
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　地面の上を動くための前輪および少なくとも１つの後輪によって支持されているフレー
ムと、
　少なくとも１つのロータリー切断デッキ組立部品と、
　該少なくとも１つのロータリー切断デッキ組立部品を該フレームと連結するリフトシス
テムとを備え、
　該リフトシステムは、該少なくとも１つのロータリー切断デッキ組立部品を昇降し、な
らびに該フレームを上から見た場合の該フレームの少なくとも部分的に下側である

と該フレームの略横側である との間で、該少なくとも１つのロータリー切断デ
ッキを、略垂直な軸を中心として旋回させるように操作し得る、ロータリー芝刈り機。
【請求項２】
　前記リフトシステムが、
　前記略垂直な軸を中心とする動作のために、旋回するように前記フレームに連結されて
いる支持ブラケット組立部品と、
　該支持ブラケット組立部品と前記少なくとも１つのロータリー切断デッキ組立部品との
間に旋回するように連結されている伸縮式アームと、
　該支持ブラケット組立部品と該伸縮式アームとの間に旋回するように連結されている駆
動部とを備え、
　該駆動部は、該伸縮式アームを伸縮させて、前記少なくとも１つのロータリー切断デッ
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キ組立部品を、非切断位置と切断位置との間で昇降させるように操作し得る、請求項１に
記載のロータリー芝刈り機。
【請求項３】
　前記支持ブラケット組立部品が、
　前記フレームに固定して搭載され、スリーブを有する旋回ブラケットと、
　自身から下方へ延びる旋回ピンを有し、該旋回ピンは、該旋回ブラケットの該スリーブ
の内部に配置され、前記駆動部を支持する第１旋回部材と、
　スリーブを有し、該旋回ブラケットから延びる該旋回ピンを受け入れ、前記伸縮式アー
ムを支持する第２旋回部材と、
　該旋回ブラケット、第１旋回部材および第２旋回部材を組み立てた構造に保持する固定
装置とを備える、請求項２に記載のロータリー芝刈り機。
【請求項４】
　前記駆動部が、前記第１旋回部材 第１位置 該第１位置から

第２位置に搭載 、請求項３に記載のロー
タリー芝刈り機。
【請求項５】
　前記駆動部が前記第１位置に搭載されている場合、前記少なくとも１つのロータリー切
断デッキ組立部品は、前記切断位置または前記非切断位置 位置付け 、
　前記駆動部が前記第２位置に搭載されている場合、前記少なくとも１つのロータリー切
断デッキ組立部品は、前記駆動部によって前記フレームの

に位置付けされ 、または 該少なくとも１つのロータリー切断デッキ組
立部品に都合よく近づけるように、手動に てフレームの略横側の に位置付け

、請求項４に記載のロータリー芝刈り機。
【請求項６】
　前記伸縮式アームが、
　前記支持ブラケット組立部品に旋回するように連結されている内部ロッドと、
　該内部ロッドの少なくとも一部の上に、スライドしてこれと係合するように、スライド
可能に配置されている外部管と、
　該内部ロッドと該外部管との間の相対的な動きを選択的に防止するように操作し得る第
２の固定装置とを備え、
　該第２の固定装置は、該伸縮式アームを移動させ得るように、および前記少なくとも１
つのロータリー切断デッキ組立部品を前記回転開き位置に手動にて旋回させ得るように、
取り外し可能である、請求項２に記載のロータリー芝刈り機。
【請求項７】
　前記伸縮式アームが、前記外部管から延びる旋回ピンを備え、
　該旋回ピンが、該外部管と略同軸であり、
　該旋回ピンが、回転可能なように、前記少なくとも１つのロータリー切断デッキ組立部
品上に搭載されたスリーブと係合し得る、請求項６に記載のロータリー芝刈り機。
【請求項８】
　地面の上を動くための複数の車輪によって支持されているフレームと、
　ロータリー切断デッキ組立部品と、
　略垂直な軸を中心として動くために、該フレームに回転するように連結されている支持
ブラケット組立部品と、
　該支持ブラケット組立部品と該ロータリー切断デッキ組立部品との間に回転するように
連結され、少なくとも２つの長さに調節し得る伸縮式アームと、
　該支持ブラケット組立部品と該伸縮式アームとの間に回転するように連結されている駆
動部とを備え、
　該駆動部は、該ロータリー切断デッキ組立部品を、非切断位置と切断位置との間で動か
すように操作し得、さらに、該少なくとも２つの長さの間で該伸縮式アームを縮め得る、
ロータリー芝刈り機。
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【請求項９】
　前記支持ブラケット組立部品が、
　前記フレームに固定して搭載され、スリーブを有する旋回ブラケットと、
　自身から下方へ延びる旋回ピンを有し、該旋回ピンは、該旋回ブラケットの該スリーブ
の内部に配置され、前記駆動部を支持する第１旋回部材と、
　スリーブを有し、該旋回ブラケットから延びる該旋回ピンを受け入れ、前記伸縮式アー
ムを支持する第２旋回部材と、
　該旋回ブラケット、第１旋回部材および第２旋回部材を組み立てた構造に保持する固定
装置とを備える、請求項８に記載のロータリー芝刈り機。
【請求項１０】
　前記駆動部が、前記第１旋回部材 第１位置 該第１位置から

第２位置に搭載 、請求項９に記載のロー
タリー芝刈り機。
【請求項１１】
　前記駆動部が、前記第１位置に搭載されている場合、前記ロータリー切断デッキ組立部
品は、切断位置または非切断位置 位置付け 、
　前記駆動部が、前記第２位置に搭載されている場合、前記ロータリー切断デッキ組立部
品は、前記駆動部によって前記フレームの略下側に位置付けされ 、または 該ロ
ータリー切断デッキ組立部品に都合よく近づけるように、手動に て前記フレームの略
横側の回転開き位置に位置付け 、請求項１０に記載のロータリー芝刈り機。
【請求項１２】
　前記伸縮式アームが、
　前記支持ブラケット組立部品に旋回するように連結されている内部ロッドと、
　該内部ロッドの少なくとも一部の上に、スライドしてこれと係合するように、スライド
可能に配置されている外部管と、
　該内部ロッドと該外部管との間の相対的な動きを選択的に防止するように操作し得る第
２の固定装置とを備える、請求項１１に記載のロータリー芝刈り機。
【請求項１３】
　前記伸縮式アームが、
　前記外部管から延びる旋回ピンを備え、
　該旋回ピンが、該外部管と略同軸であり、
　該旋回ピンを、回転可能なように、前記少なくとも１つのロータリー切断デッキ組立部
品上に搭載されたスリーブと係合し得る、請求項１２に記載のロータリー芝刈り機。
【請求項１４】
　地面の上を動くための複数の車輪によって支持されているフレームと、
　ロータリー切断デッキ組立部品と、
　該フレームに固定して搭載されて、スリーブを有する旋回ブラケットと、
　自身から下方へ延びる旋回ピンを有し、該旋回ピンは、該旋回ブラケットの該スリーブ
の内部に配置され、前記駆動部を支持する第１旋回部材と、
　スリーブを有し、該旋回ブラケットから延びる該旋回ピンを受け入れ、前記伸縮式アー
ムを支持する第２旋回部材と、
　該旋回ブラケット、第１旋回部材および第２旋回部材を組み立てた構造に保持する固定
装置と、
　該第２旋回部材と該ロータリー切断デッキ組立部品との間に旋回するように連結されて
いる伸縮式アームと、
　該第１旋回部材と該伸縮式アームとの間に旋回するように連結されている駆動部とを備
え、
　該駆動部は、該ロータリー切断デッキ組立部品を、非切断位置と切断位置との間で昇降
させるように操作し得、さらに、該ロータリー切断デッキを該フレームの横側へ手動にて
回転されるように、該伸縮式アームを縮め得る、ロータリー芝刈り機。
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【請求項１５】
　前記駆動部が、前記第１旋回部材 第１位置 該第１位置から

第２位置に搭載 、請求項１４に記載のロ
ータリー芝刈り機。
【請求項１６】
　前記駆動部が、前記第１位置に搭載されている場合、前記ロータリー切断デッキ組立部
品は、前記切断位置または前記非切断位置 位置付け 、
　前記駆動部が、前記第２位置に搭載されている場合、前記ロータリー切断デッキ組立部
品は、前記駆動部によって前記フレームの略下側に位置付けされ 、または 該ロ
ータリー切断デッキ組立部品に都合よく近づけるように、手動に てフレームの略横側
の回転開き位置に位置付け 、請求項１５に記載のロータリー芝刈り機。
【請求項１７】
　前記伸縮式アームが、
　前記第２旋回部材に旋回するように連結されている内部ロッドと、
　該内部ロッドの少なくとも一部の上に、スライドして該内部ロッドと係合するように、
スライド可能に配置されている外部管と、
　該内部ロッドと該外部管との間の相対的な動きを選択的に防止するように操作し得る第
２の固定装置とを備える、請求項１４に記載のロータリー芝刈り機。
【請求項１８】
　前記伸縮式アームが、
　前記外部管から延びる旋回ピンを備え、
　該旋回ピンが、外部管と略同軸であり、
　該旋回ピンを、回転可能なように、前記ロータリー切断デッキ組立部品上に搭載された
スリーブと係合し得る、請求項１７に記載のロータリー芝刈り機。
【発明の詳細な説明】
【発明の詳細な説明】
【０００１】
　〔発明の分野〕
　本発明は、ロータリー芝刈り機に関し、より詳細には、都合良く保守点検できる連動ロ
ータリー芝刈り機用の回転開き式アーム（ｓｗｉｎｇ　ｏｕｔ　ａｒｍ）に関する。
【０００２】
　〔発明の背景〕
　ロータリー型芝刈り機または連動式に（ｉｎ　ｇａｎｇｅｄ　ｒｅｌａｔｉｏｎｓｈｉ
ｐ）トラクタに搭載された切断ユニットは、当該分野において公知である。この構造では
、切断ユニットは、トラクタによって進まされ、そして、操作位置にある間または輸送位
置に移行する間、地面に対して上下に動かされ得る。多くの場合、リフトアーム機構は、
可動式にこれらの切断ユニットをトラクタに連結するために用いられ、そして切断ユニッ
トは、地面自体の起伏に応じて自動的に昇降する。
【０００３】
　地面に起伏があるため、各切断ユニットは、トラクタ車軸の下側の領域に出来るだけ近
く搭載されることが好ましい。このことに関しては、トラクタが地面の起伏上を走行する
とき、切断が一定かつ確実となるように、トラクタの車輪が、切断ユニットと地面との間
に一定の間隔を維持する役割を果たす。
【０００４】
　しかしながら、多くの場合、トラクタの車軸の下側のこの領域に搭載された切断ユニッ
トは、保守点検や調節を行うことが困難である。当業者は、切断ユニットがトラクタの真
下に配置されている場合、それらに保守点検を行う困難さを、容易に認識するであろう。
【０００５】
　従って、関連技術では、トラクタの略車軸の下側の領域内に配置され得る切断ユニット
であって、迅速かつ都合よく調節またはメンテナンスできるように位置をも変え得る切断
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ユニットを有する連動ロータリー芝草刈り機を提供する必要がある。さらに、関連技術で
は、このような位置変更を簡単にするために旋回接続部を介して切断ユニットが搭載され
ている連動ロータリー芝刈り機を提供する必要がある。さらに、関連技術では、従来技術
の欠点を克服する連動ロータリー芝刈り機を提供する必要がある。
【０００６】
　〔発明の要旨〕
　本発明の原理によれば、ロータリー芝刈り機は、有利な構成を有して提供される。詳細
には、ロータリー芝刈り機は、地面の上を動くための複数の車輪によって支持されている
フレームと、ロータリー切断デッキ組立部品とを有する。支持ブラケット組立部品は、略
垂直な軸を中心として旋回するように、フレームに連結されている。伸縮式アームは、支
持ブラケット組立部品とロータリー切断デッキ組立部品との間に、旋回するように連結さ
れ、少なくとも２つの長さに調節できる。駆動部は、支持ブラケット組立部品と伸縮式ア
ームとの間に、旋回するように連結されており、ロータリー切断デッキ組立部品を非切断
位置と切断位置との間で動かすために、可動式である。さらに、駆動部は、簡単な点検、
メンテナンスおよび調節のためにロータリー切断デッキ組立部品をフレームの横側へ回転
できるように、少なくとも２つの長さの間で伸縮式アームを縮め得る。
【０００７】
　本発明の適用のほかの範囲は、以下に記載の詳細な説明から明らかとなるだろう。詳細
な説明および特定の例は、本発明の好ましい実施形態を示しているが、単に説明を目的と
するものであり、本発明の範囲を限定することを目的とするものではない。
【０００８】
　本発明は、詳細な説明および添付の図面から、より全体的に理解されるであろう。図１
は、切断位置にある本発明の原理に基づくリフトシステムを採用した芝刈り機を示す斜視
図である。図２は、停止位置にある本発明の原理に基づくリフトシステムを採用した芝刈
り機を示す斜視図である。図３は、回転開きした位置にある本発明の原理に基づくリフト
システムを採用した芝刈り機を示す斜視図である。図４は、リフトシステム示す分解斜視
図である。
【０００９】
　〔好ましい実施形態の詳細な説明〕
　好ましい実施形態の以下の説明は、本質的に単なる例示であり、本発明、その応用また
は使用を制限することを意図するものではない。
【００１０】
　図を参照すると、芝刈り機１０が、本発明の原理に基づいて提供されている。芝刈り機
１０は、地面の上を動くための前輪１４と少なくとも１つの後輪（図示せず）とによって
支持されているフレーム１２（図１～３に部分的に示す）を備えている。図示した芝刈り
機１０は、４輪であり、後輪駆動（ｒｅａｒ－ｓｔｅｅｒｉｎｇ）であるが、本発明は、
他の芝刈り機の構成にも適用し得ることが理解されるであろう。
【００１１】
　芝刈り機１０は、さらに、フレーム１２によって支持される電源（図示せず）を備えて
いる。電源は、当該分野において公知であるあらゆる種類のもの（例えば、ガソリン動力
や内部燃焼エンジン）であり得る。エンジンは、油圧式ポンプ（図示せず）を駆動する。
このポンプは、油圧油を、車輪に駆動的に連結されている油圧式モータ（図示せず）へ供
給する。
【００１２】
　芝刈り機１０は、さらに、複数の連動切断デッキ組立部品１６を備えている。より詳細
には、芝刈り機１０は、フレーム１２の下側かつ前輪１４の内側に配置された複数の切断
デッキ組立部品１６を含むことが好ましい。図１で最もよく分かるように、切断デッキ組
立部品１６は、芝刈り機１０の前車軸１８の略下側の領域内に配置されていることが好ま
しい。この位置では、切断デッキ組立部品１６が、切断の長さを適切かつ一定に維持し得
る。
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【００１３】
　切断デッキ組立部品１６の各々は、下方開口空間２２（図２参照）を規定する単一スピ
ンドルマルチングデッキ２０を含む（図１～３参照）。デッキ２０は、略環状の横方向の
管状支持部材２４の間に配置されており、かつ、この管状支持部材２４によって支持され
ている。ここで「横方向」という用語は、芝刈り機の一方の側から他の側への（すなわち
、前後方向に対して垂直な）方向を意味するために使用される。２つのデッキ車輪２６は
、管状支持部材２４に、キャスター配置で旋回するように連結され、デッキ車輪２６は、
地面の上を動くためにデッキ２０の前端を支持する。後輪２８は、管状支持部材２４の自
由端の間に延びており、地面の上を動くためにデッキ２０を支持している。後輪２８は、
デッキ２０の後ろ側にあり、実質的には、デッキ２０の幅全体に渡って延びている。後輪
２８は、スキャルピング（ｓｃａｌｐｉｎｇ）に耐性であり、かつ草を剥ぎ取る。デッキ
２０は、地面に対してデッキ２０の高さを調節できるように搭載されている。
【００１４】
　単一スピンドル３０は、デッキ２０によって規定される空間２２の内部に、略垂直な軸
を中心として回転するように搭載されている。スピンドル３０は、デッキ２０の上部にあ
るモータ３２によって駆動される。１セットの刈刃が、スピンドル３０上に、スピンドル
３０とともに回転するように搭載されている。１対の傾斜したデッキ支持部３４は、デッ
キ２０および関連するリフトシステム３６に対して硬度と支持とを提供するために、管状
支持部材２４の対向している側部と、モータ３２との間に延びている。
【００１５】
　さらに図１～３を参照すると、リフトシステム３６は、一対の傾斜したデッキ支持部３
４とフレーム２との間に接続された油圧式組立部品を含む。リフトシステム３６は、上げ
た位置と下げた切断位置との間で、デッキ２０を昇降する役割を果たす。以下に説明する
ように、リフトシステム３６は、デッキ２０を簡単かつ都合よく調節、点検またはメンテ
ナンスするため、デッキ２０を前輪１４から後ろへ引っ込ませ、芝刈り機１０の横へ回転
できるように、回転開き式アームとしても機能を果たす。デッキ２０を切断位置に下げる
と、リフトシステムおよび油圧式組立部品は、デッキ２０がフレーム１２に対して垂直に
動くように「浮動」する。
【００１６】
　特に図４を参照すると、リフトシステム３６は、従来の方法（例えば、留め具や溶接な
ど）を介してフレーム１２に固定して搭載される旋回ブラケット３８を含む。旋回ブラケ
ット３８は、フレーム１２と連結するための略平坦な部分４０と、略水平に配置された１
対の支持尾翼４２とを含む。支持尾翼４２は、略垂直に配置されたスリーブ４４を含み、
このスリーブ４４は、上部旋回部材４８から延びる旋回ピン４６を受け入れるような寸法
になっている。
【００１７】
　上部旋回部材４８は、１対の上向きの側部プレート５０を含む。この側部プレート５０
は、軸方向に並んだ開口部５２の第１セットと軸方向に並んだ開口部５４の第２セットと
を有している（図１および図４に部分的に示す）。プレート５０は、油圧式シリンダ５８
の第１端部５６を受け入れるために、間隔が開いている。同じく、開口部５２および開口
部５４は、開口部５２および開口部５４と油圧式シリンダ５８の第１端部５６に形成され
た穴とを通って延びる留め具（図示せず）を受け入れるような寸法になっている。留め具
は、ボルトとナットの構成または植込ボルトとコッタピンの構成であることが好ましい。
【００１８】
　旋回ピン４６は、第１直径６０と第２直径６２とを有している。第２直径６２は、第１
直径６０よりも小さく、それによって段部６４を規定している。第１直径６０は、旋回ピ
ン４６とスリーブ４４との間の旋回運動が滑らかであるような寸法になっている。同様に
、第２直径６２は、下部旋回部材６８のスリーブ６６の内部に受け入れられるような寸法
になっている。スリーブ６６は、Ｕ型部材７２と連結されている１対の尾翼支持部７０に
よって支持されている。Ｕ型部材７２は、１対の軸方向に並んだ開口部７４を含む。旋回
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ピン４６の第２直径６２は、下部旋回部材６８のスリーブ６６の内部に受け入れられ、旋
回ピン４６に形成された穴７６を通って延びるコッタピン（図示せず）を介してこのよう
な位置に保持される。
【００１９】
　伸縮式アーム７８が、内部ロッド８０と外部管８２とを有してさらに備えられている。
内部ロッド８０は、穴を規定する第１端部８４を備えている。開口部７４は、開口部７４
と伸縮式アーム７８の第１端部８４に形成された穴とを通って延びる留め具（図示せず）
を受け入れるような寸法になっている。留め具は、ボルトとナットの構成または植込ボル
トとコッタピンの構成であることが好ましい。
【００２０】
　内部ロッド８０と外部管８２とは、伸縮できるように、スライド可能に連結されるよう
に適合されている。このために、内部ロッド８０の外径は、内部ロッド８０に対して外部
管８２を滑らかに伸縮できるように、外部管８２の内部直径にきっちりと一致するような
寸法になっている。ボルトおよびコッタピン組立部品を受け入れ得る、一直線に並んだ（
ａｌｉｇｎａｂｌｅ）１対の穴８５のような固定装置が、伸縮式アーム７８を所定の長さ
に固定するために設けられている。
【００２１】
　図４において最もよく分かるように、外部管８２は、その端部に延びる旋回ピン８６を
備えている。旋回ピン８６は、デッキ２０の傾斜したデッキ支持部３４に連結されたスリ
ーブ８８（図１～３）の内部に旋回して受け入れられるような寸法になっている。旋回ピ
ン８６は、リフトシステム３６に関してデッキ２０を保持するためのコッタピンを受け入
れるための穴９０を含む。
【００２２】
　外部管８２は、さらに、並列式に外部管８２に固定して連結されている１対の搭載プレ
ート９２を含む。搭載プレート９２は、さらに、１対の１セットの軸方向に並んだ開口部
９４を有している。開口部９４は、開口部９４と油圧式シリンダ５８の第２端部９６に形
成された穴とを通って延びる留め具（図示せず）を受け入れるような寸法になっている。
留め具は、ボルトとナットの構成、または、植込ボルトとコッタピンの構成であることが
好ましい。
【００２３】
　デッキ２０を、リフトシステム３６を介してフレーム１２と接続することにより、デッ
キ２０は、３つの相互に垂直な軸１００，軸１０２および軸１０４（図４）を中心として
、フレーム１２に対して旋回できる。この搭載構造により、デッキ２０を起伏のある地形
に適応させ得、それによってスキャルピングが大幅に回避される。
【００２４】
　操作中に、デッキ２０は、前方に上げた（非切断）位置、前方に下げた（切断）位置、
縮めた（中間）位置（図２）、および回転開き（メンテナンス）位置（図３）に位置付け
られ得る。上記の位置にデッキ２０を位置付けるために、軸方向に並んだ開口部５２の第
１セットに連結されている油圧式シリンダ５８が、伸縮式アーム７８を、軸１０２を中心
として回転させ、油圧式システム５９の駆動に応じて、デッキ２０を、前方に下げた（切
断）位置へ下げるように伸びる。この位置で、油圧式シリンダ５８は、油圧油を、液体溜
へ自由に放出することができ、それによってデッキ２０が、様々な地面の起伏に適応する
ように、デッキ２０を自由に浮動させ得る。同じく、デッキ２０を前方に上げた（非切断
）位置へ上げるために、油圧式シリンダ５８を、縮めた位置へ動かし得る。
【００２５】
　しかしながら、デッキ２０またはより一般的に切断デッキ組立部品１６を調節、点検ま
たはメンテナンスするために、以下の操作に従って、デッキ２０は、回転開き（メンテナ
ンス）位置に位置付けされ得る。まず、油圧式シリンダ５８と上部旋回部材４８との間の
接続を解除し、次に、油圧式シリンダ５８の第１端部５６を軸方向に並んだ開口部５４の
第２セットに連結してもよい。さらに、穴８５を通って延びる固定装置が取り外される。
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この構造では、次に、デッキ２０を後方へ引くために、油圧式シリンダ５８は縮められる
。この動きにより、デッキ２０は、伸縮式アーム７８の外部管８２を、内部ロッド８０に
対して後方へ動かす。それによって、伸縮式アーム７８は、縮めた位置に伸縮する。この
動きは、軸１０４を中心としてデッキ２０を回転開き位置に旋回できるように、前輪１４
から離れてデッキ２０を縮めることを意図している（図３）。この位置では、デッキ２０
を、簡単に点検、メンテナンスまたは調節でき、芝刈り機１０の下側に伸びて作業をする
必要はない。デッキ２０を稼動状態に戻すときは、この反対に動かす。
【００２６】
　本発明の説明は、本質的に単なる例であり、従って、本発明の主旨に反しない変化形態
は、本発明の範囲内であることが意図される。このような変化形態は、本発明の精神と範
囲から逸脱するものであるとはみなされない。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】切断位置にある本発明の原理に基づくリフトシステムを採用した芝刈り機を示す
斜視図である。
【図２】停止位置にある本発明の原理に基づくリフトシステムを採用した芝刈り機を示す
斜視図である。
【図３】回転開きした位置にある本発明の原理に基づくリフトシステムを採用した芝刈り
機を示す斜視図である。
【図４】リフトシステム示す分解斜視図である。
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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