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(57)【要約】
【目的】携帯型の切断機により凹凸を有する板状のワー
クを切断できるようにする。
【構成】携帯型切断機は、上部３０、下部２０および上
部３０の下辺と下部２０の上辺とを結合する、ワークＷ
を案内するための平面形状が矩形状の水平面５０を有す
るガイド部材１０と、下部２０において水平面５０の幅
方向と平行に取付けられた固定軸２２に対し、下部２０
の上辺から上端部２１ａが突出するよう自由回転可能に
取付けられた円板状の下刃２１と、上部３０において固
定軸２２と平行に取付けられた第一回転軸３２に対して
固定された円板状の上刃３１と、第一回転軸３２を回転
させるための携帯電動ドリル２とを備えている。上刃３
１は、下刃２１との間でワークＷを噛み込み可能なよう
に、その下端部３１ａの円板面が下刃２１の上端部の円
板面と対面して配置されている。上刃３１および下刃２
１は、ワークＷを噛み込み可能な刻み目３１ｂ，２１ｂ
を円周面に有している。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　板状のワークを切断するための携帯型切断機であって、
　上部、下部および前記上部の下辺と前記下部の上辺とを結合する、前記ワークを案内す
るための平面形状が矩形状の水平面を有するガイド部材と、
　前記ガイド部材に取付けられた把手と、
　前記下部において前記水平面の幅方向と平行に取付けられた固定軸に対し、前記下部の
上辺から上端部が突出するよう中心部が自由回転可能に取付けられた円板状の下刃と、
　前記上部において前記固定軸と平行に取付けられた回転軸に対し、中心部が固定された
円板状の上刃と、
　前記回転軸を回転させるための駆動機構とを備え、
　前記上刃は、前記下刃との間で前記ワークを噛み込み可能なように、その下端部の円板
面が前記下刃の上端部の円板面と対面するよう配置されており、
　前記上刃および前記下刃のそれぞれは円周面に刻み目を有している、
携帯型切断機。
【請求項２】
　前記下刃に隣接するよう前記固定軸に対して中心部が自由回転可能に取付けられた、前
記下刃よりも小径で厚みが大きな第一円板と、前記上刃に隣接するよう前記回転軸に対し
て中心部が固定された、前記上刃よりも小径で厚みが大きな第二円板とをさらに備え、前
記第一円板および前記第二円板は、それぞれ、円周面の一部が前記上刃および前記下刃の
円周面と隙間を設けて対面している、請求項１に記載の携帯型切断機。
【請求項３】
　前記駆動機構は、前記上部に取付け可能な携帯型電動ドリルと、前記上部に設けられた
、前記携帯型電動ドリルの回転力を前記回転軸へ伝達するためのギヤ機構とを備えており
、前記携帯型電動ドリルが前記把手を兼ねている、請求項１または２に記載の携帯型切断
機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、切断機、特に、板状のワークを切断するための携帯型切断機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　建築材料として用いられる各種の金属板、防水シートおよびシート状壁材などの板状の
ワークは、施工精度を高めるために建築現場において適宜切断しながら用いることができ
れば便利である。そこで、板状のワークを建築現場で切断することができる携帯型の切断
機が提供されている。
【０００３】
　例えば、特許文献１には、車輪を具備した機枠と、この機枠においてワークを噛み込み
可能な状態で刃先を噛み合わせ且つ回転軸心を平行させて回転自在に保持された一対のロ
ータリーカッターと、一対のロータリーカッターを互いに逆回転方向へ回転連動させるギ
ヤ部とを有し、ギヤ部へ回転駆動力を伝える駆動部が機枠に取付られており、また、機枠
または駆動部に対して把手が設けられた携帯型切断機が記載されている。
【０００４】
　この切断機を用いてワークを切断するときは、直線状や円弧状などの所定の切断形状を
有する案内レール上にワークを配置し、このワークに対して車輪が案内レールに沿って移
動可能なように切断機を配置する。また、駆動部からの回転駆動力をギヤ部を介して一対
のロータリーカッターに伝達し、それによって一対のロータリーカッターを互いに逆転方
向へ回転させる。そして、一対のロータリーカッター間にワークの端部を当て、案内レー
ルに沿って車輪を移動させると、一対のロータリーカッターは、その間にワークを噛み込
みながら案内レールの形状に従ってワークを切断する。この際、切断されたワーク片が上
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下方向へ反るとともに左右方向へ開いて行くことになるため、切断機は、案内レールに沿
って円滑に進行させることができ、それによってワークを案内レールに沿って切断するこ
とができる。
【０００５】
【特許文献１】特開２００５－１１８９２８号公報
【０００６】
　特許文献１に記載の切断機は、平坦な板状のワークを切断することはできるが、補強を
目的としたリブが並列して設けられた板状体のような凹凸を有する板状のワークを滑らか
に切断するのは困難である。これは、切断されたワーク片が上下方向へ反ったり左右方向
へ開いたりするのが凹凸により規制されることになるため、ロータリーカッター間にワー
クが詰まり、切断機の進行が妨げられるためである。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明の目的は、携帯型の切断機により凹凸を有する板状のワークを滑らかに切断でき
るようにすることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、板状のワークを切断するための携帯型切断機に関するものであり、この携帯
型切断機は、上部、下部および上部の下辺と下部の上辺とを結合する、ワークを案内する
ための平面形状が矩形状の水平面を有するガイド部材と、ガイド部材に取付けられた把手
と、下部において水平面の幅方向と平行に取付けられた固定軸に対し、下部の上辺から上
端部が突出するよう中心部が自由回転可能に取付けられた円板状の下刃と、上部において
固定軸と平行に取付けられた回転軸に対し、中心部が固定された円板状の上刃と、回転軸
を回転させるための駆動機構とを備えている。上刃は、下刃との間でワークを噛み込み可
能なように、その下端部の円板面が下刃の上端部の円板面と対面するよう配置されており
、また、上刃および下刃のそれぞれは円周面に刻み目を有している。
【０００９】
　この携帯型切断機を使用するときは、駆動機構により回転軸を回転させて上刃を回転状
態に設定する。そして、上刃と下刃との間にワークを水平に当接させ、把手を持ってガイ
ド部材をワークの切断方向に移動させると、ワークは、上刃の刻み目と下刃の刻み目とに
より上刃と下刃との間に噛み込まれ、また、下刃は、上刃の回転に追従して上刃の回転方
向の逆方向に固定軸を中心として回転する。これにより、切断機は、ワークの切断方向へ
の推進力が加わり、ワークの切断方向へ滑らかに進行させることができる。そして、ワー
クは、切断されたワーク片がガイド部材の水平面により案内されながら、ガイド部材の移
動方向に従って上刃および下刃により滑らかに切断される。
【００１０】
　本発明に係る携帯型切断機の一形態では、下刃に隣接するよう上記固定軸に対して中心
部が自由回転可能に取付けられた、下刃よりも小径で厚みが大きな第一円板と、上刃に隣
接するよう上記回転軸に対して中心部が固定された、上刃よりも小径で厚みが大きな第二
円板とをさらに備え、第一円板および第二円板は、それぞれ、円周面の一部が上刃および
下刃の円周面と隙間を設けて対面している。
【００１１】
　このような第一円板および第二円板をさらに備えている場合、上刃と下刃とにより切断
されたワーク片は、下刃に押されて跳ね上がるのが抑制されるとともに上刃に押されて下
降するのが抑制され、同時に左右方向へ開いて行くのが抑制される。したがって、この形
態の携帯型切断機は、ワークをより滑らかにかつ安定に切断することができる。
【００１２】
　本発明の携帯型切断機において、駆動機構は、例えば、ガイド部材の上部に取付け可能
な携帯型電動ドリルと、ガイド部材の上部に設けられた、携帯型電動ドリルの回転力を回



(4) JP 2010-89229 A 2010.4.22

10

20

30

40

50

転軸へ伝達するためのギヤ機構とを備えており、携帯型電動ドリルが把手を兼ねている。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明の携帯型ワーク切断機は、上述のように構成されているため、平坦な板状のワー
クに加え、凹凸を有する板状のワークも滑らかに切断することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　図１から図５を参照して、本発明の携帯型切断機の一形態を説明する。図において、携
帯型切断機１は、携帯型電動ドリル２を駆動装置として用いて板状のワークＷを切断する
ためのものであり、携帯型電動ドリル２を装着可能なガイド部材１０を備えている。
【００１５】
　ガイド部材１０は、下部２０と上部３０とを有している。下部２０は矩形状の厚板部材
であり、また、上部３０は、下辺の長さが下部２０の長手方向の長さと同じに設定されて
おりかつ上辺が傾斜した概ね三角形状の厚板部材である。下部２０は長手方向を水平方向
とした起立状態に配置されており、また、上部３０は、下部２０と間隔を設けて起立状態
で平行に配置されている。そして、下部２０の上辺と上部３０の下辺とは、一端側に隙間
４０を設けた状態で厚板部材からなる水平面５０により一体的に結合している。この水平
面５０は、平面形状が下部２０の長手方向に延びる矩形状である。
【００１６】
　下部２０は、隙間４０において、下刃２１が装着されている。この下刃２１は、円板状
に形成されており、下部２０において、水平面５０の幅方向と平行に取付けられた固定軸
２２に対して中心部が自由回転可能に取付けられている。また、下刃２１は、上端部２１
ａが下部２０の上辺から突出するように取付けられている。この突出量（図４のＰ）は、
通常、下刃２１の半径の０．０４～０．１２倍に設定するのが好ましく、０．０５～０．
０７倍に設定するのが特に好ましい。
【００１７】
　下刃２１は、図５に示すように、円周面において刻み目２１ｂを有している。この刻み
目２１ｂは、軸方向と平行な多数の溝からなるものである。
【００１８】
　上部３０は、上辺が隙間４０側から水平面５０側に向けて下降するように傾斜しており
、上刃３１、ギヤ機構６０および携帯型電動ドリル２の固定片７０を有している。
【００１９】
　上刃３１は、下刃２１と直径が実質的に同一の円板状に形成されており、上部３０にお
いて、好ましくは固定軸２２の真上に取付けられた固定軸２２と平行な第一回転軸３２に
対して中心部が固定されている。このため、上刃３１は、第一回転軸３２の回転に伴って
回転可能である。
【００２０】
　ここで、上刃３１は、下刃２１との間でワークＷを噛み込み可能なように、その下端部
３１ａの円板面が下刃２１の上端部２１ａの円板面と微小な間隔Ｄ（図５）を設けて対面
するよう配置されている。上刃３１の位置は、下端部３１ａが下部２０の上辺よりも上に
位置するように調整するのが好ましい。また、間隔Ｄは、通常、０．０１～０．３ｍｍに
設定するのが好ましい。
【００２１】
　上刃３１は、図５に示すように、円周面において刻み目３１ｂを有している。この刻み
目３１ｂは、軸方向と平行な多数の溝からなるものである。
【００２２】
　ギヤ機構６０は、上部３０において、上刃３１の装着面の裏面側に設けられており、第
一ギヤ部６１と、第二ギヤ６２とを主に有している。第一ギヤ部６１は、環状歯車６３と
、この環状歯車６３と上部３０の裏面との間に配置された円板状の出力歯車６４とを有し
ており、環状歯車６３および出力歯車６４は、上部３０において第一回転軸３２と平行に
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設けられた第二回転軸６５に対して同軸に固定されている。環状歯車６３は、携帯型電動
ドリル２に対して着脱可能なシャフト３を有する入力歯車６６が噛み合っており、この入
力歯車６６は環状歯車６３と傘歯車を形成している。出力歯車６４は、環状歯車６３の回
転に伴って回転可能なものである。第二ギヤ６２は、第一回転軸３２に固定された円板状
の歯車であり、出力歯車６４と噛み合っている。
【００２３】
　固定片７０は、上部３０の傾斜した上辺に対し、上刃３１の装着面の裏面方向に直交し
て固定された板状の部材であり、シャフト３を回転可能に貫通させて保持するための挿入
孔７１と、携帯型電動ドリル２の保持部７２とを備えている。保持部７２は、Ｙ字状に形
成された部材であり、携帯型電動ドリル２の把手４を付勢力により挟むことでガイド部材
１０を携帯型電動ドリル２に対して安定に保持するためのものである。
【００２４】
　本形態の携帯型切断機１は、固定片７０の挿入孔７１に携帯型電動ドリル２のシャフト
３が挿入され、このシャフト３が入力歯車６６に装着されている。そして、携帯型電動ド
リル２のシャフト３が装着されたガイド部材１０は、保持部７２により携帯型電動ドリル
２の把手４に対して保持されている。
【００２５】
　上述の携帯型切断機１により板状のワークＷを切断するときは、携帯型電動ドリル２を
作動させ、シャフト３を回転させる。これにより、入力歯車６６が回転し、この回転力は
環状歯車６３を通じて出力歯車６４に伝達される。そして、出力歯車６４に伝達された回
転力は第二ギヤ６２を介して第一回転軸３２を回転させ、上刃３１を図２の反時計方向（
矢印Ｒ方向）に回転させる。
【００２６】
　この状態で携帯型電動ドリル２の把手４を保持し、図２に示すように、ワークＷの端部
を上刃３１と下刃２１との間に挟むようにしてガイド部材１０をワークＷの切断方向（例
えば、図２の矢印Ｍ方向）へ緩やかに移動させる。これにより、下刃２１が上刃３１の回
転に追従して反対方向（すなわち、図２の時計方向）に回転し、ワークＷは、上刃３１の
刻み目３１ｂと下刃２１の刻み目２１ｂとにより上刃３１と下刃２１との間に噛み込まれ
る。そして、このようにワークＷを噛み込んだ携帯型切断機１は、回転する上刃３１と下
刃２１とにより切断方向への推進力が加わることになり、ワークＷを上刃３１により上側
から、また、下刃２１により下側から同時に切断する。この際、ワークＷの切断片は、水
平面５０上を滑って案内されるため、ガイド部材１０が直線状や曲線状などの切断方向へ
進行するのを妨げにくい。
【００２７】
　上述の携帯型切断機１は、金属、樹脂若しくは無機質建材等からなる平坦な板状やシー
ト状のワークの他、凹凸を有する板状のワーク、例えば、図６に示すような山谷状に屈曲
したワークＷや図７に示すような補強を目的とした多数のリブ８０が並列して設けられた
板状のワークＷを切断することもできる。因みに、携帯型切断機１は、図６および図７に
一点鎖線矢印で示すように、山若しくは谷が延びる方向またはリブ８０が延びる方向にこ
れらのワークＷを切断することができる。
【００２８】
　上述の携帯型切断機１は、図８に示すように、下刃２１に隣接した第一円板２３と、上
刃３１に隣接した第二円板３３とをさらに備えていてもよい。第一円板２３は、下部２０
との間に下刃２１を挟むように固定軸２２に対して中心部が自由回転可能に取付けられた
ものであり、下刃２３よりも厚みが大きく設定されており、また、その円周面の一部が上
刃３１の円周面と隙間を設けて対面するよう下刃２１よりも小径に設定されている。一方
、第二円板３３は、上部３０との間に上刃３１を挟むように第一回転軸３２に対して中心
部が固定されており、上刃３１よりも厚みが大きく設定されており、また、その円周面の
一部が下刃２１の円周面と隙間を設けて対面するよう上刃３１よりも小径に設定されてい
る。
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【００２９】
　この変形例に係る携帯型切断機１を用いてワークを切断する際、ワークは、上刃３１の
刻み目３１ｂと下刃２１の刻み目２１ｂとにより上刃３１と下刃２１との間に噛み込まれ
、上刃３１により上側から、また、下刃２１により下側から同時に切断される。そして、
切断されたワーク片は、第二円板３３の円周面に当接することで下方への押圧力が加わる
とともに第一円板２３の円周面に当接することで押し上げ方向の力が加わることになるた
め、下刃２１に押されて上方へ跳ね上がるのが効果的に抑制されるとともに上刃３１に押
されて下方へ下降するのが効果的に抑制され、同時に左右方向へ開くのが抑制される。こ
のため、この変形例によれば、下刃２１と上刃３１との間で切断中のワークが詰まりにく
くなり、ワークをより滑らかにかつ安定に切断することができる。
【００３０】
　また、上述の実施の形態に係る携帯型切断機１は、固定片７０に対して携帯型電動ドリ
ル２を装着し、その把手４をガイド部材１０の把手として兼用しているが、携帯型電動ド
リル２に代えて携帯型の電動ドライバーを用いた場合も本発明を同様に実施することがで
きる。
【００３１】
　本発明の携帯型切断機は、携帯型電動ドリルや携帯型電動ドライバーを用いずに、専用
のモータを駆動機構として用いて上刃を回転させることもできる。この場合、ガイド部材
の例えば上部に対し、適当な把手を設ける。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】本発明の実施の一形態に係る携帯型切断機の全体斜視図。
【図２】前記携帯型切断機の部分斜視図。
【図３】図２の矢印ＩＩＩ方向から見た図。
【図４】図２の矢印ＩＶ方向から見た図。
【図５】図４の部分拡大図。
【図６】前記携帯型切断機により切断可能なワークの一例の斜視図。
【図７】前記携帯型切断機により切断可能なワークの他の例の斜視図。
【図８】前記携帯型切断機の変形例の図４に相当する図。
【符号の説明】
【００３３】
１　携帯型切断機
２　携帯型電動ドリル
４　把手
１０　ガイド部材
２０　下部
２１　下刃
２１ａ　上端部
２１ｂ　刻み目
２２　固定軸
２３　第一円板
３０　上部
３１　上刃
３１ａ　下端部
３１ｂ　刻み目
３２　第一回転軸
３３　第二円板
５０　水平面
６０　ギヤ機構
Ｗ　ワーク
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