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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　使用者が把持するための鋸柄と、
　該鋸柄の一端に連結される鋸板とを備え、
　該鋸板には、長手方向側辺に、該鋸柄側に余地部を残して形成される鋸刃と、
　該余地部に形成される、鉛筆を削る刃部とを有し、
　該刃部が該鋸刃と非同一線上に位置するよう、該刃部が形成されている箇所の該余地部
が凹陥状に形成されていることを特徴とする鋸。
【請求項２】
　該刃部が、該余地部において、より該鋸柄側に形成されていることを特徴とする請求項
１に記載の鋸。
【請求項３】
　使用者が把持するための鋸柄の一端に連結可能な鋸板を備え、
　該鋸板には、長手方向側辺に、該鋸柄と連結される側に余地部を残して形成される鋸刃
と、
　該余地部に形成される、鉛筆を削る刃部とを有し、
　該刃部が該鋸刃と非同一線上に位置するよう、該刃部が形成されている箇所の該余地部
が凹陥状に形成されていることを特徴とする鋸用の替え刃。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、鋸及び鋸用の替え刃に関し、より詳しくは、木材等の被切断材（以下、「被
切断材」という。）を切断することができるとともに、被切断材に墨付けを行うための鉛
筆（以下、「鉛筆」という。）をも削ることができる鋸及び鋸用の替え刃に関する。
【背景技術】
【０００２】
　使用者（被切断材を切断する者のこと。以下同じ。）は、鉛筆を用いて被切断材に墨付
けを行う際、鉛筆芯の露出が少ない場合には、被切断材への墨付けを行いやすくすべく、
鉛筆を削ることで、鉛筆芯を露出させ、当該芯の先端を尖らせる必要がある（鉛筆の切削
作業）。
【０００３】
　このとき、効率よく（迅速かつきれいに）鉛筆を削るためには、通常、鋸刃ではなく、
カッターナイフ等を用いる必要があるが（鋸刃の形状からして、鋸刃では鉛筆を効率よく
削ることができない）、従来の鋸には、鋸板の長手方向の一側辺又は両側辺に、被切断材
を切断するための鋸刃のみが形成されており、他の種類の刃（カッター刃等）が形成され
ていないことから、使用者が、従来の鋸を用いた被切断材の切断作業中に、鉛筆を削る際
には、その都度、鋸から別の刃物（カッターナイフ等）に持ち替えなければならない。
【０００４】
　すなわち、従来の鋸には、鉛筆を効率よく削ることのできない鋸刃（一種類の刃）のみ
が形成されており、鉛筆を効率よく削ることができるカッター刃等が形成されていないこ
とから、使用者は、一つの鋸（従来の鋸）で、被切断材の切断作業及び鉛筆の切削作業の
両方を行うことができず、結果として、被切断材の切断作業全体が非効率になるという問
題が生じていたのである。
【０００５】
　ここで、鋸に関するものではないが、鋸刃と他の種類の刃が形成されるものとして、平
板状の逆Ｌ字形で刃体部と支保部との構成一体となる鎌体を形成し、上部の刃体部の内側
となる横方向に鎌刃渡り部を形成し、刃体部の背部後端に突起部と垂直となる鉈刃渡り部
を設け、刃体部から下方に延長した支保部の内側で垂直となる適宜位置に鋸刃を設け、支
保部の下方の適宜位置に湾曲形成した湾曲グリップ螺着部を形成し、湾曲グリップ螺着部
に複数個のネジ孔をあけ握り手グリップを螺着したことを特徴とする鎌体一体型草刈鎌が
知られている（特許文献１参照）。
【０００６】
　この特許文献１に記載の鎌体一体型草刈鎌は、上部の刃体部の内側となる横方向に鎌刃
渡り部を形成し、刃体部の背部後端に突起部と垂直となる鉈刃渡り部を設け、刃体部から
下方に延長した支保部の内側で垂直となる適宜位置に鋸刃を設けていることから、刈り取
り作業の状況に対応した効率的な使用が可能となっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００７－１５９５５５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかし、特許文献１に記載されている鎌体一体型草刈鎌には、鋸刃と他の種類の刃が形
成されているものの、鉛筆を効率よく削ることができると思われる鎌刃（鎌刃渡り部）と
鉈刃（鉈刃渡り部）は、それぞれ、上部の刃体部の内側と刃体部の背部後端に設けられて
おり、いずれも握り手グリップから離れた場所に位置していることから、使用者は、これ
を用いて、効率よく安定して鉛筆を削ることができない。
【０００９】
　すなわち、鉛筆芯を露出させ、当該芯の先端を、効率よく安定して尖らせるためには、
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刃を繊細に操作する必要があるところ（小さく刃を動かして鉛筆を削る必要がある）、こ
れら鎌刃及び鉈刃は、いずれも握り手グリップから離れた場所に位置しており、使用者が
、握り手グリップを把持しながら、これら鎌刃又は鉈刃によって、鉛筆を削ろうとしても
、これら鎌刃又は鉈刃は、握り手グリップをわずかに動かすだけで、大きく動かされるこ
とになることから、使用者は、これら鎌刃又は鉈刃を、鉛筆に対して繊細に操作すること
ができず、鉛筆芯の先端を、効率よく安定して尖らせる（削る）ことができないのである
（握り手グリップを把持しながら、これら鎌刃又は鉈刃を小さく動かすことは困難である
ことから、特許文献１に記載されている鎌体一体型草刈鎌では、鉛筆を大雑把に削ること
しかできない）。
【００１０】
　なお、特許文献１に記載されている鎌体一体型草刈鎌を、鉛筆に対して繊細に操作すべ
く、刃体部の上部付近を把持して、鉛筆を削ることも考えられるが、係る鎌体一体型草刈
鎌には、刃体部の上部付近に複数の刃（鎌刃、鉈刃及び鋸刃）が設けられていることから
、このようにして鉛筆を削ると、使用者は指を切るおそれがあり、安全に鉛筆の切削作業
を行うことができない。
【００１１】
　そこで、本発明は、上記点に鑑みてなされたものであり、被切断材を切断することがで
きるとともに、鉛筆を、効率よく安全かつ安定して削ることができる鋸及び鋸用の替え刃
を提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　請求項１の発明に係る鋸は、使用者が把持するための鋸柄と、該鋸柄の一端に連結され
る鋸板とを備え、該鋸板には、長手方向側辺に、該鋸柄側に余地部を残して形成される鋸
刃と、該余地部に形成される、鉛筆を削る刃部とを有し、該刃部が該鋸刃と非同一線上に
位置するよう、該刃部が形成されている箇所の該余地部が凹陥状に形成されていることを
特徴とする。
【００１３】
　請求項２の発明に係る鋸は、請求項１に記載の発明に係る鋸において、該刃部が、該余
地部において、より該鋸柄側に形成されていることを特徴とする。
【００１５】
　請求項３の発明に係る鋸用の替え刃は、使用者が把持するための鋸柄の一端に連結可能
な鋸板を備え、該鋸板には、長手方向側辺に、該鋸柄と連結される側に余地部を残して形
成される鋸刃と、該余地部に形成される、鉛筆を削る刃部とを有し、該刃部が該鋸刃と非
同一線上に位置するよう、該刃部が形成されている箇所の該余地部が凹陥状に形成されて
いることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１６】
　請求項１に記載の発明は、鋸板の長手方向側辺に、鋸柄側に余地部を残して形成される
鋸刃と、余地部に形成される、鉛筆を削る刃部とを有することから、使用者は、一つの刃
物（本発明に係る鋸）で、被切断材を切断することができるとともに、鉛筆を、効率よく
安全かつ安定して削ることができる。すなわち、本発明では、鉛筆を削る刃部が、鋸柄側
に形成される余地部に形成されており（刃部と鋸柄の距離が近接している）、使用者は、
鋸柄を把持しながら、刃部によって、鉛筆を削る際、鋸柄の動きに合わせて、容易に刃部
を操作することが可能であることから（刃部を鉛筆に対して繊細に操作することができる
）、鉛筆芯の先端を、効率よく安全かつ安定して尖らせる（削る）ことができるのである
。また、本発明では、刃部が鋸刃と非同一線上に位置するよう、刃部が形成されている箇
所の余地部が凹陥状に形成されていることから、使用者が、被切断材の切断作業中に、刃
部によって指等を切ることを防止することができる。
【００１７】
　請求項２に記載の発明は、刃部が、余地部において、より鋸柄側に形成されていること
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から、使用者は、鋸柄を把持しながら、刃部によって、鉛筆を削る際、より鋸柄の動きに
合わせて、容易に刃部を操作することができる。
【００１９】
　請求項３に記載の発明は、鋸板の長手方向側辺に、鋸柄と連結される側に余地部を残し
て鋸刃が形成されるとともに、余地部には、鉛筆を削る刃部が形成されていることから、
本発明では、被切断材の切断作業及び鉛筆の切削作業の両方を行うことができる鋸用の替
え刃を提供することができる。また、本発明では、刃部が鋸刃と非同一線上に位置するよ
う、刃部が形成されている箇所の余地部が凹陥状に形成されていることから、使用者が、
被切断材の切断作業中に、刃部によって指等を切ることを防止することができる鋸用の替
え刃を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の実施例１に係る鋸の右側面図である。
【図２】本発明の実施例１に係る鋸の変形例を表す右側面図である。
【図３】本発明の実施例１に係る鋸の変形例を表す右側面図である。
【図４】本発明の実施例１に係る鋸の変形例（鋸用の替え刃として変形した例）を表す右
側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、図面を用いて本発明の詳細を説明する。
【実施例１】
【００２２】
　まず、図１を用いて、本発明の実施例１に係る鋸１００の形態について説明する。
【００２３】
　図１は本発明の実施例１に係る鋸の右側面図である。
【００２４】
　図１に示すように、鋸１００は、鋸柄１０及び鋸板２０を備える。
【００２５】
［鋸柄１０］
　図１に示すように、鋸柄１０は棒状からなり、断面視において、円形状にて形成される
（図示略）。鋸柄１０の一端は、後述する鋸板２０の一端と連結されており、使用者は、
鋸柄１０を把持することで、鋸１００を操作することができるようになっている（鋸１０
０を操作して、被切断材の切断作業及び鉛筆の切削作業を行うことができる（この点につ
いては後述する））。
【００２６】
　鋸柄１０の長手方向の長さは概ね２３０ｍｍ、外径は概ね２０ｍｍに形成される。また
、鋸柄１０は、例えば、木材、プラスチック等にて形成することができる。
【００２７】
［鋸板２０］
　図１に示すように、鋸板２０は板状からなり、側面視において、矩形状にて形成される
。鋸板２０の長手方向の一方の側辺には、鋸柄１０側に余地部２１を残して鋸刃２２が形
成されており、余地部２１には、鉛筆を削る刃部２３が形成される（刃部２３は、鋸柄１
０の近傍、すなわち、余地部２１において、より鋸柄１０側に形成される）。なお、上述
のとおり、鋸板２０の一端は、鋸柄１０の一端に連結されている。
【００２８】
　鋸板２０の長手方向の長さは概ね２１０ｍｍ、短手方向の長さは概ね４０ｍｍ、厚みは
概ね５ｍｍに形成される。また、鋸刃２２の刃渡りは概ね１７０ｍｍ、余地部２１の長さ
は概ね４０ｍｍ、刃部２３の刃渡りは概ね２０ｍｍに形成される。なお、鋸板２０、鋸刃
２２及び刃部２３は、例えば、鋼等にて形成することができる。
【００２９】
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　次に、図１を用いて、本発明の実施例１に係る鋸１００の使用方法について説明する。
なお、ここでは、まず、被切断材の切断作業の流れを説明した上で、本発明の実施例１に
係る鋸１００の使用方法について説明する。
【００３０】
［被切断材の切断作業の流れ］
　使用者は、まず、鉛筆を用いて、被切断材に、切断する箇所の墨付けを行う。そして、
使用者は、墨付け箇所に従って、被切断材の切断作業を開始する。このとき、使用者は、
鋸柄１０を把持し、鋸１００を操作することで、鋸刃２２によって、被切断材を切断する
。このように、被切断材の切断作業は、被切断材への墨付けから被切断材を切断するとい
う流れ（工程）で行われる。
【００３１】
［本発明の使用方法］
　このような被切断材の切断作業の流れの中で、使用者が被切断材へ墨付けを行う際、鉛
筆芯の露出が少ない場合には、使用者は、被切断材に鮮明な墨付けを行うことができない
。そこで、この場合、使用者は、被切断材に鮮明な墨付けを行うべく、鋸１００の刃部２
３によって、鉛筆の切削作業を行うようにする。
【００３２】
　具体的には、まず、使用者は、一方の手で鋸柄１０を把持するとともに、他方の手で鉛
筆を把持し、刃部２３を鉛筆の先端に沿え、鋸柄１０を操作（鋸柄１０を前後に動かす等
）することで、刃部２３によって鉛筆を削り、鉛筆芯を露出させ、当該芯の先端を尖らせ
るようにする。
【００３３】
　このとき、刃部２３は、鋸柄１０の近傍、すなわち、余地部２１において、より鋸柄１
０側に形成されており、刃部２３と鋸柄１０の距離は近接していることから、使用者は、
鋸柄１０の動きに合わせて、刃部２３を容易に操作することができる。したがって、使用
者は、刃部２３を鉛筆に対して、繊細に操作することができることから、鉛筆芯の先端を
、効率よく安全かつ安定して尖らせる（削る）ことができる。
【００３４】
　このように、本発明は、鋸板２０の長手方向の一方の側辺に、鋸柄１０側に余地部２１
を残して形成される鋸刃２２と、余地部２１に形成される、鉛筆を削る刃部２３とを有す
ることから、使用者は、一つの刃物（本発明に係る鋸１００）で、被切断材を切断するこ
とができるとともに、鉛筆を、効率よく安全かつ安定して削ることができる。なお、刃部
２３は、複数の木材等の間に張られる水糸をも切断することができることから、本発明を
用いれば、より建築現場での作業が効率的となる。
【００３５】
　なお、本実施例では、鋸１００（鋸柄１０及び鋸板２０（余地部２１、鋸刃２２及び刃
部２３を含む））を上記寸法にて形成するものとしているが、状況に応じて、これらを他
の寸法（大きめ又は小さめ）にて形成することもできる。
【００３６】
　また、本実施例では、鋸板２０の長手方向の一方の側辺に、鋸柄１０側に余地部２１を
残して鋸刃２２を形成するものとしているが、鋸刃２２を、鋸板２０の長手方向の他方の
側辺にも形成することができる（すなわち、鋸板２０の長手方向の両側辺に鋸刃２２を形
成する）。このとき、鋸板２０の長手方向の他方の側辺に、鋸柄１０側に余地部２１を残
して鋸刃２２を形成し、余地部２１に刃部２３を形成するようにしてもよい（余地部２１
及び刃部２３は、鋸板２０の長手方向の両側辺に形成されることになる）。
【００３７】
　また、このとき、鋸刃２２を、鋸板２０の長手方向の他方の側辺全長に形成してもよい
（すなわち、鋸板２０の長手方向の他方の側辺には、余地部２１及び刃部２３は形成され
ない）。なお、このように、鋸刃２２を形成したとしても、鋸板２０の長手方向の一方の
側辺には、依然として、刃部２３が形成されていることから（余地部２１に形成される刃
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部２３）、使用者は、一つの刃物（本発明に係る鋸１００）で、被切断材を切断すること
ができるとともに、鉛筆を、効率よく安全かつ安定して削ることができる。
【００３８】
　さらに、本実施例では、刃部２３を、鋸柄１０の近傍、すなわち、余地部２１において
、より鋸柄１０側に形成するものとしているが、使用者が、鋸柄１０の動きに合わせて、
刃部２３を容易に操作することができるのであれば、余地部２１の長さをより長くして、
刃部２３を、鋸柄１０の近傍から、１０ｍｍから１５ｍｍ程度、鋸板２０の中央より（鋸
板２０の他端側（鋸柄１０の一端に連結されていない側）方向）に形成するようにしても
よい。
【００３９】
　また、本実施例では、鋸板２０及び余地部２１を上記のように形成するものとしている
が、これらを例えば、以下のように変形することもできる。なお、以下では、本実施例に
係る鋸１００と異なる点のみを説明する。
【００４０】
　図２は、本発明の実施例１に係る鋸の変形例を表す右側面図である。
【００４１】
　図２に示すとおり、鋸２００は、鋸柄３０及び鋸板４０を備え（鋸板４０の一端は、鋸
柄３０の一端に連結されている）、鋸板４０には、長手方向の一方の側辺に、鋸柄３０側
に余地部４１を残して鋸刃４２が形成される。余地部４１の一部は、凹陥状に形成されて
いて（凹陥部４４）、凹陥部４４には、鉛筆を削る刃部４３が形成されている（すなわち
、刃部４３が形成されている箇所の余地部４１が凹陥状に形成されている）。
 
【００４２】
　このように、鋸２００では、刃部４３が形成されている箇所の余地部４１が、凹陥状に
形成されていることから（凹陥部４４）、使用者が、鋸２００を操作して、鋸刃４２によ
って被切断材を切断している最中に、刃部４３が使用者の指等に触れる可能性は、刃部４
３が鋸刃４２と同一線上に形成される場合と比較して、格段に減少されることになる。し
たがって、鋸２００を用いれば、使用者が、被切断材の切断作業中に、刃部４３によって
指等を切ることを防止することができる。
【００４３】
　さらに、本実施例では、鋸板２０の形状を、側面視において、矩形状にて形成するもの
としているが、例えば、これを側面視ナイフ形状にて形成することも可能である（図３の
鋸３００の鋸板６０を参照）。
【００４４】
　最後に、本実施例では、鋸１００の実施形態について説明したが、鋸１００の鋸板２０
を、例えば、以下のように鋸用の替え刃として構成することも可能である。
【００４５】
　図４は本発明の実施例１に係る鋸の変形例（鋸用の替え刃として変形した例）を表す右
側面図である。
【００４６】
　図４に示すように、鋸用の替え刃４００は、基本的に鋸１００の鋸板２０と同様の構成
からなるものであるが、鋸板８０の一端（鋸柄７０の一端と連結される側）には、嵌合凸
部９０が形成されており、嵌合凸部９０を、鋸柄７０の一端に形成される嵌合凹部（図示
略）に嵌合することで、鋸板８０（鋸用の替え刃４００）と鋸柄７０を連結することがで
きるようになっている。なお、鋸板８０（鋸用の替え刃４００）と鋸柄７０を連結する方
法については、他の公知の連結方法を用いることができる。
【００４７】
　これにより、鋸用の替え刃４００を用いれば、被切断材の切断作業及び鉛筆の切削作業
の両方を行うことができる鋸用の替え刃を提供することができる。なお、鋸用の替え刃４
００の鋸板８０、余地部８１、鋸刃８２及び刃部８３については、上記と同様の変更が可
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【００４８】
　このように、本実施例では、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で種々の変更が可能である
ことはいうまでもない。
【符号の説明】
【００４９】
　１０　　鋸柄
　２０　　鋸板
　２１　　余地部
　２２　　鋸刃
　２３　　刃部
　３０　　鋸柄
　４０　　鋸板
　４１　　余地部
　４２　　鋸刃
　４３　　刃部
　４４　　凹陥部
　５０　　鋸柄
　６０　　鋸板
　６１　　余地部
　６２　　鋸刃
　６３　　刃部
　７０　　鋸柄
　８０　　鋸板
　８１　　余地部
　８２　　鋸刃
　８３　　刃部
　９０　　嵌合凸部
　１００　鋸
　２００　鋸
　３００　鋸
　４００　鋸用の替え刃
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