くしたり、集塵ケース内の塵埃が圧縮されて集塵
ケース内壁に密着し、塵埃の重みが蓋体に加わらないようになった場合でも、蓋体を手で
直接開けるような煩わしく不衛生な作業を行うことなく、簡単な操作で確実に蓋体を開け
ることができる。
【００６８】
そして、上述したような掃除機用集塵装置を掃除機本体に着脱自在に装着して成るもので
あるから、使い勝手が向上した電気掃除機が得られる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本願発明の一実施形態に係る掃除機用集塵装置を示す側断面図。
【図２】上記掃除機用集塵装置を用いたアップライト型掃除機の一実施形態を示す正面図
。
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によって吸引された塵埃を蓄積
する集塵ケースと、該集塵ケースにヒンジにより開閉自在に取り付けられた蓋体と、該蓋
体の開放時に前記集塵ケースに蓄積された塵埃を排出することができる排出口と、

と
を前記ヒンジの反対側に位置させ、操作部を有し上下動可能な蓋体開放用アームを

前記集塵装置に設け、前記操作部の押し下げによる前記蓋体開放用アームの下動時、前記
蓋体開放用アームは前記ロック機構をロック解除し、更なる前記操作部の押し下げによる
前記蓋体開放用アームの下動時、前記蓋体開放用アームの下端部にて前記蓋体を下方に押
し下げることより前記蓋体を強制的に開放する構成とした



【図３】同じく、側面図。
【図４】上記図１の要部拡大断面図。
【図５】更に、上記図４の要部拡大断面図。
【図６】上記図１のクランプフックが外れた状態を示す側断面図。
【図７】上記図６の要部拡大断面図。
【図８】上記図１の蓋体が開いた状態を示す側断面図。
【図９】上記図８の要部拡大断面図。
【図１０】本願発明の他の実施形態に係る掃除機用集塵装置を示す側断面図。
【図１１】上記図１０の要部拡大断面図。
【図１２】上記図１０の背面図。
【図１３】上記図１２の要部拡大図。
【図１４】上記図１３のＡ－Ａ断面図。
【図１５】上記図１０のクランプフックが外れ蓋体開放用レバーが作用して蓋体が開き始
めた状態を示す側断面図。
【図１６】同じく、図１５の背面図。
【図１７】上記図１５の要部拡大断面図。
【図１８】蓋体がさらに開いた状態を示す背面図。
【図１９】上記１８の要部拡大図。
【符号の説明】
１　掃除機本体
２　床用吸込具
３　本体操作用ハンドル
４　吸込口
２０　集塵装置
２１　集塵ケース
２２　プレフィルタ
２３　メインフィルタ
２４　取手
２６　フィルタ回動用ハンドル
３１　ヒンジ（蓋体開閉用支点）
３２　蓋体
３２ａ　突出部
３３　クランプレバー
３３ａ　クランプフック
３３ｂ　支軸
３３ｃ　コイルバネ
３３ｄ，３３ｅ　傾斜面
３３ｆ　操作部
３４　リブ
３５　蓋体開放用アーム
３５ａ　操作部
３５ｂ　コイルバネ
３５ｃ　縦長孔
３５ｄ　凸部
３５ｅ　先端部
３６　排出口
３７，３９，４２，４８，４９　パッキン
５０　弾性突起
５１　網目
５２　螺旋状リブ
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５４　樹脂
６０　蓋体開放用レバー
６０ａ　押圧部
６０ｂ　支軸
６０ｃ　コイルバネ
６０ｄ　突起
６０ｅ　傾斜面

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】
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【 図 １ ５ 】 【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】 【 図 １ ８ 】
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【 図 １ ９ 】
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