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(57)【要約】
【課題】電気掃除機において、電源コードの冷却に、電
気掃除機本体内を流れる極力低温の排気を用いて、電源
コードを効率的に冷却すること。
【解決手段】空気を吸引するファン部２４とモーター部
に、それぞれファン側排気口２６とモーター側排気口を
形成した電動送風機９を設けた電動送風機室１０と、電
源コード１３を収納する電源コード収納室１１とを備え
、ファン側排気口２６から排出される排気を、電動送風
機室１０から電源コード収納室１１側に流すためのバイ
パス通路３４を設けたもので、ファン側排気口２６から
排出される排気はモーター部の冷却に利用されない排気
のために、外気温と同じ常温の状態でバイパス通路３４
を通過し電源コード収納室１１に流れ込み、自己発熱に
より発熱した電源コード１３を常温の冷気にてコード表
面の冷却が行えるために冷却効率が高くなるものである
。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
空気を吸引するファン部とモーター部に、それぞれファン側排気口とモーター側排気口を
形成した電動送風機を設けた電動送風機室と、電源コードを収納する電源コード収納室と
を備え、前記ファン側排気口から排出される排気を、前記電動送風機室から電源コード収
納室側に流すためのバイパス通路を設けた電気掃除機。
【請求項２】
電動送風機室と電源コード収納室とを分離する隔壁を設け、バイパス通路からの排気のみ
が、前記電源コード収納室内に流れるよう構成した請求項１に記載の電気掃除機。
【請求項３】
電源コード収納室に電源コードを巻き取るためのコード巻取り装置を設け、バイパス通路
の排気出口部を、コードリール装置の略中心付近に設けた請求項１または２記載の電気掃
除機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電気掃除機に関し、特に電気掃除機の電源コードの冷却に関するものである
。
【背景技術】
【０００２】
　従来の電気掃除機の電源コードを冷却する方法として、電動送風機のモーター側の排気
の一部を電源コード収納室側に流すことで電源コードの冷却を行っている（例えば、特許
文献１参照）。
【特許文献１】特開平１０－１１７９７６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、前記従来の構成では、電動送風機のモーター側の排気の一部を電源コー
ド収納室側に流すことで電源コードの冷却を行っており、排気温度が常温よりも高いため
に電源コードの冷却効率が悪く、また冷却効率が悪いために多くの排気が必要となり電源
コード出口からの排気の排出量が多くなる。また、電動送風機のモーター側の排気であり
排気にカーボン粉が微量に含まれるため、排気を綺麗にするためのフィルターが必要であ
る等の課題があった。
【０００４】
　本発明は、前記従来の課題を解決するもので、電動送風機のファン側の排気を利用し電
源コードを効率的に冷却し、効率よく冷却することで電源コード出口からの排出量を減少
させ、かつフィルターを設けずに電源コードからの排気を綺麗にするこが可能となり、電
源コードを効率的の冷却し、電源コードから排出される排気が綺麗でかつ少ないことを可
能とすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　前記従来の課題を解決するために、本発明の電気掃除機は、空気を吸引するファン部と
モーター部に、それぞれファン側排気口とモーター側排気口を形成した電動送風機を設け
た電動送風機室と、電源コードを収納する電源コード収納室とを備え、前記ファン側排気
口から排出される排気を、前記電動送風機室から電源コード収納室側に流すためのバイパ
ス通路を設けたもので、電動送風機の排気は、モーター側はモーターのコイル等を冷却す
るために温度が常温よりも上昇してしまうが、モーター部を通過しないファン側の排気口
から排出される排気は常温であるため、その排気をバイパス通路により電源コード側に流
すことで、電流が流れ発熱をする電源コードを効率的に冷却が可能となるものである。
【発明の効果】
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【０００６】
　本発明によれば、電源コードの効率的な冷却ができるもので、かつ電源コード収納室か
ら排出される排気がより清潔になる電気掃除機を提供できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００７】
　第１の発明は、空気を吸引するファン部とモーター部に、それぞれファン側排気口とモ
ーター側排気口を形成した電動送風機を設けた電動送風機室と、電源コードを収納する電
源コード収納室とを備え、前記ファン側排気口から排出される排気を、前記電動送風機室
から電源コード収納室側に流すためのバイパス通路を設けたもので、電動送風機の排気は
、モーター側はモーターのコイル等を冷却するために温度が常温よりも上昇してしまうが
、モーター部を通過しないファン側の排気口から排出される排気は常温であるため、その
排気をバイパス通路により電源コード側に流すことで、電流が流れ発熱をする電源コード
を効率的に冷却が可能となるものである。
【０００８】
　第２の発明は、第１の発明に加えて、電動送風機室と電源コード収納室とを分離する隔
壁を設け、バイパス通路からの排気のみが電源コード収納室内に流れるよう構成したもの
で、隔壁により電動送風機室と電源コード収納室を分離することで、電源コードの冷却に
必要な排気をファン側の排気のみで行うことが可能となる。これによりファン側の排気の
みのため、モーター側を通過しカーボン粉を含むモーター側の排気を冷却に使用しないた
め、電源コード側に流れる排気は綺麗な排気のみとなる。そのため電源コード出口から排
出される排気は、カーボン粉を除去するために設けられるフィルター材等も使用せず綺麗
な排気とすることができるものである。またファン側の排気のみで電源コードを冷却する
ため常に常温で冷却ができるためにより冷却効率が高くなるため、電源コードを冷却する
ための排気量を減らすことができ、それにより電源コード出口から排出される排気量が減
少することができるものである。
【０００９】
　第３の発明は、第１または第２の発明に加えて、電源コード収納室に電源コードを巻き
取るためのコード巻取り装置を設け、バイパス通路の排気出口部を、コードリール機構の
略中心付近に設けたもので、電源コードを巻き取るコード巻取り装置の略中心にファン側
の排気を流すバイパスを構成することで、冷却風が電源コードを巻き取っている中心より
外側に排出されることで電源コード全体に冷却風が満遍なく電源コードを冷却できるため
より電源コードの冷却効率がより高くなるため、電源コードを冷却するための排気量を減
らすことができ、それにより電源コード出口から排出される排気量が減少することができ
るものである。
【００１０】
　（実施の形態１）
　本発明の第１の実施の形態における電気掃除機について、図１～図４を用いて説明する
。
【００１１】
　図１は、本実施の形態における電気掃除機本体の側面断面図、図２は電気掃除機本体後
部外観図、図３は同電気掃除機の電源コード巻取り装置部の横断面図、図４は同電気掃除
機の電動送風機部の横断面図、図５は同電気掃除機の電動送風機部の縦断面図である。
【００１２】
　図１、図２において、電気掃除機本体１の下部に、各々３６０度方向転換できるキャス
ター２を配置するとともに、その上段には、コード巻取り装置３が設けられており、電源
プラグ４が、電気掃除機本体１の後部に構成されたコード出口５より電気掃除機本体１の
外に露出するよう配置されている。さらに、コード巻取り装置３の上段（本体上部）の前
方には、塵埃を収容するためのフィルター６を具備した集塵ボックス７を備えた集塵室８
を、後方には、塵埃を吸引するための電動送風機９を収納する電動送風機室１０をそれぞ
れ配置している。
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【００１３】
　以上のように構成された電気掃除機による動作は、電動送風機９によって外気と共に吸
引された塵埃は、集塵室８内の集塵ボックス７に収容される。集塵ボックス７は集塵室８
の上方に取り外しが可能で集塵室８を電気掃除機本体１より取り外し集塵室８から容易に
塵埃を破棄できる。
【００１４】
　次に、電動送風機室１０及び電源コード収納室１１の詳細な構成について図１、図３を
用いて説明する。
【００１５】
　図１、図３において、コード巻取り装置３は、電気掃除機本体１の電動送風機９を収納
する電動送風機室１０とコード巻取り装置３を収納する電源コード収納室１１とを区画す
る隔壁１２と、電源コード１３を巻き取り電源コード１３を保持するための上ケース１４
と下ケース１５、前記上ケース１４と下ケース１５を回転自在に保持するシャフト１６か
ら構成されている。シャフト１６の上端は隔壁１２にビス（爪）１７にて固定され、下端
を本体の底壁１８の穴１９に挿入し回転中心の位置決めをすると共に底壁１８により上下
位置固定され形成されている。
【００１６】
　次に上ケース１４と下ケース１５はそれぞれ外周側の一部を金属で形成された上側リー
ル盤２０と下側リール盤２１にて構成し電源コード１３を巻き付ける部分を形成している
。電源コード１３を巻き付ける部分は電源コード１３のコード直径に約１ｍｍ以上の余裕
を持たせた寸法に設定してある。
【００１７】
　コード巻取り装置３の回転付勢は、ゼンマイバネ２２にて行っており、ゼンマイバネ２
２は、下ケース１５の中央部の高さが高くなった部分の下に配置され、さらに金属など剛
性の強い材料からなり保護部材としての板金プレート２３によって外れないように取り付
けてある。ゼンマイバネ２２は中央側をシャフト１６に固定し外側を下ケース１５に固定
し取り付けられている。
【００１８】
　つまり、ゼンマイバネ２２の付勢力によって電源コード１３を巻き取っていく。電源コ
ード１３はコード巻き取り機構３の中央部分から外側に順番に隙間なく１段で巻き取られ
る構成となっている。
【００１９】
　次に図１、図４、図５に示すように、電源コード収納室１１の上部後方に形成された電
動送風機室１０は、塵埃と空気を吸い込むための電動送風機９を備え、電動送風機９には
ファン部２４とファンを回転させるモーター部２５にて構成されファン部２４とモーター
部２５にはそれぞれファン側排気口２６とモーター側排気口２７を備えている。次に電動
送風機９を覆うようにケース上２８とケース下２９を構成し、ケース上２８とケース下２
９に設けた区画壁３０より、ケース上２８とケース下２９の内部をファン室３１とモータ
ー室３２に区画されている。モーター室３２側には電動送風機室１０に連通するモーター
側排気穴３３が構成されており、ファン室３１側には電源コード収納室１１に連通するバ
イパス通路３４を形成したものである。
【００２０】
　これにより、モーター側排気穴３３から排出された排気は電動送風機室１０に流れ次に
本体後部に形成された排気口３５と排気口３５に具備した排気フィルター３６を通過し電
気掃除機本体１の外へ排気される。また、ファン側排気口２６より排出された排気はバイ
パス通路３４を通過し電源コード収納室１１に流れ、次に電気掃除機本体１後部に形成さ
れたコード出口５より本体の外に排出される。
【００２１】
　以上のように構成された電気掃除機について、以下その動作、作用を説明する。
【００２２】
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　図１～図５に示すように、電動送風機９の吸引により塵埃と空気を吸引し、集塵ボック
ス７のフィルター６により塵埃と空気を分離し、空気のみが電動送風機９に流れる。吸引
された空気の一部はファン側排気口２６から、残りの空気はモーター側排気口２７よりそ
れぞれ排出される。まず、モーター側排気口２７より排出される排気はモーターの冷却風
として利用されモーター部２５を冷却した後にモーター側排気口２７より排出されるため
に、モーター部２５のカーボン粉を一部含み排気される。そのカーボン粉を含んだ排気を
排気フィルター３６によりカーボン粉を捕集して排気口３５より本体外に排出する。次に
ファン側排気口２６から排出される排気はモーター部２５冷却に利用されない排気のため
に、外気温と同じ常温の状態でバイパス通路３４を通過し電源コード収納室１１に流れ込
む。自己発熱により発熱した電源コード１３を常温の冷気にてコード表面の冷却が行える
ために冷却効率が高くなるものである。
【００２３】
　また、隔壁１２にて完全に電動送風機室１０と電源コード収納室１１とを隔離すること
でモーター部２５側より排出される温かい排気が電源コード収納室１１に流れないため、
常に常温にて電源コード１３を冷却できるためにより効率的に電源コード１３を冷却でき
る。
【００２４】
　また電動送風機室１０と併設していない前方の電源コード収納室１１に冷却風を流すた
めにより電源コード巻取り機構３の略中央部分にバイパス通路３４を構成することで電源
コード収納室１１に排気がまんべんなく流すことができ効率的に電源コード１３を冷却で
きるものである。
【００２５】
　さらに、コード巻取り装置３の電源コード１３の表面と接触する部分の一部を金属で形
成した上側リール盤２０と下側リール盤２１で構成することで、発熱する電源コード１３
の表面から熱を奪い放熱することでさらに効率的に電源コード１３の冷却ができるもので
ある。
【００２６】
　このように電源コード１３を効率的に冷却できることと合わせてモーター部２５の冷却
を行わないファン部２４の排気にて電源コード１３を冷却することでカーボン粉を含まな
い綺麗な排気を利用するため、コード出口５より排出される排気を綺麗な排気を保つこと
ができ、また排気フィルター３６以外の余分なフィルター構成が不要になるものである。
【００２７】
　また上記実施の形態１については、電源コード収納室１１の上部に集塵室８と電動送風
機室１０を構成した形態についての説明を行ったが、逆に電源コード収納室１１の下方に
集塵室８と電動送風機室１０を構成することで、前記効果は同様に得られることに加え、
電源コード収納室１１を電動送風機室１０の上方に構成し配置することで電気掃除機本体
１の上面が電源コード収納室１１となり、常温のファン部２４側の排気にて電源コード１
３を冷却するため電気掃除機本体１の上面の温度が上昇せず、そのため使用者が触れやす
い電気掃除機本体１の上面、また上面に構成する電気掃除機本体１の持ち運び用のハンド
ル等が常温に近い温度のままとなり、使用者に不快感を与えない効果も得られるものであ
る。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】本発明の実施の形態１における電気掃除機の側面断面図
【図２】同電気掃除機の後部外観図
【図３】同電気掃除機のコード巻取り装置の横断面図
【図４】同電気掃除機の電動送風機まわりの横断面図
【図５】同電気掃除機の電動送風機まわりの縦断面図
【符号の説明】
【００２９】
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　１　　電気掃除機本体
　３　　コード巻取り装置
　９　　電動送風機
　１０　電動送風機室
　１１　電源コード収納室
　１２　隔壁
　１３　電源コード
　１４　上ケース
　１５　下ケース
　２０　上側リール盤
　２１　下側リール盤
　２４　ファン部
　２５　モーター部
　２６　ファン側排気口
　２７　モーター側排気口
　２８　ケース上
　２９　ケース下
　３４　バイパス通路

【図１】 【図２】

【図３】
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