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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電動送風機を収容した掃除機本体と、
　前記電動送風機の吸込側に連通可能な第１風路と、
　外気と前記電動送風機の吸込側とを連通可能で前記第１風路と一部が共通の第２風路と
、
　これら第１風路と第２風路との共通部分に配置され、塵埃を空気から分離する分離部と
、
　前記第１風路と前記第２風路との共通部分で、かつ、前記第１風路および前記第２風路
での前記分離部の下流側に配置され、この分離部で分離された塵埃の一部を捕集する集塵
部と、
　フィルタを備え、前記第１風路と前記第２風路との共通部分であるとともに、前記第１
風路での前記集塵部の下流側で、かつ、前記第２風路の前記分離部の上流側に配置された
フィルタ装置と、
　前記フィルタの前記第１風路での下流側に位置する塵落とし体と、
　少なくとも掃除の際に前記第１風路を前記電動送風機の吸込側に連通させ、少なくとも
掃除終了の際に前記第２風路を前記電動送風機の吸込側に連通させる切換部とを具備し、
　前記フィルタは、最上流にフッ素樹脂層を有し、このフッ素樹脂層の下流側に０．１５
μｍの塵埃を９９．９９９５％以上捕集可能な高性能捕集層を有するとともに、最下流に
複数のポリエステル層を有し、前記フッ素樹脂層および最下流の前記ポリエステル層が耐
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水性を有し、かつ、捕集した塵埃を、前記塵落とし体により下流側を弾いて振動を与えて
剥がすとともに、この剥がした塵埃を、前記第２風路を通過する空気を上流側に沿って流
して運ぶことにより除去可能である
　ことを特徴とした電気掃除機。
【請求項２】
　分離部は、塵埃を慣性により空気から分離する
　ことを特徴とした請求項１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、微細塵を捕集する高性能捕集層を備えた電気掃除機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、例えばクリーンルームなどの掃除に用いられる電気掃除機は、電動送風機を収容
した掃除機本体を備えている。この掃除機本体には、電動送風機の吸込側に脱臭用の濾過
フィルタユニットが配置され、かつ、電動送風機の排気側に、ＨＥＰＡフィルタ(High Ef
ficiency Particulate Air Filter)、あるいはＵＬＰＡフィルタ(Ultra Low Penetration
 Air Filter)などの、微細塵を含むガスを捕集する高性能捕集層である高性能フィルタが
配置されている(例えば、特許文献１参照。)。
【特許文献１】特開２００８－１２３７１号公報(第８頁、図２)
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、上述の電気掃除機では、高性能フィルタを電動送風機の排気側に配置し
ているため、微細塵などが経時的に電動送風機の吸込側に溜まり、臭気が発生するという
問題点を有している。
【０００４】
　一方で、高性能フィルタを単に電動送風機の吸込側に配置すると、高性能フィルタが目
詰まりしやすく、電気掃除機としての実用性に乏しいという問題点がある。
【０００５】
　本発明は、このような点に鑑みなされたもので、経時的な臭気の発生を抑制できる電気
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】
　本発明は、電動送風機の吸込側に連通可能な第１風路と、外気と電動送風機の吸込側と
を連通可能で第１風路と一部が共通の第２風路と、これら第１風路と第２風路との共通部
分に配置され、塵埃を空気から分離する分離部と、第１風路と第２風路との共通部分で、
かつ、第１風路および第２風路での分離部の下流側に配置され、この分離部で分離された
塵埃の一部を捕集する集塵部と、フィルタを備え、第１風路と第２風路との共通部分であ
るとともに、第１風路での集塵部の下流側で、かつ、第２風路の分離部の上流側に配置さ
れたフィルタ装置と、フィルタの第１風路での下流側に位置する塵落とし体と、少なくと
も掃除の際に第１風路を電動送風機の吸込側に連通させ、少なくとも掃除終了の際に第２
風路を電動送風機の吸込側に連通させる切換部とを具備し、フィルタは、最上流にフッ素
樹脂層を有し、このフッ素樹脂層の下流側に０．１５μｍの塵埃を９９．９９９５％以上
捕集可能な高性能捕集層を有するとともに、最下流に複数のポリエステル層を有し、フッ
素樹脂層および最下流のポリエステル層が耐水性を有し、かつ、捕集した塵埃を、塵落と
し体により下流側を弾いて振動を与えて剥がすとともに、この剥がした塵埃を、第２風路
を通過する空気を上流側に沿って流して運ぶことにより除去可能であるものである。
【発明の効果】
【０００７】
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　本発明によれば、第１風路での集塵部の下流側で、かつ、第２風路の分離部の上流側に
配置され、捕集した塵埃を、塵落とし体により下流側を弾いて振動を与えて剥がすととも
に、この剥がした塵埃を、第２風路を通過する空気を上流側に沿って流して運ぶことによ
り除去可能なフィルタ装置のフィルタが、最上流にフッ素樹脂層を有し、このフッ素樹脂
層の下流側に０．１５μｍの塵埃を９９．９９９５％以上捕集可能な高性能捕集層を有す
るとともに、最下流に複数のポリエステル層を有することで、臭気を発生させる微細塵な
どを電動送風機の吸込側にてフィルタ装置のフィルタで捕集し、かつ、このフィルタに捕
集した塵埃を第２風路に切り換えた際に除去するので、臭気を発生させる微細塵などが各
風路中に経時的に溜まりにくいとともに、フッ素樹脂層および最下流のポリエステル層が
耐水性を有するので、フィルタを水洗いして微細塵を確実に除去でき、経時的な臭気の発
生を抑制できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　以下、本発明の一実施の形態の電気掃除機の構成を図１ないし図９を参照して説明する
。
【０００９】
　図９において、11はいわゆるキャニスタ型の電気掃除機を示し、この電気掃除機11は、
管部12と、この管部12が着脱可能に接続される掃除機本体13とを有している。
【００１０】
　管部12は、掃除機本体13に接続される基端側に対して先端側が前方へ屈曲した接続管部
15と、この接続管部15の先端側に連通する可撓性を有するホース体16と、このホース体16
の先端側に設けられた手元操作部17と、この手元操作部17の先端側に着脱可能に接続され
る延長管18と、この延長管18の先端側に着脱可能に接続される吸込口体としての床ブラシ
19とを備えている。
【００１１】
　手元操作部17には、把持部21がホース体16側へと突出し、この把持部21には、操作用の
設定ボタン22が複数設けられている。
【００１２】
　また、掃除機本体13は、図７ないし図９に示すように、本体ケース25を備え、この本体
ケース25の内部には、隔壁26が設けられ、この隔壁26の後側に、電動送風機27(図２)を収
容する図示しない電動送風機室、および、電源コード31を出し入れ可能に巻回した図示し
ないコードリールを収容するコードリール室がそれぞれ区画されているとともに、隔壁26
の前側に、電動送風機27の吸込側に連通する本体集塵室35が区画され、この本体集塵室35
に、集塵装置としての集塵カップ36が着脱可能に配置されている。
【００１３】
　本体ケース25は、例えば合成樹脂などにより形成され、上側が開口した下ケース41と、
この下ケース41の上側後部である電動送風機室およびコードリール室を覆う上ケース42と
、この上ケース42あるいは下ケース41に対して上下方向に回動可能に軸支され本体集塵室
35を開閉可能とする本体蓋43とを備えている。そして、下ケース41の両側方には、掃除機
本体13の走行用の大径の走行輪44(一方のみ図示)が回転自在に軸支されている。
【００１４】
　上ケース42は、後部に、電動送風機室の下流側に連通する排気口46(図２)と、電源コー
ド31を本体ケース25の外部に導出するための図示しないコード導出口とがそれぞれ開口形
成されている。
【００１５】
　本体蓋43は、後端側が回動可能に軸支されている。また、この本体蓋43には、接続管部
15が接続される本体吸込口48を備えた回転部49が周方向に回転可能に設けられている。さ
らに、本体吸込口48は、前方上側に向けて開口形成されている。
【００１６】
　電動送風機27は、電源コード31を介して電源から給電されることにより、設定ボタン22
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で設定された所定の動作モードで動作して管部12を介して空気とともに塵埃を吸い込むも
のである。そして、この電動送風機27は、前側を吸込側、後側を排気側として電動送風機
室内に配置され、本体ケース25全体として後側に偏って位置している。
【００１７】
　そして、集塵カップ36は、図３ないし図６および図８に示すように、塵埃分離本体部と
しての塵埃分離ユニット51と、集塵部ユニット52とを備えている。
【００１８】
　図３ないし図５に示すように、塵埃分離ユニット51は、塵埃分離部54と、この塵埃分離
部54の後部に一体に設けられたフィルタ取付部55とを有している。
【００１９】
　塵埃分離部54は、吸込管部としての角筒状の案内風路管57が、左右方向の略中央部に上
向きに形成され、この案内風路管57の一側に略円筒状の分離部としての分離室部58が形成
され、この分離室部58の上側で案内風路管57の前方に集塵部ユニット52の上流側に連通す
る導風管部59が形成され、案内風路管57の他側に集塵部ユニット52の上流側に連通する連
通管部60が形成され、かつ、案内風路管57の下方に接続風路部61が形成されている。
【００２０】
　案内風路管57は、塵埃分離ユニット51を本体ケース25の本体集塵室35に装着した状態で
本体吸込口48(図９)の下流側に気密に接続されて塵埃を空気とともに吸い込む吸込接続口
64を上端部に備え、かつ、下端部が分離室部58の上部後側に、この分離室部58の内周面に
沿って空気を導くように接線方向に沿って連通している。そして、吸込接続口64には、第
１開閉部材としての接続口開閉弁65(図２)が取り付けられている。
【００２１】
　分離室部58は、空気を旋回させることで慣性を用いて空気から塵埃を分離する、いわゆ
るサイクロン分離部であり、左右幅方向に沿って軸方向を有しており、中心軸位置に接続
風路部61に連通する円形状の開口66が中央部に形成され、この開口66に、旋回流の中心と
なる例えば五角錐形状の塵埃分離手段67が取り付けられている。また、この分離室部58の
開口66の周囲には、接続風路部61に連通する複数の延命用開口68が形成され、これら延命
用開口68には、それぞれメッシュフィルタ69が取り付けられている。さらに、分離室部58
の周壁部の下部には、連通開口部としての塵埃戻し開口71が開口形成され、この塵埃戻し
開口71には上流側と下流側との圧力差により開閉する第２開閉部材としての開口開閉弁72
が取り付けられているとともに、この塵埃戻し開口71は、塵埃分離部54と一体的に形成さ
れた連通風路73と連通している。また、この分離室部58の周壁部の上部前側には、導風管
部59の上流側に連通する図示しない導入開口が形成されている。そして、この分離室部58
は、蓋76により開閉可能となっている。
【００２２】
　塵埃分離手段67は、分離室部58内で周囲に沿って空気を旋回させることで塵埃を遠心分
離するための部分であり、開口66に連通する連通開口78を外周面に複数備え、これら連通
開口78を覆ってネットフィルタ79が設けられている。
【００２３】
　連通風路73は、分離室部58の後部下側からフィルタ取付部55の下部に亘って前後方向に
略水平状に形成され、このフィルタ取付部55内に連通している。
【００２４】
　導風管部59は、水平方向に沿って形成され、分離室部58と反対側の端部に、集塵部ユニ
ット52の上流側に気密に接続される導風開口81が形成されている。
【００２５】
　連通管部60は、塵埃分離部54の側部に集塵部ユニット52の下流側に連通する側部開口83
が開口形成されているとともに、本体集塵室35の底部に位置し隔壁26側に連通する接続開
口84に気密に接続される下部開口85が開口形成され、この下部開口85を覆って内部に塵埃
捕集手段としての微細塵フィルタ86が配置されている。この微細塵フィルタ86は、前後方
向に沿って山部および谷部が左右幅方向に交互に形成されたプリーツ状のフィルタである
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。また、接続開口84の下部には、上流側と下流側との圧力差によって開閉する第３開閉部
材としてのフラップ状の接続開口開閉弁87が取り付けられている。
【００２６】
　接続風路部61は、前後方向に沿って形成され、フィルタ取付部55へと連通している。
【００２７】
　また、フィルタ取付部55は、前端を形成する正面視略半円形状の区画壁としての前壁部
88と、この前壁部88の外周縁部から後方へと突出した突出部89とを有し、後端部が開口さ
れて隔壁26に対向しており、内部にフィルタ装置としてのプリーツフィルタ体90が着脱可
能となっている。
【００２８】
　前壁部88は、塵埃分離部54と一体的に形成されており、連通管部60の下流側と連通する
第１接続開口92と接続風路部61の下流側と連通する第２接続開口93とが隔壁部94を介して
互いに隣接して下側寄りの位置に開口形成されている。また、この前壁部88には、第１接
続開口92および第２接続開口93の一部を開閉するための第４開閉部材としての接続開閉弁
95が回動可能に取り付けられている。
【００２９】
　この接続開閉弁95は、前壁部88の前側に位置する駆動部97と、この駆動部97と一体的で
前壁部88の後部に位置する弁本体98とを備えている。
【００３０】
　駆動部97は、中心角が約９０°程度の扇形状に形成されており、前壁部88に対して左右
９０°程度回動可能となるように軸部97aで軸支されている。この軸部97aは、接続口開閉
弁65(図２)の回動軸と連結され、各弁65，95の開閉が連動するように構成されている。さ
らに、この駆動部97の円弧状の周縁部近傍の一部には、ギヤ歯部97bが形成されている。
【００３１】
　弁本体98は、接続開口92，93を開閉する板体であり、駆動部97の回動に伴って前壁部88
の背面側を摺動して回動するように構成されている。また、この弁本体98は、弁部98aと
、この弁部98aに対して軸部97aと反対側に位置する長手状の弁開閉部98bとを備えている
。また、弁部98aには、正面視で略三角形状の穴部98cが開口形成されている。この穴部98
cは、弁本体98が接続開口92，93の後部の位置まで回動した状態で、第２接続開口93の一
部を開口させるものである。
【００３２】
　突出部89は、水平方向に沿って形成されフィルタ取付部55の上部を区画する上部突出部
89aと、この上部突出部89aの下部に連続し、フィルタ取付部55の底部側を形成する略円弧
状の下部突出部89bとを有している。
【００３３】
　上部突出部89aには、左右方向に長手状でかつ上方に向けて突出する上部突出部99が形
成され、この上部突出部99には、プリーツフィルタ体90の上部でかつ上流すなわち前面側
に位置して、外気を導入するための流入口としての外気導入口100が開口形成されている
。
【００３４】
　一方、下部突出部89bの一側には、連通風路73に連通する廃棄口103が一側に形成されて
いる。なお、以下、外気とは、集塵カップ36の外部に位置する空気をいい、必ずしも掃除
機本体13の外部の空気をいうものではなく、電動送風機27の排気風なども含むものとする
。
【００３５】
　外気導入口100は、外気とフィルタ取付部55内とを連通可能なもので、プリーツフィル
タ体90の上方に位置し、左右方向に複数の図示しない小型導入口に区画されている。また
、この外気導入口100には、全体を覆って開閉部材としての流入口開閉手段すなわち第５
開閉部材である開閉弁105が取り付けられている。
【００３６】
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　小型導入口は、外側(上流側)である上側からフィルタ取付部55内(下流側)である下側へ
向かって、徐々に開口面積が小さくなるように、換言すれば風路面積が絞られるように形
成されている。
【００３７】
　開閉弁105は、横長に形成され、ヒンジ部105aを介してフィルタ取付部55の上側に前後
方向に回動可能に軸支されている。また、この開閉弁105は、接続開閉弁95の弁部95aによ
る接続開口92，93の開閉に連動して、外気導入口100を開閉するように構成されている。
さらに、この開閉弁105の下部には、図示しないリブが突出して設けられており、接続開
閉弁95の弁部98aが接続開口92，93側へと移動した状態で、接続開閉弁95の弁開閉部98bの
先端側がリブに下側から当接することにより、開閉弁105が付勢に抗して上方へと押し上
げられ、外気導入口100を開くように構成されている。
【００３８】
　廃棄口103は、プリーツフィルタ体90の下側の側方に配置されている。
【００３９】
　また、プリーツフィルタ体90は、図４に示すように、捕集手段としてのフィルタである
プリーツフィルタ106がフィルタ取付部55に取り付け可能なフィルタ枠部107に保持されて
構成されている。
【００４０】
　プリーツフィルタ106は、図１(b)に示すように、交互に形成された複数の山谷部による
プリーツ形状すなわち溝部であるプリーツ部108により表面積を確保した細塵捕集用の表
面集塵フィルタであり、プリーツフィルタ体90をフィルタ取付部55に取り付けた状態で第
１接続開口92および第２接続開口93の一部を覆い、かつ、プリーツ部108が上下方向に沿
うように配置されている。また、プリーツフィルタ106は、上部全体の前端部が外気導入
口100の下方に対向するように配置されている。換言すれば、プリーツフィルタ106のプリ
ーツ部108は、外気導入口100からの外気の導入方向に沿うように形成されている。したが
って、廃棄口103は、外気導入口100から吸い込んだ外気のプリーツフィルタ106のプリー
ツ部108に沿った下流側に位置している。
【００４１】
　ここで、プリーツフィルタ106は、図１(a)に示すように、上流側から下流側へと、複数
、例えば５つの層を有している。具体的に、プリーツフィルタ106の最上流には、フッ素
樹脂層であるＰＴＦＥ(Poly Tetra Fluoro Ethylene)層106aが配置され、このＰＴＦＴ層
106aの下流側に、不織布層106bを介して高性能捕集層106cが配置され、この高性能捕集層
106cの下流側である最下流に、複数、例えば２層のポリエステル層106d，106eを備えてい
る。
【００４２】
　ＰＴＦＥ層106aおよびポリエステル層106eは、良好な耐水性を有している。このため、
プリーツフィルタ106は、水洗いが可能となっている。また、これらＰＴＦＥ層106aおよ
びポリエステル層106eは、所定以上の剛性、例えば不織布層106bおよび高性能捕集層106c
よりも大きい剛性を有し、捕集した塵埃である微細塵を表面から除去しても壊れにくいよ
うに構成されている。
【００４３】
　不織布層106bは、ＰＴＦＥ層106aと高性能捕集層106cとの貼り合わせ用に形成された層
である。
【００４４】
　高性能捕集層106cは、０．１５μｍの塵埃を９９．９９９５％以上捕集可能な、いわゆ
るＵＬＰＡフィルタ(Ultra Low Penetration Air Filter)である。
【００４５】
　また、フィルタ枠部107は、プリーツフィルタ106のプリーツ部108の形状を保持するた
めの保形部109をプリーツフィルタ106の上端部に備えている。また、このフィルタ枠部10
7の周囲には、フィルタ取付部55との隙間を閉塞するシール部材であるパッキン110が取り
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付けられている。
【００４６】
　保形部109は、プリーツフィルタ106のフィルタ枠部107から上流側である前方へ突出し
た部分を覆う上流側保形部109aと、プリーツフィルタ106のフィルタ枠部107から下流側で
ある後方へと突出した部分を覆う下流側保形部109bとを有している。
【００４７】
　また、集塵部ユニット52は、図６に示すように、塵埃を内部に収容する本体部111と、
上端側が本体部111の上端側に回動可能に軸支された集塵部蓋体としてのユニット蓋部112
とを有し、これら本体部111とユニット蓋部112との間に集塵部としての集塵室113を区画
している。そして、この集塵部ユニット52は、図示しない爪部を介して塵埃分離ユニット
51に固定可能であるとともに、この爪部の係合を図示しない取外機構により解除すること
で、塵埃分離ユニット51(図３)から取り外しできるように構成されている。
【００４８】
　本体部111は、合成樹脂などにより気密に形成されている。
【００４９】
　ユニット蓋部112は、枠状の蓋部本体114と、この蓋部本体114に区画形成された通気口1
15および蓋部開口116と、通気口115に取り付けられたネットフィルタ117とを備えている
。そして、このユニット蓋部112は、集塵室113を開閉可能に構成されている。
【００５０】
　蓋部開口116は、集塵部ユニット52を塵埃分離ユニット51に取り付けた状態で導風開口8
1に気密に接続される開口である。
【００５１】
　集塵室113は、例えば綿ごみなどの比較的大きい塵埃が収容される部分であり、導風管
部59の側方から下方へと伸びるように上下方向に長手状に形成されている。
【００５２】
　そして、図７に示すように、隔壁26は、本体集塵室35側に位置する壁状の前部インデュ
ーサである隔壁本体121と、この隔壁本体121の後部に一体的に取り付けられた風路構成部
としての後部インデューサである図示しない隔壁風路とを有している。
【００５３】
　隔壁本体121は、隔壁風路122側へと連続する複数の通気孔125が格子状に形成されてい
る。また、この隔壁本体121には、左右幅方向に沿って長手状の露出孔126が形成されてお
り、この露出孔126から、除塵手段としての塵落とし部127の前側の一部が露出している。
【００５４】
　塵落とし部127は、左右幅方向に沿って配置された図示しないガイド部に支持された除
塵手段本体である図示しない塵落とし部本体と、この塵落とし部本体に左右方向に沿って
回動可能に軸支された除塵体である塵落とし体129とを備えている。そして、塵落とし部
本体が、図示しない駆動機構によりガイド部に沿ってガイドされながら左右幅方向に往復
摺動することで、塵落とし体129がプリーツフィルタ106のプリーツ部108を順次乗り越え
つつこのプリーツフィルタ106を弾くことで、このプリーツフィルタ106に振動を与え、こ
のプリーツフィルタ106に捕集した微細塵を除去することが可能となっている。
【００５５】
　ここで、駆動機構は、電動送風機27の駆動を制御する制御手段である制御回路からの信
号により正転・反転駆動される駆動源である電動機すなわちモータ、このモータの回転軸
に接続された複数のギヤ、および、これらギヤに歯合して連動する複数のギヤ列などを備
えている。
【００５６】
　この駆動機構は、一のギヤ列が接続開閉弁95の駆動部97のギヤ歯部97bに歯合され、他
のギヤ列が塵落とし部本体に歯合されて、モータの回転に伴い接続開閉弁95の弁部98aが
接続開口92，93を開閉するとともに、塵落とし部本体が塵落とし体129とともにガイド部
に沿って摺動するように構成されている。
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【００５７】
　また、隔壁風路は、本体集塵室35側と電動送風機27の吸込側とを連通接続する第１風路
部131と、この第１風路部131に対して分岐され上記接続開口84と連通する第２風路部132
とを備えており、第１風路部131の上流端である前端を開閉可能な第６開閉部材としての
前部開閉弁137と、第２風路部132を第１風路部131に対して開閉可能な第７開閉部材とし
ての下部開閉弁144とが取り付けられている。
【００５８】
　前部開閉弁137と下部開閉弁144とは、上記駆動機構の機構部のギヤ列のさらに他の一部
によって互いに連動して回動され、前部開閉弁137と下部開閉弁144との一方が開いた状態
で他方が閉じるように構成されている。このため、接続開閉弁95、前部開閉弁137および
下部開閉弁144が、駆動機構のモータの回動に連動して開閉されることにより、通常の掃
除に用いる、すなわち第１モードである掃除モード用の第１風路としての主風路W1と、少
なくとも掃除の終了時にプリーツフィルタ体90のプリーツフィルタ106を空気洗浄するた
めの、すなわち第２モードであるエア洗浄モード用の第２風路としての副風路W2とが切り
換えられる。
【００５９】
　具体的に、主風路W1には、図２(a)に示すように、接続開閉弁95によって接続開口92，9
3が開かれた状態となり、この接続開閉弁95に連動して接続口開閉弁65が吸込接続口64を
開いた状態となり、前部開閉弁137によって第１風路部131の上流端である前端が開口した
状態となり、下部開閉弁144によって第２風路部132が第１風路部131に対して遮断された
状態となり、開閉弁105によって外気導入口100が閉塞された状態となり、かつ、電動送風
機27の負圧によって、開口開閉弁72および接続開口開閉弁87により塵埃戻し開口71および
接続開口84がそれぞれ閉塞された状態となることで、本体吸込口48から、吸込接続口64を
介して案内風路管57、分離室部58、導風管部59、集塵室113、連通管部60、第１接続開口9
2、プリーツフィルタ106、通気孔125、第１風路部131を介して電動送風機27へと吸い込ま
れる第１主風路W1aと、この第１主風路W1aから分離室部58にて延命用開口68および連通開
口78(開口66)へと分岐され、接続風路部61および第２接続開口93を介してプリーツフィル
タ106にて第１主風路W1aと合流する第２主風路W1bとが構成される。
【００６０】
　また、副風路W2には、図２(b)に示すように、接続開閉弁95によって第１接続開口92お
よび第２接続開口93の一部が閉塞された状態となり、前部開閉弁137によって第１風路部1
31の前端が閉塞された状態となり、下部開閉弁144が開かれて第２風路部132が第１風路部
131に連通した状態となり、開閉弁105によって外気導入口100が開かれた状態となり、か
つ、電動送風機27の負圧によって開口開閉弁72および接続開口開閉弁87により塵埃戻し開
口71および接続開口84がそれぞれ開かれた状態となることで、外気導入口100を介して、
連通風路73、分離室部58、導風管部59、集塵室113、下部開口85、接続開口84、第２風路
部132および第１風路部131を介して電動送風機27へと吸い込まれる第１副風路W2aと、こ
の第１副風路W2aからフィルタ取付部55の位置で第２接続開口93へと分岐され、接続風路
部61、開口66(連通開口78)および延命用開口68へと分岐されて分離室部58内にて第１副風
路W2aと合流する第２副風路W2bとが構成される。
【００６１】
　したがって、主風路W1と副風路W2とは、フィルタ取付部55、分離室部58、導風管部59お
よび集塵室113が共通するように設けられており、この共通部分の一部であるフィルタ取
付部55に、プリーツフィルタ106が位置している。また、外気導入口100が副風路W2の吸気
口となっている。
【００６２】
　そして、接続口開閉弁65、開口開閉弁72、接続開口開閉弁87、接続開閉弁95、開閉弁10
5、前部開閉弁137、下部開閉弁144、および駆動機構などにより、主風路W1と副風路W2と
を選択的に電動送風機27の吸込側に連通させるように切り換えるための切換部145が構成
されている。
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【００６３】
　また、電動送風機27の駆動を制御する制御回路は、電動送風機27の駆動により、掃除時
であるかどうか(電動送風機27の起動時であるかどうか)、および、掃除終了動作がなされ
たかどうか(設定ボタン22の切ボタンが操作されたかどうか)を検出する掃除動作検出手段
の機能を有し、掃除時を検出したときには、切換部145を介して主風路W1を電動送風機27
の吸込側に連通させ、設定ボタン22の切ボタンが操作されるなど掃除の終了を検出したと
きには、切換部145を介して副風路W2を電動送風機27の吸込側に連通させるように切り換
える。
【００６４】
　なお、図２は、便宜上、各弁65，72，87，95，105，137，144の開閉動作を模式的に示
しているものであり、必ずしも実際の各弁65，72，87，95，105，137，144の回動や摺動
などの動作を示しているものではない。
【００６５】
　次に、上記一実施の形態の動作を説明する。
【００６６】
　まず、本体ケース25の本体蓋43を開けて本体集塵室35に集塵カップ36を装着する。
【００６７】
　このとき、本体集塵室35に、まず塵埃分離ユニット51を装着することで、下部開口85が
接続開口84と気密に接続され、接続開閉弁95の駆動部97のギヤ歯部97bが駆動機構のギヤ
に歯合するとともに、フィルタ取付部55のプリーツフィルタ体90が、隔壁26の通気孔125
および塵落とし体129に対向する。
【００６８】
　次いで、この塵埃分離ユニット51を装着した本体集塵室35に集塵部ユニット52を装着す
ることで、集塵部ユニット52が塵埃分離ユニット51に係止され、集塵部ユニット52の通気
口115および蓋部開口116と塵埃分離ユニット51の導風開口81および側部開口83とが気密に
接続される。
【００６９】
　そして、本体蓋43を閉じることで、集塵カップ36の吸込接続口64と本体蓋43の本体吸込
口48とが気密に接続される。
【００７０】
　この状態で、本体吸込口48にホース体16(接続管部15)、延長管18および床ブラシ19を順
次連通接続するとともに、本体ケース25から電源コード31を引き出して壁面などのコンセ
ントに接続し、作業者が把持部21を把持して所定の設定ボタン22を操作すると、制御回路
が駆動機構のモータを所定方向に回転させる。
【００７１】
　すると、下部開閉弁144が閉じて第２風路部132を第１風路部131に対して遮断し、かつ
、前部開閉弁137が回動して第１風路部131の前端を開き、接続開閉弁95が回動して接続開
口92，93が開口し、かつ、接続口開閉弁65が回動して吸込接続口64が開口する。また、電
動送風機27の負圧によって、開口開閉弁72および接続開口開閉弁87が塵埃戻し開口71およ
び接続開口84をそれぞれ閉塞する。このとき、開閉弁105は外気導入口100を閉塞した状態
となっている。
【００７２】
　この結果、図２(a)に示すように、主風路W1が電動送風機27の吸込側に連通接続され、
副風路W2が電動送風機27の吸込側に対して遮断される。
【００７３】
　このように主風路W1が電動送風機27の吸込側に接続されると、制御回路はモータの回動
を停止させ、電動送風機27を駆動させる。
【００７４】
　そして、作業者は、床ブラシ19を床面上で前後方向に走行させ、電動送風機27の負圧の
作用により、床ブラシ19の先端側から床面上の塵埃を空気とともに吸い込む。
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【００７５】
　この吸い込まれた空気は吸込風となり、床ブラシ19から延長管18、ホース体16および本
体吸込口48を経由して、集塵カップ36の吸込接続口64へと吸い込まれる。
【００７６】
　この後、空気は、塵埃とともに分離室部58内へと吸い込まれ、この分離室部58内にて、
塵埃分離手段67の外周面との間を旋回することで、比較的大きい塵埃である粗塵が遠心分
離されて第１主風路W1a側へと、すなわち、導風管部59から導風開口81および集塵部ユニ
ット52の蓋部開口116を介して集塵室113内へと空気とともに吸い込まれる。
【００７７】
　また、細塵は、ネットフィルタ79を吸込風が通過する際に一部が捕集される。この吸込
風は、第２主風路W1b側へと、すなわち開口66および延命用開口68から接続風路部61へと
流入し、第２接続開口93を介してプリーツフィルタ体90の上流側へと吸込風とともに通過
する。
【００７８】
　そして、前記粗塵は、集塵室113に収容され、この集塵室113において、吸込風が通気口
115から側部開口83へと通過する際に圧縮される。この通過した吸込風は、第１接続開口9
2を介してプリーツフィルタ体90の上流側へと通過する。
【００７９】
　この後、吸込風は、プリーツフィルタ体90のプリーツフィルタ106を通過して、このプ
リーツフィルタ106により、含まれる微細塵が捕集される。
【００８０】
　このとき、プリーツフィルタ106では、微細塵中でも比較的大きいものがＰＴＦＥ層106
aにより表面集塵され、臭気などのガスを含む細かい微細塵が高性能捕集層106cに捕集さ
れる。
【００８１】
　そして、吸込風は、隔壁26の通気孔125を通過して電動送風機27の吸込側に吸い込まれ
、この電動送風機27を通過して排気風となり、本体ケース25の排気口46から外気へと排出
される。
【００８２】
　掃除が終了すると、作業者が所定の設定ボタン22を操作して、電動送風機27の停止信号
を制御回路に出力する。
【００８３】
　このとき、停止信号を受信した制御回路は、駆動機構のモータを、掃除の開始時と反対
方向へと回動させる。
【００８４】
　すると、モータの回動により、塵落とし部127が左右幅方向に往復動作し、塵落とし体1
29がプリーツ部108に対して交差する方向にプリーツフィルタ106を順次弾くことで、プリ
ーツフィルタ106に捕集した微細塵をプリーツフィルタ106のＰＴＦＥ層106aおよび高性能
捕集層106cからそれぞれ剥がすとともに、下部開閉弁144が開いて第２風路部132を第１風
路部131に連通させ、前部開閉弁137が第１風路部131の前端を閉塞し、接続開閉弁95が回
動して、第１接続開口92および第２接続開口93の一部を閉塞し、かつ、接続口開閉弁65が
吸込接続口64を閉塞する。また、電動送風機27の負圧によって、開口開閉弁72および接続
開口開閉弁87が塵埃戻し開口71および接続開口84をそれぞれ開く。さらに、開閉弁105が
外気導入口100を開く。
【００８５】
　この結果、図２(b)に示すように、副風路W2が電動送風機27の吸込側に連通接続され、
主風路W1が電動送風機27の吸込側に対して遮断されることで、外気導入口100の各小型導
入口からは、フィルタ取付部55内に外気Ａが導入されて吸込風となり、この吸込風の一部
が、絞られて流速を速められつつプリーツフィルタ106のプリーツ部108の上流側面に沿っ
て流れるように上側から下側へと吹き付けられ、塵落とし部127によりプリーツフィルタ1
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06から剥がされた微細塵が突出部89の廃棄口103へと運ばれる。また、吸込風の残りは、
穴部98cへと分岐されて流れる。
【００８６】
　この後、廃棄口103へと吸い込まれた吸込風は、連通風路73を介して塵埃戻し開口71を
通過して分離室部58へと流入する。また、穴部98cへと吸い込まれた吸込風は、接続風路
部61を介してフィルタ69，79を逆方向に通過(逆洗)して分離室部58へと流入する際に、こ
れらフィルタ69，79に付着した塵埃を剥がす。
【００８７】
　分離室部58へと流入した吸込風は、合流して塵埃分離手段67の周囲を旋回しつつ導風管
部59へと吸い込まれ、集塵室113から通気口115、側部開口83および下部開口85を経由して
、それぞれ集塵室113に捕集された綿ごみなどの粗塵、ネットフィルタ117および連通管部
60の微細塵フィルタ86によって塵埃が捕集された後、接続開口84を介して第２風路部132
および第１風路部131を経由し、電動送風機27の吸込側へと吸い込まれる。
【００８８】
　そして、駆動機構の動作開始から一定時間が経過すると、制御回路は、駆動機構ととも
に電動送風機27を停止させる。
【００８９】
　集塵部ユニット52に所定量以上の塵埃が溜まった場合には、本体ケース25の本体蓋43を
開き、本体集塵室35から集塵部ユニット52を取り外し、ごみ箱などの上方でユニット蓋部
112を開くことで、集塵室113内に捕集された塵埃を廃棄する。
【００９０】
　また、塵埃分離ユニット51の各種フィルタが目詰まりした場合には、この塵埃分離ユニ
ット51も本体集塵室35から取り外して適宜掃除する。
【００９１】
　そして、取り外しのときと逆の手順により、塵埃分離ユニット51と集塵部ユニット52と
を順次本体集塵室35へと再度取り付ける。
【００９２】
　上述したように、上記一実施の形態によれば、主風路W1での集塵室113の下流側で、か
つ、副風路W2の分離室部58の上流側に、捕集した塵埃を、副風路W2を通過する空気により
除去可能なプリーツフィルタ体90のプリーツフィルタ106が、最上流にＰＴＦＥ層106aを
有し、このＰＴＦＥ層106aの下流側に０．１５μｍの塵埃を９９．９９９５％以上捕集可
能な高性能捕集層106cを有するとともに、最下流に複数のポリエステル層106d，106eを有
することで、臭気を発生させる微細塵などを電動送風機27の吸込側にてプリーツフィルタ
体90のプリーツフィルタ106で捕集し、かつ、このプリーツフィルタ106に捕集した微細塵
を副風路W2に切り換えた際に除去するので、臭気を発生させる微細塵などが各風路W1，W2
中に経時的に溜まりにくく、経時的な臭気の発生を抑制できる。
【００９３】
　すなわち、掃除が終了する度に必ずプリーツフィルタ106を掃除するので、臭気を発生
させる微細塵がプリーツフィルタ106に付着したままの状態となることがなく、また、高
性能捕集層106cを電動送風機27の吸込側に配置しても目詰まりしにくくなり、充分な実用
性を得ることができる。
【００９４】
　しかも、プリーツフィルタ106は、ＰＴＦＥ層106aとポリエステル層106eとにより最上
流側と最下流側とをそれぞれ構成しているので、水洗いが可能であり、このように水洗い
できることで、プリーツフィルタ106に捕集した微細塵を確実に除去して、未使用品と同
等の状態に復帰させることができ、臭気の元となる微細塵が経時的に溜まっていくことを
、より確実に防止できる。
【００９５】
　また、プリーツフィルタ106に捕集した微細塵を叩き落す塵落とし部127を副風路W2に切
り換えた際の動作させることで、プリーツフィルタ106に捕集した微細塵を、より効率よ
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くプリーツフィルタ106から除去できる。
【００９６】
　さらに、分離室部58は、空気に含まれる塵埃を慣性により遠心分離する構成とすること
で、この分離室部58内に臭気を発生する塵埃が溜まりにくくなる。
【００９７】
　なお、上記一実施の形態において、集塵カップ36は、主風路W1と副風路W2とを切り換え
できる構成とすれば、上記構成に限定されるものではない。
【００９８】
　また、主風路W1と副風路W2との切り換えのタイミングは、例えば掃除中の任意のタイミ
ング、あるいは作業者によって所定の操作が入力されたときなど、任意に設定できる。
【００９９】
　さらに、駆動機構は、接続開閉弁95および各弁105，137，144などを連動させることが
できれば、任意に構成できる。
【０１００】
　そして、プリーツフィルタ106のプリーツ部108は、上下方向に沿うように配置するもの
に限定されない。
【０１０１】
　また、フィルタとしては、プリーツフィルタ106に限定されない。
【０１０２】
　さらに、分離室部58は、例えば遠心分離など、慣性を用いて分離するものだけでなく、
他の任意の方法で捕集するものとすることができる。この場合には、プリーツフィルタ10
6と同様に、捕集した塵埃を少なくとも掃除終了時に除去できるように構成することが好
ましい。
【０１０３】
　そして、電気掃除機11としては、キャニスタ型に限らず、アップライト型、ハンディ型
、あるいは自律走行型などでも対応できる。
【図面の簡単な説明】
【０１０４】
【図１】(a)は本発明の一実施の形態のフィルタの一部を拡大して示す横断面図、(b)は同
上フィルタを示す平面図である。
【図２】(a)は同上電気掃除機を第１風路に切り換えた状態を示す説明図、(b)は第２風路
に切り換えた状態を示す説明図である。
【図３】同上電気掃除機の集塵装置を前方から示す分解斜視図である。
【図４】同上集塵装置を後方から示す分解斜視図である。
【図５】同上集塵装置の第２風路の空気の流れの一部を示す斜視図である。
【図６】同上集塵装置の他の一部を示す斜視図である。
【図７】同上電気掃除機の掃除機本体から集塵装置を取り外した状態を示す斜視図である
。
【図８】同上掃除機本体に集塵装置を装着した状態を蓋体を開いて示す斜視図である。
【図９】同上電気掃除機を示す斜視図である。
【符号の説明】
【０１０５】
　11　　電気掃除機
　13　　掃除機本体
　27　　電動送風機
　58　　分離部としての分離室部
　90　　フィルタ装置としてのプリーツフィルタ体
　106 　フィルタであるプリーツフィルタ
　106a　フッ素樹脂層であるＰＴＦＥ層
　106c　高性能捕集層
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　106d，106e　　ポリエステル層
　113 　集塵部としての集塵室
　129 　塵落とし体
　145 　切換部
　W1　　第１風路としての主風路
　W2　　第２風路としての副風路

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】

【図６】 【図７】
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【図８】 【図９】
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