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(57)【要約】
【課題】手引きのこぎりで木材等の材料を切断する際、
その作業の習熟者でなくても、のこぎりが振れないよう
に案内しつつ、正確に切断することが可能な手引きのこ
ぎり補助具を提供する。
【解決手段】被切断材料に対して基板を着脱自在に取り
付け、該基板に設けられたガイド板の内側に複数のマグ
ネットを固定すると共に、ガイド板の外側にのこぎりの
片面を滑り易い状態に当接可能にした滑り材を設け、延
長ガイド部材の係止部に捩じ込んだ長ネジの座金と基板
の押え辺とで被切断材料の両側部を狭圧状態に固定する
一方、基板の側部に沿って回動自在に枢設したガイド板
の内側に水平アームを回動自在に連結し、該水平アーム
の端部と基板の上面に回動自在に枢設した支持片の端部
とをネジで締結すると共に、支持片の上部に形成した角
度表示部と水平アームの成す角によって、被切断材料の
上面に対するガイド板の傾斜角度を規定するようにした
。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被切断材料に対して基板を着脱自在に取り付け、該基板に設けられたガイド板の内側に
複数のマグネットを固定すると共に、ガイド板の外側にのこぎりの片面を滑り易い状態に
当接可能にした滑り材を設けてなる手引きのこぎり補助具において、
基板の片側に沿って下側に折返してなる押え辺を被切断材料の一側部に当てるものとし、
該基板の上面には押え辺から垂直方向に所定間隔を有する複数の嵌合溝を形成し、
長尺の延長ガイド部材の下部に沿って形成した複数の凸部を基板の嵌合溝に嵌合可能にす
ると共に、該延長ガイド部材の上部に長尺穴部を形成して該長尺穴部に挿通したネジで該
延長ガイド部材を基板に対して締結し、
該延長ガイド部材の片側端部において下方に突出形成した係止部に長ネジを捩じ込んで該
長ネジの先端に設けられた座金を被切断材料の他側部に押し当てることによって、該長ネ
ジの座金と基板の押え辺とで被切断材料の両側部を狭圧状態に固定する一方、
基板の側部に沿って回動自在に枢設したガイド板の内側に水平アームを回動自在に連結し
、該水平アームの端部と基板の上面に回動自在に枢設した支持片の端部とを角度調整ノブ
を有するネジで締結すると共に、支持片の上部に形成した角度表示部と水平アームの成す
角によって、被切断材料の上面に対するガイド板の傾斜角度を規定するようにしたことを
特徴とする手引きのこぎり補助具。
【請求項２】
　被切断材料に対して基板を着脱自在に取り付け、該基板に設けられたガイド板の内側に
複数のマグネットを固定すると共に、ガイド板の外側にのこぎりの片面を滑り易い状態に
当接可能にした滑り材を設けてなる手引きのこぎり補助具において、
基板の片面に複数の尖先状の突起を形成すると共に、基板の複数個所にネジ穴を形成する
ことにより、各突起を被切断材料の片面に押し付け、ネジ穴に木ネジを捩じ込むことによ
って基板を被切断材料の片面に固定する一方、
長尺に形成したガイド板を湾曲形成すると共に、該ガイド板を被切断材料の面に対して垂
直状にして、該ガイド板の内側面の両端に設けた各突出片に一対の支持アームを回動自在
に結合すると共に各アームにガイド穴を形成し、
基板に立設したボルトに夫々の支持アームのガイド穴を重ねた状態にして、各ガイド穴に
挿通したボルトをナットで締結可能とし、各支持アームのガイド穴におけるボルト締結位
置を調整することによって湾曲形成されたガイド板の曲率半径を調整可能としたことを特
徴とする手引きのこぎり補助具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、手引きのこぎりで木材等の材料を切断する際、のこぎりの扱いに習熟してい
ない者であっても、容易且つ正確に所望の切り口で切断することができるようにした手引
きのこぎり補助具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　木材等の材料を手引きのこぎりで切断する際、通常の用途において、その切り口は材料
の上面に対して直角に切断することが要求される。また、継手や仕口等のような材料の接
続箇所においては、切り口を所定角度に切断することが要求される。さらに、テーブル等
に使用する板材の角部においては、その角部を円弧状に形成することが必要となる場合が
ある。
【０００３】
　ところが、木材等の材料を手引きのこぎりで切断する場合、そのような切断作業に習熟
してない者が、正確な切り口で切断することは困難であり、何らかの治具を用いることに
よって、のこぎりによる切断作業を補助的に案内することが好ましい。
【０００４】
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　そのような手引きのこぎり補助具の従来例を参照すると、特許文献１に記載されている
「のこぎり用の定規」は、この定規に設けられた内側二面の当接面を木材に押し当てると
共に、把持部材の中間握り部と材木とを同時に握ることによって、定規を木材に固定する
ようにしている。従って、この定規を使用する際、作業者が定規を片手で把持するため、
定規を十分の力で固定するのは困難であり、木材の切断作業中に定規がずれるおそれがあ
る。
【０００５】
　さらに、この文献では、木材を切断する際に、のこぎりの側面をスライド可能に当接さ
せるガイド部として、木材を直角に切断する直角ガイド部と、木材を所定角度で切断する
傾斜ガイド部とが設けられている。ところが、この文献においては、これらの直角ガイド
部と傾斜ガイド部とが、定規本体の両端における別箇所に設けられた構成とされ、さらに
木材の切断角度を調整することが困難である。
【０００６】
　また、特許文献２に記載されている「手持鋸用ガイドプレート」は、切断する木材の上
下面を金属板材によるガイド部材と拘止具とで挟み、これらのガイド部材と拘止具とをボ
ルトとナット等による締結具で固定するようにしている。従って、この文献の「手持鋸用
ガイドプレート」は、装置全体が大型化し、また重量が大であり、しかも厚さの大きい木
材に適用するのは困難である。さらに、この文献の「手持鋸用ガイドプレート」において
は、木材を厚さ方向に所定角度で切断できる機能は全く備えていない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開平１１－５８３０６
【特許文献２】特開２０００－２６３５０５
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　ところで、上記のような手引きのこぎりは、家庭等の日曜大工等で使用されることが多
く、その使用者の大半は、のこぎりの扱いに関して習熟している者ではない。従って、従
来から、木材を容易に所定角度で正確に切断することができる補助具が望まれていた。
【０００９】
　本発明は、上記の事情に鑑みてなされたものであり、手引きのこぎりで木材等の材料を
切断する際、その作業の習熟者でなくても、のこぎりが振れないように案内しつつ、正確
な所定角度で直線状に切断することが可能な手引きのこぎり補助具を提供することを目的
とする。
【００１０】
　また、本発明は、手引きのこぎりで木材等の材料を切断する際、その作業の習熟者でな
くても、のこぎりが振れないように案内しつつ、正確な切り口で円弧状に切断することが
可能な手引きのこぎり補助具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】
【００１１】
　上記の課題を解決するために、本発明における請求項１の手引きのこぎり補助具は、被
切断材料に対して基板を着脱自在に取り付け、該基板に設けられたガイド板の内側に複数
のマグネットを固定すると共に、ガイド板の外側にのこぎりの片面を滑り易い状態に当接
可能にした滑り材を設けてなる手引きのこぎり補助具において、基板の片側に沿って下側
に折返してなる押え辺を被切断材料の一側部に当てるものとし、該基板の上面には押え辺
から垂直方向に所定間隔を有する複数の嵌合溝を形成し、長尺の延長ガイド部材の下部に
沿って形成した複数の凸部を基板の嵌合溝に嵌合可能にすると共に、該延長ガイド部材の
上部に長尺穴部を形成して該長尺穴部に挿通したネジで該延長ガイド部材を基板に対して
締結し、該延長ガイド部材の片側端部において下方に突出形成した係止部に長ネジを捩じ
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込んで該長ネジの先端に設けられた座金を被切断材料の他側部に押し当てることによって
、該長ネジの座金と基板の押え辺とで被切断材料の両側部を狭圧状態に固定する一方、基
板の側部に沿って回動自在に枢設したガイド板の内側に水平アームを回動自在に連結し、
該水平アームの端部と基板の上面に回動自在に枢設した支持片の端部とを角度調整ノブを
有するネジで締結すると共に、支持片の上部に形成した角度表示部と水平アームの成す角
によって、被切断材料の上面に対するガイド板の傾斜角度を規定するようにしたことを特
徴とする。
【００１２】
　また、本発明における請求項２の手引きのこぎり補助具は、被切断材料に対して基板を
着脱自在に取り付け、該基板に設けられたガイド板の内側に複数のマグネットを固定する
と共に、ガイド板の外側にのこぎりの片面を滑り易い状態に当接可能にした滑り材を設け
てなる手引きのこぎり補助具において、基板の片面に複数の尖先状の突起を形成すると共
に、基板の複数個所にネジ穴を形成することにより、各突起を被切断材料の片面に押し付
け、ネジ穴に木ネジを捩じ込むことによって基板を被切断材料の片面に固定する一方、長
尺に形成したガイド板を湾曲形成すると共に、該ガイド板を被切断材料の面に対して垂直
状にして、該ガイド板の内側面の両端に設けた各突出片に一対の支持アームを回動自在に
結合すると共に各アームにガイド穴を形成し、基板に立設したボルトに夫々の支持アーム
のガイド穴を重ねた状態にして、各ガイド穴に挿通したボルトをナットで締結可能とし、
各支持アームのガイド穴におけるボルト締結位置を調整することによって湾曲形成された
ガイド板の曲率半径を調整可能としたことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明の請求項１の手引きのこぎり補助具によれば、長ネジのノブを回動することによ
って、長ネジの座金と基板の押え辺とで木材等の被切断材料の両側部を狭圧状態に固定す
ることが可能とされている。しかも、木材等の被切断材料の幅に応じて基板を固定するこ
とができ、幅広の被切断材料であっても、延長ガイド部材の嵌合調整及び長ネジの調整に
よって基板を堅固に取付けることが可能である。
【００１４】
　また、木材等の被切断材料を切断する際の所望の角度に応じてガイド板の傾斜角度を調
整し、このように角度調整されたガイド板の外側の滑り材にのこぎりの片面を当てると、
のこぎりは各マグネットに吸着される。この状態で、のこぎりを前後に引くことにより、
のこぎりはガイド板に吸着された状態を保った状態で前後動を行うことができるため、木
材等の被切断材料をガイド板の角度に応じて正確な所定角度で切断することが可能となる
。
【００１５】
　従って、請求項１の手引きのこぎり補助具によれば、その作業の習熟者でなくても、の
こぎりが振れないように案内しつつ、正確な所定角度で直線状に切断する作業を容易に行
うことが可能となる。
【００１６】
　さらに、本発明の請求項２の手引きのこぎり補助具によれば、板材等の角部の近傍に基
板を固定し、各支持アームの長尺のガイド穴におけるボルトの締結位置を調整することに
より、ガイド板の半径や曲率半径を容易に調整することが可能となる。
【００１７】
　また、調整されたガイド板の外側にのこぎりを当てると、のこぎりはガイド板を介して
各マグネットに吸着され、ガイド板の湾曲面に倣った湾曲形状を保つことができ、この状
態でのこぎりを前後に引くことにより、のこぎりはガイド板に吸着された湾曲状態で前後
動を行うため、ガイド板の曲率半径に倣った切り口で板材の角部を切断することが可能と
なる。
【００１８】
　従って、請求項２の手引きのこぎり補助具によれば、その作業の習熟者でなくても、の
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こぎりが振れないように案内しつつ、正確な切り口で円弧状に切断する作業を容易に行う
ことが可能となる。
【００１９】
　なお、請求項２の手引きのこぎり補助具によれば、テーブル等の板材の角部を円弧状に
切断するだけではなく、ガイド板を周状に移動すると共に、このガイド板の案内でのこぎ
りを操作することにより、円形の形状を切断することも可能である。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の実施例１における手引きのこぎり補助具を木材に取り付けた状況を示す
斜視図であり、ガイド板の内側が見える状況を示す。
【図２】本発明の実施例１における手引きのこぎり補助具を木材に取り付けた状況を示す
斜視図であり、ガイド板の外側が見える状況を示す。
【図３】（ａ）は本発明の実施例１における手引きのこぎり補助具を木材に取り付けた状
況を示す上面図であり、（ｂ）は延長ガイド部材を取り外して基板に形成した複数の嵌合
溝が見える状況を示す。
【図４】本発明の実施例１における手引きのこぎり補助具を木材に取り付けた状況を示す
側面図であり、ガイド板の正面が見える状況を示す。
【図５】本発明の実施例１における手引きのこぎり補助具を木材に取り付けた状況を示す
側面図であり、支持片の角度表示部が見える状況を示す。
【図６】本発明の実施例１における手引きのこぎり補助具を木材に取り付けて、のこぎり
を使用している状況を示す斜視図である。
【図７】本発明の実施例１における手引きのこぎり補助具を木材に取り付けて、のこぎり
を使用している状況を示す斜視図である。
【図８】本発明の実施例２における手引きのこぎり補助具の上面図である。
【図９】本発明の実施例２における手引きのこぎり補助具の斜視図である。
【図１０】本発明の実施例２における手引きのこぎり補助具を板材に取り付けて、のこぎ
りを使用している状況を示す上面図である。
【図１１】本発明の実施例２における手引きのこぎり補助具を板材に取り付けて、のこぎ
りを使用している状況を示す上面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、本発明の実施例について図面を参照しながら説明する。
【実施例１】
【００２２】
　この発明の実施例１の手引きのこぎり補助具１は、木材等の被切断材料（以下、本実施
例において「木材２」と称する）に対して基板３を着脱自在に取り付け、該基板３に設け
られたガイド板４の内側に複数のマグネット５を固定すると共に、ガイド板４の外側にの
こぎりＮの片面を滑り易い状態に当接可能にした滑り材６を設けてなる手引きのこぎり補
助具１を構成したものである。
【００２３】
　このような実施例１の構成について詳細に述べると、図１又は図２に示すように、例え
ば金属板によって矩形に形成された基板３の片側に沿って、下側方向に湾曲状に折返して
なる押え辺３ａ（図４、図６参照）を形成し、この押え辺３ａを木材２の一側部に当てる
ようにしている。
【００２４】
　また、図３（ｂ）に示すように、基板３の上面には、押え辺３ａから垂直方向に２条の
所定幅で所定間隔を有する複数の嵌合溝７、７…が形成されている。また、これらの２条
の嵌合溝７、７…の間には基板３の端部付近にネジ溝が形成されている。このネジ溝は、
図５に示すように、基板３にナット８を固着することによって構成している。
【００２５】
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　一方、図１に示すように、長尺の延長ガイド部材９は断面コ字形に形成した両側の下部
に沿って、上記の基板３の嵌合溝７、７…に嵌合可能に複数の凸部１０、１０…が形成さ
れている。さらに、延長ガイド部材９の上面には長手方向に長尺穴部１１が形成され、該
長尺穴部１１から挿通されたノブ付きのボルト１２を基板３のナット８に螺合することに
より、基板３の所定の嵌合溝７、７…に延長ガイド部材９の凸部１０、１０…を嵌合した
位置で、該延長ガイド部材９を基板３に対して固定することが可能とされている。
【００２６】
　さらに、延長ガイド部材９の片側端部において下方に突出形成した係止部９ａの内側に
ナット９ｂが固定され、長ネジ１３を係止部９ａのネジ穴からナット９ｂへ捩じ込んで該
長ネジ１３の先端に設けられた座金１３ｂを木材２の他側部に押し当て、長ネジ１３の後
端に設けられた蝶ネジ１３ａを回動することによって、長ネジ１３の座金１３ｂと基板３
の押え辺３ａとで木材２の両側部を狭圧状態に固定することが可能とされている。
【００２７】
　このような構成により、延長ガイド部材９の複数の凸部１０、１０…を基板３のどの嵌
合溝７、７…に嵌合するかによって、基板３に対する延長ガイド部材９の取付け位置を調
整することができ、後述する長ネジ１３による調整範囲を合わせることによって、木材２
の幅に対応することが可能とされている。従って、幅の小さな木材２から幅の大きな木材
２に到るまで、基板３を容易に固定することが可能とされている。
【００２８】
　一方、基板３の側部に沿って蝶番１４等によってガイド板４が回動自在に枢設されてい
る。このガイド板４の下部は内側に入り込んだ折曲面４ａが形成され、のこぎりＮの片面
を当てた際に、のこぎりの歯Ｈを逃がす空所としている。
【００２９】
　また、ガイド板４の内側面には両端にマグネット５、５がネジ５ａで固定され、ガイド
板４の外側面にはテフロン（登録商標）樹脂等による滑り易い材料による滑り材６が固定
された構成とされている。このような構成により、ガイド板４の滑り材６にのこぎりＮの
片面を当てたとき、のこぎりＮはガイド板４を介して各マグネット５に吸着され、またの
こぎりＮを前後に引くことにより、のこぎりＮはその片面の滑り材６に沿った状態で前後
動を行うことが可能となる。
【００３０】
　さらに、ガイド板４の内側にはガイド板４の一部を切開し起立させてなる起立片４ｂが
形成され、該起立片４ｂに水平アーム１５をピン１５ａ等で回動自在に連結し、ている。
一方、基板３の側にも、基板３の一部を切開し起立させてなる起立片３ｂが形成され、該
起立片３ｂに支持片１６がピン１０ａ等で回動自在に連結され、水平アーム１５の端部と
支持片１６の端部とを角度調整ノブ１７ａを有するネジ１７（図３参照）で締結している
。
【００３１】
　また、図５に示すように、支持片１６の上部には角度表示部１８が設けられている。こ
の角度表示部１８は支持片１６の上部に円弧状の部位を形成してなり、この角度表示部１
８に角度表示がなされ、水平アーム１５のなす角によって、木材２の上面に対するガイド
板４の傾斜角度を規定するように構成されている。その具体的な構成としては、水平アー
ム１５の下辺に形成した切欠き凹部１５ａに角度表示部１８に記された角度を示す数字１
８ａを表示することによって、ガイド板４の傾斜角度を表示することが可能とされている
。
【００３２】
　このような構成の手引きのこぎり補助具１を用いて、木材２を所定角度に切断するには
、図５～図７に示すように、木材２の上面に基板３を設置して、長ネジ１３の座金１３ｂ
と基板３の押え辺３ａとで木材２の両側部を狭圧状態に押さえた状態で、長ネジ１３の端
部に結合された蝶ネジ１３ａを回動することによって長ネジ１３を捩じ込み、長ネジ１３
の先端の座金１３ｂを木材２の他側部に押し当てて固定する。
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【００３３】
　次いで、木材２を切断しようとする所望の角度に応じて角度表示部１８を調整すること
により、ガイド板４の角度を調整した後、角度表示部１８の角度調整ノブ１７ａを締付け
ることによって、ガイド板４を固定状態にする。なお、図５はガイド板４を木材２の上面
に対して直角に立てた状態を示し、図６又は図７はガイド板４を木材２の上面に対して例
えば４５°に立てた状態を示すものである。
【００３４】
　いずれにしても、上記のように角度調整されたガイド板４の外側の滑り材６にのこぎり
Ｎの片面を当てると、のこぎりＮはガイド板４を介して各マグネット５に吸着される。こ
の状態で、のこぎりＮを前後に引くことにより、のこぎりＮはガイド板４に吸着された状
態を保ったまま振れずに前後動を行うことができ、ガイド板４の角度に応じて木材２を正
確な所定角度の切り口Ｋで切断することが可能となる。
【実施例２】
【００３５】
　また、この実施例２の手引きのこぎり補助具２１は、実施例１と同様に、被切断材料（
以下、本実施例において「板材２２」と称する）に対して基板２３を着脱自在に取り付け
、該基板２３に設けられたガイド板２４の内側に複数のマグネット２５、２５…を固定す
ると共に、ガイド板２４の外側にのこぎりＮの片面を滑り易い状態に当接可能にした滑り
材２６を設けてなる手引きのこぎり補助具２１の構成を有するものである。
【００３６】
　このような実施例２の構成について詳細に述べると、図８又は図９に示すように、例え
ば矩形に形成された基板２３の片面に複数の尖先状の突起２７を形成すると共に、基板２
３の各辺の中央部にネジ穴２８を形成している。このような構成において、各突起２７は
基板２３の片面から僅かに突出したものであり、その突起２７を板材２２の片面に押し当
てることによって基板２３の位置決めがなされる。また、基板２３のネジ穴２８に木ネジ
２９を捩じ込むことによって基板２３を板材２２の片面に固定することが可能となる。
【００３７】
　なお、このような構成において、本実施例の手引きのこぎり補助具２１を用いて、テー
ブル等の板材２２の角部を湾曲状に切断する際、板材２２の表面に突起２７や木ネジ２９
による傷を付けないように、基板２３を板材の裏面に固定するのが好ましい。
【００３８】
　また、本実施例において、ガイド板２４は長尺の長方形状であって湾曲状に形成され、
その内側には略等間隔で例えば４個のマグネット２５、２５…がネジ又は接着材等により
固定されている。さらに、ガイド板２４の外側面にはテフロン樹脂等による滑り易い材料
をコーティングするか、又はそのような滑り易い樹脂を表面に施した滑り材２６を設けた
ことによって、ガイド板２４の表面は、のこぎりＮの片面を当てた状態で、のこぎりＮを
容易に前後に滑らせることができる状態で前後に引くことが可能とされている。
【００３９】
　従って、図１０に示すように、上記のガイド板２４にのこぎりＮの片面を当てたとき、
のこぎりＮはガイド板２４を介して各マグネット２５、２５…に吸着されることにより、
ガイド板２４の湾曲面に倣う形状となる。そして、この状態でのこぎりＮを前後に引くこ
とにより、のこぎりＮは、その片面が湾曲形状のガイド板２４に吸着された湾曲状態で前
後動させることが可能となる。
【００４０】
　また、図９に示すように、本実施例においては、ガイド板２４を板材２２（図１０参照
）の面に対して垂直状にして、ガイド板２４の内側面の両端に設けた各突出片２４ａ、２
４ａに一対の支持アーム３０ａ、３０ｂをピン３２等で回動自在に結合した構成としてい
る。夫々の支持アーム３０ａ、３０ｂは長尺の平板部材を使用してあり、図９に示すよう
に、各アーム３０ａ、３０ｂにはガイド穴３１ａ、３１ｂが形成されている。
【００４１】
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　さらに、本実施例においては、基板２３の略中央に設けた支持部３３に立設したボルト
３４に夫々の支持アーム３０ａ、３０ｂのガイド穴３１ａ、３１ｂを重ねた状態にして、
各ガイド穴３１ａ、３１ｂにボルト３４を挿通し、該ボルト３４の上部をナット３５で締
結可能としている。このような構成により、ナット３５を緩めた状態で各支持アーム３０
ａ、３０ｂのガイド穴３１ａ、３１ｂにおけるボルト３４の締結位置を調整することによ
って、湾曲形成されたガイド板２４の曲率半径を調整することができ、ガイド板２４が所
望の曲率半径となったときにナット３５を締結することにより、ガイド板２４の曲率半径
を固定状態にすることができる。
【００４２】
　このような構成の手引きのこぎり補助具２１を用いて板材２２の角部を湾曲状に切断す
るには、図１０、図１１に示すように、板材２２の裏面における角部の近傍に基板２３を
設置し、基板２３のネジ穴２８に木ネジ２９を捩じ込んで固定する。
【００４３】
　次いで、両方の支持アーム３０ａ、３０ｂを締結しているナット３５を緩めた状態で各
支持アーム３０ａ、３０ｂのガイド穴３１ａ、３１ｂにおけるボルト３４の締結位置を調
整することにより、ガイド板２４の位置や曲率半径を調整し、ガイド板２４が所望の曲率
半径となったときにナット３５を締結する。
【００４４】
　そして、このように調整されたガイド板２４の外側の滑り材２６にのこぎりＮを当てる
と、のこぎりＮはガイド板２４を介して各マグネット２５、２５…に吸着され、ガイド板
２４の湾曲面に倣った湾曲形状を保つ。この状態でのこぎりＮを前後に引くことにより、
のこぎりＮはガイド板２４に吸着された湾曲状態を保ったまま振れずに前後動を行うこと
ができるため、ガイド板２４の曲率半径に倣った切り口Ｋで板材２２の角部を切断するこ
とが可能となる。
【００４５】
　なお、本実施例の手引きのこぎり補助具２１によれば、テーブル等の板材２２の角部を
円弧状に切断するだけではなく、ガイド板２４を支持部３３の周りに周状に移動すると共
に、このガイド板２４の案内でのこぎりＮを操作することにより、円形の形状に切断する
ことも可能である。
【産業上の利用可能性】
【００４６】
　本発明の手引きのこぎり補助具は、手引きのこぎりで木材等の材料を切断する際、その
作業の習熟者でなくても、のこぎりが振れないように案内しつつ、正確な所定角度で直線
状に切断することが可能な手引きのこぎり補助具として利用可能である。
【００４７】
　また、本発明の手引きのこぎり補助具は、手引きのこぎりで木材等の材料を切断する際
、その作業の習熟者でなくても、のこぎりが振れないように案内しつつ、正確な切り口で
円弧状に切断することが可能な手引きのこぎり補助具として利用可能である。
【００４８】
１　手引きのこぎり補助具
２　木材
３　基板
３ａ　押え辺
４　ガイド板
４ａ　折曲面
４ｂ　起立片
５　マグネット
５ａ　ネジ
６　滑り材
７　嵌合溝
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８　ナット
９　延長ガイド部材
９ａ　係止部
９ｂ　ナット
１０　凸部
１１　長尺穴部
１２　ノブ付きのボルト
１３　長ネジ
１３ａ　蝶ネジ
１３ｂ　座金
１５　水平アーム
１５ａ　ピン
１５ｂ　凹部
１６　支持片
１６ａ　ピン
１７　ネジ
１７ａ　角度調整ノブ
１８　角度表示部
１８ａ　角度を示す数字
２１　手引きのこぎり補助具
２２　板材
２３　基板
２４　ガイド板
２４ａ　突出片
２５　マグネット
２６　滑り材
２７　突起
２８　ネジ穴
２９　木ネジ
３０ａ、３０ｂ　支持アーム
３１ａ、３１ｂ　ガイド穴
３２　ピン
３３　支持部
３４　ボルト
３５　ナット
Ｎ　のこぎり
Ｈ　のこぎりの歯
Ｋ　切り口
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