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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　芝刈り機構と，この芝刈り機構にて刈り取った刈草を受け入れる集草ボックスと，この
集草ボックスを持ち上げるようにしたリフト機構とを備えて成る芝刈機において，
　前記リフト機構の下部には，前記集草ボックスの持ち上げ開始前に，地面に向かってこ
れに近接するように突出するアウトリガーと，同じく前記集草ボックスの持ち上げ開始前
に，前記リフト機構の下部から後方に突出するバンパー体とを設けており，
　前記バンパー体を，前記リフト機構における昇降用油圧シリンダの基端部より後ろ向き
に突出するように構成し，
　前記アウトリガーと前記バンパー体との両方の突出動を，前記リフト機構における前記
昇降用油圧シリンダにて行うように構成したことを特徴とする芝刈機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は，走行しながら芝草を刈り取るようにした芝刈機のうち，刈り取った刈草の適
宜量を集めたのち高い位置まで持ち上げて排出するように構成した集草排出機構を備えて
成る芝刈機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来，この種の芝刈機における集草排出機構には，例えば，特許文献１及び２に記載さ
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れているように，前記芝刈機の後部から後ろ向きに放出される刈草を，後面の開口部に開
閉自在な後蓋板を備えて成るた集草ボックス内に，当該集草ボックスを下降した位置にお
いて受け入れ，この集草ボックス内に所定量の刈草が入ると，前記集草ボックスを高い位
置まで持ち上げたのち，その内部に受け入れた刈草を高い位置から排出するという構成す
ることにより，刈草を，背の高い集草用コンテナ等に投入するようにしている。
【特許文献１】特開２００１－２７５４３８号公報
【特許文献２】特開２００２－８４９５０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかし，従来における芝刈機は，刈草を背の高い集草用コンテナ等に投入する等を目的
として，高く持ち上げた状態にして排出するのであるが，この高く持ち上げた状態での刈
草の排出に際し，前記集草ボックスをこれに刈草を入れた状態のままで高く持ち上げたと
きに，重心が高くなるから，芝刈機が，当該芝刈機のうち前記リフト機構の部分が下がる
ように傾くおそれが大きいばかりか，左右方向に傾くおそれも大きくなるという問題があ
った。
【０００４】
　本発明は，この問題を解消した芝刈機を提供することを技術的課題とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　この技術的課題を達成するため請求項１は，
「芝刈り機構と，この芝刈り機構にて刈り取った刈草を受け入れる集草ボックスと，この
集草ボックスを持ち上げるようにしたリフト機構とを備えて成る芝刈機において，
　前記リフト機構の下部には，前記集草ボックスの持ち上げ開始前に，地面に向かってこ
れに近接するように突出するアウトリガーと，同じく前記集草ボックスの持ち上げ開始前
に，前記リフト機構の下部から後方に突出するバンパー体とを設けており，
　前記バンパー体を，前記リフト機構における昇降用油圧シリンダの基端部より後ろ向き
に突出するように構成し，
　前記アウトリガーと前記バンパー体との両方の突出動を，前記リフト機構における前記
昇降用油圧シリンダにて行うように構成した。」
ことを特徴としている。
【０００６】
【０００７】
【発明の効果】
【０００８】
　前記請求項１に記載した構成において，集草ボックス内に受け入れた刈草の排出に際し
，前記集草ボックスの持ち上げ開始前に，アウトリガーが，地面に向かってこれに近接す
るように突出することにより，前記集草ボックスを高く持ち上げた状態で傾くことのおそ
れを確実に低減できる。
【０００９】
　そして，前記アウトリガーの突出は，前記集草ボックスの持ち上げ開始前において行わ
れることにより，前記アウトリガーが，芝刈機における通常走行の妨げになることを確実
に回避でき、しかも，前記アウトリガーは，地面に近接するという突出であることにより
，このアウトリガーを突出した状態のもとで，芝刈機を集草用コンテナ等に近づけるよう
に走行することができる。
【００１０】
　また，前記集草ボックスの持ち上げ開始前に，バンパー体が，前記リフト機構の下部か
ら後方に突出することにより，前記集草ボックスを高く持ち上げた状態で集草用コンテナ
の真上に位置するように移動走行するときに，前記集草用コンテナには前記バンパー体が
先に接当するから，前記集草用コンテナへの接近走行に際して，リフト機構を損傷するお
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それ，特に前記昇降用油圧シリンダ基端部を損傷するおそれを確実に低減できる。
【００１１】
　特に，前記アウトリガー及び前記バンパー体を，リフト機構における昇降用油圧シリン
ダにて突出するように構成することにより，前記アウトリガー及び前記バンパー体を突出
動するための構成を別に設ける必要がなく，その構成が簡単になり，小型軽量化を図るこ
とができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下，本発明の実施の形態を，図１～図１４の図面について説明する。
【００１３】
　これらの図において，符号１は，乗用型の芝刈機を示し，この芝刈機１は，前後方向に
延びる左右一対のサイドフレーム３にて構成した走行機体２を有し，この走行機体２は，
地面４に接地する左右一対の前輪５と，同じく地面４に接地する左右一対の後輪６とで支
持され，且つ，この走行機体２には，その上面に前部から順番にエンジン７，操縦ハンド
ル８，操縦座席９が設けられているとともに，前記エンジン７を着脱可能に覆うボンネッ
トカバー１０，前記操縦座席９に対するステップ台１１及び前記両後輪６を覆うフェンダ
ー１２が設けられ，更に，前記芝刈機１は，前記エンジン７にて両後輪６を回転駆動する
ことによって，前進走行又は後退走行するように構成されている。
【００１４】
　前記走行機体２における下面には，前輪５と後輪６との間の部位に，前記エンジン６か
らの動力伝達による駆動にて前記地面４における芝草を刈り取るようにしたロータリー式
の芝刈り機構１３が昇降可能に設けられているとともに，両後輪５間の部位に，前記ロー
タリー式の芝刈り機構１３にて刈り取った刈草を走行機体２の後方に向かって放出するよ
うにした排出ダクト１４が後方に延びるように設けられている。
【００１５】
　なお，前記両後輪６における中心部の外側面には，図１及び図２に示すように，金属棒
を半円形のループ状等に曲げ加工して成るロープ掛け具１５が，当該後輪６の中心におけ
るハブをその車軸に対して着脱可能に取付けための複数本のボルト１５ａによる同時締結
にて着脱自在に取付けされており，前記芝刈機１をトレーラ等に載せて搬送するときにお
いて，当該芝刈機１のうち後部をトレーラ等に対して固定するためのロープ又は鎖等を前
記ロープ掛け具１５に対して掛けることができるように構成しており，このロープ掛け具
１５は，ループ状にすることに限らず，フック状に構成しても良いが，図示のように半円
形のループ状に構成した場合には，これに草等が巻き付くことを低減できるばかりか，剛
性を向上できる等の利点がある。また，このような構成のロープ掛け具１５は，前記両後
輪６に代えて両前輪５に設けるか，両前輪５及び両後輪６の両方に設けることができる。
【００１６】
　前記芝刈機１の後部には，前記排出ダクト１４から後方に放出される刈草を，詳しくは
後述するように，集めて高く持ち上げて排出するように集草排出機構１６が装着されてい
る一方，前記芝刈機１の前部には，前記集草排出機構１６に対して前後の重量バランスを
図るためのウエイト１７が取付けられている。
【００１７】
　そして，前記集草排出機構１６は，前面に前記排出ダクト１４の後端が臨む開口部１８
ａを備えた集草ボックス１８と，前記集草ボックス１８を，下降した位置において前記排
出ダクト１４から放出される刈草を受け入れる前向きの姿勢と，この前向き姿勢のままで
高く持ち上げた状態とに往復して昇降動するように構成したリフト機構１９とを備えてい
る。
【００１８】
　前記集草排出機構１６における集草ボックス１８は，左右両側面及び上面を，多孔板（
パンチング板）又は金網等の通気性板製の側面板１８ｂ及び天井板１８ｃにて囲う一方，
その底面及び後面を開放するという構成であり，この集草ボックス１８のうち開放された
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底面は，開閉自在な底蓋板２０にて，同じく開放された後面は，開閉自在な後蓋板２１に
て塞ぐように構成されている。
【００１９】
　前記底蓋板２０は，前記集草ボックス１８の左右両側面板１８ｂの外側に固着したブラ
ケット部材２２の下端に枢着ピン２３にて回動自在に枢着されており，この底蓋板２０は
，多孔板（パンチング板）又は金網等のように通気性を有する薄金属板を，図５に示すよ
うに，前端から後方に向かって比較的緩やかな角度で斜め上向きに傾斜する傾斜部２０ａ
と，この傾斜部２０ａの後端から下向きに折れ曲がる鉛直部２０ｂとを複数回にわたって
繰り返して設けるというように，高さの低い鋸歯状の断面に折り曲げることでその剛性を
高めるという構成であり，その枢着ピン２３の位置は，当該底蓋板２０における後端より
も前側の部位で，且つ，当該底蓋板２０における前端と後端との間の中心位置よりも適宜
寸法だけ後端にずれた部位に位置しており，従って，前記底蓋板２０は，通常の状態にお
いてはその枢着ピン２３より前側の重量にて前記集草ボックス１８における左右両側面板
１８ｂの下端相互間を連結する横部材３９の上面に接当して，前記集草ボックス１８にお
ける開放された底部の全てを閉じて（塞いで）いるが，その後端部に対して下向きに外力
が作用すると，その枢着ピン２３を中心にして前端がはね上がるように開き回動するとい
う構成にされている。
【００２０】
　一方，前記後蓋板２１は，同じく，多孔板（パンチング板）又は金網等のよう通気性板
製であり，その左右両側面において前記集草ボックス１８の左右両側面板１８ｂの外側面
にピン２４ａ，２５ａにて回転自在に枢着して成る上下一対のリンク２４，２５に対して
回動自在に連結することにより，前記集草ボックス１８において開放された後面を閉じる
状態と，後面からはね上がるように開く状態とに開閉作動するように構成されており，こ
の開閉作動を，前記ブラケット部材２２と，前記上下一対のリンク２４，２５のうち下部
リンク２５との間に装架した復動型の開閉用油圧シリンダ２６によって行うように構成し
ている。
【００２１】
　前記後蓋板２１と，前記底蓋板２０における前端部との間を，前記集草ボックス１８の
内部に配設した左右一対の可撓性を有する金属製ワイヤ２７又はチエン等の可撓性部材に
て連結することにより，前記後蓋板２１が開閉用油圧シリンダ２６におけるピストン突出
動にて集草ボックス１８の後面を開放するように跳ね上がり回動すると，これに前記金属
製ワイヤ２７を介して連動して，前記底蓋板２０が，その前端がはね上がる一方後端が下
がるように回動して集草ボックス１８の底面を開放し，前記後蓋板２１が開閉用油圧シリ
ンダ２６におけるピストン後退動にて集草ボックス１８の後面を閉じる状態に戻ると，こ
れに連動して，前記底蓋板２０が，その前側の重量にて集草ボックス１８の底面を閉じる
状態に戻るというように構成している。
【００２２】
　この場合，前記両金属製ワイヤ２７の両端を前記底蓋板２０及び後蓋板２１に対してピ
ン２７ａ，２７ｂにて回動自在に連結するに際して，前記金属製ワイヤ２７をその長手軸
線の回りに適宜角度（例えば，９０～１８０度）だけその弾性に抗して捩じった状態にし
，この状態で前記ピン２７ａ，２７ｂにて結合することにより，前記底蓋板２０及び後蓋
板２１が閉じた状態にあるとき，前記金属製ワイヤ２７における途中で弛んでいる部分は
，図１に示すように，前記底蓋板２０の上面に接当する状態に維持できることになるから
，前記集草ボックス１８内への刈草の受け入れに際し，前記金属製ワイヤ２７が邪魔にな
ることを回避できる。
【００２３】
　この場合，他の実施の形態としては，前記集草ボックス１８における両外側において，
前記後蓋板２１に対する開閉機構であるところの前記上下リンク２４，２５のうち一方又
は前記開閉用油圧シリンダ２６と，前記底蓋板２０とを連結することによって，前記後蓋
板２１の開き作動に連動して前記底蓋板２０が開き回動するように構成することができる
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。
【００２４】
　なお，前記集草ボックス１８の前面における開口部１８ａの下辺には，前記排出ダクト
１４の後端から後方に放出される刈草を前記集草ボックス１８内に零すことなく円滑に誘
導するための底部誘導板２８が設けられている。
【００２５】
　前記集草排出機構１６におけるリフト機構１９は，図３～図７に示すように構成されて
いる。
【００２６】
　すなわち，このリフト機構１９は，前記集草ボックス１８を挟む左右両側の各々に配設
したマスト部材２９，復動型の昇降用油圧シリンダ３０及び上下一対のリフト用リンク３
１，３２を備え，前記両マスト部材２９は，中空断面の角パイプ製で上下方向に延びて，
その下端部２９ａにおいて前記走行機体２の後部に対してボルト５９の締結等にて着脱可
能に取付けられおり，且つ，その相互間は複数本の横部材３３にて連結され，前記芝刈機
１の走行方向から見て井桁状に構成されている。
【００２７】
　なお，この両マスト部材２９の走行機体２への着脱可能な状態での取付けは，前記走行
機体２における両サイドフレーム３の後端へのボルト５９による締結と，前記両サイドフ
レーム３の後端から下向きに延びる後輪支持用フレーム３ａへのボルト５９による締結に
て行うように構成している。
【００２８】
　また，前記両マスト部材２９は，側面視（図１，図３，図４及び図６）において，その
上端部２９ｂが前記走行機体２に対する取付け部である下端部２９ａよりも適宜寸法Ｅだ
け前方に位置するように，その途中の部分において前側に曲げられており，この両マスト
部材２９における上端部２９ｂの後面には，後ろ向きの溝型断面に構成した上部ブラケッ
ト部材３４が溶接等にて固着されている一方，この両マスト部材２９における下端には，
下部ブラケット部材３５が，後ろ向きに突出するように固着されている。
【００２９】
　前記上下一対のリフト用リンク３１，３２の基端は，前記両マスト部材２９の上端部２
９ｂにおける上部ブラケット部材３４に対して，当該上部ブラケット部材３４における溝
内に挿入した状態で，この上部ブラケット部材３４を貫通するように着脱自在に差し込ん
だリフトピン３６，３７にて回動自在に枢着されている。
【００３０】
　つまり，前記両リフト用リンク３１，３２の基端に対するリフトピン３６，３７は，前
記上部ブラケット部材３４に対して両端支持の構造であることにより，当該リフトピン３
６，３７による支持の剛性及び耐久性を向上でき，これに加えて，前記両リフト用リンク
３１，３２の基端は，前記上部ブラケット部材３４における溝内に挿入されていることに
より，前記リフトピン３６，３７における支持の剛性が高いことと相俟って，前記リフト
用リンク３１，３２の横方向への振れを確実に低減できる。
【００３１】
　また，前記両マスト部材２９を，上端部２９ｂが下端部２９ａよりも適宜寸法Ｅだけ前
方に位置するというように前側（走行機体２側）に曲げた構成にしたことにより，前記上
下一対のリフト用リンク３１，３２基端のリフトピン３６，３７における前記走行機体２
の前後方向に沿った位置を，前記マスト部材２９を真っ直ぐの構成にした場合よりも，前
記適宜寸法Ｅだけ前方の部位に位置することができるから，前記集草ボックス１８を，後
述するように，最高に上昇動したときに，その最高上昇高さを前記適宜寸法Ｅの分だけ高
くすることができ，しかも，この集草ボックス１８における前記走行機体２に対する支持
荷重の作用点が，前記適宜寸法Ｅの分だけ前方に位置するから，前記走行機体２における
後ろ荷重を低減できる。
【００３２】
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　一方，前記上下一対のリフト用リンク３１，３２のうち上部リンク３１の先端は，前記
集草ボックス１８の左右両側面板１８ｂの外側に固着したブラケット部材２２にピン３８
にて回動自在に枢着され，前記上下一対のリフト用リンク３１，３２のうち下部リンク３
２の先端は，前記底蓋板２０に対する枢着ピン２３にて前記集草ボックス１８の左右両側
面板１８ｂの下端部に対して回動自在に枢着されている。
【００３３】
　なお，前記上下一対のリフト用リンク３１，３２のうち下部リンク３２の先端における
前記集草ボックス１８に対する枢着ピンは，前記集草ボックス１８における底蓋板２０に
対する枢着ピン２３と一体の兼用にしているが，下部リンク３２の先端に対する枢着ピン
を，底蓋板２０に対する枢着ピン２３とを別体に構成できることは勿論である。
【００３４】
　前記両マスト部材２９の下端における下部ブラケット部材３５の内面の各々には，レバ
ー体４０が回動自在にピン４１にて枢着され，この両レバー体４０の相互間は，両レバー
体４０が同時に回動するように横部材４２を介して一体的に連結されており，この両レバ
ー体４０の各々には，前記昇降用油圧シリンダ３０の基端がシリンダ枢着用ピン４３にて
回動自在に連結されている。
【００３５】
　また，前記両レバー体４０は，当該レバー体４０が後方に回動したときに，前記シリン
ダ枢着用ピン４３が前記下部ブラケット部材３５の後端におけるストッパー部４４に対し
て，これ以上の後方回転を阻止するように接当するという構成である。
【００３６】
　この場合，前記ストッパー部４４に対して前記シリンダ枢着用ピン４３が接当するとい
う構成にすることに代えて，前記ストッパー部４４に対して前記レバー体４０に設けた別
のストッパー部材が接当するという構成にしても良い。
【００３７】
　これに加えて，前記両レバー体４０には，当該レバー体４０が後方回動して，シリンダ
枢着用ピン４３がストッパー部４４に対して接当した状態において，前記下部ブラケット
部材３５の下面から下向きに突出するようにしたアウトリガー４５と，前記下部ブラケッ
ト部材３５におけるストッパー部４４と実質的に同じ位置にまで後方に突出するか，この
ストッパー部４４よりも更に後方に突出するようにしたバンパー体４６とが設けられてい
る。
【００３８】
　更に，前記両レバー体４０には，当該レバー体４０が前方に回動したときに，前記下部
ブラケット部材３５又は前記マスト部材２９に対して，これ以上の前方回転を阻止するよ
うに接当するストッパー片４７が設けられている。
【００３９】
　そして，前記両昇降用油圧シリンダ３０の先端を，前記上下一対のリフト用リンク３１
，３２のうち下部リンク３２に対してピン４８にて連結して，前記上下一対のリフト用リ
ンク３１，３２を，前記両昇降用油圧シリンダ３０にて上下方向に回動することにより，
前記集草ボックス１８を，下降位置において前記排出ダクト１４から放出される刈草を受
け入れる前向きの姿勢と，この前向きの姿勢のままで高く持ち上げた状態とに往復して昇
降動するように構成している。
【００４０】
　すなわち，前記昇降用油圧シリンダ３０におけるピストン突出動にて前向き姿勢の集草
ボックス１８を高く持ち上げる一方，前記昇降用油圧シリンダ３０におけるピストン後退
動にて前向き姿勢の集草ボックス１８を元の位置に下降するように構成している。
【００４１】
　なお，上下一対のリフト用リンク３１，３２のうち下部リンク３２には，前記集草ボッ
クス１８を高く持ち上げた姿勢のときに，前記両マスト部材２９の上端部２９ｂ又は第１
ブラケット部材３４に対して，下向き回動を阻止するように着脱自在に係合するフック状
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のロック手段４９が設けられており，このフック状のロック手段４９は，上部リンク３１
に設けるか，前記両マスト部材２９の上端部２９ｂ又は第１ブラケット部材３４側に設け
ても良い。
【００４２】
　また，右側におけるリフト用リンク３１，３２と，左側におけるリフト用リンク３１，
３２との相互間は，これらの各リンクが同時に回動するように，その上端の部分において
横部材５０，５１を介して連結されている。
【００４３】
　更にまた，前記芝刈機１のうちその操縦座席９から手が届く部位には，前記ロータリー
式の芝刈り機構１３をＯＮ・ＯＦＦ操作するためのＰＴＯ操作レバー５２が設けられてい
るとともに，前記開閉用油圧シリンダ２６を，ピストン突出動する開位置，ピストン後退
動する閉位置及びその中間でピストン作動停止する中立位置に切り換え操作するための開
閉操作レバー５３が設けられ，更に，前記昇降用油圧シリンダ３０を，ピストン突出動す
る上げ位置，ピストン後退動する下げ位置及びその中間でピストン作動停止する中立位置
に切り換え操作するための昇降操作レバー５４が設けられている。
【００４４】
　この構成において，前記集草排出機構１６における集草ボックス１８を，その底蓋板２
０及び後蓋板２１を閉じた状態で下降した位置に保持することにより，前記排出ダクト１
４から放出される刈草を受け入れる姿勢し，この状態で，芝刈機１を，そのロータリー式
芝刈り機構１３を駆動しながら前進走行することにより，所定の芝刈りを行うことができ
，前記ロータリー式芝刈り機構１３にて刈り取られた刈草は，排出ダクト１４及び底部誘
導板２８を介して前記集草ボックス１８内に入るように集められる。
【００４５】
　そして，前記集草ボックス１８内に所定量の刈草が溜まると，刈取作業及び前進走行を
停止して，集草ボックス１８内からの刈草の放出作業を開始する。
【００４６】
　この放出作業に際しては，先ず，前記両昇降用油圧シリンダ３０を，その昇降操作レバ
ー５４の上げ位置への操作によりピストンが突出動するように作動して，前記集草ボック
ス１８を持ち上げるようにする。
【００４７】
　すると，先ず，この両昇降用油圧シリンダ３０の基端におけるレバー体４０が後方に回
動して，その枢着ピン４３がストッパー部４４に接当する状態になるから，図１０に示す
ように，このレバー体４０に設けたアウトリガー４５が，地面４に接近するように突出し
て，芝刈機１が前部が浮き上がるように後ろ方向に傾くことを阻止できる状態になる。こ
れと同時に，前記レバー体４０に設けたバンパー体４６が，前記ストッパー部４４と実質
的に同じ位置にまで後方に突出するか，このストッパー部４４よりも更に後方に突出する
状態になる。
【００４８】
　つまり，前記集草ボックス１８の持ち上げ作動の前に，アウトリガー４５が地面４に接
近するように突出し，バンパー体４６が後方に突出する。
【００４９】
　次いで，前記両昇降用油圧シリンダ３０における更なるピストン突出動にて上下一対の
リフト用リンク３１，３２が上向きに回動することにより，図１１に示すように，前記集
草ボックス１８が，その底蓋体２０及び後蓋板２１を閉じた状態のままで持ち上げられ，
そして，最も高い位置まで持ち上げられると，前記昇降操作レバー５４を中立位置に操作
することにより，前記両昇降用油圧シリンダ３０における更なるピストン突出動，つまり
，前記集草ボックス１８が持ち上げが停止すると同時に，前記集草ボックス１８がロック
手段４９にて前記した最も高い位置から下降しないようにロックするようにしている。
【００５０】
　なお，前記両昇降用油圧シリンダ３０は，前記集草ボックス１８を最高位置に持ち上げ



(8) JP 5041519 B2 2012.10.3

10

20

30

40

50

た状態になると，自動的にそのピストン作動停止する中立位置になるように構成すること
ができる。また，前記集草ボックス１８は，下降位置において排出ダクト１４から放出さ
れる刈草を受け入れる状態のときには，前部が低くて後部が高くなるように前傾斜してい
るが，最も高い位置まで持ち上げられた状態においては，逆に前部が高くて後部が低くな
るように後ろ傾斜になるように構成されている。
【００５１】
　そして，この状態で，前記芝刈機１を，前進又は後進走行するように走行操作すること
で，図１２に示すように，その後部が地面４に置かれた集草用コンテナＡに接近するよう
に移動して，前記のように高く持ち上げた集草ボックス１８が前記集草用コンテナＡの真
上に位置する。
【００５２】
　前記芝刈機１をその後部が前記集草用コンテナＡに接近するように後進走行する際に，
前記集草用コンテナＡへの衝突にて破損が発生することを前記バンパー体４６にて確実に
回避できる。
【００５３】
　そして，前記開閉用油圧シリンダ２６を，その開閉操作レバー５３の開位置への操作に
よりピストンが突出動するように作動させる。
【００５４】
　すると，図１２に示すように，前記集草ボックス１８に対する後蓋板２１が開き回動す
るから，前記集草ボックス１８内における刈草の前記集草用コンテナＡ内への排出が始ま
る。
【００５５】
　次いで，前記集草ボックス１８に対する底蓋板２０が，前記後蓋板２１における開き回
動に可撓性を有する金属製ワイヤ２７を介して連動して，図１３に示すように，その前端
がはね上がる一方後端が下がるように回動して集草ボックス１８の底面を開放するから，
前記集草ボックス１８内における刈草の前記集草用コンテナＡ内への排出が更に進行する
。
【００５６】
　前記後蓋板２１が全開になると，前記開閉操作レバー５３を中立位置に操作することに
より，前記両開閉用油圧シリンダ２６における更なるピストン突出動，つまり，前記後蓋
板２１の開き作動を停止する。
【００５７】
　なお，前記両開閉用油圧シリンダ２６は，前記後蓋板２１が最大に開くと，自動的にそ
のピストンが作動停止する中立位置になるように構成することができる。
【００５８】
　次いで，前記集草ボックス１８内における刈草の排出に伴い，その排出落下中の刈草が
，前記底蓋板２０における後端に当たることにより，前記底蓋板２０が，図１４に示すよ
うに，当該底蓋板２０と前記後蓋板２１とを連動連結する金属製ワイヤ２７を弛ませなが
ら，前記後蓋体２１の開き回動にかかわらず，自動的に更に大きく開き回動するから，前
記集草ボックス１８内における刈草の全てを排出することができる。
【００５９】
　なお，前記底蓋板２０におけるその後端に排出落下中の刈草が当たることによる開き回
動は，以下に述べるように，前記後蓋板２１における開き回動に追従して行うように構成
している。
【００６０】
　すなわち，図９に示すように，前記開閉用油圧シリンダ２６の基端における枢着ピン５
５に，前記底蓋板２０における後端部の下面が接当する受け片５６ａを備えたレバー体５
６を回転自在に設け，このレバー体５６を，リンク５７を介して前記下部リンク２５に，
当該下部リンク２５の上向き回動，つまり，前記後蓋板２１を開く方向への回動に伴って
下向きに回動するように連結することにより，前記底蓋板２０におけるその後端に排出落
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下中の刈草が当たることによる開き回動，ひいては，当該底蓋板２０における開き回動に
よる刈草の排出を，急速に一挙に行うことがないように構成している。
【００６１】
　このようにして，前記集草ボックス１８内における刈草の集草用コンテナＡ内への排出
が完了すると，前記開閉操作レバー５３の閉位置への操作にて前記後蓋板２１を閉じるこ
とにより，前記底蓋板２０が，その前端における重量によって自動的に閉じる。
【００６２】
　なお，前記開閉操作レバー５３は，前記後蓋板２１を閉じたときにおいて中立位置にす
るが，これを自動的に行うように構成することもできる。
【００６３】
　そこで，前記芝刈機１を前記集草用コンテナＡから離れるように移動したのち，前記昇
降操作レバー５４を下げ位置に操作して，前記両昇降用油圧シリンダ３０をピストン後退
動に作動することにより，前記集草ボックス１８は，前記図１０に示すように，下降して
前記排出ダクト１４から放出される刈草を受け入れる姿勢に戻る。
【００６４】
　次いで，前記両昇降用油圧シリンダ３０が更にピストン後退動することにより，前記両
レバー体４０が，その枢着ピン４３がストッパー部４４から離れるように前方向に回動し
て，そのストッパー片４７が下部ブラケット部材３５又はマスト部材２９に接当するよう
に前方回転するから，前記アウトリガー４５及びバンパー体４６が，図１に示すように，
元の後退した位置に戻って，前記刈取作業を行う状態に復帰する。
【００６５】
　なお，前記昇降操作レバー５４は，前記両レバー体４０が第２ブラケット部材３５又は
マスト部材２９に接当するように前方回転したときにおいて中立位置にするが，これを自
動的に行うように構成することもできる。
【００６６】
　また，前記実施の形態は，前記アウトリガー４５における突出を，前記集草ボックス１
８の持ち上げを開始する前（直前）の時期において行うように構成した場合であったが，
更に別の実施の形態においては，集草ボックス１８の持ち上げを開始したあとで，且つ，
高さ高さにまで持ち上げるまでの間，つまり，持ち上げ途中の時期において行う構成にす
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００６７】
【図１】本発明の実施の形態を示す側面図である。
【図２】図１の平面図である。
【図３】図１において集草ボックスを取り外して斜め後方から見た斜視図である。
【図４】図１において集草排出機構を斜め前方から見た斜視図である。
【図５】図４のIV－IV視断面図である。
【図６】前記集草排出機構におけるリフト機構を示す斜視図である。
【図７】図６の要部拡大図である。
【図８】前記集草ボックスを最大上昇位置で斜め前方から見た斜視図である。
【図９】前記集草ボックスを最大上昇位置で斜め後方から見た斜視図である。
【図１０】刈草放出作業の第１状態を示す図である。
【図１１】刈草放出作業の第２状態を示す図である。
【図１２】刈草放出作業の第３状態を示す図である。
【図１３】刈草放出作業の第４状態を示す図である。
【図１４】刈草放出作業の第５状態を示す図である。
【符号の説明】
【００６８】
　１　　　　　　　　　芝刈機
　２　　　　　　　　　走行機体
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　３　　　　　　　　　サイドフレーム
　４　　　　　　　　　地面
　５　　　　　　　　　前輪
　６　　　　　　　　　後輪
　７　　　　　　　　　エンジン
　８　　　　　　　　　操縦ハンドル
　９　　　　　　　　　操縦座席
　１３　　　　　　　　ロータリー式芝刈り機構
　１４　　　　　　　　排出ダクト
　１５　　　　　　　　ロープ掛け具
　１６　　　　　　　　集草排出機構
　１８　　　　　　　　集草ボックス
　１９　　　　　　　　リフト機構
　２０　　　　　　　　底蓋板
　２１　　　　　　　　後蓋板
　２３　　　　　　　　底蓋板の枢着ピン
　２６　　　　　　　　蓋の開閉用油圧シリンダ
　２７　　　　　　　　可撓性ワイヤー
　２９　　　　　　　　マスト部材
　３０　　　　　　　　昇降用油圧シリンダ
　３１，３２　　　　　リフト用リンク
　３４　　　　　　　　上部ブラケット部材
　３５　　　　　　　　下部ブラケット部材
　３６，３７　　　　　リフトピン
　３８　　　　　　　　枢着ピン
　４０　　　　　　　　レバー体
　４１　　　　　　　　枢着ピン
　４３　　　　　　　　昇降用油圧シリンダの枢着ピン
　４４　　　　　　　　ストッパー部
　４５　　　　　　　　アウトリガー
　４６　　　　　　　　バンパー体
　５２　　　　　　　　ＰＴＯ操作レバー
　５３　　　　　　　　開閉操作レバー
　５４　　　　　　　　昇降操作レバー
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