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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
据置型のステーションと、前記ステーションに連結および切り離し可能な電気掃除機と、
を備え、
　前記電気掃除機は、
　　前記電気掃除機に吸い込まれる塵埃を蓄積する集塵室を区画し、かつ前記集塵室に蓄
積された塵埃を廃棄する廃棄口を有する容器本体と、前記廃棄口を開閉する廃棄蓋と、を
有する一次塵埃容器を備え、
　前記ステーションは、
　　前記一次塵埃容器から廃棄される塵埃を蓄積する二次塵埃容器と、
　　前記廃棄蓋の開駆動力および閉駆動力を発生させる駆動源と、を備え、
　前記駆動源から前記廃棄蓋に駆動力を伝える動力伝達経路を前記ステーションと前記電
気掃除機との間で連結と切り離しとを行う連結器を備え、
　前記動力伝達経路は、前記電気掃除機側の第一動力伝達機構と、前記ステーション側の
第二動力伝達機構と、を含み、
　前記連結器は、前記第一動力伝達機構に設けられる第一継手半体と、前記第二動力伝達
機構に設けられて前記第一継手半体に連結可能な第二継手半体と、を備えている電気掃除
装置。
【請求項２】
前記電気掃除機は、前記一次塵埃容器を含む風路の外側から直接的に空気を導入する吸気
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口と、前記吸気口を開閉する吸気蓋と、を備え、
　前記駆動源は、前記吸気蓋の開駆動力および閉駆動力を発生させる請求項１に記載の電
気掃除装置。
【請求項３】
前記連結器は軸継手を備える請求項１または２に記載の電気掃除装置。
【請求項４】
前記連結器は前記駆動源の駆動力で前記軸継手を接続する請求項３に記載の電気掃除装置
。
【請求項５】
前記連結器は、
　前記軸継手を断絶させる力を発生させるばねと、
　前記駆動源が発生させる駆動力で前記軸継手を接続するカム機構と、を備える請求項１
から４のいずれか１項に記載の電気掃除装置。
【請求項６】
前記駆動源が前記廃棄蓋を開いた後、前記二次塵埃容器に負圧を作用させる電動送風機を
備える請求項１から５のいずれか１項に記載の電気掃除装置。
【請求項７】
前記一次塵埃容器に吸い込まれる空気から塵埃を濾過分離するフィルタと、
　前記フィルタに付着した塵埃を除塵する除塵機構と、を備え、
　前記駆動源は、前記除塵機構の駆動力を発生させる請求項１から６のいずれか１項に記
載の電気掃除装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明に係る実施形態は、電気掃除装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　電気掃除機と、充電台と、を備える電気掃除装置が知られている。電気掃除機の掃除機
本体は塵埃を集塵する一次塵埃容器を備え、充電台は塵埃を集塵する二次塵埃容器を備え
ている。電気掃除装置は、電気掃除機の一次塵埃容器に集塵した塵埃を、充電台の二次塵
埃容器に排出することによって、一次塵埃容器を空にする。
【０００３】
　電気掃除機は、掃除機本体に設けられた押しボタンと、押しボタンが押し下されると一
次塵埃容器と電動送風機とを繋げる風路を閉じる一方、二次塵埃容器と電動送風機とを繋
げる風路を開く切換弁と、を備えている。また、電気掃除機は、一次塵埃容器の底部に設
けられる第一廃棄弁と、二次塵埃容器の頂部に設けられる第二廃棄弁と、を備えている。
第一廃棄弁は、押しボタンが押し下されると開く。第二廃棄弁は、押しボタンによって開
かれる第一廃棄弁に押されて開く。
【０００４】
　掃除機本体から充電台側に塵埃を排出する場合、使用者は、掃除機本体を充電台上に載
せ、掃除機本体の押しボタンを押し下す。そうすると、一次塵埃容器と電動送風機とを繋
げる風路は閉じられ、二次塵埃容器と電動送風機とを繋げる風路が開かれる。同時に、第
一廃棄弁および第二廃棄弁は開かれ、一次塵埃容器と二次塵埃容器とが繋げられる。この
後、使用者が掃除機本体を操作し、電動送風機を運転すると、掃除機本体の吸込口から吸
い込まれる空気の流れは、一次塵埃容器に集塵された塵埃を、二次塵埃容器に移動させる
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００４－２８３３２７号公報



(3) JP 6820729 B2 2021.1.27

10

20

30

40

50

【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　従来の電気掃除装置は、一次塵埃容器から二次塵埃容器へ塵埃を廃棄できるように両者
を繋げるため、押しボタンの操作を必要とし、煩わしい。
【０００７】
　そこで、２つの塵埃容器を繋げる風路の開閉や、電動送風機と２つの塵埃容器とを繋げ
る風路の切換にモータなどの駆動源を活用することが考えられる。
【０００８】
　しかしながら、モータのような駆動源を掃除機本体に搭載することは、掃除機本体の重
量を増加させる。掃除機本体の重量の増加は、電気掃除機の利便性、特に取り回しの良さ
を低下させる。
【０００９】
　そこで、本発明は、電気掃除機の利便性を損なうことなく、一次塵埃容器と二次塵埃容
器とを繋げる風路を開閉する駆動力を発生させる電気掃除装置を提案する。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　前記の課題を解決するため本発明の実施形態に係る電気掃除装置は、据置型のステーシ
ョンと、前記ステーションに連結および切り離し可能な電気掃除機と、を備え、前記電気
掃除機は、前記電気掃除機に吸い込まれる塵埃を蓄積する集塵室を区画し、かつ前記集塵
室に蓄積された塵埃を廃棄する廃棄口を有する容器本体と、前記廃棄口を開閉する廃棄蓋
と、を有する一次塵埃容器を備え、前記ステーションは、前記一次塵埃容器から廃棄され
る塵埃を蓄積する二次塵埃容器と、前記廃棄蓋の開駆動力および閉駆動力を発生させる駆
動源と、を備え、前記駆動源から前記廃棄蓋に駆動力を伝える動力伝達経路を前記ステー
ションと前記電気掃除機との間で連結と切り離しとを行う連結器を備え、前記動力伝達経
路は、前記電気掃除機側の第一動力伝達機構と、前記ステーション側の第二動力伝達機構
と、を含み、前記連結器は、前記第一動力伝達機構に設けられる第一継手半体と、前記第
二動力伝達機構に設けられて前記第一継手半体に連結可能な第二継手半体と、を備えてい
る。
 
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の実施形態に係る電気掃除装置を示す斜視図。
【図２】本発明の実施形態に係る電気掃除装置を示す斜視図。
【図３】本発明の実施形態に係る電気掃除装置の掃除機本体の平断面図。
【図４】本発明の実施形態に係る電気掃除装置の掃除機本体の縦断面図。
【図５】本発明の実施形態に係る電気掃除機の一次塵埃容器の斜視図。
【図６】本発明の実施形態に係る電気掃除機の一次塵埃容器の側面図。
【図７】本発明の実施形態に係る電気掃除機の一次塵埃容器の断面図。
【図８】本発明の実施形態に係る電気掃除機の除塵機構の斜視図。
【図９】本発明の実施形態に係る電気掃除機の動力伝達機構の図。
【図１０】本発明の実施形態に係る電気掃除機の動力伝達機構の図。
【図１１】本発明の実施形態に係る電気掃除機の動力伝達機構の図。
【図１２】本発明の実施形態に係る電気掃除機の動力伝達機構の図。
【図１３】本発明の実施形態に係る電気掃除装置のステーションの斜視図。
【図１４】本発明の実施形態に係る電気掃除装置のステーションの斜視図。
【図１５】本発明の実施形態に係る電気掃除装置の動力伝達経路の斜視図。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　本発明に係る電気掃除装置の実施形態について図１から図１５を参照して説明する。
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【００１３】
　図１および図２は、本発明の実施形態に係る電気掃除装置を示す斜視図である。
【００１４】
　図１および図２に示すように、本実施形態に係る電気掃除装置１は、据置型のステーシ
ョン２と、ステーション２に連結および切り離し可能な電気掃除機３と、を備えている。
【００１５】
　なお、図１には、ステーション２に電気掃除機３が連結された形態が示されている。こ
の形態を電気掃除装置１の収納形態と呼ぶ。図２には、ステーション２から切り離された
電気掃除機３が、掃除に使用される形態が示されている。
【００１６】
　電気掃除機３は、所謂コードレスタイプである。電気掃除機３は、所謂キャニスタ型で
あるが、これに限られず、アップライト型、スティック型、またはハンディ型であっても
よい。
【００１７】
　ステーション２は、電気掃除機３の充電機能と、電気掃除機３が捕集した塵埃を回収し
、蓄積する機能と、を兼ね備えている。ステーション２は、居室の適宜の箇所に配置され
る。
【００１８】
　使用者は、ステーション２に連結された電気掃除機３の掃除機本体７をステーション２
から切り離し（図２）、居室の被掃除面で電気掃除機３を走行させ、または電気掃除機３
を手に持って移動し、被掃除面を掃除する。この後、使用者は、掃除機本体７をステーシ
ョン２に戻し（連結し）、収納する（図１）。ステーション２は、掃除機本体７が連結さ
れると、掃除機本体７を充電する一方、電気掃除機３が蓄積している塵埃を適時に回収す
る。つまり、電気掃除装置１は、電気掃除機３を掃除に用いた後、ステーション２に掃除
機本体７が連結される都度、電気掃除機３が捕集した塵埃をステーション２に回収し、電
気掃除機３を空にする。
【００１９】
　なお、電気掃除機３からステーション２に塵埃を回収する頻度は、電気掃除機３をステ
ーション２に連結する都度でなくても良い。塵埃の回収頻度は、ステーション２に電気掃
除機３が複数回連結される都度、例えば電気掃除機３が１日１回使用される前提において
１週間毎に塵埃を回収する回数、つまり７回毎であっても良い。
【００２０】
　電気掃除機３は、被掃除面を走行可能な掃除機本体７と、掃除機本体７に着脱自在な管
部８と、を備えている。管部８は、掃除機本体７に流体的に接続されている。
【００２１】
　掃除機本体７は、本体ケース１１と、本体ケース１１の左右それぞれの側部に設けられ
る一対の車輪１２と、本体ケース１１に着脱可能に装着される一次塵埃容器１３と、本体
ケース１１に収容される一次電動送風機１５と、主に一次電動送風機１５を制御する掃除
機制御部１６と、一次電動送風機１５に供給される電力を蓄える二次電池１７と、を備え
ている。
【００２２】
　掃除機本体７は、二次電池１７が蓄える電力で一次電動送風機１５を駆動させる。掃除
機本体７は、一次電動送風機１５が発生させる負圧を管部８に作用させる。電気掃除機３
は、管部８を通じて被掃除面から塵埃を含む空気（以下、「含塵空気」と呼ぶ。）を吸い
込み、含塵空気から塵埃を分離し、分離後の塵埃を捕集し、蓄積するとともに塵埃を分離
した後の清浄な空気を排気する。
【００２３】
　本体ケース１１の正面部分には、掃除機本体７の吸込口に相当する本体接続口１８が設
けられている。本体接続口１８は、管部８を着脱可能な継手である。本体接続口１８は、
管部８と一次塵埃容器１３とを流体的に接続されている。
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【００２４】
　なお、本実施形態に係る掃除機本体７は、本体接続口１８を上方へ向けた姿勢でステー
ション２に連結される。掃除機本体７は、上方から下ろされ（降下させられ）てステーシ
ョン２に連結される。
【００２５】
　車輪１２は、掃除機本体７を走行可能に支えている。掃除機本体７は、一対の車輪１２
に加えてキャスター（図示省略）によって支えられている。
【００２６】
　一次塵埃容器１３は、電気掃除機３に吸い込まれる塵埃を蓄積する。一次塵埃容器１３
は、掃除機本体７に流れ込む含塵空気から塵埃を分離し、捕集し、蓄積する一方で、塵埃
が除去された清浄な空気を一次電動送風機１５へ送る。
【００２７】
　一次電動送風機１５は、一次塵埃容器１３から空気を吸い込んで負圧（吸込負圧）を発
生させる。
【００２８】
　掃除機制御部１６は、マイクロプロセッサ（図示省略）、およびマイクロプロセッサが
実行する各種演算プログラム、パラメータなどを記憶する記憶装置（図示省略）を備えて
いる。記憶装置は、予め設定される複数の運転モードに関連する種々の設定（引数）を記
憶している。複数の運転モードは一次電動送風機１５の出力に関連付けられている。それ
ぞれの運転モードには、相互に異なる入力値（一次電動送風機１５の入力値、一次電動送
風機１５に流れる電流値）が設定されている。それぞれの運転モードは、管部８で受け付
けられる入力に関連付けられている。掃除機制御部１６は、管部８への入力に対応する任
意の運転モードを、予め設定される複数の運転モードから択一的に選択して記憶部から読
み出し、読み出した運転モードの設定にしたがって一次電動送風機１５を運転する。
【００２９】
　二次電池１７は、一次電動送風機１５、および掃除機制御部１６に電力を供給する。二
次電池１７は、掃除機本体１７に設けられる一対の充電電極１９に電気的に接続されてい
る。
【００３０】
　管部８は、掃除機本体７から作用する負圧によって、被掃除面から含塵空気を吸い込み
掃除機本体７へ導く。管部８は、掃除機本体７に着脱可能な継手としての接続管２１と、
接続管２１に流体的に接続される集塵ホース２２と、集塵ホース２２に流体的に接続され
る手元操作管２３と、手元操作管２３から突出する把持部２５と、把持部２５に設けられ
る操作部２６と、手元操作管２３に着脱可能に連結される延長管２７と、延長管２７に着
脱可能に連結される吸込口体２８と、を備えている。
【００３１】
　接続管２１は、本体接続口１８に着脱可能な継手である。接続管２１は、本体接続口１
８を通じて一次塵埃容器１３に流体的に接続される。
【００３２】
　集塵ホース２２は、長尺で可撓な略円筒形状のホースである。集塵ホース２２の一方の
端部（ここでは、後方の端部）は、接続管２１に流体的に接続されている。集塵ホース２
２は、接続管２１を通じて一次塵埃容器１３に流体的に接続されている。
【００３３】
　手元操作管２３は、集塵ホース２２と延長管２７とを中継している。手元操作管２３の
一方の端部（ここでは、後方の端部）は、集塵ホース２２の他方の端部（ここでは、前方
の端部）に流体的に接続されている。手元操作管２３は、集塵ホース２２および接続管２
１を通じて一次塵埃容器１３に流体的に接続されている。
【００３４】
　把持部２５は、電気掃除機３を操作するために使用者が手で把持する部分である。把持
部２５は、使用者が手で容易に把持できる適宜の形状で手元操作管２３から突出している
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。
【００３５】
　操作部２６は、それぞれの運転モードに対応付けられるスイッチを備えている。例えば
、操作部２６は、一次電動送風機１５の運転停止操作に対応付けられる停止スイッチ２６
ａと、一次電動送風機１５の運転開始操作に対応付けられる起動スイッチ２６ｂと、吸込
口体２８への電源供給に対応付けられるブラシスイッチ２６ｃと、を備えている。停止ス
イッチ２６ａおよび起動スイッチ２６ｂは、掃除機制御部１６に電気的に接続されている
。電気掃除機３の使用者は、操作部２６を操作して一次電動送風機１５の運転モードを択
一的に選択できる。起動スイッチ２６ｂは、一次電動送風機１５の運転中に、運転モード
の選択スイッチとしても機能する。掃除機制御部１６は、起動スイッチ２６ｂから操作信
号を受け取る度に運転モードを強→中→弱→強→中→弱→………の順に切り換える。なお
、操作部２６は、起動スイッチ２６ｂに代えて、強運転スイッチ（図示省略）、中運転ス
イッチ（図示省略）、および弱運転スイッチ（図示省略）を個別に備えていても良い。
【００３６】
　複数の筒体を重ね合わせたテレスコピック構造の延長管２７は、伸縮可能である。延長
管２７の一方の端部（ここでは、後方の端部）は、手元操作管２３の他方の端部（ここで
は、前方の端部）に着脱可能な継手を備えている。延長管２７は、手元操作管２３、集塵
ホース２２および接続管２１を通じて一次塵埃容器１３に流体的に接続されている。
【００３７】
　吸込口体２８は、木床やカーペットなどの被掃除面を走行可能または滑走可能であり、
走行状態または滑走状態において被掃除面に対面する底面に吸込口３１を有する。また、
吸込口体２８は、吸込口３１に配置される回転可能な回転清掃体３２と、回転清掃体３２
を駆動させる電動機３３と、を備えている。吸込口体２８の一方の端部（ここでは、後方
の端部）は、延長管２７の他方の端部（ここでは、前方の端部）に着脱可能な継手を備え
ている。吸込口体２８は、延長管２７、手元操作管２３、集塵ホース２２および接続管２
１を通じて一次塵埃容器１３に流体的に接続されている。つまり、吸込口体２８、延長管
２７、手元操作管２３、集塵ホース２２、接続管２１、および一次塵埃容器１３は、吸込
口３１から一次電動送風機１５へ至る吸込風路である。電動機３３は、ブラシスイッチ２
６ｃから操作信号を受け取る度に運転開始と停止とを交互に繰り返す。
【００３８】
　電気掃除機３は、起動スイッチ２６ｂが操作されると一次電動送風機１５を始動する。
例えば、電気掃除機３は、一次電動送風機１５が停止している状態で起動スイッチ２６ｂ
が操作されると、先ず一次電動送風機１５を強運転モードで始動し、再び起動スイッチ２
６ｂが操作されると一次電動送風機１５を中運転モードで運転し、三度、起動スイッチ２
６ｂが操作されると一次電動送風機１５を弱運転モードで運転し、以下同様に繰り返す。
強運転モード、中運転モード、および弱運転モードは、予め設定される複数の運転モード
であり、強運転モード、中運転モード、弱運転モードの順に一次電動送風機１５に対する
入力値が小さい。始動した一次電動送風機１５は、一次塵埃容器１３から空気を吸込み、
一次塵埃容器１３内を負圧にする。
【００３９】
　一次塵埃容器１３内の負圧は、本体接続口１８、接続管２１、集塵ホース２２、手元操
作管２３、延長管２７、および吸込口体２８を順次に通じて吸込口３１に作用する。電気
掃除機３は、吸込口３１に作用する負圧によって、被掃除面の塵埃を空気とともに吸い込
む。一次塵埃容器１３は、吸い込まれた含塵空気から塵埃を分離し、捕集し、蓄積する一
方で、含塵空気から分離した空気を一次電動送風機１５へ送る。一次電動送風機１５は、
一次塵埃容器１３から吸い込んだ空気を掃除機本体７外へ排気する。
【００４０】
　ステーション２は、被掃除面の任意の箇所に設置される。ステーション２は、掃除機本
体７を連結可能な台座４１と、台座４１に一体に設けられる塵埃回収部４２と、を備えて
いる。また、ステーション２は、電気掃除装置１の収納形態において、電気掃除機３の一
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次塵埃容器１３に接続される塵埃移送管４３を備えている。
【００４１】
　台座４１は、塵埃回収部４２と同程度の幅寸法を有し、塵埃回収部４２の前側へ張り出
して矩形状に拡がっている。台座４１は、平面視において電気掃除機３の掃除機本体７を
納めることが可能な形状と寸法とを有している。
【００４２】
　台座４１は、掃除機本体７に接続可能な充電端子４５を備えている。電気掃除機３がス
テーション２に連結されると、充電端子４５は掃除機本体１７の充電電極１９に接触し、
電気的に接続される。
【００４３】
　台座４１は、電気掃除装置１の収納形態において、掃除機本体７の側面に寄り添うよう
に配置される膨出部４６を有している。
【００４４】
　塵埃回収部４２は、台座４１の後方に配置されている。塵埃回収部４２は、台座４１と
一体で被掃除面に置くことができる適宜の形状の箱体である。塵埃回収部４２は、台座４
１よりも上方へ延びている。塵埃回収部４２は、台座４１に連結された掃除機本体７に干
渉しない適宜の形状を有している。
【００４５】
　塵埃回収部４２は、ケース４７と、塵埃移送管４３を通じて一次塵埃容器１３から廃棄
される塵埃を回収し、回収した塵埃を蓄積する二次塵埃容器４８と、塵埃回収部４２内に
収容され二次塵埃容器４８に流体的に接続される二次電動送風機４９と、主に二次電動送
風機４９を制御するステーション制御部５１と、商用交流電源から塵埃回収部４２に電力
を導く電源コード５２と、を備えている。
【００４６】
　ケース４７および台座４１の天板は、樹脂の一体成形品である。
【００４７】
　二次塵埃容器４８は、塵埃移送管４３に流体的に接続されている。二次塵埃容器４８は
、塵埃移送管４３から流れ込む、塵埃を含む空気から塵埃を分離し、捕集し、蓄積する一
方で、塵埃が除去された清浄な空気を二次電動送風機４９へ送る。二次塵埃容器４８は、
塵埃回収部４２の左側（正面から向かって右側）に着脱自在に装着され、ステーション２
の外観に露出している。
【００４８】
　二次電動送風機４９は、二次塵埃容器４８から空気を吸い込んで負圧（吸込負圧）を発
生させ、一次塵埃容器１３から二次塵埃容器４８に塵埃を移動させる。二次電動送風機４
９は、塵埃回収部４２の右側（正面から向かって左側）に収容されている。
【００４９】
　ステーション制御部５１は、マイクロプロセッサ（図示省略）、およびマイクロプロセ
ッサが実行する各種演算プログラム、パラメータなどを記憶する記憶装置（図示省略）を
備えている。ステーション制御部５１は、二次電動送風機４９の運転性制御、および電気
掃除機３の二次電池１７の充電制御を行う。
【００５０】
　塵埃移送管４３は、電気掃除装置１の収納形態において、一次塵埃容器１３に繋げられ
る。塵埃移送管４３は、電気掃除機３が捕集した塵埃を二次塵埃容器４８に移動させる風
路である。塵埃移送管４３は、ステーション２に電気掃除機３が連結されると、一次塵埃
容器１３に接続され、一次塵埃容器１３と二次塵埃容器４８とを流体的に接続する。
【００５１】
　塵埃移送管４３は、二次塵埃容器４８の吸込側に接続されている。二次電動送風機４９
が発生させる負圧は、二次塵埃容器４８を介して塵埃移送管４３に作用する。
【００５２】
　塵埃移送管４３は、電気掃除機３の一次塵埃容器１３に接続される入口と、二次塵埃容
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器４８に接続される出口と、を有している。塵埃移送管４３は、台座４１に配置される入
口から後方へ延びて塵埃回収部４２内に至り、塵埃回収部４２内で屈曲しつつ上方へ延び
て二次塵埃容器４８の側方に配置される出口に至る。
【００５３】
　充電端子４５と塵埃移送管４３の入口とは、台座４１に併設されている。
【００５４】
　電気掃除機３がステーション２に連結される（戻る）と、電気掃除機３の充電電極１９
は、ステーション２の充電端子４５に電気的に接続され、かつステーション２の塵埃移送
管４３は、一次塵埃容器１３に接続される。この後、ステーション２は、電気掃除機３の
二次電池１７の充電を開始する。また、ステーション２は、二次電動送風機４９を適時に
始動する。始動した二次電動送風機４９は、二次塵埃容器４８から空気を吸込み、二次塵
埃容器４８内を負圧にする。
【００５５】
　二次塵埃容器４８内の負圧は、塵埃移送管４３を通じて一次塵埃容器１３に作用する。
ステーション２は、一次塵埃容器１３に作用する負圧によって、一次塵埃容器１３に蓄積
された塵埃を空気とともに吸い込む。二次塵埃容器４８は、吸い込まれた空気から塵埃を
分離し、捕集し、蓄積する一方で、塵埃が分離された空気を二次電動送風機４９へ送る。
二次電動送風機４９は、二次塵埃容器４８から吸い込んだ清浄な空気をステーション２外
へ排気する。
【００５６】
　次に、本発明の実施形態に係る電気掃除機３の掃除機本体７について詳細に説明する。
【００５７】
　図３は、本発明の実施形態に係る電気掃除装置の掃除機本体の平断面図である。
【００５８】
　図４は、本発明の実施形態に係る電気掃除装置の掃除機本体の縦断面図である。
【００５９】
　なお、図３に示す掃除機本体７の平断面は、電気掃除装置１の収納形態において正面に
平行な平面における断面に相当する。図３には、管部８の接続管２１が掃除機本体７から
取り外された状態が示されている。図４には、接続管２１が掃除機本体７に取り付けられ
た状態が示されている。
【００６０】
　図３および図４に示すように、本発明の実施形態に係る電気掃除装置１の掃除機本体７
は、本体ケース１１の幅方向に横臥させた筒形の後半部と、平面視において筒形の後半部
から前方に向けて弧状に膨出する前半部と、を有する本体ケース１１を備えている。
【００６１】
　本体接続口１８は、本体ケース１１の幅方向の中央、かつ高さ方向の中央を通る線（以
下、中心線Ｃと呼ぶ。）に沿って延び、一次塵埃容器１３に達している。図３および図４
は、この中心線Ｃを通る断面図である。
【００６２】
　それぞれの車輪１２は、本体ケース１１の筒形の後半部の左右それぞれの端部に配置さ
れ、かつ本体ケース１１の筒形の後半部に同心状に配置されている。車輪１２の直径は、
本体ケース１１の上下方向の高さ（筒形の後半部の直径に相当する）よりも大きい。また
、掃除機本体７の側面視、つまり車輪１２の車軸方向視において、車輪１２は、本体ケー
ス１１の背面を覆い隠す。このため、掃除機本体７は、本体ケース１１の上下（表裏）を
反転した状態であっても、車輪１２を被掃除面に接地させることができる。本体ケース１
１は、背面を被掃除面に干渉させることなく、車輪１２の車軸を中心に本体ケース１１の
上下（表裏）を反転させることができる。掃除機本体７には、表側を上方に向けた掃除機
本体７を車輪１２とともに支える補助輪１２ａが設けられている。接続管２１には、裏側
を上方に向けた掃除機本体７を車輪１２とともに支える補助輪１２ｂが設けられている。
【００６３】
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　二次電池１７は、車輪１２の車軸を挟んで本体接続口１８の反対側、つまり本体ケース
１１の後端中央部に配置されている。つまり、二次電池１７は、本体ケース１１の筒形の
後半部に収容されている。二次電池１７は、筒形の後半部の内面に倣って配置される円筒
形の複数の素電池１７ａを有している。
【００６４】
　ここで、本体ケース１１の筒形の後半部の中心線、および車輪１２の回転中心線は、実
質的に同一線上にある。この線を中心とする、本体ケース１１の筒形の後半部の内側を領
域Ａと呼ぶ。車輪１２は、領域Ａを避けている。つまり、車輪１２は、領域Ａよりも大き
い内径を有する円環形である。
【００６５】
　一次塵埃容器１３および一次電動送風機１５は、領域Ａ内に配置され、かつ本体ケース
１１の幅方向に並べられている。一次塵埃容器１３は、領域Ａのうち中央部から一方の車
輪１２（例えば掃除機本体７をステーション２に連結した状態において右側の車輪１２）
に達する領域Ａ１に配置されている。一次電動送風機１５は、領域Ａのうち他方の車輪１
２（例えば掃除機本体７をステーション２に連結した状態において左側の車輪１２）に偏
倚する領域Ａ２に配置されている。
【００６６】
　本体ケース１１は、一次塵埃容器１３を着脱可能に収容する塵埃容器室６１と、一次電
動送風機１５を収容する電動送風機室６２と、を有している。塵埃容器室６１は、領域Ａ
１を占めている。電動送風機室６２は、領域Ａ２を占めている。
【００６７】
　一次電動送風機１５は、電動送風機室６２に収容されている。一次電動送風機１５の吸
込口は、塵埃容器室６１に向けられている。
【００６８】
　塵埃容器室６１は、一次塵埃容器１３の形状に準じる筒形の空間を区画している。塵埃
容器室６１は、本体ケース１１の側面に配置される塵埃容器挿抜口６１ａを有している。
塵埃容器挿抜口６１ａの開口径は、環状の車輪１２の内径よりも小さい。塵埃容器挿抜口
６１ａは、掃除機本体７の側面視において、環状の車輪１２の内側に配置されている。
【００６９】
　一次塵埃容器１３は、車輪１２の内径よりも小さい外径を有する筒形の外観を有してい
る。一次塵埃容器１３は、塵埃容器挿抜口６１ａを通じて塵埃容器室６１に挿抜される。
つまり、一次塵埃容器１３は、掃除機本体７の幅方向に挿抜される。これによって、一次
塵埃容器１３は、掃除機本体７に着脱される。
【００７０】
　次に、本実施形態に係る電気掃除機３の一次塵埃容器１３について説明する。
【００７１】
　図５は、本発明の実施形態に係る電気掃除機の一次塵埃容器の斜視図である。
【００７２】
　図６は、本発明の実施形態に係る電気掃除機の一次塵埃容器の側面図である。
【００７３】
　図７は、図６のＶＩＩ－ＶＩＩ線における本発明の実施形態に係る電気掃除機の一次塵
埃容器の断面図である。
【００７４】
　図３および図４に加え、図５から図７に示すように、本実施形態に係る電気掃除機３の
一次塵埃容器１３は、電気掃除機３に吸い込まれる塵埃を蓄積する。一次塵埃容器１３は
、一次電動送風機１５が発生させる負圧によって吸い込まれる、塵埃を含んだ空気から塵
埃を分離させる分離部６４と、分離部６４で分離された塵埃を蓄積する集塵部６５と、集
塵部６５から流出する空気を一次電動送風機１５へ導く連絡風路６６と、を備えている。
【００７５】
　分離部６４は、本体接続口１８に接続されている。分離部６４は、塵埃を含む空気を直
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進させて塵埃および空気に作用する慣性力の差で空気から塵埃のうち比較的重い塵埃を分
離させる第一分離部６８と、第一分離部６８を通過する比較的軽い塵埃を含む空気から塵
埃を分離させる第二分離部としてのフィルタ部６９と、を備えている。
【００７６】
　集塵部６５は、分離部６４および連絡風路６６に併設されている。集塵部６５は、分離
部６４で分離される塵埃のうち比較的重い塵埃を蓄積する粗塵集塵室７１と、フィルタ部
６９を収容するフィルタ室７２と、を備えている。
【００７７】
　なお、第一分離部６８で分離される比較的重い塵埃を、粗塵と呼ぶ。フィルタ部６９で
分離される比較的軽い塵埃を、細塵と呼ぶ。粗塵集塵室７１、およびフィルタ室７２を一
括して集塵室７３と呼ぶ。
【００７８】
　本体接続口１８から一次塵埃容器１３に流れ込む含塵空気は、第一分離部６８で粗塵と
それ以外（細塵を含んだ空気）とに分離される。分離された粗塵は、粗塵集塵室７１に蓄
積される。第一分離部６８で分離された空気（細塵を含む）は、フィルタ室７２に流れ込
む。粗塵集塵室７１に流れ込んだ空気も、フィルタ室７２に流れ込む。フィルタ室７２に
流れ込んだ空気（細塵を含む）は、フィルタ部６９で細塵と空気とに分離される。分離さ
れた細塵は、フィルタ部６９に捕捉され、フィルタ室７２に蓄積される。フィルタ部６９
を通過した清浄な空気は、連絡風路６６を経て一次電動送風機１５に吸い込まれる。
【００７９】
　第一分離部６８は、本体接続口１８に接続されるノズル部７５と、ノズル部７５を内包
する円錐台形の一次フィルタ枠体７６と、第一メッシュフィルタ７７と、を備えている。
【００８０】
　ノズル部７５は、一次塵埃容器１３の外殻に相当する容器本体７８の吸込口７８ａから
容器本体７８内に延びている。
【００８１】
　一次フィルタ枠体７６は、容器本体７８の内面に設けられている。一次フィルタ枠体７
６は、一次塵埃容器１３が本体ケース１１に装着された状態で、本体接続口１８の中心線
、つまり実質的に掃除機本体７の中心線Ｃに沿ってテーパ状に延びている。大径の底部は
容器本体７８の内面に接し、小径の底部は集塵部６５の粗塵集塵室７１に接続される粗塵
吐出口７９を有している。大径の底部の直径は、吸込口７８ａの開口径よりも大きい。粗
塵吐出口７９の中心線は、実質的に吸込口７８ａの中心線に沿い、実質的に本体接続口１
８の中心線に沿っている。
【００８２】
　第一メッシュフィルタ７７は、一次フィルタ枠体７６の側面に設けられている。第一メ
ッシュフィルタ７７の外側には、フィルタ室７２に接続される中継風路８１が区画されて
いる。
【００８３】
　第一分離部６８は、第一メッシュフィルタ７７を通じて一次電動送風機１５に吸い込ま
れる空気の流れ、および粗塵吐出口７９を通じて一次電動送風機１５に吸い込まれる空気
の流れによって負圧になる。
【００８４】
　粗塵集塵室７１は、第一分離部６８で分離される、比較的重い塵埃を蓄積する。粗塵集
塵室７１は、一次電動送風機１５に吸い込まれる空気の風路の一部である。粗塵集塵室７
１は、第一分離部６８の粗塵吐出口７９に繋げられている。粗塵集塵室７１は、フィルタ
室７２にも繋げられている。粗塵集塵室７１は、本体接続口１８の中心線上、つまり実質
的に掃除機本体７の中心線Ｃ上に配置されている。また、粗塵集塵室７１は、一次電動送
風機１５から遠ざかる方向、換言すると、フィルタ部６９に近づく方向へ拡張されている
。この拡張部分とフィルタ部６９が収容されるフィルタ室７２との間には、複数の粗塵集
塵室出口８２を有する隔壁８３が設けられている。隔壁８３の粗塵集塵室出口８２は、第
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二メッシュフィルタ８４が設けられている。第二メッシュフィルタ８４は、粗塵が粗塵集
塵室７１からフィルタ室７２へ流出することを防ぎ、かつ通過する空気の流れによって粗
塵集塵室７１に蓄積された塵埃を圧縮する。第二メッシュフィルタ８４は、第一メッシュ
フィルタ７７と実質的に同じ網目を有している。仮に、第一分離部６８で分離されず、粗
塵集塵室７１に流れ込んだ細塵は、第二メッシュフィルタ８４を通過してフィルタ室７２
に流れ込み、または粗塵集塵室７１内でフィルタのように圧縮された粗塵によって捕捉さ
れる。
【００８５】
　フィルタ部６９は、一次電動送風機１５が発生させる負圧によって吸い込まれる、塵埃
を含んだ空気（含塵空気）から塵埃、特に第一分離部６８を通過する細塵を濾過分離する
。フィルタ部６９は、対面する一対のフィルタ８６、８７と、一対のフィルタ８６、８７
の形状を維持して支える二次フィルタ枠体８８と、を備えている。
【００８６】
　一対のフィルタ８６、８７は、下流側を対面させている。それぞれのフィルタ８６、８
７は、一次塵埃容器１３に吸い込まれる、塵埃を含んだ空気から塵埃を濾過分離する。フ
ィルタ８６、８７の網の目は、第一分離部６８の第一メッシュフィルタ７７、および粗塵
集塵室７１の第二メッシュフィルタ８４よりも細かい。フィルタ８６、８７は、例えば不
織布である。フィルタ８６、８７に捕捉される細塵には、第一メッシュフィルタ７７、お
よび第二メッシュフィルタ８４を通過可能な塵埃が含まれている。
【００８７】
　フィルタ８６、８７の一方（フィルタ８６）はフィルタ室７２に流入する空気に直接的
に晒され、フィルタ８６、８７の他方（フィルタ８７）は、フィルタ８６、８７の一方（
フィルタ８６）を回り込んだ空気に晒される。つまり、フィルタ８６は、第一分離部６８
とフィルタ部６９とを繋ぐ中継風路８１を望み、かつ粗塵集塵室７１とフィルタ室７２と
を繋ぐ粗塵集塵室出口８２を臨んでいる。フィルタ８７は、フィルタ８６に隠れ、中継風
路８１および粗塵集塵室出口８２から見通すことができない箇所に配置されている。
【００８８】
　一対のフィルタ８６、８７は、実質的に同じ広さ（間隔）、および同じ深さの折り目を
有するプリーツフィルタである。
【００８９】
　なお、中継風路８１および粗塵集塵室出口８２を望むフィルタ８６は、フィルタ８７に
比べて広く浅い折り目を有していても良い。フィルタ８６が中継風路８１および粗塵集塵
室出口８２を望んでいるため、第一分離部６８を通過する塵埃、および粗塵集塵室７１か
ら流出する塵埃、つまり細塵は、先ずフィルタ８６に吹き掛かる。そして、フィルタ８６
は細塵を捕捉して徐々に目詰まりを生じる。フィルタ８６が詰まるにしたがって、中継風
路８１および粗塵集塵室出口８２からフィルタ８６に吹き掛かる細塵は、フィルタ８７へ
回り込むようになる。そうすると、フィルタ８７の目詰まりも始まる。つまり、フィルタ
８７に比べてフィルタ８６の方が目詰まりし易い。換言すると、塵埃は、フィルタ８７に
比べてフィルタ８６の方に付着し易い。したがって、フィルタ８６の折り目をフィルタ８
７に比べて広く浅くしておくことで、より塵埃が付着しやすいフィルタ８６から容易に塵
埃を除去できる。
【００９０】
　フィルタ８６、８７は、付着した塵埃を除去しやすいように、ポリテトラフルオロエチ
レン（polytetrafluoroethylene、PTFE、いわゆるテフロン（登録商標））の膜を上流側
の面に有するものであっても良い。また、フィルタ８７に比べて目詰まりしやすいフィル
タ８６のみが、ポリテトラフルオロエチレンの膜を上流側の面に有するものであっても良
い。
【００９１】
　フィルタ８６、８７は、電気掃除装置１の収納形態において、上下方向（鉛直方向）に
延びる稜線８６ａ、８７ａを有している。換言すると、フィルタ８６、８７の稜線８６ａ
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、８７ａは、掃除機本体７の前後方向に延びている。フィルタ８６、８７は、折り目に交
差する端面が開放されている。
【００９２】
　なお、フィルタ８６、８７の開放端面は、フィルタ８６、８７の端面形状に沿って山と
谷とを有するジグザク形であっても良いし、隣り合う山と山との間に通風孔（図示省略）
を有する板形の枠が介在するものであっても良い。
【００９３】
　二次フィルタ枠体８８は、一対のフィルタ８６、８７を対面させ、かつ離間させて支持
している。二次フィルタ枠体８８、および一対のフィルタ８６、８７で区画される空間は
、フィルタ部６９の下流側の風路に相当する。このフィルタ部６９の内部空間は、連絡風
路６６に繋げられている。二次フィルタ枠体８８は、フィルタ８６の両側に配置され、連
絡風路６６に接続される二次フィルタ出口８９を有している。二次フィルタ出口８９は、
フィルタ８６、８７を通過した空気を連絡風路６６へ流出させる。
【００９４】
　フィルタ室７２は、濾過分離によってフィルタ部６９に捕捉される細塵を蓄積する細塵
集塵室でもある。第一メッシュフィルタ７７および第二メッシュフィルタ８４を通過する
細塵は、より網目の細かい一対のフィルタ８６、８７によって捕捉され、フィルタ室７２
に蓄積される。つまり、集塵室７３（粗塵集塵室７１、およびフィルタ室７２）は、フィ
ルタ８６、８７よりも上流側に配置されている。
【００９５】
　フィルタ室７２は、一次電動送風機１５に吸い込まれる空気の風路の一部である。フィ
ルタ室７２は、中継風路８１に繋げられている。フィルタ室７２は、粗塵集塵室７１にも
繋げられている。
【００９６】
　ノズル部７５から第一分離部６８へ流れ込む含塵空気のうち質量の比較的に大きい粗塵
は、ノズル部７５からを粗塵吐出口７９へ慣性力で直進し粗塵集塵室７１へ送られる。粗
塵吐出口７９から粗塵集塵室７１に流れ込む塵埃（粗塵）は、粗塵集塵室７１に蓄積され
る。他方、ノズル部７５から第一分離部６８へ流れ込む含塵空気のうち質量の比較的に小
さい細塵および空気は、ノズル部７５から放射状に拡がって一次フィルタ枠体７６の側面
に設けられる第一メッシュフィルタ７７を通過し、中継風路８１を経てフィルタ室７２に
流れ込む。粗塵吐出口７９から粗塵集塵室７１に流れ込む塵埃（粗塵）とともに、空気の
一部も粗塵集塵室７１に流れ込む。粗塵集塵室７１に流れ込んだ空気は、第二メッシュフ
ィルタ８４を通過し、フィルタ室７２に流れ込む。第一メッシュフィルタ７７または第二
メッシュフィルタ８４を通過してフィルタ室７２へ流れ込む空気（細塵を含んだ空気）の
うち細塵は、フィルタ部６９で濾過分離され、一対のフィルタ８６、８７の表面に捕捉さ
れる。フィルタ８６、８７を通過する清浄な空気は、連絡風路６６を介して一次電動送風
機１５に吸い込まれる。
【００９７】
　容器本体７８は、集塵室７３、つまり粗塵集塵室７１とフィルタ室７２とを区画してい
る。分離部６４のうち第一分離部６８、および連絡風路６６は、フィルタ部６９と一次電
動送風機１５との間に配置され、かつ相互に併設されている。
【００９８】
　一対の車輪１２は、一次電動送風機１５、分離部６４（第一分離部６８およびフィルタ
部６９）、集塵部６５（粗塵集塵室７１およびフィルタ室７２）、および連絡風路６６を
間に挟んでいる。
【００９９】
　第一分離部６８は、本体ケース１１の幅方向中央部に配置され、フィルタ部６９は、本
体ケースの一方の側部、例えば右側部に偏倚され、一次電動送風機１５は、本体ケース１
１の他方の側部、例えば左側部に偏倚されている。
【０１００】
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　一次塵埃容器１３は、電気掃除機３に吸い込まれる塵埃を蓄積する集塵室７３を区画し
、かつ集塵室７３に蓄積された塵埃を廃棄する廃棄口９１を有する容器本体７８と、廃棄
口９１を開閉する廃棄蓋９２と、を備えている。
【０１０１】
　また、一次塵埃容器１３は、ステーション２の二次電動送風機４９が発生させる負圧に
よって一次塵埃容器１３を含む風路の外側から直接的に空気を導入する吸気口９３と、吸
気口９３を開閉する吸気蓋９４と、を備えている。
【０１０２】
　さらに、一次塵埃容器１３は、フィルタ部６９に付着した塵埃、つまりフィルタ８６、
８７に付着した塵埃を除塵する除塵機構９５と、除塵機構９５の除塵動作と廃棄蓋９２の
開動作とを連動させる動力伝達機構９６と、を備えている。
【０１０３】
　容器本体７８は、分離部６４、つまり第一分離部６８、およびフィルタ部６９を収容し
、集塵室７３、つまり粗塵集塵室７１、およびフィルタ室７２を区画している。また、容
器本体７８は、動力伝達機構９６を収容する機械室９７を区画している。容器本体７８は
、全体として筒形である。容器本体７８は、筒形の中心線を本体ケース１１の幅方向へ向
けて領域Ａ１に装着されている。
【０１０４】
　廃棄口９１および吸気口９３は、容器本体７８の側面に設けられている。吸気蓋９４と
廃棄蓋９２とは、一括して開閉される。廃棄口９１は、掃除機本体７からステーション２
へ塵埃を移動させる時を除いて廃棄蓋９２によって閉じられている。吸気口９３は、掃除
機本体７からステーション２へ塵埃を移動させる時を除いて吸気蓋９４によって閉じられ
ている。
【０１０５】
　廃棄口９１は、吸気口９３から導入される空気とともに一次塵埃容器１３に蓄積された
塵埃を廃棄する。廃棄口９１は、本体ケース１１の後端部に配置されている。廃棄口９１
は、ステーション２と掃除機本体７とが接する部位に配置されている。つまり、廃棄口９
１は、本体ケース１１の背面に配置されている。なお、本体ケース１１の背面は、電気掃
除装置１の収納形態（図２）において本体ケース１１の最下端に位置する。廃棄口９１は
、電気掃除装置１の収納形態においてフィルタ部６９の下方に配置される。
【０１０６】
　本体ケース１１の後端部には、廃棄口９１よりも大きい本体ケース廃棄口９８が設けら
れている。本体ケース廃棄口９８は、電気掃除装置１の収納形態においてステーション２
の塵埃移送管４３を通過させ、塵埃移送管４３の入口を廃棄口９１に接続させる。
【０１０７】
　廃棄口９１は、粗塵集塵室７１に繋がる粗塵廃棄口１０１と、フィルタ室７２に繋がる
細塵廃棄口１０２と、を含んでいる。粗塵廃棄口１０１および細塵廃棄口１０２は、本体
ケース１１の幅方向、つまり容器本体７８の中心線方向に並んでいる。粗塵集塵室７１お
よびフィルタ室７２は、廃棄口９１の近傍で隔壁８３を共有し、隣接している。
【０１０８】
　廃棄蓋９２は、容器本体７８の側面の一部である。廃棄蓋９２は、筒形の容器本体７８
の周方向へ往復移動可能に設けられている。廃棄蓋９２は、ヒンジ機構（図示省略）によ
って、容器本体７８に支えられている。廃棄蓋９２は、粗塵廃棄口１０１および細塵廃棄
口１０２を一括して開閉する。廃棄蓋９２が開かれると、粗塵廃棄口１０１および細塵廃
棄口１０２は、塵埃移送管４３に一括して接続される。
【０１０９】
　なお、廃棄口９１にはパッキン１０３が適宜に設けられている。パッキン１０３は一体
成形品である。パッキン１０３は、廃棄蓋９２と容器本体７８との間に挟まり、粗塵廃棄
口１０１および細塵廃棄口１０２を一括して密封する。
【０１１０】
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　吸気口９３は、掃除機本体７外から、または本体ケース１１内であって一次電動送風機
１５に繋がる風路の外側からフィルタ室７２に空気を取り入れる入口である。吸気口９３
は、掃除機本体７からステーション２へ塵埃を移動させる際に、空気の流れを生じさせる
吸込口である。
【０１１１】
　吸気口９３は、容器本体７８の周方向に見て廃棄口９１から最も遠い箇所、つまり１８
０度離れた箇所、換言すると容器本体７８の中心線を対称線とする線対称位置に配置され
ている。つまり、吸気口９３は、電気掃除装置１の収納形態（図１）においてフィルタ部
６９の上方に配置されている。換言すると、フィルタ８６、８７は、吸気口９３と廃棄口
９１とに挟まれて配置されている。
【０１１２】
　また、吸気口９３は、フィルタ８６、８７の上流側（一次電動送風機１５が生じさせる
流れの上流側）の風路に配置されている。
【０１１３】
　吸気口９３から導入される空気は、フィルタ８６、８７に濾過される細塵と一次塵埃容
器１３に蓄積される粗塵とを一括して廃棄口９１から流出させる。塵埃移送管４３から細
塵廃棄口１０２を通じてフィルタ室７２に負圧が作用すると、吸気口９３は、フィルタ８
６、８７に空気を吹き掛ける。フィルタ８６、８７に吹き掛かった空気は、フィルタ８６
、８７表面に捕捉された塵埃を吹き飛ばし、細塵廃棄口１０２へ案内する。フィルタ８６
、８７は、除塵時、つまり電気掃除装置１の収納形態で上下方向に延びる稜線８６ａ、８
７ａを有し、また、折り目に交差する端面が開放されている。このため、フィルタ８６、
８７に吹き掛けられた空気は、折り目に沿って流れやすく、また剥離した細塵を、折り目
の端部から円滑に流出させることができる。
【０１１４】
　このとき、塵埃移送管４３から粗塵廃棄口１０１を通じて粗塵集塵室７１にも負圧が作
用する。粗塵集塵室７１は、フィルタ室７２に直接的に、また第一分離部６８を介してフ
ィルタ室７２に間接的に繋がっているため、吸気口９３から流れ込む空気の一部は、粗塵
集塵室７１にも流れ込む。粗塵集塵室７１に流れ込んだ空気は、粗塵集塵室７１に蓄積さ
れた粗塵を粗塵廃棄口１０１から流出させる（廃棄させる）。
【０１１５】
　なお、本実施形態に係る吸気口９３は、一次塵埃容器１３の容器本体７８に設けられ、
フィルタ８６、８７よりも上流側の風路に配置されているが、フィルタ８６、８７の下流
側（一次電動送風機１５が生じさせる流れの下流側）の風路に設けられていても良い（図
６に二点鎖線で示される吸気口９３および吸気蓋９４）。この場合、吸気口９３は、フィ
ルタ８６、８７から一次電動送風機１５までの風路、例えば、連絡風路６６に通じる。
【０１１６】
　二次電池１７は、粗塵集塵室７１を囲んでいる。つまり、二次電池１７に含まれる複数
の素電池１７ａは、本体ケース１１の筒形の後半部の内面に沿って配置され、粗塵集塵室
７１の周囲を囲んでいる。
【０１１７】
　次に、本実施形態に係る電気掃除機３の除塵機構９５について説明する。
【０１１８】
　図８は、本発明の実施形態に係る電気掃除機の除塵機構の斜視図である。
【０１１９】
　図８に示すように、本実施形態に係る電気掃除機３の除塵機構９５は、一対のフィルタ
８６、８７の間に配置されている。換言すると、除塵機構９５は、フィルタ部６９の内部
空間に配置されている。除塵機構９５は、一対のフィルタ８６、８７を一括して除塵する
。
【０１２０】
　除塵機構９５は、連結された複数のラック１０５を含む被動部１０６と、一方向に回転
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しながら複数のラック１０５に順次に噛み合って予め定められる軌道に沿って被動部１０
６を移動させる歯車１０７と、を備えている。
【０１２１】
　被動部１０６は、ラック１０５の他に複数のラック１０５を一体に連結させるフレーム
１０８と、ラック１０５の移動方向を規定する機構、例えばスライダ１０９と、それぞれ
のフィルタ８６、８７に接する除塵子１１１と、を備えている。
【０１２２】
　本実施形態の複数のラック１０５は、平行に配置される一対のラック１０５である。被
動部１０６は、歯車１０７を一対のラック１０５に交互に噛み合わせて往復運動する。
【０１２３】
　フレーム１０８は、一対のラック１０５のそれぞれの端部を繋いでいる。一対のラック
１０５とフレーム１０８とは、全体で矩形を描いている。
【０１２４】
　スライダ１０９は、ラック１０５の孔１０５ａと、孔１０５ａに挿し通され、フィルタ
部６９の二次フィルタ枠体８８に固定される棒状のレール１１２と、を有している。スラ
イダ１０９は、例えばフレーム１０８やラック１０５に設ける長穴と、長穴に挿し通され
、二次フィルタ枠体８８に固定されるビスやリベットなどのピン部材と、を有するもので
あっても良い。
【０１２５】
　歯車１０７は、フィルタ部６９の中央部に配置されている。換言すると、歯車１０７は
、一対のフィルタ８６、８７の間に挟まれ、かつフィルタ８６、８７の投影面の中央部に
配置されている。
【０１２６】
　歯車１０７の歯１０７ａは、部分的に設けられている。換言すると、歯車１０７は、部
分的に歯１０７ａが無い。歯車１０７の歯１０７ａは、歯車１０７が１回転する過程で、
複数のラック１０５に順次に噛み合う。歯車１０７の歯１０７ａは、２つ以上のラック１
０５に同時に噛み合うことのない範囲（歯数）に限定されている。
【０１２７】
　さらに詳細に説明すると、ラック１０５の歯１０５ｂは、歯車１０７の歯１０７ａより
も１つ多い。つまり、ラック１０５の歯１０５ｂと歯１０５ｂとの間の溝は、歯車１０７
の歯１０７ａと同数ある。例えば、歯車１０７の歯１０７ａは４つ、ラック１０５の歯１
０５ｂは５つある。一対のラック１０５の溝の底から溝の底までの距離は、歯車１０７の
最外径よりも若干大きい。この差（隙間）は、歯車１０７の歯１０７ａとラック１０５の
歯１０５ｂとの噛み合いと、抜け出しの円滑を図る。
【０１２８】
　一部、歯１０７ａのない歯車１０７が半回転するうち、歯１０７ａはいずれか一方のラ
ック１０５に噛み合い、被動部１０６を往路で移動させる。歯車１０７の回転が進む（約
１８０度進む）と、歯１０７ａは、一方のラック１０５から抜け出し、他方のラック１０
５に噛み合い、被動部１０６を復路で移動させる。なお、歯車１０７は、被動部１０６の
往路と復路との間で、一時的に歯１０７ａをいずれのラック１０５にもかみ合わせていな
い期間があってもよい。
【０１２９】
　なお、３つ以上のラック１０５を有する除塵機構９５は、ラック１０５の移動方向を規
定するスライダ１０９以外の機構と、歯を全周に有する歯車１０７と、を備えていても良
い。３つ以上のラック１０５を有する除塵機構９５は、被動部１０６を軌道上で一巡させ
るにあたり、歯車１０７を１回転以上させるものであっても良い。
【０１３０】
　次に、本実施形態に係る電気掃除機３の動力伝達機構９６について説明する。
【０１３１】
　図９から図１２は、本発明の実施形態に係る電気掃除機の動力伝達機構の図である。
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【０１３２】
　図９および図１１には、動力伝達機構９６によって廃棄蓋９２および吸気蓋９４が閉鎖
されている状態が示されている。図１０および図１２には、動力伝達機構９６によって廃
棄蓋９２および吸気蓋９４が開放されている状態が示されている。また、図１１および図
１２には、第二歯車１２２を省いた動力伝達機構９６が示されている。
【０１３３】
　図３および図５に加えて、図９から図１２に示すように、本実施形態に係る電気掃除機
３の動力伝達機構９６は、ステーション２から除塵機構９５、廃棄蓋９２、および吸気蓋
９４の駆動力を受け、除塵機構９５、廃棄蓋９２、および吸気蓋９４へ分配し、伝達する
。動力伝達機構９６は、継手半体１１５と、継手半体１１５から除塵機構９５へ駆動力を
伝達する第一伝達機構１１７と、継手半体１１５から廃棄蓋９２へ駆動力を伝達する第二
伝達機構１１８と、継手半体１１５から吸気蓋９４へ駆動力を伝達する第三伝達機構１１
９と、を備えている。
【０１３４】
　継手半体１１５は、回転駆動力を伝達する軸継手１２０の一部である。継手半体１１５
は、ステーション２の継手半体１１６に連結される。
【０１３５】
　第一伝達機構１１７は、継手半体１１５に入力される駆動力を常に除塵機構９５の歯車
１０７へ伝達する。第一伝達機構１１７は、継手半体１１５に入力される回転駆動力を単
純に伝達して歯車１０７を回転させる。つまり、第一伝達機構１１７は、継手半体１１５
が正転していれば歯車１０７を逆転させ、継手半体１１５が逆転していれば歯車１０７を
正転させる。
【０１３６】
　第一伝達機構１１７は、継手半体１１５に回転一体の第一歯車１２１と、第一歯車１２
１に噛み合わされた大径の第二歯車１２２と、を備えている。第二歯車１２２は、フィル
タ部６９の二次フィルタ枠体８８を貫き、除塵機構９５の歯車１０７に回転一体の軸９９
によって、回転可能に支えられている。つまり、第二歯車１２２と除塵機構９５の歯車１
０７とは回転一体である。第一歯車１２１に比べて第二歯車１２２の方が大きいため、フ
ィルタ８６、８７を弾いたり、変形させたりしながら動作する除塵機構９５をより小さい
出力のモータ（後述するステーション２の駆動源１４９）で駆動させることができる。
【０１３７】
　第二伝達機構１１８は、継手半体１１５に入力される駆動力によって廃棄蓋９２を開閉
させる。また、第三伝達機構１１９は、継手半体１１５に入力される駆動力によって吸気
蓋９４を開閉させる。吸気蓋９４と廃棄蓋９２とが一括して開閉されるため、第二伝達機
構１１８が廃棄蓋９２を開くとき、第三伝達機構１１９も吸気蓋９４を開く。また、第二
伝達機構１１８が廃棄蓋９２を閉じるとき、第三伝達機構１１９も吸気蓋９４を閉じる。
【０１３８】
　第三伝達機構１１９は、第一伝達機構１１７と共有する第一歯車１２１と、円弧状に配
置され第一歯車１２１に噛み合わされる歯１２３ａを有するレバー部１２３と、レバー部
１２３の揺動を案内するガイド部１２４と、レバー部１２３の揺動範囲を規定する一対の
ストッパ１２５と、を備えている。
【０１３９】
　レバー部１２３は、第二歯車１２２の回転中心に一致する揺動中心を有している。つま
り、レバー部１２３は、第二歯車１２２を回転可能に支える軸によって、第二歯車１２２
とともに支えられている。レバー部１２３は、吸気蓋９４に直結されている。
【０１４０】
　ガイド部１２４は、容器本体７８に設けられる溝１２６と、溝１２６に配置される案内
板１２７と、を備えている。溝１２６は、レバー部１２３の揺動の軌跡に応じて円弧形に
延びている。案内板１２７は、レバー部１２３に一体化されている。
【０１４１】
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　ストッパ１２５は、廃棄蓋９２および吸気蓋９４の全閉位置および全開位置に応じてレ
バー部１２３の揺動範囲を規定（規制）している。
【０１４２】
　第二伝達機構１１８は、第一伝達機構１１７および第三伝達機構１１９と共有する第一
歯車１２１と、第三伝達機構１１９と共有するレバー部１２３、ガイド部１２４、および
ストッパ１２５と、レバー部１２３の揺動を往復運動に変換して廃棄蓋９２に伝達するス
ライダ１２８と、廃棄蓋９２を全閉させるばね力を発生させる廃棄蓋閉鎖ばね１２９と、
を備えている。スライダ１２８は、廃棄蓋閉鎖ばね１２９に押し勝って廃棄蓋９２を開く
。また、スライダ１２８は、廃棄蓋閉鎖ばね１２９のばね力を利用して廃棄蓋９２を閉じ
る。
【０１４３】
　ここで、動力伝達機構９６は、適宜の期間にわたってステーション２から除塵機構９５
へ駆動力を伝達する一方、廃棄蓋９２および吸気蓋９４が全開、または全閉した後、除塵
機構９５が駆動最中である適宜の期間内であってもステーション２から廃棄蓋９２および
吸気蓋９４への動力伝達を遮断する（縁切りする）必要がある。
【０１４４】
　そこで、第二伝達機構１１８は、廃棄蓋９２が全開または全閉すると継手半体１１５か
ら廃棄蓋９２への駆動力の伝達を遮断する。また、第三伝達機構１１９は、吸気蓋９４が
全開または全閉すると継手半体１１５から吸気蓋９４への駆動力の伝達を遮断する。
【０１４５】
　具体的には、第二伝達機構１１８、および第三伝達機構１１９は、廃棄蓋９２および吸
気蓋９４が全開または全閉すると、レバー部１２３の歯１２３ａと第一歯車１２１との噛
み合わせを解除する。つまり、円弧形に並ぶ歯１２３ａは、廃棄蓋９２および吸気蓋９４
が全開または全閉すると、第一歯車１２１から抜け出る範囲に設けられている（限定され
ている）。
【０１４６】
　レバー部１２３の歯１２３ａは、廃棄蓋９２が全閉または全開すると、移動が妨げられ
る廃棄蓋９２に抗しきれず、第一歯車１２１から抜け出て駆動力（トルク）の伝達を遮断
する。レバー部１２３の歯１２３ａは、吸気蓋９４が全閉または全開すると、第一歯車１
２１から抜け出て駆動力（トルク）の伝達を遮断する。
【０１４７】
　なお、動力伝達機構９６は、レバー部１２３の歯１２３ａと第一歯車１２１との噛み合
わせを復帰させる際、両者の円滑な噛み合わせを促す駆動源、例えば復帰ばね１３１を備
えている。復帰ばね１３１は、廃棄蓋９２および吸気蓋９４が全開、または全閉すると押
し潰されてエネルギーを蓄える。また、復帰ばね１３１は、廃棄蓋９２および吸気蓋９４
を開け始める際、または閉め始める際に、エネルギーを消費してレバー部１２３を押し返
し、レバー部１２３の歯１２３ａと第一歯車１２１との噛み合わせの復帰を助ける。
【０１４８】
　また、除塵機構９５が適宜の期間にわたって往復運動し、フィルタ８６、８７を除塵す
る最中、廃棄蓋９２および吸気蓋９４は全開されていなければならない。仮に、モータ（
後述するステーション２の駆動源１４９）の正転と逆転とを切り替えて除塵機構９５を往
復運動させると、廃棄蓋９２および吸気蓋９４は、モータの正転と逆転とが切り替えられ
る都度、開いたり閉じたりすることになる。そこで、本実施形態に係る除塵機構９５は、
一方向に回転する歯車１０７によって被動部１０６を往復運動可能な構成を有している。
【０１４９】
　次に、本発明の実施形態に係るステーション２について詳細に説明する。
【０１５０】
　図１３および図１４は、本発明の実施形態に係る電気掃除装置のステーションの斜視図
である。
【０１５１】
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　なお、図１４は、台座４１の天板、および塵埃回収部１４２のケース４７が取り外され
たステーション２の斜視図である。
【０１５２】
　図１３および図１４に示すように、本実施形態に係るステーション２の二次塵埃容器４
８は、塵埃移送管４３から流れ込む塵埃を空気から遠心分離する遠心分離部１４３を備え
ている。遠心分離部１４３は多段型であり、塵埃移送管４３から流れ込む塵埃を空気から
遠心分離する第一遠心分離部１４４と、第一遠心分離部１４４を通過する塵埃を空気から
遠心分離する第二遠心分離部１４５と、を備えている。
【０１５３】
　第一遠心分離部１４４は、二次塵埃容器４８に流れ込む塵埃のうち粗い塵埃を遠心分離
する。第二遠心分離部１４５は、第一遠心分離部１４４を通過する細かい塵埃を遠心分離
する。なお、粗い塵埃とは、もっぱら糸くずや綿埃などの繊維状の塵埃や砂粒のような質
量の大きい塵埃であり、細かい塵埃とは、粒子状または粉末状で質量の小さい塵埃である
。
【０１５４】
　二次電動送風機４９は、下流風路管１４６を介して二次塵埃容器４８に接続されている
。二次電動送風機４９は、下流風路管１４６、二次塵埃容器４８、および塵埃移送管４３
を介して一次塵埃容器１３に負圧を作用させ、一次塵埃容器１３に蓄積された塵埃を空気
とともに二次塵埃容器４８に移動させる。
【０１５５】
　また、ステーション２は、台座４１に設けられる連結案内部１４８と、電気掃除機３の
一次塵埃容器１３の廃棄蓋９２の開駆動力および閉駆動力を発生させる駆動源１４９と、
駆動源１４９から電気掃除機３に駆動力を伝える動力伝達機構１５１と、を備えている。
【０１５６】
　連結案内部１４８は、掃除機本体７がステーション２に連結される際、ステーション２
の充電端子４５が掃除機本体７の充電電極１９に好適に接続され、かつ塵埃移送管４３が
掃除機本体７の廃棄口９１に好適に接続される位置へ、掃除機本体７を案内する。
【０１５７】
　なお、掃除機本体７がステーション２に連結され、ステーション２の充電端子４５が掃
除機本体７の充電電極１９に好適に接続され、かつ塵埃移送管４３が掃除機本体７の廃棄
口９１に好適に接続された形態が、電気掃除装置１の収納形態である。
【０１５８】
　連結案内部１４８は、掃除機本体７の本体ケース１１の後端部の形状に適合して窪んで
いる。つまり、連結案内部１４８は、本体ケース１１の筒形の後半部に適合し、ステーシ
ョン２の側方視において円弧形に窪んでいる。掃除機本体７は、台座４１の上方から下ろ
され（降下させられ）てステーション２に連結するため、掃除機本体７の後端部の形状に
適合する連結案内部１４８は、電気掃除装置１の収納形態における掃除機本体７の位置決
めを確実にする。
【０１５９】
　充電端子４５と塵埃移送管４３の入口とは、連結案内部１４８に配置されている。
【０１６０】
　駆動源１４９は、例えば電動機である。駆動源１４９は、ステーション制御部５１に電
気的に接続されている。駆動源１４９は、二次電動送風機４９同様に、ステーション制御
部５１に制御される。
【０１６１】
　駆動源１４９は、電気掃除機３の吸気蓋９４の開駆動力および閉駆動力を発生させる。
駆動源１４９は、電気掃除機３の除塵機構９５の駆動力を発生させる。つまり、駆動源１
４９は、廃棄蓋９２、吸気蓋９４、および除塵機構９５の駆動力を発生させる。駆動源１
４９は、塵埃移送管４３の入口と塵埃回収部１４２との間に設けられている。
【０１６２】
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　動力伝達機構１５１は、駆動源１４９、つまり電動機の出力軸から電気掃除装置１の収
納形態における掃除機本体７の継手半体１１５の中心線上へ、駆動源１４９の動力を伝え
る適宜の機構である。本実施形態に係る動力伝達機構１５１は、相互に噛み合わされた複
数、例えば３つの歯車１５１ａ、１５１ｂ、１５１ｃと、これらの歯車１５１ａ、１５１
ｂ、１５１ｃを回転可能に支え、かつ収容するギアボックス（図示省略）と、を備えてい
る。動力伝達機構１５１は、プーリーとベルトとを組み合わせた機構や、チェーンとスプ
ロケットとを組み合わせた機構であっても良い。
【０１６３】
　次に、ステーション２から掃除機本体７へ駆動源１４９の駆動力を伝える動力伝達経路
について説明する。
【０１６４】
　図１５は、本発明の実施形態に係る電気掃除装置の動力伝達経路の斜視図である。
【０１６５】
　なお、図１５は、動力伝達経路１５５のうち、ステーション２側のみ、つまりステーシ
ョン２の動力伝達機構１５１のみを示している。
【０１６６】
　図９および図１４に加えて、図１５に示すように、本実施形態に係る電気掃除装置１は
、ステーション２の駆動源１４９から掃除機本体７の廃棄蓋９２に駆動力を伝える動力伝
達経路１５５と、ステーション２と電気掃除機３との間で動力伝達経路１５５の連結と切
り離しとを行う連結器１５６と、を備えている。
【０１６７】
　動力伝達経路１５５は、電気掃除機３の動力伝達機構９６とステーション２の動力伝達
機構１５１とを含んでいる。連結器１５６は、電気掃除機３の動力伝達機構９６とステー
ション２の動力伝達機構１５１とを連結して動力伝達経路１５５を機能させる。
【０１６８】
　動力伝達機構１５１、および掃除機本体７の継手半体１１５を除く連結器１５６は、台
座４１の膨出部４６に覆われている。膨出部４６は、継手半体１１６を出没可能に収容し
ている。
【０１６９】
　連結器１５６は、軸継手１２０と、軸継手１２０を断絶させる力を発生させる駆動源、
例えば継手切断ばね１５７と、駆動源１４９が発生させる駆動力で軸継手１２０を接続す
るカム機構１５８と、を備えている。連結器１５６は、駆動源１４９の駆動力で軸継手１
２０を接続させ、継手切断ばね１５７のばね力で軸継手１２０を断絶（縁切り）させる。
【０１７０】
　軸継手１２０は、いわゆるドグクラッチである。軸継手１２０は、電気掃除機３の動力
伝達機構９６に設けられる継手半体１１５と、ステーション２の動力伝達機構１５１に設
けられる継手半体１１６と、を備えている。
【０１７１】
　継手半体１１５は、円形に並ぶ複数の弧形溝１６１を備えている。継手半体１１６は、
円形に並ぶ複数の軸１６２を備えている。それぞれの軸１６２は、弧形溝１６１に出入り
可能な径寸法を有している。軸１６２は、弧形溝１６１へ差し込み易いよう、先細ったテ
ーパ形であることが好ましい。
【０１７２】
　継手半体１１６は、動力伝達機構１５１が伝達する駆動力によって常に回転する。継手
半体１１５は、軸継手１２０が継がれることによって継手半体１１６とともに回転する。
継手半体１１６は、ステーション２の膨出部４６から突き出して継手半体１１５に連結す
る。継手半体１１６は、掃除機本体７の側方に配置される膨出部４６から掃除機本体７の
幅方向に突出して継手半体１１５に連結する。換言すると、連結器１５６は、掃除機本体
７をステーション２から切り離す際、および掃除機本体７をステーション２に戻す際に、
掃除機本体７が移動する方向、つまり上下方向に対して交差する方向へ継手半体１１６を
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膨出部４６から出没させて軸継手１２０を連結するため、膨出部４６と継手半体１１６と
の隙間からステーション２内に例えば塵埃が侵入することを防ぎ、動力伝達機構１５１の
良好な作動を保証できる。
【０１７３】
　なお、継手半体１１６は、膨出部４６から掃除機本体７の幅方向に突出して継手半体１
１５に連結するものの他、連結案内部１４８に突出させて設けられ、ステーション２に掃
除機本体７を連結すると、同時に継手半体１１５に連結されるものであっても良い（図１
３中、二点鎖線の継手半体１１６）。また、継手半体１１６は、塵埃回収部４２に配置さ
れ、ステーション２の前方に突出して継手半体１１５に連結されるものであっても良い（
図１３中、二点鎖線の継手半体１１６）。
【０１７４】
　継手切断ばね１５７は、軸継手１２０を断絶させる方向、つまり継手半体１１５から引
き離す方向へ継手半体１１６を引っ張っている。
【０１７５】
　カム機構１５８は、ステーション２側に設けられている。カム機構１５８は、いわゆる
端面カムである。カム機構１５８は、動力伝達機構１５１の回転運動を継手半体１１６の
直線運動（継手半体１１６が膨出部４６に出没する運動）に変換し、かつ継手半体１１６
の直線運動が適宜に進行すると継手半体１１６を回転運動させる。カム機構１５８は、動
力伝達機構１５１によって回転する原節１６３と、継手半体１１６に設けられる従節１６
４と、を備えている。従節１６４は、継手半体１１６の軸１６２に最も近く、継手半体１
１６の周方向に延びる横臥面１６４ａと、継手半体１１６の軸１６２の反対方向に延びる
傾斜面１６４ｂと、傾斜面１６４ｂの頂部につながる直立面１６４ｃと、を有している。
直立面１６４ｃは、継手半体１１６の回転中心線に対して実質的に平行である。原節１６
３は、横臥面１６４ａおよび傾斜面１６４ｂに線接触可能であり、かつ直立面１６４ｃに
面接触可能な形状を有している。
【０１７６】
　連結器１５６は、非連結時、カム機構１５８の従節１６４の横臥面１６４ａに原節１６
３を当て、または横臥面１６４ａに原節１６３を最も近づけている。この状態で、継手半
体１１６は、ステーション２の膨出部４６に最も入り込んでいる。駆動源１４９が始動す
ると、動力伝達機構１５１の歯車１１５ｃとともに原節１６３が回転する。回転する原節
１６３は、従節１６４の横臥面１６４ａを移動し、傾斜面１６４ｂに近づき、いずれ傾斜
面１６４ｂに乗り上げる。そうすると、継手半体１１６は、原節１６３が傾斜面１６４ｂ
を押す力によって膨出部４６から迫り出し、継手半体１１５に連結される。継手半体１１
６の回転が進んで原節１６３が直立面１６４ｃに面接触すると、連結器１５６全体が、原
節１６３に同期して回転する。
【０１７７】
　なお、継手半体１１６は、継手切断ばね１５７のばね力によって膨出部４６に引き込ま
れている。このばね力は、原節１６３と従節１６４との間に適宜の摩擦力を発生させ、原
節１６３を従節１６４の傾斜面１６４ｂに確実に乗り上げさせる。
【０１７８】
　カム機構１５８は、ステーション２の継手半体１１６から掃除機本体の継手半体１１５
を見て、継手半体１１６を正転（時計回り）、および逆転（反時計回り）させるいずれの
回転方向にも、傾斜面１６４ｂおよび直立面１６４ｃを有している。換言すると、カム機
構１５８は、横臥面１６４ａを間に挟む一対の傾斜面１６４ｂおよび直立面１６４ｃを有
している。
【０１７９】
　ここで、例えば、動力伝達経路１５５は、継手半体１１６を正転させることで廃棄蓋９
２および吸気蓋９４を開き、継手半体１１６を逆転させることで廃棄蓋９２および吸気蓋
９４を閉じるとして説明する。一方の傾斜面１６４ｂおよび直立面１６４ｃは、継手半体
１１６の正転にともなって連結器１５６を繋ぎ、廃棄蓋９２および吸気蓋９４を開く。他
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方の傾斜面１６４ｂおよび直立面１６４ｃは、継手半体１１６の逆転にともなって連結器
１５６を繋ぎ、廃棄蓋９２および吸気蓋９４を閉じる。
【０１８０】
　ステーション２に掃除機本体７が連結されて電気掃除装置１が収納形態に移行する。そ
うすると、掃除機本体１７の充電電極１９は、ステーション２の充電端子４５に接触し、
充電端子４５に電気的に接続される。塵埃移送管４３の入口は、掃除機本体７の本体ケー
ス廃棄口９８を通じて一次塵埃容器１３の容器本体７８の外面に密着する。
【０１８１】
　ステーション制御部５１は、充電端子４５に繋がる充電回路（図示省略）、マイクロス
イッチ等の接触式センサ（図示省略）、または赤外線センサを利用した非接触センサ（図
示省略）などの検知方法によって、ステーション２に掃除機本体７が連結されたことを検
知する。ステーション制御部５１は、ステーション２に掃除機本体７が連結されたことを
検知すると、適時に駆動源１４９を始動させる。駆動源１４９が始動すると、ステーショ
ン２の継手半体１１６が膨出部４６から突出し、掃除機本体７の継手半体１１５に連結さ
れる。つまり、連結器１５６が連結される。ステーション制御部５１は、駆動源１４９の
運転を継続する。連結器１５６が連結された動力伝達経路１５５は、駆動源１４９の駆動
力を廃棄蓋９２、吸気蓋９４、および除塵機構９５へ分配し、伝達する。
【０１８２】
　動力伝達経路１５５から伝わる駆動力によって、廃棄蓋９２、および吸気蓋９４は全開
する。動力伝達経路１５５から伝わる駆動力によって、除塵機構９５はフィルタ８６、８
７に付着した細塵を除去する。ステーション制御部５１は、除塵機構９５がフィルタ８６
、８７に付着した細塵を除去する適宜の期間、例えば１０秒間、継続して駆動源１４９を
運転した後、駆動源１４９を一旦停止させる。
【０１８３】
　次いで、ステーション制御部５１は、二次電動送風機４９を始動させる。始動した二次
電動送風機４９は二次塵埃容器４８から空気を吸い込んで負圧を発生させる。つまり、二
次電動送風機４９は、駆動源１４９が廃棄蓋９２を開いた後、二次塵埃容器４８に負圧を
作用させる。二次電動送風機４９は、駆動源１４９が吸気蓋９４を開いた後、二次塵埃容
器４８に負圧を作用させる。二次電動送風機４９は、駆動源１４９が除塵機構９５を駆動
させた後、二次塵埃容器４８に負圧を作用させる。
【０１８４】
　二次塵埃容器４８に作用する負圧は、塵埃移送管４３および廃棄口９１を通じて一次塵
埃容器１３に作用する。そうすると、一次塵埃容器１３は、吸気口９３から空気を吸い込
む。このとき、本体接続口１８からも空気が吸い込まれる。一次塵埃容器１３に吸い込ま
れた空気は、粗塵集塵室７１内の粗塵を粗塵廃棄口１０１から塵埃移送管４３へ流出させ
、フィルタ室７２内の細塵を細塵廃棄口１０２から塵埃移送管４３へ流出させる。塵埃移
送管４３に流れ込んだ塵埃（粗塵および細塵が混合した塵埃）は、塵埃移送管４３を通じ
て二次塵埃容器４８に吸い込まれる。
【０１８５】
　二次塵埃容器４８の第一遠心分離部１４４は、塵埃移送管４３から流れ込んだ塵埃から
粗塵を分離し、蓄積する。第二遠心分離部１４５は、第一遠心分離部１４４を通過する細
塵埃を分離し、蓄積する。
【０１８６】
　本実施形態に係る電気掃除装置１は、電気掃除機３の廃棄蓋９２の開駆動力および閉駆
動力を発生させる駆動源１４９を掃除機本体７ではなく、ステーション２に備えている。
そのため、電気掃除装置１は、掃除機本体７の重量を増加させることなく、また、使用者
の操作を要することなく、電気掃除機３の一次塵埃容器１３とステーション２の二次塵埃
容器４８とを繋ぎ、一次塵埃容器１３に蓄積された塵埃を二次塵埃容器４８に移動させる
ことができる。
【０１８７】
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　また、本実施形態に係る電気掃除装置１は、電気掃除機３の吸気蓋９４の開駆動力およ
び閉駆動力を発生させる駆動源１４９を掃除機本体７ではなく、ステーション２に備えて
いる。そのため、電気掃除装置１は、掃除機本体７の重量を増加させることなく、また、
使用者の操作を要することなく、電気掃除機３の一次塵埃容器１３とステーション２の二
次塵埃容器４８とを繋ぎ、一次塵埃容器１３に蓄積された塵埃を二次塵埃容器４８に移動
させることができる。
【０１８８】
　さらに、本実施形態に係る電気掃除装置１は、動力伝達経路１５５を連結する連結器１
５６を備えている。そのため、電気掃除装置１は、駆動源１４９が発生させる駆動力を廃
棄蓋９２および吸気蓋９４に確実に伝達することができる。
【０１８９】
　さらにまた、本実施形態に係る電気掃除装置１は、軸継手１２０を有する連結器１５６
を備えている。そのため、電気掃除装置１は、モータのような駆動源１４９が発生させる
駆動力としての回転力を容易に伝達することができる。
【０１９０】
　また、本実施形態に係る電気掃除装置１は、駆動源１４９の駆動力で軸継手１２０を接
続する。そのため、電気掃除装置１は、掃除機本体７をステーション２に戻すだけで、使
用者の操作を要することなく、連結器１５６を連結させることができる。つまり、電気掃
除装置１は、使用者に連結器１５６を連結するための煩わしさを与えることがない。
【０１９１】
　さらに、本実施形態に係る電気掃除装置１は、軸継手１２０を断絶させる力を発生させ
る継手切断ばね１５７と、駆動源１４９が発生させる駆動力で軸継手１２０を接続するカ
ム機構１５８と、を備えている。そのため、電気掃除装置１は、駆動源１４９が停止して
いる際には、軸継手１２０を断絶させておくことが可能であり、電気掃除装置１の収納形
態において掃除機本体７をステーション２から容易に切り離し、また、ステーション２に
掃除機本体７を容易に連結することができる。
【０１９２】
　また、本実施形態に係る電気掃除装置１は、駆動源１４９が廃棄蓋９２を開いた後、二
次塵埃容器４８に負圧を作用させる二次電動送風機４９を備えている。そのため、電気掃
除装置１は、廃棄蓋９２を開いている最中、すなわち電気掃除機３の一次塵埃容器１３と
ステーション２の二次塵埃容器４８との接続が良好に確立されていない期間に、塵埃を移
動させようとして塵埃を飛散させてしまうようなことがない。
【０１９３】
　さらに、本実施形態に係る電気掃除装置１は、除塵機構９５の駆動力に駆動源１４９を
利用する。そのため、電気掃除装置１は、除塵機構９５を作動させるために使用者の操作
を要することがなく、使用者に煩わしさを与えることがない。
【０１９４】
　さらにまた、本実施形態に係る電気掃除装置１は、廃棄蓋９２の開駆動および閉駆動と
、吸気蓋９４の開駆動および閉駆動と、連結器１５６の連結、および除塵機構の駆動を一
括して行う駆動源１４９を備えている。そのため、電気掃除装置１は、掃除機本体７の小
型化、軽量化に寄与する。
【０１９５】
　したがって、本実施形態に係る電気掃除装置１によれば、電気掃除機３の利便性を損な
うことなく、一次塵埃容器１３と二次塵埃容器４８とを繋げる風路、つまり廃棄口９１を
開閉する駆動力を発生させることができる。
【０１９６】
　本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したも
のであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は、その
他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の
省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や
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。
【符号の説明】
【０１９７】
　１…電気掃除装置、２…ステーション、３…電気掃除機、７…掃除機本体、８…管部、
１１…本体ケース、１２…車輪、１２ａ、１２ｂ…補助輪、１３…一次塵埃容器、１５…
一次電動送風機、１６…掃除機制御部、１７…二次電池、１７ａ…素電池、１８…本体接
続口、１９…充電電極、２１…接続管、２２…集塵ホース、２３…手元操作管、２５…把
持部、２６…操作部、２７…延長管、２８…吸込口体、２６ａ…停止スイッチ、２６ｂ…
起動スイッチ、２６ｃ…ブラシスイッチ、３１…吸込口、３２…回転清掃体、３３…電動
機、４１…台座、４２…塵埃回収部、４３…塵埃移送管、４５…充電端子、４６…膨出部
、４７…ケース、４８…二次塵埃容器、４９…二次電動送風機、５１…ステーション制御
部、５２…電源コード、６１…塵埃容器室、６１ａ…塵埃容器挿抜口、６２…電動送風機
室、６４…分離部、６５…集塵部、６６…連絡風路、６８…第一分離部、６９…フィルタ
部、７１…粗塵集塵室、７２…フィルタ室、７３…集塵室、７５…ノズル部、７６…一次
フィルタ枠体、７７…第一メッシュフィルタ、７８…容器本体、７８ａ…吸込口、７９…
粗塵吐出口、８１…中継風路、８２…粗塵集塵室出口、８３…隔壁、８４…第二メッシュ
フィルタ、８６…フィルタ、８７…フィルタ、８８…二次フィルタ枠体、８６ａ…稜線、
８９…二次フィルタ出口、９１…廃棄口、９２…廃棄蓋、９３…吸気口、９４…吸気蓋、
９５…除塵機構、９６…動力伝達機構、９７…機械室、９８…本体ケース廃棄口、９９…
軸、１０１…粗塵廃棄口、１０２…細塵廃棄口、１０３…パッキン、１０５…ラック、１
０５ａ…孔、１０５ｂ…歯、１０６…被動部、１０７…歯車、１０７ａ…歯、１０８…フ
レーム、１０９…スライダ、１１１…除塵子、１１２…レール、１１５…継手半体、１１
６…継手半体、１１７…第一伝達機構、１１８…第二伝達機構、１１９…第三伝達機構、
１２０…軸継手、１２１…第一歯車、１２２…第二歯車、１２３…レバー部、１２３ａ…
歯、１２４…ガイド部、１２５…ストッパ、１２６…溝、１２７…案内板、１２８…スラ
イダ、１２９…廃棄蓋閉鎖ばね、１３１…復帰ばね、１４２…塵埃回収部、１４３…遠心
分離部、１４４…第一遠心分離部、１４５…第二遠心分離部、１４６…下流風路管、１４
８…連結案内部、１４９…駆動源、１５１…動力伝達機構、１５１ａ、１５１ｂ、１５１
ｃ…歯車、１５５…動力伝達経路、１５６…連結器、１５７…継手切断ばね、１５８…カ
ム機構、１６１…弧形溝、１６２…軸、１６３…原節、１６４…従節、１６４ａ…横臥面
、１６４ｂ…傾斜面、１６４ｃ…直立面。
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