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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下面に設けられた吸込口および後部の左右一方側に設けられた排気口を有する自走可能
な筐体と、前記吸込口と前記排気口との間に通風経路を介して設けられた集塵部とを備え
、
　前記集塵部は、前記吸込口側に配置されたダストボックスと、前記排気口側に配置され
た電動送風機とを有し、前記ダストボックスと前記電動送風機とが分離可能に構成されて
おり、
　前記集塵部において、前記電動送風機は前記筐体内に配置され、前記ダストボックスは
前記筐体の後部に着脱可能に配置されており、
　前記筐体は、前記ダストボックスを嵌め込む後方開口部と、前記吸込口と前記後方開口
部とを連通する上流側通風経路と、前記排気口と前記後方開口部とを連通する下流側通風
経路と、前記上流側通風経路における前記後方開口部側の第１接続口の周囲に設けられた
第１パッキンと、前記下流側通風経路における前記後方開口部側の第２接続口の周囲に設
けられた第２パッキンとを有し、
　前記電動送風機は、前記下流側通風経路内に配置され、
　前記ダストボックスは、前記第１パッキンを介して前記第１接続口と接続可能な流入口
を有する下ケースと、前記第２パッキンを介して前記第２接続口と接続可能な排出口を有
する上ケースと、前記下ケースの流入口と前記上ケースの排出口との間に設けられたフィ
ルタと、前記下ケースの流入口と前記フィルタとの間に設けられたダスト捕集室とを有し
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、
　前記下ケースは、底壁および周囲壁を有し、
　前記上ケースは、上壁および周囲壁を有し、前記下ケースを分離可能に覆うように構成
され、
　前記フィルタにおける前記排出口側の端部が前記排出口よりも低くかつ前記排出口側と
反対側の端部が前記排出口よりも高くなるように、前記下ケースの底壁と前記上ケースの
上壁との間で前記フィルタを傾斜状に保持することを特徴とする自走式掃除機。
【請求項２】
　前記筐体は、前記第２パッキンが設けられる箇所に、前方へ向かうにつれて左右方向へ
傾斜する傾斜側面部を有し、
　前記ダストボックスは、前記排出口が設けられる箇所に、前方へ向かうにつれて左右方
向へ傾斜する対向傾斜側面部を有する請求項１に記載の自走式掃除機。
【請求項３】
　前記ダストボックスは、前記ダストボックス内のダストの前記流入口からのこぼれ落ち
を抑制するダスト落下阻止片が前記流入口に設けられた請求項１または２に記載の自走式
掃除機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、自走式掃除機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　床面等のダストを清掃するための自走式掃除機として、特許文献１には、下面に吸込口
を有する自走可能な筐体と、吸込口に回転可能に設けられたメインブラシと、筐体の下面
におけるメインブラシよりも前方に回転可能に設けられたサイドブラシとを備えた自走式
掃除機が提案されている。
【０００３】
　この自走式掃除機において、筐体は、内部に充電池が内蔵されると共に、上面には駆動
・停止スイッチが設けられている。また、筐体の後部には、集塵ユニットが着脱可能に設
けられている。
【０００４】
　集塵ユニットは、流入口、排気口、流入口側と排気口側とにスペースを二分する区画壁
および区画壁の一部に形成された通風口を有するダストケースと、通風口に設けられたフ
ィルタと、ダストケースの排気口側のスペース内に設けられた電動送風機とを有する。
【０００５】
　また、筐体の後部にはリード線を介して充電池と電気的に接続する一対の正負極端子が
設けられ、一方、集塵ユニットのダストケースにはリード線を介して電動送風機と電気的
に接続する一対の金属端子が設けられている。集塵ユニットが筐体後部に取り付けられた
状態において、これらの正負極端子と一対の金属端子とは電気的に接続している。
【０００６】
　この自走式掃除機の駆動時において、床面上のダストが吸込口からダストケースの流入
口側のスペースに流入して捕集され、フィルタを通過してダストが除去された空気が電動
送風機内を通過して排気口から外部へ排出される。
【０００７】
　集塵ユニットのダスト捕集スペース内に溜まったダストを廃棄する際、集塵ユニットを
筐体から取り外し、流入口を下方へ向けて内部のダストをゴミ箱内へ放出する。この際、
付属品であるブラシを用いてダスト捕集スペース内を掃くことができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
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【特許文献１】特開２０１２－７５９３２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、特許文献１の自走式掃除機では、集塵ユニット内に電動送風機および一
対の金属端子が設けられているため、ダストケースを水洗いすることができなかった。そ
のため、ブラシではダストケースに付着した微細なダストを完全に除去することはできず
、ダストケースを十分きれいにクリーニングすることができなかった。また、一対の金属
端子にもダストが付着しやすいため、各金属端子と筐体側の正負極端子との接触不良が起
こる心配がある。
【００１０】
　また、特許文献１の自走式掃除機では、床面上でダストケースを筐体から取り外す際、
ダストケース内のダストが流入口から床面上にこぼれ落ちやすい構造であるため、清掃し
た床面を汚してしまう場合があった。
【００１１】
　本発明は、このような課題に鑑みなされたものであり、水洗い可能であり、かつ電気的
な故障を起こし難い集塵部を備えた自走式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】
【００１２】
　かくして、本発明によれば、下面に設けられた吸込口および後部の左右一方側に設けら
れた排気口を有する自走可能な筐体と、前記吸込口と前記排気口との間に通風経路を介し
て設けられた集塵部とを備え、
　前記集塵部は、前記吸込口側に配置されたダストボックスと、前記排気口側に配置され
た電動送風機とを有し、前記ダストボックスと前記電動送風機とが分離可能に構成されて
おり、
　前記集塵部において、前記電動送風機は前記筐体内に配置され、前記ダストボックスは
前記筐体の後部に着脱可能に配置されており、
　前記筐体は、前記ダストボックスを嵌め込む後方開口部と、前記吸込口と前記後方開口
部とを連通する上流側通風経路と、前記排気口と前記後方開口部とを連通する下流側通風
経路と、前記上流側通風経路における前記後方開口部側の第１接続口の周囲に設けられた
第１パッキンと、前記下流側通風経路における前記後方開口部側の第２接続口の周囲に設
けられた第２パッキンとを有し、
　前記電動送風機は、前記下流側通風経路内に配置され、
　前記ダストボックスは、前記第１パッキンを介して前記第１接続口と接続可能な流入口
を有する下ケースと、前記第２パッキンを介して前記第２接続口と接続可能な排出口を有
する上ケースと、前記下ケースの流入口と前記上ケースの排出口との間に設けられたフィ
ルタと、前記下ケースの流入口と前記フィルタとの間に設けられたダスト捕集室とを有し
、
　前記下ケースは、底壁および周囲壁を有し、
　前記上ケースは、上壁および周囲壁を有し、前記下ケースを分離可能に覆うように構成
され、
　前記フィルタにおける前記排出口側の端部が前記排出口よりも低くかつ前記排出口側と
反対側の端部が前記排出口よりも高くなるように、前記下ケースの底壁と前記上ケースの
上壁との間で前記フィルタを傾斜状に保持する自走式掃除機が提供される。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明の自走式掃除機は、集塵部におけるダストボックスと電動送風機とが分離可能に
構成されている。そのため、筐体からダストボックスを取り外して内部のダストを廃棄し
た後、ダストボックスを水洗いして微細なダストも残さずに除去することができる。すな
わち、ダストボックスを十分にクリーニングすることができる。
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【００１４】
　また、従来のようにダストボックス側の金属端子を筐体側の正負極端子に接続・分離さ
せる構成であると各端子にダストが付着しやすいため、各金属端子と正負極端子との接触
不良が起こる心配があるが、本発明ではリード線を介して電動送風機を電池に電気的に接
続させる構成を筐体内に設けることができるためこのような心配はない。
【００１５】
　さらに、排気口が筐体後部の左右一方側に設けられ、電動送風機は排気口側に配置され
ているため、電動送風機と反対側にダストボックスが配置される。そのため、電動送風機
を左右中間位置に配置する場合と比べて、吸込口から電動送風機までの吸気経路の距離を
長くすることができる。この結果、ダストボックス内に設けたフィルタ全体から均一に吸
気し易くなり、フィルタの目詰まりが生じ難くなると共に、電動送風機の負荷低減に有利
となる。
　また、筐体の前部に重量物である電池を配置することができるため、筐体の前部に重心
を配置することができる。この結果、左右一対の駆動輪と前輪とで筐体を支持し、後輪を
省略することができる。
　また、フィルタの面積およびダスト捕集室の容積を増加させることができる。この結果
、フィルタの目詰まりの抑制および電動送風機の負荷低減にさらに有利となる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の自走式掃除機の実施形態１を示す平面図である。
【図２】実施形態１の自走式掃除機の底面図である。
【図３】図１の自走式掃除機における集塵部の内部構造を説明するための一部断面平面図
である。
【図４】実施形態１の自走式掃除機における集塵部を示す側断面図であって、（Ａ）はダ
ストボックス装着状態を示し、（Ｂ）はダストボックス離脱状態を示す。
【図５】実施形態１の自走式掃除機におけるダストボックスの斜視図である。
【図６】実施形態１の自走式掃除機のダストボックス離脱状態での背面図である。
【図７】実施形態１の自走式掃除機におけるダストボックスの分解図である。
【図８】実施形態２の自走式掃除機における集塵部を示す側断面図である。
【図９】実施形態３の自走式掃除機における集塵部を示す側断面図である。
【図１０】実施形態４の自走式掃除機における集塵部を示す側断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
（実施形態１）
＜自走式掃除機の全体構成＞
　図１は本発明の自走式掃除機の実施形態１を示す平面図であり、図２は実施形態１の自
走式掃除機の底面図であり、図３は図１の自走式掃除機における集塵部の内部構造を説明
するための一部断面平面図である。また、図４は実施形態１の自走式掃除機における集塵
部を示す側断面図であって、（Ａ）はダストボックス装着状態を示し、（Ｂ）はダストボ
ックス離脱状態を示す。また、図５は実施形態１の自走式掃除機におけるダストボックス
の斜視図であり、図６は実施形態１の自走式掃除機のダストボックス離脱状態での背面図
であり、図７は実施形態１の自走式掃除機におけるダストボックスの分解図である。
【００１８】
　図１～図７に示すように、本発明に係る実施形態１の自走式電子機器は、設置された場
所の床面を自走しながら、床面上のダストを含む空気を吸い込み、ダストを除去した空気
を排気することにより床面上を掃除する自走式掃除機１である。
【００１９】
　自走式掃除機１は、下面に吸込口６を有すると共に内部に電源となる電池Ｅを収容する
円盤形の筐体２を備え、この筐体２の内部および外部に、回転ブラシ９、サイドブラシ１
０、ダストボックス３１および電動送風機３２を有する集塵部３０、駆動輪２９をそれぞ
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れ有する一対の駆動輪ユニットＵ、旋回自在な前輪２７、床面検知センサ１１を含む各種
センサ、各種センサと電気的に接続された制御基板Ｓ等の構成要素が設けられている。
【００２０】
　この自走式掃除機１によれば、筐体２に対して前後方向中間に配置された一対の駆動輪
２９と前輪２７によって自走式掃除機１の重量を支持できるよう、筐体２に対して前後方
向に重量が配分されている。
【００２１】
　中央に垂直な中心軸Ｐを有する筐体２は、前後中間よりも後方位置に形成された吸込口
６を有する平面視略円形の底板２ａと、駆動・停止ボタン３を中央位置に有する天板２ｂ
と、底板２ａおよび天板２ｂの外周部に沿って設けられた平面視円環形の側板２ｃとを備
えている。また、底板２ａには一対の駆動輪２９を筐体２内から外部へ突出させる複数の
孔部が形成され、側板２ｃにおける後部の左右一方側には排気口７が形成されている。実
施形態１の場合、排気口７は、後方から視て中心軸Ｐよりも右側に配置されている（図６
参照）。なお、側板２ｃは、前後に二分割されており、側板前部はバンパーとして機能す
る。
【００２２】
　吸込口６は、床面Ｋに対面するよう筐体２の底面（底板２ａの下面）に形成された凹部
の開放面である。吸込口６内には、筐体２の底面と平行な軸心廻りに回転する回転ブラシ
９が設けられており、吸込口６の左右両側には垂直な回転軸心廻りに回転するサイドブラ
シ１０が設けられている。回転ブラシ９は、回転軸であるローラの外周面に螺旋状にブラ
シを植設することにより形成されている。サイドブラシ１０は、回転軸の下端にブラシ束
を放射状に設けることにより形成されている。なお、回転ブラシ９の回転軸および一対の
サイドブラシ１０の回転軸は、筐体２の底板２ａの一部に枢着されると共に、その付近に
設けられた駆動モータとプーリおよびベルト等を含む動力伝達機構を介して連結されてい
る。
【００２３】
　図２に示されるように、筐体２の底面における前輪２７の前方位置および左右の駆動輪
２９の側部前方には床面検知センサ１１が配置されている。床面検知センサ１１によって
下り階段を検知すると、その検知信号が制御部に送信され、制御基板Ｓに設けられた制御
部は両駆動輪２９を停止するよう制御する。
　制御基板Ｓには、自走式掃除機１における駆動輪２９、回転ブラシ９、サイドブラシ１
０、電動送風機３２等の各要素を制御する制御回路が設けられている。
【００２４】
　この自走式掃除機１は、左右の駆動輪２９が同一方向に正回転して前進し、同一方向に
逆回転して後退し、互いに逆方向に回転することにより旋回する。例えば、自走式掃除機
１は、掃除領域の周縁に到達した場合および進路上の障害物に衝突した場合、駆動輪２９
が停止し、左右の駆動輪２９を互いに逆方向に回転して向きを変える。これにより、自走
式掃除機１は、設置場所全体あるいは所望範囲全体に障害物を避けながら自走することが
できる。
【００２５】
＜集塵部＞
　図３および図４（Ａ）に示すように、集塵部３０は、筐体２の吸込口６と排気口７との
間に通風経路を介して設けられている。なお、図４（Ａ）および（Ｂ）において、集塵部
３０より前方の構造は図示を省略している。
【００２６】
　この集塵部３０は、吸込口６側に配置されたダストボックス３１と、排気口７側に配置
された電動送風機３２とを有し、ダストボックス３１と電動送風機３２とが分離可能に構
成されている。つまり、電動送風機３２は筐体２内に配置され、ダストボックス３１は筐
体２の後部に着脱可能に配置されている。
【００２７】
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　集塵部３０の構造および通風経路について具体的に説明すると、まず、筐体２は、側板
２ｃの後部の上部から下部にかけて切り欠いたように形成された後方開口部５を有してい
る。この後方開口部５は、ダストボックス３１を嵌め込むための開口であり、中心軸Ｐよ
りも左右一方側にずれた位置に設けられている。実施形態１の場合、後方開口部５は、後
方から視て中心軸Ｐよりも左側にずれた位置に設けられている。なお、後方開口部５につ
いて詳しくは後述する。
【００２８】
　また、筐体２は、吸込口６と後方開口部５とを連通する上流側通風経路６ａと、排気口
７と後方開口部５とを連通する下流側通風経路７ａと、上流側通風経路６ａにおける後方
開口部５側の第１接続口５ａの周囲に設けられた第１パッキン８ａと、下流側通風経路７
ａにおける後方開口部５側の第２接続口５ｂの周囲に設けられた第２パッキン８ｂとを有
している。
【００２９】
　第１パッキン８ａはゴムリングからなり、その第１接続口５ａの周囲への取り付けは、
例えば、接着剤による接着、あるいは、第１接続口５ａの周囲に設けた環状凸部の周囲に
嵌め込む等により行われる。
　第２パッキン８ｂもゴムリングからなり、その第２接続口５ｂの周囲への取り付けも、
例えば、接着剤による接着、あるいは、第２接続口５ｂの周囲に設けた環状凸部の周囲に
嵌め込む等により行われる。
【００３０】
　また、筐体２内における後方開口部５の横（後方から視て右側）に配置された下流側通
風経路７ａ内に電動送風機３２が固定されており、電動送風機３２の吸入口が第２接続口
５ｂ側に配置され、電動送風機３２の排出口が排気口７側に配置されている。
【００３１】
　ダストボックス３１は、例えば図７に示すように、下ケース３１Ａと、フィルタケース
３１Ｂと、フィルタ３１Ｃと、上ケース３１Ｄとを備え、フィルタ３１Ｃを収納したフィ
ルタケース３１Ｂを上ケース３１Ｄと下ケース３１Ａとで挟み込んだ構造である。
【００３２】
　下ケース３１Ａは、上方開口状のケースであり、平行な短辺３１Ａａ1と長辺３１Ａａ2

およびそれらの両端を結ぶ直辺３１Ａａ3と円弧辺３１Ａａ4を有する底壁３１Ａａと、底
壁３１Ａａの外周縁に沿って立ち上がる周囲壁３１Ａｂとを有している。そして、この周
囲壁３１Ａｂの上端縁３１Ａｂ1は、底壁３１Ａａの短辺３１Ａａ1から長辺３１Ａａ2に
向かって下方へ傾斜している。
【００３３】
　また、周囲壁３１Ａｂの内周面には、上方に露出する内側段部３１Ａｂ2が上端縁３１
Ａｂ1と平行に設けられ、周囲壁３１Ａｂの外周面には下方に露出する外側段部３１Ａｂ3

（図４（Ｂ）参照）が設けられ、さらに、周囲壁３１Ａｂの前面側における外側段部３１
Ａｂ3よりも下方には第１パッキン８ａを介して第１接続口５ａと接続可能な流入口３１
Ａｂ4が設けられている。
【００３４】
　フィルタケース３１Ｂは、下ケース３１Ａ内に収納されることにより内側段部３１Ａｂ

2にて傾斜状に支持される枠部３１Ｂａと、枠部３１Ｂａの内側に設けられてフィルタ３
１Ｃを支持する簀の子部３１Ｂｂとを有する。
　フィルタ３１Ｃは、フィルタケース３１Ｂの枠部３１Ｂａ内に隙間無く収まるサイズに
形成されている。このフィルタ３１Ｃとしては、例えば、ＨＥＰＡフィルタを用いること
ができる。なお、フィルタ３１Ｃはフィルタケース３１Ｂと一体化されてもよい。
【００３５】
　上ケース３１Ｄは、下ケース３１Ａの上方開口部を覆う蓋であり、上壁３１Ｄａと、周
囲壁３１Ｄｂと、上壁３１Ｄａの後部に設けられた係止片３１Ｄｃとを有している。
　周囲壁３１Ｄｂにおける長辺対応部分の上下中間位置は、後方から前方に向かって左右
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方向へ傾斜するよう埋没しており、その埋没した傾斜壁部３１Ｄａ1に第２パッキン８ｂ
を介して第２接続口５ｂと接続可能な排出口３１Ｄａ2が形成されている。なお、傾斜壁
部３１Ｄａ1の外面は、筐体２の後述する傾斜側面部２ｄと対向する対向傾斜側面部３１
Ｄａ11である。
【００３６】
　係止片３１Ｄｃは、上壁３１Ｄａの後部から後方へ折れ曲がるように突出した弾性変形
可能な片であり、その上面には断面形状が三角形の係止凸部３１Ｄｃ1が設けられている
。
　このように構成されたダストボックス３１において、流入口３１Ａｂ4と排出口３１Ｄ
ａ2との間にフィルタ３１Ｃが配置され、流入口３１Ａｂ4とフィルタ３１Ｃとの間にダス
ト捕集室３１Ａｃが形成される。
【００３７】
　ダストボックス３１を筐体２の後方開口部５に脱落することなく装着するために、後方
開口部５は次のように構成されている。
　後方開口部５の左右側壁２ｇのうち電動送風機３２が設けられた方には、前方へ向かう
につれて左右方向へ傾斜する傾斜側面部２ｄが設けられている。実施形態１の場合、後方
から視て右側の側壁２ｇに、前方へ向かうにつれて左方向へ傾斜する傾斜側面部２ｄが設
けられている。なお、側壁２ｇにおける傾斜側面部２ｄの上下両側は垂直面となっている
。
【００３８】
　また、後方開口部５は、第１パッキン８ａが設けられる箇所である奥壁２ｆと、奥壁２
ｆの左右の前記左右側壁２ｇとを有し、左右側壁２ｇにはダストボックス３１の外側段部
３１Ａｂ3を支持する左右段部２ｇ1が設けられている。さらに、後方開口部５の天井壁２
ｅの後部にはダストボックス３１の係止片３１Ｄｃが収納されるスペースが形成されてお
り、そのスペースの天井部分には係止片３１Ｄｃの係止凸部３１Ｄｃ1が係脱可能に係止
する係止凹部２ｅ1が設けられている。
【００３９】
　筐体２から取り外されているダストボックス３１（図４（Ｂ）参照）を後方開口部５に
装着する場合、ダストボックス３１の左右の外側段部３１Ａｂ3が後方開口部５の左右段
部２ｇ1上を摺接する。そして、ダストボックス３１を後方開口部５の奥まで押し込むこ
とにより、ダストボックス３１の周囲壁３１Ａｂの前面が第１パッキン８ａに密着する（
図４（Ａ）参照）。
【００４０】
　また、この際、ダストボックス３１の対向傾斜側面部３１Ｄａ11が第２パッキン８ｂに
密着すると共に、係止片３１Ｄｃが弾性変形することにより係止凸部３１Ｄｃ1が筐体２
の天井壁２ｅの端部を乗り越えて係止凹部２ｅ1に係止する。これにより、ダストボック
ス３１が筐体２の後方開口部５内に脱落せずに装着される。
【００４１】
　ダストボックス３１が装着された自走式掃除機１において、掃除運転の指令により、電
動送風機３２、駆動輪２９、回転ブラシ９およびサイドブラシ１０が駆動する。これによ
り、回転ブラシ９、サイドブラシ１０、駆動輪２９および前輪２７が床面Ｋに接地した状
態で、筐体２は所定の範囲を自走しながら吸込口６から床面Ｋのダストを含む空気を吸い
込む。このとき、回転ブラシ９の回転によって床面Ｋ上のダストは掻き上げられて吸込口
６に導かれる。また、サイドブラシ１０の回転によって吸込口６の側方のダストが吸込口
６に導かれる。
【００４２】
　図３および図４（Ａ）に示すように、吸込口６から筐体２内に吸い込まれたダストＤを
含む空気は、筐体２の上流側通風経路６ａを通って集塵部３０のダスト捕集室３１Ａｃ内
に流入する。ダスト捕集室３１Ａｃ内に流入した気流Ａは、フィルタ３１ｃおよび電動送
風機３２を通過し、下流側通風経路７ａを通って排気口７から外部へ排出される。この際
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、ダスト捕集室３１Ａｃ内の気流Ａに含まれるダストＤはフィルタ３１Ｃによって捕獲さ
れるため、ダスト捕集室３１Ａｃ内にダストＤが堆積する。
【００４３】
　また、ダストボックス３１は、後方から視て右側の上部に排出口３１Ｄａ2が設けられ
るため、フィルタ３１Ｃにおける後方から視た右側の端部は排出口３１Ｄａ2よりも下方
に位置しなければならないが、左側の端部は排出口３１Ｄａ2よりも上方に位置してもよ
い。そのため、ダストボックス３１内においてフィルタ３１Ｃは傾斜状に保持され、それ
により、フィルタ３１Ｃを水平状に保持する場合よりも、フィルタ３１Ｃの面積およびダ
スト捕集室３１Ａｃの容積が増加する。
【００４４】
　さらに、集塵部３０における電動送風機３２を左右片側へ配置したことにより、吸込口
６から電動送風機３２までの吸気経路の距離を長くすることができ、それによりダストボ
ックス３１内のフィルタ３１Ｃ全体から均一に吸気し易くなり、フィルタの目詰まりが生
じ難くなる。
【００４５】
　ダストボックス３１内のダストＤを廃棄する場合、係止片３１Ｄｃを押えて係止凸部３
１Ｄｃ1を係止凹部２ｅ1から離脱させながらダストボックス３１を後方へ引き出す。そし
て、ダストボックス３１の下ケース３１Ａから上ケース３１Ｄおよびフィルタ３１Ｃを収
納したフィルタケース３１Ｂを取り外し、下ケース３１Ａ内のダストＤをゴミ箱へ廃棄す
る。
【００４６】
　このとき、本発明の自走式掃除機によれば、集塵部３０の電動送風機３２はダストボッ
クス３１と分離されているので、ダストボックス３１を水洗いすることができる。なおこ
の際、フィルタ３１Ｃをブラシにて清掃してもよく、さらに水洗いしてもよい。
【００４７】
（実施形態２）
　図８は実施形態２の自走式掃除機における集塵部を示す側断面図である。なお、図８に
おいて、図１～図７中の要素と同様の要素には同一の符号を付している。
　実施形態２の自走式掃除機はその集塵部１３０の構成が実施形態１とは異なる以外、実
施形態１と同様に構成されている。
【００４８】
　実施形態２が実施形態１と異なる点は、ダストボックス１３１は、ダストボックス１３
１のダスト捕集室３１Ａｃ内のダストＤの流入口３１Ａｂ4からのこぼれ落ちを抑制する
ゴミ流出抑制片１３１Ａｂ5が流入口３１Ａｂ4に設けられたことである。実施形態２の場
合、流入口３１Ａｂ4の下端縁から内側へ斜め上方に突出するゴミ流出抑制片１３１Ａｂ5

が設けられている。
【００４９】
　このゴミ流出抑制片１３１Ａｂ5が設けられたことにより、ダストボックス１３１を筐
体２から取り外す際に、ダスト捕集室３１Ａｃ内に堆積したダストＤが流入口３１Ａｂ4

から外部へこぼれ落ち難くなる。そのため、清掃後の室内にダストＤをこぼして汚してし
まうというミスを低減できる。
【００５０】
（実施形態３）
　図９は実施形態３の自走式掃除機における集塵部を示す側断面図である。なお、図９に
おいて、図８中の要素と同様の要素には同一の符号を付している。
　実施形態３の自走式掃除機はその集塵部２３０の構成が実施形態１および２とは異なる
以外、実施形態１および２と同様に構成されている。
【００５１】
　実施形態３の場合、実施形態２のゴミ流出抑制片１３１Ａｂ5とは異なるゴミ流出抑制
片２３１Ａｂ5が流入口３１Ａｂ4に設けられている。このゴミ流出抑制片２３１Ａｂ5は
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、流入口３１Ａｂ4の上端縁から内側に向かって水平方向へ突出し、さらに下方へ垂れた
倒立Ｌ字形の片である。
【００５２】
　このゴミ流出抑制片２３１Ａｂ5が設けられたことによっても、実施形態２と同様に、
ダストボックス２３１を筐体２から取り外す際のダストＤの流入口３１Ａｂ4からのこぼ
れ落ちを抑制することができる。
【００５３】
（実施形態４）
　図１０は実施形態４の自走式掃除機における集塵部を示す側断面図である。なお、図１
０において、図８中の要素と同様の要素には同一の符号を付している。
　実施形態４の自走式掃除機はその集塵部３３０の構成が実施形態１～３とは異なる以外
、実施形態１～３と同様に構成されている。
【００５４】
　実施形態４の場合、実施形態２のゴミ流出抑制片１３１Ａｂ5に相当するゴミ流出抑制
片３３１Ａｂ5が流入口３１Ａｂ4の下端縁に設けられると共に、実施形態３のゴミ流出抑
制片２３１Ａｂ5に相当するゴミ流出抑制片３３１Ａｂ6が流入口３１Ａｂ4の上端縁に設
けられている。
　実施形態４も、実施形態２および３と同様に、ダストボックス３３１を筐体２から取り
外す際のダストＤの流入口３１Ａｂ4からのこぼれ落ちを抑制することができる。
【００５５】
（実施形態５）
　本発明の自走式掃除機において、実施形態１で説明した回転ブラシ９およびサイドブラ
シ１０は必須構成要件ではないため、これらは省略されてもよい。
【００５６】
（まとめ）
　本発明の自走式掃除機は、下面に設けられた吸込口および後部の左右一方側に設けられ
た排気口を有する自走可能な筐体と、前記吸込口と前記排気口との間に通風経路を介して
設けられた集塵部とを備え、
　前記集塵部は、前記吸込口側に配置されたダストボックスと、前記排気口側に配置され
た電動送風機とを有し、前記ダストボックスと前記電動送風機とが分離可能に構成されて
おり、
　前記集塵部において、前記電動送風機は前記筐体内に配置され、前記ダストボックスは
前記筐体の後部に着脱可能に配置されており、
　前記筐体は、前記ダストボックスを嵌め込む後方開口部と、前記吸込口と前記後方開口
部とを連通する上流側通風経路と、前記排気口と前記後方開口部とを連通する下流側通風
経路と、前記上流側通風経路における前記後方開口部側の第１接続口の周囲に設けられた
第１パッキンと、前記下流側通風経路における前記後方開口部側の第２接続口の周囲に設
けられた第２パッキンとを有し、
　前記電動送風機は、前記下流側通風経路内に配置され、
　前記ダストボックスは、前記第１パッキンを介して前記第１接続口と接続可能な流入口
を有する下ケースと、前記第２パッキンを介して前記第２接続口と接続可能な排出口を有
する上ケースと、前記下ケースの流入口と前記上ケースの排出口との間に設けられたフィ
ルタと、前記下ケースの流入口と前記フィルタとの間に設けられたダスト捕集室とを有し
、
　前記下ケースは、底壁および周囲壁を有し、
　前記上ケースは、上壁および周囲壁を有し、前記下ケースを分離可能に覆うように構成
され、
　前記フィルタにおける前記排出口側の端部が前記排出口よりも低くかつ前記排出口側と
反対側の端部が前記排出口よりも高くなるように、前記下ケースの底壁と前記上ケースの
上壁との間で前記フィルタを傾斜状に保持する。
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　本発明の自走式掃除機は次のように構成されてもよい。
（１）前記筐体は、前記第２パッキンが設けられる箇所に、前方へ向かうにつれて左右方
向へ傾斜する傾斜側面部を有し、
　前記ダストボックスは、前記排出口が設けられる箇所に、前方へ向かうにつれて左右方
向へ傾斜する対向傾斜側面部を有してもよい。
　このようにすれば、ダストボックス装着時に、ダストボックスの対向傾斜側面部におけ
る排出口の周囲を第２パッキンに容易に密着させることができる。この際、筐体側に傾斜
側面部を設け、ダストボックス側に対向傾斜側面部を設けたことにより、ダストボックス
の他の箇所が第２パッキンに擦れて第２パッキンが摩耗したり脱落するという不具合を回
避することができる。
【００６０】
（２）前記ダストボックスは、前記ダストボックス内のダストの前記流入口からのこぼれ
落ちを抑制するダスト落下阻止片が前記流入口に設けられてもよい。
　このようにすれば、床面上でダストボックスを筐体から取り外す際、ダスト落下阻止片
によってダストボックス内のダストが流入口から床面上にこぼれ落ち難くなり、清掃した
床面を汚してしまうミスを抑制することができる。
【００６１】
　なお、開示された実施の形態は、全ての点で例示であって制限的なものではないと考え
られるべきである。本発明の範囲は上述の説明ではなくて特許請求の範囲によって示され
、特許請求の範囲と均等の意味及び範囲内での全ての変更が含まれることが意図される。
【符号の説明】
【００６２】
　２　筐体
　２ｄ　傾斜側面部
　５　後方開口部
　５ａ　第１接続口
　５ｂ　第２接続口
　６　吸込口
　６ａ　上流側通風経路
　７　排気口
　７ａ　下流側通風経路
　８ａ　第１パッキン
　８ｂ　第２パッキン
　３０、１３０、２３０、３３０　集塵部
　３１、１３１、２３１、３３１　ダストボックス
　３１Ａｂ4　流入口
　３１Ａｃ　ダスト捕集室
　３１Ｃ　フィルタ
　３１Ｄａ11　対向傾斜側面部
　３１Ｄａ2　排出口
　３２　電動送風機
　１３１Ａｂ5、２３１Ａｂ5、３３１Ａｂ5、３３１Ａｂ6 ダスト落下阻止片
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