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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】集塵部に開閉式の蓋を設けた電気掃除機におい
て、蓋が閉じた状態を保持するための係合部を、部品点
数を増やすことなく蓋の開閉力を自由に設計できる構造
とした電気掃除機を提供する。
【解決手段】ロック部材１３ｃはダストケースカバー１
３の閉じた状態を確保するものであるが、ロック部材１
３ｃには２つのスリット１３ｆが設けられ、スリット１
３ｆで挟まれた部分のみをたわませて係合させることで
、ダストカバー１３の閉じた状態を確保する。このため
ロック部材１３ｃ全体がたわむ必要がないため、小さな
力でダストケースカバー１３の開閉ができる構造となっ
ている。更に、このスリット１３ｆの深さを変更するこ
とでダストケースカバー１３の開閉力を調整することが
できるため、開閉力を自由に設計できる。
【選択図】図３
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【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、樹脂製の下ケースと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少なくとも一部を隠蔽する樹脂製のカバーを備え、前記樹
脂製のカバーに係合部を設け、前記係合部のたわみが開閉力となる電気掃除機において、
　係合部にスリットが設けられたことを特徴とする電気掃除機。
【請求項２】
　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、前記電動送風機を覆う複数のケースと、前記ケースの少なくとも一部
を隠蔽する樹脂製のカバーを備え、前記樹脂製のカバーに係合部を設け、前記係合部のた
わみが開閉力となる電気掃除機において、
　係合部にスリットが設けられたことを特徴とする電気掃除機。
【請求項３】
　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、樹脂製の下ケースと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少なくとも一部を隠蔽する樹脂製のカバーを備え、前記樹
脂製のカバーに係合部を設け、前記係合部のたわみが開閉力となる電気掃除機において、
　係合部の両脇にスリットが設けられたことを特徴とする電気掃除機。
【請求項４】
　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、前記電動送風機を覆う複数のケースと、前記ケースの少なくとも一部
を隠蔽する樹脂製のカバーを備え、前記樹脂製のカバーに係合部を設け、前記係合部のた
わみが開閉力となる電気掃除機において、
　係合部に両脇にスリットが設けられたことを特徴とする電気掃除機。
【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ものである。
【背景技術】
【０００２】
　集塵部に開閉式の蓋を設けた電気掃除機において、蓋を閉じた状態を保持するために係
合を利用している。この係合部は集塵部を覆う蓋と一体であり、幅広の板状リブで構成し
板状リブをたわませたものが提案されている。（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】特許第４９２０５０３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１に記載の電気掃除機では、幅広の板状リブで寸法を安定させることで開閉力
も安定させている。また、板状のリブは広いほど寸法精度は上がり遊びは少なくすること
ができる。しかし、幅広のリブでは、たわみ難くなり開閉力も大きくなる。また、開閉力
を小さくするにはリブ幅を狭めるため、開閉力も不安定となってしまう恐れがある。
【０００５】
　そこで本発明では、部品点数を増やすことなく軽量化につながり、蓋の開閉力を自由に
設計できる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】
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　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、樹脂製の下ケースと、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を隠蔽する樹脂製のカバーを備えた電気掃除機
において、開閉式の樹脂製のカバーに係合部を設け、係合部のたわみが開閉力となり、係
合部に設けられたスリットで自由に開閉力を調整できることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、蓋の開閉力を自由に設計できる軽量化に優れた電気掃除機を提供する
ことができる。
【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。
【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】（ａ）はダストケースカバーの外側、（ｂ）は内側からの斜視図である。
【図５】掃除機本体の背面図である。
【図６】上ケースの平面図である。
【図７】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８】図７に示す掃除機本体の背面図である。
【図９】掃除機本体の縦断面図である。
【図１０】掃除機本体の縦断面図において集塵部の風の流れを示した図である。
【図１１】ケースの斜視図である。
【図１２】（ａ）は図９のＡ－Ａ線断面図、（ｂ）は（ａ）のＥ－Ｅ線断面図、（ｃ）は
（ａ）のＥ－Ｅ線断面図である。
【図１３】図９のＢ－Ｂ線断面図である。
【図１４】図９のＣ－Ｃ線断面図である。
【図１５】車輪の断面図である。
【図１６】別体ハンドルを示す正面図である。
【図１７】別体ハンドルを示す分解斜視図である。
【図１８】ハンドルカバーを裏側から見たときの背面図である。
【図１９】（ａ）は図１４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１７
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（集塵蓋）１３および排気カバー１４を備えている
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。
【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、電動送風機１５を収納するケース１６、コードリール１７、電動送風
機１５（図９参照）を制御する制御基板１８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１９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
７および制御基板１８が配置され、前後方向の略中央より前側に集塵部１９が配置されて
いる。電動送風機１５とコードリール１７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１７が配置されている。制御基板１８は、電動送風機１５を
収容しているケース１６の上部に配置されている。集塵部１９の上縁部には、環状に蓋パ
ッキン１９ａが取り付けられている。なお、図３では、未使用の紙パック２２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１７および制御基板１８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
ドリール１７の電源コード１７ｂ（図９参照）を巻き取る際に押圧される巻取ボタン２３
が設けられている。この巻取ボタン２３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１９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が略円筒の上向きに凸状に形成されている。
【００１７】
　ダストケースカバー１３の外面１３ａは微小な凹凸が複数集まり面を構成しているが、
この微小な凹凸は不定形な三角形の片であり、隣り合う三角形の集まりで面を構成し、ダ
ストケースカバー１３の外面を略全面に渡り覆っている。また、この外面１３ａは塗装を
施してあり意匠性を高めている。この外面１３ａはダイヤモンドのカットで知られるよう
に光をあらゆる角度に反射するため、見る角度を変化させても常に光を反射させることが
できる。
【００１８】
　排気カバー１４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、
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、Ａ
ＢＳ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。
【００１９】
　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。
【００２０】
　また、排気カバー１４は、巻取ボタン２３の操作面を露出させる開口部１４ｂと、接続
プラグ１７ｃ（図５参照）が引き出されるプラグ引出口１４ｃと、外部に排気するための
排気口１４ｄと、を有している。
【００２１】
　図３は、掃除機本体においてダストケースカバー１３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１９の蓋パッキン１９
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ａに沿って突出するリブ１３ｂが形成されている。また、ダストケースカバー１３の裏面
には、ホース口２１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。
【００２２】
　上ケース１２の上部には、排気カバー１４の近傍に、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。
【００２３】
　図４はダストケースカバー１３の斜視図であり、図４（ａ）はダストケースカバーの外
側、図４（ｂ）は内側からの斜視図である。
ダストケースカバー１３の内面１３ｄは樹脂の厚みが均一になるように外面１３ａの微小
な凹凸に追従する面となっており、微小な凹凸で生じる高低差分の樹脂を減らすことで軽
量となる。また、微小な凹凸の繰り返しは、略ハニカム構造であるため平滑な面に比べて
剛性が高いものとなっている。これによりダストケースカバー１３の樹脂の肉厚を従来よ
りも薄くすることが可能なため軽量化となっている。
【００２４】
　なお、本実施形態では、微小な凹凸を不定形な三角形で略全面に施したものを例に挙げ
て説明したが、不定形のみだけでなく一部定形にすることや定形のみで構成したり、三角
形と三角形以外の形状の組合せや三角形以外で構成したり、外面１３ａの略全面でなく一
部に設けてもよく内面１３ｄについても同様であり、このような多種の方法を選択できる
。また、内面１３ｄにも微細な凹凸を設けることは金型製作にも時間がかかるため、微細
な凹凸を設けず平滑な面を適用してもよい。微小な凹凸は多角形（三角形、四角形、五角
形、六角形など）のみや、色々な多角形の組み合わせで構成してもよい。
　また、微小な凹凸はダストケースカバー１３で適用しているが、他の部品に適用しても
よい。
【００２５】
　ダストケースカバー１３のロック部材１３ｃは、ダストケースカバー１３を閉じた状態
でホース口２１のねじ穴２１ｃを隠すことができる。また、ロック部材１３ｃはダストケ
ースカバー１３の閉じた状態を確保するものであり、係合部は小さいもので構わない。ダ
ストケースカバー１３とロック部材１３ｃは一体の樹脂製であることから、開閉時にはそ
の特性でたわませることができ、ロックとアンロックを繰り返し行うことができる。
【００２６】
　また、ダストケースカバー１３の開閉には、ダストケースカバー１３の前方向の先端に
手をかけて行うが、この際にロック部材１３ｃに無意識に指が触れるおそれがある。この
場合はロック部材１３ｃがたわむことを阻害されるため、ダストケースカバー１３を開く
ことができなくなる。そこでロック部材１３ｃの前方にはリブ１３ｅを設け、ダストケー
スカバー１３を開く際にロック部材１３ｃに指が触れることを防止している。
【００２７】
　なお、ロック部材１３ｃは幅広のため、たわみ難いものとなっている。このロック部材
１３ｃはリブであり、その根元のみを薄くする（図示せず）ことでたわみ易いものとなっ
ている。また、ロック部材１３ｃにはスリット１３ｆが設けられ、ロック部材１３ｃのリ
ブ全体がたわまなくてもスリット１３ｆで挟まれた係合する部分のみをたわませることが
できるため、小さな力でダストケースカバー１３の開閉ができる構造となっている。この
スリット１３ｆの深さを変更することでダストケースカバー１３の開閉力を調整すること
ができるため、開閉力を自由に設計できる。
【００２８】
　集塵部１９は、ホース口２１に形成されたホース接続口２１ｂと連通するとともに、電
動送風機１５（図２、８参照）が収納される空間とフィルタ１９ｂ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。
【００２９】
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　図５は、掃除機本体の背面図である。
　図５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２０ａ，２０ａ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
る車輪２０ｂが取り付けられている。
【００３０】
　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
、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１４ａ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。
【００３１】
　図６は、上ケースの平面図である。
　図６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。
【００３２】
　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１７ｃ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１７ｂが引き出される孔１２ｈ１が形成されてい
る。
【００３３】
　また、上ケース１２は、ガラス繊維を含有するガラス繊維強化プラスチックによって形
成されたものであり、ガラス繊維が含まれていない樹脂であるＡＢＳ樹脂と比較して、高
剛性を有するものである。また、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。
【００３４】
　図７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７
では、コードリール１６の電源コード１７ｂの図示を省略している。
　図７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を収容しているケース１６（図２、８参照）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の側に抜ける風路として構成されている
。
【００３５】
　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１９を含むＰＰ
樹脂製（ガラス繊維を含まない）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に取り付けられるガラス繊維入り樹脂製の上ケース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ＡＢＳ樹脂製（ガラス繊維を含まない）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、ガラス繊維入り樹脂製の上
ケース１２を適用することで、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、ガラス繊維入り樹脂製の上ケース１２で隠蔽することで、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、ＡＢＳ製のダストケースカバー１３とＡＢＳ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利用することで、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。
【００３６】
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　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。
【００３７】
　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。
【００３８】
　図８は、図７に示す掃除機本体の背面図である。
　図８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１２ｎ１，１２ｎ１，１２ｎ２，１２ｎ２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２，８参照）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。
【００３９】
　図９は、掃除機本体の縦断面図である。
　図９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１６と、を備えて構成されている。
【００４０】
　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
１９からの排気を吸引する吸気口１５ｅが形成されている。また、ファンモータ部１５ｄ
は、防振ゴム１５ｆを介して合成樹脂製のケース１６内に収容されている。ケース１６は
、下ケース１１内にねじ固定されている。
【００４１】
　図１０は、掃除機本体の縦断面図において集塵部の風の流れを示した図である。
　電動送風機１５により吸引された塵埃などは集塵部１９に収容された紙パック２２を通
過する。この時の風の流れが白抜き矢印（矢印Ｒ１参照）で示している。吸引された塵埃
などは紙パック２２の内部にたまるため、紙パック２２は集塵部１９内で大きく膨らみ、
塵埃などで一杯になった紙パック２２は交換時期を迎える。
【００４２】
　紙パック２２の交換はダストケースカバー１３を開き、集塵部１９より上方へ取り出す
。紙パック２２には塵埃の取込口２２ａがあり、取り出す際に取込口２２ａをシール２２
ｂによりふさいで塵埃などの飛び散りやこぼれを防止することができる。シール２２ｂは
紙パック２２を取り出す動きに合わせて、取込口２２ａをふさぐように連動するため、手
を軽く添えるだけでシール２２ｂを貼り合わせて取込口２２ａをふさぐことができる。ま
た、シール２２ｂは取込口２２ａを覆うことができる大きさが必要である。
【００４３】
一方、塵埃などで一杯になった紙パック２２では矢印Ｒ１の風の流れが減少しても、矢印
Ｒ２を通過する風の流れがあり、紙パック２２が塵埃などで一杯になっても吸引力を持続
することができる。矢印Ｒ２ｂは紙パック２２の上方に位置するダストケースカバー１３
のリブ１３ｇの根元が風路となっている。リブ１３ｇがあるため紙パック２２がダストケ
ースカバー１３の内面１３ｄに張り付くのを抑えるため空間が確保でき、これが矢印Ｒ２
ｂの風路となっている。また、矢印Ｒ２ｃは紙パック２２の後側を通る風路となっている
。
【００４４】
　矢印Ｒ２の風路上にはシール２２ｂがあり流れを阻害してしまう位置にある。そこでシ
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ール２２ｂは前後方向の略半分の位置で折り曲げられて収納している。これにより矢印Ｒ
２ａ上のシール２２ｂで風路をふさがない構造となっている。また、折り曲げられたシー
ル２２ｂは、紙パック２２の取出しに合わせて取込口２２ａをふさぐ動きも阻害しないも
のとなっている。これによりシール２２ｂが付いた紙パック２２を搭載しても矢印Ｒ２の
流れにより、紙パック２２の交換時期を延ばすことが可能となっている。
【００４５】
　図１１は、ケース１６の斜視図であり、網掛け部は防振ゴム１５ｇが収納される箇所１
６ａを示す。ケース１６は、略円筒形状の円筒形状部１６ｅと、排気部１６ｄと、を有す
る。円筒形状部１６ｅの底面部１６ｆには、平坦部１６ｆ１と、平坦部１６ｆ１よりもケ
ース１６の内側に突出した凸部１６ｂと、１６ｂで囲まれた箇所１６ａと、を有する。
　箇所１６ａは、略長方形状の開口である。凸部１６ｂは、略長方形の環状であるが、一
部に切欠き１６ｃを有する。本実施形態では、切欠き１６ｃは略長方形の対角線上に２部
分ある。言い換えると、凸部１６ｂは２部分あり、それぞれ、長方形の１短辺と１長辺の
部分を形成するものであり、その２部分の間に切欠き１６ｃがある。
【００４６】
　図１２（ａ）は図９のＡ－Ａ線断面図である。図９に示すように電動送風機１５は防振
ゴム１５ｇを介し、ケース１６内に収納されている。図１２（ａ）に示すように防振ゴム
１５ｇはケース１６の略環状の凸部１６ｂに四方を囲まれるように配置され、凸部１６ｂ
の内側側面で回転方向に動くことを抑制している。また、凸部１６ｂの前面側の天面で防
振ゴム１５ｇを受けることで、前後方向の動きも抑制される。この凸部１６ｂをリブで代
替えすると、落下衝撃に耐えるようリブの補強と肉厚にする必要があり質量増加とヒケ及
びショートショットとなるため、本実施例のように厚みのある袋状とした凸形状が好まし
い。なお、複数のリブなどとすることで、質量増加やヒケやショートショットなどの問題
を解決することが出来る可能性はある。
【００４７】
　凸部１６ｂは防振ゴム１５ｇの周囲を囲むように略環状に形成されているが、切欠き１
６ｃにより、略長方形状の角部を一部切欠くような構造としている。この切欠き１６ｃに
より、防振ゴム１５ｇとケース１６の凸部１６ｂとの接触面積を減らすことができ、電動
送風機１５からケース１６への振動の伝播を低減することができる。図１２（ｂ）は図１
２（ａ）のＥ－Ｅ線断面図であり凸部１６ｂと防振ゴム１５ｇが接触している構造を示し
ている。一方、図１２（ｃ）は図１２（ａ）のＤ－Ｄ線断面図であり、切欠き１６ｃを横
切るよう断面したため凸部１６ｂがなく防振ゴム１５ｇと接触していない。また、切欠き
１６ｃは全周を囲むより体積を減らすことができるため、軽量化することができる。
【００４８】
　また、切欠き１６ｃのうちの一つ（図１１では左下に位置する切欠き１６ｃ）が排気部
１６ｄの方向を向いている。このように、切欠き１６ｃの少なくとも一か所を排気部１６
ｄの方向に設けたことで、本体損失の低減となり、かつ排気部１６ｄに設けるフィルタ２
４へ滑らかに排気することができる。
【００４９】
　また、ケース１６は、前記切欠き１６ｃとケース１６内部を略円筒とすることで、容積
を広げ、排気部１６ｄ及びフィルタ２４への排出路もフィルタ２４の形状に近づけるよう
に広げた。これらによりケース１６内での排気の滞りを防ぎ損失低減を図り吸込仕事率を
向上することができる。
【００５０】
　掃除機本体２は、下ケース１１の前端下面（ホース接続口２１ｂ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２１ｃが形成
されている。
【００５１】
　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
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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。
【００５２】
　また、ケース１６の上部には、各種の電気部品１８ａが設けられた基板１８ｂからなる
制御基板１８がねじと爪により取り付けられている。基板１８ｂの上面に、電気部品１８
ａが設けられている。制御基板１８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。
【００５３】
　コードリール１７は、コード１７ｂを巻き取りまたは繰り出すリール部１７ａ、商用電
源に接続される電源コード１７ｂを備えて構成されている。リール部１７ａは、回転軸１
７ｇ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
。
【００５４】
　図１３は、図９のＢ－Ｂ線断面図である。
　図１３に示すように、電動送風機１５は、ケース１６の右側面（図示左側）に排気部１
６ｄが形成されている。この排気部１６ｄには、空気清浄用のフィルタ２４が取り付けら
れている。フィルタ２４としては、ＨＥＰＡフィルタ（High Efficiency Particulate Ai
r Filter）やＵＬＰＡフィルタ（Ultra Low Penetration Air Filter）などである。
【００５５】
　また、図１３の白抜き矢印で示すように、排気部１６ｄから出た排気は、上方に向けて
流れ（矢印Ｒ３参照）、制御基板１８を右方向から左方向に向けて流れた後（矢印Ｒ４参
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Ｒ５参照）構成
されている。なお、電動送風機１５の後方には、リール部１７ａの円板１７ａ１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１６ｄから出た排気が、コードリー
ル１７に向けて直接に流れ込まないようになっている。
【００５６】
　図１４は、図９のＣ－Ｃ線断面図である。なお、図１４では、電源コード１７ｂのコー
ド部分の図示を省略し、接続プラグ１７ｃのみを図示している。
　図１４に示すように、前記した連通孔Ｓ１（図１３参照）を通過した排気（矢印Ｒ６参
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１７（図９参
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Ｒ７参照）。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Ｒ８参照）。
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１７ｂが挿通され
るプラグ引出孔１４ｃと電源コード１７ｂとの隙間から外部に排出される（矢印Ｒ９参照
）。
【００５７】
　図１５は、車輪の断面図である。車輪２０ａはＰＰ樹脂で形成されており、円板形状の
車輪本体２０ｃ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２０ｄが形
成されている。また、車輪本体２０ｃの外面のほぼ全体には、傷つきが目立たないように
シボ加工が施してある。
【００５８】
　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１７とを前後に配置し（図９参照）、電動送風機１５の側面に排気部１６ｄを
設けたことで、空気清浄用のフィルタを搭載しながら、本体の左右幅を小さく構成できる
。
【００５９】
　また、電気掃除機１では、排気部１６ｄを電動送風機１５の側面に設けることで、電動
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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１８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１８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。
【００６０】
　また、電気掃除機１では、電動送風機１５の上部に制御基板１８が配置されるとともに
、電動送風機１５を挟んで排気部１６ｄ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１８を
効率的に冷却することができる。
【００６１】
　また、電気掃除機１では、電動送風機１５の周囲が、ケース１６、上ケース１２と排気
カバー１４とによって３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。
【００６２】
　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。
【００６３】
　次に、別体ハンドル３０について、図１６ないし図１９を参照して説明する。図１６は
、別体ハンドルを示す正面図、図１７は、別体ハンドルを示す分解斜視図、図１８は、ハ
ンドルカバーを裏側から見たときの背面図、図１９（ａ）は図１６のＦ－Ｆ線断面図、（
ｂ）は（ａ）のＧ－Ｇ線断面図、（ｃ）は（ａ）のＨ－Ｈ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。
【００６４】
　図１６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。
【００６５】
　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。
【００６６】
　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。
【００６７】
　図１７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。
【００６８】
　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。
【００６９】
　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。
【００７０】
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　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。
【００７１】
　図１８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。
【００７２】
　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１６参照）が螺合するボス３５ｅが形成されている。
【００７３】
　図１７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。
【００７４】
　図１９（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。
【００７５】
　図１９（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。
【００７６】
　図１９（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。
【００７７】
　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。
【００７８】
　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と、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
ねりや開き方向の力に対して強く固定することができる。
【００７９】
　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１７を備えた場合を例に挙げて説明したが、コードリール１７を備えない掃除機本
体２に適用してもよい。
【００８０】
　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。
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【符号の説明】
【００８１】
　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）
　１３ａ　外面
　１３ｃ　ロック部材
　１３ｄ　内面
　１３ｆ　スリット
　１３ｇ　リブ
　１４　　排気カバー
　１４ｄ　排気口
　１５　　電動送風機
　１５ｇ　防振ゴム
　１６　　ケース
　１７　　コードリール
　１８　　制御基板
　１９　　集塵部
　２２　　紙パック
　２２ｂ　シール（紙パックの蓋）

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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【図１７】 【図１８】
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