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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
切断材に当接させるベースと、該ベースの上面側に支持された切断機本体を備え、該切断
機本体は駆動源としての電動モータと、該電動モータにより回転する円形の切断刃と使用
者が把持するハンドル部を備え、前記切断刃の前記ベースの下面側に突き出した部分を前
記切断材に切り込ませて切断加工を行う切断工具であって、
　前記切断機本体に、電源としての充電式のバッテリを着脱可能かつ外部から目視可能な
露出状態で取り付けるためのバッテリ取り付け部を２箇所備えており、
　２箇所の前記バッテリ取り付け部は、前記ハンドル部よりも下方領域であり。かつ、前
記切断刃の面方向について前記電動モータの後方において、前記バッテリを前記切断刃の
面方向に沿って横並び状態で取り付け可能とし、該電動モータの直ぐ後方のバッテリは前
記ハンドル部の下方に取り付けられ、他方のバッテリは前記ハンドル部より後方にはみ出
して取り付けられる構成とした切断工具。
【請求項２】
請求項１記載の切断工具であって、前記バッテリ取り付け部は、直方体形のバッテリの最
短辺を上下方向にして取り付け可能な構成とした切断工具。
【請求項３】
請求項１又は２に記載した切断工具であって、前記バッテリ取り付け部の取り付け方向を
前記切断刃の面直方向に一致させた切断工具。
【請求項４】
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請求項１～３の何れか１項に記載した切断工具であって、前記バッテリ取り付け部の取り
付け方向を前記ハンドル部に対して少なくとも４５°の角度を持たせた切断工具。
【請求項５】
請求項１～４の何れか１項に記載した切断工具であって、前記切断機本体は、前記ベース
に対して上下に位置変更可能に支持されて前記切断刃の前記ベース下面側への突き出し量
を変更して前記切断材に対する前記切断刃の切り込み深さを調整可能とする切り込み深さ
調整機構を備えており、該切り込み深さ調整機構を、前記切断刃と前記ハンドル部との間
に備えた切断工具。
                                                                                
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば木材の切断加工に用いられる充電式の切断工具であって、主として手
持ち式の切断工具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　充電式のバッテリを電源として用いる手持ち式の切断工具に関する技術が下記の特許文
献に開示されている。携帯マルノコと称されるこの種の切断工具は、切断材の上面に当接
させるベースと、ベースの上面側に支持された切断機本体を備えている。切断機本体は、
駆動源としての電動モータと、回転する円形の切断刃と、切断刃の主として上側半周を覆
う本体ケースと、切断刃の主として下側半周を覆う開閉式の可動カバーと、使用者が把持
するハンドル部を備えている。ハンドル部を把持した使用者により当該切断工具を切断進
行方向へ移動させて、ベースの下面側に突き出された切断刃を切断材に切り込ませていく
ことにより切断加工が行われる。
　この種の切断工具に限らず、電動工具のバッテリには、出力電圧が例えば１８Ｖや３６
Ｖのものが提供されている。主として手持ち工具で比較的小形で小出力の機種であれば１
８Ｖ出力のバッテリ（１８Ｖバッテリ）が用いられ、より高出力を要する比較的大形（高
出力）の切断工具等の場合にはより大形の３６Ｖ出力のバッテリ（３６Ｖバッテリ）が用
いられる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１０－２０１５９８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、従来３６Ｖバッテリを専用電源とする高出力の切断工具について、１８
Ｖバッテリを流用することができないため、使用者は高出力の切断工具専用の３６Ｖバッ
テリを別途用意せざるを得ず、この点でコスト高になる問題があり、また高出力の切断工
具の取り扱い性をより高める余地があった。
　そこで、本発明は、比較的高出力の切断工具の電源として低出力用のバッテリを利用で
きるようにすることで、当該切断工具の利便性及び取り扱い性を一層高めることを目的と
する。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　第１の発明は、切断材に当接させるベースと、ベースの上面側に支持された切断機本体
を備え、切断機本体は駆動源としての電動モータと、電動モータにより回転する円形の切
断刃と使用者が把持するハンドル部を備え、切断刃のベースの下面側に突き出した部分を
切断材に切り込ませて切断加工を行う切断工具であって、切断機本体に、電源としての充
電式のバッテリを着脱可能かつ外部から目視可能な露出状態で取り付けるためのバッテリ
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取り付け部を複数箇所備えた切断工具である。
　第１の発明によれば、低出力用のバッテリを２個取り付けて高出力の切断工具を利用す
ることができ、これにより低出力用のバッテリを有効利用できるとともに、高出力の切断
工具の利便性及び取り扱い性を一層高めることができる。
　第２の発明は、第１の発明において、２箇所のバッテリ取り付け部は、２個のバッテリ
を切断進行方向に横並び状態で取り付け可能な構成とした切断工具である。
　第２の発明によれば、２個のバッテリをその長手方向を切断進行方向に交差させてその
短手方向を切断進行方向に沿わせた横並び状態で取り付けられるので、当該２個のバッテ
リを切断進行方向にコンパクトに取り付けることができ、ひいてはバッテリ取り付け状態
の当該切断工具の切断進行方向についてのコンパクト化を図ることができる。
　第３の発明は、第１又は第２の発明において、バッテリ取り付け部は、直方体形のバッ
テリの最短辺を上下方向にして取り付け可能な構成とした切断工具である。
　第３の発明によれば、２個のバッテリを上下方向にコンパクトに取り付けることができ
、これによりバッテリ取り付け状態の当該切断工具の上下方向についてのコンパクト化を
図ることができる。
　第４の発明は、第１～第３の何れか１つの発明において、ハンドル部よりも下方領域に
バッテリを取り付け可能な切断工具である。
　第４の発明によれば、使用者がハンドル部を把持する際に２個のバッテリが邪魔になる
ことがなく、ハンドル部の良好な把持性を確保することができる。
　第５の発明は、第１～第４の何れか１つの発明において、バッテリ取り付け部の取り付
け方向を切断刃の面直方向に一致させた切断工具である。
　第５の発明によれば、切断刃の側方からバッテリを取り付けることができ、逆に切断刃
の側方へバッテリを移動させて取り外すことができるので、ブレードケースの反モータ側
を下にした姿勢で切断工具を床に置いた場合、バッテリのバッテリ取り付け部に対する取
り付け、取り外しを楽に行うことができる。
　第６の発明は、第１～第５の何れか１つの発明において、バッテリ取り付け部の取り付
け方向を前記ハンドル部に対して少なくとも４５°の角度を持たせた切断工具である。
　第６の発明によれば、一方の手でハンドル部を把持し、他方の手でバッテリを把持した
場合、バッテリのバッテリ取り付け部に対する取り付け、取り外しを楽に行うことができ
る。
　第７の発明は、第１～第６の発明の何れか一つの発明において、切断機本体は、ベース
に対して上下に位置変更可能に支持されて切断刃のベース下面側への突き出し量を変更し
て切断材に対する切断刃の切り込み深さを調整可能とする切り込み深さ調整機構を備えて
おり、この切り込み深さ調整機構を、切断刃とハンドル部との間に備えた切断工具である
。
　第７の発明によれば、バッテリを複数箇所備えたことでハンドル部下方が大形化し、デ
プスガイドの最適配置が困難になってしまったことを克服できる。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
【図１】本発明の実施形態に係る切断工具の全体正面図である。
【図２】本発明の実施形態に係る切断工具を図１中矢印(II)方向から見た平面図である。
【図３】本発明の実施形態に係る切断工具を図２中矢印(III)方向から見た背面図である
。
【図４】本発明の実施形態に係る切断工具を図３中矢印(IV)方向から見た下面図である。
本図は、２つのバッテリを取り外した状態を示している。本図では、ベースが省略されて
いる。
【図５】本発明の実施形態に係る切断工具の縦断面図であって、図１中(V)-(V)線断面矢
視図である。
【図６】バッテリ単体の斜視図である。
【発明を実施するための形態】



(4) JP 6084474 B2 2017.2.22

10

20

30

40

50

【０００７】
　次に、本発明の実施形態を図１～図６に基づいて説明する。図１は、本実施形態に係る
充電式の切断工具１を示している。この切断工具１は、携帯マルノコとも称される手持ち
式の切断工具で、切断材Ｍの上面に当接させる矩形平板形状のベース２と、ベース２の上
面側に支持した切断機本体１０を備えている。
　切断機本体１０は、駆動源としての電動モータ１１と、電動モータ１１により回転する
円形の切断刃１２を備えている。切断刃１２の上側半周の範囲はブレードケース１３で覆
われている。切断刃１２の下側半周の範囲は可動カバー１４で覆われている。この可動カ
バー１４は切断刃１２の周囲に沿って開閉可能に設けられている。この可動カバー１４は
、切断加工の進行により切断材Ｍの端面に当接して図１中時計回り方向に回転して開かれ
る他、その上端部に設けた開放レバー１４ａを把持して手動操作により開閉させることが
できる。
　図２及び図５に示すようにブレードケース１３の左側面（背面）には、減速ギヤ部１５
を経て電動モータ１１が取り付けられている。電動モータ１１のモータ軸線Ｊは、切断進
行方向に対して直行している。減速ギヤ部１５の出力軸（スピンドル１６）はブレードケ
ース１３内に突き出されており、この突き出し部分に切断刃１２が取り付けられている。
【０００８】
　電動モータ１１の上部には、使用者が把持するループ形のハンドル部２０が設けられて
いる。図１において切断工具１の左側（図３において右側）であって切断進行方向後側に
使用者が位置してハンドル部２０を把持する。
　図３に示すようにこのハンドル部２０は、前側の縦部２１と、縦部２１の上部から後方
へ下る方向に傾斜した把持部２２と、縦部２１の下部と把持部２２の後部を結合する基台
部２３からなる概ね山形を有している。縦部２１には、フロントグリップ部２４が前方へ
突き出す状態に設けられている。把持部２２の前端下面に、トリガ形式のスイッチレバー
２２ａが設けられている。把持部２２を把持した手の指先でこのスイッチレバー２２ａを
上方へ引き操作すると電動モータ１１が起動して切断刃１２が回転する。スイッチレバー
２２ａの上方には、当該スイッチレバー２２ａの非操作状態をロックするためのロックオ
フレバー２２ｂが設けられている。このロックオフレバー２２ｂの左右両端部は、把持部
２２の左右両側部に突き出されて、左右何れからでも操作できるようになっている。この
ロックオフレバー２２ｂを下方に押し下げ操作することでロック状態が解除されてスイッ
チレバー２２ａを引き操作できるようになる。このようなロックオフ機能により不用意な
誤操作を防止することができる。
【０００９】
　切断機本体１０は、上下傾動支軸１７を介してベース２に対して上下に傾動可能に支持
されている。ベース２に対して切断機本体１０の上下傾動位置を変更することにより、切
断刃１２のベース２の下面側への突き出し量を変更することができ、これにより切断刃１
２の切断材Ｍに対する切り込み深さを調整することができる。
　図２に示すようにハンドル部２０とブレードケース１３との間のスペースであって減速
ギヤ部１５の後方スペースには、切断刃１２の切断材Ｍに対する切り込み深さを調整する
ための切り込み深さ調整機構１８が設けられている。この切り込み深さ調整機構１８は、
ベース２の上面に上方へ長く延びる状態に設けられたデプスガイド１８ａと、このデプス
ガイド１８ａにブレードケース１３を固定するための固定ねじ１８ｂを備えている。図５
において符号１８ａａを付して示したがデプスガイド１８ａには、上記した上下傾動支軸
１７を中心とする円弧に沿ったガイド溝孔１８ａａが形成されている。このガイド溝孔１
８ａａに、固定ねじ１８ｂが挿通されている。この固定ねじ１８ｂはブレードケース１３
の背面に締め込まれている。固定ねじ１８ｂには回転操作用の固定レバー１８ｃが取り付
けられている。この固定レバー１８ｃを把持して固定ねじ１８ｂを一定角度回転させるこ
とにより、当該固定ねじ１８ｂをブレードケース１３の背面に締め付け、逆に緩めること
ができる。固定ねじ１８ｂを締め付けることにより、切断機本体１０のベース２に対する
上下傾動位置が固定され、従ってベース２の下面側への切断刃１２の突き出し量（切断材
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Ｍに対する切り込み深さ）が固定される。図１及び図３に示す状態は、ベース２に対して
切断機本体１０が最も下方の傾動位置に固定されて切断刃１２の切り込み深さが最大に調
整された状態を示している。図１及び図３に示す状態よりも切断機本体１０をベース２に
対して上方の傾動位置に移動させることにより、切断刃１２の切り込み深さを小さくする
ことができる。
【００１０】
　ハンドル部２０の後部（使用者側）であって把持部２２の後部かつ基台部２３の後部に
は、バッテリ取り付け基台部３０が設けられている。図４に示すようにこのバッテリ取り
付け基台部３０は、電動モータ１１の後方に張り出す状態に設けられている。図３に示す
ようにこのバッテリ取り付け基台部３０は、概ね平板形を有し、ハンドル部２０の基台部
２３の後部から後方へ向けて上側へ変位する方向に傾斜した向きに設けられている。この
ように後方に向かって斜め上方に傾けて設けられたバッテリ取り付け基台部３０により、
図３に示すように切断刃１２の切り込み深さを最大にした状態では、前側のバッテリＢ１
に対して後側のバッテリＢ２がより上側へ変位した位置に取り付けられた状態となる。こ
れにより、上下傾動支軸１７を中心にして切断機本体１０をベース２に対してより上側へ
傾動させることにより切り込み深さを小さくした状態であっても、特に後側のバッテリＢ
２がベース２に干渉しないようになっており、ひいては当該切断工具１の切り込み深さ調
整機構１８が確実に機能されるようになっている。
　図４に示すようにバッテリ取り付け基台部３０の下面には、２つのバッテリ取り付け部
３１，３２が設けられている。２つのバッテリ取り付け部３１，３２には、それぞれスラ
イド取り付け形式のバッテリＢ１，Ｂ２が取り付けられる。
　図６に示すように２つのバッテリＢ１，Ｂ２は、それぞれバッテリケース内に複数本の
バッテリセルを収容した１８Ｖ出力のリチウムイオンバッテリで、当該切断工具１から取
り外して、別途用意した充電器により充電することにより繰り返し電源として使用するこ
とができる。両バッテリＢ１，Ｂ２は、その上面に左右一対のレール部Ｂ１ｂ，Ｂ１ｃ，
Ｂ２ｂ，Ｂ２ｃを備えている。左右のレール部Ｂ１ｂ，Ｂ１ｃ間、Ｂ２ｂ，Ｂ２ｃ間には
、それぞれ正負の接続端子Ｂ１ｄ，Ｂ１ｅ，Ｂ２ｄ，Ｂ２ｅを備えている。正負の接続端
子Ｂ１ｄ，Ｂ１ｅ間、及び正負の接続端子Ｂ２ｄ，Ｂ２ｅ間には、充電器との間で制御信
号を送受信するためのコネクタＢ１ｆ，Ｂ２ｆを備えている。
　また、バッテリＢ１，Ｂ２の上面の取り外し方向手前側の端部には、当該バッテリＢ１
，Ｂ２のバッテリ取り付け部３１，３２に対する取り付け状態をロックするためのロック
爪Ｂ１ｇ，Ｂ２ｇが上下に進退可能に設けられている。
　本実施形態では、２つの１８ＶバッテリＢ１，Ｂ２が直列に接続されて３６Ｖバッテリ
として利用される。従って電動モータ１１は、直列接続された２つの１８ＶバッテリＢ１
，Ｂ２により出力される３６Ｖ電源により動作する。
【００１１】
　図４に示すように両バッテリ取り付け部３１，３２には、それぞれ前後方向に一対のレ
ール部３１ａ，３１ａ，３２ａ，３２ａと、正負の接続端子３１ｂ，３１ｃ，３２ｂ，３
２ｃが設けられている。前後一対のレール部３１ａ，３１ａ，３２ａ，３２ａに、バッテ
リＢ１，Ｂ２のレール部Ｂ１ｂ，Ｂ１ｃ，Ｂ２ｂ，Ｂ２ｃをそれぞれ係合させて、当該バ
ッテリＢ１，Ｂ２をスライドさせて機械的に取り付け可能、逆に取り外し可能となってい
る。また、正負の接続端子３１ｂ，３１ｃ，３２ｂ，３２ｃに、バッテリＢ１，Ｂ２の正
負の接続端子Ｂ１ｄ，Ｂ１ｅ，Ｂ２ｄ，Ｂ２ｅがそれぞれ接続されることにより当該バッ
テリＢ１，Ｂ２が電気的に接続される。
　また、両バッテリ取り付け部３１，３２の左側部には、バッテリＢ１，Ｂ２に設けたロ
ック爪Ｂ１ｇ，Ｂ２ｇを係合させてその取り付け状態をロックするための爪係合部３１ｄ
，３２ｄが設けられている。
　図４，６において白抜きの矢印で示すように、両バッテリ取り付け部３１，３２に対し
てバッテリＢ１，Ｂ２を図４において下向き（取り付け方向）に移動させることにより、
当該両バッテリＢ１，Ｂ２をそれぞれバッテリ取り付け部３１，３２に取り付けることが
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できる。逆に、両バッテリ取り付け部３１，３２に対してバッテリＢ１，Ｂ２を図４にお
いて上向き（取り外し方向）に移動させることにより、当該両バッテリＢ１，Ｂ２をバッ
テリ取り付け部３１，３２から取り外すことができる。
　図３に示すように、両バッテリＢ１，Ｂ２の取り外し方向前面には、バッテリ取り付け
部３１，３２の爪係合部３１ｄ，３２ｄに対するロック爪Ｂ１ｇ，Ｂ２ｇの係合状態を解
除するためのロック解除ボタンＢ１ａ，Ｂ２ａが設けられている。
【００１２】
　図６に示すようにバッテリＢ１，Ｂ２の外形寸法について、長手方向の長さＬ、幅Ｗ、
高さＨとすると、当該両バッテリＢ１，Ｂ２は長さＬ＞幅Ｗ＞高さＨの大小関係にある概
ね直方体形状を有している。両バッテリＢ１，Ｂ２は、バッテリ取り付け基台部３０に対
して長手方向を左右方向に沿わせた横向きで切断進行方向前後に並んだ横並び状態に取り
付けられる。また、図３に示すようにバッテリ取り付け基台部３０に対する取り付け状態
で、両バッテリＢ１，Ｂ２はその最も短い辺（高さＨ）である高さ方向を上下にした向き
で取り付けられる。
　２つのバッテリＢ１，Ｂ２のバッテリ取り付け部３１，３２に対する取り付け、取り外
し方向は、切断刃１２の面方向に対して直行する方向（面直方向）に一致しており、従っ
てモータ軸線Ｊ及びスピンドル１６の軸線方向に対して平行な方向となっている。
　バッテリ取り付け部３１，３２に取り付けたバッテリＢ１，Ｂ２の電力は、主として電
源回路を含むコントローラＣを経て電動モータ１１に供給される。図５に示すようにコン
トローラＣは、ハンドル部２０の基台部２３内に収容されている。基台部２３の内部は、
電動モータ１１の内部と連通されている。このため、図５中白抜きの矢印で示すように電
動モータ１１の冷却ファン１１ｂの回転により、モータハウジング後面に設けた吸気口１
１ａ～１１ａ（図３参照）を経て吸入されたモータ冷却風は、そのまま当該基台部２３内
に導入されて、コントローラＣを冷却するための冷却風として利用される。図３に示すよ
うに使用者から見て基台部２３の左側部には、排気口２３ａ～２３ａが設けられている。
基台部２３内に導入されたモータ冷却風は、この排気口２３ａ～２３ａを経て外部に排気
される。
【００１３】
　以上のように構成した本実施形態に係る充電式の切断工具１によれば、低出力用の１８
ＶバッテリＢ１，Ｂ２を２個取り付けて定格電圧３６Ｖの電動モータ１１を駆動源とする
高出力の切断工具１を利用することができ、これにより低出力用の１８ＶバッテリＢ１，
Ｂ２を有効利用できるとともに、高出力の切断工具１の利便性及び取り扱い性を一層高め
ることができる。特に、予備バッテリ等を含めて現在広く普及している１８Ｖバッテリを
流用することができ、これにより高価な３６Ｖバッテリを別途購入することなく３６Ｖ仕
様で高出力の切断工具１を利用でき、これにより切断作業の低コスト化及び作業性の向上
を図ることができる点で顕著な作用効果を得ることができる。
　また、２箇所のバッテリ取り付け部３１，３２には、２個のバッテリＢ１，Ｂ２を、そ
の長手方向（長さＬ方向）を切断進行方向に交差させてその短手方向（幅Ｗ方向）を切断
進行方向に沿わせた横並び状態で取り付ける構成となっている。このことから、２個のバ
ッテリＢ１，Ｂ２を切断進行方向にコンパクトに取り付けることができ、ひいてはバッテ
リ取り付け状態の当該切断工具１の切断進行方向についてのコンパクト化を図ることがで
きる。さらに、２つのバッテリＢ１，Ｂ２は、その最短辺である高さＨ方向を上下方向に
した向きで取り付けられる構成であるので、当該２個のバッテリＢ１，Ｂ２を上下方向に
コンパクトに取り付けることができ、これによりバッテリ取り付け状態の当該切断工具１
の上下方向についてのコンパクト化を図ることができる。
　また、例示した切断工具１によればハンドル部２０よりも下方領域にバッテリＢ１，Ｂ
２を取り付ける構成であるので、使用者がハンドル部２０を把持する際に２個のバッテリ
Ｂ１，Ｂ２が邪魔になることがなく、ハンドル部２０の良好な把持性ひいては当該切断工
具１の良好な取り扱い性を確保することができるとともに、使用者がグリップ部２２を把
持した際に、比較的重量物である電動モータ１１とバッテリＢ１，Ｂ２が把持した手の前
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側と後側に位置することになるため、把持した際の重量バランスが取られて当該ハンドル
部２０の把持性、ひいては当該切断工具１の使い勝手、作業性及び取り扱い性を高めるこ
とができる。
【００１４】
　さらに、２つのバッテリＢ１，Ｂ２のバッテリ取り付け部３１，３２に対する取り付け
、取り外し方向は、切断刃１２の面方向に対して直行する方向（面直方向）に一致してお
り、従ってモータ軸線Ｊ及びスピンドル１６の軸線方向に対して平行な方向となっている
。このため、バッテリＢ１，Ｂ２を切断刃１２の側方から移動させてバッテリ取り付け部
３１，３２に取り付けることができ、逆に切断刃１２の側方へバッテリＢ１，Ｂ２を移動
させて取り外すことができるので、当該バッテリＢ１，Ｂ２のバッテリ取り付け部３１，
３２に対する取り付け、取り外し操作を迅速かつ楽に行うことができる。
　また、例示した切断工具１によれば、切断機本体１０がベース２に対して上下に位置変
更可能に支持されて切断刃１２のベース２の下面側への突き出し量を変更して切断材Ｍに
対する切断刃１２の切り込み深さを調整可能とする切り込み深さ調整機構１８を備えてい
る。この切り込み深さ調整機構１８を構成する主としてデプスガイド１８ａと固定レバー
１８ｃが、切断刃１２を覆うブレードケース１３とハンドル部２０との間に配置されてい
る。このため、仮にこの種の調整機構（主としてデプスガイド）をブレードケース内に配
置した構成に比して空きスペースを有効活用しつつ、切断粉の付着等による作動不良を未
然に防ぐことができ、この点で切断工具１の耐久性及びメンテナンス性を高めることがで
きる。
【００１５】
　以上説明した実施形態には種々変更を加えることができる。例えば、バッテリＢ１，Ｂ
２の取り付け、取り外し方向を切断刃１２の面直方向に直行する方向に一致させた構成を
例したが、切断刃１２の面方向に対して傾斜する方向であって取り付け方向に向けて下る
方向に移動させて取り付ける構成としてもよい。係る構成によれば、バッテリ取り付け部
に対してバッテリＢ１，Ｂ２を斜め下方に向けてスライドさせて取り付けることができ、
逆にバッテリ取り付け部からバッテリＢ１，Ｂ２を斜め上方へスライドさせて取り外すこ
とができるので、バッテリＢ１，Ｂ２のバッテリ取り付け部に対する取り付け、取り外し
を迅速かつ楽に行うことができる。
　バッテリＢ１，Ｂ２の取り付け、取り外し時の取り扱い性を考慮すれば、その取り付け
、取り外し方向を例示した面直方向（傾斜角度ゼロ°）とする構成の他、面直方向に対し
て４５°以内の角度で傾斜する方向に沿って取り付け、取り外しする構成とすることがで
きる。
　また、２つのバッテリＢ１，Ｂ２を切断進行方向前後に横並び状態で取り付ける構成を
例示したが、その長手方向を切断進行方向に沿わせた縦並び状態で取り付ける構成として
もよい。また、取り付ける部位についてはハンドル部２０の後部とする構成を例示したが
、ハンドル部２０の前部、左右側部等のその他の部位に変更することもできる。
　さらに、１８Ｖ仕様のバッテリＢ１，Ｂ２を２つ取り付けて、３６Ｖ出力の切断工具１
を動作させる構成を例示したが、例えば１４．４Ｖ仕様等その他の出力電圧のバッテリを
複数個取り付けて合計電圧を定格電圧とする電動モータの電源とすることができる。要は
、より広く普及しているバッテリを複数個取り付けてその合計電圧を定格電圧とする電動
モータの電源とすることにより、使用者が予備バッテリ等として所有する複数個のバッテ
リを有効に活用してより高出力の切断工具１を利用することができ、これによりバッテリ
コストを抑制しつつ高出力の切断工具の普及を図ることができる。
【符号の説明】
【００１６】
Ｍ…切断材
１…切断工具
２…ベース
１０…切断機本体
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１１…電動モータ、１１ａ～１１ａ…吸気口
１２…切断刃
１３…ブレードケース
１４…可動カバー、１４ａ…開放レバー
１５…減速ギヤ部
１６…スピンドル
１７…上下傾動支軸
１８…切り込み深さ調整機構
１８ａ…デプスガイド、１８ｂ…固定ねじ、１８ａａ…ガイド溝孔、１８ｃ…固定レバー
２０…ハンドル部
２１…縦部
２２…把持部、２２ａ…スイッチレバー、２２ｂ…ロックオフレバー
２３…基台部、２３ａ～２３ａ…排気口
２４…フロントグリップ部
３０…バッテリ取り付け基台部
３１，３２…バッテリ取り付け部
３１ａ，３２ａ…レール部、３１ｂ，３１ｃ，３２ｂ，３２ｃ…正負の接続端子
３１ｄ，３２ｄ…爪係合部
Ｂ１，Ｂ２…バッテリ（１８Ｖリチウムイオンバッテリ）
Ｂ１ａ，Ｂ２ａ…ロック解除ボタン、Ｂ１ｂ，Ｂ１ｃ，Ｂ２ｂ，Ｂ２ｃ…レール部
Ｂ１ｄ，Ｂ１ｅ，Ｂ２ｄ，Ｂ２ｅ…正負の接続端子
Ｂ１ｆ，Ｂ２ｆ…コネクタ（充電器用）、Ｂ１ｇ，Ｂ２ｇ…ロック爪
Ｌ…バッテリの長さ寸法、Ｗ…バッテリの幅寸法、Ｈ…バッテリの高さ寸法
Ｃ…コントローラ
                                                                                
【図１】 【図２】
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