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(57)【要約】
【課題】本発明の実施例は、掃除機に関し、手持ち式掃
除機を開示する。
【解決手段】本発明では、手持ち式掃除機は、ダストガ
ス分離ユニットと、気流発生ユニットと、電池パックア
センブリと、ハンドルとを含み、ダストガス分離ユニッ
トには、前後方向に延在する縦方向軸線を限定する吸塵
入口が設けられ、気流発生ユニットには、吸気側及び排
気側が設けられ、吸気側は、ダストガス分離ユニットに
連通し、手持ち式掃除機の外壁には、内外を貫通する排
気口が設けられ、排気口は、ダストガス分離ユニットの
排気側に連通し、排気口は、縦方向軸線に沿うダストガ
ス吸入方向に少なくとも一部が気流発生ユニットを前へ
超える。従来技術に比べて、送風機が発する熱を即時に
排出でき、掃除機の使用時の送風機の温度を低下して、
送風機の寿命を延ばすことができ、且つ掃除機の使用時
に、排出される気流が直接使用者に吹き付けられること
はない。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　手持ち式掃除機であって、
　ダストガス分離ユニットと、気流発生ユニットと、電池パックアセンブリと、ハンドル
とを含み、ダストガス分離ユニットには、前後方向に延在する縦方向軸線（Ｘ）が限定さ
れる吸塵入口が設けられ、前記気流発生ユニットには、吸気側及び排気側が設けられ、前
記吸気側は、ダストガス分離ユニットに連通し、前記手持ち式掃除機の外壁には、内外を
貫通する排気口が設けられ、前記排気口は、ダストガス分離ユニットの排気側に連通し、
前記排気口は、前記縦方向軸線（Ｘ）に沿うダストガス吸入方向において少なくとも一部
が気流発生ユニットを前へ超えるように設けられることを特徴とする手持ち式掃除機。
【請求項２】
　前記気流発生ユニットの排気側は、排気通路により排気口に接続されることを特徴とす
る請求項１に記載の手持ち式掃除機。
【請求項３】
　前記手持ち式掃除機には、ハウジングが設けられ、前記ハウジングは、前記気流発生ユ
ニットの外周を被覆し、前記排気通路は、ハウジングと気流発生ユニットとの間の隙間に
よって形成され、前記気流発生ユニットの排気側から排出された気流は、排気通路を通過
して、最終的に排気口から排出されることを特徴とする請求項２に記載の手持ち式掃除機
。
【請求項４】
　前記気流発生ユニットは、ダストガス吸入口の縦方向軸線（Ｘ）方向に沿って縦方向に
設けられ、前記吸気側は、前記排気側の前方に位置することを特徴とする請求項１に記載
の手持ち式掃除機。
【請求項５】
　前記ハウジングは、前記手持ち式掃除機の外形表面の一部として設けられることを特徴
とする請求項３に記載の手持ち式掃除機。
【請求項６】
　前記排気通路は、第１風路と、第２風路とを含み、前記第１風路は、気流発生ユニット
の後端に位置し、前記第２風路は、気流発生ユニットの外周に位置し、前記第２風路は、
前記第１風路から折り曲げて気流発生ユニットの吸気側の方向へ延在し、前記気流発生ユ
ニットの排気側からは、後方の第１風路へ気流が排出され、気流は、第１風路から第２風
路へ流れて、最終的に排気口から排出されることを特徴とする請求項２に記載の手持ち式
掃除機。
【請求項７】
　前記気流発生ユニットとダストガス分離ユニットとの間は、吸気ダクトにより接続され
、前記排気口は、少なくとも一部が前記吸気ダクトの外周に位置することを特徴とする請
求項２に記載の手持ち式掃除機。
【請求項８】
　フローガイドカバーをさらに含み、フローガイドカバーは、排気通路に連通し、且つ気
流の下流において狭くなり、前記フローガイドカバーは、吸気ダクトを囲繞するように設
けられることを特徴とする請求項７に記載の手持ち式掃除機。
【請求項９】
　手持ち式掃除機であって、
　ダストガス分離ユニットと、気流発生ユニットと、電池パックアセンブリと、気流発生
ユニットと電池パックアセンブリとの間に設けられるハンドルとを含み、ダストガス分離
ユニットには、前後方向に延在する縦方向軸線（Ｘ）が限定される吸塵入口が設けられ、
前記ハンドルの軸線は、吸塵入口の縦方向軸線（Ｘ）に交差して一定の角度を形成し、前
記気流発生ユニットとダストガス分離ユニットとの間は、吸気ダクトにより連通し、前記
手持ち式掃除機の外壁には、気流発生ユニットが気流を外へ排出する排気口が設けられ、
前記排気口は、前記吸気ダクトの外周の外壁に穿設され、前記ハンドルの軸線の投影は、
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前記排気口を通ることを特徴とする手持ち式掃除機。
【請求項１０】
　手持ち式掃除機であって、
　ダストガス分離ユニットと、気流発生ユニットとを含み、ダストガス分離ユニットには
、前後方向に延在する縦方向軸線（Ｘ）が限定される吸塵入口が設けられ、前記気流発生
ユニットは、吸塵入口縦方向軸線（Ｘ）で定義された前後方向に沿って設けられる吸気側
及び排気側を含み、前記吸気側は、排気側よりもダストガス分離ユニットに近接し、前記
排気側は、送風機の後端周方向側から排気するように設けられ、前記排気側から排出され
た気流は、送風機の外周に沿って前へ流れて前記送風機の吸気側を超えることを特徴とす
る手持ち式掃除機。
【請求項１１】
　手持ち式掃除機であって、
　掃除機ハウジングと、動力装置と、ダストカップとを含み、前記動力装置は、掃除機ハ
ウジング内に配置され、前記掃除機ハウジングは、主ハウジングと、取付ハウジングとを
含み、
　前記主ハウジングは、前記動力装置を収容するために用いられ、前記取付ハウジングは
、前記主ハウジングに接続され、前記ダストカップの筒壁には、係合部が設けられ、前記
係合部は、前記取付ハウジングと互いに係着するために用いられ、
　前記手持ち式掃除機は、押しボタンと、連動アセンブリとをさらに含み、前記連動アセ
ンブリは、前記ダストカップ内に位置し、前記連動アセンブリは、前記押しボタンのトリ
ガを前記係合部と前記取付ハウジングとの係着の解除に連動するために用いられ、前記係
合部と前記取付ハウジングとが係着する方向は、前記ダストカップの軸心に垂直であるこ
とを特徴とする手持ち式掃除機。
【請求項１２】
　前記係合部は、前記ダストカップの筒壁に設けられる係合枠体と、前記係合枠体内に位
置する係着具とを含み、前記係着具は、メインレバーと、前記メインレバーに接続される
スナップフィット群とを含み、
　前記係合枠体の側面には、貫通溝が開設され、前記取付ハウジングは、前記係合枠体の
前記貫通溝が設けられた前記側面を覆い、前記取付ハウジングには、係着ブロックが設け
られ、前記スナップフィット群は、前記貫通溝を貫通し、且つ前記係着ブロックに係着す
ることを特徴とする請求項１１に記載の手持ち式掃除機。
【請求項１３】
　前記メインレバーは、前記係合枠体の長さ方向に沿って設けられ、前記貫通溝は、前記
係合枠体の幅方向における２つの側面に開設され、前記スナップフィット群は、メインレ
バーに接続される収縮ロッドと、収縮ロッドに接続されるスナップフィットとを含み、
　前記スナップフィットの一部は、前記貫通溝を通過して、前記係合枠体の外部に配置さ
れ、前記係着ブロックは、前記スナップフィットの前記係合枠体外に位置する部分に係着
し、
　前記メインレバーは、前記連動アセンブリによって引っ張られるために用いられ、前記
収縮ロッドは、前記メインレバーに伴って変位し、且つ前記スナップフィットが完全に前
記係合枠体内に位置するまで前記スナップフィットを引っ張るために用いられることを特
徴とする請求項１２に記載の手持ち式掃除機。
【請求項１４】
　前記係合枠体の側面には、２つの突起が設けられ、２つの突起の間に挿着通路が形成さ
れ、前記取付ハウジングには、挿着通路に対応する挿着具が設けられ、前記挿着通路及び
挿着具は、前記係合枠体と前記取付ハウジングとを固定するために用いられることを特徴
とする請求項１３に記載の手持ち式掃除機。
【請求項１５】
　前記ダストカップには、上開口が開設され、前記掃除機ハウジングは、接続ハウジング
をさらに含み、前記接続ハウジングは、主ハウジングに接続され、前記接続ハウジングに



(4) JP 2021-523752 A 2021.9.9

10

20

30

40

50

は、接続口が開設され、前記接続口は、前記ダストカップの上開口に係合し、
　前記手持ち式掃除機は、濾過装置をさらに含み、前記濾過装置は、第１濾過部と、第２
濾過部とを含み、
　前記ダストカップ内には、第１取付部が設けられ、前記第１濾過部は、第１取付部によ
り前記ダストカップ内に取り付けられ、前記接続ハウジング内には、第２取付部が設けら
れ、前記第２濾過部は、第２取付部により前記接続ハウジング内に取り付けられ、前記第
１濾過部は、前記第２濾過部に当接することを特徴とする請求項１４に記載の手持ち式掃
除機。
【請求項１６】
　前記第１取付部は、リング状をなし、前記第１濾過部と前記ダストカップとの間に位置
しており、内輪取付部と外輪取付部とを含み、前記内輪取付部と前記外輪取付部とは、互
いに係合し、
　前記内輪取付部と前記第１濾過部とは、係着係合し、前記外輪取付部は、前記ダストカ
ップの内壁に係着係合することを特徴とする請求項１５に記載の手持ち式掃除機。
【請求項１７】
　前記連動アセンブリは、前記第２取付部に設けられ、前記押しボタンは、押圧部とトリ
ガ部とを含み、
　前記連動アセンブリは、順次に接続される第１接続具、伝動具及び第２接続具を含み、
前記第１接続具は、前記トリガ部に接続され、前記第２接続具は、前記係着具のメインレ
バーに接続されることを特徴とする請求項１５に記載の手持ち式掃除機。
【請求項１８】
　前記手持ち式掃除機は、ダストカップに設けられる吸着ノズルをさらに含み、前記押し
ボタンは、前記吸着ノズルに位置し、前記トリガ部と前記第１接続具とは、いずれも前記
吸着ノズル内に位置することを特徴とする請求項１７に記載の手持ち式掃除機。
【請求項１９】
　前記伝動具は、伝動ワイヤであり、前記第１接続具は、トリガ部による駆動で前記伝動
ワイヤの一端を引っ張るために用いられ、前記第２接続具は、伝動ワイヤによる駆動で前
記メインレバーを引っ張るために用いられることを特徴とする請求項１７に記載の手持ち
式掃除機。
【請求項２０】
　前記第１濾過部は、提げ手が設けられ、前記提げ手は、前記内輪取付部を引っ張って前
記外輪取付部と分離させるために用いられることを特徴とする請求項１６に記載の手持ち
式掃除機。
【請求項２１】
　手持ち式掃除機であって、
　電源と、スイッチと、送風機と、送風機の吸気側に接続される吸気ダクトとを含み、前
記電源は、前記吸気ダクトの外壁に貼り付けられ、前記電源とスイッチと送風機との三者
は、互いに電気的に接続されることを特徴とする手持ち式掃除機。
【請求項２２】
　前記電源は、複数の電池であり、前記吸気ダクトの断面は、円形をなし、複数の前記電
池は、前記吸気ダクトの外壁にリング状に分布することを特徴とする請求項２１に記載の
手持ち式掃除機。
【請求項２３】
　前記吸気ダクトの外壁には、複数の前記電池を取り付けるための第１固定具及び第２固
定具が設けられ、前記第１固定具及び前記第２固定具は、それぞれ複数の前記電池の長さ
方向の両端に位置して対向設置され、複数の前記電池は、前記第１固定具と前記第２固定
具との間に取り付けられるとともに、順次に直列接続されることを特徴とする請求項２２
に記載の手持ち式掃除機。
【請求項２４】
　前記手持ち式掃除機は、前記送風機を収容するためのハウジングと、ハウジングに接続
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されるハンドルと、前記ハンドルに接続される台座とをさらに含み、前記スイッチは、前
記ハンドル内に取り付けられることを特徴とする請求項２１に記載の手持ち式掃除機。
【請求項２５】
　前記ハンドルと前記台座とは、いずれも中空に設けられることを特徴とする請求項２４
に記載の手持ち式掃除機。
【請求項２６】
　前記台座の底部には、排気口が開設され、前記排気口は、前記送風機の排気側から出た
ガスを排出するために用いられることを特徴とする請求項２５に記載の手持ち式掃除機。
【請求項２７】
　手持ち式掃除機であって、
　掃除機の集塵カップに取り外し可能に接続されるハウジングと、
　前記集塵カップ内に周回して設けられ、ダストを濾過するためのストレーナと、
　前記集塵カップ内に設けられ、前記ストレーナに囲まれるサイクロン分離器と、を含み
、
　前記ハウジング内には、さらにフィルタエレメントを配置するための収容チャンバを有
し、前記収容チャンバは、前記ハウジングと前記集塵カップとが取り外し可能に接続され
た後に、前記サイクロン分離器の上方に位置することを特徴とする手持ち式掃除機。
【請求項２８】
　前記手持ち式掃除機は、前記ストレーナを固定するための固定枠をさらに含み、
　前記集塵カップ内には、前記固定枠を固定するためのブラケットが設けられることを特
徴とする請求項２７に記載の手持ち式掃除機。
【請求項２９】
　前記ブラケットは、リング状をなし、前記集塵カップに固定接続される外輪部と、前記
外輪部に対向設置される内輪部と、前記外輪部と前記内輪部とを接続する本体部とを含み
、前記内輪部は、前記固定枠を固定するために用いられることを特徴とする請求項２８に
記載の手持ち式掃除機。
【請求項３０】
　前記本体部は、前記外輪部から前記内輪部までの方向に沿って前記集塵カップの底部に
向かって傾斜して延在し、
　前記固定枠は、前記ストレーナを固定するための固定部と、前記固定部に接続され且つ
前記内輪部に囲まれる受け部とを含み、前記受け部は、前記固定部から離れる方向に向か
って傾斜して延在し、且つ、前記受け部の傾斜方向は、前記本体部の傾斜方向に一致し、
且つ、前記受け部は、前記内輪部にも当接することを特徴とする請求項２９に記載の手持
ち式掃除機。
【請求項３１】
　前記サイクロン分離器は、気流をサイクロン気流に形成するためのサイクロン分離器本
体と、前記分離器本体を取り囲んで支持するとともに、前記サイクロン分離器本体に固定
される側壁とを含み、且つ前記サイクロン分離器本体には、前記気流を前記サイクロン分
離器本体に進入させるための吸気口が設けられ、
　前記手持ち式掃除機は、前記固定枠に接続され且つ前記側壁を支持するための支持板を
さらに含むことを特徴とする請求項２８に記載の手持ち式掃除機。
【請求項３２】
　前記手持ち式掃除機は、前記サイクロン分離器本体を位置決めるための位置決め板群を
さらに含み、前記位置決め板群は、前記固定枠に固定接続されることを特徴とする請求項
３１に記載の手持ち式掃除機。
【請求項３３】
　前記位置決め板群は、
　前記サイクロン分離器本体の頂部を覆い、且つ前記固定枠に当接する蓋板と、
　前記固定枠に固定される位置決め板と、を含み、
　前記位置決め板には、前記蓋板を貫通し、且つ前記サイクロン分離器主体内に挿入され
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る複数の位置決め管が設けられ、且つ、各前記位置決め管は、前記サイクロン分離器本体
によって形成されたサイクロン気流を収容チャンバへ排出するために用いられることを特
徴とする請求項３２に記載の手持ち式掃除機。
【請求項３４】
　前記手持ち式掃除機は、前記ハウジングに設けられ且つ前記フィルタエレメントを固定
するための固定ロッドをさらに含み、前記固定ロッドは、前記フィルタエレメントに挿入
されることを特徴とする請求項２７に記載の手持ち式掃除機。
【請求項３５】
　前記手持ち式掃除機は、前記収容チャンバ内に設けられ、前記フィルタエレメントをカ
バーするための固定カバーと、前記ハウジングに接続され、前記固定カバーに当接するた
めの当接柱とをさらに含み、
　前記固定カバー内には、前記フィルタエレメントを固定するための固定ロッドが設けら
れ、前記固定ロッドは、前記フィルタエレメントに挿入されることを特徴とする請求項２
７に記載の手持ち式掃除機。
【請求項３６】
　前記フィルタエレメントは、ヘパフィルタであることを特徴とする請求項２７に記載の
手持ち式掃除機。
【請求項３７】
　前記手持ち式掃除機は、排気側に連通する排気口が設けられ、前記排気口は、少なくと
も一部が吸気側よりもダストガス分離ユニットに近接することを特徴とする請求項１０に
記載の手持ち式掃除機。
【請求項３８】
　前記排気側から排出された気流は、前へ流れて前記送風機の吸気側を超えてから、さら
に気流発生ユニットの外周に沿って排気側方向に向かって後ろへ流れて排出され、前記手
持ち式掃除機は、排気側に連通する排気口が設けられ、前記排気口は、前記気流発生ユニ
ットの後方の排気側に近接するように設けられることを特徴とする請求項１０に記載の手
持ち式掃除機。

 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施例は掃除機に関し、特に手持ち式掃除機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　手持ち式掃除機は、コンパクトであり、携帯及び使用が非常に便利であり、小さい空間
内での使用に適する。手持ち式掃除機は、通常、ハウジング、気流発生ユニット、濾過装
置、集塵筒及び吸着ノズルを含み、気流発生ユニットは抽気し、ダストを含んだ空気は、
吸着ノズルを通って集塵筒に入り、そして、濾過装置に濾過され、大部分のダストは、集
塵筒に残され、空気は、濾過装置を通った後、気流発生ユニットにより外気に排出される
。
【０００３】
　従来の手持ち式掃除機では、気流発生ユニットが作動することにより、ダストを吸引す
る吸引力が提供され、掃除機の吸塵口は、気流発生ユニットの吸気側に連通し、吸塵口か
ら入った気流は、気流発生ユニットの吸気側を通って気流発生ユニットの排気側から排出
され、さらに掃除機のケースにおける排気口から排出される。ところで、本発明者は、掃
除機の使用中、気流発生ユニットが常に作動し、気流発生ユニットが発熱してしまうが、
従来の掃除機の排気口が気流発生ユニットの排気側に設けられ、気流が気流発生ユニット
の排気側に排出されてから直接的に掃除機の排気口から排出され、気流発生ユニットに生
じた熱が即時に排出することができず常にハウジング内にあることによって、掃除機の使
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用時、ハウジング内における熱が溜まり、気流発生ユニットの温度が絶えずに上昇して、
気流発生ユニットの使用寿命に影響を与えると見出した。
【０００４】
　中国特許公告第ＣＮ２０８６４０５８７Ｕ号の特許には、濾過装置、送風機及び電池パ
ックを含む手持ち式掃除機が開示され、そして、電池パック及び送風機は、ハンドルの上
下両側に設けられ、送風機から排出された気流は、手持ち式掃除機の後端の尾部に近接す
る位置から排出される。関連する構成については、中国特許公告第ＣＮ１０５６１５７７
２Ｂ号の特許を参照可能であり、手持ち式掃除機が開示され、電池パックは、送風機と同
様にハンドルの上下両側に設けられ、電池パック及び送風機は、ハンドルの上下両側に設
けられるが、ＣＮ２０８６４０５８７Ｕ号の特許とは逆に、送風機から排出された気流は
、同様に手持ち式掃除機の後端の尾部に近接する位置から排出され、このようにすると、
排気口は、使用者からの距離が近く、送風機から排出された気流は、使用者に向けて吹き
出され、ユーザの体験に影響を与える。
【０００５】
　従来の手持ち式掃除機は、使用後、濾過装置及びダストカップを洗浄する必要があり、
従来技術では、通常、濾過装置全体を上へ引上げて、濾過装置をダストカップから取り外
して、さらに、濾過装置及びダストカップをそれぞれ洗浄する。濾過装置を引っ張る操作
は、煩雑でかつ手間がかかり、また、濾過装置が上下に揺れるため、表面に付着したダス
トを空気に逃しやすく、ダストが飛散してしまう。
【０００６】
　手持ち式掃除機は、一般的に電池を用いて送風機の回動を駆動し、電池が通常手持ち式
掃除機のハンドル内又はハンドルと台座との間に取り付けられ、送風機に電気的に接続さ
れる。電池が大きめな電力で動作すると、大きな熱が生じ、電池の表面温度が高くなりす
ぎて、不安全な要因が発生してしまうため、手持ち式掃除機電池の電力が一般的に低く、
送風機の低効率によって、掃除効果及び掃除効率の面で望ましくない。
【０００７】
　従来の手持ち式掃除機は、サイクロン分離器がストレーナの上方に設けられ、且つハウ
ジング中に設けられ、フィルタエレメントがサイクロン分離器中に配置され、空間の制限
によって、小型の濾過綿しか用いることができず、掃除機の長期使用後に、残存したダス
トがフィルタエレメントを詰まらせ、フィルタエレメントの濾過効果に影響を与えるため
、フィルタエレメントを洗浄や交換する必要がある。しかし、フィルタエレメントがサイ
クロン分離器中に設けられるため、取り外しが面倒であり、洗浄が困難である。また、サ
イクロン分離器がストレーナの上方に位置するため、掃除機全体の空間が大きくなり、ユ
ーザ体験度が悪く、且つ掃除機内での他の素子の配置が整列にできない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明の実施形態は、送風機に発散する熱が即時に排出可能であり、掃除機の使用時の
送風機の温度を低下させて、送風機の寿命を延ばすことができ、且つ掃除機の使用時に、
排出される気流が直接的に使用者に向けて吹き出されない手持ち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】
【０００９】
　上記技術的問題を解決するために、本発明の実施形態は、手持ち式掃除機を提供し、当
該手持ち式掃除機は、ダストガス分離ユニットと、気流発生ユニットと、電池パックアセ
ンブリと、ハンドルとを含み、ダストガス分離ユニットには、前後方向に延在する縦方向
軸線（Ｘ）が限定される吸塵入口が設けられ、前記気流発生ユニットには、吸気側及び排
気側が設けられ、前記吸気側は、ダストガス分離ユニットに連通し、前記手持ち式掃除機
の外壁には、内外を貫通する排気口が設けられ、前記排気口は、ダストガス分離ユニット
の排気側に連通し、前記排気口は、前記縦方向軸線（Ｘ）に沿うダストガス吸入方向にお
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いて少なくとも一部が気流発生ユニットを前へ超えるように設けられ、送風機の排気側か
ら排出された気流は前へ流れて送風機の吸気側を超えてから外へ排出される。
【００１０】
　本発明の実施形態は、手持ち式掃除機をさらに提供し、当該手持ち式掃除機は、ダスト
ガス分離ユニットと、気流発生ユニットと、電池パックアセンブリと、気流発生ユニット
と電池パックアセンブリとの間に設けられるハンドルとを含み、ダストガス分離ユニット
には、前後方向に延在する縦方向軸線（Ｘ）が限定される吸塵入口が設けられ、前記ハン
ドル軸線は、吸塵入口の縦方向軸線（Ｘ）に交差して一定の角度を形成し、前記気流発生
ユニットとダストガス分離ユニットとの間は、吸気ダクトにより連通し、前記手持ち式掃
除機の外壁には、気流発生ユニットが気流を外へ排出する排気口が設けられ、前記排気口
は、前記吸気ダクトの外周の外壁に穿設され、前記ハンドル軸線の投影は、前記排気口を
通る。
【００１１】
　本発明の実施形態は、手持ち式掃除機をさらに提供し、当該手持ち式掃除機は、ダスト
ガス分離ユニットと、気流発生ユニットとを含み、ダストガス分離ユニットには、前後方
向に延在する縦方向軸線（Ｘ）が限定される吸塵入口が設けられ、前記気流発生ユニット
は、吸塵入口縦方向軸線（Ｘ）で定義された前後方向に沿って設けられる吸気側及び排気
側を含み、前記吸気側は、排気側よりもダストガス分離ユニットに近接し、前記手持ち式
掃除機には、排気側に連通する排気口が設けられ、前記排気口は、少なくとも一部が吸気
側よりもダストガス分離ユニットに近接するように設けられる。
【００１２】
　本発明の実施形態は、従来技術に対して、ダストガスが吸塵入口から入ってダストガス
分離ユニットを通り、分離されたガスが、気流発生ユニットの吸気側に入り、気流発生ユ
ニットの排気側から排出され、手持ち式掃除機の外壁には、内外を貫通する排気口が設け
られ、排気口は、ダストガス吸入口の縦方向軸線Ｘに沿うダストガス吸入方向に少なくと
も一部が送風機の吸気側を前へ超えるように設けられる。これにより、気流が排気口から
流れ出るとき、気流発生ユニットの外周を通過して、気流発生ユニットに生じる熱を共に
運び去り、送風機の温度を低下し、送風機の寿命を延ばすことができる。なお、気流が手
持ち式掃除機の後端の尾部に近接する位置から排出されず、気流の排出時に使用者から離
れ、ユーザの体験を向上させる。
【００１３】
　また、前記気流発生ユニットとダストガス分離ユニットとは、吸気ダクトにより接続さ
れ、前記排気口は、少なくとも一部が前記吸気ダクトの外周に位置する。
【００１４】
　また、前記気流発生ユニットの排気側は、排気通路により排気口に接続される。
【００１５】
　また、前記手持ち式掃除機には、ハウジングが設けられ、前記ハウジングは、前記気流
発生ユニットの外周を被覆し、前記排気通路は、ハウジングと気流発生ユニットとの間の
隙間によって形成され、前記気流発生ユニットの排気側から排出された気流は、排気通路
を通って、最終的に排気口から排出される。
【００１６】
　また、前記気流発生ユニットは、ダストガス吸入口の縦方向軸線（Ｘ）方向に沿って縦
方向に設けられ、前記吸気側は、前記排気側の前方に位置する。
【００１７】
　また、前記ハウジングは、前記手持ち式掃除機の外形表面の一部として設けられる。
【００１８】
　また、前記排気通路は、第１風路と、第２風路とを備え、前記第１風路は、気流発生ユ
ニットの後端に位置し、前記第２風路は、気流発生ユニットの外周に位置し、前記第２風
路は、前記第１風路から折り曲げて気流発生ユニットの吸気側の方向へ延在し、前記気流
発生ユニットの排気側からは、後方の第１風路へ気流が排出され、気流は、第１風路から



(9) JP 2021-523752 A 2021.9.9

10

20

30

40

50

第２風路へ流れて、最終的に排気口から排出される。これにより、第１風路１と第２風路
との間に、１つの迂回セクションが形成され、気流が排気側から排出された後、まず第１
風路を通り、そして第２風路を通ってから排気口から排出され、また、気流が第１風路か
ら第２風路に入る過程では、気流が、第１風路と第２風路との間に形成された迂回セクシ
ョン内で衝突し、緩衝するため、気流の排気口から排出される際のエネルギーを低下させ
、掃除機が作動時に生じる騒音を軽減し、ユーザの使用体験を向上させる。
【００１９】
　また、フローガイドカバーをさらに含み、フローガイドカバーは、排気通路に連通し、
且つ気流の下流において狭くなり、前記フローガイドカバーは、排気口を囲繞するように
設けられる。これにより、気流の流れの方向をガイドする。
【００２０】
　本発明の実施形態の目的は、手持ち式掃除機を提供することにあり、当該手持ち式掃除
機は、洗浄時に取り外しがより便利になり、そして、取り外し時にダストがこぼれにくい
。
【００２１】
　上記目的に達成するために、本発明の実施形態は、手持ち式掃除機を提供し、掃除機ハ
ウジングと、動力装置と、ダストカップとを含み、前記動力装置は、掃除機ハウジング内
に配置され、前記掃除機ハウジングは、主ハウジングと、取付ハウジングとを含み、前記
主ハウジングは、前記動力装置を収容するために用いられ、前記取付ハウジングは、前記
主ハウジングに接続され、前記ダストカップの筒壁には、係合部が設けられ、前記係合部
は、前記取付ハウジングと互いに係着するために用いられ、前記手持ち式掃除機は、押し
ボタンと、連動アセンブリとをさらに含み、前記連動アセンブリは、前記ダストカップ内
に位置し、前記連動アセンブリは、前記押しボタンのトリガを前記係合部と前記取付ハウ
ジングとの係着の解除に連動するために用いられ、前記係合部と前記取付ハウジングとが
係着する方向は、前記ダストカップの軸心に垂直である。
【００２２】
　本発明の実施形態は、従来技術に対して、手持ち式掃除機では、押しボタンを押すこと
により、係合部と取付ハウジングとの係着を解除して、ダストカップを掃除機ハウジング
との係合から離脱させることができる。これによって、ダストカップを水平方向に取り外
して洗浄することが可能となる。取り外しの手段が省力であり、且つ濾過装置が変位する
ことがなく、取り外し時に、ダストがこぼれにくい。
【００２３】
　また、前記係合部は、前記ダストカップの筒壁に設けられる係合枠体と、前記係合枠体
内に位置する係着具とを含み、前記係着具は、メインレバーと、前記メインレバーに接続
されるスナップフィット群とを含み、前記係合枠体の側面には、貫通溝が開設され、前記
取付ハウジングは、前記係合枠体の前記貫通溝が設けられた前記側面を覆い、前記取付ハ
ウジングには、係着ブロックが設けられ、前記スナップフィット群は、前記貫通溝を貫通
し、且つ前記係着ブロックに係着する。
【００２４】
　また、前記メインレバーは、前記係合枠体の長さ方向に沿って設けられ、前記貫通溝は
、前記係合枠体の幅方向における２つの側面に開設され、前記スナップフィット群は、メ
インレバーに接続される収縮ロッドと、収縮ロッドに接続されるスナップフィットとを含
み、前記スナップフィットの一部は、前記貫通溝を通過して、前記係合枠体の外部に配置
され、前記係着ブロックは、前記スナップフィットの前記係合枠体外に位置する部分に係
着し、前記メインレバーは、前記連動アセンブリによって引っ張られるために用いられ、
前記収縮ロッドは、前記メインレバーに伴って変位し、且つ前記スナップフィットが完全
に前記係合枠体内に位置するまで前記スナップフィットを引っ張るために用いられる。連
動アセンブリがトリガされると、収縮ロッドは、前記スナップフィットを引っ張って取付
ハウジングとの係合を解除することができる。
【００２５】
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　また、前記係合枠体の側面には、２つの突起が設けられ、２つの突起の間に挿着通路が
形成され、前記取付ハウジングには、挿着通路に対応する挿着具が設けられ、前記挿着通
路及び挿着具は、前記係合枠体と前記取付ハウジングとを固定するために用いられる。係
合枠体と取付ハウジングとは、挿着により係合され、係着と異なる方向にダストカップを
固定する。
【００２６】
　また、前記ダストカップには、上開口が開設され、前記掃除機ハウジングは、接続ハウ
ジングをさらに含み、前記接続ハウジングは、主ハウジングに接続され、前記接続ハウジ
ングには、接続口が開設され、前記接続口は、前記ダストカップの上開口に係合し、前記
手持ち式掃除機は、濾過装置をさらに含み、前記濾過装置は、第１濾過部と、第２濾過部
とを含み、前記ダストカップ内には、第１取付部が設けられ、前記第１濾過部は、第１取
付部により前記ダストカップ内に取り付けられ、前記接続ハウジング内には、第２取付部
が設けられ、前記第２濾過部は、第２取付部により前記接続ハウジング内に取り付けられ
、前記第１濾過部は、前記第２濾過部に当接する。ダストカップが水平に取り外されると
、それに伴って、濾過装置におけるダストカップ内にある部分も取り外されることができ
る。
【００２７】
　また、前記第１取付部は、リング状をなし、前記第１濾過部と前記ダストカップとの間
に位置しており、内輪取付部と外輪取付部とを含み、前記内輪取付部と前記外輪取付部と
は、互いに係合し、前記内輪取付部と前記第１濾過部とは、係着係合し、前記外輪取付部
は、前記ダストカップの内壁に係着係合する。ダストカップ内に取り付けられる第１濾過
部も取り外し可能であり、ユーザは、第１濾過部を洗浄することができる。
【００２８】
　また、前記連動アセンブリは、前記第２取付部に設けられ、前記押しボタンは、押圧部
とトリガ部とを含み、前記連動アセンブリは、順次に接続される第１接続具、伝動具及び
第２接続具を含み、前記第１接続具は、前記トリガ部に接続され、前記第２接続具は、前
記係着具のメインレバーに接続される。
【００２９】
　また、前記手持ち式掃除機は、ダストカップに設けられる吸着ノズルをさらに含み、前
記押しボタンは、前記吸着ノズルに位置し、前記トリガ部と前記第１接続具とは、いずれ
も前記吸着ノズル内に位置する。吸着ノズルが把持しやすく、押しボタンが吸着ノズルに
位置するため、押圧がより便利になる。
【００３０】
　また、前記伝動具は、伝動ワイヤであり、前記第１接続具は、トリガ部による駆動で前
記伝動ワイヤの一端を引っ張るために用いられ、前記第２接続具は、伝動ワイヤによる駆
動で前記メインレバーを引っ張るために用いられる。
【００３１】
　また、前記第１濾過部は、提げ手が設けられ、前記提げ手は、前記内輪取付部を引っ張
って前記外輪取付部と分離させるために用いられる。提げ手を設けることで、より便利に
第１濾過部を取り外すことができる。
【００３２】
　本発明の目的は、手持ち式掃除機を提供することにあり、発熱する電源を放熱させるこ
とができる。これにより、大きな電力の電源が動作時に安全な温度を保つことができ、手
持ち式掃除機は、大きな電力の電源を選択使用することができ、さらにより優れた洗浄効
果及び洗浄効率を得ることができる。
【００３３】
　上記技術的課題を解決するために、本発明は、手持ち式掃除機を提供し、当該手持ち式
掃除機は、電源と、スイッチと、送風機と、送風機の吸気側に接続される吸気ダクトとを
含み、前記電源は、前記吸気ダクトの外壁に貼り付けられ、前記電源とスイッチと送風機
との三者は、互いに電気的に接続される。
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【００３４】
　本発明の実施形態は、従来技術に対して、電源が送風機の吸気ダクトの外壁に位置し、
手持ち式掃除機の動作時に、電源が給電して発熱し、吸気ダクト内に気流が通過し、ダク
ト内における気流がダクトの外壁に貼り付けられる電源と熱交換し、気流が熱を帯びて排
出され、吸気ダクト内において気流が絶えずに電源を放熱させるため、手持ち式掃除機は
、大きな電力の電源を選択使用することができ、動作時に安全な温度を保つことができ、
さらにより優れた洗浄効果及び洗浄効率を得ることができる。
【００３５】
　また、前記電源は、複数の電池であり、前記吸気ダクトの断面は、円形をなし、複数の
前記電池は、前記吸気ダクトの外壁にリング状に分布する。吸気ダクトの外壁にリング状
に分布することにより、電池の放熱をより均一にすることができ、放熱効果がより優れる
。
【００３６】
　また、前記吸気ダクトの外壁には、複数の前記電池を取り付けるための第１固定具及び
第２固定具が設けられ、前記第１固定具及び前記第２固定具は、それぞれ複数の前記電池
の長さ方向の両端に位置して対向設置され、複数の前記電池は、前記第１固定具と前記第
２固定具との間に取り付けられるとともに、順次に直列接続される。第１固定具と第２固
定具により、電池が吸気ダクトの外壁に取り付けられ、また、複数の電池が直列接続され
ることにより、さらに電源の電力を増加させて、手持ち式掃除機の洗浄効果及び洗浄効率
を向上させる。
【００３７】
　また、前記手持ち式掃除機は、前記送風機を収容するためのハウジングと、ハウジング
に接続されるハンドルと、前記ハンドルに接続される台座とをさらに含み、前記スイッチ
は、前記ハンドル内に取り付けられる。
【００３８】
　また、前記ハンドルと前記台座とは、いずれも中空に設けられる。中空に設けられるこ
とにより、手持ち式掃除機全体の重量を軽減するとともに、手持ち式掃除機の重心を上に
移動させ、ユーザの操作時により便利になる。
【００３９】
　また、前記台座の底部には、排気口が開設され、前記排気口は、前記送風機の排気側か
ら出たガスを排出するために用いられる。送風機の排気側から排出されたガスは、連続的
にハウジング、ハンドル及び台座を通過して空気に排出され、ガスは、ハウジング、ハン
ドル及び台座において衝突及び緩衝して、気流が排気口から排出されるときのエネルギー
を低下させ、手持ち式掃除機の動作時の騒音を低減させ、ユーザの使用体験を向上させる
。
【００４０】
　本発明の実施形態の目的は、手持ち式掃除機を提供し、当該掃除機のフィルタエレメン
トの取り外しが便利になり、且つ掃除しやすく、掃除機がダストを濾過する強さを保つと
ともに、当該掃除機の体積を小さくする。
【００４１】
　上記技術的課題を解決するために、本発明の実施形態は、手持ち式掃除機を提供し、当
該手持ち式掃除機は、掃除機の集塵カップに取り外し可能に接続されるハウジングと、前
記集塵カップ内に周回して設けられ、ダストを濾過するためのストレーナと、前記集塵カ
ップ内に設けられ、前記ストレーナに囲まれるサイクロン分離器とを含み、前記ハウジン
グ内には、さらにフィルタエレメントを配置するための収容チャンバを有し、前記収容チ
ャンバは、前記ハウジングと前記集塵カップとが取り外し可能に接続された後、前記サイ
クロン分離器の上方に位置する。
【００４２】
　本発明の実施形態は、従来技術に対して、ハウジングが集塵カップに取り外し可能に接
続され、ストレーナが集塵カップ内に設けられ、サイクロン分離器が集塵カップ内に設け
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られ、且つハウジング内に収容チャンバを有し、フィルタエレメントが収容チャンバ内に
設けられてサイクロン分離器の上方に位置するため、ハウジングが集塵カップから取り外
されると、サイクロン分離器が集塵カップ内にあり、フィルタエレメントがハウジング内
に位置し、直接的にフィルタエレメントを掃除することが可能であり、掃除が便利にある
。これにより、掃除機は、長期間に使用中、ダストを濾過する効果が優れることを保ち、
ダストで目詰まり、使用に影響することがない。また、サイクロン分離器が、ストレーナ
に囲まれて集塵カップに設けられることにより、サイクロン分離器が掃除機の他の空間を
占めず、掃除機の体積を小さくし、ユーザの体験を向上させる。また、当該掃除機の体積
が小さいため、掃除機の内部における各素子間の配列がより整然となり、掃除機の内部の
設置がより整然である。また、フィルタエレメントがハウジングに配置されるため、体積
のより大きいフィルタエレメントを配置することができ、当該掃除機のダストの濾過能力
を向上させる。
【００４３】
　また、前記手持ち式掃除機は、前記ストレーナを固定するための固定枠をさらに含み、
前記集塵カップ内には、前記固定枠を固定するためのブラケットが設けられる。固定枠に
よりストレーナを固定し、ブラケットにより固定枠を固定することで、ストレーナが集塵
カップ内に固定される。
【００４４】
　また、前記ブラケットは、リング状をなし、前記集塵カップに固定接続される外輪部と
、前記外輪部に対向設置される内輪部と、前記外輪部と前記内輪部とを接続する本体部と
を含み、前記内輪部は、前記固定枠を固定するために用いられる。
【００４５】
　また、前記本体部は、前記外輪部から前記内輪部までの方向に沿って前記集塵カップの
底部に向かって傾斜して延在し、前記固定枠は、前記ストレーナを固定するための固定部
と、前記固定部に接続され且つ前記内輪部に囲まれる受け部とを含み、前記受け部は、前
記固定部から離れる方向に向かって傾斜して延在し、且つ、前記受け部の傾斜方向は、前
記本体部の傾斜方向に一致し、且つ、前記受け部は、前記内輪部にも当接する。本体部と
受け部とがいずれも傾斜して設けられ、且つ傾斜方向が一致し、受け部が内輪部にも当接
するため、本体部が受け部を受けて固定し、さらに固定枠が集塵カップ内に固定される。
【００４６】
　また、前記サイクロン分離器は、気流をサイクロン気流に形成するためのサイクロン分
離器本体と、前記分離器本体を取り囲んで支持するとともに、前記サイクロン分離器本体
に固定される側壁とを含み、且つ前記サイクロン分離器本体には、前記気流を前記サイク
ロン分離器本体に進入させるための吸気口が設けられ、前記手持ち式掃除機は、前記固定
枠に接続され、且つ前記側壁を支持するための支持板をさらに含む。これにより、支持板
によりサイクロン分離器を集塵カップ内に支持する。
【００４７】
　また、前記手持ち式掃除機は、前記サイクロン分離器本体を位置決めるための位置決め
板群をさらに含み、前記位置決め板群は、前記固定枠に固定接続される。これにより、位
置決め板群により、サイクロン分離器が集塵カップ内に位置決められる。
【００４８】
　また、前記位置決め板群は、前記サイクロン分離器本体の頂部を覆い、且つ前記固定枠
に当接する蓋板と、前記固定枠に固定される位置決め板とを含み、前記位置決め板には、
前記蓋板を貫通し、且つ前記サイクロン分離器主体内に挿入される複数の位置決め管が設
けられ、且つ、各前記位置決め管は、前記サイクロン分離器本体によって形成されたサイ
クロン気流を収容チャンバへ排出するために用いられる。位置決め板が固定枠に固定され
、位置決め板における位置決め管が蓋板を貫通してサイクロン分離器に挿入されるため、
サイクロン分離器を位置決めさせて集塵カップ内に固定する。
【００４９】
　また、前記手持ち式掃除機は、前記ハウジングに設けられ且つ前記フィルタエレメント
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を固定するための固定ロッドをさらに含み、前記固定ロッドは、前記フィルタエレメント
に挿入される。これにより、固定ロッドによりフィルタエレメントがハウジング内に固定
される。
【００５０】
　また、前記手持ち式掃除機は、前記収容チャンバ内に設けられ、前記フィルタエレメン
トをカバーするための固定カバーと、前記ハウジングに接続され、前記固定カバーに当接
するための当接柱とをさらに含み、前記固定カバー内には、前記フィルタエレメントを固
定するための固定ロッドが設けられ、前記固定ロッドは、前記フィルタエレメントに挿入
される。これにより、フィルタエレメントがハウジング中に固定される。
【００５１】
　また、前記フィルタエレメントは、ヘパフィルタである。ヘパフィルタは、気流におけ
るダストを濾過する効果がより優れ、且つ交換せずに洗浄して再利用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００５２】
　一つ又は複数の実施例はそれに対応する図面中の画像により例示的に説明され，これら
の例示的な説明は実施例を限定するものではなく、図面において同一の参照番号を有する
要素は類似の要素として表され、特に断らない限り、図面中の図面は比例制限を構成しな
い。
【００５３】
【図１】本発明の第１実施形態に係る手持ち式掃除機の構成概略図である。
【図２】本発明の第２実施形態に係る手持ち式掃除機の構成概略図である。
【図３】本発明の第３実施形態に係る手持ち式掃除機の構成概略図である。
【図４】第４実施形態に係る手持ち式掃除機の全体概略図である。
【図５】図４に示すＡ-Ａ´における断面図である。
【図６】ダストカップの分解概略図である。
【図７】係合部の構成概略図である。
【図８】図５に示すＢ-Ｂ´における断面図である。
【図９】取付ハウジングの構成概略図である。
【図１０】第１濾過装置の取付概略図である。
【図１１】連動アセンブリと外輪取付部の構成概略図である。
【図１２】連動アセンブリと押しボタン、連動アセンブリとメインレバーの接続概略図で
ある。
【図１３】第５実施形態に係る手持ち式掃除機の構成概略図である。
【図１４】図１３に示すＡ-Ａ´における断面図である。
【図１５】図１４に示すＢ箇所の放大図。
【図１６】本発明の第６実施形態に係る手持ち式掃除機の全体構成概略図である。
【図１７】本発明の第６実施形態に係るサイクロン分離器が固定枠に固定される場合の断
面図である。
【図１８】本発明の第６実施形態に係るサイクロン分離器の構成概略図である。
【図１９】本発明の第６実施形態に係るサイクロン分離器が固定枠に固定される場合の構
成概略図である。
【図２０】本発明の第６実施形態に係る位置決め板の構成概略図である。
【図２１】本発明の第７実施形態に係る手持ち式掃除機の全体構成概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００５４】
　本発明の実施例の目的、技術的解決手段及び利点をより明確にするために、以下、図面
を参照しながら本発明の各実施形態について詳細に説明する。しかしながら、当業者であ
れば理解されるように、本発明の各実施形態において、読者が本願をよりよく理解するた
めに多くの技術的詳細が提案されている。ただし、これらの技術的詳細や、以下の各実施
形態に基づく種々の変形や修正がなくても、本願で特許請求している技術的解決手段を実
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現することができる。
【００５５】
　本発明は、手持ち式掃除機であり、図１に示すように、当該手持ち式掃除機は、気流発
生ユニットと、ダストガス分離ユニット１０と、電池パックアセンブリ２０と、使用者が
手持ち式掃除機を手持ちして支持するためのハンドル３０とを含み、電池パックアセンブ
リ２０は、気流発生ユニットに給電することで負圧気流を生じさせるためのものであり、
ダストガス分離ユニット１０には、ダストガス吸入口が設けられ、ダストガスがダストガ
ス吸入口を通ってダストガス分離ユニット１０内に吸入され、ダストガス分離ユニット１
０によってダストガスが分離された後、気流が気流発生ユニットから排出され、ダストガ
ス吸入口に縦方向軸線Ｘが設けられる。本願において、気流がダストガス吸入口から吸塵
される方向を前方として定義し、また、気流発生ユニットが送風機２とされる。
【００５６】
　図１に示すように、送風機２には、吸気側４及び排気側６が設けられ、ダストガスが吸
塵入口から手持ち式掃除機に入ってダストガス分離ユニット１０を通り、分離されたガス
が送風機２の吸気側４から入り、送風機２の排気側６から排出され、手持ち式掃除機の外
壁には、内外を貫通するとともに送風機２の排気側６から流れ出る気流を外へ排出するた
めの排気口５が設けられ、ここで、排気口５が、ダストガス分離ユニット１０と気流発生
ユニットとの間の外壁に設けられ、ここで、排気口５は、ダストガス吸入口の縦方向軸線
Ｘに沿うダストガス吸入方向に前へ少なくとも一部が送風機２の吸気側４を超えるように
設けられ、且つ当該排気口５は、縦方向軸線Ｘと同一の直線に位置してもよいし、排気口
５は、縦方向軸線Ｘの上方又は下方に位置してもよく、ここで、モータの排気側６は、モ
ータから後向きに排気するか又は周方向に排気するなどの異なる形式に設置してもよく、
異なる実施の需要に応じて自由に選択することが可能である。
【００５７】
　図１に示すように、手持ち式掃除機は、ダストガス分離ユニット１０と送風機２吸気口
側に、連通する吸気ダクトが設けられ、また、排気側６には、排気口５に連通する排気通
路３が設けられる。ここで、排気通路３は、ダクトであってもよいし、ケースで送風機２
を覆い、ケースと送風機２との間の隙間により形成されてもよい。吸気ダクトはダクトで
あってもよく、或いは、ケースで送風機２を覆い、ケースと送風機２との間の隙間により
形成されてもよい。
【００５８】
　本発明は、ケースを用いて風路を形成する態様について、詳しく説明する。手持ち式掃
除機は、送風機外側に設けられ、送風機との間に排気通路を形成するハウジング１を含み
、送風機は、このハウジング１中に設けられ、ハウジング１と送風機との間に、気流が通
過するための排気通路３が形成され、排気側６は、排気通路３に連通する。排気通路３は
、排気口５に連通し、送風機２が動作時に生じる気流は、排気側６から排気通路３内に排
出され、排気通路３を通って排気口５から排出される。
【００５９】
　上記内容より容易にわかるように、ハウジング１内に排気通路３が設けられ、送風機２
の排気側６が排気通路３に連通し、且つ手持ち式掃除機には、排気通路３に連通する排気
口５が開設されるため、送風機２の動作時に、気流は、吸気側４から入った後、排気側６
から排出され、排気側６から排出された気流が再び排気通路３内に入り、最終的に排気口
５から排出される。送風機２の吸気側４がダストガス吸入口の縦方向軸線Ｘに沿う方向に
排気側６の前方に設けられ、排気通路３が送風機２の外周に設けられるため、気流は、送
風機２によって発生した熱を共に運び去り、熱が風路内に蓄積されず、送風機２の温度を
低下させ、送風機２の寿命を延ばす。ここで、ハウジング１の１つの実施形態は、ハウジ
ング１が、送風機２と係合した後に、手持ち式掃除機内に取り付けられるように設けられ
、或いは、このハウジング１が直接手持ち式掃除機の外形表面の一部を構成するように設
けられ、このようにすると、構成を簡略化し、材料を節約することができる。
【００６０】
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　具体的に、図１に示すように、ハウジング１は、送風機２の排気側６に対向設置される
側壁１１と、側壁１１に接続されるハウジング壁１２とを含み、ハウジング壁１２は、側
壁１１の周囲を取り囲んで送風機２との間に排気通路３を形成し、且つ側壁１１は、送風
機２の吸気側４の方向に向かって延在する。
【００６１】
　本実施形態では、図１に示すように、ハウジング１は、手持ち式掃除機の外形表面の一
部として設けられ、排気口５は、前記ハウジング壁１２に開設され、排気側６は、側壁１
１に対向設置される。排気通路３は、第１風路３１と第２風路３２とを含み、側壁１１の
送風機２の排気側６に対向する一方側に、少なくとも一部が送風機２の排気側６と互いに
間隔をあけて、気流が通過するための第１風路３１を形成し、ハウジング壁１２と送風機
２が互いに間隔をあけて、第１風路３１に連通する第２風路３２を形成し、且つ第２風路
３２が送風機２の吸気側４の方向に向かって延在し、ここで、吸気側２と排気側６は、い
ずれも通気孔であってもよい。送風機２の動作時に、排気側６から排出された気流は、第
１風路３１から第２風路３２に入り、ハウジング１における排気口５から排出される。こ
れにより、第１風路３１と第２風路３２との間に１つの迂回セクションが形成される。こ
のようにすると、気流が送風機２の排気側６から排出される場合、先に第１風路３１を通
り、そして第２風路３２を通ってから排気口５から排出され、気流が第１風路３１から第
２風路３２に入る過程では、気流が、第１風路３１と第２風路３２との間に形成される迂
回セクション内で衝突して緩衝するため、気流が排気口５から排出されるときのエネルギ
ーを低下させて、掃除機が動作時に生じる騒音を軽減し、ユーザの使用体験を向上させる
。
【００６２】
　また、図１に示すように、手持ち式掃除機は、支持フレーム７をさらに含み、支持フレ
ーム７は、ハウジング１内に設けられて、送風機２を固定するために用いられる。支持フ
レーム７は、送風機２の排気側６と側壁１１を互いに隔てて第１風路３１を形成するため
に用いられる。これにより、気流は、第１風路３１を通って第２風路３２へ流れ、送風機
２の外周の熱を共に運び去り、排気口５から排出され、且つ、気流は、第１風路３１に曲
がって第２風路３２に入ることで、気流は、徐々に弱まり、排気口５から掃除機の外部に
排出される。
【００６３】
　さらに、図１に示すように、送風機２をハウジング１内に固定するために、支持フレー
ム７は、ヘッド側フレーム７１とテール側フレーム７２とを含み、ヘッド側フレーム７１
は、送風機２の吸気側４に設けられ、テール側フレーム７２は、送風機２の排気側６に設
けられ、ヘッド側フレーム７１とテール側フレーム７２とは、互いに係合して送風機２を
固定するために用いられる。本実施形態では、第２風路３２は、送風機２を取り囲み、排
気口５は、送風機２の排気側６から吸気側４の方向に送風機２から離れて設けられてもよ
く、気流は、第２風路３２に流れて排気口５から排出される。これにより、気流が送風機
２の排気側６から出た後、掃除機の第１風路３１及び第２風路３２において緩衝して排出
され、騒音を軽減させ、送風機２の周りを通過して、送風機２から放出される熱を運び出
す。ヘッド側フレーム７１には吸気ダクトが一体成型され、このようにして、送風機とダ
ストガス分離ユニット１０を接続しやすく、組立プロセスが節約される。
【００６４】
　本発明の第２実施形態は、手持ち式掃除機に関する。本実施形態は、第１実施形態とほ
ぼ同様に、本実施形態では、図２に示すように、送風機２の排気側６から排出された気流
が直接第２風路３２に流れ込み、第２風路は、送風機２の外部に沿って吸塵入口の方向に
延在し、第２風路３２は、排気口５に連通し、このように、送風機２の排気側６から排出
された気流は、送風機２の外部を通る際、送風機２によって発生した熱を共に運び去り、
熱が風路内に蓄積されず、送風機２の温度を低下させて、送風機２の寿命を延ばす。
【００６５】
　図２に示すように、上記２つの実施形態に係る手持ち式掃除機は、フィルタエレメント
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８が設けられてもよい。フィルタエレメント８が排気通路３内に設けられるとともに、排
気口５に位置することで、気流が完全に二次濾過された後、排気口５から排出される。フ
ィルタエレメント８は、ハウジング１の内壁と、形状が一致し、リング状をなす構成が好
ましく、このように、第２風路３２から流れ出た気流が完全にストレーナに濾過されて排
気口５から排出される。手持ち式掃除機は、排気通路３に連通し、第２風路３２内での気
流の流れ方向を集めるためのフローガイドカバー９をさらに含む。フローガイドカバー９
には、第２風路３２にマッチングする第１フローガイド部９１と吸塵入口方向に延在して
窄まる第２フローガイド部９２とが設けられ、第２フローガイド部９２は、吸気ダクトを
取り込むとともに、複数の接続筋により吸気ダクトに接続される。
【００６６】
　さらに、フィルタエレメント８は、ヘパフィルタであり、ヘパフィルタは、ハウジング
の排気通路３内に取り囲まれて設けられる。ヘパフィルタの濾過能力がより強いため、ヘ
パフィルタに濾過された気流は、より清潔になる。
【００６７】
　手持ち式掃除機の好ましい実施形態では、ハンドル３０は、電池パックアセンブリ２０
と気流発生ユニットとの間に設けられ、ハンドル３０の軸線は、電池パック、及びダスト
ガス分離ユニット１０と気流発生ユニットの吸気側を連通する吸気ダクトを貫通し、他の
実施形態では、電池パックアセンブリ２０と気流発生ユニットとは、ハンドル３０の同一
側に位置して設けられる。
【００６８】
　本発明の別の実施形態は、手持ち式掃除機に関し、当該手持ち式掃除機は、ダストガス
分離ユニット、気流発生ユニット、電池パックアセンブリ、及び気流発生ユニットと電池
パックアセンブリとの間に設けられるハンドルを含み、ダストガス分離ユニットには、前
後方向に延在する縦方向軸線を限定する吸塵入口が設けられ、ハンドル軸線は、吸塵入口
の縦方向軸線に交差して一定の角度を形成し、気流発生ユニットとダストガス分離ユニッ
トとの間は、吸気ダクトにより連通し、手持ち式掃除機の外壁には、気流発生ユニットが
気流を外へ排出する排気口が設けられ、排気口は、吸気ダクト外周の外壁に穿設され、ハ
ンドルの軸線の投影は、排気口を通過する。
【００６９】
　本発明の別の実施形態は、手持ち式掃除機に関し、当該手持ち式掃除機は、ダストガス
分離ユニット及び気流発生ユニットを含み、ダストガス分離ユニットには、前後方向に延
在する縦方向軸線を限定する吸塵入口が設けられ、気流発生ユニットは、吸塵入口の縦方
向軸線によって定義された前後方向に設けられる吸気側及び排気側を含み、吸気側は、排
気側よりもダストガス分離ユニットに近接し、手持ち式掃除機には、排気側に連通する排
気口が設けられ、排気口は、少なくとも一部が吸気側よりもダストガス分離ユニットに近
接するように設けられる。
【００７０】
　図３に示すように、本発明の第３実施形態は、手持ち式掃除機に関し、当該手持ち式掃
除機は、ダストガス分離ユニット及び気流発生ユニットを含み、ダストガス分離ユニット
には、前後方向に延在する縦方向軸線を限定する吸塵入口が設けられ、気流発生ユニット
は、吸塵入口縦方向軸線に定義された前後方向に設けられる吸気側及び排気側を含み、気
流発生ユニットの外側には、ハウジングが覆われ、ハウジングは、気流発生ユニットを軸
方向隔離して気流発生ユニットの両側に位置する排気通路を形成し、気流発生ユニットの
排気側は、その一方側に向けて連通し、即ち、本実施形態の排気通路となり、気流発生ユ
ニットの排気側から排出された気流は、吸気側方向へ延在して吸気側を超えてから、他方
側のその流通する気流発生器の外周まで流れて排気側方向へ流れ、このように、排気口が
気流発生器の後端寄りに設けられてもよく、同様に、気流発生器が排出した気流により気
流発生器の熱を奪うことができ、また、排気距離を伸ばし、騒音を軽減し、具体的に、図
３における気流の流れの概略図が参照可能である。
【００７１】
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　本発明の第４実施形態は、手持ち式掃除機に関する。図４と図５に示すように、当該手
持ち式掃除機は、掃除機ハウジング１、動力装置２、濾過装置３及びダストカップ４を含
み、また、動力装置２は、掃除機ハウジング１内に配置される。ダストカップ４には、吸
着ノズル５が設けられ、吸着ノズル５は、ダストを吸着するために用いられ、ダストを携
帯するガスは、吸着ノズル５からダストカップ４に入り、そして濾過装置３を通って動力
装置２に入り、動力装置２を介して排出される。
【００７２】
　なお、図６に示すように、本実施形態に係る掃除機ハウジング１は、主ハウジング１１
、接続ハウジング１２及び取付ハウジング１３を含み、主ハウジング１１は、動力装置２
を配置するために用いられ、接続ハウジング１２は、主ハウジング１１に接続され、接続
ハウジング１２は、柱状をなし、その下開口がダストカップ４の上開口に係合し、取付ハ
ウジング１３は、主ハウジング１１に接続され、ダストカップ４を取り付けるために用い
られ、ダストカップ４の側壁には、係合部６が設けられ、係合部６と取付ハウジング１３
とは、互いに係着する。吸着ノズル５には、押しボタン５１が設けられ、無論、押しボタ
ン５１は、手持ち式掃除機における他の部位に設けられてもよく、本実施形態は、押しボ
タン５１が吸着ノズル５に設けられることを例として説明する。ダストカップ４内には、
連動アセンブリ７が設けられ、連動アセンブリ７は、押しボタン５１のトリガと、係合部
６と取付ハウジング１３との係着の解除とを連動する。即ち、押しボタン５１を押圧する
ことにより、ダストカップ４を取付ハウジング１３から取り外すことができ、取り外しの
操作が非常に便利である。なお、係合部６と取付ハウジング１３との係着方向は、ダスト
カップ４の軸心ＯＯ´に垂直であり、係合部６と取付ハウジング１３との係合を解除する
と、ダストカップ４は、取付ハウジング１３から離れるいずれかの方向に沿って水平に取
り外すことができる。
【００７３】
　本実施形態では、図７に示すように、係合部６は、係合枠体６１と、係合枠体６１内に
位置する係着具６２とを含み、図８を参照すると、取付ハウジング１３は、係合枠体６１
を覆い、係着具６２は、係合枠体６１の長さ方向に設けられるメインレバー６２１と、メ
インレバー６２１に接続されるスナップフィット群６２２とを含み、メインレバー６２１
は、係合枠体６１の中部に位置し、スナップフィット群６２２は、メインレバー６２１に
接続される収縮ロッド６２２１と、収縮ロッド６２２１に接続されるスナップフィット６
２２２とを含み、取付ハウジング１３におけるスナップフィット６２２２に対応する位置
には、係着ブロック１３１が設けられ、図７と図８を参照すると、係合枠体６１の両側に
、いずれも貫通溝６１１が開設され、スナップフィット６２２２は、貫通溝６１１を貫通
し、且つ係着ブロック１３１に係着し、係着方向は水平に設けられる。図７に示すように
、ダストカップ４が鉛直方向に落下することを防止するために、係合枠体６１には、２つ
の突起が設けられ、２つの突起の間に、水平方向に沿う挿着通路６１２が形成され、図９
を参照すると、取付ハウジング１３には、挿着具１３２が設けられ、係合枠体６１と取付
ハウジング１３とは、挿着係合し、ダストカップ４が鉛直方向に固定されるようになり、
また、挿着通路６１２と挿着具１３２との挿着係合は、さらに、ダストカップ４の取り外
し方向が挿着方向に沿うことを限定している。
【００７４】
　上記からわかるように、ダストカップ４を取り外すとき、図６に示すように、まず押し
ボタン５１を押圧することで、係合枠体６１と取付ハウジング１３との係合が離脱して、
ユーザは、ダストカップ４を挿着具１３２の挿着方向に取り出すことができ、ダストカッ
プ４は水平に取り外されるため、筒内のダストがが上下に振れてダストが溢れてしまうこ
とがない。
【００７５】
　なお、図５に示すように、濾過装置３は、通常体積が大きく、一部がダストカップ４内
に配置され、水平にダストカップ４を取り外す際、濾過装置３は、ダストカップ４の取り
外しを阻害する。本実施形態に係る濾過装置３は、第１濾過部３１と第２濾過部３２とを
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含み、第１濾過部３１は、第１取付部８によりダストカップ４内に取り付けられ、第２濾
過部３２は、第２取付部９により接続ハウジング１２内に取り付けられる。第１濾過部３
１と第２濾過部３２、及び第１取付部８と第２取付部９は、いずれも当接し、ダストカッ
プ４を水平に取り外す際、第１濾過部３１と第１取付部８とは、いずれもダストカップ４
とともに取り外され、ダストカップ４を阻害することが回避される。
【００７６】
　ここで、図１０に示すように、第１取付部８は、リング状をなし、内輪取付部８１と外
輪取付部８２とを含み、前記外輪取付部８２は、ダストカップ４の内壁に係着係合し、内
輪取付部８１は、第１濾過部３１に係着係合し、外輪取付部８２の下端は、テーパー形状
をなして下へ延在し、同様に、内輪取付部８１における外輪取付部８２のテーパー形状部
８１１に対応する部位は、テーパー形状部８１１であり、外輪取付部８２のテーパー形状
部８１１と内輪取付部８１のテーパー形状部８１１とは、互いに係合し、内輪取付部８１
及び第１濾過部３１のダストカップ４における位置が保証される。内輪取付部８１には、
さらに提げ手が設けられ、提げ手により、内輪取付部８１及び第１濾過部３１を一緒に上
へ引っ張ることができ、内輪取付部８１と外輪取付部８２を分離させ、ダストカップ４の
取り外しが完了後、さらに第１濾過部３１を取り外す。
【００７７】
　本実施形態では、図１１に示すように、連動アセンブリ７は、外輪取付部８２に設けら
れ、連動アセンブリ７は、押しボタン５１と係合部６にそれぞれ接続され、連動アセンブ
リ７は、押しボタン５１のトリガと、係合部６と取付ハウジング１３との係着の解除とを
連動するために用いられる。ここで、図１２に示すように、押しボタン５１は、押圧部５
１１とトリガ部５１２とを含み、連動アセンブリ７は、順次に接続される第１接続具７１
、伝動具及び第２接続具７３を含み、第１接続具７１は、トリガ部５１２に接続され、第
２接続具７３は、係着具６２のメインレバー６２１に接続され、本実施形態では、伝動具
は、伝動ワイヤ７２であり、無論、本実施形態では、伝動ワイヤ７２を例として説明した
が、具体的に限定しない。
【００７８】
　ここで、押圧部５１１は、吸着ノズル５の外部に露出し、ユーザが押圧するために用い
られ、トリガ部５１２と押圧部５１１とは、一体に設置され、第１接続具７１に当接し、
ユーザが押圧部５１１を押圧する際、一体に設置されたトリガ部５１２は、それに伴い回
動して、第１接続具７１を押し、第１接続具７１は、吸着ノズル５内における平台にヒン
ジ接続され、第１接続具７１は、トリガ部５１２に押されてヒンジ接続点の周りに回動し
、伝動ワイヤ７２の一端を引っ張り、図１１を参照すると、伝動ワイヤ７２は、ダストカ
ップ４軸心の周りに、外輪取付部８２の側壁に貼り付けて設けられ、図１２に示すように
、伝動ワイヤ７２の他端は、係着具６２のメインレバー６２１に接続され、伝動ワイヤ７
２は、メインレバー６２１を引っ張って上昇させ、図８を参照すると、収縮ロッド６２２
１は、メインレバー６２１とともに上昇し、スナップフィット群６２２は、係合枠体６１
内に設けられるストッパブロック６２３をさらに含み、ストッパブロック６２３は、収縮
ロッド６２２１に当接し、収縮ロッド６２２１は、弾性ロッドであり、収縮ロッド６２２
１が上昇すると、ストッパブロック６２３によってメインレバー６２１に近づき、スナッ
プフィット６２２２が引っ込むように駆動し、スナップフィット６２２２が係合枠体６１
内に完全に引っ込むと、スナップフィット６２２２と係着ブロック１３１との係合が解除
され、さらにダストカップ４が掃除機ハウジング１に取り付けられることが解除される。
【００７９】
　なお、押圧部５１１は、吸着ノズル５に弾性的にヒンジ接続され、これによって、押圧
が終了後、押しボタン５１が自動的にトリガ待ち状態に戻ることができる。
【００８０】
　上記よりわかるように、ダストカップ４を取り外す際、押しボタン５１の押圧部５１１
を押圧すると、押しボタン５１のトリガ部５１２がトリガされ、トリガ部５１２が、連動
アセンブリ７により係合部６の係着具６２のメインレバー６２１が上へ移動するように引
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っ張り、係着具６２の収縮ロッド６２２１が、メインレバー６２１とともに上へ移動する
と同時に、ストッパブロック６２３の作用下で、スナップフィット６２２２を駆動して係
合枠体６１内に退避させ、取付ハウジング１３と係合部６との係合が解除され、ユーザは
、吸着ノズル５を手で持ち、挿着通路６１２の長さ方向、即ち水平方向ににダストカップ
４を引っ張ることができ、ダストカップ４内に取り付けられる第１濾過部３１が、ダスト
カップ４とともに取り外され、押しボタン５１を押圧することで、ダストカップ４を水平
に取り外すことが可能であり、取り外しが便利になり、また、濾過装置３の揺れが回避さ
れて、ダストが溢れ出ることを防止できる。なお、内輪取付部８１と提げ手が設けられる
ことにより、第１濾過部３１の取り外しと洗浄が便利になる。
【００８１】
　本発明の第５実施形態は、手持ち式掃除機に関し、図１３に示すように、当該手持ち式
掃除機は、送風機３、送風機３を収容するハウジング４、ハンドル５及び台座６を含み、
図１４を参照すると、手持ち式掃除機の内部には、電源及びスイッチ２が設けられており
、スイッチ２をオンにすると、電源が送風機３に給電し、送風機３が動作して、手持ち式
掃除機に吸力を提供する。
【００８２】
　図１４に示すように、送風機３は、吸気側３１及び排気側３２を含み、手持ち式掃除機
は、吸気ダクト７をさらに含み、吸気ダクト７は、吸気側３１に接続され、即ち、手持ち
式掃除機に吸入される気流は、吸気ダクト７を通って送風機３に入り、気流は、送風機３
を経過してから排気側３２を通って排出される。本実施形態では、電源は、複数の電池１
であり、無論、電源は、他の給電装置であってもよく、本実施形態は、特別に限定されな
い。吸気ダクト７の断面は、円形状をなし、複数の電池１は、リング状に吸気ダクト７の
外壁に分布し、吸気ダクト７の外壁に貼り付ける。
【００８３】
　なお、図１５に示すように、ハンドル５は、中空に設けられ、スイッチ２は、ハンドル
５内に設けられ、スイッチ２、電源及び送風機３は、直列接続されて閉回路を形成し、ハ
ンドル５には、押しボタン５１が設けられ、ユーザが押しボタン５１を押圧すると、スイ
ッチ２をトリガすることが可能であり、閉回路をオンにし、電源が送風機３に給電し、手
持ち式掃除機が動作を開始する。
【００８４】
　なお、手持ち式掃除機の動作時、吸気ダクト７の外壁に貼り付けた複数の電池１が熱を
生じて、電池１の表面の温度が上昇し、それと同時に、吸気ダクト７内に気流が通過し、
吸気ダクト７の外壁に貼り付けられた電池１は、吸気ダクト７内における気流と熱交換を
行うことができ、熱を気流に伝達し、熱を帯びる気流は、送風機３を通って空気が送入さ
れ、吸気ダクト７を通った気流は、電池１の生じる一部の熱を排出することができ、吸気
ダクト７内における連続的な気流は、複数の電池１を継続的に放熱することができ、電池
１の表面の温度を低下させ、本実施形態では、電池１の電力が大きく、動作時に生じる熱
が多いが、吸気ダクト７内における気流による放熱作用で、複数の電池１が動作時にその
表面温度を安全な範囲内に維持することができ、危険が発生することがなく、大きな電力
の電池１により、掃除機の洗浄効率及び洗浄能力を向上させて、ユーザの使用体験を向上
させる。
【００８５】
　また、図１５に示すように、手持ち式掃除機は、吸気ダクトの外壁に設けられる第１固
定具８１と第２固定具８２とを含み、第１固定具８１と第２固定具８２とは、複数の電池
１を吸気ダクトの外壁に設けるために用いられ、第１固定具８１と第２固定具８２とは、
それぞれ電池１の長さ方向にける両側に位置して対向設置され、複数の電池１は、第１固
定具８１と第２固定具８２との間に位置し、順次に直列接続される。ここで、任意の隣接
する２つの電池１の正極方向は逆であり、第１固定具８１と第２固定具８２とは、いずれ
も絶縁材料であり、且つ両者はいずれも複数の組合せガイド板が設けられ、複数の組合せ
ガイド板は、配列して設けられ、組合せガイド板は、隣接する２つの電池１の正極及び負
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極を電気的に接続するための電気的に接続される正極ガイド板及び負極ガイド板を含んで
、これによって、複数の電池１が直列接続されるようになり、複数の電池１の直列接続に
より、電源電力の向上を図り、洗浄電力及び洗浄効率をさらに向上させ、吸気ダクト７内
における気流の放熱作用によって、複数の直列接続される電池１は、動作時にその表面温
度を安全な範囲内に保持することができ、危険を生じることがない。
【００８６】
　なお、図１４に示すように、台座６も中空に設けられ、手持ち式掃除機のハンドル５及
び台座６の中空設置により、手持ち式掃除機の全体重量を低下させるとともに、手持ち式
掃除機の重心を上へ移動させる。これによって、ユーザが手持ち式掃除機を操作する際に
、より便利になる。
【００８７】
　なお、図１４に示すように、台座６の底部には、排気口９が開設され、送風機３から排
出されたガスは、連続的にハウジング４、ハンドル５及び台座６を通過し、そして排気口
９から排出され、送風機３から排出されたガスが高い流速を有するため、直接排入される
と、空気が大きな騒音を有するが、ガスがハウジング４、ハンドル５及び台座６を通過す
る際、衝突や緩衝が発生し、排気口９から排出されたガスの速度が低下し、騒音が小さく
なり、ユーザの使用体験をさらに向上させる。
【００８８】
　本実施形態に係る手持ち式掃除機は、電源を吸気ダクト７の外壁に取り付けることによ
り、電源に継続的に放熱可能であり、電源に大きな電力を選択することができ、手持ち式
掃除機の洗浄効率及び洗浄能力を向上させる。台座６に排気口９が開設されることにより
、送風機３から排出されたガスを緩衝させて、ガスの排出時の騒音を低下させる。
【００８９】
　本発明の第６実施形態は、手持ち式掃除機に関し、図１６に示すように、当該手持ち式
掃除機は、ハウジング１、ストレーナ２及びサイクロン分離器３を含む。ハウジング１は
、掃除機の集塵カップ４に取り外し可能に接続される。ストレーナ２は、集塵カップ４内
に取り囲まれて設けられて、ダストを濾過するために用いられる。サイクロン分離器３は
、集塵カップ４内に設けられ、ストレーナ２に取り囲まれる。ハウジング１内には、フィ
ルタエレメント１３を配置するための収容チャンバ５をさらに有し、収容チャンバ５は、
ハウジング１と集塵カップ４とが取り外し可能に接続された後、サイクロン分離器３の上
方に位置するために用いられる。
【００９０】
　上記内容から容易にわかるように、ハウジング１が集塵カップ４に取り外し可能に接続
され、ストレーナ２が集塵カップ４内に設けられ、サイクロン分離器３が集塵カップ４内
に設けられ、且つハウジング１内に収容チャンバ５を有し、フィルタエレメント１３が収
容チャンバ５内に設けられサイクロン分離器３の上方に位置するため、ハウジング１が集
塵カップ４から取り外された後、サイクロン分離器３が集塵カップ４内にあり、フィルタ
エレメント１３がハウジング１内に位置し、直接的にフィルタエレメント１３を掃除する
ことが可能であり、掃除が便利になる。これにより、掃除機が長期間使用中に、ダストを
濾過する効果が優れ、ダストで目詰まりして使用に影響することがない。また、サイクロ
ン分離器３がストレーナ２に取り囲まれて集塵カップ４中に設けられるため、サイクロン
分離器３が当該掃除機の空間を占めず、掃除機の体積を小さくし、ユーザの体験を向上さ
せる。また、当該掃除機の体積が小さいため、掃除機内部における各素子間の配列がより
整然であり、掃除機の内部設置がより整然になる。また、フィルタエレメント１３がハウ
ジング１中に配置されることにより、体積のより大きいフィルタエレメント１３を配置す
ることができ、当該掃除機ダストの濾過能力を向上させる。
【００９１】
　また、図１６に示すように、手持ち式掃除機は、固定枠６とブラケット７とをさらに含
み、固定枠６は、ストレーナ２を固定するために用いられ、ブラケット７は、集塵カップ
４内に設けられて、固定枠６を固定するために用いられる。固定枠６がストレーナ２を固
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定して、ブラケット７が固定枠６を固定することによって、ストレーナ２が集塵カップ４
内に固定されるようになる。
【００９２】
　さらに、図１６及び図１７に示すように、ブラケット７は、リング状をなし、集塵カッ
プ４に固定接続される外輪部７１、外輪部７１に対向設置される内輪部７２、及び外輪部
７１と内輪部７２を接続する本体部７３を含み、内輪部７２は、固定枠６を固定するため
に用いられる。
【００９３】
　具体的に、図１６及び図１７に示すように、本体部７３は、外輪部７１から内輪部７２
までの方向に沿って集塵カップ４の底部に向かって傾斜して延在する。固定枠６は、スト
レーナ２を固定するための固定部６１と、固定部６１に接続され、且つ内輪部７２に取り
囲まれる受け部６２とを含み、受け部６２は、固定部６１から離れる方向に向かって傾斜
して延在し、且つ受け部６２の傾斜方向は、本体部７３の傾斜方向に一致し、受け部６２
は、内輪部７２にも当接する。本体部７３と受け部６２とがいずれも傾斜して設けられ、
且つ傾斜方向が一致し、受け部６２が内輪部７２にも当接するため、本体部７３は、受け
部６２を受けて固定し、さらに固定枠６は、集塵カップ４内に固定されるようになる。
【００９４】
　さらに、図１７、図１８及び図１９に示すように、サイクロン分離器３は、気流をサイ
クロン気流に形成するためのサイクロン分離器本体３１と、分離器本体を取り囲んで支持
し、サイクロン分離器本体３１に固定される側壁３２とを含み、且つ、サイクロン分離器
本体３１には、気流がサイクロン分離器本体３１に入るための吸気口８が設けられる。手
持ち式掃除機は、固定枠６に接続され、且つ側壁３２を支持するための支持板１８をさら
に含む。このように、支持板１８によってサイクロン分離器３が集塵カップ４内に支持さ
れる。本実施形態では、サイクロン分離器３が集塵カップ中に位置決められるように、支
持板１８には、側壁３２が挿入するための溝１７が設けられる。このように、側壁３２が
溝１７に挿入されることにより、サイクロン分離器３を位置決めして固定する。
【００９５】
　なお、図１６及び図１７に示すように、手持ち式掃除機は、サイクロン分離器本体３１
を位置決めするための位置決め板群をさらに含み、位置決め板群は、固定枠６に固定接続
される。位置決め板群は、蓋板９及び位置決め板１０を含む。蓋板９は、サイクロン分離
器本体３１の頂部を覆い、且つ固定枠６に当接する。位置決め板１０は、固定枠６に固定
され、位置決め板１０には、蓋板９を貫通し且つサイクロン分離器３の主体内に挿入され
る複数の位置決め管１１が設けられ、また、各位置決め管１１は、サイクロン分離器本体
３１によって形成されるサイクロン気流を収容チャンバ５に排出するために用いられる。
位置決め板１０が固定枠６に固定され、位置決め板１０における位置決め管１１が蓋板９
を貫通してサイクロン分離器３に挿入されるため、サイクロン分離器３が集塵カップ４内
に位置決め固定される。
【００９６】
　具体的に、図１８に示すように、当該手持サイクロン分離器３は、使用時に、掃除機に
よって吸入された気流がストレーナ２に濾過されてから、吸気口８からサイクロン分離器
本体３１に入り、サイクロン分離器本体３１内には、複数のテーパ体チャンバ１２を有し
、気流がテーパ体チャンバにサイクロン気流を形成する。なお、それぞれのテーパ体チャ
ンバに１つの位置決め管１１が挿入され、サイクロン気流は、位置決め管１１により排出
されてフィルタエレメント１３に入る。
【００９７】
　本実施形態では、図１９及び図２０に示すように、位置決め板１０が固定枠６に固定さ
れ、且つ組立や取り外しが便利になるように、位置決め板１０は、固定枠６に係合固定さ
れる。位置決め板１０は、頂板１０１と側板１０２との２つの部分に分けられ、位置決め
管１１は、頂板１０１に設けられ、側板１０２には、溝１６が設けられ、固定枠６の側面
には、溝１６に挿入するバンプ１４が設けられる。取付時に、位置決め管１１は、蓋板９
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入されることによって、位置決め板１０は、固定枠６に固定され、また、サイクロン分離
器３も位置決め板１０に固定される。
【００９８】
　また、図１６に示すように、手持ち式掃除機は、ハウジング１に設けられ且つフィルタ
エレメント１３を固定するための固定ロッド１５をさらに含み、固定ロッド１５は、フィ
ルタエレメント１３に挿入される。このように、固定ロッド１５により、フィルタエレメ
ント１３がハウジング１内に固定される。また、本実施形態では、フィルタエレメント１
３は、ヘパフィルタであってもよい。ヘパフィルタの気流におけるダストを濾過する効果
はより優れ、且つ、洗浄後に、再利用が可能であり、交換する必要がない。
【００９９】
　本発明の第７実施形態は、手持ち式掃除機に関し、当該手持ち式掃除機は、フィルタエ
レメント１３の収容チャンバ５での固定形態は、第６実施形態と異なり、図２１に示すよ
うに、手持ち式掃除機は、収容チャンバ５内に設けられてフィルタエレメント１３をカバ
ーするための固定カバー１９と、ハウジング１に接続されて固定カバー１９に当接するた
めの当接柱２０とをを含む。固定カバー１９内には、フィルタエレメント１３を固定する
ための固定ロッド２１が設けられ、固定ロッド２１は、フィルタエレメント１３に挿入さ
れる。
【０１００】
　上記各実施形態は、本発明を実施するための具体的な実施例であって、本発明の趣旨及
び範囲から逸脱することなく、様々な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。
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【図５】
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【図１０】 【図１１】

【図１２】

【図１３】

【図１４】
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【図１６】 【図１７】

【図１８】

【図１９】 【図２０】
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【図２１】

【手続補正書】
【提出日】令和2年9月16日(2020.9.16)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　手持ち式掃除機であって、
　ダストガス分離ユニットと、気流発生ユニットと、電池パックアセンブリと、ハンドル
とを含み、ダストガス分離ユニットには、前後方向に延在する縦方向軸線（Ｘ）が限定さ
れる吸塵入口が設けられ、前記気流発生ユニットには、吸気側及び排気側が設けられ、前
記吸気側は、ダストガス分離ユニットに連通し、前記手持ち式掃除機の外壁には、内外を
貫通する排気口が設けられ、前記排気口は、ダストガス分離ユニットの排気側に連通し、
前記排気口は、前記縦方向軸線（Ｘ）に沿うダストガス吸入方向において少なくとも一部
が気流発生ユニットを前へ超えるように設けられることを特徴とする手持ち式掃除機。
【請求項２】
　前記気流発生ユニットの排気側は、排気通路により排気口に接続されることを特徴とす
る請求項１に記載の手持ち式掃除機。
【請求項３】
　前記手持ち式掃除機には、ハウジングが設けられ、前記ハウジングは、前記気流発生ユ
ニットの外周を被覆し、前記排気通路は、ハウジングと気流発生ユニットとの間の隙間に
よって形成され、前記気流発生ユニットの排気側から排出された気流は、排気通路を通過
して、最終的に排気口から排出されることを特徴とする請求項２に記載の手持ち式掃除機
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。
【請求項４】
　前記気流発生ユニットは、ダストガス吸入口の縦方向軸線（Ｘ）方向に沿って縦方向に
設けられ、前記吸気側は、前記排気側の前方に位置することを特徴とする請求項１に記載
の手持ち式掃除機。
【請求項５】
　前記ハウジングは、前記手持ち式掃除機の外形表面の一部として設けられることを特徴
とする請求項３に記載の手持ち式掃除機。
【請求項６】
　前記排気通路は、第１風路と、第２風路とを含み、前記第１風路は、気流発生ユニット
の後端に位置し、前記第２風路は、気流発生ユニットの外周に位置し、前記第２風路は、
前記第１風路から折り曲げて気流発生ユニットの吸気側の方向へ延在し、前記気流発生ユ
ニットの排気側からは、後方の第１風路へ気流が排出され、気流は、第１風路から第２風
路へ流れて、最終的に排気口から排出されることを特徴とする請求項２に記載の手持ち式
掃除機。
【請求項７】
　前記気流発生ユニットとダストガス分離ユニットとの間は、吸気ダクトにより接続され
、前記排気口は、少なくとも一部が前記吸気ダクトの外周に位置することを特徴とする請
求項２に記載の手持ち式掃除機。
【請求項８】
　フローガイドカバーをさらに含み、フローガイドカバーは、排気通路に連通し、且つ気
流の下流において狭くなり、前記フローガイドカバーは、吸気ダクトを囲繞するように設
けられることを特徴とする請求項７に記載の手持ち式掃除機。
【請求項９】
　手持ち式掃除機であって、
　ダストガス分離ユニットと、気流発生ユニットと、電池パックアセンブリと、気流発生
ユニットと電池パックアセンブリとの間に設けられるハンドルとを含み、ダストガス分離
ユニットには、前後方向に延在する縦方向軸線（Ｘ）が限定される吸塵入口が設けられ、
前記ハンドルの軸線は、吸塵入口の縦方向軸線（Ｘ）に交差して一定の角度を形成し、前
記気流発生ユニットとダストガス分離ユニットとの間は、吸気ダクトにより連通し、前記
手持ち式掃除機の外壁には、気流発生ユニットが気流を外へ排出する排気口が設けられ、
前記排気口は、前記吸気ダクトの外周の外壁に穿設され、前記ハンドルの軸線の投影は、
前記排気口を通ることを特徴とする手持ち式掃除機。
【請求項１０】
　手持ち式掃除機であって、
　ダストガス分離ユニットと、気流発生ユニットとを含み、ダストガス分離ユニットには
、前後方向に延在する縦方向軸線（Ｘ）が限定される吸塵入口が設けられ、前記気流発生
ユニットは、吸塵入口縦方向軸線（Ｘ）で定義された前後方向に沿って設けられる吸気側
及び排気側を含み、前記吸気側は、排気側よりもダストガス分離ユニットに近接し、前記
排気側は、送風機の後端周方向側から排気するように設けられ、前記排気側から排出され
た気流は、送風機の外周に沿って前へ流れて前記送風機の吸気側を超えることを特徴とす
る手持ち式掃除機。
【請求項１１】
　手持ち式掃除機であって、
　掃除機ハウジングと、動力装置と、ダストカップとを含み、前記動力装置は、掃除機ハ
ウジング内に配置され、前記掃除機ハウジングは、主ハウジングと、取付ハウジングとを
含み、
　前記主ハウジングは、前記動力装置を収容するために用いられ、前記取付ハウジングは
、前記主ハウジングに接続され、前記ダストカップの筒壁には、係合部が設けられ、前記
係合部は、前記取付ハウジングと互いに係着するために用いられ、
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　前記手持ち式掃除機は、押しボタンと、連動アセンブリとをさらに含み、前記連動アセ
ンブリは、前記ダストカップ内に位置し、前記連動アセンブリは、前記押しボタンのトリ
ガを前記係合部と前記取付ハウジングとの係着の解除に連動するために用いられ、前記係
合部と前記取付ハウジングとが係着する方向は、前記ダストカップの軸心に垂直であるこ
とを特徴とする手持ち式掃除機。
【請求項１２】
　前記係合部は、前記ダストカップの筒壁に設けられる係合枠体と、前記係合枠体内に位
置する係着具とを含み、前記係着具は、メインレバーと、前記メインレバーに接続される
スナップフィット群とを含み、
　前記係合枠体の側面には、貫通溝が開設され、前記取付ハウジングは、前記係合枠体の
前記貫通溝が設けられた前記側面を覆い、前記取付ハウジングには、係着ブロックが設け
られ、前記スナップフィット群は、前記貫通溝を貫通し、且つ前記係着ブロックに係着す
ることを特徴とする請求項１１に記載の手持ち式掃除機。
【請求項１３】
　前記メインレバーは、前記係合枠体の長さ方向に沿って設けられ、前記貫通溝は、前記
係合枠体の幅方向における２つの側面に開設され、前記スナップフィット群は、メインレ
バーに接続される収縮ロッドと、収縮ロッドに接続されるスナップフィットとを含み、
　前記スナップフィットの一部は、前記貫通溝を通過して、前記係合枠体の外部に配置さ
れ、前記係着ブロックは、前記スナップフィットの前記係合枠体外に位置する部分に係着
し、
　前記メインレバーは、前記連動アセンブリによって引っ張られるために用いられ、前記
収縮ロッドは、前記メインレバーに伴って変位し、且つ前記スナップフィットが完全に前
記係合枠体内に位置するまで前記スナップフィットを引っ張るために用いられることを特
徴とする請求項１２に記載の手持ち式掃除機。
【請求項１４】
　手持ち式掃除機であって、
　掃除機の集塵カップに取り外し可能に接続されるハウジングと、
　前記集塵カップ内に周回して設けられ、ダストを濾過するためのストレーナと、
　前記集塵カップ内に設けられ、前記ストレーナに囲まれるサイクロン分離器と、を含み
、
　前記ハウジング内には、さらにフィルタエレメントを配置するための収容チャンバを有
し、前記収容チャンバは、前記ハウジングと前記集塵カップとが取り外し可能に接続され
た後に、前記サイクロン分離器の上方に位置することを特徴とする手持ち式掃除機。
【請求項１５】
　前記手持ち式掃除機は、前記ストレーナを固定するための固定枠をさらに含み、
　前記集塵カップ内には、前記固定枠を固定するためのブラケットが設けられることを特
徴とする請求項１４に記載の手持ち式掃除機。
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