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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　取付けられたハンドルを備えた本体部を有する研ぎ器構造体、
　前記研ぎ器構造体上に保持された少なくとも１つの研磨パッド、および、
　前記研ぎ器構造体に取り付け自在かつ異なる角度で研ぐための、１つ以上の高精度アン
グルブレードガイドを有し、
　前記高精度アングルブレードガイドは、前記研ぎ器構造体に取り付けられ、スライド式
かつ着脱自在に保持されており、
　前記研ぎ器構造体に対する前記ガイドの取り付け、および、前記研ぎ器構造体からの前
記ガイドの取り外し、および、前記ガイドの交換を、容易としており、
　はさみおよびシャーの右利き用あるいは左利き用ブレードの一方を研くことが可能であ
る
　ことを特徴とする手動式研ぎ器。
【請求項２】
　前記少なくとも１つの研磨パッド上の研磨材は、ダイヤモンドであることを特徴とする
請求項１に記載の手動式研ぎ器。
【請求項３】
　前記パッドは、前記研ぎ器構造体の本体部に取り付けられており、
　前記ガイドは、前記本体部と外形形状が合致し、かつ前記パッド上のスライド自在に取
り付けられる略逆Ｕ字形スリーブを有し、
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　前記スリーブは、プレート状上向き拡張部を有し、
　前記プレート状上向き拡張部は、前記パッドの上方に位置するガイド面を含んでいる
　ことを特徴とする請求項１に記載の手動式研ぎ器。
【請求項４】
　前記プレート状上向き拡張部は、前記スリーブから離れるように傾斜し、また、前記ガ
イド面を貫通する少なくとも１つの穴部が形成されており、前記ブレードを見ることが許
容されることを特徴とする請求項３に記載の手動式研ぎ器。
【請求項５】
　前記スリーブは、前記本体部の底部の下に、内向きフランジを含んでいることを特徴と
する請求項４に記載の手動式研ぎ器。
【請求項６】
　前記ガイドは、前記研ぎ器構造体からスライド式に取り外し自在であることを特徴とす
る請求項１に記載の手動式研ぎ器。
【請求項７】
　前記研磨パッドの下方で、前記本体部に区画が存在し、また、前記区画へのアクセスを
選択的に開閉するためのカバー部が存在することを特徴とする請求項１に記載の手動式研
ぎ器。
【請求項８】
　前記区画には、追加的パッドが貯蔵されており、前記パッドおよび前記追加的パッドは
、異なる研磨特性を有することを特徴とする請求項７に記載の手動式研ぎ器。
【請求項９】
　前記パッドにおける前記本体部において前記パッドの取り外しを容易にするための凹部
が存在することを特徴とする請求項８に記載の手動式研ぎ器。
【請求項１０】
　前記研ぎ器構造体には、複数の前記ガイドが取り付けられており、前記ガイドは、互い
に異なる角度のガイド面を有することを特徴とする請求項１に記載の手動式研ぎ器。
【請求項１１】
　前記研磨パッドは、前記研ぎ器構造体に磁気的に取り付けられることを特徴とする請求
項１に記載の手動式研ぎ器。
【請求項１２】
　研ぎ器構造体、
　異なる研磨特性を有する少なくとも２つの交換自在研磨パッドのセット、および、
　１つ以上の高精度アングルガイドを有し、
　前記パッドの各々は、前記研ぎ器構造体に対し、選択的かつ着脱自在に取り付けられて
おり、
　前記ガイドは、前記研ぎ器構造体に対し、取り付け、スライド自在に保持、および、取
り外し自在であり、前記研ぎ器構造体に対する前記ガイドの取り付け、前記研ぎ器構造体
からの前記ガイドの取り外し、および、前記研ぎ器構造体の交換を容易にしており、
　はさみおよびシャーの右利き用および左利き用ブレードを研ぐことが可能である
　ことを特徴とする手動式研ぎ器。
【請求項１３】
　前記研ぎ器構造体に区画が存在し、また、前記区画を選択的に開閉するためのカバー部
が存在し、
　前記パッドの１つは、前記アングルガイドにおいて、および下方で、前記研ぎ器構造体
に取り付けられ、また、前記パッドの別の１つは、前記区画に貯蔵されている
　ことを特徴とする請求項１２に記載の手動式研ぎ器。
【請求項１４】
　取付けられたハンドルを備えた本体部を有する研ぎ器構造体を有し、
　前記研ぎ器構造体は、前記研ぎ器構造体上の１つ以上の高精度アングルガイドを、スラ
イド式かつ反転自在に保持するようにデザインされ、逆利きの人による逆利き用はさみに
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対応し、また、
　前記１つ以上の高精度アングルガイドは、前記研ぎ器構造体に対して、選択的かつ着脱
自在に取り付けられており、
　左利きの人あるいは右利きの人によって便利に右利き用および左利き用のはさみを研ぐ
ために適合されている
　ことを特徴とする手動式研ぎ器。
【請求項１５】
　取付けられたハンドルを備えた本体部を有する研ぎ器構造体、
　前記研ぎ器構造体に対し、それぞれ選択的に取り付け自在である研磨パッドのセット、
および、
　互いに異なる角度のガイド面を、それぞれ有する高精度アングルブレードガイドのセッ
トを有し、
　前記ブレードガイドの各々は、前記研ぎ器構造体に対し、選択的に取り付け自在であり
、かつ、別のブレードガイドと交換のために、前記研ぎ器構造体から完全かつ容易に取り
外し自在であり、それによって、
　前記ブレードガイドは、前記研ぎ器構造体に対し、選択的かつ交換自在に取り付け自在
であり、前記研磨パッドに向かって異なるアングルガイド面を選択的に配置する
　ことを特徴とする手動式研ぎ器。
【請求項１６】
　前記研磨パッドのセットは、互いに異なる研磨特性を有することを特徴とする請求項１
５に記載の手動式研ぎ器。
【請求項１７】
　前記研ぎ器構造体に位置する区画を、含んでおり、前記区画は、上部壁および前記上部
壁に位置する細長い凹部を有し、前記研磨パッドの１つが、前記細長い凹部に取り付けら
れており、かつ、前記研磨パッドの残りが、前記区画に貯蔵されていることを特徴とする
請求項１５に記載の手動式研ぎ器。
【請求項１８】
　前記研磨パッドと前記上部壁との間の前記細長い凹部に取り付けられる磁気シートを、
含んでおり、前記研磨パッドは、前記磁気シートに、磁気的に取り付けられていることを
特徴とする請求項１７に記載の手動式研ぎ器。
【請求項１９】
　前記細長い凹部と連通する、前記上部壁に位置する追加的凹部を有しており、前記細長
い凹部から前記研磨パッドを持ち上げるためのエリアを提供することを特徴とする請求項
１８に記載の手動式研ぎ器。
【請求項２０】
　前記高精度アングルブレードガイドの各々は、前記ブレードガイドの各々を前記研ぎ器
構造体に対して反転自在に取り付けるための取り付け構造体を含んでおり、前記ブレード
ガイドの各々のガイド面は、前記ハンドルに向かってあるいは離れるように選択的に配置
自在であることを特徴とする請求項１５に記載の手動式研ぎ器。
【請求項２１】
　前記ブレードガイドが２つ以上、前記研ぎ器構造体に同時に取り付け自在であることを
特徴とする請求項１５に記載の手動式研ぎ器。
【請求項２２】
　前記研磨パッドは、細長く、
　前記ガイドは、前記研磨パッドにスライド式に取り付けられており、ユーザが前記研磨
パッドの全長に沿ったどこの場所であっても、前記ブレードをプレ研ぎあるいはホーニン
グすることが許容される
　ことを特徴とする請求項１に記載の手動式研ぎ器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　関連出願についての相互参照
　本出願は、２００３年８月１３日に出願された仮出願第６０／４９４６８０号に基づく
。
【０００２】
　本発明の分野
　本発明は、多種多様な、右利き用あるいは左利き用のはさみ、シャーおよび類似した切
断用治具を、研ぐための改良された万能手動式はさみ研ぎ器に、関する。
【背景技術】
【０００３】
　発明の背景
　これまでの利用可能な手動式はさみ研ぎ器は、信頼性、精度および汎用性の欠如のため
、不成功に終わっている。それらは、正確な研ぎ角度、エッジをプレ研ぎ（ｐｒｅｓｈａ
ｒｐｅｎ）するための角度、あるいは異なるタイプのはさみのために必要である高精度ア
ングルガイドの種類を、提供するための手段を、欠いていた。したがって、ユーザは、は
さみをよく傷つるため、非常に欲求不満となる。それらを正確に研ぐための作業を複雑に
する、多くの明確な異なるタイプのはさみが、存在する。成功裏にはさみを研ぐことは、
はさみタイプの識別と、多様なタイプを研ぎ（ホーニングし）、プレ研ぎするための正確
かつ高精度アングルガイドの選択とを、必要とする。不適切にはさみを研ぐことは、はさ
みの効果を全く失くす虞がある。
【発明の開示】
【０００４】
　発明の要約
　本発明は、改良された手動式はさみ研ぎ器を記述しており、当該研ぎ器は、異なるタイ
プのはさみのための適当な研ぎ角度にセットされた高精度アングルガイドを容易に選択し
、簡単に交換するための手段と、各研ぎステップのために必要な研磨材あるいは研磨グリ
ットのサイズを、容易に変更するための手段を、提供する。対象の研ぎ器においては、よ
り効率的な研磨材が使用されて、研ぎプロセスが高速化されており、また、迅速かつ最小
の手動労力を有し、良好なエッジを形成するために必要とされる金属の除去量を最小化す
るための手段が、提供される。これらの要素の全ては、手動式はさみ研ぎを成功させるた
めに必要である。手動ではさみを研ぐことは、非常に手間がかかる。手動で、はさみのエ
ッジから金属を除去するプロセスは、結果として、低速かつ時間がかかり、損傷を生じさ
せる、間違った角度の研ぎストロークを実行する、あらゆる機会を提供する。適当な装置
なしでは、ストローク後において同じ角度のストロークを、手動式に保持することは、実
際上、不可能である。
【０００５】
　はさみとナイフとは、明確に異なっており、根本的に異なる角度で研がねばならない。
ナイフエッジは、そのエッジにおいて、一般的にトータルで２５～５０度である非常に鋭
いトータル角度で、研がれる。ナイフは、これらの比較的小さな角度で、材料を切断する
プロセスによって、切れる。
【０００６】
　はさみは、１対の合わせブレード（ｍａｔｉｎｇ　ｂｌａｄｅ）を有して、構成されて
おり、各ブレード上のカッティングファセットは、最も一般的には、ブレードの合せ面（
ｍａｔｉｎｇ　ｓｕｒｆａｃｅ）に対し、約７０°の角度で、研がれ、あるいはホーニン
グされる。切断プロセスは、２つのブレード間のせん断プロセスに依存する。はさみのブ
レードが閉じられると、切断される材料は、ブレードの間で挟まれる。そして、それらの
合せ面に隣接する各ブレードのファセット上のコーナー「エッジ」が、高精度でホーニン
グされる場合、材料がブレードによって挟まれているため、合わせブレードは、当該材料
を切断する。コーナー「エッジ」が、わずかでも曲線的である場合、ブレードは、切断す
ることなく、材料を挟み、ジャムを引き起こすこととなる。
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【０００７】
　したがって、はさみによって材料を挟むのではなく、切断するために、各ファセットに
沿ったコーナー「エッジ」が、高精度で研がれる（ホーニングされる）ことが必要である
。つまり、各ブレードファセットの切断コーナーが、極微細な研磨グリットを使用する高
精度ホーニングステップによって、精度良く形成されることが必要である。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　図面
　図１は、１対の開かれたはさみブレードの側面図である。
【０００９】
　図２は、はさみブレードのファセットの側面図である。
【００１０】
　図３は、本発明に係る手動式はさみ研ぎ器の部分断面側面図である。
【００１１】
　図４は、右利き用操作のために用意された、本発明に係る手動式はさみ研ぎ器の斜視図
である。
【００１２】
　図５は、図４に示される研ぎ器の平面図である。
【００１３】
　図６Ａは、図４に示される研ぎ器の側面図である。
【００１４】
　図６Ｂは、複数のアングルガイドを有する研ぎ器の、図６Ａと類似する図である。
【００１５】
　図６Ｃは、左利き用操作のために用意された研ぎ器の、図６Ａおよび図６Ｂと類似する
図である。
【００１６】
　図７は、図４に示される研ぎ器の底面図である。
【００１７】
　図８は、図４～７に示される研ぎ器に使用可能であるガイドの斜視図である。
【００１８】
　図９は、図８に示されるガイドの正面図である。
【００１９】
　図１０は、図９～１０に示されるガイドの側面図である。
【００２０】
　図１１は、本発明に係る研ぎ器の底面図であり、閉じられた貯蔵区画を示している。
【００２１】
　図１２Ａは、図１１に示される研ぎ器の底面図であり、貯蔵区画が開かれている。
【００２２】
　図１２Ｂは、図１１および図１２Ａの研ぎ器において使用されるハッチカバー部を示し
ている平面図である。
【００２３】
　詳細な説明
　図１は、代表的な１対の開かれたはさみブレード１および３を示している。カッティン
グファセット９および１１は、特にエッジの近傍の選択角度ＡおよびＢにおいて、精度良
くホーニングされ、コーナー５および７において、鋭いエッジを残すことが必要である。
ブレードが良好に切れるようになるためには、そのまさしくそのエッジにおいて、コーナ
ー５および７は、１００００分の約５インチあるいはそれ以下の精度を有し、幾何形状的
に完全でなければならない。角度ＡおよびＢの精密な大きさは、形成されるカッティング
「エッジ」が備える完全に比べれば、重要でない。最も普及しているはさみブレードは、
一般的に、７０°のオーダーの角度で、研削（ｇｒｏｕｎｄ）およびホーニングされる。
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しかし、専門的ないわゆるナイフエッジのはさみブレードは、５０°までの低い角度を有
する。明らかに、これらの２タイプのはさみは、非常に異なっており、非常に異なるが、
正確な角度で、プレ研ぎ、研ぎおよびホーニングされることを必要とする。
【００２４】
　カッティング「エッジ」は、比較的微細な研磨グリットを使用し、高精度でホーニング
されることで、１００００分の５インチより少ない、幾何形状的な不完全を有する非常に
鋭い「エッジ」が得られる。発明者が示しているのは、手動式手段によるはさみに対する
非常に鋭いエッジの生成が、はさみ用の非常に良好な精度を有するガイドと、ホーニング
し最終的な「エッジ」を生成するための極微細な研磨グリットとに、依存していることで
ある。しかし、明らかに、手動かつ微細なグリットを使用し、カッティングエッジファセ
ットをホーニングする試みは、退屈かつ時間がかかる労力である。ここにおいて説明され
るように、研ぎプロセスは、エッジに直近しホーニングされる小さな第２ファセット上で
、コーナー「エッジ」を形成することによって、非常に短縮化することが可能である。こ
の方法において、よりはるかに高精度のコーナー「エッジ」を、より少ない手動労力で、
非常に迅速に、生成および形成することが可能である。本発明者が知っている手動式研ぎ
器のどれ一つとして、このような高精度のコーナー「エッジ」を、容易に生成するための
十分な精度の手段を、提供するようにデザインされておらず、ファセット全体をプレ研ぎ
するための第１アングルガイドと、適当な研磨グリット手段を使用し、小さなコーナーフ
ァセットをホーニングするための第２アングルガイドとを有するデュアルアングルガイド
システムを使用していない。
【００２５】
　例えば、米国特許第３７１６８９号に記載されているように、従来技術に係る手動式は
さみ研ぎ器は、使用することが困難であり、退屈なほど遅く、また、研ぎ後のはさみの性
能は、プロ用のはさみ研ぎ器によって生成することが可能であるエッジに比べて、はるか
に劣っていた。このような手動式研ぎ器の汎用性および良好な精度の欠如は、簡単に交換
自在の高精度アングルガイドのセットと、適当なグリットサイズを有する交換自在のダイ
ヤモンド研磨材のセットとを使用し、プロの精度およびそれゆえの鋭さを有するエッジを
生成するために必要とされるホーニングおよびプレ研ぎ（二番取り（ｒｅｌｉｅｖｉｎｇ
））ステップを、許容および最適化することによって、本発明者により克服された。
【００２６】
　ここで説明される新規な研ぎ装置は、高精度研ぎアングルガイドのセットと、微細な研
磨グリットパッドおよび粗い研磨グリットパッドを含んでいる研磨材のセットと、を提供
する。微細な研磨グリットパッドは、高精度のホーニングされたコーナーエッジを、ホー
ニングするために必要である。粗い研磨グリットパッドは、微細なホーニンググリットが
、ホーニング角度において、もはや効果的でなくなる場合、その後において、ブレードフ
ェース全体を、プレ研ぎ（二番取り）するために必要である。粗いグリットは、妥当な時
間で、ブレードの合せ面に関し、より小さい角度のカッティングファセットから、相当な
金属を除去するために必要である。ホーニングのために使用される角度は、最適的には、
粗いグリットを使用してブレードフェースが研削される二番取り（プレ研ぎ）角度より、
数度のみ大きい。ここで説明される新規な装置は、磁気手段が組み入れられており、研磨
パッドを迅速かつ容易に交換することを、便利としている。ダイヤモンド研磨材は、ブレ
ードを研ぐために必要な時間を最小にするために、好ましい。重要なことには、ここで説
明される研ぎ器構造体およびアングルガイドの物理的デザインは、ガイドを手動式で取り
付け、また、スライド式に取り外すことを、許容する。したがって、左利きあるいは右利
きの人が、アングルガイドを、容易に使用し、左利き用または右利き用はさみを、研ぐこ
とが可能となる。
【００２７】
　図２は、粗いグリットを使用し、より小さい角度Ａ１で研削され、かつより大きい角度
Ａ２でホーニングされた、はさみブレードのファセット９を示している。明らかになった
ことは、ファセット９の全体から金属を毎回除去することによって、研ぎおよび再研ぎ（
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ｒｅｓｈａｒｐｅｎ）を試みる場合、手動式手段によってはさみを研ぐことは、非実際的
に面倒である。
【００２８】
　図２の角度Ａ１より数度大きい角度Ａ２で、小さなファセットを生成することによって
、再研ぎすることは、著しく容易である。ファセット全体が最初に、より小さい角度Ａ１
でプレ研ぎされる場合、より大きい角度Ａ２で、小さいファセットを形成するためには、
ごくわずかな金属の除去のみしか必要されないことは、明らかである。角度Ａ２では、除
去が必要である金属が、より少ないため、極微細な研磨材を使用し、より完全なファセッ
ト、角度およびエッジを、生成することが可能であり、かつ、それは迅速に実行すること
ができる。ファセット全体のプレ研ぎ（二番取り）を、より粗く、よりアグレッシブな研
磨グリットを使用して実行し、より大きいファセットエリアを、手動式に確立するために
必要とされる時間を、削減することが可能であることも、同様に明白である。約１００～
２００のグリットのダイヤモンド研磨材を使用することで、多くのはさみのファセット全
体を、数分のみで、プレ研ぎ（二番取り）できる一方、グリットが６００あるいは１２０
０である場合、それは、最高３０分を要することが分かった。プレ研ぎ／二番取りは、よ
り粗いグリットを用いて、適度に速く実行することが可能であるが、最終的なエッジをホ
ーニングするためには、同じグリットは、あまりにも粗すぎる。つまり、より粗いグリッ
トは、高精度に形成されたコーナーエッジを、生成することができない。若干大きい、例
えば、２°～５°大きい角度で、より小さいエリアのファセットを生成するため、極微細
なグリットを使用し、１分未満で、そのファセットおよび最終的な研ぎエッジを、微細に
ホーニングすることが可能である。この実施の形態が示している利点は、第１の大きいブ
レードファセットの角度より、ちょうど数度大きい角度で、小さい第２ファセットをホー
ニングすることであり、また、別個（ｓｅｐａｒａｔｅ）のプレ研ぎ（二番取り）角度お
よび若干大きい角度を、迅速かつ便利に選択し、小さいファセットおよびコーナーエッジ
をホーニングするための能力を有する研ぎ器をデザインすることである。プレ研ぎおよび
ホーニングステップの各々における適当な角度のこの選択は、別個の高精度ガイドを、使
用することによって、あるいは、ブレードファセットをプレ研ぎするため又は若干大きい
角度で最終的な小さいファセットをホーニングするために便利にセットすることが可能で
ある調整自在のアングルガイドを、提供することによって、達成することが可能である。
【００２９】
　図３は、単一の調整自在のガイドを使用し、はさみブレードのプレ研ぎ角度およびホー
ニング角度を、高精度にセットするための機構１３を示している。アングルガイド１５は
、リンク１７を介してポスト１９によって支持される。調整ねじ２１は、リンク１７を、
ポスト１９およびアングルガイド１５に、固定する。調整ねじは、弛めたり締めたりした
り、また、角度ＡｌあるいはＡ２を調整することが可能であり、また、アングルガイド１
５を、プレ研ぎするためのＡ１および最終的なファセットをホーニングするためのＡ２に
、セットすることが可能である。断面が示されるはさみブレード１を、研磨表面２３を交
差して前後に移動させることで、ブレード上の適当なファセットを生成することができる
。はさみブレードの合せ面２は、アングルガイドのフェース１５と密着して、保持される
必要がある。容易に交換自在であり、かつ、このような研ぎ器構造体上へ、スライド式に
長手方向に滑ることができ、また、固定具を必要とすることなく保持できる、例えば、図
４に示されるような、交換自在のアングル制御ガイド２７を使用することは、便利であり
、信頼性を有し、また、他に類を見ないほど万能であることが、証明された。ガイドを滑
らせて外し、それを、容易に適用、保持および取り外しされるように、同様にスライド式
に保持されかつしっかりと研ぎ器構造体に取り付けられている、異なる角度の別のものと
、交換することが、非常に効率的であることが、証明された。
【００３０】
　購入される最も一般的なはさみは、約７２°のブレードファセットを有するため、７５
°～７７°のホーニングアングルガイド、および、７２°のプレ研ぎアングルガイドをセ
ットすることは、便利である。そして、極微細あるいは超微細研磨材、好ましくは、約６
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００～１２００のグリットのダイヤモンドが、例えば、７５°のホーニングのために使用
され、当初の７２°のファセットより大きい、３°の角度がついた小さなファセットが、
生成される。再研ぎが多くなされ、ホーニングされたファセットの面積が、実質的に大き
くなり、微細なグリットによる研ぎが、長くかかりすぎることとなると、７５°のホーニ
ングガイドが取り外され、また、６００あるいは１２００のグリットのパッドが、取り外
される。そして、７２°のプレ研ぎガイドと、約１００～３００のグリットのより粗いダ
イヤモンドパッドとが、研ぎ器に取り付けられる。その後、ブレードファセット全体は、
より粗いグリットによって、プレ研ぎされる。購入されたはさみのブレードに、７２°以
上の角度がついている場合、最初に、７２°のガイドおよび粗いグリットを使用してブレ
ードをプレ研ぎし、当初の角度が、ホーニング角度より小さいことを保証することが、最
も適切である。この方法においては、ホーニング角度がより大きく、かつ、微細なグリッ
ト研磨材が、エッジにおいて、高精度の小さなファセットを容易にかつ迅速に生成し、ま
た、エッジの非常な鋭さおよび耐久性が維持されることが、常に保障される。
【００３１】
　本発明に従って製造されたはさみ研ぎ器２５は、図４、図５および図６に示されるよう
に、細長い研磨パッド２９を有するように、設計されており、アングルガイド２７が、ス
ライド式に取り付けられている。アングルガイドは、研ぎ器２５の本体部３４に強固に保
持されるが、容易にスライドするため、ユーザによって、研磨パッド２９の全長に沿った
どこの場所であっても、ブレードファセットをプレ研ぎあるいはホーニングすることが許
容される。パッド２９のダイヤモンド研磨材が好まれるのは、ダイヤモンド結晶が、より
硬く、金属をより効率的に研ぎかつ除去することだけでなく、研磨くずによって「負荷上
昇（ｌｏａｄ－ｕｐ）」せず（他の一般的な研磨材と異なり）、また、使用によって、著
しくは摩耗しないためである。ダイヤモンド研磨材の組み込みは、この手動式研ぎ器の効
率を、著しく向上させる。
【００３２】
　例えば、パッド２９の下方に配置される、図７の剥離部位に示されるような、磁気パッ
ド状構造体つまりシート３１は、図５、図６Ａ、図６Ｂ、図６Ｃおよび図７に示される、
強磁性金属が裏打ちされた、研磨材被覆パッド２９を、研ぎ器２５のトップ部に強固に保
持するための、特に便利な手段であることを証明した。研ぎ器２５の本体部３４に取り付
けあるいは付着されるこの磁気シート３１は、プレ研ぎおよびホーニングステップのため
の必要に応じて、異なる研磨グリットのパッド２９を交換することを、固定具なしで、極
めて容易とする。パッド２９の近傍に配置される本体部３４の凹部２４（図５および図７
）は、ユーザが、本体部３４からパッド２９を持ち上げ、パッドを取り外すことを、可能
とする。このように、図５および図７は、図５に示される中心長手方向の溝を有する微細
なグリットパッド、および、図７に示される溝が未形成の粗いグリットパッドを例に挙げ
て、２つの異なるパッドを示している。
【００３３】
　この研ぎ器の独特なデザインは、左利きあるいは右利きの人が、左利き用あるいは右利
き用はさみを、容易に使用することを可能とする。図６Ａに示される研ぎ器２５の場合、
右利きの人は、左手でハンドル３３を保持し、かつ、右手ではさみブレードを保持し、研
ぐことができる。はさみが右利き用である場合、アングルガイド２７は、ユーザの右側に
面して示されるように、開いた角度Ａによって、スライド式に位置決めすることが可能で
ある。はさみが左利き用あるいは左利きの人用の場合、ユーザは、簡単に研ぎ器を１８０
°逆にすることが可能であり、開いたガイド角度Ａは、図６Ｃに示されるユーザの左側に
面することとなる。あるいは、左利き用はさみかつ左利きのユーザのため、ガイド２７を
、完全に取り外し、１８０°回転させ、そして、ハンドル３３に向かって角度が付いたガ
イド面を使用し、研ぎ器の背面に取り付けることが可能である。ユーザは、ハンドルから
十分な距離をおいて、ガイドを位置決めし、ガイド面の下方の研磨パッド２９を露出させ
ることが必要であり、また、研ぎ器を保持している手の指を使用し、ユーザは、ガイドを
そのポジションに維持することとなる。しかし、好ましくは、左利きのユーザあるいは左
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利き用はさみのため、研ぎ器自体は、図６Ａに示されるポジションから図６Ｃに示される
ポジションに、簡単に１８０°逆にされる。研ぎ器およびガイド２７の両者におけるこの
反転性は、どちらの利き手の人であっても、研ぎ器を快適に保持し、どちらの利き手用は
さみであっても研ぐことを、独特的に可能とする。
【００３４】
　このデザインの汎用性は、図６Ｂに示されるように、適当に角度がつけられた２つ以上
の高精度アングルガイド２７を、研ぎ器構造体上に、同時に配置し、便利に使用すること
を（図５および図６参照）、ユーザに可能とさせる。
【００３５】
　本発明の好ましい実施の形態において、研ぎ器２５は、テーブルのエッジあるいは他の
支持面に隣接して配置される。ユーザは、ハンドル３３を把握することによって、研ぎ器
を保持する。ガイド２７は、そのガイド面３７が、ハンドル３３から離れて延長するよう
に、配置される。本発明の有利な特徴は、ブレードファセットを研ぐ際に、研磨パッド２
９の全長を、本質的に使用するための能力である。例えば、図６Ａおよび図６Ｃに示され
る極端な位置において、ガイド２７は、本体部３４上のショルダー部２２に対して配置さ
れる。このポジションにおいて、ガイド面３７は、ハンドル３３に向った最短ポジション
にある研磨パッド２９の上方にある。異なる研ぎ操作を実行するときに、ユーザは、ガイ
ド２７のスリーブ部位に、ユーザの指を配置し、ガイド２７をスライドさせて、ハンドル
３３からさらに離れさせ、そして、指を使用し、前記ポジションでガイド２７を保持する
ことが可能である。したがって、ユーザが、ハンドル３３を保持し、ガイド２７のスリー
ブ部位に、指を配置し、研磨パッド２９に沿った異なるロケーションで、ガイド２７を位
置決めするこの技術は、異なる研ぎ操作の間において、パッド２９の増加したエリアが使
用されることを許容するため、研磨パッド２９の使用は、１つのロケーションに限定され
ず、また、早期に摩滅しない。
【００３６】
　図８、図９および図１０は、研ぎ器構造体２５上へスライド式に着脱自在に取り付け可
能である代表的なガイド２７の３つの図を示している。このようなガイドは、スリーブ部
位３９の輪郭に合わせて形成されることで、研ぎ器本体部を強固に保持し、また、図７の
磁石３１に強固かつ磁気的に取り付けられる金属裏打ち研磨パッド２９上をスライドさせ
ることが可能である。示されるガイド２７は、ガイド面３７を経由しスリーブ３９との接
続部に到達している穴部（窓部）２８を、有しており、図６Ａに示されるように、そのフ
ェースが、ガイド面３７に対して位置合せされる場合、はさみブレードを、容易に観察す
ることが可能である。研磨パッド２９は、十分に長いため、図６Ｂに示されるように、２
つあるいはそれ以上のガイド２７を、同時に取付け、角度Ａｌでプレ研ぎし、あるいは、
交互に、不規則なはさみブレード（約７２°の角度Ａ２で）をホーニングし、そして、約
５３°の角度Ｂで、ナイフエッジブレードを、共通にホーニングすることが可能である。
研ぎ器に、任意のはさみのための妥当な角度を有するアングルガイドを提供することが可
能である。ナイフエッジはさみは、一般的により薄く、ファセットは十分に小さいため、
ホーニング角度の単一アングルガイドは、通常充分である。ホーニンググリットは、一般
的に、より小さなファセットエリアに関し、十分に高速（ｆａｓｔ）ため、プレ研ぎ（二
番取り）アングルガイドの必要性が少ない。
【００３７】
　図８および図９に最も良く示されるように、略逆Ｕ字形ガイド２７の本体部あるいはス
リーブ３９の側壁３０は、研ぎ器２５の本体部３４の上部壁および側壁と、略一致するよ
うに形成される。側壁３０は、弾性とすることで、本体部３４に対してぴったりかつスラ
イド自在に、適合させることが可能である。各壁３０は、本体部３４の底部壁の下方にお
いて適合する内向きフランジ３２を有しており、本体部３４に対する各ガイド２７の適当
な取り付けを、保証する。
【００３８】
　ガイド２７を、単にスライドさせて本体部３４から完全に分離させることで、各ガイド
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０が弾性を有する場合、側壁を十分に広げることで、ガイド２７を取り外しすることが可
能である。取り外しが、ガイド２７をスライドさせ、本体部３４から分離することによる
場合、側壁３０は、弾性である必要はない。したがって、あるガイドを、別のガイドに交
換する際、ガイド２７を、本体部３４上を長手方向にスライドさせて取り外し、そして、
再度、本体部３４に取り付けることが可能である。
【００３９】
　図８および図１０に示されるように、ガイド面３７は、ガイド２７の本体部あるいはス
リーブ３９のプレート状上向き拡張部の表面であり、所望の角度で傾斜している。
【００４０】
　図１１、図１２Ａおよび図１２Ｂに示されるこの独特な研ぎ器デザインは、各種の研磨
パッド２９の貯蔵のために十分大きな研ぎエリアの下に、便利な貯蔵区画３５を組み入れ
ている。図１１は、研ぎ器２５の底面図であり、区画は、ハッチカバー部３６によって閉
じられている。図１２Ｂに示されるように、カバー部３６は、多様な電気制御部材や玩具
などのバッテリ区画のために通常使用される着脱自在なロック構造体の一種と類似するば
ねクランプクロージャ４４およびタブ３８を、含んでいる。着脱自在なロック構造体の他
のタイプも同様に、ハッチカバー部３６のために使用することが可能である。図１２Ａは
、研ぎ器２５の底面図であり、カバー部３６が取り外しされた場合における露出された区
画３５を示している。そこに示されるように、研ぎ器２５は、クランプクロージャ４４に
よる係合のための相補的構造体４０、および、タブ３８を収容するための穴部４２を有す
る。
【００４１】
　図１１に示されるように、ガイドフランジ３２の終端は、カバー部３６の取り外しを妨
害しないように、カバー部３６あるいはカバー部３６の内方に位置している。
【００４２】
　本開示は、多種多様なはさみに関し、プロ品質のカッティングエッジを迅速かつ容易に
形成することが、初めて可能となったユニークな万能手動式はさみ研ぎ器を、記述してい
る。
【図面の簡単な説明】
【００４３】
【図１】１対の開かれたはさみブレードの側面図である。
【図２】はさみブレードのファセットの側面図である。
【図３】本発明に係る手動式はさみ研ぎ器の部分断面側面図である。
【図４】右利き用操作のために用意された、本発明に係る手動式はさみ研ぎ器の斜視図で
ある。
【図５】図４に示される研ぎ器の平面図である。
【図６Ａ】図４に示される研ぎ器の側面図である。
【図６Ｂ】複数のアングルガイドを有する研ぎ器の、図６Ａと類似する図である。
【図６Ｃ】左利き用操作のために用意された研ぎ器の、図６Ａおよび図６Ｂと類似する図
である。
【図７】図４に示される研ぎ器の底面図である。
【図８】図４～７に示される研ぎ器に使用可能であるガイドの斜視図である。
【図９】図８に示されるガイドの正面図である。
【図１０】図９～１０に示されるガイドの側面図である。
【図１１】本発明に係る研ぎ器の底面図であり、閉じられた貯蔵区画を示している。
【図１２Ａ】図１１に示される研ぎ器の底面図であり、貯蔵区画が開かれている。
【図１２Ｂ】図１１および図１２Ａの研ぎ器において使用されるハッチカバー部を示して
いる平面図である。
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【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６Ａ】

【図６Ｂ】

【図６Ｃ】

【図７】

【図８】
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【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２Ａ】

【図１２Ｂ】
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