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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ベース部と、
　前記ベース部から立ち上がるスタンド部と、
　掃除機本体に着脱自在に取り付けられるダストケースを備えた電気掃除機を充電する充
電端子と、を備え、
　前記ベース部は、前記掃除機本体に着脱自在に接続された吸口体が載置される略矩形状
の載置面と、左右方向の中央において後方に延びる延出部と、を有し、
　前記スタンド部は、前記延出部の後端部から鉛直方向上向きに延在し、かつ、鉛直方向
の中央より上部が下部よりも前後方向に厚みを持って前方に突出して形成され、かつ、当
該スタンド部の上端前面に前記掃除機本体から前記ダストケースを取り外す際に操作され
るロックボタンの突出部分を逃げるための凹部が形成され、
　前記充電端子は、前記スタンド部の上面に設けられ、
　前記ベース部には、おもりが内蔵されていることを特徴とする電気掃除機用の充電台。
【請求項２】
　前記充電端子は、前記上面から上向きに突出する端子台に設けられていることを特徴と
する請求項１に記載の電気掃除機用の充電台。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、充電台に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、電気掃除機を載置して充電する充電台が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１２－９０８２８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、特許文献１に記載の発明では、充電台の端子部が床面に近い位置にある
ので、電気掃除機側の本体端子を充電台の端子部に装着しづらく、さらに端子部にごみが
溜まり易いという問題がある。
【０００５】
　本発明は、前記従来の問題を解決するものであり、電気掃除機を充電台に装着し易く、
しかも端子部にごみが溜まりにくい充電台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】
【０００６】
　本発明の充電台は、ベース部と、前記ベース部から立ち上がるスタンド部と、掃除機本
体に着脱自在に取り付けられるダストケースを備えた電気掃除機を充電する充電端子と、
を備え、前記ベース部は、前記掃除機本体に着脱自在に接続された吸口体が載置される略
矩形状の載置面と、左右方向の中央において後方に延びる延出部と、を有し、前記スタン
ド部は、前記延出部の後端部から鉛直方向上向きに延在し、かつ、鉛直方向の中央より上
部が下部よりも前後方向に厚みを持って前方に突出して形成され、かつ、当該スタンド部
の上端前面に前記掃除機本体から前記ダストケースを取り外す際に操作されるロックボタ
ンの突出部分を逃げるための凹部が形成され、前記充電端子は、前記スタンド部の上面に
設けられ、前記ベース部には、おもりが内蔵されていることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、電気掃除機を充電台に装着し易く、しかも端子部にごみが溜まりにく
い充電台を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】電気掃除機をスティック型として使用する際の全体を示す斜視図である。
【図２】電気掃除機をハンディ型として使用する際の全体を示す左側面図である。
【図３】図２に示す掃除機本体の中央断面図である。
【図４】図１のＡ方向矢視図である。
【図５】図２のＣ－Ｃ断面図を示し、伸縮パイプのロック状態である。
【図６】図２のＣ－Ｃ断面図を示し、伸縮パイプのロック解除状態である。
【図７】回転ハンドルの回転機構部を示す分解斜視図である。
【図８】図１のＢ－Ｂ断面における回転ハンドルのロック状態である。
【図９】図１のＢ－Ｂ断面における回転ハンドルのロック解除状態である。
【図１０】（ａ）はスティック状態における回転ハンドル内のリード線の状態、（ｂ）は
ハンディ状態における回転ハンドル内のリード線の状態である。
【図１１】回転ハンドルのクランプ状態である。
【図１２】図３のＢ部拡大図を示し、回転ハンドルのクランプ解除状態である。
【図１３】電気掃除機をハンディ型として使用する際の全体を示す右側面図である。
【図１４】ダストケースの外観正面図である。
【図１５】ダストケースの分解図である。
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【図１６】図１４のＤ－Ｄ断面図である。
【図１７】内筒の正面図である。
【図１８】内筒の分解図である。
【図１９】図１７のＥ－Ｅ断面図である。
【図２０】外筒の底蓋を開いた状態を示す正面図である。
【図２１】外筒の底蓋を開いた状態を示す側面図である。
【図２２】図２１のＦ－Ｆ断面図である。
【図２３】図２１のＧ－Ｇ断面図である。
【図２４】塵埃舞い戻り防止面の別の形態を示す断面図である。
【図２５】塵埃舞い戻り防止面のさらに別の形態を示す断面図である。
【図２６】図１６のＨ－Ｈ断面図である。
【図２７】ごみ捨て時の動作を示す断面図である。
【図２８】ダストケースと導入管の位置関係を示す斜視図である。
【図２９】パイプケース部内の空気の流れを示す図である。
【図３０】図２９のＩ－Ｉ断面図である。
【図３１】ダストケースと導入管の位置関係を示す正面図である。
【図３２】ダストケース内部の空気の流れを示す図である。
【図３３】ダストケースと掃除機本体の気密構造を示す断面図である。
【図３４】充電台の外観斜視図である。
【図３５】充電台を示す分解斜視図である。
【図３６】充電台の充電端子を示す拡大斜視図である。
【図３７】電気掃除機の本体端子を示す斜視図である。
【図３８】充電端子と本体端子の接続状態を示す断面図である。
【図３９】電気掃除機をハンディ状態で充電台に取り付けたときの斜視図である。
【図４０】電気掃除機をスティック状態で充電台に取り付けたときの斜視図である。
【図４１】吸口体を示す断面図である。
【図４２】電気掃除機をハンディ状態で自立させたときの側面図である。
【図４３】ふとん吸口を示す側面図である。
【図４４】ふとん吸口を示す底面図である。
【図４５】継手を寝かせたときのふとん吸口を示す断面図である。
【図４６】継手を立てたときのふとん吸口を示す断面図である。
【図４７】ふとん吸口を取付けたハンディ状態の電気掃除機を示す側面図である。
【図４８】ふとん吸口を取付けたスティック状態の電気掃除機を示す側面図である。
【図４９】回転ブラシの収納状態を示す斜視図である。
【図５０】回転ブラシの使用状態を示す斜視図である。
【図５１】回転ブラシ使用時のハンディ状態の電気掃除機を示す側面図である。
【図５２】吸口体を取り付けたスティック状態の電気掃除機を示す側面図である。
【図５３】別の吸口体を取り付けた使用状態を示す側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、本発明を実施するための形態（以下「実施形態」という）について、適宜図面を
参照しながら詳細に説明する。なお、以下では、前後上下左右の方向として、スティック
型およびハンディ型として使用する場合には、図１に示す前後上下左右方向を基準として
説明する。また、電気掃除機を充電台に収納して充電する場合には、図３４に示す前後上
下左右方向を基準として説明する。
【００１１】
　図１は電気掃除機をスティック型として使用する際の全体を示す外観斜視図である。
　図１に示すように、電気掃除機１００は、掃除機本体１およびダストケース２（集塵装
置）を備えて構成されている。なお、図１では、電気掃除機１００に吸口体３を取り付け
た場合を示しているが、隙間ノズル４（図２参照）、応用吸口体５（図５３参照）、ふと
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ん吸口６（図４７参照）、回転ブラシ８０（図５０参照）に適宜切り替えて使用できる。
【００１２】
　掃除機本体１は、本体部１０、伸縮パイプ２０および回転ハンドル３０を備えて構成さ
れている。ダストケース２および吸口体３は、掃除機本体１に着脱自在に取り付けられる
。吸口体３は、パワーブラシ式のものである。
【００１３】
　本体部１０は、モータケース部１１、蓄電池ケース部１２およびパイプケース部１３を
備えている。また、本体部１０には、ダストケース２が着脱自在に取り付けられるととも
に、吸口体３から吸い込まれた塵挨を含む空気をダストケース２に送り込む導入路１４を
備えている。
【００１４】
　モータケース部１１には電動送風機４０（図３参照）が内包され、蓄電池ケース部１２
には蓄電池６０（図３参照）が内包され、パイプケース部１３には伸縮パイプ２０が内包
される。
【００１５】
　掃除機本体１の前端には、吸口体着脱ボタン１６が設けられている。この吸口体着脱ボ
タン１６を押下することで吸口体３の取り外しが可能となる。
【００１６】
　伸縮パイプ２０は、掃除機本体１に設けられたパイプケース部１３内に伸縮自在に支持
されている。また、伸縮パイプ２０は、本体部１０の後面から後方に向けて引き出される
ようになっている。本体部１０の側面に設けられたプッシュボタン２４ｅを押下すること
で、伸縮パイプ２０を前後方向に伸縮させることができる。また、使用者が掃除機本体１
を使用している際に、伸縮パイプ２０が縮むことがないようにロック機構を備えている。
なお、伸縮パイプ２０の伸縮機構およびロック機構についての詳細は後記する。
【００１７】
　回転ハンドル３０は、使用者が手で握る部分であり、伸縮パイプ２０の先端部に回動自
在に支持されている。なお、回転ハンドル３０の回転機構部３３についての詳細は後記す
る。また、回転ハンドル３０は、側面視において略長円形状且つ環状に形成されている。
また、回転ハンドル３０は、スティック型として使用する際に使用者が手で握る部分とな
るグリップ部３０ｓと、ハンディ型として使用する際に使用者が手で握る部分となるグリ
ップ部３０ｔと、を有している。
【００１８】
　また、回転ハンドル３０は、操作ボタン３１ａ，３１ｂ（図３参照）を備えている。操
作ボタン３１ａは、スティック型として使用する場合に操作され、グリップ部３０ｓの外
面（図１の上面）に設けられている。操作ボタン３１ｂ（図３参照）は、ハンディ型とし
て使用する場合に操作され、グリップ部３０ｔの外面（図２の上面）に設けられている。
【００１９】
　操作ボタン３１ａは、スティック状態で使用されるものであり、「強」、「標準」、「
切」の３つのボタンで構成されている。操作ボタン３１ｂは、ハンディ状態で使用される
ものであり、ひとつのボタンで、「強」、「標準」、「切」がサイクリックに動作するよ
うに構成されている。このように、操作ボタン３１ｂをひとつのボタンで構成することで
、スティック状態で使用した場合に操作ボタン３１ｂが間違って押される恐れを低減する
ことができる。
【００２０】
　図２は電気掃除機をハンディ型として使用する際の全体を示す左側面図である。なお、
図２は、吸口体３（図１参照）に替えて、隙間ノズル４を装着した状態を示している。ま
た、吸口体３や隙間ノズル４を装着せずに使用してもよい。
　図２に示すように、伸縮パイプ２０は、該伸縮パイプ２０のほぼ全体が本体部１０内に
収納されるようになっている。
【００２１】
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　パイプケース部１３は、前後方向に延在し、パイプケース部１３の後端部から前方に向
けて伸縮パイプ２０が挿入され、パイプケース部１３の前端部に隙間ノズル４が接続され
る。
【００２２】
　モータケース部１１は、パイプケース部１３の長手方向の略中央部から後方且つパイプ
ケース部１３の下側に位置している。また、モータケース部１１の前方には、ダストケー
ス２が設けられている。
【００２３】
　蓄電池ケース部１２は、長手方向（前後方向）の略中央部から後方且つモータケース部
１１の下側に位置している。
【００２４】
　回転ハンドル３０は、伸縮パイプ２０の伸縮方向（前後方向）に回動自在に構成されて
いる。また、回転ハンドル３０は、図２の側面視において、細長い形状の開口部３２を有
する略トラック形状を呈している。この開口部３２は、伸縮パイプ２０をパイプケース部
１３に収納し且つ回転ハンドル３０を伸縮パイプ２０の上側に重なるように折り畳んだと
きに、開口部３２の長手方向が伸縮パイプ２０の軸方向（伸縮方向）と平行になっている
。
【００２５】
　また、グリップ部３０ｓ，３０ｔには、開口部３２側の面に指固定凹部３２ａ，３２ｂ
が形成されている。これにより、掃除機本体１をハンディ型として、使用者がグリップ部
３０ｔを把持した場合、指固定凹部３２ａに指を掛けて使用できる。また掃除機本体１を
スティック型として（図１参照）使用者がグリップ部３０ｓを把持した場合、指固定凹部
３２ｂに指を掛けて使用できる。これにより、回転ハンドル３０をしっかりと握ることが
できる。また、グリップ部３０ｓ，３０ｔ内において前後に位置を変えることができるよ
うに、指固定凹部３２ａ，３２ｂが前後の２ケ所に形成されている。また、回転ハンドル
３０の表面は、使用者が手で持ちやすいよう熱可塑性樹脂等の柔らかい素材で構成されて
いてもよい。
【００２６】
　回転ハンドル３０は、細長く形成された開口部３２の周囲にグリップ部３０ｓ，３０ｔ
を有し、伸縮パイプ２０が本体部１０におけるパイプケース部１３に収納され且つ回転ハ
ンドル３０が伸縮パイプ２０側に回動した状態で、開口部３２は、電動送風機４０の略上
方向に位置する。また、伸縮パイプ２０が本体部１０におけるパイプケース部１３に収納
され且つ回転ハンドル３０が伸縮パイプ２０側に回動した状態で、開口部３２は、蓄電池
（蓄電装置）６０（図３参照）の略上方向に位置する。
【００２７】
　図３は図２に示す掃除機本体の中央断面図である。なお、図３は、掃除機本体１に吸口
体３および隙間ノズル４が装着されていない状態を図示している。
　図３に示すように、本体部１０のモータケース部１１には、電動送風機４０が収容され
ている。また、モータケース部１１内には、電動送風機４０を固定するための固定ケース
１１ａが設けられている。固定ケース１１ａ内には、電動送風機４０の後方に、掃除機本
体１を制御する本体基板５０（制御基板）が固定されている。この固定ケース１１ａを覆
う形でモータケース部１１が構成されている。
【００２８】
　電動送風機４０は、回転駆動軸４０ａが伸縮パイプ２０の下方において伸縮パイプ２０
と平行となるように配置されている。また、電動送風機４０から排出された空気は、電動
送風機４０の後方に配置された本体基板５０に流れて、本体基板５０を冷却するようにな
っている。
【００２９】
　本体基板５０は、上下に分割して配置され、対向する面に部品が実装されている。電動
送風機４０から排出された空気のほとんどは、各本体基板５０の対向配置された部品（発
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熱部品）を冷却するように流れる。
【００３０】
　また、電動送風機４０は、電気掃除機１００をハンディ型として使用する場合、回転ハ
ンドル３０の開口部３２の長手方向（前後方向）の長さＳ１が、電動送風機４０の長手方
向（前後方向）の長さと、本体基板５０の長手方向の長さと、を合わせた長さと略等しく
なるように構成されている。これにより、電気掃除機１００をハンディ型として使用する
際に、使用者が持つグリップ部３０ｔの下方に電動送風機４０および本体基板５０が位置
するので、電気掃除機１００の重心Ｇａ（図２参照）がグリップ部３０ｔに近くなり、ハ
ンディ型の形態でも持ち易い電気掃除機１００を実現できる。
【００３１】
　本体部１０の蓄電池ケース部１２には、蓄電池６０が収容され、蓄電池６０が電動送風
機４０の下方に隣接するように配置されている。この蓄電池６０は、リチウムイオン電池
やニッケル水素電池など充電可能なもので構成されている。また、蓄電池６０は、電気掃
除機１００をハンディ型として使用する場合、回転ハンドル３０の開口部３２の長手方向
の範囲Ｓ１が、蓄電池６０の長手方向（前後方向）の長さと略等しくなるように構成され
ている。ここで、本実施形態における蓄電池６０とは単電池を複数用いてパックした組電
池である。なお、使用条件等によっては単電池でも良い。これにより、電気掃除機１００
をハンディ型として使用する際に、使用者が持つグリップ部３０ｔの下方に蓄電池６０が
位置するので、電気掃除機１００の重心Ｇａがグリップ部３０ｔに近くなり、ハンディ型
の形態でも持ち易い電気掃除機１００を実現できる。
【００３２】
　なお、蓄電池６０は、前記したように電動送風機４０の下方に配置する構成だけではな
く、開口部３２の下方に位置しており、長手方向の長さＳ１に略等しくなる構成であれば
、電動送風機４０の周りを囲むように配置してもよいし、また電動送風機４０の下方に配
置する構成と電動送風機４０の周りを囲む構成とを組み合わせて配置してもよい。また、
本体基板５０は、蓄電池６０の配置によって、固定ケース１１ａの上面や側面、下面に設
けてもよい。
【００３３】
　ダストケース２は、サイクロン方式のものであり、モータケース部１１の前方に配置さ
れ、略円柱形状を呈している。また、ダストケース２の前端がパイプケース部１３に形成
されたダストケース固定突起１３ａと嵌合し、ダストケース２の後端がスライド自在に構
成されたロックボタン１１９によって蓄電池ケース部１２と係合してロックされる。
【００３４】
　伸縮パイプ２０は、アルミ合金など軽量の金属パイプ２１と、この金属パイプ２１の先
端部２１ａ（図３の後端）から挿入される樹脂パイプ２２と、金属パイプ２１の基端（図
３の前端）から挿入される樹脂パイプ２３と、を備えている。
【００３５】
　金属パイプ２１は、パイプケース部１３の前後方向の長さと略等しくなる長さで形成さ
れている。また、金属パイプ２１には、軸方向（伸縮方向）に沿って、間隔を空けて複数
のピン受け孔２１ｂ，２１ｂ，２１ｂ，２１ｂが形成されている。
【００３６】
　樹脂パイプ２２は、ねじ２２ａを介して金属パイプ２１に固定されている。また、樹脂
パイプ２２には、ピン受け孔２１ｂと重なる位置に逃げ孔２２ｂが形成されている。
【００３７】
　樹脂パイプ２３内には、らせん状に形成されたカールコード２３ａが挿入されている。
また、樹脂パイプ２３には、ピン受け孔２１ｂと重なる位置に貫通孔２３ｂが形成されて
いる。カールコード２３ａの前端は、パイプケース部１３の前端に設けられた端子（不図
示）と電気的に接続され、後端が公知の方法により本体基板５０および蓄電池６０と電気
的に接続されている。
【００３８】
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　本体部１０には、モータケース部１１とパイプケース部１３との境界に、伸縮パイプ２
０の長さを段階的に固定するパイプロック機構２４が設けられている。また、本体部１０
のパイプケース部１３の上面には、電気掃除機１００をハンディ型として使用する際に、
回転ハンドル３０の前端をクランプするハンドルクランプ２５（クランプ手段）が設けら
れている。操作ボタン３１ｂは、ハンディ型として使用する際に、上向きとなり、容易に
電源の入り切りが可能となる。
【００３９】
　また、本体部１０には、本体基板５０の後方に、本体ＬＥＤ５１を備える。本体ＬＥＤ
５１は、赤と緑の２色を点灯することができ、掃除機本体１の運転状態や蓄電池６０の充
電状態の表示ができる。また、本体ＬＥＤ５１の色数は１色や２色以上でもよく、点灯や
点滅との組み合わせによって、蓄電池６０の充電完了状態や掃除機本体１の運転エラー状
態を表示してもよく、また意匠として点灯または点滅してもよい。
【００４０】
　図４は図１のＡ方向矢視図である。図４は、伸縮パイプ２０を最大に伸ばした状態を示
している。
　図４に示すように、金属パイプ２１には、軸方向（伸縮方向、前後方向）に沿って、間
隔を空けて複数のピン受け孔２１ｂが形成されている。このピン受け孔２１ｂは、金属パ
イプ２１に対して下向きに開口しているので、使用時に金属パイプ２１内に水などの液体
が浸入したり、塵などが侵入するのを防止できる。
【００４１】
　図５は図２のＣ－Ｃ断面図を示し、伸縮パイプのロック状態、図６は図２のＣ－Ｃ断面
図を示し、伸縮パイプのロック解除状態である。なお、パイプロック機構２４は、左右対
称形状であるので、以下では、右側のパイプロック機構２４を参照しながら説明する。
【００４２】
　図５および図６に示すように、パイプロック機構２４は、基部２４ａと、この基部２４
ａ上において上下方向に動作する可動部２４ｂと、可動部２４ｂを上方に付勢するロック
ばね２４ｃ，２４ｃと、可動部２４ｂと一体に動作する固定用のピン２４ｄと、可動部２
４ｂを下方に押し下げるプッシュボタン２４ｅと、を備えて構成されている。
【００４３】
　基部２４ａは、モータケース部１１の上部に固定され、ピン２４ｄを挟んで左右に、ロ
ックばね２４ｃの下端を支持する凸部２４ａ１が形成されている。
【００４４】
　可動部２４ｂは、ロックばね２４ｃの上端が挿入される凹部２４ｂ１が前記凸部２４ａ
１と対向する位置に形成されている。また、可動部２４ｂには、プッシュボタン２４ｅと
対向する位置にテーパ部２４ｂ２が形成されている。
【００４５】
　ロックばね２４ｃは、凸部２４ａ１と凹部２４ｂ１との間に介装され、可動部２４ｂを
常に上方に付勢している。
【００４６】
　ピン２４ｄの下端部は、可動部２４ｂによって保持され、可動部２４ｂと一体に動作す
るようになっている。また、ピン２４ｄは、パイプケース部１３に形成されたピン保持孔
１３ｂ内を摺動しながら案内される。また、ピン２４ｄはパイプケース部１３の内部に構
成されているため、外観から見えなくなり、高い意匠性を得ることができる。
【００４７】
　プッシュボタン２４ｅは、パイプケース部１３の側面から突出している。また、プッシ
ュボタン２４ｅの内面には、可動部２４ｂのテーパ部２４ｂ２と摺動するテーパ部２４ｅ
１が形成されている。
【００４８】
　このように構成されたパイプロック機構２４では、図５に示すように、プッシュボタン
２４ｅが操作されていない場合には、ロックばね２４ｃの弾性復帰力によって可動部２４
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ｂが上方に押し上げられることで、ピン２４ｄが上昇して伸縮パイプ２０のピン受け孔２
１ｂに挿入されている。このため、使用者が電気掃除機１００を使用している際に伸縮パ
イプ２０の長さが変わるのを防止している。
【００４９】
　そして、図５に示す状態において、例えば、左側（図示右側）のプッシュボタン２４ｅ
を右方向（図示左方向）に押し込むと、プッシュボタン２４ｅのテーパ部２４ｅ１が可動
部２４ｂのテーパ部２４ｂ２を摺動する。このとき、プッシュボタン２４ｅの押し込み力
によって、可動部２４ｂがロックばね２４ｃの付勢力に抗して押し下げられることで、図
６に示すように、ピン２４ｄがピン受け孔２１ｂから抜け出る。これにより、伸縮パイプ
２０を伸縮させることが可能になる。
【００５０】
　また、ピン２４ｄがピン受け孔２１ｂから抜け出ると、ピン２４ｄがロックばね２４ｃ
によって付勢されているので、伸縮パイプ２０が移動して、ピン２４ｄの位置がピン受け
孔２１ｂと一致したときに、ピン２４ｄがピン受け孔２１ｂに挿入され、伸縮パイプ２０
がロックされる。
【００５１】
　また、プッシュボタン２４ｅをパイプケース部１３の左右両側に設けることで、使用者
が右利きであっても左利きであっても、プッシュボタン２４ｅを容易に操作でき、伸縮パ
イプ２０の伸縮動作を容易にできる。また、プッシュボタン２４ｅを左右両側に設けて、
両側のプッシュボタン２４ｅを押すことで、片持ちにならずにピン２４ｄをまっすぐ下げ
ることができる。
【００５２】
　次に回転ハンドル３０の回転機構部３３について図７ないし図９を参照して説明する。
図７は回転ハンドルの回転機構部を示す分解斜視図、図８は図１のＢ－Ｂ断面における回
転ハンドルのロック状態、図９は図１のＢ－Ｂ断面における回転ハンドルのロック解除状
態である。なお、図８および図９では、回転ハンドル３０の回動軸の中心ではなく、図７
に示すロックピン３６ｂの位置で切断したときの状態を図示している。
【００５３】
　図７に示すように、回転ハンドル３０は、ハンドル本体部３４ａ、ハンドルカバー３４
ｂ、右ハンドルジョイント３５ａ、左ハンドルジョイント３５ｂ、ロックプレート３６ａ
、ロックピン３６ｂ、ロックばね３６ｃ、ハンドルねじ３７ａ、ハンドルねじナット３７
ｂ、ロックボタン３８ａ、ロックばね３８ｂ、ジョイントカバー３８ｃなどで構成されて
いる。
【００５４】
　ハンドル本体部３４ａは、右ハンドルジョイント３５ａに回動自在に支持される回動軸
部３４ｅを有している。この回動軸部３４ｅの径方向の中心には、ハンドルねじ３７ａが
挿通されるハンドルねじ挿通孔３４ｄが形成されている。
【００５５】
　ハンドルカバー３４ｂは、左ハンドルジョイント３５ｂに回動自在に支持される回動軸
部３４ｅを有している。この回動軸部３４ｅの径方向の中心には、ハンドルねじ３７ａが
挿通されるハンドルねじ挿通孔３４ｆが形成されている。また、回動軸部３４ｅには、ロ
ックピン３６ｂと対向する位置にロック孔３４ｇが形成されている。
【００５６】
　右ハンドルジョイント３５ａは、ハンドル本体部３４ａを回動自在に支持する略円筒形
状のハンドル固定部３５ｃと、伸縮パイプ２０に外嵌される円筒形状のパイプ固定部３５
ｄと、を有している。
【００５７】
　ハンドル固定部３５ｃは、ハンドルカバー３４ｂ側（図示左側）が開放した有底円筒形
状を呈し、径方向の中心部に、ハンドルねじ３７ａが挿通されるハンドルねじ挿通部３５
ｅが形成されている。また、ハンドル固定部３５ｃには、ハンドルねじ挿通部３５ｅの周
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囲に、ネジボス３５ｆが複数箇所に形成されている。また、ハンドル固定部３５ｃには、
ロックばね３６ｃの一端が支持されるバネ支持部３５ｇが形成されている。
【００５８】
　左ハンドルジョイント３５ｂは、右ハンドルジョイント３５ａに固定されるとともに、
ロックピン３６ｂと対向する位置に円形の貫通孔３５ｉが形成されている。また、左ハン
ドルジョイント３５ｂには、径方向の中心に、ハンドルねじ３７ａが挿通されるハンドル
ねじ挿通孔３５ｊが形成されている。また、左ハンドルジョイント３５ｂには、ネジボス
３５ｆと対向する位置にネジ挿通孔３５ｋが形成されている。
【００５９】
　ロックプレート３６ａは、円形の金属板によって構成され、径方向の中心部に孔３６ｄ
が形成されている。また、ロックプレート３６ａには、孔３６ｄの外周側にロックピン３
６ｂが進退自在となるロック孔３６ｅが形成されている。また、ロックプレート３６ａの
表裏の向きの位置決めおよび回転動作規制のための切り欠き３６ｆ，３６ｆが形成されて
いる。
【００６０】
　ロックピン３６ｂは、回動軸部３４ｅに左右方向（回転ハンドル３０の回動軸方向）に
可動自在に支持されている。また、ロックピン３６ｂは、ロックばね３６ｃによって、ロ
ックプレート３６ａのロック孔３６ｅ側に付勢されている。
【００６１】
　ハンドルねじ３７ａは、ハンドル本体部３４ａのハンドルねじ挿通孔３４ｄ、右ハンド
ルジョイント３５ａのハンドルねじ挿通部３５ｅ、左ハンドルジョイント３５ｂのハンド
ルねじ挿通孔３５ｊ、孔３６ｄおよびハンドルねじ挿通孔３４ｆに順に挿通された後、ハ
ンドルねじナット３７ｂと螺合される。
【００６２】
　ロックボタン３８ａは、ハンドルカバー３４ｂの回転軸部３４ｅに押し下げ自在に支持
されている。ロックボタン３８ａの内側には、ロック孔３４ｇと対向する位置に、ロック
解除ピン３８ｄ（図８参照）が形成されている。
【００６３】
　ロックばね３８ｂは、回動軸部３４ｅとロックボタン３８ａとの間に介装され、ロック
ボタン３８ａを押し上げる方向（図示左方向）に付勢している。
【００６４】
　ジョイントカバー３８ｃは、ハンドルねじ３７ａの外側を覆うように、回動軸部３４ｃ
の外面に取り付けられている。
【００６５】
　図８に示すように、回転ハンドル３０がロックしている状態では、ロックピン３６ｂが
ロックばね３６ｃによってロックプレート３６ａ側に付勢され、ロック孔３６ｅに挿入さ
れている。これにより、使用者が電気掃除機１００を使用している際に回転ハンドル３０
が回動するのを防止できる。
【００６６】
　そして、図８に示すロック状態において、ロックボタン３８ａが押し下げられると、ロ
ックボタン３８ａの内側に形成されたロック解除ピン３８ｄがロックピン３６ｂを、ロッ
クばね３６ｃの付勢力を受けながら押し下げる。このとき、図９に示すように、ロックピ
ン３６ｂがロック孔３６ｅから抜け出る位置まで押し下げられる。これにより、図９に示
すロック解除状態となり、回動軸部３４ｃ，３４ｅ、ロックプレート３６ａおよびロック
ボタン３８ａが、右ハンドルジョイント３５ａおよび左ハンドルジョイント３５ｂに対し
て回動可能な状態となる。このように、ロックボタン３８ａを押し下げることで、回転ハ
ンドル３０を回動させることができ、スティック型とハンディ型とを容易かつ迅速に切り
替えることができる。
【００６７】
　図１０（ａ）はスティック状態における回転ハンドル内のリード線の状態、図１０（ｂ
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）はハンディ状態における回転ハンドル内のリード線の状態である。
　図１０（ａ）に示すように、回転ハンドル３０内には、操作ボタン３１ａ，３１ｂと本
体基板５０（図３参照）とを接続するためのリード線３９が設けられている。このリード
線３９は、一端が操作ボタン３１ｂと接続された後、操作ボタン３１ａと接続され、回転
機構部３３の回動軸（ハンドルねじ３７ａ）の周囲をひと巻きして伸縮パイプ２０内を通
って、本体基板５０（図３参照）と接続されている。
【００６８】
　図１０（ａ）に示すスティック状態では、回転機構部３３の回動軸の周囲に位置するリ
ード線３９は、外周側に位置している。一方、回転ハンドル３０が折り畳まれて、図１０
（ｂ）に示すハンディ状態では、回転機構部３３の回動軸の周囲に位置するリード線３９
は、内周側に位置している。このようにリード線３９を回動軸に巻回することで、リード
線３９に対して屈曲箇所が１箇所に集中しないようにでき、またリード線３９を回転ハン
ドル３０の動きに追従させることでリード線３９の断線を防止できる。
【００６９】
　次に回転ハンドル３０のハンドルクランプ２５（クランプ機構）について図１１および
図１２を参照して説明する。図１１は回転ハンドルのクランプ状態、図１２は回転ハンド
ルのクランプ解除状態である。
　図１１に示すように、ハンドルクランプ２５は、回転ハンドル３０をクランプするクラ
ンプ部材２５ａと、このクランプ部材２５ａをパイプケース部１３（本体部１０）にスラ
イド自在に支持する取付部２５ｂと、クランプ部材２５ａを、回転ハンドル３０をクラン
プする方向（後方）に付勢するクランプバネ２５ｃと、回転ハンドル３０に設けられた引
掛部３０ａと、を備えて構成されている。
【００７０】
　クランプ部材２５ａは、前後方向（伸縮方向）に沿って形成され、前端に指を掛ける指
掛部２５ａ１が形成され、後端に回転ハンドル３０と係止される係止部２５ａ２が形成さ
れている。
【００７１】
　取付部２５ｂは、ねじ２５ｄを介して、パイプケース部１３の上面に形成されたボス１
３ｄに螺合することで固定されている。
【００７２】
　クランプバネ２５ｃは、クランプ部材２５ａを後方（回転ハンドル３０をクランプする
方向）に付勢するものであり、例えば圧縮コイルばねによって構成されている。また、ク
ランプバネ２５ｃは、パイプケース部１３の上面に立設された壁部１３ｅと、クランプ部
材２５ａとの間に配設されている。
【００７３】
　引掛部３０ａは、回転ハンドル３０に形成された穴内に構成されている。これにより、
引掛部３０ａに使用者の手が触れたり、引掛部３０ａに服などが引っ掛かるのを防止して
いる。
【００７４】
　このように構成されたハンドルクランプ２５では、図１１に示すように、クランプ部材
２５ａが操作されていない状態において、クランプバネ２５ｃの弾性復帰力によってクラ
ンプ部材２５ａが後方に押圧される。これにより、係止部２５ａ２が引掛部３０ａに係止
されることで、回転ハンドル３０が折り畳まれた状態でクランプ（ロック）される。
【００７５】
　そして、図１２に示すように、指を指掛部２５ａ１に掛けて、クランプバネ２５ｃの付
勢力を受けながらクランプ部材２５ａを前方へスライドさせることにより、係止部２５ａ
２と回転ハンドル３０の引掛部３０ａとの係止状態が解除される。これにより、回転ハン
ドル３０のクランプが解除され、回転ハンドル３０を上方へ回動させることができ、電気
掃除機１００をハンディ型からスティック型に切り替えることができる。
【００７６】
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　また、電気掃除機１００をスティック型で使用している場合、クランプ部材２５ａは、
図１１に示す状態である。この状態から回転ハンドル３０を折り畳み方向に回動させると
、回転ハンドル３０の外面に形成されたテーパ３０ｂが係止部２５ａ２に形成されたテー
パ２５ａ３に当接する。そして、回転ハンドル３０を押し下げることで、この押し下げ力
によって、クランプバネ２５ｃの付勢力を受けながらクランプ部材２５ａが前方にスライ
ドする。そして、回転ハンドル３０の引掛部３０ａが係止部２５ａ２を乗り越えたときに
、クランプバネ２５ｃの弾性復帰力によって係止部２５ａ２が引掛部３０ａに係止され、
回転ハンドル３０が本体部１０にクランプされる（固定される）。
【００７７】
　このように、ハンドルクランプ２５で回転ハンドル３０を本体部１０に固定することで
、回転ハンドル３０のがたつきを防止できる。また、クランプ部材２５ａを前方にスライ
ドさせることでロックを解除できるので、使用中に回転ハンドル３０のロックが解除され
るのを防止できる。
【００７８】
　図１３は電気掃除機をハンディ型として使用する際の全体を示す右側面図である。
　本体部１０（モータケース部１１）の右側面には、排気口１０ａが設けられ、この排気
口１０ａの内側に排気フィルタ（図示せず）が設けられている。なお、図１３では、左右
方向の片側にのみ排気口１０ａを設けた場合を例に挙げて説明しているが、本体部１０（
モータケース部１１）の左右両側に設けてもよい。
【００７９】
　排気口１０ａは、モータケース部１１の長手方向（前後方向）に対し、略平行に沿う格
子状に形成されるとともに、円形に突出する面の下部に形成されている。これにより、格
子による各開口が下向きに形成されるので、使用者がグリップ部３０ｔを持ってハンディ
型として使用している際、直接使用者に電動送風機４０の排気が当たらないという効果を
奏する。また、ハンディ型として使用する場合は、床などに掃除機本体１を一時的に置く
こともあるが、誤って本体部１０の上方から水等の液体をこぼしてしまった場合でも、本
体部１０の内部に液体が侵入することを防ぎ、電動送風機４０や蓄電池６０の故障を防止
することができる。また、使用者が右利きを想定しているため、排気口１０ａを掃除機本
体１の右側に設けることで、排気が直接使用者に当たることを防いでいる。また、左側に
排気口を設けて、使用者が左利きの場合に対応してもよいし、片側のみでなく左右両側に
設けて排気の風量を分散することで、排気が直接使用者に当たることを抑制してもよい。
【００８０】
　次に、ダストケース２の構成および作用について図１４ないし図３３を参照して説明す
る。図１４はダストケースの外観正面図である。なお、図１４は、パイプケース部１３（
図２参照）側から見た状態である。また、以下の図１４ないし図３３の説明において、図
示前後方向を上下方向と称して説明する。
　図１４に示すように、ダストケース２は、吸口体３（図１参照）や隙間ノズル４（図２
参照）から吸込んだ塵埃を含む空気を、塵埃と空気とに分離し、塵埃を集める機能を有す
る。
【００８１】
　また、ダストケース２は、導入管１４（図１参照）と繋がる流入口１４９を有している
。この流入口１４９に流入した塵挨を含む空気は、ダストケース２内で塵挨と空気とに分
離された後、ダストケース２の上部から排出される。
【００８２】
　図１５はダストケースの分解図である。
　図１５に示すように、ダストケース２は、外筒１２８、内筒１２９、捕塵フィルタ１３
０、捕塵フィルタ１３０を収納するフィルタケース１３１、上蓋１３２および底蓋１３３
を備えて構成されている。
【００８３】
　外筒１２８は、上下に開口部が形成された筒体であり、外筒１２８の下部の開口部が底
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蓋１３３によって開閉される。
【００８４】
　内筒１２９は、内筒１２９の上部にフィルタケース１３１を備え、フィルタケース１３
１と一体化された構造である。そして、内筒１２９と一体化したフィルタケース１３１は
、外筒１２８の上部の開口部から挿入される。
【００８５】
　フィルタケース１３１には捕塵フィルタ１３０が収められ、上蓋１３２を外筒１２８の
上部に取り付けることで図１４に示すように一体化したダストケース２となる。このとき
、内筒１２９は外筒１２８と略同心円状になるように装着される。
【００８６】
　図１６は図１４のＤ－Ｄ断面図である。
　図１６に示すように、外筒１２８に内筒１２９を装着すると、外筒１２８と内筒１２９
との間に塵埃の分離・集塵のための空間が形成される。外筒１２８と内筒１２９とで形成
される空間のうち、後部（図示上部）は塵埃分離部１３４（図１６参照）となり、前部（
図示下部）は塵埃収容部１３５（図１６参照）となる。塵埃分離部１３４は、塵埃と塵埃
を運んだ空気とを分離する空間であり、塵埃収容部１３５は、塵埃を集めて収容する空間
である。
【００８７】
　上蓋１３２は、上下が開口した略筒体であり、後記する外筒１２８の上部に備えるフィ
ルタケース受け部１２８ａを覆うように、フィルタケース受け部１２８ａの外径よりも一
回り大きく形成されている。
【００８８】
　ダストケース２では、フィルタケース受け部１２８ａに上蓋１３２を被せた状態から、
回転させることで上蓋１３２とフィルタケース受け部１２８ａを固定できる構造になって
いる。フィルタケース受け部１２８ａには、所定の位置のみで上蓋１３２を被せることが
できるように、上蓋１３２の内面に切欠部（不図示）が形成され、フィルタケース受け部
１２８ａに突起部（不図示）が形成されている。切欠部と突起部を合わせた状態で上蓋１
３２を外筒１２８側へ押し付け、上蓋１３２を回転させると、突起部が切欠部の空間に入
り、上蓋１３２を外筒１２８に固定することができる。また、上蓋１３２には、ロックボ
タン１１９を備え、掃除機本体１との固定を行う。
【００８９】
　捕塵フィルタ１３０は、枠体と、枠体内にプリーツ状に折られたフィルタ部材１４７と
で構成されている。フィルタ部材１４７の波方向は、縦方向(重力作用方向)であるのが望
ましい（図１５参照）。これは、フィルタ部材１４７に付着した細塵を落としやすくする
ためである。また、フィルタ部材１４７をプリーツ状に折ることで、フィルタ面積を大き
くでき、フィルタ部材１４７による圧力損失を低減することができる。
【００９０】
　フィルタ部材１４７は、例えば高密度のＨＥＰＡフィルタ（High Efficiency Particul
ate Air Filter）である。ＨＥＰＡフィルタとは、定格風量で粒径が０.３μｍの粒子に
対して９９.９７％以上の粒子捕集率をもち、かつ初期圧力損失が２４５Ｐａ以下の性能
を持つエアフィルタである。
【００９１】
　また、捕塵フィルタ１３０は、使用者が水洗いできるようにすることが望ましい。また
、捕塵フィルタ１３０の前部にスポンジフィルタ（図示せず）など他のフィルタを設けて
もよい。スポンジフィルタは、捕塵フィルタ１３０の枠体を前側に延長し、枠体にはめ込
めるようにすることが望ましい。また、スポンジフィルタは使用者が水洗いできることが
望ましい。これによって、捕塵フィルタ１３０が塵埃によって直接汚れにくくなり、お手
入れ性が向上する。
【００９２】
　また、捕塵フィルタ１３０は、内筒１２９上部に備えたフィルタケース１３１に収まる
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ようになっている。したがって、捕塵フィルタ１３０は、前記した上蓋１３２とフィルタ
ケース１３１との間に位置する。内筒１２９のメッシュ部材１３６を通過した空気のすべ
てが捕塵フィルタ１３０を通過するためには、上蓋１３２とフィルタケース１３１との間
に捕塵フィルタ１３０を圧接する必要がある。よって、捕塵フィルタ１３０には、上蓋１
３２とフィルタケース１３１との気密を保持するためのパッキング１４８を外周に備えて
いる。
【００９３】
　パッキング１４８は、捕塵フィルタ１３０の外周に設けた鍔部１３０ａの上下面にゴム
部材等で成形されている。フィルタケース１３１に捕塵フィルタ１３０を装着すると、パ
ッキング１４８の下面側とフィルタケース１３１上部のフランジ部１３１ａとが接する。
上蓋１３２の上部には気密面１３２ａを設けており、前述したように上蓋１３２を捕塵フ
ィルタ１３０上方から被せると、パッキング１４８の上面側と気密面１３２ａが接し、上
蓋１３２を固定する動作により、上蓋１３２とフィルタケース１３１との間に捕塵フィル
タ１３０が圧接される。このとき、前記したようにフィルタケース１３１下部に設けたパ
ッキング１３７と外筒１２８との間も気密が保持できるように圧接される。
【００９４】
　さらに、捕塵フィルタ１３０の上面にも気密保持のためのパッキング１３０ｂを備えて
いる。このパッキング１３０ｂは上蓋１３２の天面よりも上方に出るように設けている。
ダストケース２を掃除機本体１に装着した際に、このパッキング１３０ｂにより掃除機本
体１とダストケース２との気密を保持する。
【００９５】
　内筒１２９について、図１７、図１８、および図１９を用いて説明する。図１７は内筒
の正面図、図１８は内筒の分解図、図１９は図１７のＥ－Ｅ断面図である。
　図１７に示すように、内筒１２９は、上部に吸気部１２９ｃを備えた上部円筒１２９ａ
と、下部に上部円筒１２９ａよりも直径が大きい下部円筒１２９ｂと、を備えて構成され
ている。
【００９６】
　上部円筒１２９ａの側面（周面）には、吸気部１２９ｃを備え、格子状の枠体（支骨）
によって形成されている。なお、前記ダストケース２では、上下方向の枠体（支骨）とし
ているが、上下左右方向に枠体（支骨）のある格子状であってもよい。
【００９７】
　吸気部１２９ｃは、外周面にメッシュ部材１３６が掛け渡されている。このメッシュ部
材１３６は、被覆またはインサート成型などによって枠体（支骨）に保持されている。ま
た、吸気部１２９ｃにメッシュ部材１３６を設けることで、上部円筒１２９ａはフィルタ
機能を有し、内筒１２９の内部への微細な塵埃の流入を抑制している。なお、メッシュ部
材１３６は、ポリエステルであってもよく、金属（例えば、ステンレス）でもよい。
【００９８】
　また、吸気部１２９ｃは、枠体（支骨）ではなく小径の貫通孔（金型で成型可能なφ２
ｍｍ程度の孔）を複数設けたものでも構わない。このような貫通孔を備えたものは、枠体
（支骨）にメッシュ部材１３６を掛け渡した場合と違い、強度やメッシュ部材１３６の破
れに対し有効であり、二次成形が不要といった利点がある。
【００９９】
　上部円筒１２９ａの上側にはフィルタケース１３１が一体に形成されている。このフィ
ルタケース１３１は、略円筒状であり、上部円筒１２９ａと同心円状に構成されている。
また、フィルタケース１３１は、上部が開口し、下部が略中心部に上部円筒１２９ａの内
部空間と連通する開口部１３１ｂを有している。なお、上部円筒１２９ａとフィルタケー
ス１３１とを一体に構成しているが、着脱可能な構造にしても構わない。
【０１００】
　また、フィルタケース１３１の下部には、パッキング１３７が設けられている。このパ
ッキング１３７は、後記する外筒１２８のフィルタケース受け部１２８ａに、フィルタケ
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ース１３１を収めた際に、外筒１２８とフィルタケース１３１との気密を保持した状態で
接する。
【０１０１】
　フィルタケース１３１に設けられたパッキング１３７は、リング状のゴム部材をフィル
タケース１３１下部の窪み部に装着した構造（取り外し可能な構造）としている。しかし
、ダストケース２を洗浄する際にパッキング１３７を取り外す場合も考えられ、パッキン
グ１３７の装着を忘れることもあり得るため、フィルタケース１３１とパッキング１３７
とを一体で成形（二次成形）しても構わない。
【０１０２】
　図１８に示すように、内筒１２９の下部円筒１２９ｂは、上部円筒１２９ａ（図７参照
）と同心円状に構成され、略円筒状で上面が閉塞している。言い換えると、下部円筒１２
９ｂは、底面が開口して空間１３８（図１９参照）を有した形状である。
【０１０３】
　また、内筒１２９は、下部円筒１２９ｂの空間１３８（図１９参照）に内包するように
下部円筒１２９ｂの形状をオフセットした傘部１３９と、この傘部１３９内に形成された
空間１３９ａの上面から下方に向けて空間１３９ａ内から突出して凸となるように形成さ
れた筒体１４０と、を備えて構成されている。
【０１０４】
　筒体１４０は、傘部１３９と同心円状に構成され、底面１４０ａが閉塞し略半球状を呈
している。また、筒体１４０は、底面１４０ａに向かって先細りになるようなテーパ形状
である。筒体１４０を先細りになるようなテーパ形状にすることで、後記する外筒１２８
下部の先太りのテーパ部と合わせて下向きに拡大する容器形状となるため、ごみ捨ての際
にごみが落下しやすくなる。なお、集塵容積を拡大するために筒体１４０の径を小さくし
ても構わない。
【０１０５】
　前記したように、傘部１３９を下部円筒１２９ｂに内包し、上下方向に摺動する摺動機
構を設けることにより、ごみ捨て時に塵埃を排出し易くなる。傘部１３９は、吸引時など
のごみ捨て時以外は下部円筒１２９ｂ内に収まっており、ごみ捨て時に下方へ摺動するこ
とで、ダストケース２内の塵埃を押し出すようになっている。
【０１０６】
　摺動機構は、傘部１３９内の略中央に有底円筒状のバネケース１４１と、ピストン部１
４２と、ストッパ１４３と、ネジ１４４と、バネ１４５と、を備えて構成されている。
【０１０７】
　図１９に示すように、バネケース１４１は、バネ座１４１ａおよびバネ軸１４１ｂを備
え、バネケース１４１の外周は、前記した筒体１４０で覆われた構造となっている。
【０１０８】
　ピストン部１４２は、バネケース１４１に入れ子状となるように構成されている。バネ
軸１４１ｂにはストッパ１４３を固定できるようにネジ１４４で締結する構造となってい
る。バネケース１４１に上方からバネ１４５を挿入し、下部円筒１２９ｂと一体になった
入れ子状のピストン部１４２を装着した後、ストッパ１４３をバネ軸１４１ｂにネジ１４
４等で締結する。
【０１０９】
　このような構造により、傘部１３９の摺動機構が構成される。ストッパ１４３は、下部
円筒１２９ｂの上面に備えたストッパ受け部１２９ｄまで摺動する。よって、前記したよ
うに摺動距離は下部円筒１２９ｂの空間１３８の高さ未満であり、ストッパ１４３の高さ
は摺動距離と略同等となっている。
【０１１０】
　前記ダストケース２では、バネケース１４１を別部品で形成しており、傘部１３９は取
り外し可能となっている。傘部１３９とバネケース１４１の固定は双方に備えたロック機
構（図示せず）によって行い、傘部１３９を回転させることで着脱を行う。また、バネケ
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ース１４１の側面には切欠部１４１ｃを設けており、切欠部１４１ｃにはピストン部１４
２に設けた突出部（図示せず）が嵌合し、傘部１３９着脱の際の回り止めとなっている。
このような傘部１３９の着脱構造を設けることで、下部円筒１２９ｂ内に塵埃が進入した
場合でも、傘部１３９を取り外すことで塵埃の除去が可能となる。また、内筒１２９を洗
う際にも、分解できることで水分を除去しやすく、手入れが容易になる。なお、傘部１３
９とバネケース１４１を別部品としているが、傘部１３９とバネケース１４１を一体で成
形しても構わない。その際は、筒体１４０を別部品にすることで金型での成形が可能とな
る。
【０１１１】
　外筒１２８について、図２０ないし図２６を参照して説明する。図２０は外筒の底蓋を
開いた状態を示す正面図、図２１は外筒の底蓋を開いた状態を示す側面図、図２２は図２
１のＦ－Ｆ断面図、図２３は図２１のＧ－Ｇ断面図、図２４は塵埃舞い戻り防止面の別の
形態を示す断面図、図２５は塵埃舞い戻り防止面のさらに別の形態を示す断面図、図２６
は図１６のＨ－Ｈ断面図、図２７はごみ捨て時の動作を示す断面図である。
【０１１２】
　図２０および図２１に示すように、外筒１２８は、上下が開口した略筒体であり、上部
にフィルタケース１３１（図１５参照）を内包するようにフィルタケース１３１の外径よ
りも一回り大きいフィルタケース受け部１２８ａを備えている。
【０１１３】
　フィルタケース受け部１２８ａには、外面側と内面側に突出したフランジ部１２８ｂが
形成されている。フランジ部１２８ｂの外面側は、前記した上蓋１３２（図１５参照）の
底面が接し、フランジ部１２８ｂの外径が上蓋１３２の外径と略同等となっている。
【０１１４】
　また、フィルタケース受け部１２８ａには、詳細については省略するが、切欠部を一箇
所に設けられ、フィルタケース１３１の外周に設けた突起部を避ける大きさに切り欠いて
いる。よって、この切欠部とフィルタケース１３１の突起部の位置を合わせることで外筒
１２８に挿入する内筒１２９の位置決めを行う。
【０１１５】
　また、フィルタケース受け部１２８ａの高さは、先述した内筒１２９の摺動距離よりも
高くしている。これは、後記する底蓋１３３を閉じた状態で内筒１２９を装着する際に（
傘部１３９（図１７参照）が突出した状態で）、フィルタケース１３１がフィルタケース
受け部１２８ａ内に収まる高さであり、フィルタケース１３１がこの高さを超えると、内
筒１２９が安定せず装着が難しくなる。
【０１１６】
　フランジ部１２８ｂの内径は、フィルタケース１３１（図１５参照）の下部に設けられ
るパッキング１３７（図１５参照）の外径よりも小さく、フィルタケース１３１（図１５
参照）を固定した際、フランジ部１２８ｂの上部にパッキング１３７が圧接し、気密を保
持する。
【０１１７】
　フィルタケース受け部１２８ａの対面側（外筒１２８下部）の開口には、底蓋１３３が
開閉可能に設けられている。なお、底蓋１３３の形状についての詳細について後記する。
【０１１８】
　外筒１２８の側面には、流入口１４９および蓋ロック機構１５０が設けられている。流
入口１４９は、図２３に示すように、横軸中心線（イ）と並行になる面（ロ）に設けられ
、流入口外壁面１４９ａは、外筒１２８の外壁面１２８ｃよりも外側に位置し、外筒１２
８と接線Ｓ２で繋がるように構成されている。また、流入口１４９の開口は略四角形状で
ある。したがって、流入口外壁面１４９ａは、縦軸中心線（ハ）と並行ではない。言い換
えると、流入口１４９は外筒１２８の外径より外側に突出している。これは、外筒１２８
と同心軸上に備えた内筒１２９と流入口１４９が、流入口１４９の面から見てオーバーラ
ップしないようにするためである。
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【０１１９】
　ところで、流入口１４９の正面（開口側の面）から内筒１２９が臨める構成となってい
る場合、流入した塵埃を含む空気が内筒１２９に衝突し、塵埃の分離性能が低下する。ま
た、内筒１２９の側面は前記したようにメッシュ部材１３６（図１５参照）を掛け渡した
フィルタ構造となっているため、メッシュ部材１３６に塵埃が貼り付くなどの不具合が発
生し、吸引力が低下する恐れもある。
【０１２０】
　そこで、前記のように流入口１４９を配置すると、圧力損失や騒音の低減にも有効であ
る。ちなみに、前記ダストケース２と同じ開口面積の流入口１４９を外筒１２８の外径内
に収めると、流入口１４９から内筒１２９が臨めるため、前記した不具合が発生する。し
たがって、流入口１４９の幅方向を小さくする必要があり、流速が増加し圧力損失や騒音
の増加となる。圧力損失や騒音が増加しないようにするためには、流入口１４９のアスペ
クト比を変えて、縦長の流入口１４９にして開口面積を確保することも考えられるが、縦
長（図２０の上下方向）の流入口１４９にするとダストケース２の高さが増し、ダストケ
ース２が大型化する。電気掃除機１００は、スティック型・ハンディ型両用の掃除機であ
り、コンパクトな掃除機本体１が望まれ、ダストケース２においてもコンパクト化が必要
である。したがって、前記したダストケース２を採用することにより、掃除機本体１をコ
ンパクト化した電気掃除機１００を提供することができる。
【０１２１】
　また、流入口１４９は、図２３に示す横軸中心線（イ）と並行になる面（ロ面）に設け
られ、さらに、流入口１４９の面は外筒１２８の外径よりも内側（横軸中心線（イ）側）
に位置している。外筒１２８には後記する導入管１４（図１参照）が流体的に連結するた
め、前記したように流入口１４９の面を外筒１２８の外径よりも内側にすることで、高さ
（上下方向の高さ）を小さくすることができ、掃除機本体１をコンパクト化した電気掃除
機１００を提供することができる。
【０１２２】
　なお、流入口１４９は、図２０の図示において左側に設けた場合を例に挙げて説明して
いるが、右側に設けてもよい。流入口１４９を右側に設けた場合であっても、流入した空
気の旋回方向が反対方向になるだけで、塵埃の分離性能などへの影響はない。
【０１２３】
　外筒１２８の上部は、円筒形状を呈している。外筒１２８には、図２２において破線１
９０で囲んでいるように、略中央部において外筒１２８の中心軸に対して略垂直方向外側
に略水平に塵埃舞い戻り防止面１５１が設けられている。また、外筒１２８は、塵埃舞い
戻り防止面１５１から下方に向けてテーパ状に拡径する形状を有している。また、塵埃舞
い戻り防止面１５１は、外筒１２８の上部円筒状の内周面から約２．５ｍｍ拡大されてい
る。
【０１２４】
　図２６に示すように、外筒１２８に内筒１２９を装着した状態において、内筒１２９の
傘部１３９の下面は外筒１２８上方の円筒内にあり、内筒１２９の傘部１３９の下面（鍔
部１４６（図１７参照）より下方に塵埃が堆積する。よって、塵埃舞い戻り防止面１５１
によって、外筒１２８のテーパ部の下部に堆積した塵埃や、塵埃収容部１３５（図１６参
照）から戻る空気に含まれる塵埃が外筒１２８内面に沿って舞い戻ることを防止する。こ
れにより、内筒１２８の側面のメッシュ部材１３６（図１５参照）への塵埃の貼り付きや
、メッシュ部材１３６からの微細な塵埃の吹き抜けを抑制することができるため、吸引力
の低下を抑えたダストケース２を有する電気掃除機１００を提供することができる。
【０１２５】
　また、塵埃舞い戻り防止面１５１を設け、塵埃舞い戻り防止面１５１から下方をテーパ
状とすることで外筒１２８の容積を拡大し、より多くの塵埃を蓄積できる。なお、ダスト
ケース２の中心軸を鉛直方向にした状態で約８度傾斜している。
【０１２６】
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　なお、図２２の破線１９０で囲んだ部分は、図２４に示すように、塵埃舞い戻り防止面
１５１の下方略垂直方向に円環状リブ１５２を設けてもよい。この円環状リブ１５２は、
上方の円筒部を延伸してテーパ部の内側に突出しており、より塵埃が外筒１２８の内壁に
沿って舞い戻ることを防止することが可能である。
【０１２７】
　また、図２２の破線１９０で囲んだ部分は、図２５に示すように、上方は円筒形状であ
り、略中央部からダストケース２の中心軸に対する垂直方向よりも上方に傾斜した塵埃舞
い戻り防止面１５１Ａが設けられ、塵埃舞い戻り防止面１５１Ａから下方がテーパ状に拡
大していく形状でもよい。このような傾斜した塵埃舞い戻り防止面１５１Ａを設けること
で、内筒１２９の側面のメッシュ部材１３６への塵埃の貼り付きや、メッシュ部材１３６
からの微細な塵埃の吹き抜けを抑制することができるため、吸引力の低下を抑えたダスト
ケース２を有する電気掃除機１００を提供することができる。
【０１２８】
　図２６に示すように、底蓋１３３は、深さをもった皿状で、上面の外周にパッキング１
５７を備え、底蓋１３３を閉じた際、外筒１２８の底部との気密を保持できるようになっ
ている。また、底蓋１３３は皿状にすることで強度を増している。また、底蓋１３３の外
周の一部には、前記した外筒１２８に底蓋１３３を係止させる掛かり部１５５（図２１参
照）が設けられている。外筒１２８には、掛かり部１５５の対面に回転軸１５８ａ（図２
１参照）を備えたヒンジ部１５８（図２１参照）が設けられている。
【０１２９】
　前記したように、掃除機本体１にダストケース２を装着する際は、底蓋１３３の底面の
窪み部１５９（図３３参照）を掃除機本体１のダストケース固定突起１３ａ（図３３参照
）に嵌合させて、ダストケース固定突起１３ａを起点にダストケース２を掃除機本体１側
に押し付ける。そして、前記した上蓋１３２の上部のロックボタン１１９（図１６参照）
によってロックされることにより、ダストケース２が掃除機本体１と一体になる。したが
って、ダストケース２を掃除機本体１に装着すると、蓋ロック機構１５０が掃除機本体１
側に隠れる。これは、蓋ロック機構１５０を反対側（外側）に設けた場合、掃除中に蓋ロ
ック機構１５０が解除される恐れがあるが、蓋ロック機構１５０が掃除機本体１側に隠れ
るようにすることで、誤動作を防止することができる。例えば、スティック状態でソファ
やベッドの下を掃除するときなど、掃除機本体１を床面に対して水平に近づける場合があ
るが、このとき、蓋ロック機構１５０を表側に設けた場合、床面と接触して蓋ロック機構
１５０が解除される可能性がある。蓋ロック機構１５０とヒンジ部１５８の位置はこの限
りでなく、掃除機本体１に対し左右に設けても構わない。左右に設けることで、先述した
誤動作を防止することができるとともに、ヒンジ部１５８の突出が無くなるため、前後方
向の高さを短くでき、コンパクト化が可能となる。
【０１３０】
　また、底蓋１３３は、皿状の中央が突出し、中央には突出した部分から凹み形状となる
窪み部１７０を備えている。この窪み部１７０は、前記した筒体１４０の底面１４０ａの
球形状の球半径よりも大きくしており、窪み部１７０は、底蓋１３３が開状態（外筒１２
８の底面に対して垂直状態）で窪み部１７０に水平面ができないようにしている。また、
窪み部１７０は極力浅くしており、ごみ排出の際に窪み部１７０に塵埃が残らないように
している。
【０１３１】
　また、窪み部１７０は、別体で形成されており、底蓋１３３の開閉での筒体１４０との
摩擦による部材の磨耗を低減するようにＰＯＭ（ポリオキシメチレン）などの材料を用い
て形成されえいる。なお、窪み部１７０は、一体で成形しても構わない。
【０１３２】
　蓋ロック機構１５０は、蓋ロックカバー１５３、ボタン１５４、バネ（不図示）で構成
されている。
【０１３３】
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　蓋ロックカバー１５３は、回転軸とバネ座（いずれも不図示）を備え、側面の一部と底
面の一部に切欠きを設けて構成されている。
【０１３４】
　ボタン１５４は、摘み部、爪部、軸穴およびバネ軸（いずれも不図示）を備えている。
蓋ロックカバー１５３の回転軸には、ボタン１５４の軸穴が嵌合している。ボタン１５４
のバネ軸にバネ（不図示）の一端を挿入し、他端を蓋ロックカバー１５３のバネ座に固定
すると、蓋ロックカバー１５３の側面の切欠きからボタン１５４の摘み部、底面の切欠き
から爪部が突出する。外筒１２８は、蓋ロックカバー１５３の位置を合わせる突起とネジ
ボスを備えており（図示せず）、蓋ロックカバー１５３を外筒１２８にネジで締結するこ
とで蓋ロック機構１５０が構成されている。
【０１３５】
　蓋ロックカバー１５３の側面(摘み部の対面)を支点に、摘み部を摘むことでバネ（不図
示）が縮み、爪部が可動範囲内で回転し、摘む力を緩めるとバネ（不図示）は自然長に戻
り摘み部は蓋ロックカバー１５３から突出した状態に戻る。底蓋１３３を閉じた状態で蓋
ロック機構１５０を動作すると、底蓋１３３に設けた掛かり部１５６からボタン１５４の
爪部が外れ、底蓋１３３が開く。爪部および掛かり部１５６は、互いに斜面を備えており
、底蓋１３３を閉める動作で斜面同士が接触し、さらに底蓋１３３を押し上げることで、
ボタン１５４が回転力を得てバネ（不図示）が縮み、爪部は掛かり部１５６を乗り越え再
び底蓋１３３が閉じられる。
【０１３６】
　以上のような外筒１２８および内筒１２９を備えたダストケース２の構造において、外
筒１２８に内筒１２９を装着することで、内筒１２９に設けた摺動機構は、外筒１２８の
下端に設けた底蓋１３３の開閉によって行われる。図２７に示すように、底蓋１３３を開
けた状態では、傘部１３９が下方に突出しており、底蓋１３３を閉じるとバネ１４５が縮
み、傘部１３９が下部円筒１２９ｂ内に収まる。したがって、ごみ捨て時に底蓋１３３の
蓋ロック機構１５０を解除すると、傘部１３９が下向きに飛び出し塵埃を押し出す。
【０１３７】
　このような摺動機構において、バネ１４５が自然長に近い状態が、傘部１３９が最も飛
び出した状態である。傘部１３９の上下の摺動距離は、前記したように下部円筒１２９ｂ
の空間１３８の高さ未満としている。言い換えると、傘部１３９の上面１３９ｃ（図１８
参照）は、下部円筒１２９ｂの底面１２９ｅ（図１８参照）を越えないようにしている。
これは、ごみ捨て時の下部円筒１２９ｂの底面１２９ｅと傘部１３９の上面１３９ｃとの
間に隙間を極力なくすことで、底面１２９ｅと上面１３９ｃとの間への塵埃の挟まりを抑
制するためである。また、傘部１３９は、下部円筒１２９ｂ内の空間１３８を容易に摺動
できる必要最小限のギャップを設けている。また、傘部１３９は塵埃収容部１３５内にあ
るため、傘部１３９の外周と下部円筒１２９ｂとのギャップ（隙間）が小さ過ぎると隙間
に塵埃が噛み込み、摺動しにくくなることも考えられる。前記ダストケース２では、塵埃
の噛み込みを考慮したギャップを設け、傘部１３９の外周に複数のリブ１３９ｂ（図１８
参照）を設けることで、ギャップを大きくしたことによる摺動時のガタつきを低減してい
る。さらに、傘部１３９は段差部１３９ｄ（図１８参照）を設けており、段差部１３９ｄ
と下部円筒１２９ｂの底面１２９ｅ（図１８参照）が合わさった状態（傘部１３９が下部
円筒１２９ｂの空間１３８に収まった状態）で、下部円筒１２９ｂと傘部１３９との隙間
がなくなる。これにより、塵埃吸引時の下部円筒１２９ｂと傘部１３９内との隙間への塵
埃の入り込みを抑制している。また、傘部１３９の底部には、鍔部１４６（図１８参照）
を設けており、この鍔部１４６によって塵埃収容部１３５（図１６参照）から塵埃分離部
１３４（図１６参照）への塵埃の戻りを抑制している。また、塵埃は鍔部１４６の下方に
堆積するため、塵埃が鍔部１４６を超える前を塵埃排出のタイミングとするとよい。
【０１３８】
　次に、ごみ捨て時の動作を図２６および図２７を参照して説明する。
　図２６に示すように、底蓋１３３は、ダストケース２の側面に設けた蓋ロック機構１５



(19) JP 6321560 B2 2018.5.9

10

20

30

40

50

０のボタン１５４（図２０参照）を摘まむことで解除される。すなわち、底蓋１３３は、
蓋ロック機構１５０の反対側にヒンジ部１５８（図２１参照）を備え、ヒンジ部１５８の
回転軸１５８ａ（図２１参照）を軸に回転し、図２７に示すように、底蓋１３３が略垂直
（底蓋１３３の上面が垂直）状態になる。
【０１３９】
　また、底蓋１３３が開くと同時に、バネ１４５の付勢力によって傘部１３９および筒体
１４０が外筒１２８の下端の開口から下向きに飛び出す。これにより、傘部１３９は、底
蓋１３３が閉じた状態よりも底蓋１３３が開いた状態の方が、外筒１２８の下面の開口寄
りの位置となる。この傘部１３９の摺動動作により、捕集した塵埃を下方に押し出す。
【０１４０】
　ごみ捨て後、底蓋１３３を閉じる際、下方に飛び出した筒体１４０の底面１４０ａと、
底蓋１３３の中央に設けた窪み部１７０が接触し、傘部１３９および筒体１４０は上方へ
押される。筒体１４０の底面１４０ａと窪み部１７０は球状に接するため、底蓋１３３を
閉じる動作で底蓋１３３の角度が変わっても、筒体１４０の底面１４０ａと窪み部１７０
との接触面積を一定に保つことができ、また、曲面同士を接触させることで常に垂直方向
に力が加わるため、傘部１３９は下部円筒１２９ｂ内にスムーズに収まる。ちなみに、底
蓋１３３に窪み部１７０を設けずに平面で接触させる場合は力が加わる方向が平面に対し
垂直になるため傘部１３９が垂直に戻り難く、底蓋１３３が閉め難くなる。そして、底蓋
１３３を略水平状態まで閉じると、掛かり部１５６が掛かり部１５５（図２１参照）と係
合し、底蓋１３３に設けたパッキング１５７で気密を保持した状態でロックされる。
【０１４１】
　次に、電気掃除機１００において、ダストケース２の上流側である、ダストケース２に
塵埃を含む空気を導く導入管１４の形状および構造、空気の流れについて図２８ないし図
３３を参照して説明する。図２８はダストケースと導入管の位置関係を示す斜視図、図２
９はパイプケース部内の空気の流れを示す図、図３０は図２９のＩ－Ｉ断面図、図３１は
ダストケースと導入管の位置関係を示す正面図、図３２はダストケース内部の空気の流れ
を示す図、図３３はダストケースと掃除機本体の気密構造を示す断面図である。なお、図
中に示す符号１７１は塵埃、矢印Ａは空気の流れを示す。
【０１４２】
　図２８に示すように、スティック型・ハンディ型両用の電気掃除機１００は、掃除機本
体１の先端部の吸込口１５から、ダストケース２（外筒１２８）の流入口１４９へ至る流
路である導入管１４を備えている。図２８には、図１に示す掃除機本体１にダストケース
２を装着した状態から各部品を省き、導入管１４とダストケース２のみで示したものであ
る。
【０１４３】
　導入管１４は、前後が開口し、前方に前記した吸込口１５、後方にダストケース２（外
筒１２８）の流入口１４９へと接続される導入管出口１６１を備えている。また、導入管
１４は、直線配管１６０ａ，１６０ｂを有し、直線配管１６０ａがダストケース２の側面
に位置し、直線配管１６０ｂが底蓋１３３の前方に位置している。
【０１４４】
　図２９に示すように、ダストケース２の中心軸（ニ）は、掃除機本体１の中心軸（図示
せず）と上方から見て同一線上（平行）である。前記したように、ダストケース２は、直
線部（直線配管１６０ａ）の下方に位置している。
【０１４５】
　導入管１４の直線部（直線配管１６０ａ）の中心軸（ホ）は、ダストケース２の中心軸
（ニ）と平行である。導入管１４は、略Ｓ字形状を呈しており、先端（前方）の吸込口１
５には吸口体３（図１参照）等が接続される。また、導入管１４は、外筒１２８の流入口
１４９（図２０参照）から、外筒１２８の底部までの長さに形成された直線配管１６０ａ
と、底蓋１３３の外面に沿って底蓋１３３の中央に向かう方向に屈曲した斜め配管１６０
ｃと、前方へ向かって延在する直線配管１６０ｂと、を備えている。
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【０１４６】
　直線配管１６０ｂの中心軸（へ）は、ダストケース２の中心軸（ニ）と上方から見て同
一線上に位置している。言い換えると、導入管１４は、直線配管１６０ａの中心軸と吸込
口１５のある直線配管１６０ｂの中心軸（ヘ）は平行で、両直線配管１６０ａ，１６０ｂ
を斜め下方に繋いだ配管形状である。両直線配管１６０ａ，１６０ｂを斜め下方に繋ぐ斜
め配管１６０ｃの傾斜角度は、吸込口１５の位置によって異なるが、吸込口１５の位置（
範囲）はダストケース２の底面内（底蓋１３３外径内）に位置するような形状としている
。
【０１４７】
　また、導入管１４は、掃除機本体１のパイプケース部１３内に収まっており、パイプケ
ース部１３は、上方から見て左側が膨らんだ形状となっている。ダストケース２の流入口
１４９と接続する導入管出口１６１には、パッキング１６２が設けられており、ダストケ
ース２を掃除機本体１に装着すると、パッキング１６２と流入口１４９とが圧接され気密
を保持するようになっている。
【０１４８】
　パッキング１６２は、ゴム製の部材や、通気性のないスポンジ状の部材などを用い、導
入管出口１６１と一体になるような成形（二次成形）や、導入管出口１６１とパイプケー
ス部１３との間に挟みこむように固定するなどして、導入管出口１６１とパッキング１６
２の気密は保持される構造となっている。また、パッキング１６２は、導入管出口１６１
ではなく、ダストケース２の流入口１４９に設けても構わないが、ダストケース２を水洗
い可能とした際、パッキング１６２が別部品の場合はパッキング１６２の付け忘れなどが
発生する恐れがあるため、前記したように導入管出口１６１に設ける方が好ましい。
【０１４９】
　吸込口１５から吸い込んだ空気は、導入管１４の形状に沿って矢印Ａのように流れる。
このとき、空気よりも密度が大きく重量のある塵埃１７１は、斜め配管１６０ｃにより、
慣性力１８０で直線配管１６０ａの右内壁面側（図示左内壁面側）に押しやられ、右内壁
面側（図示左内壁面側）に沿ってダストケース２に向けて搬送される。直線配管１６０ａ
の右内壁面側は、外筒１２８に設けた流入口１４９の右内壁面と繋がるため、外筒１２８
の内壁面に対して接線方向に繋がっている。したがって、直線配管１６０ａの右内壁面に
沿って搬送された塵埃１７１は、内筒１２９の外周から最も離れた外筒１２８の内壁面を
旋回するため、遠心分離性能が向上する。
【０１５０】
　図３１に示すように、吸込口１５側（前方）から見た図より、直線配管１６０ａは、吸
込口１５を有する直線配管１６０ｂよりも上方に位置するため、前記した流れと同様に、
塵埃１７１は慣性力１８０で直線配管１６０ａの内壁面の上側へ搬送されるため、塵埃１
７１は外筒１２８の上方へ搬送される。これにより、流入口１４９の高さ方向を有効に使
うことができ、塵埃分離部１３４（図１６参照）の長さを有効に使うことができる。
【０１５１】
　塵埃分離部１３４は、高いほど（前後方向に長いほど）塵埃の遠心分離性能が高まる。
よって、前記のような屈曲した導入管１４にすることで、塵埃分離部１３４の高さを抑え
つつ（コンパクト化しつつ）遠心分離性能を確保したダストケース２を有する電気掃除機
１００を提供することができる。
【０１５２】
　また、導入管１４に屈曲部を設けることは、掃除機本体１のコンパクト化にも繋がる。
例えば、スティック型の形態においてソファやベッドの下を掃除する際、掃除機本体１を
床面に近づけて、狭い隙間に吸口体３を入れるような動作となる。このとき、導入管が真
っ直ぐに延びた形状では、導入管を長くしなければ掃除機本体１を床面に近づけることが
できない。従って、導入管１４を前記のように屈曲させることで掃除機本体１の前後長さ
を短くすることができ、コンパクトな電気掃除機１００を提供することができる。ちなみ
に、掃除機本体１の前後長さを短くする方法として、ダストケース２の径を小さくするこ
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とで導入管を長くし過ぎずに床面に近づけることが可能だが、ダストケース２の径を小さ
くすることで、分離性能、集塵量が低下、圧力損失までもが悪化する恐れがある。したが
って、前記のように導入管１４を屈曲させることで、分離性能を高め、集塵量が多く、ま
た圧力損失が低いダストケース２にすることができ、且つ、コンパクトな電気掃除機１０
０を提供することができる。
【０１５３】
　また、導入管１４が真っ直ぐに延びた形状でも、前記電気掃除機１００と違い、ダスト
ケース２を掃除機本体１の上部（パイプケース部１３の上方）に備えることで、前記した
掃除機本体１を床面に近づけて、狭い隙間に吸口体３を入れるような動作が可能となる。
しかし、ダストケース２の流入口１４９が上方を向くため、掃除機本体１を床面に近づけ
ての掃除や、ハンディ型の状態で掃除機本体１の体勢がダストケース２の上部（捕塵フィ
ルタ１３０側）が下向きになる掃除で、運転を停止した際、導入管１４内に塵埃が残留す
る恐れがある。これを解決するために、流入口１４９に逆止弁を設ける製品もあるが、逆
止弁による圧力損失の増加や逆止弁に塵埃が挟まるなどの恐れもある。したがって、前記
のように、ダストケース２を掃除機本体１の下側に設け、導入管１４を屈曲させることで
、様々な掃除体勢においても、流入口１４９側に塵埃が残留し難くいため、逆止弁などを
設けることによる圧力損失の増加や、逆止弁への塵埃の挟まりなどを抑制し、且つコンパ
クトな電気掃除機１００を提供することができる。
【０１５４】
　また、前記したように、掃除機本体１を上方から見るとパイプケース部４の左側が膨ら
んだ形状となっている。言い換えると、ダストケース２の中心軸と掃除機本体１の中心軸
は平行（同一線上）であるが、導入管１４の直線配管１６０ａの軸は、両軸の同一線上に
はない。このように、導入管１４を掃除機本体１（ダストケース２）から左右方向にずら
したアシンメトリーの配置にすることで、スティック型の形態において掃除機本体１が使
用者の体に当たり難くできる。前記のように前方向から見て右側（図示左側）に導入管１
４を配置した場合は、掃除機本体１の左側の出っ張りが少ないため右利きの使用者が使い
やすく、左側に導入管１４を配置した場合は、左利きの使用者が使いやすくなる。右側と
左側の切り替えは、外筒１２８と導入管１４とパイプケース部１３を交換するだけで良い
ため、少ない部品交換でユニバーサルデザインを実現する電気掃除機１００を提供するこ
とができる。
【０１５５】
　図３２に示すように、回転ハンドル３０（図１および図２参照）に設けられた操作ボタ
ン３１ａまたは操作ボタン３１ｂにより使用者が運転を開始すると、電動送風機４０には
蓄電池６０から給電される。そして、電動送風機４０が駆動し空気を吸い込む。吸い込ん
だ空気は、導入管１４の吸込口１５から導入管出口１６１を経て、流入口１４９よりダス
トケース２内に流入する（流れ２００）。このとき、導入管１４の屈曲部により、塵埃は
導入管１４の右内壁面に押しやられながら（図２９参照）ダストケース２内に、外筒１２
８の接線Ｓ２方向（図２３参照）から搬送される。流入した塵埃を含む空気は、旋回流と
なり、塵埃に遠心力が働き、塵埃と空気は分離される（流れ２０１）。つまり、塵埃収容
部１３５内の上部である塵埃分離部１３４にて、塵埃と空気とは分離される。分離された
空気の多くは上部円筒１２９ａに設けた吸気部１２９ｃから内筒１２９の内部に流入する
（流れ２０２）。そして、空気は捕塵フィルタ１３０を通過し、上蓋１３２の上部開口を
経て、電動送風機４０へ至る（流れ２０３）。このとき、吸気部１２９ｃのメッシュ部材
１３６を通過した微細な塵埃は、捕塵フィルタ１３０で捕集される。
【０１５６】
　一方、遠心力で分離された塵埃は、重力と一部の空気流により外筒１２８と下部円筒１
２９ｂとの間を通り、塵埃収容部１３５内に搬送される。このとき、塵埃には遠心力が働
いているため、塵埃収容部１３５内で旋回する（流れ２０４）。そして、電気掃除機１０
０の使用を続けると、徐々に塵埃が堆積し塵埃収容部１３５が満杯になった状態（ドーナ
ツ状）でごみ捨てのタイミングとなる。
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【０１５７】
　ところで、塵埃収容部１３５内に流入した空気は、筒体１４０、傘部１３９の空間１３
９ａの形状に沿って、下部円筒１２９ｂの外周付近から上部円筒１２９ａ側へ流れること
がある（流れ２０５）。この空気の流れによる、塵埃の上部円筒１２９ａ側への戻りを抑
制するためには傘部１３９の深さが必要である。ダストケース２では、下部円筒１２９ｂ
に塵埃を押し出す摺動機構を設けているため、傘部１３９には十分な深さを設けている。
また、外筒１２８のテーパ部上端に設けた塵埃舞い戻り防止面１５１（図２２参照）によ
り、さらに塵埃の上部円筒１２９ａ側への戻りを抑制している。
【０１５８】
　塵埃収容部１３５に塵埃が満杯になったらごみ捨てを行うが、ごみ排出機構は前記した
通りであり、吸引した塵埃の量が少ない場合でも、傘部１３９の摺動機構、および外筒１
２８のテーパ形状により、塵埃の排出は可能である。
【０１５９】
　また、このようにダストケース２の下方から塵埃を排出する機構を備えることは、ダス
トケース２の後方に本体端子１２ｄを備える電気掃除機（充電式電気掃除機）に有効であ
り、ダストケース２の後方（上蓋１３２側）に塵埃が付着することを抑制できる。
【０１６０】
　次に、ダストケース着脱機構（ロックボタン）の構成について説明する。
　図３３に示すように、パイプケース部１３には、ダストケース２を固定するためのダス
トケース固定突起１３ａを備え、モータケース部１１には、ダストケース２を固定するダ
ストケース固定穴１１８を備えている。ダストケース２には、ロックボタンばね１２０に
よって付勢されたロックボタン１１９が設けられている。ダストケース固定突起１３ａを
ダストケース２の底面の窪み部１５９に差し込み、ダストケース固定突起１３ａを起点に
パイプケース部１３側に回動させることで、ロックボタン１１９がダストケース固定穴１
１８に引っ掛かり、ダストケース２が掃除機本体１と一体化される。
【０１６１】
　ダストケース２を外す際は、ロックボタン１１９を前側にスライドさせることで、ロッ
クボタン１１９がダストケース固定穴１１８から外れ、ダストケース２を取付時とは逆方
向に回動させることにより、窪み部１５９をダストケース固定突起１３ａから外すことが
できる。
【０１６２】
　図３３に示すように、底蓋１３３の底面（裏側面）には、掃除機本体１のパイプケース
部１３側に窪み部１５９が備えられており、掃除機本体１のダストケース固定突起１３ａ
と底蓋１３３の底面の窪み部１５９（図３参照）が嵌合する形状となっている。なお、ダ
ストケース固定突起１３ａおよび窪み部１５９は、左右方向（図３３の紙面垂直方向）に
幅を持って形成されている。これにより、ダストケース２を掃除機本体１に装着する際に
、ダストケース２が回転方向に動作することを抑制している。
【０１６３】
　本体部１０に配置された電動送風機４０とダストケース２とを区画形成する気密面１１
２には、電動送風機４０とダストケース２とを連通する吸込部１１３が設けられている。
この吸込部１１３の通気流路内には保護フィルタ１１５が設けられ、ダストケース２を取
り外した状態で運転してしまったときなどに、塵埃が電動送風機４０の内部へ侵入するの
を防止することができる。
【０１６４】
　また、保護フィルタ１１５は、汚れたときに清掃できるよう、本体部１０から着脱自在
に構成され、水洗いできる素材で構成されていることが望ましい。また、保護フィルタ１
１５は、保護フィルタカバー１１４によって本体部１０に固定されている。この保護フィ
ルタカバー１１４は、使用者の指が電動送風機４０に触れないよう指が入らない大きさの
孔で構成された格子状であることが望ましい。
【０１６５】
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　本体部１０には、電動送風機４０の上流側に、ゴムなど弾性体シール部材で構成された
防振気密ゴム１１６を備え、防振気密ゴム１１６が保護フィルタカバー１１４の外周の平
坦面と密着することにより、気密を確保することができる。また、防振気密ゴム１１６は
、固定ケース１１ａ内に電動送風機４０と共に固定されるため、電動送風機４０の駆動に
より発生する回転振動を吸収する役割も果たしている。
【０１６６】
　ところで、ダストケース２を本体部１０に装着する場合、下方（水平方向）から平行移
動しながら押し入れると、パッキング１２０ｂがめくれ上がり、ダストケース２と吸込部
１１３との気密を確保できない恐れがある。そこで、ダストケース２に窪み部１５９を設
け、パイプケース部１３（本体部１０）に、窪み部１５９に嵌合するダストケース固定突
起１３ａを設けることで、ダストケース固定突起１３ａを支点Ｐとして回動させる。さら
に、ダストケース２の上端面２ｓの回動の接線Ｓ３よりも後方（図示上側）に気密面１１
２が位置している。そして、ダストケース２が最大まで押し込まれたときに、ダストケー
ス２の上端面２ｓと、気密面１１２とが平行になり、吸込部１１３の開口縁部の全周にパ
ッキング１３０ｂが接触する。なお、本体部１０の気密面１１２は、上下方向（図示水平
方向）に対して所定角度α（例えば、５度）傾斜している。
【０１６７】
　また、パッキング１３０ｂは、図３３に示す断面視において、後方（図示上方）に向け
て拡径する形状であり、さらに後端部において前方（図示下方）に向けて折り返す形状で
ある。このような形状とすることにより、ダストケース２の着脱の際にパッキング１３０
ｂがめくれ難くなっている。また、パッキング１３０ｂを吸込部１１３に強く押しつけな
くても、電動送風機４０が駆動されるときの吸い込み力によって負圧になることで、パッ
キング１３０ｂが吸込部１１３に吸い付けられ、ダストケース２と吸込部１１３との気密
が確実に確保される。
【０１６８】
　このように、前記した電気掃除機１００では、電動送風機４０を備えた本体部１０と、
本体部１０に対して伸縮自在に取り付けられた伸縮パイプ２０と、伸縮パイプ２０の先端
部に該伸縮パイプ２０の伸縮方向（前後方向）に向けて回動可能に取り付けられた回転ハ
ンドル３０と、を有する掃除機本体１を備えている。これにより、回転ハンドル３０の位
置が本体部１０の電動送風機４０に近づくので、電気掃除機１００をハンディ状態で使用
する際に、回転ハンドル３０を電気掃除機１００の重心Ｇａ（図２参照）に近づけること
ができ、使用者の手に大きな負担がかかることがない。また、電気掃除機１００をスティ
ック状態で使用する際に、電気掃除機１００の重心Ｇａを床面に近い位置にできるので、
使用者の手に大きな負担がかかることがない。
【０１６９】
　また、電気掃除機１００では、回転ハンドル３０が細長く形成された開口部３２の周囲
にグリップ部３０ｓ，３０ｔを有し、伸縮パイプ２０を本体部１０に収納し且つ回転ハン
ドル３０を伸縮パイプ２０側に回動させて折り畳んだ状態において（ハンディ状態におい
て）、開口部３２が電動送風機４０の上方向に位置している。これにより、前後方向にお
いてグリップ部３０ｔの位置と電気掃除機１００の重心Ｇａ（図２参照）とを一致させる
ことができるので、ハンディ状態で使用する際に、使用者の手に大きな負担がかかること
がない。
【０１７０】
　また、電気掃除機１００では、伸縮パイプ２０を本体部１０に収納し且つ回転ハンドル
３０を折り畳んだときに、電動送風機４０の長手方向（前後方向）の長さと本体基板５０
の長手方向（前後方向）の長さとを合わせた長さ（蓄電池６０の長手方向（前後方向）の
長さ）が、回転ハンドル３０の開口部３２の長手方向の長さと略等しくなるように構成さ
れている。これにより、回転ハンドル３０の下方（近く）に電気掃除機１００の重心Ｇａ
（図２参照）が位置することになるので、電気掃除機１００をハンディ型の形態としたと
きでも持ち易くなり、また掃除もし易くなり、使い勝手が向上する。また、電気掃除機１
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００をスティック型の形態で使用した場合、電気掃除機１００の重心が手元ではなく床面
側になるので、手に大きな負担をかけることなく、掃除が可能になり、使い勝手が向上す
る。このように、ハンディ型でもスティック型でも使い易い電気掃除機１００を実現でき
る。また、電気掃除機１００を収納する際はハンディ型にすることで、高さの低い場所に
収納することができる。
【０１７１】
　また、ダストケース２に設けられた蓋ロック機構１５０は、ダストケース２を掃除機本
体１に装着したときに、蓋ロック機構１５０が隠れる位置に配置されているので、運転中
に蓋ロック機構１５０が解除されて、ダストケース２内に集塵されたごみが誤って排出さ
れるのを防止できる。また、ダストケース２には、お手入れブラシ１７２が着脱自在に設
けられているが、このお手入れブラシ１７２についても、ダストケース２が掃除機本体１
に装着されたときに隠れるので、運転中に外れることもなく、また、お手入れブラシ１７
２を電気掃除機１００とは別の場所に保管しておく必要もない。
【０１７２】
　また、ダストケース２を掃除機本体１から取り外す際のロックボタン１１９の操作方向
が、前向き（図３３の下向き）であるので、運転中にダストケース２が掃除機本体１から
外れるのを防止できる。
【０１７３】
　次に、充電台７０の構成について図３４ないし図４０を参照して説明する。図３４は充
電台の外観斜視図、図３５は充電台を示す分解斜視図、図３６は充電台の充電端子を示す
斜視図、図３７は電気掃除機の本体端子を示す斜視図、図３８は充電端子と本体端子の接
続状態を示す断面図、図３９は電気掃除機をハンディ状態で充電台に取り付けたときの斜
視図、図４０は電気掃除機をスティック状態で充電台に取り付けたときの斜視図である。
【０１７４】
　図３４に示すように、充電台７０は、ベース部７１とスタンド部７２と充電台端子部７
３とを含んで構成されている。
【０１７５】
　ベース部７１は、吸口体３（図１参照）が載置される略矩形状の載置面７１ａを有して
いる。また、ベース部７１は、幅方向（左右方向）の中央に、後方に延びる延出部７１ｂ
を有している。この延出部７１ｂの左右の側方には、応用吸口体５（図５３参照）などを
着脱自在に取り付ける応用吸口体固定突起７１ｃ，７１ｃが設けられている。応用吸口体
５を付属した場合、応用吸口体固定突起７１ｃに差し込むことによって保管することがで
きる。
【０１７６】
　スタンド部７２は、延出部７１ｂの後端部から鉛直方向（上下方向）上向きに延在して
いる。また、スタンド部７２は、上下方向の中央より上部が下部よりも前後方向に厚みを
持って形成されている。
【０１７７】
　充電端子７３ｃは、掃除機本体１と電気的に接続されることで、蓄電池６０を充電する
端子であり、上面７２ａから上方に突出して形成されている。
【０１７８】
　図３５に示すように、スタンド部７２は、ベース部７１に対し着脱自在となっている。
なお、ベース部７１とスタンド部７２は着脱自在でなくてもよいが、収納性・梱包性を高
めるため、着脱自在であることが望ましい。
【０１７９】
　ベース部７１は、後面には電源コード７６を備え、内部に充電基板７４を有する。また
、ベース部７１の内部には、おもり７５が設けられ、充電台７０に電気掃除機１００を装
着したときに充電台７０が倒れにくくなっている。
【０１８０】
　スタンド部７２の上面７２ａには、充電台端子部７３が設けられ、後記する掃除機本体
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１の蓄電池ケース部１２に設けた本体端子部１２ａと導通することにより、蓄電池６０へ
充電ができるようになっている。
【０１８１】
　スタンド部７２には接続ピン７２ｂが設けられ、ベース部７１には接続ピン７２ｂを受
ける接続端子７１ｄが設けられ、ベース部７１とスタンド部７２とを接続した際に導通す
る。また、スタンド部７２の上端前面には、ロックボタン１１９の突出部分を逃げるため
の凹部７２ｃが形成されている。
【０１８２】
　図３６に示すように、充電台端子部７３は、スタンド部７２の上面７２ａから上方に突
出する略直方体形状の端子台７３ａを有している。この端子台７３ａは、左右方向に細長
く形成されている。また、端子台７３ａには、左右両端において、前面および上面が開放
するように切り欠かれた略直方体形状の凹部７３ｂ、７３ｂが形成されている。各凹部７
３ｂ内には、充電端子７３ｃが設けられている。充電端子７３ｃは、スタンド部７２内に
おいてねじ固定されている。
【０１８３】
　端子台７３ａには、充電端子７３ｃと充電端子７３ｃとの間に、前面および上面が開放
するように切り欠かれた略直方体形状の凹み部７３ｄ，７３ｄが形成されている。
【０１８４】
　充電端子７３ｃは、細長い金属板を折り曲げることで構成され、凹部７３ｂ内において
前後方向に撓み変形するように配置されている。また、充電端子７３ｃは、前記した接続
ピン７２ｂとリード線（図示せず）を介して電気的に接続されている。
【０１８５】
　一方、図３７に示すように、掃除機本体１の蓄電池ケース部１２には、本体端子部１２
ａが設けられている。図３７は、本体端子部１２ａをダストケース２側から見上げた状態
を図示している。本体端子部１２ａは、端子ケース１２ｂを備え、端子ケース１２ｂが蓄
電池ケース部１２から突出し且つ左右方向に長く形成されている。
【０１８６】
　端子ケース１２ｂの下面には、充電台７０の端子台７３ａが嵌合される嵌合凹部１２ｃ
が形成されている。嵌合凹部１２ｃ内には、充電台７０の充電端子７３ｃと接続される本
体端子１２ｄが配置されている。この本体端子１２ｄは、蓄電池ケース部１２内において
蓄電池６０とリード線を介して電気的に接続されている。また、嵌合凹部１２ｃ内には、
充電台７０の凹み部７３ｄ（図３６参照）と嵌合する嵌合突起１２ｅが形成されている。
【０１８７】
　掃除機本体１の蓄電池６０を充電する場合には、掃除機本体１を充電台７０の上方の位
置から下方に向けて下ろすことにより、スタンド部７２の上面７２ａに設けられた充電台
端子部７３が掃除機本体１の嵌合凹部１２ｃと嵌合する。
【０１８８】
　図３８に示すように、充電台端子部７３に本体端子部１２が嵌合する際に、本体端子１
２ｄが充電端子７３ｃに接触し、さらに本体端子１２ｄの縁部１２ｆが下降することで充
電端子７３ｃが後方に撓み変形する。充電端子７３ｃは、前方に向けて付勢するばね性を
有しているので、掃除機本体１が充電台７０に装着されている間は、本体端子１２ｄと充
電端子７３ｃとは接触した状態を維持し、蓄電池６０への充電が継続される。
【０１８９】
　また、充電台端子部７３は、本体端子部１２と凹凸嵌合しているので、例えば、充電中
にユーザが掃除機本体１に接触したとしても、本体端子１２ｄと充電端子７３ｃとの導通
状態（接触状態）が解除されることはない。
【０１９０】
　このように構成された充電台７０では、充電台端子部７３がスタンド部７２の上面７２
ａに形成されているので、充電台端子部７３と本体端子部１２とを合わせるときに、ユー
ザの目線に近い位置となり、充電台端子部７３に本体端子部１２を挿入し易くなり、掃除
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機本体１を充電台７０にセットし易くなる。
【０１９１】
　また、充電台７０では、充電台端子部７３がスタンド部７２の上面７２ａに形成されて
いる。つまり、充電台端子部７３が床面から高い位置に形成されているので、充電台端子
部７３にごみが堆積し難くなり、また床面から埃が上がってきて付着することも低減でき
る。
【０１９２】
　また、充電台７０にセットした電気掃除機１００では、電気掃除機１００の重心Ｇａ（
図２参照）に近い位置（電動送風機４０および蓄電池６０の位置）に充電台端子部７３が
位置するので、重心Ｇａ付近を充電台端子部７３が受けることで、充電中において充電台
７０に掃除機本体１を安定して保持できる。
【０１９３】
　また、充電台７０では、電気掃除機１００に吸口体３を接続した状態で充電する場合、
ベース部７１の載置面７１ａで支持できるので、電気掃除機１００を、充電台端子部７３
と吸口体３の２箇所で支持することができ、充電台７０に電気掃除機１００を安定して保
持させることができる。
【０１９４】
　また、充電台７０に電気掃除機１００を適用することにより、ダストケース２を取り外
した状態で充電できるので、ダストケース２を洗浄、乾燥させている最中であっても充電
することができる。
【０１９５】
　図３９に示すように、電気掃除機１００をハンディ状態で充電することができ、図４０
に示すように、電気掃除機１００をスティック状態でも充電することができる。このよう
に、ハンディ状態とスティック状態のいずれの状態でも電気掃除機１００を充電台７０に
セットすることができる。このとき、吸口体３を装着して電気掃除機１００をセットする
ことで、吸口体３の下面がベース部７１の載置面７１ａに支持されるので、電気掃除機１
００をより安定して支持することができる。
【０１９６】
　また、充電台端子部７３がスタンド部７２の上面７２ａの床面から高い位置に形成され
ているので、図３９に示すように、充電台７０に応用吸口体５が保持されている状態で、
電気掃除機１００を充電台７０に取り付ける際に、電気掃除機１００が応用吸口体５に接
触するのを抑制、つまり電気掃除機１００がまずスタンド部７２に接触するようになり、
応用吸口体５が応用吸口体固定突起７１ｃから脱落するのを抑制することができる。
【０１９７】
　また、充電台７０は、電源コード７６を接続せず、蓄電池６０の充電を行わない場合で
も、掃除機本体１を収納する際のスタンドとして使用することができる。
【０１９８】
　掃除機本体１には、吸口体３、充電台７０が着脱可能に設けられている。また、電気掃
除機１００は、充電台７０にて蓄電池６０に充電して電源として使用する充電式掃除機で
あるが、掃除機本体１に電源コードを備え、ＡＣ式の電気掃除機として使用してもよい。
【０１９９】
　次に、電気掃除機１００の自立構造について図４１および図４２を参照して説明する。
図４１は吸口体を示す断面図、図４２は電気掃除機をハンディ状態で自立させたときの側
面図である。
【０２００】
　図４１に示すように、吸口体３は、吸口ケース３ａと、吸口継手３ｂと、を備えて構成
されている。
【０２０１】
　吸口ケース３ａは、下面（清掃面に対峙する面）に、開口部を有する吸込室Ｑが形成さ
れている。また、この吸込室Ｑには、第１回転清掃体３ｃ、第２回転清掃体３ｄが設けら
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れている。
【０２０２】
　第１回転清掃体３ｃは、モータ（不図示）の駆動力によって回転するものであり、吸口
ケース３ａに回転可能に支持されている。第２回転清掃体３ｄは、第１回転清掃体３ｃの
直径よりも小径のブラシを有し、第１回転清掃体３ｃの後方に配置される。また、吸口ケ
ース３ａには、第２回転清掃体３ｄの後方に、吸口ケース３ａを床面に平行に支持するた
めのローラ３ｅ，３ｆが設けられている。
【０２０３】
　吸口継手３ｂは、吸口ケース３ａに対して前後方向に回動自在に連結される第１接続管
３ｇと、この第１接続管３ｇに対して左右方向に回動自在に連結される第２接続管３ｈと
、を備えている。
【０２０４】
　第１接続管３ｇは、床面（清掃面）に対して略平行な状態から略垂直な状態まで（上下
方向に）回動可能となるように構成されている。すなわち、第１接続管３ｇを吸口ケース
３ａに対して軸３ｉを支点として回動させることによって、第２接続管３ｈを床面に略平
行な状態と略垂直な状態との間において回動させることができる。
【０２０５】
　第２接続管３ｈは、第１接続管３ｇに対して左右方向（図４１の紙面垂直方向）に回動
可能となるように構成されている。これにより、例えば、本体部１０を床面に対して略垂
直にした状態から、本体部１０を床面に略平行な状態に向けて倒すことができる。
【０２０６】
　また、第２接続管３ｈには、蓄電池６０から給電が行われる給電端子３ｊが設けられて
いる。また、第２接続管３ｈには、掃除機本体１の吸込口１５と連結される連結管３ｋが
形成されている。
【０２０７】
　また、第２接続管３ｈには、先端部に、連結管３ｋの軸方向の前方に向けて突出する突
起部３ｍが形成されている。また、吸口ケース３ａの上面には、突起部３ｍの先端部が当
接する当接面３ｎが形成されている。
【０２０８】
　図４１の仮想線で示すように、吸口継手３ｂが前方に向けて立ち上がったときに、突起
部３ｍの先端が当接面３ｎに突き当たることで、吸口継手３ｂの前方への回動動作が規制
される。
【０２０９】
　図４２に示すように、電気掃除機１００では、吸口継手３ｂの回動が規制されたときに
、吸口継手３ｂ（第１接続管３ｇ）の軸３ｉを通る鉛直線（ト）上に掃除機本体１の重心
Ｇａが位置している。これにより、電気掃除機１００を自立させることができる。
【０２１０】
　なお、電気掃除機１００を自立させることができるか否かは、吸口体３の吸口ケース３
ａの前後方向の幅においても変わるので、軸３ｉと重心Ｇａの位置によって限定されるも
のではない。
【０２１１】
　次に、ふとん吸口について図４３ないし図４８を参照して説明する。図４３はふとん吸
口を示す側面図、図４４はふとん吸口を示す底面図、図４５は継手を寝かせたときのふと
ん吸口を示す断面図、図４６は継手を立てたときのふとん吸口を示す断面図、図４７はふ
とん吸口を取付けたハンディ状態の電気掃除機を示す側面図、図４８はふとん吸口を取付
けたスティック状態の電気掃除機を示す側面図である。
【０２１２】
　図４３に示すように、ふとん吸口６は、吸口本体６ａ、回転体６ｂおよび継手６ｃを備
えて構成されている。
【０２１３】
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　吸口本体６ａは、回転体６ｂが収容される本体ケース６ｄと、この本体ケース６ｄの上
面に継手６ｃが回動自在に連結される連結部６ｅと、を有している。また、本体ケース６
ｄは、前後方向に直線状に延在する中間部６ｆと、この中間部６ｆの前方に位置して上向
きに湾曲する前湾曲部６ｇと、中間部６ｆの後方に位置して上向きに湾曲する後湾曲部６
ｈと、を有している。また、本体ケース６ｄは、前後方向の中央部ＳＴ１を境にして前後
対称に形成されている。
【０２１４】
　回転体６ｂは、本体ケース６ｄの下面６ｉに対して、回転体６ｂの一部（半円よりも小
さい領域）が下方に向けて突出している。また、回転体６ｂは、前後方向に複数形成され
ている。なお、３本の回転体６ｂを設けた場合を例に挙げて説明しているが、３本に限定
されるものではなく、４本以上であっても、２本以下であってもよい。また、３本の回転
体６ｂは、中央部ＳＴ１に対して、後ろ寄りに配置されている。
【０２１５】
　図４４に示すように、本体ケース６ｄは、平面視において横長の略矩形状を呈し、本体
ケース６ｄの下面６ｉに本体ケース６ｄよりも一回り小さい横長の略矩形状の開口６ｊが
形成されている。
【０２１６】
　回転体６ｂは、開口６ｊの左右方向の一端から他端まで延在して配置されている。また
、回転体６ｂには、板状の羽根部６ｋが複数方向に突出して形成されるとともに、軸方向
に所定長さごとに羽根の向きを変えて配置されている。
【０２１７】
　なお、ふとん吸口６では、全体を丸洗いできるように、構成されている。このため、本
体ケース６ｄの下面には、水抜き用としての孔６ｖが開口６ｊの周囲の複数箇所に形成さ
れている。
【０２１８】
　図４５に示すように、本体ケース６ｄの前湾曲部６ｇの下面６ｍ（吸口本体６ａの下面
における前部）は、開口６ｊ（中間部６ｆの下面）よりも上側に反るように形成されてい
る。また、下面６ｍの先端（前端）Ｐ１０は、回転体６ｂの上端よりも上側に位置してい
る。
【０２１９】
　本体ケース６ｄの後湾曲部６ｈの下面６ｎ（吸口本体６ａの下面における後部）は、開
口６ｊ（中間部６ｆの下面）よりも上側に反るように形成されている。また、下面６ｎの
先端（後端）Ｐ２０は、回転体６ｂの上端よりも上側に位置している。
【０２２０】
　吸口本体６ａの連結部６ｅには、継手６ｃの回動軸６ｐを回動自在に支持する軸受部６
ｑが形成されている。回動軸６ｐには、継手６ｃを上方へ回動させたときに、連結部６ｅ
の開口縁６ｔに当接する当接部６ｕが形成されている。また、回動軸６ｐには、継手６ｃ
を下方に回動させたときに、連結部６ｅの開口縁６ｒに当接する当接部６ｓが形成されて
いる。
【０２２１】
　水抜き用の孔６ｖは、水抜けが良好となるように、前湾曲部６ｇの下端および後湾曲部
６ｈの下端に形成されている。
【０２２２】
　これにより、ふとん吸口６では、継手６ｃを床面（被清掃面）側に寝かせたときに、図
４５に示すように、吸口本体６ａの下面（開口６ｊが形成されている面）に対してγ１（
例えば、１５度）となるように構成されている。なお、角度がγ１より小さいと（例えば
、１５度未満であると）、ふとん吸口６を後退させたときに、吸口本体６ａの前部が浮き
上がり易くなる。
【０２２３】
　図４６に示すように、ふとん吸口６では、継手６ｃを床面（被清掃面）から最も離れる
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ように立てたときに、吸口本体６ａの下面（開口６ｊが形成されている面）に対してγ２
（例えば、５０度）となるように構成されている。なお、角度がγ２よりも大きいと（例
えば、５０度を超えていると）、ふとんにもぐり込み易くなり、ふとん吸口６の円滑な動
作が阻害される。
【０２２４】
　図４７に示すように、吸口本体６ａの下面に対する角度をγ１に設定することにより、
掃除機本体１をハンディ型として使用する際に、ダストケース２や本体部１０がふとんに
接触することがなくなり、掃除機本体１を前後に円滑に移動させることが可能になる。
【０２２５】
　図４８に示すように、吸口本体６ａの下面に対する角度をγ２に設定することにより、
ふとんにもぐり込む力が強く作用するのを防止でき、ふとん吸口６を前後に円滑に移動さ
せることが可能になる。
【０２２６】
　このように、ふとん吸口６では、吸口本体６ａの下面６ｍが、開口６ｊよりも上向きに
反っているので、ふとん吸口６を前進させる際に、下面６ｍによってふとんの表面のしわ
をならし、ふとんの表面の凹凸を乗り越えることができる。また、吸口本体６ａの下面６
ｎも、開口６ｊよりも上向きに反っているので、ふとん吸口６を後退させる際でも、下面
６ｎによってふとんの表面のしわをならし、ふとんの表面の凹凸を乗り越えることができ
る。これにより、ふとん吸口６がふとんに引っ掛かるのを抑制することができる。また、
吸い込み力の弱い充電式の電気掃除機１００に適用したとしても、しっかりと吸い込むこ
とができる。
【０２２７】
　また、ふとん吸口６では、吸口本体６ａの上面に前後方向に回動する継手６ｃが設けら
れているので、ふとん吸口６の吸込口である開口６ｊを確実にふとんに向けることができ
る。
【０２２８】
　また、ふとん吸口６では、継手６ｃが下面に対して１５度から５０度までの範囲で回動
することで、ふとん吸口６の吸込口である開口６ｊを確実にふとんに向けることができる
。
【０２２９】
　また、ふとん吸口６では、継手６ｃの回動軸６ｐが吸口本体６ａの前後方向の中央部Ｓ
Ｔ１（図４３参照）よりも後寄りに配置されているので、ふとん吸口６を前進させたとき
に、ふとん吸口６がふとんにのめり込みにくくなり、ふとん吸口６をスムーズに移動させ
ることができる。
【０２３０】
　次に、掃除機本体１に回動自在に取り付けられる回転ブラシ８０について図４９ないし
図５１を参照して説明する。図４９は回転ブラシの収納状態を示す斜視図、図５０は回転
ブラシの使用状態を示す斜視図、図５１は回転ブラシ使用時のハンディ状態の電気掃除機
を示す側面図である。
　図４９に示すように、回転ブラシ８０は、掃除機本体１の前端の吸込口１５に回動自在
に支持される回転ブラシ部８１と、固定ブラシ部８２と、を備えて構成されている。
【０２３１】
　回転ブラシ部８１は、回転ベース８１ａと、この回転ベース８１ａに植設される刷毛部
８１ｂとを有して構成されている。
【０２３２】
　回転ベース８１ａは、収納状態において、吸込口１５の右側方に位置する右辺部８１ａ
１、吸込口１５の左側方に位置する左辺部８１ａ２、および吸込口１５の下方に位置する
下辺部８１ａ３を有している。そして、右辺部８１ａ１と左辺部８１ａ２の各端部は、パ
イプケース部１３の外面に回動自在に支持されている。また、右辺部８１ａ１および左辺
部８１ａ２は、下辺部８１ａ３に向けて、前後方向の幅が広がるように形成されている。
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【０２３３】
　刷毛部８１ｂは、右辺部８１ａ１、左辺部８１ａ２および下辺部８１ａ３に後ろ向きに
形成されている。また、刷毛部８１ｂの植設方向は、吸込口１５の軸方向と平行である。
【０２３４】
　固定ブラシ部８２は、パイプケース部１３に固定される固定ベース８２ａと、この固定
ベース８２ａに植設される刷毛部８２ｂとを有して構成されている。また、固定ブラシ部
８２は、パイプケース部１３と回転ブラシ部８１との間に配置されている。刷毛部８２ｂ
は、固定ベース８２ａに対して前方かつ下向きに形成されている。
【０２３５】
　図５０に示すように、回転ブラシ部８１を回動させると、刷毛部８１ｂが後ろ向きから
前方側に回動して斜め下向きとなる。このとき、下辺部８１ａ３に形成された板状部８１
ａ４が吸込口１５の上方に形成された当接面１５ａ（図４９参照）に当接することで、回
転ブラシ部８１の回動動作が規制される。
【０２３６】
　このように、回転ブラシ８０を使用状態にすることにより、吸込口１５の周囲全体を４
辺の刷毛部８１ｂ，８２ｂによって囲むことで、閉鎖された空間を構成できるので、吸い
込み性能を向上できる。
【０２３７】
　図５１に示すように、掃除機本体１をハンディ型として使用する際、回転ブラシ８０を
回動させてブラシを清掃面側にすることで、刷毛部８１ｂ，８２ｂの先端を平らな清掃面
に接触できるようになっている。これにより、清掃面との隙間を減らして吸込み性能を上
げ、また清掃面を傷つけることなく掃除することができる。
【０２３８】
　また、図５２に示すように、吸口体３を備えた電気掃除機１００では、スティック状態
の使用にして、掃除機本体１を寝かした状態にすることで、ベッドやソファの下の床面を
掃除することが可能になる。
【０２３９】
　また、図５３に示すように、吸口体３とは別に、応用吸口体５を付属してもよい。応用
吸口体５は、吸込口１５に装着して使用し、吸口体３が入らない狭い場所の清掃をするこ
とができるように、応用吸口体５の先端は吸口体３の先端よりも小さい形状が望ましい。
また、ハンディ型では届かない高い場所の清掃をするために、伸縮できる構造であること
が望ましい。
【０２４０】
　ところで、パイプケース部の上側にダストケースが配置されたものでは、ダストケース
の上部（手元側）が下向きとなったときに運転を停止した場合、ダストケース内のごみが
パイプケース部に逆流する虞がある。このような構成の電気掃除機では、逆流を防止する
ためにダストケースとパイプケース部の境界部に逆流防止弁を設ける必要がある。これに
対して、電気掃除機１００に応用吸口体５を装着して使用し、ダストケース２の上部（捕
塵フィルタ１３０側）が下向きになった場合、パイプケース部１３の下側にダストケース
２が配置されているので、図５３に示すような状態で運転が停止されたとしてもダストケ
ース２内に集塵されたごみがパイプケース部１３側に逆流することがない。また、ダスト
ケース２の下部を下向きにした状態で運転が停止されたとしても、ダストケース２内に集
塵されたごみがパイプケース部１３側に逆流することがない。このように、逆流防止弁を
設けることなく、ダストケース２からパイプケース部１３への逆流を防止できる。
【０２４１】
　なお、本発明は前記した実施形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しな
い範囲において種々変更することができる。例えば、回転ハンドル３０の回転機構部３３
において、図１に示すスティック状態と図２に示すハンディ状態の２形態に限定されるも
のではなく、ハンディ状態とスティック状態の中間の状態で使用できるようにしてもよい
。このような構成にするには、図７に示すロックプレート３６ａに形成するロック孔３６
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ｅの数を増やすことで対応できる。
【０２４２】
　また、伸縮パイプ２０は、回転ハンドル３０の操作ボタン３１ａ、３１ｂと本体基板５
０との接続のためのリード線を内部に収納しているため中空のパイプ形状としているが、
この限りでない。リード線を外に位置する、または本体部１０に操作ボタンを配置するこ
とで、伸縮パイプ２０をパイプ形状とする必要がなく、パイプケース部１３との組み合わ
せで伸縮するものであれば良く、例えば単に棒形状であってもよい。また、本体部１０、
伸縮パイプ２０、回転機構部３３、回転ハンドル３０がこの順番で記載されているが、こ
の限りでない。例えば、本体部、回転機構部、伸縮パイプ、回転ハンドルの順とし、伸縮
パイプ２０を回転ハンドル内に収納、本体部に対して回転とする機構でも良い。
【符号の説明】
【０２４３】
　１　　　掃除機本体
　２　　　ダストケース
　３　　　吸口体
　６　　　ふとん吸口
　６ａ　　吸口本体
　６ｂ　　回転体
　６ｃ　　継手
　６ｊ　　開口
　６ｍ　　下面（吸口本体の下面における前部）
　６ｎ　　下面（吸口本体の下面における後部）
　６ｐ　　回動軸
　１０　　本体部
　１２ｄ　本体端子
　２０　　伸縮パイプ
　２１ａ　先端部
　２５　　ハンドルクランプ（クランプ手段）
　３０　　回転ハンドル
　３０ｓ，３０ｔ　グリップ部
　３２　　開口部
　４０　　電動送風機
　５０　　本体基板（制御基板）
　６０　　蓄電池（蓄電装置）
　７０　　充電台
　７１　　ベース部
　７１ａ　載置面
　７２　　スタンド部
　７３　　充電台端子部
　７３ａ　端子台
　７３ｃ　充電端子
　７５　　おもり
　１００　電気掃除機
　Ｇａ　　重心
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