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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
ハウジング内にスイッチと、そのスイッチとは別部品であるランプとが組込まれる構成の
電動工具であって、
　前記ランプは、前記スイッチのケースに連結されて、そのスイッチと一体で前記ハウジ
ングに組込み可能に構成されており、
　前記スイッチは、指先で引き操作するトリガスイッチであり、前記ランプはそのトリガ
スイッチの下部に連結されていることを特徴とする電動工具。
【請求項２】
請求項１に記載された電動工具であって、
　前記ランプは、前記スイッチのケースに対して着脱可能に連結されていることを特徴と
する電動工具。
【請求項３】
請求項１又は請求項２のいずれかに記載された電動工具であって、
　前記ランプは、前記スイッチのケースに対して回動可能に連結されて、光の照射方向を
変えられるように構成されていることを特徴とする電動工具。
【請求項４】
請求項１から請求項３のいずれかに記載された電動工具であって、
　前記ハウジングは、モータと工具駆動機構とが収納されるハウジング筒部と、そのハウ
ジング筒部から下方に突出するグリップ部とから構成されており、
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　前記スイッチとランプとは、前記グリップ部に収納されて、前記ランプが前記グリップ
部の下端に配置されていることを特徴とする電動工具。
【請求項５】
請求項１から請求項４のいずれかに記載された電動工具であって、
　前記ランプには、そのランプの光源から照射された光を長丸状に拡開可能に構成された
レンズが設けられていることを特徴とする電動工具。
【請求項６】
請求項１から請求項５のいずれかに記載された電動工具であって、
　前記スイッチのケースには、前記ランプのリード線を保持する保持爪が設けられている
ことを特徴とする電動工具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ハウジング内にスイッチと、そのスイッチとは別部品であるランプとが組込
まれる構成の電動工具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　これに関連する従来の電動工具が特許文献１に記載されている。
　この電動工具のハウジングは、モータと工具駆動機構とが収納されるハウジング筒部と
、そのハウジング筒部から下方に突出するように形成されたグリップ部とを備えている。
そして、前記ハウジングのグリップ部にトリガスイッチ１００と照明用のＬＥＤ（図示省
略）とが収納されている。
　前記トリガスイッチ１００は、図６に示すように、スイッチ本体１０２とトリガ１０４
とから構成されており、トリガ１０４の引き操作、離し操作によりスイッチ回路（図示省
略）の抵抗値が変化するように構成されている。また、トリガスイッチ１００のケース１
０２ｓ内には、前記スイッチ回路の他に電動工具の照明回路が収納されている。そして、
前記ケース１０２ｓから照明用のＬＥＤのリード線１０３ａ，１０３ｂが引き出されてお
り、それらのリード線１０３ａ，１０３ｂの先端にコネクタ１０５を介して前記ＬＥＤが
接続されるようになっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００８－０７３７７９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記した電動工具では、トリガスイッチ１００と照明用のＬＥＤ（図示省略）とを別々
にハウジングのグリップ部に組込む必要があり、両者を同時に組込むことができないため
作業性が良くない。さらに、トリガスイッチ１００と照明用のＬＥＤとを組込み易くする
ためには、前記ＬＥＤのリード線１０３ａ，１０３ｂの長さ寸法に余裕を持たせる必要が
ある。このため、トリガスイッチ１００と照明用のＬＥＤとをブリップ部に組込んだ後、
そのグリップ部内にリード線１０３ａ，１０３ｂの余剰分を収納するスペースが必要にな
る。
【０００５】
　本発明は、上記問題点を解決するためになされたものであり、本発明が解決しようとす
る課題は、ハウジング内にスイッチとランプとを組込む際の作業性を向上させるとともに
、前記スイッチとランプとの収納スペースをコンパクトにすることである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記した課題は、各請求項の発明によって解決される。
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　請求項１の発明は、ハウジング内にスイッチと、そのスイッチとは別部品であるランプ
とが組込まれる構成の電動工具であって、前記ランプは、前記スイッチのケースに連結さ
れて、そのスイッチと一体で前記ハウジングに組込み可能に構成されており、前記スイッ
チは、指先で引き操作するトリガスイッチであり、前記ランプはそのトリガスイッチの下
部に連結されていることを特徴とする。
【０００７】
　本発明によると、ランプはトリガスイッチのケースに連結されて、そのトリガスイッチ
と一体で前記ハウジングに組込み可能に連結されている。このため、トリガスイッチとラ
ンプとを個別にハウジングに組込む場合と比較して作業性が向上する。
　また、前記トリガスイッチとランプ間をリード線で電気的に接続する必要がある場合に
、前記トリガスイッチとランプとをハウジングに組込む前にそのリード線を予め結線して
おくことが可能になる。このため、リード線の長さ寸法に余裕を持たせる必要がなく、そ
のリード線の余剰分を収納するスペースが不要になって前記トリガスイッチとランプとの
収納スペースがコンパクトになる。
【０００８】
　請求項２の発明によると、ランプは、スイッチのケースに対して着脱可能に連結されて
いることを特徴とする。
　このため、ランプが不要な電動工具と、ランプが必要な電動工具の双方に前記スイッチ
を使用できるようになる。
【０００９】
　請求項３の発明によると、ランプは、スイッチのケースに対して回動可能に連結されて
、光の照射方向を変えられるように構成されていることを特徴とする。
　このため、ランプの使い勝手が向上する。
【００１０】
　請求項４の発明によると、ハウジングは、モータと工具駆動機構とが収納されるハウジ
ング筒部と、そのハウジング筒部から下方に突出するグリップ部とから構成されており、
前記スイッチとランプとは、前記グリップ部に収納されて、前記ランプが前記グリップ部
の下端に配置されていることを特徴とする。
　このように、ランプがグリップ部の下端に配置されているため、先端工具とランプ間に
光を遮る障害物が存在せず、前記ランプにより前記先端工具の位置を良好に照射すること
ができる。
【００１１】
　請求項５の発明によると、ランプには、そのランプの光源から照射された光を長丸状に
拡開可能に構成されたレンズが設けられていることを特徴とする。
　このため、ランプから照射される光を前後に長い長丸状にすることにより、手元の位置
から比較的遠い範囲までを照らすことができる。また、ランプから照射される光を左右に
長い長丸状にすることにより、左右方向に広い範囲を照らすことができる。
　請求項６の発明によると、スイッチのケースには、前記ランプのリード線を保持する保
持爪が設けられていることを特徴とする。
　このため、ハウジング内にスイッチとランプとを組込む際にリード線がケースから離れ
て他の部品等と干渉することがなくなる。

                                                                                
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によると、ハウジング内にスイッチとランプとを組込む際の作業性が向上すると
ともに、前記スイッチとランプとの収納スペースをコンパクトにできる。
【図面の簡単な説明】
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【００１３】
【図１】本発明の実施形態１に係る電動工具においてグリップ部分を分解した状態の全体
斜視図である。
【図２】本発明の実施形態１に係る電動工具においてグリップ部分を分解した状態の全体
斜視図である。
【図３】前記電動工具で使用されるトリガスイッチ及び照明用ＬＥＤを表す斜視図（Ａ図
）、側面図（Ｂ図、Ｃ図）、Ｂ図におけるＤ部拡大図（Ｄ図）である。
【図４】前記照明用ＬＥＤの働きを表す側面図（Ａ図）及び斜視図（Ｂ図）である。
【図５】変更例に係るトリガスイッチ及び照明用ＬＥＤを表す側面図である。
【図６】従来のトリガスイッチ等を表す模式斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
［実施形態１］
　以下、図１から図５に基づいて、本発明の実施形態１に係るハンマードリル（以下、電
動工具という）の説明を行なう。
　ここで、図中の前後左右及び上下は、電動工具の前後左右及び上下に対応している。
【００１５】
＜電動工具の概要について＞
　本実施形態に係る電動工具のハウジング１０は、図１に示すように、筒状の前部ハウジ
ング１２と、その前部ハウジング１２の後側に同軸に連結される後部ハウジング１３とか
ら構成されている。前部ハウジング１２には、モータ１７（後記する）の回転力を受けて
先端工具を回転させる工具駆動機構（図示省略）が収納されている。そして、前部ハウジ
ング１２の先端開口部１２ｈから前方に突出した前記工具駆動機構の回転部（図示省略）
に先端工具（図示省略）を保持するチャック機構１１が装着されている。
　後部ハウジング１３は、前部ハウジング１２に連結されるハウジング筒部１４と、その
ハウジング筒部１４の後端下面から下方に突出するように形成されたグリップ部１５とか
ら構成されている。後部ハウジング１３は、前後方向に二つ割りできるように構成されて
おり、その後部ハウジング１３を構成するハウジング本体片Ｍと蓋片Ｈとの接合ラインＭ
Ｌ，ＨＬがグリップ部１５とハウジング筒部１４の後部の位置に縦方向に形成されている
。
　後部ハウジング１３のハウジング筒部１４には、電動工具の駆動源であるモータ１７が
収納されている。また、後部ハウジング１３のグリップ部１５にはトリガスイッチ２０と
照明用ＬＥＤ３０とが収納されている
【００１６】
＜トリガスイッチ２０について＞
　トリガスイッチ２０は、後部ハウジング１３のグリップ部１５を把持した作業者が指先
で引き操作するスイッチであり、図３に示すように、指が掛けられるトリガ２２と、トリ
ガ２２が取付けられるスイッチ本体２４とから構成されている。
　スイッチ本体２４には、そのスイッチ本体２４のケース２６の上部前面に軸受部２４ｕ
が設けられており、その軸受部２４ｕから円柱形の摺動軸２２ｊ（図３（Ｃ）参照）が前
後摺動可能な状態で前方に突出している。そして、前記摺動軸２２ｊの突出端に、上記し
たトリガ２２が取付けられている。また、ケース２６の内部には、トリガ２２及び摺動軸
２２ｊを前端位置まで突出させるように付勢されたバネ（図示省略）が収納されている。
これにより、トリガ２２を引き操作することで摺動軸２２ｊが前記バネの力に抗してケー
ス２６内に押し込まれ（後方に移動し）、トリガ２２から指を離すことで、そのトリガ２
２はバネの力で前端位置まで戻される。
【００１７】
　スイッチ本体２４のケース２６内には、スイッチ回路（図示省略）が収納されており、
トリガ２２の引き操作、離し操作により前記スイッチ回路の接点がオンオフするとともに
、抵抗値が変化するように構成されている。
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　スイッチ本体２４のケース２６の右外側面中央には、図３（Ａ）（Ｃ）に示すように、
電源ケーブル４０の端末が接続されるネジ式の電源端子Ｔ１，Ｔ２が設けられている。そ
して、ケース２６の右外側面下部に、電源ケーブル４０を保持するケーブル保持機構２６
ｓが設けられている。
　また、ケース２６の右外側面と後外側面には、ネジ式の電源端子Ｔ１，Ｔ２の上側にモ
ータケーブルＬ１，Ｌ２（図１，２参照）のコネクタＣ１，Ｃ２が接続される板状端子Ｃ
ｂ１，Ｃｂ２が前記ケース外側面と平行に形成されている。
　また、スイッチ本体２４のケース２６の左外側面上部には、図３（Ｂ）に示すように、
円柱形の位置決め突起２６ｅが形成されており、その突起２６ｅが後部ハウジング１３を
構成するハウジング本体片Ｍと蓋片Ｈとの接合ラインＭＬ，ＨＬに設けられた円形凹部１
５ｅに収納されるようになっている。
　さらに、スイッチ本体２４のケース２６の下端部前側には、照明用ＬＥＤ３０が連結さ
れている。
　即ち、トリガスイッチ２０が本発明のスイッチに相当する。
【００１８】
＜照明用ＬＥＤ３０について＞
　照明用ＬＥＤ３０は、側面略Ｌ字形に形成されたケース３２と、そのケース３２の下端
部先端を塞ぐように形成されたレンズ部３３と、前記ケース３２内に収納された光源であ
るＬＥＤ（図示省略）とから構成されている。そして、照明用ＬＥＤ３０のケース３２の
上端部が連結機構３５によってスイッチ本体２４のケース２６の下端部前側に連結されて
いる。連結機構３５は、図３（Ｄ）に示すように、スイッチ本体２４のケース２６の下端
部前側に左右方向に延びるように形成された断面逆台形状の直線溝３５ｍと、照明用ＬＥ
Ｄ３０のケース３２の上端部に左右方向に延びるように形成された断面逆台形状の突条３
５ｄとから構成されている。そして、スイッチ本体２４のケース２６の直線溝３５ｍに対
して照明用ＬＥＤ３０のケース３２の突条３５ｄが左右方向から嵌合することで、スイッ
チ本体２４のケース２６と照明用ＬＥＤ３０のケース３２とが連結される。
　なお、スイッチ本体２４のケース２６に対して照明用ＬＥＤ３０のケース３２を左右方
向にスライドさせることで、両者２６，３２の連結を解除することができる。
【００１９】
　照明用ＬＥＤ３０には、ケース３２の上端からリード線Ｒ１，Ｒ２が引き出されている
。そして、前記リード線Ｒ１，Ｒ２の先端がスイッチ本体２４のネジ式の電源端子Ｔ１，
Ｔ２の間に位置する端子（図示省略）に接続可能に構成されている。そして、前記リード
線Ｒ１，Ｒ２が前記端子を介してケース２６内の照明回路（図示省略）に接続されるよう
になっている。リード線Ｒ１，Ｒ２は、スイッチ本体２４のケース２６の下部前面に形成
された保持爪２６ｚによって押さえられることで、ケース２６の表面に沿うように保持さ
れる。
　また、照明用ＬＥＤ３０のレンズ部３３は、図４（Ａ）（Ｂ）に示すように、ＬＥＤの
光を縦に長い長丸状に拡開させられるように構成されている。
　即ち、照明用ＬＥＤ３０が本発明のランプに相当する。
【００２０】
＜トリガスイッチ２０及び照明用ＬＥＤ３０の組付けについて＞
　トリガスイッチ２０及び照明用ＬＥＤ３０を電動工具のハウジング１０に組付ける場合
には、先ず、トリガスイッチ２０のケース２６に対して照明用ＬＥＤ３０を連結機構３５
によって連結する。さらに、照明用ＬＥＤ３０のリード線Ｒ１，Ｒ２をトリガスイッチ２
０のケース２６に設けられた端子に接続し、それらのリード線Ｒ１，Ｒ２を保持爪２６ｚ
によってケース２６の表面に沿うように保持する。さらに、トリガスイッチ２０のケース
２６の電源端子Ｔ１，Ｔ２に対して電源ケーブル４０の端末を接続し、その電源ケーブル
４０をケーブル保持機構２６ｓによってトリガスイッチ２０のケース２６に保持する。こ
れにより、図３等に示すように、トリガスイッチ２０と照明用ＬＥＤ３０と電源ケーブル
４０とが一体化される。
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　なお、リード線Ｒ１，Ｒ２の接続よりも先に電源ケーブル４０の端末の接続を行うこと
も可能である。
【００２１】
　次に、トリガスイッチ２０のトリガ２２を、図２に示すように、ハウジング本体片Ｍ（
後部ハウジング１３）におけるグリップ部１５の上部に形成されたトリガ用開口１５ｈに
通し、そのトリガスイッチ２０の位置決め突起２６ｅをハウジング本体片Ｍの接合ライン
ＭＬに設けられた円形凹部１５ｅ（図１参照）に嵌合させる。この状態で、トリガスイッ
チ２０と一体化された照明用ＬＥＤ３０がハウジング本体片Ｍのグリップ部１５の下部前
側にセットされるとともに、電源ケーブル４０の保護チューブ４３がハウジング本体片Ｍ
のグリップ部１５の下端に形成された半円状のチューブ受け部１５ｚに嵌め込まれる。
　次に、トリガスイッチ２０のケース２６に形成された板状端子Ｃｂ１，Ｃｂ２に対して
モータケーブルＬ１，Ｌ２のコネクタＣ１，Ｃ２がそれぞれ接続される。そして、この状
態で、後部ハウジング１３のハウジング本体片Ｍに対して蓋片Ｈが接合ラインＭＬ，ＨＬ
の位置で合わせられ、ハウジング本体片Ｍに蓋片Ｈがボルト止めされることで、トリガス
イッチ２０と照明用ＬＥＤ３０との組込みが完了する。
【００２２】
＜本実施形態に係る電動工具の長所について＞
　本実施形態に係る電動工具によると、照明用ＬＥＤ３０はトリガスイッチ２０のケース
２６に連結されて、そのトリガスイッチ２０と一体で後部ハウジング１３に組込み可能に
構成されている。このため、トリガスイッチ２０と照明用ＬＥＤ３０とを個別に後部ハウ
ジング１３に組込む場合と比較して作業性が向上する。
　また、トリガスイッチ２０と照明用ＬＥＤ３０間をリード線Ｒ１，Ｒ２で電気的に接続
する際に、トリガスイッチ２０と照明用ＬＥＤ３０とを後部ハウジング１３に組込む前に
そのリード線Ｒ１，Ｒ２を予め結線しておくことが可能になる。このため、リード線Ｒ１
，Ｒ２の長さ寸法に余裕を持たせる必要がなく、そのリード線Ｒ１，Ｒ２の余剰分を収納
するスペースが不要になってトリガスイッチ２０と照明用ＬＥＤ３０との収納スペースが
コンパクトになる。
　また、照明用ＬＥＤ３０は、トリガスイッチ２０のケース２６に対して着脱可能に構成
されているため、照明用ＬＥＤ３０が不要な電動工具と、照明用ＬＥＤ３０が必要な電動
工具の双方にトリガスイッチ２０を使用できるようになる。
【００２３】
　また、照明用ＬＥＤ３０が後部ハウジング１３のグリップ部１５の下端に配置されてい
るため、先端工具と照明用ＬＥＤ３０間に光を遮る障害物が存在せず、照明用ＬＥＤ３０
により前記先端工具の位置を良好に照射することができる。
　さらに、照明用ＬＥＤ３０には、その照明用ＬＥＤ３０から照射される光を長丸状に拡
開可能に構成されたレンズ部３３が設けられている。このため、照明用ＬＥＤ３０から照
射される光を前後に長い長丸状にすることにより、手元の位置から比較的遠い範囲までを
照らすことができる。
　また、トリガスイッチ２０のケース２６には、照明用ＬＥＤ３０のリード線Ｒ１，Ｒ２
を保持する保持爪２６ｚが設けられているため、後部ハウジング１３内にトリガスイッチ
２０と照明用ＬＥＤ３０とを組込む際にリード線Ｒ１，Ｒ２がケース２６から離れて他の
部品等と干渉することがなくなる。
【００２４】
＜変更例＞
　ここで、本発明は上記実施形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない
範囲における変更が可能である。例えば、本実施形態では、トリガスイッチ２０と照明用
ＬＥＤ３０とを断面逆台形状の直線溝３５ｍと突条３５ｄとから構成する例を示した。し
かし、図５に示すように、例えば、ピン５１と貫通孔５３等からなる連結機構５０を使用
して、トリガスイッチ２０に対して照明用ＬＥＤ３０を上下方向に回動可能な状態で連結
する構成でも可能である。これにより、光の照射方向を変えられるようになり、照明用Ｌ
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ＥＤ３０の使い勝手が向上する。
　また、照明用ＬＥＤ３０のレンズ部３３によりＬＥＤの光を縦長の長丸状に拡開させる
例を示したが、ＬＥＤの光を横長の長丸状に拡開させることも可能である。これにより、
先端工具の位置を左右方向に広い範囲で照らすことができる。
　また、本実施形態では、スイッチとしてトリガスイッチ２０を例示したが、トリガスイ
ッチ２０以外のスイッチ、例えば、回転方向切り替えスイッチ等と照明用ＬＥＤ３０等と
を連結して一体化する構成も可能である。
【符号の説明】
【００２５】
１０・・・・・ハウジング
１３・・・・・後部ハウジング
１５・・・・・グリップ部
Ｍ・・・・・・ハウジング本体片
２０・・・・・トリガスイッチ（スイッチ）
２６・・・・・ケース
２６ｚ・・・・保持爪
３３・・・・・レンズ部
３５・・・・・連結機構
３０・・・・・照明用ＬＥＤ（ランプ）
Ｒ１，Ｒ２・・リード線
                                                                                

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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