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(57)【要約】
ハンドル部を大径化しなくてもノイズ対策用のフィルム
コンデンサの容量を大きくすることの可能な電動工具を
提供するため、ハウジング（１）は、ブラシレスモータ
（１０）、打撃機構部（２０）、及び出力部（３０）の
一部を収納する胴体部（２）と、一端が胴体部（２）に
接続しているハンドル部（３）と、ハンドル部（３）の
他端に形成された収納部（４）と、を有する。インバー
タ回路から発生するノイズを除去するための一対のフィ
ルムコンデンサ（４２ａ,４２ｂ）は、コンデンサ基板
（４２ｃ）に搭載され、ハンドル部（３）内に並んで収
納される。フィルムコンデンサ（４２ａ,４２ｂ）は、
相互に並列接続され、トータルで従来と比較して大容量
のコンデンサを成している。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
交流電源からの供給電力で動作する電動工具であって、モータと、前記モータを駆動する
インバータ回路と、前記インバータ回路への供給電圧を出力する整流回路と、前記整流回
路の出力端子間に並列接続された２つの無極性コンデンサと、を備える、電動工具。
【請求項２】
前記２つの無極性コンデンサが共にフィルムコンデンサである、請求項１に記載の電動工
具。
【請求項３】
前記２つの無極性コンデンサが共通の１つの基板に搭載され、２本のリード線が前記基板
から延び、一方のリード線の一端は前記２つの無極性コンデンサの一端に接続され、他方
のリード線の一端は前記２つの無極性コンデンサの他端に接続され、双方のリード線の他
端は前記整流回路に接続されている、請求項１又は２に記載の電動工具。
【請求項４】
前記モータを収納する胴体部と、一端が前記胴体部に接続されたハンドル部とを有するハ
ウジングを備え、前記２つの無極性コンデンサが前記ハンドル部に収納されている、請求
項１から３のいずれか一項に記載の電動工具。
【請求項５】
前記ハウジングは、前記ハンドル部の他端に設けられた収納部を有し、前記収納部から電
源コードが引き出され、前記整流回路が前記収納部に収納されている、請求項４に記載の
電動工具。
【請求項６】
前記整流回路に接続される電源入力ライン上にそれぞれ設けられたチョークコイルを備え
、前記複数のチョークコイルが前記収納部に収納されている、請求項４又は５に記載の電
動工具。
【請求項７】
前記モータを収納する胴体部と、一端が前記胴体部に接続されたハンドル部と、前記ハン
ドル部の他端に設けられた収納部とを有するハウジングを備え、前記２つの無極性コンデ
ンサが前記収納部に収納され、前記整流回路に接続される電源入力ライン上にそれぞれ設
けられたチョークコイルが前記ハンドル部に収納されている、請求項１から３のいずれか
一項に記載の電動工具。
【請求項８】
交流電源からの供給電力で動作する電動工具であって、モータと、前記モータを収容する
胴体部と、一端が前記胴体部に接続されたハンドル部と、前記ハンドル部の他端に設けら
れた収容部と、を有するハウジングと、前記モータを駆動するインバータ回路と、前記イ
ンバータ回路への供給電圧を出力する整流回路と、前記整流回路の出力端子間に接続され
た無極性コンデンサと、前記整流回路に接続される電源入力ライン上にそれぞれ設けられ
たチョークコイルと、を備え、前記無極性コンデンサ及び前記チョークコイルの一方を前
記ハンドル部に収納すると共に他方を前記収納部に収納する、電動工具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、交流電源からの供給電力で動作する電動工具に関する。
【背景技術】
【０００２】
商用電源等の外部交流電源から整流子モータに供給された電力により駆動される電動工具
、例えばインパクトドライバが従来から知られている。また、モータとしてブラシレスモ
ータを使用し、ブラシレスモータの回転数を制御基板に搭載したマイクロコンピュータに
よって細かく制御可能とする電動工具も例えば下記特許文献１で提案されている。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１２－１３９７４７号公報
【０００４】
図９は、特許文献１に示される電動工具の側断面図である。この電動工具は、インパクト
ドライバであり、ハウジング１と、ブラシレスモータ１０と、ブラシレスモータ１０によ
って回転される打撃機構部２０と、打撃機構部２０に接続される出力部３０と、を備える
（前後及び上下方向を図中に定義した）。
【０００５】
ハウジング１は、ブラシレスモータ１０、打撃機構部２０、及び出力部３０の一部を収納
する胴体部２と、一端が胴体部２に接続しているハンドル部３と、ハンドル部３の他端に
形成された収納部４と、を有する。ハンドル部３には、トリガ５が設けられており、トリ
ガ５はハンドル部３内に収容されたスイッチ機構６と接続される。使用者はトリガ５によ
って、ブラシレスモータ１０への電力の供給と遮断を切替え可能である。
【０００６】
収納部４の下部からは電源コード４０が引き出されており、収納部４内に収納された電源
ボックス５０が電源コード４０に接続されている。電源ボックス５０内には、電源コード
４０から入力された交流電力を直流電力に変換する整流回路を搭載した整流回路基板が設
けられる。収納部４内には、また、ブラシレスモータ１０の回転等を制御する制御回路を
搭載した制御回路基板６０が収納される。電源コード４０と整流回路との間には、ノイズ
フィルタとしてのフェライトコア４１が挿入されており、フェライトコア４１はハンドル
部３内に収納される。また、インバータ回路から発生するノイズを除去するためのフィル
ムコンデンサ４２が、フェライトコア４１と並んでハンドル部３内に収納される。
【０００７】
前記制御回路で制御されるインバータ回路は、ブラシレスモータ１０の背後に配置された
インバータ回路基板（スイッチング素子基板）７０に搭載される。インバータ回路は、ブ
ラシレスモータ１０への通電をオン、オフする例えば６個のスイッチング素子としてのＩ
ＧＢＴ７１を有し、各ＩＧＢＴ７１はブラシレスモータ１０と共に回転するファン１５に
よる空気流で冷却されるようになっている。前記制御回路は、各ＩＧＢＴ７１をオン、オ
フする駆動信号を出力するドライブ回路（ゲートドライバ）及びマイクロコンピュータを
含み、制御回路基板６０とインバータ回路基板７０との電気接続はケーブル７２で行われ
る。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
電動工具の高出力化に伴い、インバータ回路から発生するノイズ電圧は増加する傾向にあ
る。このため、インバータ回路から発生するノイズを除去するためのフィルムコンデンサ
４２の容量を大きくする必要がある。しかし、１つのフィルムコンデンサで大容量を確保
しようとすると、ハンドル部の内部スペースを広げなければならず、ハンドル部が大径化
する。
【０００９】
本発明はこうした状況を認識してなされたものであり、その目的は、ハンドル部を大径化
しなくてもノイズ対策用のフィルムコンデンサの容量を大きくすることの可能な電動工具
を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
本発明のある態様は、交流電源からの供給電力で動作する電動工具であって、モータと、
前記モータを駆動するインバータ回路と、前記インバータ回路への供給電圧を出力する整
流回路と、前記整流回路の出力端子間に並列接続された２つの無極性コンデンサと、を備
える。
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【００１１】
前記２つの無極性コンデンサが共にフィルムコンデンサであってもよい。
【００１２】
前記２つの無極性コンデンサが共通の１つの基板に搭載され、２本のリード線が前記基板
から延び、一方のリード線の一端は前記２つの無極性コンデンサの一端に接続され、他方
のリード線の一端は前記２つの無極性コンデンサの他端に接続され、双方のリード線の他
端は前記整流回路に接続されていてもよい。
【００１３】
前記モータを収納する胴体部と、一端が前記胴体部に接続されたハンドル部とを有するハ
ウジングを備え、前記２つの無極性コンデンサが前記ハンドル部に収納されていてもよい
。
【００１４】
前記ハウジングは、前記ハンドル部の他端に設けられた収納部を有し、前記収納部から電
源コードが引き出され、前記整流回路が前記収納部に収納されていてもよい。
【００１５】
前記整流回路に接続される電源入力ライン上にそれぞれ設けられたチョークコイルを備え
、前記複数のチョークコイルが前記収納部に収納されていてもよい。
【００１６】
前記モータを収納する胴体部と、一端が前記胴体部に接続されたハンドル部と、前記ハン
ドル部の他端に設けられた収納部とを有するハウジングを備え、前記２つの無極性コンデ
ンサが前記収納部に収納され、前記整流回路に接続される電源入力ライン上にそれぞれ設
けられたチョークコイルが前記ハンドル部に収納されていてもよい。
【００１７】
本発明のもう１つの態様は、交流電源からの供給電力で動作する電動工具であって、モー
タと、前記モータを収容する胴体部と、一端が前記胴体部に接続されたハンドル部と、前
記ハンドル部の他端に設けられた収容部と、を有するハウジングと、前記モータを駆動す
るインバータ回路と、前記インバータ回路への供給電圧を出力する整流回路と、前記整流
回路の出力端子間に接続された無極性コンデンサと、前記整流回路に接続される電源入力
ライン上にそれぞれ設けられたチョークコイルと、を備え、前記無極性コンデンサ及び前
記チョークコイルの一方を前記ハンドル部に収納すると共に他方を前記収納部に収納する
。
【００１８】
なお、以上の構成要素の任意の組合せ、本発明の表現を方法やシステムなどの間で変換し
たものもまた、本発明の態様として有効である。
【発明の効果】
【００１９】
本発明によれば、ハンドル部を大径化しなくてもノイズ対策用のフィルムコンデンサの容
量を大きくすることの可能な電動工具を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の実施の形態１に係る電動工具の側断面図。
【図２】図１に示す電動工具の、ハンドル部３の一部を切り欠いた要部正面図。
【図３】図１に示す電動工具のフィルムコンデンサ組の外観図。
【図４】図１に示す電動工具の制御ブロック図。
【図５】本発明の実施の形態２に係る電動工具の要部側断面図。
【図６】本発明の実施の形態３に係る電動工具の要部側断面図。
【図７】図６に示す電動工具の、ハンドル部３の一部を切り欠いた要部正面図。
【図８】本発明の実施の形態４に係る電動工具の要部側断面図。
【図９】特許文献１に示される電動工具の側断面図。
【発明を実施するための形態】



(5) JP WO2015/182507 A1 2015.12.3

10

20

30

40

50

【００２１】
以下、図面を参照しながら本発明の好適な実施の形態を詳述する。なお、各図面に示され
る同一または同等の構成要素、部材等には同一の符号を付し、適宜重複した説明は省略す
る。また、実施の形態は発明を限定するものではなく例示であり、実施の形態に記述され
るすべての特徴やその組み合わせは必ずしも発明の本質的なものであるとは限らない。
【００２２】
実施の形態１　図１は、本発明の実施の形態１に係る電動工具の側断面図である。図１に
おいて、前後及び上下方向を定義している。図２は、図１に示す電動工具の、ハンドル部
３の一部を切り欠いた要部正面図である。図３は、図１に示す電動工具のフィルムコンデ
ンサ組の外観図である。本実施の形態の電動工具は、インパクトドライバであり、ハウジ
ング１は、ブラシレスモータ１０、打撃機構部２０、及び出力部３０の一部を収納する胴
体部２と、一端が胴体部２に接続しているハンドル部３と、ハンドル部３の他端に形成さ
れた収納部４と、を有する。
【００２３】
ブラシレスモータ１０は、前後方向に延びる出力軸１１と、出力軸１１に固定され複数の
永久磁石を有するロータ１２と、ロータ１２を囲むように配置され複数のステータコイル
１３を備えるステータ１４と、出力軸１１に固定された冷却ファン１５と、を有する。出
力軸１１の両側は軸支（軸受で支持）され、ステータ１４はハウジング１の胴体部２に固
定されている。出力軸１１の回転は、遊星歯車機構１６を介して減速されて打撃機構部２
０のハンマ２１に与えられる。
【００２４】
打撃機構部２０は、ハンマケース２５内に配されたハンマ２１と、ハンマ２１を前方に付
勢するバネ２３と、を有する。ハンマ２１は、前端に衝突部２２を有し、遊星歯車機構１
６の出力軸で回転駆動される。出力部３０を構成するアンビル３１は、後端に被衝突部３
２を有する。バネ２３は、ハンマ２１が回転した際に衝突部２２が被衝突部３２と回転方
向において衝突するように、ハンマ２１を前方に付勢する。このような構成により、ハン
マ２１が回転した際に、出力部３０のアンビル３１に回転打撃力が与えられる。また、ハ
ンマ２１は、バネ２３の付勢力に反して後方に移動することも可能に構成されており、衝
突部２２と被衝突部３２との衝突後、ハンマ２１はバネ２３の付勢力に抗して回転しなが
ら後退する。そして、衝突部２２が被衝突部３２を乗り越えると、バネ２３に蓄えられた
弾性エネルギーが解放されてハンマ２１は前方に移動し、再び、衝突部２２と被衝突部３
２とが衝突する。出力部３０を構成するアンビル３１は、胴体部２の先端部、つまりハン
マケース２５の前端側で回転自在に軸支されており、アンビル３１には、先端工具を着脱
自在に装着できる。
【００２５】
ハンドル部３にはトリガ５が設けられ、トリガ５はハンドル部３内に収容されたスイッチ
機構６と接続される。使用者はトリガ５によって、ブラシレスモータ１０への電力の供給
と遮断を切替え可能である。収納部４の下部の引出口４８からは、商用電源等の外部交流
電源に接続するための電源コード４０が引き出される。収納部４内に収納された電源ボッ
クス５０が、電源コード４０の基端側に接続される。電源ボックス５０内には、電源コー
ド４０から入力された交流電力を直流電力に変換する整流回路を搭載した整流回路基板が
設けられる。電源ボックス５０内には、また、電源コード４０と整流回路との間（すなわ
ち整流回路に接続される電源入力ライン上）にそれぞれ挿入されるノイズフィルタとして
の一対のチョークコイル４１ａ,４１ｂが並んで収納される。チョークコイル４１ａ,４１
ｂのコアサイズは、例えば外径12mm×内径6mm×幅8mmであり、従来のフェライトコア４１
（図９）のコアサイズ（例えば外径20mm×内径10mm×幅12mm）と比較して小型である。す
なわち、従来のフェライトコアに代えてチョークコイルを用いることで小型化を図ること
ができる。そのため収納部４を大きくすることなくチョークコイル４１ａ，４１ｂを収納
部４に収納することができる。
【００２６】
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収納部４内には更に、ブラシレスモータ１０の回転等を制御する制御回路を搭載した制御
回路基板６０が収納される。インバータ回路から発生するノイズを除去するための一対の
フィルムコンデンサ４２ａ,４２ｂ（無極性コンデンサの例示）は、コンデンサ基板４２
ｃに搭載され、ハンドル部３内に並んで収納される。ハンドル部３内の所定数のリブ３ａ
が、ハンドル部３内においてフィルムコンデンサ４２ａ,４２ｂを位置決め支持する。フ
ィルムコンデンサ４２ａ,４２ｂは、それぞれ例えば４.７μＦの容量であって相互に並列
接続され、トータルで従来と比較して大容量（例えば９.４μＦ）のコンデンサを成して
いる。図３に示すように、コンデンサ基板４２ｃからは２本のリード線４２ｄ,４２ｅが
延びる。一方のリード線４２ｄの一端は、フィルムコンデンサ４２ａ,４２ｂの一端に接
続される。他方のリード線４２ｅの一端は、フィルムコンデンサ４２ａ,４２ｂの他端に
接続される。リード線４２ｄ,４２ｅの他端は、電源ボックス５０内の整流回路に接続さ
れる。
【００２７】
前記制御回路で制御されるインバータ回路は、胴体部２に固定されブラシレスモータ１０
の背後に位置するインバータ回路基板（スイッチング素子基板）７０に搭載される。イン
バータ回路は、ブラシレスモータ１０への通電をオン、オフする例えば６個のスイッチン
グ素子としてのＩＧＢＴ７１を有し、各ＩＧＢＴ７１はブラシレスモータ１０と共に回転
するファン１５による空気流で冷却されるようになっている。前記制御回路は、各ＩＧＢ
Ｔ７１をオン、オフする駆動信号を出力するドライブ回路（ゲートドライバ）及びマイク
ロコンピュータを含み、制御回路基板６０とインバータ回路基板７０との電気接続はケー
ブル７２で行われる。なおスイッチング素子はＦＥＴであっても良い。
【００２８】
図４は、図１に示す電動工具の制御ブロック図である。電源コード４０は商用電源４６に
接続される。電源ボックス５０内には、電源コード４０から供給される商用交流電源（例
えば、国内ならＡＣ１００Ｖ、海外ならＡＣ２００Ｖ、ＡＣ２３０Ｖ等）を全波整流する
ためのダイオードブリッジ４５（整流回路の例示）、ノイズフィルタを成す一対のチョー
クコイル４１ａ,４１ｂ及びＡＣ線間コンデンサ４３、並びに制御回路８１の駆動電圧を
生成するスイッチング電源回路４４が設けられる。ダイオードブリッジ４５の出力端子間
には、一対のフィルムコンデンサ４２ａ,４２ｂが並列接続される。電源ボックス５０内
の回路とフィルムコンデンサ４２ａ,４２ｂは、電源回路５１を構成する。ダイオードブ
リッジ４５の出力電圧は、インバータ回路８５に入力される。インバータ回路８５は、制
御回路８１の制御に従ってブラシレスモータ１０を駆動する。
【００２９】
制御部としての制御回路８１は、インバータ回路８５のＩＧＢＴをオン、オフする駆動信
号を出力するドライブ回路（ゲートドライバ）８２、及びドライブ回路８２を制御するマ
イクロコンピュータ（演算部）８３を有する。ホールＩＣ９１は、ブラシレスモータ１０
のロータ１２の位置を検出する回転位置検出素子の例示であり、例えば６０°の間隔を隔
てて３個配設される。各ホールＩＣ９１の回転位置検出出力は、制御回路８１の回転位置
検出回路８４に入力される。制御回路８１の過電流検出回路８６は、ブラシレスモータ１
０の駆動電流を監視し、過電流状態を検出するとマイクロコンピュータ８３に過電流検出
信号を入力する。トリガ５により作動されるスイッチ機構６の出力もマイクロコンピュー
タ８３（制御回路８１）に入力される。なお、図４の操作部７は、スイッチ機構６に加え
、使用者が操作する例えば正逆切替ボタン、モータ回転数を切り替える打撃力切替ボタン
、及び各種モード切替ボタンの操作に応じた信号を出力する機能ブロックをまとめて示し
たものである。ハウジング１の収納部４には、その上面側に露出する表示パネル９６を有
するＬＥＤ基板９５が設けられ、表示パネル９６には使用者が操作可能な各種ボタン（打
撃力切替ボタンやモード切替ボタン等）が設けられると共に、選択された打撃力及びモー
ド等が表示されるようになっている。制御回路８１は、トリガ５によりスイッチ機構６が
作動されたときに、各ホールＩＣ９１によるロータ位置の検出出力に基づいてインバータ
回路８５の各ＩＧＢＴ７１のオン、オフ制御を行い、ロータ１２を所定方向に所定回転速
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度で回転させる制御を行う。
【００３０】
次に、インパクトドライバとしての全体動作について説明する。電源コード４０を商用電
源に接続すると、制御回路８１に駆動用電源が供給される。この状態で作業者がトリガ５
を引くと、その引き代に応じた回転数でブラシレスモータ１０が回転する。ブラシレスモ
ータ１０が回転することによって、打撃機構部２０のハンマ２１が出力部３０のアンビル
３１を打撃し、これで保持される先端工具が回転する。作業者がトリガ５を離すことによ
りブラシレスモータ１０は停止する。
【００３１】
本実施の形態によれば、下記の効果を奏することができる。
【００３２】
(1) ダイオードブリッジ４５の出力端子間に２つのフィルムコンデンサ４２ａ,４２ｂを
並列接続しているため、インバータ回路８５が発生するノイズを除去するための容量が従
来と比較して大きくなり、ノイズ除去効果が増大する（ノイズ耐性が向上する）。また、
電源側（ＡＣ側）からインバータ回路８５側（ＤＣ側）に伝搬するノイズ（サージ）に対
しても容量アップにより除去効果が大きくなる。
【００３３】
(2) ２つのフィルムコンデンサ４２ａ,４２ｂの並列接続によりトータルで大容量化して
おり、フィルムコンデンサ４２ａ,４２ｂはハンドル部３を従来より大径化しなくてもハ
ンドル部３内に収納できるため、１つの大容量フィルムコンデンサを用いる場合と異なり
、ハンドル部３を大径化しなくてもノイズ対策用のフィルムコンデンサの容量を大きくす
ることができる。
【００３４】
(3) ２つのフィルムコンデンサ４２ａ,４２ｂを共通のコンデンサ基板４２ｃに搭載して
おり、コンデンサ基板４２ｃから延びる２本のリード線４２ｄ,４２ｅをダイオードブリ
ッジ４５の両出力端子にそれぞれ接続すればフィルムコンデンサ４２ａ,４２ｂの配線作
業が完了するため、フィルムコンデンサ４２ａ,４２ｂがバラバラである場合と比較して
フィルムコンデンサ組の収納及び配線作業が容易で組立性が良好となる。
【００３５】
(4) ２つのチョークコイル４１ａ,４１ｂを電源ボックス５０内に収納しているため、チ
ョークコイル４１ａ,４１ｂを電源ボックス５０外に配置する場合と比較して配線作業が
容易となる。
【００３６】
(5) ＡＣ側の素子であるチョークコイル４１ａ,４１ｂとＤＣ側の素子であるフィルムコ
ンデンサ４２ａ,４２ｂが物理的に離れたレイアウトであり、チョークコイルとフィルム
コンデンサが相互に近接したレイアウトの場合と比較して、ＡＣ側とＤＣ側との間におけ
る空間を経由したノイズの相互伝搬が小さいため、ノイズ対策の点で好ましく、また電源
ボックス５０内に収納可能な小型のチョークコイル４１ａ,４１ｂでも十分なノイズ除去
効果が得られる。
【００３７】
実施の形態２　図５は、本発明の実施の形態２に係る電動工具の要部側断面図である。本
実施の形態の電動工具は、図１等に示した実施の形態１のものと比較して、２つのフィル
ムコンデンサ４２ａ,４２ｂがコンデンサ基板４２ｃに搭載されずハンドル部３内でリブ
３ａにより位置決め支持され、フィルムコンデンサ４２ａ,４２ｂのリード線（合計４本
）がそれぞれ電源ボックス５０内の整流回路に接続される点で相違し、その他の点で一致
する。本実施の形態も、組立性以外の点では実施の形態１と同様の効果を奏することがで
きる。
【００３８】
実施の形態３　図６は、本発明の実施の形態３に係る電動工具の要部側断面図である。図
７は、図６に示す電動工具の、ハンドル部３の一部を切り欠いた要部正面図である。本実



(8) JP WO2015/182507 A1 2015.12.3

10

20

30

40

施の形態の電動工具は、図１等に示した実施の形態１のものと比較して、２つのフィルム
コンデンサ４２ａ,４２ｂが電源ボックス５０内に収納され、２つのチョークコイル４１
ａ,４１ｂがコイル基板４１ｃに搭載されてハンドル部３内に配置されている点で相違し
、その他の点で一致する。コイル基板４１ｃはリブ３ａによりハンドル部３内で位置決め
支持される。本実施の形態によれば、実施の形態１と同様に従来と比較してノイズ耐性の
向上が可能になると共に、チョークコイルがフィルムコンデンサより小さいため、ハンド
ル部３の更なる小径化も可能となる。なお、チョークコイル４１ａ,４１ｂはコイル基板
４１ｃに搭載されなくてもよい。
【００３９】
実施の形態４　図８は、本発明の実施の形態４に係る電動工具の要部側断面図である。本
実施の形態の電動工具は、図１等に示した実施の形態１のものと比較して、２つのフィル
ムコンデンサ４２ａ,４２ｂが収納部４内にリブ４ａで位置決め支持され、電源ボックス
５０がハンドル部３内にリブ３ａにより位置決め支持されている点で相違し、その他の点
で一致する。２つのチョークコイルは電源ボックス５０内に設けられる。２つのフィルム
コンデンサ４２ａ,４２ｂは基板に搭載されてもよい。本実施の形態によれば、実施の形
態１と同様に、ハンドル部３を小径としながら従来と比較してノイズ耐性を向上させるこ
とができる。
【００４０】
以上、実施の形態を例に本発明を説明したが、実施の形態の各構成要素や各処理プロセス
には請求項に記載の範囲で種々の変形が可能であることは当業者に理解されるところであ
る。以下、変形例について触れる。
【００４１】
各実施の形態では、電動工具としてインパクトドライバを例示したが、本発明は、モータ
を搭載し交流電源によって駆動される電動工具であれば、インパクトドライバに限定され
るものではない。例えば、インパクト工具としてのインパクトレンチ、クラッチを有する
ドライバドリルやスクリュードライバ、往復打撃機構を有するハンマドリル、油圧の打撃
機構部を有するオイルパルスドライバなどであってもよい。
【符号の説明】
【００４２】
１…ハウジング、２…胴体部、３…ハンドル部、３ａ…リブ、４…収納部、４ａ…リブ、
５…トリガ、６…スイッチ機構、７…操作部、１０…ブラシレスモータ、１１…出力軸、
１２…ロータ、１３…ステータコイル、１４…ステータ、１５…冷却ファン、１６…遊星
歯車機構、２０…打撃機構部、２１…ハンマ、２２…衝突部、２３…バネ、２５…ハンマ
ケース、３０…出力部、３１…アンビル、３２…被衝突部、４０…電源コード、４１…フ
ェライトコア、４１ａ,４１ｂ…チョークコイル、４１ｃ…コイル基板、４２…フィルム
コンデンサ、４２ａ,４２ｂ…フィルムコンデンサ（無極性コンデンサ）、４２ｃ…コン
デンサ基板、４２ｄ,４２ｅ…リード線、４３…ＡＣ線間コンデンサ、４４…スイッチン
グ電源回路、４５…ダイオードブリッジ（整流回路）、４８…引出口、５０…電源ボック
ス、６０…制御回路基板、７０…インバータ回路基板（スイッチング素子基板）、７１…
ＩＧＢＴ、７２…ケーブル、８１…制御回路、８２…ドライブ回路、８３…マイクロコン
ピュータ（演算部）、８４…回転位置検出回路、８５…インバータ回路、８６…過電流検
出回路、９１…ホールＩＣ
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