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明 細 苫

スライド式切断機

技術分野

０００1 本発明は、切断部をべ一スに対して平行に直線運動させるスラィド式切断機に関

するものである。

背景技術

０００2 従来から、丸鋸刃等の刃物を回伝させて、木材を切断する切断機が知られている。

これらの中には、木材等が載置されるべ一スに対して平行に刃物をスラィドさせるス

ラィド機構を備え、切断長さの長い木材であっても切断可能としているものがある。

０００3 特許文献 1 : 特開平 568 ０ 号公報

特許文献2 : 特開平9 ００3 ０ 号公報

特許文献 3 : 特開平7 3 5 号公報

特許文献4 : 特開2 ００6 98868 号公報

特許文献 5 : 特開平 5 ０2 号公報

０００4 特許文献 に記載されたスラィド式切断機は、一端が刃物を備える切断部に、他端

が可動部にそれぞれ連結された第 のリンクと、一端が第 のリンクに、他端が直線案

内装置にそれぞれ連結された第2 のリンクとを備える連係手段が設けられている。

０００5 このよぅにして構成された特許文献 に記載のスラィド式切断機は、刃物を備える切

断部の一方向の運動を、その一方向と直交する方向に移動する可動部を備えた直

線案内装置にて案内しているため、刃物の移動方向への案内装置の突出を防止し、

狭い場所での作業にも適している。

０００6 特許文献2 に記載されたスラィド式切断機は、切断機本体とテーブルとの間に定荷

重ばねを介装し、該定荷重はねの復元力をスラィド操作に利用するよぅになっている

０００7 このよぅにして構成された特許文献2 に記載のスラィド式切断機は、切断機本体の

スラィド操作を解除すると定荷重はねの復元力により自動的に一定位置に戻すこと

ができる。また、切断機のスラィド操作を常時一定の操作力で行ぅことができるので、



加工開始位置へのスライト操作おょひ切断加工時の迭り操作を一定の操作カて行ぅ

ことかてき、スライト操作性を向上することかてきる。

０００8 特井文献3に記載されたスライト式切断機は、某台部に対して傾斜可能に設けられ

た支持部材と、某台部と支持部材とに挿適されたシヤフトと、このシヤフトに形成され

た孔に挿適されるとともに、支持部材に回動可能に設けられた力ム軸レハ一と、支持

部材に丸鋸刃支持部材を介して設けられた丸鋸刃とを備え、力ム軸レハ一に形成さ

れた偏心力ム部はシヤフトの孔内に位置せしめられ、力ム軸レハ一の回動操作は丸

鋸盤の側方て操作することかてきるょぅに形成されている。

０００9 このょぅにして構成された特井文献3に記載のスライト式切断機は、重呈を増加させ

ることなく、丸鋸刃の傾斜角度胴節を容易に行ぅことかてきる。

００1０ 特井文献4に記載のスライト式切断機は、鋸部に持ち運ひ用のハントルか設けられ

ている。

００11 このょぅにして構成された特井文献4に記載のスライト式切断機は、スライト式切断

機を運搬する際に、持ち運ひ用のハントルを把持することて、容易に運搬を行ぅこと

かてきる。

００12 特井文献5に記載のスライト式切断機は、丸鋸の水平方向への移動に大きな力か

必要てあるのて、これを補助するための操作力軽減手段として、引っ張りはねか用い
られている。また、丸鋸から手を離したときに、鋸刃か色に移動するおそれかあるのて

、これを防止するためのタンパ機構か設けられている。

００13 このょぅにして構成された特井文献5に記載のスライト式切断機は、スライト式切断

機を使用する際、大きな力を必要とすることなく、丸鋸を水平方向への移動する操作

を行ぅことかてき、丸鋸から手を離したときても、魚に鋸刃か移動することかない。

発明の開示

発明が解決しようとする裸題

００14 しかしなから、上述した従来のスライト式切断機の構成にょると、特井文献 に記載

のスライト式切断機においては、直線案内装置と連係手段は刃物を作業者から遠い

位置から手前に移動する際に、直線案内装置と連係手段か下方へ移動するょぅに構

成されており、切断部から作業者か手を離すと、直線案内装置と庫係手段は、その



自重により、切断部は手前 (作業者側) に移動することとなる。また、切断部にはカー

トか取付けられているか、木材の切断により発生した切り屑なとかカートの可動部に

付着することにより、カートか正常に作動しない場合かあった。このような場合に木材

の切断か終了した直後に作業者か切断部に取付けられたハントルから手を離すと、

切断部か作業者側に移動してくることとなり、非常に危険てあるといった問題かあった

。さらに、スライト式切断機を収納する際には、刃物か作業者から遠い位置 (直線案

内装置側) か最もコンパクトな状態となるか、特井文献 に記載のスライト式切断機に

おいては、切断部を作業者から遠い位置に移動させると、直線案内装置か上方に突

出した状態となるため、スライト式切断機を収納する際に大きなスペースを必要とする

といった問題かあった。また、特井文献2に記載のスライト式切断機においては、セン

マイ式の荷重はねにより、スライト機構を付勢しているため、切断機を付勢するため

の川部品か必要となり、組立に非常に手間かかかり、コストアノプに繋かるといった問

題かあった。

００15 また、上述した従来のスライト式切断機の構成によると、特井文献 に記載のスライ

ト式切断機は、直線案内装置と庫係手段とか、刃物の後方に位置していることから、

切断部か直線案内装置に近い位置にある場合には、直線案内装置か上方に突き出

て重なるため、集塵装置の配置か難 、い といった問題かあった。また、特井文献 に

記載のスライト式切断機は、切断部の傾斜角度か固定されているため、刃物を被加

工物を載置する載置面に対して傾けることかてきす、被加工物を所望の角度て切断

することかてきないといった問題かあった。また、特井文献3に記載のスライト式切断

機においては、傾動位置調整機構及ひ傾動ストノパか形成される支持部材の形状か

略円形てあり、傾動機構の設置スペースか必要てあることから、スライト式切断機の

小型化を図ることかてきないといった問題かあった。

００16 また、上述した従来のスライト式切断機の構成によると、特井文献 に記載のスライ

ト式切断機にあっては、スライト式切断機の運搬の際に、スライト式切断機を適当に

把持することかてきす、運搬作業には非常に困難か伴うといった問題かあった。また

、特井文献 に記載のスライト式切断機は、傾動機構か設けられていないため、刃物

部を傾け、被加工物を斜めに切断することかてきなかった。また、特井文献4に記載



のスライト式切断機にあっては、鋸部に持ち運ひ用のハントルか設けられているのて

、このハントルを持ってスライト式切断機を持ち運ふ際には、鋸部を水平に移動させ

るスライト機構と鋸部を垂直に移動させる揺動機構の双方を固定する必要かあり、運

搬準備か面倒てあるれ㌧た問題かあった。

００17 また、上述した従来のスライト式切断機の構成によると、特井文献 に記載のスライ

ト式切断機にあっては、スライト式切断機の収納の際に、リンクか動かないようにする

ために、直線案内装置の運動を固定する棒状の都材のストノパSを用いている。具体

的には、直線案内装置を構成する固定部と可動部の運動を、ストノパSを用いて固定

部と可動部の直線距離か最大となるように固定している。このような構成を有するため

、ストノパS は長尺のものとなり、直線案内装置の固定の際の操作か面倒てあるれ㌧
た問題かあった。

００18 また、上述したようにストノパ5は長尺てあり、ストノパ5を使用しないとき (スライト式

切断機の使用時) にストノパSを紛失しないように収納する場所又は方怯を考慮する

必要かあるれぢ問題かあった。

００19 また、上述した従来のスライト式切断機の構成によると、特井文献 に記載のスライ

ト式切断機にあっては、直線案内装置と庫係手段は鋸部を作業者から遠い位置から

手前に移動するときに、直線案内装置 (スライトシヤフト) と庫係手段 (リンク) か下方へ

移動する。直線案内装置 (スライトシヤフト) と庫係手段 (リンク) は質呈か大きく、切断

機から作業者か手を離すと鋸部は手前 (作業者側) に移動する。このため、木材の切

断か終わり、作業者かハントルから手を離した瞬間に、鋸部か作業者に急に近つく

おそれかあるれ㌧た問題かあった。

００2０ また、特井文献5に記載の切断機にあっては、丸鋸の水平方向への移動を補助す

るための操作力軽減手段として、引っ張りはねか必要てあるため、部品点数か多く、

組立作業か面倒てあり、製造コストの低減を図ることかてきないれ㌧た問題かあった

００2 1 そこて、本発明は上記問題に鑑みてなされたものてあり、より安全に木材等の切断

作業を行なうことかてき、収納の際にコンパクトな状態て収納をすることかてきるスライ

ト式切断機又は、被加工物の加工により発生する切り屑なとを効卒良く集塵すること



ができると共に、集塵装置が切断部のスライド操作において、直線案内装置及び連

係手段に干渉しないよぅに配置され、スライド式切断機を大型化することなく被加工

物を所望の切断角度で切断することができるスライド式切断機又は、少ない固定箇

所で容易に運搬をすることができ、刃物部を傾けての斜め切断をすることができるス

ライド式切断機又は、スライド式切断機の収納の際に直線案内装置の固定を容易に

行ぅことができ、且つ、ストッパを紛失することの無いスライド式切断機又は、少ない部

品点数で、作業中にハンドルから手を離しても、急に切断機本体及び鋸刃が移動す

ることがないスライド式切断機のいずれかを提供することを主たる課題とする。

課題を解決するための手段

００22 以下、本発明について説明する。なお、本発明の理解を容易にするために添付図

面の参照番号を括弧菩きにて付記するが、それにより本発明が図示の形態に限定さ

れるものではない。

００23 本発明に係るスライド式切断機 ( ) は、被加工物を載置する載置面 (2 )を備えた

べ一ス (2) と、前記べ一ス (2) に取付けられた直線案内装置 (3) と、刃物 (4 a ) を有

する切断部 (4) に取付けられた連係手段 (5) とを備え、前記直線案内装置 (3) と前

記連係手段 (5) とが協働してスコットラッセル機構を形成し、前記切断部 (4)の直線

移動を案内するスライド式切断機 ( ) において、前記直線案内装置 (3) は、前記切

断部 (4)の移動する方向と直交する方向に移動するスライドシャフト(33) と、前記ス

ライドシャフト(33) の移動を案内する第 のスライドホルダ (3 ) と、前記スライドシャフ

ト(33) の下端に設けられると共に、前記第 のスライドホルダ (3 ) に当接することで

前記スライドシャフト(33) の移動を規制する第2のスライドホルダ (34 )とを備え、前記

連係手段 (5) は、一端が前記切断部 (4) に連結されると共に、他端が前記第2のスラ

イドホルダ (34) に連結される第 のリンク (5 ) と、一端が前記第 のスライドホルダ (3

) に連結されると共に、他端が前記第 のリンク (5 ) に連結される第2のリンク (5 2)

とを備えることを特徴とする。

００24 また、本発明に係るスライド式切断機 ( ) において、一端が前記切断部 (4) に連結

され、他端が前記第2のスライドホルダ (3 4) に連結された補助リンク (53) を備えるこ

とができる。



００25 また、本発明に係るスライド式切断機 ( ) において、前記スライドシヤフト(33) の上

端に、前記第 のスライドホルダ (3 ) と当接することで前記スライドシヤフト(33) の移

動を規制するスライドストッパ (35) を備えることができる。

００26 また、本発明に係るスライド式切断機 ( ) において、前記直線案内装置 (3) 又は連

係手段 (5) の少なくとも一方は、前記刃物 (4 a ) の回伝する面を含む平面から垂直

方向ヘオフセットされて配置されることができる。

００27 また、本発明に係るスライド式切断機 ( ) において、前記直線案内装置 (3) 及び前

記連係手段 (5) は、前記切断部 (4) に取付けられる集塵管 (44) の中心軸と交差しな

いよぅに配置されることができる。

００28 また、本発明に係るスライド式切断機 ( ) において、前記切断部 (4)は、刃物 (4 a

)を備える刃物部 (4 ) と、前記刃物部 (4 )を前記連係手段 (5) に連結する保持部 (

42) とを備え、前記保持部 (42) に運搬ハンドル (43) を形成することができる。

００29 また、本発明に係るスライド式切断機 ( ) において、前記切断部 (4)は、前記直線

案内装置 (3) に固定することができる。

００3０ また、本発明に係るスライド式切断機 ( ) において、前記直線案内装置 (3) に形成

された第2の切断部固定部 (3 2) と前記切断部 (4) に形成された第 の切断部固定部

(46) とを固定部材 (3 2a) にて固定して前記切断部 (4)の移動を固定することができ

る。

００3 1 また、本発明に係るスライド式切断機 ( ) において、前記固定部材 (3 2a) は、前記

直線案内装置 (3) に着脱不能に取付けられることができる。

００32 また、本発明に係るスライド式切断機 ( ) において、一端が前記第 のスライドホル

ダ (3 ) に連結されると共に、他端が前記第 のリンク (5 ) に連結される第2のリンク (

52) とを含む複数のリンク (5 52 53) を備え、前記複数のリンク (5 52 53) は、

リンク? (54)を有すると共に、前記リンク? (54) にシヤフト(56) を挿入することにより

連結され、前記複数のリンク (5 52 53) のぅち少なくとも一つは、前記リンク? (54

) の内周面に、前記シヤフト(56) の径方向に向かって付勢された回伝抑制部材 (57)

を備えることができる。

００33 また、本発明に係るスライド式切断機 ( ) において、前記回伝抑制部材 (57) は、シ



リコンコムから形成することかてきる。

００34 また、本発明に係るスライト式切断機 ( )において、前記回伝抑制部材 (57) は、坤

性体 (57a) により付勢することかてきる。

発明の効果

００35 本発明に係るスライト式切断機は、スライトシヤフトの下端に設けられた第2のスライ

トホルタと連係手段か連結しているため、作業者か切断作業の後にハントルから手

を離すと、スライトシヤフトおよひ第2のスライトホルタはその自重により、下方へ移動

する。そして、核スライトシヤフトおよひ第2のスライトホルタの移動に連動して連係手

段か切断部を直線案内装置側に移動させることとなり、切断部か作業者に向かって

移動することかなく、安全に木材等の切断作業をすることかてきる。また、本発明に係

るスライト式切断機は、上述したように自然状態て切断部か直線案内装置側に移動

した位置に静止し、その状態ては、直線案内装置を構成するスライトシヤフトは下方

に突出しているため、大きなスペースを確保することなく収納をすることかてきる。

００36 さらに、一端か前記切断部に連結され、他端か前記第2のスライトホルタに連結さ

れた補助リンクを備えるため、切断部か第 のリンクと切断部との連結部を支点として

回動することを防止することかてき、切断部を水平に直線運動させることかてきる。

００37 さらにまた、スライトシヤフトの上端に、第 のスライトホルタと当接することてスライト

シヤフトの移動を規制するスライトストノパを備えているのて、切断部か直線案内装置

側に移動した際に、スライトシヤフトか第 のスライトホルタから脱落することを防止す

ることかてきる。

００38 また、直線案内装置又は連係手段の少なくとも一方か刃物の回伝する面から延ひ

る平面から垂直方向ヘオフセノトして配置してあるのて、直線案内装置か上方に突き

出た状態においても、集塵装置と直線案内装置及ひ連係手段との干渉を防止するこ

とかてきる。また、集塵装置を切断部の後方に配置することかてきるため、効率の良

い集塵を行うことかてきる。さらに、スライト式切断機の小型化を図ることかてきる。

００39 さらに、スコノトラノセル機構によって案内される切断部を構成する保持部に運搬ハ

ントルか形成されているのて、刃物部を垂直方向に移動させる揺動機構を固定する

ことなく、スライト式切断機の運搬を行うことかてきる。



００4０ さらにまた、直線案内装置と切断部の直線距離が最小となる位置でリンクを固定す

ることができるため、スライド式切断機を収納する際にその収納形態を小型化すること

ができる。また、直線案内装置を固定部材で固定するよぅに構成しているため、固定

手段の小型化を図ることができる。さらに、固定部材は、直線案内装置に着脱不能に

取付けられているので、スライド式切断機の使用時に固定部材を紛失しないよぅに固

定部材の収納場所や収納方法を考慮する必要がない。

００4 1 また、スコットラッセル機構を構成する連係手段に回転抑制部材を備えているので、

連係手段の魚な作動を防止することができ、その結果、作業者がハンドルから手を離

しても切断部が急に作業者の方向へ移動することのない安全なスライド式切断機を

提供することができる。

００42 さらに、本発明に係るスライド式切断機は、回転抑制部材がリンクとシャフトとの間に

付勢されて配置されているため、少ない部品点数で回転抑制機構を構成することが

できる。

００43 さらにまた、本発明に係るスライド式切断機は、回転抑制部材が弾性体により付勢

されているので、弾性体の弾性定数を変更することで、容易にシャフトの回伝を抑制

する力を変更することができる。

図面の簡単な説明

００44 図 スライド式切断機の全体構造を示す側面図である。

図2 切断部を作業者側へ移動した状態を示す側面図である。

図3 スライド式切断機の連係手段を示す拡大図である。

図4 スライド式切断機の全体構造を示す上面図である。

図5 スライド式切断機の直線案内装置の傾動機構を示す背面図である。

図6 図 における 断面図である。

符号の説明

００45 スライド式切断機、 2 べ一ス、 3 直線案内装置、 4 切断部、 5

連係手段、 6 傾動機構、 2 載置面、 3 第 のスライドホルダ、 33

スライドシャフト、 34 第2のスライドホルダ、 4 刃物部、 4 a 刃物、 4

b 固定ボルト、 4 c ハンドル、 4 d スイッチ、 4 e 刃物面、 4 2 保



持部、 4 3 運搬ハンドル、 44 集塵管、 5 第 のリンク、 52 第2のリン

ク、 53 補助リンク、 54 リンク孔、 53a 凹部、 55a 補強部、 56 シ

ャフト、 5 7 回伝抑制部材、 57a はね、 5 7b 調整ねじ

発明を実施するための最良の形態

００46 以下、本発明を実施するための好適な実施形態について、図面を用いて説明する

。なお、以下の実施形態は、各請求項に係る発明を限定するものではなく、また、実

施形態の中で説明されている特徴の細み合わせの全てが発明の解決手段に必須で

あるとは限らない。

００47 図 は、本実施形態のスライド式切断機の全体構造を示す側面図であり、図2は、

切断部を作業者側へ移動した状態を示す側面図であり、図3は、本実施形態のスラ

イド式切断機の連係手段を示す拡大図であり、図4は、本実施形態のスライド式切断

機の全体構造を示す上面図であり、図5は、スライド式切断機の直線案内装置の傾

動機構を示す背面図であり、図6は、図 の 断面図である。

なお、説明し易いよぅに、図 及び図2では右側を前方、左側を後方として説明する

。なお、以下の説明において、切断部の内部構造については一般的なスライド式切

断機と同様であるので、簡単に説明をするものとする。

００48 図 に示すスライド式切断機 は、木材等の被加工物を載置する載置面2 が形成

されたべ一ス2と、べ一ス2の後方に取付けられた直線案内装置3と、直線案内装置

3と切断部4とを連結しているスコットラッセル機構からなる連係手段 5と、刃物4 aを

有する切断部4とから構成されている。

００49 図4に示すよぅに、切断部4は、モータ等の駆動部材を内藏するよぅに、ハウジング

を突き合わせて構成されている。また、図 に示すよぅに、切断部4は、刃物4 aが取

付けられた刃物部4 と、刃物部4 の後方に揺動軸4 7を介して取付けられる保持部

4 2とから構成されており、揺動軸4 7を中心に刃物4 aを上下に揺動させることができ

る。なお、図3及び図4に示すよぅに揺動軸4 7を中心に刃物4 aを上下に揺動させる

ことができる揺動機構は、保持部4 2に形成された揺動固定孔4 8と刃物部4 に形成

された刃物部固定孔4 9とに、保持部4 2に着脱不能に取付けられた揺動ストッパ48a

を挿入することで、固定することができる。さらに、刃物部4 には、作業者が木材等の



被加工物を切断加工する際に切断部4を前後に直線移動させるために把持するハ

ンドル4 cが形成されている。また、ハンドル4 cには、スイッチ4 dが設けられ、作

業者はハンドル4 cを把持すると共に、スイッチ4 dを押圧することで刃物4 aに連

動したモータを作動させて切断加工作業を行ぅことができるよぅになっている。

００5０ 刃物4 aは固定ボルト4 bを介して刃物部4 に取付けられており、作業者は該固

定ボルト4 bを着脱することで切断加工する被加工物に応じた刃物を適正選択でき

るよぅになっている。同様に、切断加工により磨耗した刃物4 aの交換も固定ボルト4

bを着脱することで容易に行ぅことができる。

００5 1 また、刃物部4 の後方側面には集塵管44が設けられており、該集塵管44の開口

端に集塵袋を取付けることで、被加工物の切断により発生した切り屑等を集塵するこ

とができる。ここで、集塵管44は、図 及び図4に示すよぅに、集塵管44の中心軸が

刃物4 aの接線方向に沿って設けられているので、刃物4 aの回転により飛散した

切り屑等を効率良く集塵することができる。また、集塵管44に吸引機を取り付け、吸

引機によって切り屑等を吸引するよぅに形成すれば、より効率的に切り屑等を集塵す

ることができる。

００5 2 保持部4 2の上側には、運搬ハンドル4 3が形成されており、本実施形態に係るスラ

イド式切断機 を運搬する際に、運搬ハンドル4 3を把持することで、運搬を容易に行

ぅことができるよぅになっている。

００5 3 運搬ハンドル4 3の後方には、第 の切断部固定孔4 6が形成されており、該第 の

切断部固定孔4 6と第 のスライドホルダ3 に形成された第2の切断部固定孔32とに

固定ピン32a を挿入することで、保持部4 2 (切断部4)の位置を直線案内装置3側に

固定することができ、切断部4のスライド機構を固定することができる。なお、図4に示

すよぅに、固定ピン32a には、止め輪32bが取付けられている。この止め輪3 2bが直

線案内装置3と係止することにより、固定ピン32a は第2の切断部固定孔32から脱落

しないよぅに、第 のスライドホルダ3 から着脱不能に取付けられ、切断機の固定を

行わない場合にも、固定ピン32a の収納などを考慮することなく、また、固定ピン32a

の紛失も防止することができる。

００54 本実施形態に係るスライド式切断機 を運搬する際は、前述のよぅに固定ピン32a



により切断部4のスライド機構を固定することで、べ一ス2に対して1軍般ハンドル4 3を

固定することができるため、揺動ストッパ48a にて刃物部4 を固定しなくても、軍般ハ

ンドル4 3を把持してスライド式切断機 を安全に1軍搬することができる。

００5 5 次に、直線案内装置3について図 乃至図3を参照して説明する。

００56 図 に示すように、直線案内装置3は、スライドシヤフト33と、スライドシヤフト33を摺

動可能に挿入する摺動孔3 aが形成された第 のスライドホルダ3 と、スライドシヤフ

ト33の下端に設けられた第2のスライドホルダ34とから形成されている。

００5 7 図3に示すように、第 のスライドホルダ3 は、スライドシヤフト33を摺動可能に挿入

する摺動孔3 aが形成されており、べ一ス2の後端に傾動可能に取付けられている。

また、第 のスライドホルダ3 は、第2のリンク52を回動可能に取付けるための第 の

スライドホルダリンク孔3 bが形成されており、該第 のスライドホルダリンク孔3 bに

第2のリンク52の一端を取付けるようになっている。

００58 スライドシヤフト33は、棒状に形成されており、切断部4の移動する方向と直交する

方向に摺動可能に前記摺動孔3 aに挿入されている。また、スライドシヤフト33の下

端には、第2のスライドホルダ34が設けられている。スライドシヤフト33は、スライドシ

ヤフト3 3の下端を第2のスライドホルダ34に圧人して固定されている。第2のスライド

ホルダ34はスライドシヤフト33と共に上方へ移動し、図2に示すように、第 のスライド

ホルダ3 の下端と第2のスライドホルダ34の上端が当接することで、スライドシヤフト3

3の上方への移動が規制されている。

００59 また、スライドシヤフト33の外周面の上端には、軸方向に延びる面取り部を形成し、

摺動孔3 aの断面形状を前記面取りにあわせるように略 字状に形成してもよい。こ

のように、スライドシヤフト33と摺動孔3 aを形成すれば、スライドシヤフト33を摺動孔

3 aに挿入する際に、スライドシヤフト33の位置決めを容易に行うことができ、後述す

る連係手段 5の組立時にその位置あわせを正確且つ、容易に行うことができる。

００6０ さらに、スライドシヤフト33の外周面の下端にも、軸方向に延びる面取り部を形成し

、第2のスライドホルダ34には、前記スライドシヤフト33の下端の面取り部に合わせる

ように、略 字状に形成された圧入孔が形成してもよい。このように、スライドシヤフト3

3と圧入孔を形成すれば、スライドシヤフト33を第2のスライドホルダに圧入する際に、



スライドシヤフト33の位置決めを用意に行うことができ、後述する連係手段 5の組立時

にその位置あわせを正確且つ、容易に行うことができる。

００6 1 また、スライドシヤフト33の上端には、ストッパ3 5が設けられており、図 に示すよう

に、第 のスライドホルダ3 の上端とストッパ3 5とが日接することで、スライドシヤフト3

3の下方への移動を規制している。

００62 第2のスライドホルダ34は、第 のリンク5 を取付ける第2のスライドホルダリンク孔3

4aと、補助リンク53を取付ける第2のスライドホルダ補助リンク孔34b が形成されてい

る。第 のリンク5 と補助リンク53は、それぞれ、第2のスライドホルダリンク孔34a と第

2のスライドホルダ補助リンク孔34bに回動可能に連結されている。

００63 次に、連係手段 5について図3を参照して説明する。

００64 連係手段 5は、一端が保持部4 2に形成された第 の保持部リンク孔45a に回動可

能に連結し、他端が第2のスライドホルダ34に形成された第2のスライドホルダリンク

孔34a に回動可能に連結した第 のリンク5 と、一端が第 のスライドホルダ3 に形

成された第 のスライドホルダリンク孔3 bに回動可能に連結し、他端が第 のリンク5

に形成されたリンク連結孔5 5に回動可能に連結した第2のリンク52と、一端が保持

部4 2に形成された第2の保持部リンク孔45b に回動可能に連結し、他端が第2のスラ

イドホルダ34に形成された第2のスライドホルダ補助リンク孔34bに回動可能に連結

すると共に、第 のリンク5 と平行に配置された補助リンク53とから構成されている。

００65 次に、図6を参照して、各リンクの連結方法について説明する。なお、第 のリンク5

、第2のリンク52及び補助リンク53のそれぞれの連結方法は同一であるので、補助

リンク53の連結方法を例に説明するものとする。

００66 補助リンク53は、リンク孔54が形成されており、該リンク孔54 と保持部4 2に形成さ

れた保持部リンク孔45b とにシヤフト56を挿入し、ボルトで固定して細み付けられてい
る。

００67 シヤフト56を軸とする補助リンク53の回転部には、回転抵抗を低減することを目的

としてべアリング58が設置されている。ベアリング58 58はシヤフト頭部 56a とワッシ

ヤ56c とでシヤフト固定ボルト56bにより締付けられ、ベアリング58内のボール (図示し

ない)をシヤフト56の長手方向の一方向に寄せることでべアリング58の軸方向の遊



びを無くし、ガ 、タソキを防止するようになっている。また、リンク孔54の内周面には、シ

ヤフト5 6の径方向に付勢された回転抑制部材 5 7が設けられている。回転抑制部材 5

7は、シリコンゴムにより形成されている。また、回転抑制部材 5 7は、単，性体であるば

ね57a によりシヤフト56の径方向に付勢されている。なお、ばね57a による付勢力は

調整ねじ5 7bを締付けることにより調整することができるため、回転抑制部材 5 7とシヤ

フト56の摩擦力を調整することで、回転抑制力を調整することができるようになってい

る。この回転抑制部材 57がシヤフト56を軸とする補助リンク53の魚な回転を防止す

ることにより、作業者が切断部4から手を離した際に、急に切断部4が移動することを

防止することができる。

００68 なお、この回転抑制部材 5 7は、各リンクの少なくとも一箇所に形成されていれば良

く、全てのリンクに設ける必要はない。

００69 また、保持部4 2に形成された保持部リンク孔45b には、シヤフト固定ねじ56 がシヤ

フト56に当接するように取付けられ、シヤフト56と保持部4 2の径方向のガタ"ソキを防

止する。シヤフト56と保持部4 2の径方向のガタ"ソキをなくし、シヤフト56と補助リンク5

3との間のべアリングの径方向のガタ"ソキをなくしたことで、補助リンク53の精度のよ

い移動を確保することができるようになっている。

００7０ 連係手段 5は直線案内装置3と協働してスコットラッセル機構を構成している。この

連係手段 5により、切断部4は上下に揺動することなく、直線方向に移動することがで

きる。

００7 1 また、第 のリンク5 の側面には、リンク連結孔5 5の剛性を向上させるために補強

部 55a が形成されている。

００72 なお、補助リンク53は、切断部4を直線方向に移動させる際に、切断部4の姿勢を

維持させたまま、移動させる目的で設けられている。また、補助リンク53の上端面に

は、第 のリンク5 に形成された補強部 55a との接触を避けるように凹部 53a が形成

００73 このよぅに形成されたスライド式切断機 は、図 及び図2に示すよぅに、切断部4が

図 に示す自然状態から、べ一ス2に対して直線方向に移動することができ、図2に

示すよぅに、スライドシヤフト33が上方へ移動し、連係手段 5が延びた状態まで、直線



移動することができる。

００74 次に、図5を参照して、直線案内装置3をべ一ス2に取付ける方法について説明す

る。

００75 図5に示すよぅに、直線案内装置3は、ボルト3 7を中心に回動可能にべ一ス2に取

付けられており、第 のスライドホルダ3 の下端から下方に延びる取付腕 3 6とべ一ス

2とをピン6 2を締付けることによりべ一ス2に取付けられている。

００76 また、直線案内装置3の取付部には、傾動機構6が形成されている。傾動機構6は

、取付腕 36の先端に形成された傾動板 6０と、該傾動板 6０に形成された円弧状の満

6 と、該円弧状の満6 の内周に係合するピン6 2と、から構成されている。ピン6 2は

、ピン6 2に連結されたノブ6 5を回伝操作することにより、傾動板 6０をべ一ス2に締付

けて固定することができるよぅになっている。

００77 直線案内装置3は、ボルト3 7を中心に回動すると共に、円弧状の満6 の内周に係

合するピン6 2により回動範囲が規制されている。作業者は、所望の傾斜位置に直線

案内装置3を傾斜させた後、ノブ6 5を回伝させてピン6 2を締付けることにより、直線

案内装置3を所望の傾斜角度に固定することができる。

００78 なお、傾動板 6０には、調整ボルト63a 63bが形成され、べ一ス2にはストッパ64が

形成されており、ストッパ64 と調整ボルト63a とは、上記直線案内装置3がべ一ス2に

垂直に起立するよぅに当接し、ストッパ64 と調整ボルト6 3bとは、傾動板 6０の傾動範

囲を規制する。また、調整ボルト63a 63bを調整することで、直線案内装置3のべ一

ス2に対する垂直度の調整及び上記満6 の範囲内で、傾動機構6の傾動範囲の調

整を行ぅことができるよぅになっている。

００79 この傾動機構6により、直線案内装置3は、所定の角度 巳でべ一ス2に対して傾斜

することができる。直線案内装置3が傾斜することにより、連係手段 5により連結された

切断部4も傾斜させることができ、被加工物を載置面2 に対して斜めに切断すること

ができる。なお、本実施形態においては、直線案内装置3は載置面2 に対して4 5度

から9０度の範囲で傾斜することができるよぅになっている。

００8０ このよぅに、直線案内装置3が傾動機構6を介してべ一ス2に取付けられていること

から、所定の範囲で切断部4を被加工物を載置する載置面2 に対して傾けて固定



することかてき、被加工物を所望の角度て切断することかてきる。また、傾動板 6０か

略扇状に形成されているため、傾動板 6０か直線案内装置3と干渉することかなく、傾

動板 6０の側方に直線案内装置3を配置することかてきることにより、スライト式切断機

の小型化を図ることかてきる。

００8 1 また、図5に示すように、直線案内装置3及ひ連係手段 5は、刃物4 aの回伝する

面てある刃物面4 eを含む平面から垂直方向ヘオフセノトは して配置されている。こ

のように直線案内装置3及ひ連係手段 5を刃物面4 eを含む平面から垂直方向ヘオ

フセノトして配置すれは、スライト式切断機 を小型化することかてき、刃物面4 eを

含む平面とほほ同一面上にある集塵管44の中心軸と直線案内装置3又は連係手段

5とか交差することなく、集塵管44の開口端に取付けられる集塵袋か切断部4の移動

、直線案内装置3及ひ連係手段 5の作動を妨けることかなく、切断部4の移動を円柑

に行なうことかてき、また、集塵管44は、刃物部4 の後方側面にあって、連係手段 5

及ひ保持部4 2と干渉しない位置にオフセノトして設けられているのて、特に前後方

向においてスライト式切断機の小型化を図ることかてきる。また、本実施形態ては、

直線案内装置3及ひ連係手段 5は、刃物4 aの回伝する面てある刃物面4 eを含む

平面から垂直方向ヘオフセノトは して配置されているか、直線案内装置3又は連係

手段 5のとちらか一方を刃物4 aの回伝する面てある刃物面4 eを含む平面から垂

直方向ヘオフセノトして配置してもよい。

００82 なお、本願は上記実施の形態に限定されるものてはなく、種々の形態て実施するこ

とかてき、本実施形態てほ、補助リンクを第 のリンクの下方に設けた例について説

明したか、補助リンクは第 のリンクの上方に設けても構わない。また、保持部の固定

は、保持部と第 のスライトホルタを係止する例について説明したか、スライトシヤフト

と第 のスライトホルタを固定しても構わない。さらに、本実施形態ては、回伝抑制部

材を補助リンクに設けた例について説明したか、回伝抑制部材を第 のリンクに設け

ても構わないし、第2のリンクに設けても構わない。さらに、回伝抑制部材は一箇所に

設ける必要はなく、二箇所以上のリンクに設けても構わない。さらにまた、回伝抑制部

材ははねによって付勢されている例について説明したか、回転抑制部材を伸，性のあ

る材科て形成し、回伝抑制部材の坤性カて付勢するように構成しても構わない。



請求の範囲

被加工物を載置する載置面を備えたべ一スと、

前記べ一スに取付けられた直線案内装置と、

刃物を有する切断部に取付けられた連係手段とを備え、

前記直線案内装置と前記連係手段とが協働してスコットラッセル機構を形成し、前

記切断部の直線移動を案内するスライド式切断機において、

前記直線案内装置は、前記切断部の移動する方向と直交する方向に移動するスラ

イドシヤフトと、

前記スライドシヤフトの移動を案内する第 のスライドホルダと、

前記スライドシヤフトの下端に設けられると共に、前記第 のスライドホルダに当接す

ることで前記スライドシヤフトの移動を規制する第2のスライドホルダとを備え、

前記連係手段は、一端が前記切断部に連結されると共に、他端が前記第2のスライ

ドホルダに連結される第 のリンクと、

一端が前記第 のスライドホルダに連結されると共に、他端が前記第 のリンクに連

結される第2のリンクとを備えること

を特徴とするスライド式切断機。

2 請求項 に記載のスライド式切断機において、

一端が前記切断部に連結され、他端が前記第2のスライドホルダに連結された補助

リンクを備えること

を特徴とするスライド式切断機。

3 請求項 及び2に記載のスライド式切断機において、

前記スライドシヤフトの上端に、前記第 のスライドホルダと当接することで前記スラ

イドシヤフトの移動を規制するスライドストッパを備えること

を特徴とするスライド式切断機。

4 請求項 乃至3のいずれか 項に記載のスライド式切断機において、

前記直線案内装置又は連係手段の少なくとも一方は、前記刃物の回伝する面を含

む平面から垂直方向ヘオフセットされて配置されること

を特徴とするスライド式切断機。



5 請求項4に記載のスライド式切断機において、

前記直線案内装置及び前記連係手段は、前記切断部に取付けられる集塵管の中

心軸と交差しないよぅに配置されること

を特徴とするスライド式切断機。

6 請求項 乃至5のいずれか 項に記載のスライド式切断機において、

前記切断部は、刃物を備える刃物部と、前記刃物部を前記連係手段に連結する保

持部とを備え、

前記保持部に運搬ハンドルを形成したこと

を特徴とするスライド式切断機。

7 請求項 乃至6のいずれか 項に記載のスライド式切断機において、

前記切断部は、前記直線案内装置に固定することができること

を特徴とするスライド式切断機

8 請求項 乃至7のいずれか 項に記載のスライド式切断機において、

前記直線案内装置に形成された第2の切断部固定部と前記切断部に形成された

第 の切断部固定部とを固定部材にて固定して前記切断部の移動を固定すること

を特徴とするスライド式切断機。

9 請求項8に記載のスライド式切断機において、

前記固定部材は、前記直線案内装置に着脱不能に取付けられること

を特徴とするスライド式切断機。

０ 請求項 乃至9のいずれか 項に記載のスライド式切断機において、

一端が前記第 のスライドホルダに連結されると共に、他端が前記第 のリンクに連

結される第2のリンクとを含む複数のリンクを備え、

前記複数のリンクは、リンク孔を有すると共に、前記リンク孔にシャフトを挿入するこ

とにより連結され、前記複数のリンクのぅち少なくとも一つは、前記リンク孔の内周面に

、前記シャフトの径方向に向かって付勢された回伝抑制部材を備えること

を特徴とするスライド式切断機。

請求項 ０に記載のスライド式切断機において、

前記回伝抑制部材は、シリコンゴムから形成されていること



を特徴とするスライド式切断機。

2 請求項 ０又は に記載のスライド式切断機において、

前記回転抑制部材は、弾性体により付勢されていること

を特徴とするスライド式切断機。
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