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(57)【要約】
【課題】　一対の回転刈り刃の回転域が重なり合う重合
部への草の入り込みを抑制できるのみならず、草詰まり
の回避ができるとともに構造簡単に得ることができるよ
うにする。
【解決手段】　刈り刃ハウジング前後方向視で一対の回
転刈り刃１３Ｌ，１３Ｒの回転域１３ＬＡ，１３ＲＡが
重なり合う重合部２３が形成されている。一対の回転刈
り刃１３Ｌ１３Ｒからの風に案内作用するよう一対の回
転刈り刃１３Ｌ，１３Ｒの前方に位置した前バッフル４
０を備えてある。前バッフル４０の一対の回転刈り刃１
３Ｌ，１３Ｒの一方の回転刈り刃１３Ｌの回転域１３Ｌ
Ａに対向した横一端側部４３と、他方の回転刈り刃１３
Ｒの回転域１３ＲＡに対向した横他端側部４４との境界
４５が重合部２３から刈り刃ハウジング横端側に外れて
位置している。前バッフル４０の横一端側部４３が草を
重合部２３から刈り刃ハウジング横端側に外れた箇所に
向けて押圧操作する。
【選択図】　　　　図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　刈り刃ハウジングの内部に、刈り刃ハウジング上下向き軸芯まわりで駆動回転自在な一
対の回転刈り刃が刈り刃ハウジング横方向に並んで位置するとともに、刈り刃ハウジング
前後方向視で前記一対の回転刈り刃の回転域が重なり合う重合部が形成され、前記一対の
回転刈り刃からの風に案内作用するよう前記一対の回転刈り刃の前方に位置した前バッフ
ルを備えたモーアであって、
　前記前バッフルを、この前バッフルの前記一対の回転刈り刃の一方の回転刈り刃の回転
域に対向した横一端側部と、他方の回転刈り刃の回転域に対向した横他端側部との境界が
前記重合部から刈り刃ハウジング横端側に外れて位置するよう構成し、前記前バッフルの
前記横一端側部が草を前記重合部から刈り刃ハウジング横端側に外れた箇所に向けて押圧
操作するよう構成してあるモーア。
【請求項２】
　前記前バッフルに、前バッフルの下端部から刈り刃ハウジング後方向きに延出した底板
を備えてある請求項１記載のモーア。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、刈り刃ハウジングの内部に、刈り刃ハウジング上下向き軸芯まわりで駆動回
転自在な一対の回転刈り刃が刈り刃ハウジング横方向に並んで位置するとともに、刈り刃
ハウジング前後方向視で前記一対の回転刈り刃の回転域が重なり合う重合部が形成され、
前記一対の回転刈り刃からの風に案内作用するよう前記一対の回転刈り刃の前方に位置し
た前バッフルを備えたモーアに関する。
【背景技術】
【０００２】
　上記したモーアとして、従来、たとえば特許文献１に示されるものがあった。特許文献
１に示されるものは、デッキ（刈り刃ハウジングに相当）の横方向に並ぶ３枚のブレード
（回転刈り刃に相当）、ブレードの回転軌跡（回転域に相当）が合流するオーバラップ部
（重合部に相当）、ガイド板（前バッフルに相当）を備えている。
【０００３】
　この種のモーアにおいて、刈り処理しょうとする草が前記重合部に入り込むと、刈り残
しなど、刈り処理不良が発生しやすくなる。このため、特許文献１に示されたモーアは、
分草板を備え、前記刈り処理不良の抑制を図っている。すなわち、オーバラップ部に前側
から入ろうとする芝草を分草板の分離作用によって左右両側に振り分けて分草して後方に
送る。
【０００４】
【特許文献１】特開２００２－１５３１１２号公報（段落〔０００５〕－〔０００８〕、
〔００１５〕－〔００２１〕、図１－３）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上記した従来の技術を採用すると、分草板を特別に備える必要があった。このため、分
草板と前バッフルとによって前向き開口の凹入空間が前バッフルの前側に形成されるとと
もに、この凹入空間の横幅が後方側に至るほど狭くなり、分草板によって分草された草が
分草板と前バッフルの間に詰まる事態が発生しやすくなっていた。また、必要な部材数が
多くなっていた。
【０００６】
　本発明の目的は、前記重合部への草の入り込みを上記した問題発生を回避しながら抑制
することができるモーアを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
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【０００７】
　本第１発明は、刈り刃ハウジングの内部に、刈り刃ハウジング上下向き軸芯まわりで駆
動回転自在な一対の回転刈り刃が刈り刃ハウジング横方向に並んで位置するとともに、刈
り刃ハウジング前後方向視で前記一対の回転刈り刃の回転域が重なり合う重合部が形成さ
れ、前記一対の回転刈り刃からの風に案内作用するよう前記一対の回転刈り刃の前方に位
置した前バッフルを備えたモーアにおいて、
　前記前バッフルを、この前バッフルの前記一対の回転刈り刃の一方の回転刈り刃の回転
域に対向した横一端側部と、他方の回転刈り刃の回転域に対向した横他端側部との境界が
前記重合部から刈り刃ハウジング横端側に外れて位置するよう構成し、前記前バッフルの
前記横一端側部が草を前記重合部から刈り刃ハウジング横端側に外れた箇所に向けて押圧
操作するよう構成してある。
【０００８】
　本第１発明の構成によると、重合部に前方から入り込もうとする草が前バッフルの横一
端側部によって重合部から刈り刃ハウジング横端側に外れた箇所に向けて押圧操作される
。これにより、重合部への草の入り込みが発生しにくくなる。そして、草の重合部への入
り込みを防止する押圧手段に前バッフルを利用し、草の重合部への入り込みを抑制できる
。
【０００９】
　従って、前バッフルを草押圧の手段に利用した簡単な構造によって重合部への草の入り
込みを抑制し、刈り残しなどが発生しにくい良好な仕上がりの草刈り作業を冒頭に記した
草詰まりを回避して能率よく行うことができ、かつ、安価に得ることができる。
【００１０】
　本第２発明は、本第１発明の構成において、前記前バッフルに、前バッフルの下端部か
ら刈り刃ハウジング後方向きに延出した底板を備えてある。
【００１１】
　本第２発明の構成によると、前バッフルの横一端側部によって押圧操作された草が、前
バッフルの横一端側部を通過した後、底板によって上方から押圧操作される。これにより
、前バッフルの横一端側部によって押圧された草は、前バッフルを通過した後にも倒伏姿
勢を長く維持し、重合部により入り込みにくくなる。
【００１２】
　従って、草の重合部への入り込みがより発生しにくく、刈り残しなどが一層発生しにく
い良好な仕上がりの草刈り作業を行うことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、本発明の実施例を図面に基づいて説明する。
　図１は、本発明の実施例に係るモーア１０が装着された乗用型草刈機の全体側面図であ
る。この図に示すように、乗用型草刈機は、左右一対の操向操作自在な前車輪１，１と左
右一対の駆動自在な後車輪２，２とによって自走するよう構成し、かつ、ステアリングホ
ィール３および運転座席４を有した運転部を備えた自走車体と、この自走車体の車体フレ
ーム５の前後輪間にリンク機構６を介して連結された本発明の実施例に係るモーア１０と
を備えている。自走車体は、車体前部に設けたエンジン７を備えるとともに、このエンジ
ン７の車体上下向きの出力軸７ａからの出力を伝動ベルト８により、モーア１０の刈り刃
駆動機構３０に伝達する。リンク機構６は、車体フレーム５の前端部とモーア１０の刈り
刃ハウジング１１の後端側とにわたって連結された昇降リンク６ａと、この昇降リンク６
ａの中間部と車体フレーム５とにわたって連結された揺動リンク６ｂと、この揺動リンク
６ｂの一端部と前記刈り刃ハウジング１１の前端側とにわたって連結された連結リンク６
ｃとを備えている。前記昇降リンク６ａは、この昇降リンク６ａの後端部に連動機構９ａ
を介して連動された昇降レバー９が上下揺動操作されることにより、車体フレーム５に対
して上下に揺動操作され、モーア１０の後端側を車体フレーム５に対して昇降操作する。
昇降リンク６ａは、上下に揺動操作されると、揺動リンク６ｂを車体フレーム５に対して
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上下に揺動操作し、モーア１０の前端側を車体フレーム５に対して昇降操作する。
【００１４】
　すなわち、乗用型草刈機は、草刈り作業を行うものである。つまり、昇降レバー９を上
下揺動操作することにより、リンク機構６が車体フレーム５に対して上下に揺動操作され
、モーア１０を左右一対のゲージ輪１２，１２が地面に接地した下降作業状態と、前記各
ゲージ輪１２が地面から高く上昇した上昇非作業状態とに昇降操作する。モーア１０を下
降作業状態にして自走車体を走行させると、モーア１０は、前記刈り刃ハウジング１１の
内部に位置する二枚の回転刈り刃１３Ｌ，１３Ｒを前記刈り刃駆動機構３０によって回転
駆動し、各回転刈り刃１３Ｌ，１３Ｒによって芝や草（以下、単に草と称する。）の刈り
処理を行い、各回転刈り刃１３Ｌ，１３Ｒからの刈り芝や刈り草（以下、単に刈り草と称
する。）を刈り刃ハウジング１１の横一端部からモーア横外側に放出するサイドディスチ
ャージ作業、あるいは各回転刈り刃１３Ｌ，１３Ｒからの刈り草を刈り刃ハウジング１１
の底からモーア下方に放出するマルチング作業を行う。
【００１５】
　次に、モーア１０についてさらに詳述する。図２は、モーア１０のマルチング作業状態
での平面図である。図３は、モーア１０のサイドディスチャージ作業状態での平面図であ
る。図４は、モーア１０の天板除去状態での平面図である。これらの図に示すように、モ
ーア１０は、前記刈り刃ハウジング１１と、前記刈り刃駆動機構３０と、前記二枚の回転
刈り刃１３Ｌ，１３Ｒと、前記刈り刃ハウジング１１の前部の外側に刈り刃ハウジング両
横端部に分散配置して設けた前記左右一対のゲージ輪１２，１２とを備える他、前記刈り
刃ハウジング１１の後部の外側に刈り刃ハウジング横方向での中央部に配置して設けた障
害物乗り越えローラ１５を備えている。
【００１６】
　図５は、刈り刃ハウジング１１の底面側からの斜視図である。この図、および図２，４
に示すように、刈り刃ハウジング１１は、天板１６と、この天板１６の周縁部から刈り刃
ハウジング下方向きに延出した前壁１７と後壁１８と横壁１９とを備えさせ、刈り刃ハウ
ジング１１の横方向に並んだ一対の刈り室２０Ｌ，２０Ｒを備えるよう構成してある。前
記前壁１７は、各回転刈り刃１３Ｌ，１３Ｒの回転域１３ＬＡ，１３ＲＡの前側部分の外
周に沿った前円弧壁部１７ａと、前記一対の前円弧壁部１７ａ，１７ａを連結する直線形
の前直線壁部１７ｂとを備えている。前記後壁１８は、各回転刈り刃１３Ｌ，１３Ｒの回
転域１３ＬＡ，１３ＲＡの後側部分の外周に沿った円弧形の後円弧壁部１８ａと、前記一
対の後円弧壁部１８ａ，１８ａを連結する直線形の後直線壁部１８ｂとを備えている。前
記横壁１９は、前記一方の回転刈り刃１３Ｌの回転域１３ＬＡの横側部分の外周に沿った
円弧形になっている。前記一対の刈り室２０Ｌ，２０Ｒは、刈り刃ハウジング１１の前後
方向に若干位置ずれし合い、かつ、刈り刃ハウジング１１の横幅方向での中央部で連通し
合っている。各刈り室２０Ｌ，２０Ｒは、刈り刃ハウジング１１の底側で下方向きに開口
している。前記一対の刈り室２０Ｌ，２０Ｒのうち、やや刈り刃ハウジング後方側に位置
した方の刈り室２０Ｒは、この刈り室２０Ｒの他方の刈り室２０Ｌに連通している側とは
反対側の横端部に連通した前記刈り草排出口１４を備えている。図５に示す縁金２８は、
後壁１８の下端に沿わせて刈り刃ハウジング１１に装着される。
【００１７】
　図４，６に示すように、前記二枚の回転刈り刃１３Ｌ，１３Ｒの一方の回転刈り刃１３
Ｌは、前記一対の刈り室２０Ｌ，２０Ｒの一方の刈り室２０Ｌに、他方の回転刈り刃１３
Ｒは、他方の刈り室２０Ｒにそれぞれ位置している。各回転刈り刃１３Ｌ，１３Ｒは、前
記天板１６にベアリングホルダ２１を介して回転自在に支持された回転支軸２２の下端部
に一体回転自在に装着されている。すなわち、各回転刈り刃１３Ｌ，１３Ｒは、前記回転
支軸２２が備える刈り刃ハウジング上下向き軸芯Ｐのまわりで回転支軸２２と共に回転す
る。二枚の回転刈り刃１３Ｌ，１３Ｒは、刈りハウジング前後方向に若干位置ずれした状
態で刈り刃ハウジング横方向に並んでおり、刈り刃ハウジング１１の前後方向視で一方の
回転刈り刃１３Ｌの回転域１３ＬＡと、他方の回転刈り刃１３Ｒの回転域１３ＲＡとが重
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なり合った重合部２３を形成する。各回転刈り刃１３Ｌ，１３Ｒは、回転刈り刃１３Ｌ，
１３Ｒの両端部に設けた切断刃２４と、各切断刃２４の背後側に設けた起風羽根２５とを
備えている。
【００１８】
　図２は、刈り刃駆動機構３０の平面視での構造を示している。図６は、刈り刃駆動機構
３０の正面視での構造を示している。これらの図に示すように、刈り刃駆動機構３０は、
前記天板１６の後端部に刈り刃ハウジング上下向きの取り付け姿勢で回転自在に支持され
た入力軸３１と、この入力軸３１に一体回転自在に支持された伝動プーリ３２と、前記各
回転刈り刃１３Ｌ，１３Ｒの回転支軸２２に一体回転自在に支持された刈り刃駆動プーリ
３３と、前記伝動プーリ３２と前記各刈り刃駆動プーリ３３とにわたって巻回された伝動
ベルト３４とを備えている。前記入力軸３１は、前記伝動ベルト８が巻回された入力プー
リ３５を前記伝動プーリ３２よりも入力軸上端側に位置させて一体回転自在に備えている
。前記伝動ベルト３４は、天板１６に回転自在に支持された案内プーリ３６と、前記入力
軸３１にテンションアーム３７を介して支持されたテンションプーリ３８とにも巻回され
ている。
　すなわち、刈り刃駆動機構３０は、エンジン７から伝動ベルト８を介して入力プーリ３
５に伝動されて駆動される入力軸３１の駆動力を伝動ベルト３４によって各刈り刃駆動プ
ーリ３３に伝達して各回転支軸２２を回転駆動し、これによって各回転刈り刃１３Ｌ，１
３Ｒを回転駆動する。一方の回転刈り刃１３Ｌを回転支軸２２の軸芯Ｐまわりで回転方向
Ａ（図４参照）に回転するよう駆動し、他方の回転刈り刃１３Ｒを回転支軸２２の軸芯Ｐ
まわりで前記一方の回転刈り刃１３Ｌの回転方向Ａとは逆の回転方向Ｂ（図４参照）に回
転するよう駆動する。
【００１９】
　図２，３，６に示すように、刈り刃ハウジング１１は、刈り刃ハウジング外側の前記刈
り草排出口１４が位置する側の横端部に設けた蓋体２６を備えている。この蓋体２６は、
前記回転刈り刃１３Ｒの回転支軸２２から揺動自在に延出された支持アーム２６ａに支持
されており、この支持レール２６ａと共に移動操作されることにより、刈り草排出口１４
を開閉する。図２，６に示すように、刈り刃ハウジング１１は、天板１６の刈り草排出口
１４の近くに支持された放出ガイド２７を備えている。放出ガイド２７は、上下揺動自在
に支持されており、下降作用姿勢に切り換えられることにより、刈り草排出口１４から放
出される刈り草を横外向きに飛散するよう案内する。
【００２０】
　図４，５に示すように、刈り刃ハウジング１１は、刈り刃ハウジング内側の前記一対の
回転刈り刃１３Ｌ，１３Ｒの前方に配置した前バッフル４０を備えている。図４は、前バ
ッフル４０の平面視での構造を示している。図５は、前バッフル４０の斜視での構造を示
している。図８は、前バッフル４０の縦断面構造を示している。図９は、前バッフル４０
の横断平面図である。これらの図に示すように、前バッフル４０は、前バッフル４０の上
端部に連結された取り付けブラケット４１と、この取り付けブラケット４１を前記前直線
壁部１７ｂに締め付け連結した連結ボルト４２とを介して前直線壁部１７ｂに連結された
屈曲板によって構成してある。前バッフル４０は、刈り刃ハウジング横方向での横一端側
に位置した横一端側部４３と、刈り刃ハウジング横方向での横他端側に位置した横他端側
部４４と、前記横一端側部４３と横他端側部４４との境界４５を形成した屈曲点とを備え
ている。
【００２１】
　前記横一端側部４３は、前記刈り草排出口１４を備えない刈り室１３ＬＡの前記前円弧
壁部１７ａの内面に滑らかに連続し、かつ、前記刈り室２０Ｌに位置する回転刈り刃１３
Ｌの回転域１３ＬＡに対向した平坦面形の案内面４３ａを備え、前記回転刈り刃１３Ｌか
らの風を回転域１３ＬＡに向けて流動するよう案内面４３ａによって案内する。前記横他
端側部４４は、前記刈り草排出口１４を備えた刈り室２０Ｒの前記前円弧壁部１７ａの内
面に滑らかに連続し、かつ、前記刈り室２０Ｒに位置する回転刈り刃１３Ｒの回転域１３
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ＲＡに対向した平坦面形の案内面４４ａを備え、前記回転刈り刃１３Ｒからの風を刈り草
排出口１４に向けて流動するよう案内面４４ａによって案内する。前記横一端側部４３は
、前記案内面４３ａとは反対側に位置した刈り刃ハウジング前方向きの押圧面４３ｂを刈
り刃ハウジング前後向きに対して傾斜した状態で備えている。前記境界４５は、前記重合
部２３から刈り刃ハウジング１１の前記刈り草排出口１４が位置する方の横端側に外れて
位置し、前記押圧面４３ｂの刈り刃ハウジング横方向で端であって、前記境界４５が位置
する側での端が前記重合部２３から刈り刃ハウジング１１の前記刈り草排出口１４が位置
する方の横端側に外れて位置している。
　前バッフル４０は、この前バッフル４０の下端部から刈り刃ハウジング後方向きに延出
した底板４６を備えている。
　すなわち、前バッフル４０は、重合部２３に入り込もうとする草を横一端側部４３の押
圧面４３ｂによって重合部２３から刈り刃ハウジング横端側に外れた箇所に向けて押圧操
作し、横一端側部４３を通過した後の草を横一端側部４３によって押圧された倒伏姿勢に
維持するよう底板４６によって上方から押圧操作する。
【００２２】
　図４，５に示すように、刈り刃ハウジング１１は、刈り刃ハウジング内側の前記一対の
回転域１３ＬＡ，１３ＲＡの刈り刃ハウジング後側部分どうしの間に設けた後バッフル５
０を備えている。
図５は、後バッフル５０の斜視での構造を示している。図８は、後バッフル５０の縦断面
構造を示している。図１０は、後バッフル５０の平面図である。図１１は、後バッフル５
０の斜視図である。図１２は、後バッフル５０の横断平面図である。これらの図に示すよ
うに、後バッフル５０は、後バッフル５０の内部に連結された取り付けブラケット５１と
、この取り付けブラケット５１を前記後直線壁部１８ｂに連結した連結ボルト５２とを介
して後直線壁部１８ｂに連結された構造体によって構成してあり、天板１６の内面と同じ
配置高さに上端が位置するよう刈り刃ハウジング上端側に位置した上バッフル部５３と、
刈り刃ハウジング１１の下端と同じ配置高さに下端が位置するよう刈り刃ハウジング下端
側に位置した下バッフル部５４と、この下バッフル部５４と前記上バッフル部５３との間
に設けた風路５５とを備えている。
【００２３】
　上バッフル部５３は、刈り草排出口１４を備えない刈り室２０Ｌに対向した第一湾曲案
内面５３ａと、刈り草排出口１４を備えた刈り室２０Ｒに対向した第二湾曲案内面５３ｂ
とを備えている。第一湾曲案内面５３ａは、刈り草を刈り室２０Ｌの回転域１３ＬＡの外
周に沿って回流するよう、かつ、刈り草を刈り室２０Ｌの上部から下部に下降するようそ
れぞれ流動案内する湾曲面になっている。第二湾曲案内面５３ｂは、刈り草を刈り室２０
Ｒの回転域１３ＲＡの外周に沿って回流するよう、かつ、刈り草を刈り室２０Ｒの上部か
ら下部に下降するようそれぞれ流動案内する湾曲面になっている。上バッフル部５３の先
端５３ｃは、下バッフル部５４の先端５４ｃよりも刈り刃ハウジング前後方向での内側に
より深く入り込んでいる。
【００２４】
　下バッフル部５４は、刈り草排出口１４を備えない刈り室２０Ｌに対向した第一湾曲案
内面５４ａと、刈り草排出口１４を備えた刈り室２０Ｒに対向した第二湾曲案内面５４ｂ
とを備えている。第一湾曲案内面５４ａは、回転刈り刃１３Ｌからの風を刈り室２０Ｌで
回流するよう流動案内する湾曲面になっている。第二湾曲案内面５４ｂは、回転刈り刃１
３Ｒからの風を刈り室２０Ｒで回流するよう流動案内する湾曲面になっている。
【００２５】
　風路５５は、後バッフル５０の前記下バッフル部５４と前記上バッフル部５３とを連結
している連結部分５６によって形成され、回転刈り刃１３Ｌの起風羽根２５によって発生
した風に、前記連結部分５６の外側面５６ａに沿って下バッフル部５４と上バッフル部５
３の間を通り抜け、刈り室２０Ｒに流入して回転刈り刃１３Ｒからの風に合流する風を発
生させる。前記外側面５６ａは、回転刈り刃１３Ｌからの風を刈り室２０Ｒに流入しやす
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い方向に流動するよう流動案内する。
【００２６】
　図６，７に示すように、刈り刃ハウジング１１は、前記各ベアリングホルダ２１を覆っ
たホルダカバー６０を備えている。ホルダカバー６０は、ベアリングホルダ２１を全周囲
にわたって覆うよう円筒状に構成され、ホルダカバー６０の上端側に設けた連結フランジ
部６１で天板１６にボルト連結されている。ホルダカバー６０は、前記連結フランジ部６
１に連なった凹入形の湾曲案内面６２を備えている。湾曲案内面６２は、回転刈り刃１３
Ｌ，１３Ｒによって切断され、刈り室２０Ｌ，２０Ｒの上部に上昇して軸芯Ｐに向けて流
動した刈り草をホルダカバー６０に沿って刈り室２０Ｌ，２０Ｒの中心部に落下するよう
流下案内する。
【００２７】
　すなわち、モーア１０は、エンジン７の出力を伝動ベルト８によって刈り刃駆動機構３
０に入力し、この刈り刃駆動機構３０によって一方の回転刈り刃１３Ｌを軸芯Ｐまわりで
回転方向Ａに、他方の回転刈り刃１３Ｒを軸芯Ｐまわりで回転方向Ｂにそれぞれ回転駆動
し、各回転刈り刃１３Ｌ，１３Ｒの切断刃２４によって草刈りを行う。重合部２３に入り
込もうとする草を前バッフル４０の横一端側部４３の押圧面４３ｂによって重合部２３か
ら刈り刃ハウジング横端側に外れた箇所に向けて押圧操作し、この横一端側部４３を通過
した草を底板４６による上方からの押圧操作によって横一端側部４３の押圧操作による倒
伏姿勢に維持し、重合部２３への草の入り込みを抑制しながら草刈りを行う。このように
草刈りを行うとき、各回転刈り刃１３Ｌ，１３Ｒの起風羽根２５によって風を発生させる
。
　刈り草排出口１４を開放してあると、回転刈り刃１３Ｒによって発生した風を後円弧壁
部１８ａ、後バッフル５０における下バッフル部５４の第二湾曲案内面５４ｂ、前バッフ
ル４０の横他端側部４４、前湾曲壁部１７ａによる流動案内によって刈り草排出口１４に
流動させ、回転刈り刃１３Ｌによって発生した風を後バッフル５０の風路５５によって刈
り室２０Ｒに流入させ、回転刈り刃１３Ｒからの風に合流させて刈り草排出口１４に流動
させる。これにより、各回転刈り刃１３Ｌ，１３Ｒからの刈り草を各回転刈り刃１３Ｌ，
１３Ｒからの風によって刈り草排出口１４に搬送し、この刈り草排出口１４からモーア１
０の横外側に放出する。すなわち、サイドディスチャージ作業を行う。
　刈り草排出口１４を蓋体２６によって閉じてあると、回転刈り刃１３Ｌによって発生し
た風を前バッフル４０の横一端側部４３と、前円弧壁部１７ａと、横壁１９と、後円弧壁
部１８ａと、後バッフル５０における下バッフル部５４の第一湾曲案内面５４ａとによる
流動案内によって刈り室２０Ｌで回流させ、この風と、後バッフル５０における上バッフ
ル部５３の第一湾曲案内面５４ａによる流動案内とによって刈り草を回転刈り刃１３Ｌに
よる切断作用を受けやすいように刈り室２０Ｌで回流させ、回転刈り刃１３Ｌによる刈り
草の細断処理を行わせる。一方、回転刈り刃１３Ｒによって発生した風を前バッフル４０
の横他端側部４４と、前円弧壁部１７ａと、蓋体１６の内面と、後円弧壁部１８ａと、後
バッフル５０における下バッフル部５４の第二湾曲案内面５４ｂとによる流動案内によっ
て刈り室２０Ｌで回流させ、この風と、後バッフル５０における上バッフル部５３の第二
湾曲案内面５３ｂによる流動案内とによって刈り草を回転刈り刃１３Ｒによる切断作用を
受けやすいように刈り室２０Ｒで回流させ、回転刈り刃１３Ｒによる刈り草の細断処理を
行わせる。これにより、各回転刈り刃１３Ｌ，１３Ｒによる刈り草を各回転刈り刃１３Ｌ
,1３Ｒによって細断処理し、刈り刃ハウジング１１の各刈り室２０Ｌ，２０Ｒの底からモ
ーア１０の下方に放出する。すなわち、マルチング作業を行う。
【００２８】
　〔別実施例〕
　上記した実施例の如く二枚の回転刈り刃１３Ｌ，１３Ｒを備えたモーアの他、回転刈り
刃を三枚以上備えたモーアにも本発明は適用することができる。この場合、複数枚の回転
刈り刃のうちの隣り合った一対の回転刈り刃が、本発明が呼称する一対の回転刈り刃に相
当する。
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【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】乗用型草刈機の全体側面図
【図２】モーアのマルチング作業状態での平面図
【図３】モーアのディスチャージ作業状態での平面図
【図４】モーアの天板除去状態での平面図
【図５】刈り刃ハウジングの斜視図
【図６】モーアの縦断正面図
【図７】モーアの縦断側面図
【図８】刈り刃ハウジングの縦断側面図
【図９】前バッフルの横断平面図
【図１０】後バッフルの平面図
【図１１】後バッフルの斜視図
【図１２】後バッフルの横断平面図
【符号の説明】
【００３０】
１１　　　　刈り刃ハウジング
１３Ｌ，１３Ｒ　　　　回転刈り刃
１３ＬＡ，１３ＲＡ　　回転域
２３　　　　重合部
４０　　　　前バッフル
４３　　　　前バッフルの横一端側部
４４　　　　前バッフルの横他端側部
４５　　　　境界
４６　　　　底板
Ｐ　　　　回転刈り刃の回転軸芯
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