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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　円状基板（１１）の外周全長に亘り砥粒層（１２）を連続して取付け、その砥粒層（１
２）の両側面全長に亘り、一定間隔で外縁から内側に向う側面溝（１４）を形成したカッ
ティングソーであって、
　上記側面溝（１４）を基板（１１）内側に向かい深くして、上記砥粒層（１２）が摩耗
してその外径が小さくなっても、前記側面溝（１４）の切削に参加する外周エッジが長く
なるようにしたことを特徴とするカッティングソー。
【請求項２】
　上記側面溝（１４）は、その基板回転方向前側側面（１４ａ）が後側に向かって傾斜し
、後側側面（１４ｂ）が垂直面となって、その垂直面の外縁が上記外周エッジとなること
を特徴とする請求項１に記載のカッティングソー。
【請求項３】
　上記基板（１１）の全周等分位に、上記砥粒層（１２）から前記基板（１１）内に至る
基板屈曲防止部材（１５）を介設し、この基板屈曲防止部材（１５）の両側面は前記基板
（１１）の側面から突出していることを特徴とする請求項１又は２に記載のカッティング
ソー。
【請求項４】
　上記砥粒層（１２）の周囲等分位に、その外周縁から上記基板（１１）内に至る幅１ｍ
ｍ以下のスリット（１３）を形成して、このスリット（１３）により、前記砥粒層（１２
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）を分割して砥粒チップ（１２’）を基板（１１）外周に等間隔に取付けたものとすると
ともに、切断時の振動を少なくしたことを特徴とする請求項１乃至３の何れか１つに記載
のカッティングソー。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、石材、コンクリート等の硬脆材料を切断するのに使用されるハンディ（手持
ち）型カッティングソーに関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
この種のカッティングソーは、図１２に示す連続リム型と、図１３に示すセグメント型に
大別される。前者のリム型は、鋼製基板１外周に砥粒層２を連続して取付けたものであり
、後者のセグメント型は、その砥粒層２を周囲等間隔に取付けたもの、すなわち、分割チ
ップ２’状としたものである。砥粒層２の砥粒はダイヤモンド、ＣＢＮなどの超砥粒から
なって、粉末冶金法、電着法、電鋳法などによるメタルボンド、合成樹脂成形法によるレ
ジノイドボンド、焼成法によるビトリファイドボンドなどで基板１に固着保持される。こ
のとき、後者の各チップ２’間の空隙（Ｕ溝又は鍵溝）３はその砥粒層２の固着と同時に
形成される。
【０００３】
上記リム型は、砥粒層２の外周面に突出している砥粒で相手材料（被削材）を削り取る、
いわゆる研削を行って切り進む方式であるため、相手材料の切り口（切溝）が綺麗に仕上
り、振動や騒音が少ないうえに、砥粒層２の剥離や折損が起こりにくい等の利点がある。
しかし、相手材料を削り取る加工であるため、切削性能が低いうえに、砥粒層２が全周に
連続してあるため、切り屑（切粉）の逃げる個所がなく、切粉の排出効率が悪い欠点があ
る。このため、切削性の点では、セグメント型に比べて著しく劣る。
【０００４】
これに対し、セグメント型は、隣り合ったチップ２’の間隔が広いために、チップ２’の
先端が相手材料に衝撃とともに食い込むため、砥粒の切り込み深さが深くなり、一度に多
量の相手材料を削り取る作用と、チップ２’外周面に突出している砥粒で相手材料を削り
取る研削作用が同時に進む方式であるから、リム型の場合のように相手を削り取る研削作
用のみで切削する場合に比べ切削性能が著しく高いうえに、空隙３に切粉を格納して外部
に送り出すため、その切粉の排出効率がよく、切削性の点では優れている。しかし、リム
型に比べると、相手材料の切り口の綺麗さは劣り、切り込み時の衝撃による作業中の振動
や騒音が大きいうえに、チップ２’の剥離・折損が起こる可能性が高い。
【０００５】
このように、両型のカッティングソーは、各型特有の長所及び欠点を有している。
【０００６】
この両型の長所を活かし、短所を除くカッティングソーとして、特開昭５７－２０１１１
９号公報などで開示され、図１５に示すように、基板１の外周に連続して取付けた砥粒層
２の両側面にその外周縁から内側に向う側面溝４を基板１の周方向等間隔に形成した連続
リム型の改良形が開発されている。
【０００７】
このカッティングソーは、側面溝４を有して砥粒層２が波状となっているため、ウェーブ
型とも呼ばれ、基本的にはリム型であるため、砥粒層２の剥離や折損が生じ難く、折損に
対する安全性が高く、切削時の振動も少ない。一方、側面溝４がセグメント型の空隙３の
役目を果して、擬似的なセグメント型を呈し、セグメント型に匹敵する切削性能（能力）
及び切粉の排出効果を発揮する。
【０００８】
また、セグメント型カッティングソーにおいて、基板１と砥粒層２の境界部、いわゆる基
板１の首下の摩耗を防止する手段として、図１４に示すように、砥粒層２を基板１の内側
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へ延長した部分５を形成したものもある（特開平８－９０４２５号公報等参照）。
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
上記各型のいずれのカッティングソーも、手持ちの汎用のディスクグラインダーで使われ
るため、回転数は変えられない。このため、新品時の外径における周速（直径×回転数×
π）で最高の性能を発揮するようにカッティングソーの仕様が設計されている場合、外径
が減ると性能低下を招く。反対に外径が摩耗した状態において最高の性能を発揮する周速
に合わせて、カッティングソーの仕様を設定すれば、今度は新品時の性能が低下する。新
品の状態で性能が悪いと砥粒層を多く残したままで使われなくなる。従って一般的には新
品時の周速に合わせた仕様設計をするので、摩耗が進むほど切削能力が低下することとな
る。
【００１０】
また、この種のカッティングソーを用いて切削作業を行うと、切削面から発生した切粉が
砥粒層２外周に固く付着して砥粒層２表面に露出していた砥粒の頭部が前記付着切粉の内
に埋没した状態になることがあり、この様な状態がつづくと、やがて、砥粒は切削能力を
失うに至り、目詰まりの現象を起こす。この目詰まりは修正に相当な手間がかかるので、
非常に作業能率が低下することになる。これは切粉の排出が十分に行われていれば殆ど回
避できる。リム型は、その形状が切粉の排出が十分な作りになっていないので目詰まりが
起こりやすい。これに対し、セグメント型とウェーブ型は、空隙３又は側面溝４に切粉を
納め（格納し）、その空隙３、側面溝４が切溝（切削面）から離れると、遠心力により切
粉を排出する。すなわち、有効な切粉排出作用を行う。
【００１１】
しかし、セグメント型、ウェーブ型においても、切削作用を続け、砥粒層２の摩耗が進む
につれて、切粉の排出能力が低下する現象がみられる。これは、セグメント型でいうと、
空隙３の容積、ウェーブ型でいうと、側面溝４の容積がそれぞれ切粉を排出する際の切粉
の格納容量を示すことになるわけであるが、砥粒層２の摩耗が進むにつれ、この格納容量
が減少していくためである。その減少は砥粒層２の径方向の摩耗のみならず、図１６の鎖
線で示す幅方向の摩耗によっても生じる。このため、初期時に有していた切粉の排出能力
は使用していくに連れ低下していき、この排出能力の低下は目詰まりの頻発による作業能
率の低下だけではなく、更に種々の弊害を招く。
【００１２】
その弊害の一つに切削能力の低下がある。切粉が外へ排出されずに相手材料の切溝に残る
と、その切粉がカッティングソーと相手材料の間に入って抵抗として働き、カッティング
ソーの回転を妨げる作用をなす。これは周速の低下につながり、切削能力を低下させる。
また、セグメント型、ウェーブ型に見られるチップ２’外周エッジ（ウェーブ型の場合は
側面溝４の外周エッジ）が相手材料に衝撃とともに食い込み、砥粒の切り込み深さが深く
なり、一度に多量の相手材料を削り取る場合も、切り溝に残った切粉が砥粒と砥粒の間に
詰まり、砥粒が相手材料に食い込むのを妨げる。このため、砥粒層２の摩耗に伴う切粉の
排出能力の低下は、目詰まりを誘発し、切削能力の低下と作業能率の低下をもたらす事と
なる。
【００１３】
さらに、カッティングソーは、硬脆材料の切削時、相手材料との接触、摩擦により摩擦熱
が発生する。この熱により砥粒層２はわずかながら熱膨張する。このとき、リム型におい
ては、膨張により基板１が椀状にわずかに撓んで変形し、本来保っていた直進性等の切削
精度を損なうだけではなく、その変形による手ぶれ、叩き等の切削感覚も問題になる。一
方、セグメント型は、空隙３がその熱変形を吸収するため、支障がでる程の基板変形は生
じない。
【００１４】
そしてさらに、コンクリート材を切断する場合、鳥石や鉄屑等の硬い骨材が不規則に混在
しているため、その骨材により予期せぬ衝撃が加わることが稀にある。環状に連続した形



(4) JP 4084864 B2 2008.4.30

10

20

30

40

50

状のリム型、ウェーブ型についてはこの衝撃をカッティングソー全体で吸収することとな
るため、それが一時的な弾性変形につながり、その弾性変形が抵抗となって回転数を鈍ら
せるなどの切断能力の低下につながる。因みに、セグメント型は、空隙３の存在により、
その衝撃が骨材に当たったチップ２’及びその付近の部位に限られるため、この骨材衝撃
に基づく一時的な弾性変形は生じにくい。
【００１５】
このように、リム型、セグメント型、ウェーブ型のどのタイプにおいても、作業中におけ
る切削能力の低下、及び使い込んでいった時の切削能力の低下などが問題となる。
【００１６】
この発明は、上記実情に鑑み、切削能力の低下、特に、使い込んでいったときの切削能力
の低下を極力少なくすることを課題とする。
【００１７】
【課題を解決するための手段】
上記課題を解決するために、この発明は、まず、上記側面溝４を有するカッティングソー
においては、切粉の格納場所である側面溝を砥粒層が摩耗してもその格納容積が極力減少
しないようにしたのである。すなわち、その側面溝の基板周方向の断面積を、基板内側に
向かって大きくしたのである。
【００１８】
通常、切粉は側面溝の外周側に格納されてから内側に押され、切溝から出たところで遠心
力により外部に飛散して排出されるが、使用当初は、摩耗によって減少していない溝全体
が格納場所であり、その容積が十分以上にあるため、全容積で収納する必要がないのに対
し、使用による摩耗により、その格納容積は減少し、やがて十分でなくなる。このとき、
溝の基板周方向の縦断面積が内側に向かって大きくなっていることは、格納容積が十分で
なくなる時点を遅らせることとなる。すなわち、切粉の排出能力の低下を遅らせることと
なり、切削能力の低下を少なくする。因みに、溝を幅広及び深くして十分な容積の大きさ
とすれば、摩耗しても、格納容積が早期に不足することはないが、強度、砥粒層が減少す
るなどの問題が生じるため、不必要に大きくすることは好ましくない。
【００１９】
つぎに、この発明は、上記側面溝４の切粉の収納効率を高めたのである。すなわち、その
側面溝の基板回転方向前側側面を後側に向かって傾斜させるとともに、後側側面を垂直面
となっている構成としたのである。
【００２０】
このようにすれば、前側側面が傾斜していることにより、側面溝に切粉が円滑に入り、垂
直な後側側面でその切粉が確実に保持される。
【００２１】
　また、この発明は、上記砥粒層が摩耗してその外径が小さくなっても、側面溝の切削に
参加する外周エッジが長くなるようにしたのである。すなわち、側面溝を基板内側に向か
い深くしたのである。
【００２２】
側面溝を内側に向かい深くすると、砥粒層が摩耗して外径が小さくなっても、切削に参加
する溝の外周エッジは深くなった分、長くなるため、切削に参加するエッジは増加する。
このため、カッティングソーの回転数が一定で、砥粒層は摩耗による周速が低下しても、
その切削エッジの増加によって、切削性能の低下はない。
【００２３】
さらに、この発明は、上記熱及び骨材衝撃による基板の撓みを抑制して上記課題を解決し
ようとしたものであり、その撓みは、セグメント型では生じていない（生じにくい）点に
注目し、上記基板の外周全長に亘り、砥粒層を連続して取付け、この砥粒層の両側面には
、その外周縁から内側に向う溝を前記基板の周方向等間隔に形成するとともに、前記砥粒
層の周囲等分位に、その外周縁から前記基板内に至る幅１ｍｍ以下のスリットを形成して
、このスリットにより前記砥粒層を分割して砥粒チップを基板外周に等間隔に取付けたセ
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グメント型としたのである。
【００２４】
そのスリットが上記セグメント型の空隙（Ｕ溝又は鍵溝）３に相当して、熱及び骨材衝撃
による変形を抑制する。このとき、その熱及び衝撃による変形は、スリットが存在すれば
、そのスリットの幅が１．０mm前後でも、又はそれ以下でも十分である。一方、スリット
の幅が大きければ、上述のセグメント型の騒音、切り口の悪さなどの問題が発生し、この
ため、１mm以下が好ましい。スリットが１mm以下のように極細であると、砥粒の無い部分
（スリット）が極めて狭くなることから、一般のセグメント型に見られるように、切断時
の振動の発生が少なくなり、感触が良い上に、切断ラインに沿って精度良く切れる。また
、そのスリットの端面が相手材料に衝突しにくくなるため、切断時のチッピングが少なく
なり、脆い被削材の切断仕上げ面がきれいに仕上がるうえに、振動が少なくなるため、切
断時の騒音が減少し、作業環境が向上する。
【００２５】
この１mm以下のスリットは、レーザビーム、電子ビーム、ワイヤー放電、砥粒入りウォー
タジェットなどの手段による切断溝により得ることができ、このとき、一回（一ウェイ）
の切断線とするとよい。スリットの数は任意であるが３個以上が好ましい。
【００２６】
また、このスリットで分割された砥粒チップは押圧力などにより、基板を介して撓み易く
なる。これは、基板の平面性がなくなって、切断作用の直進性が劣化することとなり、切
断性能の低下を招き、切削精度にも影響する。この撓みを防止して直進性を担保するには
、基板の全周等分位に、砥粒層から基板内に至る基板屈曲防止部材を介設する。この防止
部材はスリット間には必ず一つは配置することが好ましく、さらにスリットと同様に３個
以上が好ましい。
【００２７】
【発明の実施の形態】
上記側面溝の周方向の断面積を大きくして切粉格納容積の減少を抑える形態としては、側
面溝を基板内側に向かい深くしたり、内側に向かい幅広とした構成を採用し得る。
【００２８】
側面溝を同一幅で内側に向かい深くすると、切粉格納容積の減少抑制効果に加え、上述の
砥粒層が摩耗して外径が小さくなっても、切削に参加する外周エッジが増加する作用を発
揮する。
【００２９】
なお、溝の深さと幅広さを併用し、両者の欠点を補うように、その度合を適宜に設定して
、最適な切削性能を得ることが好ましい。
【００３０】
上記基板屈曲防止部材の実施形態としては、砥粒層と同時に同一素材で形成された構成を
採用し得る。このようにすれば、製作が容易であり、通常、砥粒の結合材は基板より撓み
にくいもののため（剛性が高いため）、十分にその屈曲防止機能を発揮し、上記直進性を
担保する。砥粒が混在しておれば、前述の公開公報のように首下摩耗防止の作用もなし得
る。この作用が不要であれば、この防止部材は砥粒を混在しないものとし得る。
【００３１】
【実施例】
図１乃至図４に一実施例を示し、この実施例は、ハンディタイプの外径１０５mm程度のも
のであり、鋼製基板１１の外周にダイヤモンド、ＣＢＮなどの超砥粒からなる砥粒層１２
が取付けられ、その砥粒層１２の周囲４等分位には内側に延びる足（屈曲防止部材）１５
が一体に形成されている。この砥粒層１２及び足１５は基板１１に結合材をメタルボンド
とする焼成法によって固着保持されている。
【００３２】
このとき、基板１１の外周縁は図４（ａ）のごとく断面三角状とされて砥粒層１２にくさ
び状に喰い込んだ状態となり、足１５の介設個所には同形状の穴が形成されて、この穴に
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砥粒層が焼結固着されて足１５をなしている。足１５は図４（ｂ）に示すように、砥粒層
１２と同じ厚さを有するため、その側面で切溝の側面を研削して基板１１の首下摩耗を防
止する。この機能を要求しないのであれば、図９に示すように、足１５の厚みは基板１１
の厚みと同じか、それ以下とし得る。
【００３３】
基板１１外周の砥粒層１２はその周囲４等分位にレーザビーム加工による０．２～０．３
mm幅のスリット１３が内側に向かって形成されて、分割チップ１２’からなるセグメント
型となっている。このスリット１３は基板１１の透孔１６に至り、この透孔１６により、
スリット１３に基づく割れが防止される。スリット１３は砥粒層１２を焼結固着後に形成
する。なお、切削時の摩擦による熱歪は周方向に生じるが、スリット１３はその直交方向
、すなわち中心に向う半径線上にあるため、その熱歪を円滑に吸収する。
【００３４】
また、砥粒層１２の両側面には一定間隔でウェーブ型の側面溝１４が形成されている。そ
の側面溝１４の周方向の断面は、図３に示すように、台形をしており、この実施例の回転
方向（図１矢印方向）前側側面１４ａが傾斜し、後側側面１４ｂが垂直面となっている。
この傾斜していることにより、切粉が側面溝１４内に円滑に入り、垂直面１４ｂでその格
納した切粉を確実に保持し、切溝を出たところで、遠心力により外部に円滑に飛散排出す
る。側面溝１４の断面としては、図１１（ａ）乃至（ｃ）に示す形状等を採用し得るが、
実施例と同様な切粉格納効果を発揮するのは（ｃ）に示す形状である。
【００３５】
側面溝１４の底面１４ｃは、図４に示すように、段階的に深くなっており、これによって
、側面溝１４の周方向の断面積は内側に向かって大きくなっており、上述の切粉の格納効
果及び切削エッジの増加効果が発揮される。この側面溝１４の径方向断面形状としては、
図８（ａ）、（ｂ）に示すように、その底面１４ｃが直線状（同（ａ））、又は円弧状に
連続的に深くなったり、２段階以上でもって深くなる（図（ｂ））などを採用し得る。側
面溝１４の深さ及びその変化度合は砥粒層１２の強度、切削性などを考慮して適宜に決定
する。
【００３６】
因みに、側面溝１４の切削に参加する外周エッジは後側の垂直面１４ｂの外縁であり、前
側側面１４ａが傾斜しても、切削性には影響はない。
【００３７】
この実施例のカッティングソーにより、石材を切削切断したところ、まず、側面溝１４の
一側面１４ａが傾斜し、その他面１４ｂが垂直であることにより、側面溝１４内に切粉が
円滑に入り、確実に保持されて円滑に排出された。また、摩耗していくに従い、ウェーブ
型に見られた排出容積の減少による切粉の排出能力の低下も、従来のウェーブ型に比べ減
少が少なく、排出能力が著しく向上した。したがって、この側面溝１４の前後面１４ａ、
１４ｂの形状により、切粉の排出能力を従来のカッティングソーより向上させたことで、
従来問題となっていた、(1) 摩耗が進むに従っての目詰まりの誘発、(2) 摩耗が進むに従
っての切削能力の低下、が回避された。
【００３８】
つぎに、側面溝１４が内側に向かい深くなって、切削に参加する外周エッジが長くなるよ
うになっていることにより、摩耗が進むに連れ、セグメント型に見られる「チップ先端が
相手材料に衝撃とともに食い込み、砥粒の切り込み深さが深くなり、一度に多量の相手材
料を削り取る作用」が増加していくことになり、切削能力が増す。このため、砥粒層２の
摩耗の低下に伴う周速の低下による切味の低下が、切刃（エッジ）を増やし切削能力を増
すことにより回避された。
【００３９】
そして、スリット１３が極めて細いことにより、リム型、ウェーブ型の切削時の安全性を
保ちつつ、熱膨張による変形をそのスリットで逃がすとともに、足１５で抑制し、そのた
め、撓みが起こりにくく、安定した精度の良い切削が可能となった。また、リム型、ウェ
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逃がす方向で回避した。一方、リム型、ウェーブ型の特徴である、相手材料の切り口が綺
麗で、作業中、振動や騒音を伴わない利点は維持された。
【００４０】
この実施例において、図５に示すように足１５がないものとすることができ、この図５の
実施例でも、熱膨張等による撓みを従来より抑制されたものとなった。また、側面溝１４
及び足１５を回転方向に傾斜させなくても、図６に示すように、中心に向かうようにする
こともできる。また、図７に示すように、従来のウェーブ型において、その側面溝１４に
のみこの発明を採用し得る。さらに、図１０に示すように、側面溝１４はその幅ｄを内側
に広げることにより、周方向の断面積を内側に向かって大きくすることができる。
【００４１】
【発明の効果】
この発明は以上の説明から理解できるように、使用につれて切削能力の大幅な低下を招か
ず、安定した切削性能を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】この発明のカッティングソーに係る一実施例の正面図
【図２】同実施例の背面図
【図３】（ａ）は同実施例の一部切断側面図、（ｂ）は同要部拡大側面図
【図４】（ａ）、（ｂ）ともに同実施例の要部断面図
【図５】他の実施例の正面図
【図６】他の実施例の正面図
【図７】他の実施例の正面図
【図８】（ａ）、（ｂ）は溝形状の各例図
【図９】足（屈曲防止部材）部分の他例図
【図１０】溝形状の他例図
【図１１】（ａ）～（ｃ）は溝形状の各例図
【図１２】従来例の正面図
【図１３】従来例の正面図
【図１４】従来例の正面図
【図１５】従来例の正面図
【図１６】砥粒層の摩耗説明図
【符号の説明】
１、１１　基板
２、１２　砥粒層
２’、１２’　砥粒チップ
３　セグメント型空隙
４　ウェーブ型溝
１３　スリット
１４　側面溝
１４ａ　溝傾斜面
１４ｂ　溝垂直面
１４ｃ　溝底面
１５　屈曲防止部材（足）
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