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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　駆動状態と非駆動状態とに切り換え自在な刈取部を備えた走行機体の走行用変速状態を
刈取作業用の標準変速状態とそれよりも高速で移動走行に適した高速変速状態とに切り換
え自在な副変速装置と、前記副変速装置の変速状態の切り換えを指令する人為操作式の切
換指令手段と、前記副変速装置の変速状態を切り換え操作する変速操作手段と、前記切換
指令手段の指令に基づいて前記変速操作手段の作動を制御する制御手段とが設けられてい
る刈取作業機であって、
　前記刈取部にて搬送される刈取穀稈の存否を検出する穀稈存否検出手段と、前記刈取部
が前記駆動状態であるか否かを検出する刈取駆動状態検出手段とが備えられ、
　前記制御手段が、
　前記穀稈存否検出手段にて刈取穀稈の存在が検出され且つ前記刈取駆動状態検出手段に
て前記駆動状態であることが検出される刈取作業判別条件が成立すると刈取作業状態であ
ると判別し、前記刈取作業判別条件が成立していないと非刈取作業状態であると判別する
ように構成され、且つ、
　前記副変速装置を前記高速変速状態に切り換えている場合に前記刈取作業状態であると
判別すると、前記副変速装置を前記高速変速状態から前記標準変速状態に切り換えるよう
に前記変速操作手段の作動を制御する高速作業牽制処理を実行するように構成されている
刈取作業機。
【請求項２】
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　前記制御手段が、前記刈取作業状態であると判別する状態においては、前記切換指令手
段の指令により前記副変速装置を切り換えることを行わないように構成されている請求項
１記載の刈取作業機。
【請求項３】
　高速作業牽制モードを指令する状態と報知処理モードを指令する状態とに切り換え自在
なモード切換手段が設けられ、
　前記制御手段が、
　前記モード切換手段にて前記高速作業牽制モードが指令されると、前記副変速装置を前
記高速変速状態に切り換えている場合に前記刈取非作業状態であると判別する状態から前
記刈取作業状態であると判別する状態に切り換わると、前記高速作業牽制処理を実行する
ように構成され、且つ、
　前記モード切換手段にて前記報知処理モードが指令されると、前記副変速装置を前記高
速変速状態に切り換えている場合に前記刈取非作業状態であると判別する状態から前記刈
取作業状態であると判別する状態に切り換わると、前記副変速装置を前記高速変速状態に
維持し且つ前記副変速装置が前記高速変速状態であることを報知手段にて報知する報知処
理を実行するように構成されている請求項１又は２記載の刈取作業機。
【請求項４】
　前記制御手段が、
　前記モード切換手段にて前記報知処理モードが指令されると、前記刈取作業状態である
と判別する状態において前記切換指令手段にて前記標準変速状態から前記高速変速状態へ
の切り換えが指令されると、前記副変速装置を前記高速変速状態に切り換え且つ前記副変
速装置の変速状態が前記高速変速状態であることを報知手段にて報知する報知処理を実行
するように構成されている請求項３記載の刈取作業機。
【請求項５】
　前記刈取部が手動操作式の昇降指令手段の指令に基づいて駆動昇降自在に設けられ、
　前記刈取部への動力伝達を断続自在な刈取クラッチを前記刈取部が設定高さより下降す
ると入り状態に切り換えることにより前記駆動状態に切り換え、且つ、前記刈取部が前記
設定高さより上昇すると前記刈取クラッチを切り状態に切り換えることにより前記非駆動
状態に切り換えるように、前記刈取部の昇降操作に伴って入切操作するクラッチ切り換え
手段が設けられている請求項１～４のいずれか１項に記載の刈取作業機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、駆動状態と非駆動状態とに切り換え自在な刈取部を備えた走行機体の走行用
変速状態を刈取作業用の標準変速状態とそれよりも高速で移動走行に適した高速変速状態
とに切り換え自在な副変速装置と、前記副変速装置の変速状態の切り換えを指令する人為
操作式の切換指令手段と、前記副変速装置の変速状態を切り換え操作する変速操作手段と
、前記切換指令手段の指令に基づいて前記変速操作手段の作動を制御する制御手段とが設
けられている刈取作業機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　上記刈取作業機として、従来では、走行装置を駆動する静油圧式無段変速装置の油圧ポ
ンプの斜板角を電動モータにより無段階に変更操作することにより走行装置の主変速操作
を行うようにしながら、静油圧式無段変速装置の油圧モータの斜板角を電動モータにより
複数段階に変更操作する構成とすることにより、前記刈取作業用の標準変速状態と前記高
速変速状態とに切り換え自在な副変速装置が構成され、この副変速装置の変速状態の切り
換えは特に制約の無い状態で行えるようにしたものがあった（例えば、特許文献１参照。
）。
【０００３】
【特許文献１】特開２００５－２６５０５２号公報
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【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　刈取作業機にて圃場内で作業を行う場合、走行しながら植立穀稈を刈り取る刈取作業を
行うときは、前記副変速装置を前記標準変速状態に切り換えて刈取作業に適した車速で走
行し、１つの作業行程での刈取作業が終了したのち次回の作業行程に向けて圃場内の枕地
を移動走行するときには、前記副変速装置を前記高速変速状態に切り換えて刈取作業に適
した車速よりも高速の車速で走行するのが一般的である。
【０００５】
　そして、上記従来構成では、副変速装置の変速状態の切り換えは特に制約の無い状態で
行えるように構成されているから、刈取作業を開始する際に操縦者が前記標準変速状態へ
の切り換えを指令すると、副変速装置を標準変速状態に切り換えて作業を行うことができ
、１つの作業行程での刈取作業が終了したのちに、操縦者が前記高速変速状態への切り換
えを指令すると、副変速装置を高速変速状態に切り換えて枕地を移動走行することができ
る。しかしながら、例えば、枕地を移動走行したのち次回の作業行程での刈取作業を行う
ときに、操縦者が前記標準変速状態への切り換えを指令することを忘れてしまうと、前記
高速変速状態にて誤って刈取作業を行うことがある。
【０００６】
　ちなみに、刈取作業機の一例であるコンバインであれば、副変速装置を高速変速状態に
切り換えて刈取作業を行うと、刈取穀稈の単位時間当たりの搬送量が過剰になってしまい
、搬送経路途中で搬送詰まりが発生したり、又、刈取穀稈の単位時間当たりの搬送量が過
剰になることや搬送詰まり等に起因してエンジン負荷が大となり、エンジン回転速度が低
下して脱穀部における選別処理性能が低下する等の不利がある。
【０００７】
　そこで、このような不利を回避させるために、枕地走行状態から刈取作業状態に切り換
わったことを検出して、副変速装置を高速変速状態から標準変速状態に切り換える構成と
することが考えられるが、従来より、刈取作業状態であるか否かを判別する構成としては
、刈取部にて搬送される刈取穀稈の存否を検出する穀稈存否検出手段にて刈取穀稈の存在
が検出されると刈取作業状態であると判別する構成が一般的であり、このように穀稈存否
検出手段にて刈取穀稈の存在が検出されると刈取作業状態であると判別する構成では、次
のような不利な面がある。
【０００８】
　刈取作業機の一例であるコンバインでは、１つの作業行程での刈取作業が終了してから
次回の作業行程に向けて枕地を走行するときには、地面との接触を回避すべく高い位置に
まで刈取部を上昇させ且つ非駆動状態に切り換えることになるが、そのとき刈取部の搬送
経路中に刈取穀稈が存在している状態で駆動状態から非駆動状態に切り換えられることが
あり、その結果、枕地を走行している状態であるにもかかわらず、穀稈存否検出手段にて
刈取穀稈の存在が検出されて誤って刈取作業状態であると判別され、１つの作業行程での
刈取作業が終了してから次回の作業行程に至るまでの間、副変速装置が標準変速状態に切
り換えられている状態で走行しなければならず、高速で走行させることができないものと
なって、作業能率が低下するおそれがある。
【０００９】
　そこで、このような不利を回避すべく、上述したような穀稈存否検出手段に代えて、前
記刈取部が前記駆動状態であるか否かを検出するための駆動状態検出手段を設けて、刈取
部が駆動状態に切り換わると、刈取作業状態であると判断して副変速装置を高速変速状態
から標準変速状態に切り換える構成とすることも考えられる。しかし、このような構成で
は、例えば、枕地を走行しているときに１つの作業行程での刈取作業が終了してから次回
の作業行程に至るまでの間は高速で走行したいにもかかわらず、低速で走行する状態とな
って作業能率が低下するおそれがある。
【００１０】
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　説明を加えると、例えば、回り刈り形態で刈取作業を行う場合に枕地で走行するときは
、１つの作業行程での刈取作業が終了してから枕地内を所定距離直進走行したのちに、車
体をほぼ直角方向に旋回してから直進走行し、次回の作業行程に対応する箇所まで走行す
ると、刈取部が次回の作業行程の作業開始位置に向かう姿勢になるように車体を旋回させ
てからその次回の作業行程の作業開始位置に向けて走行することになる。
　そして、刈取部が次回の作業行程の作業開始位置に向かう姿勢になってから、次回の作
業行程の作業開始位置に向けて走行するときに、その途中で刈取作業に備えて刈取部を下
降させ且つ駆動状態にさせることがあるが、刈取部が駆動状態に切り換わったことにより
刈取作業状態であると判断されて副変速装置が高速変速状態から標準変速状態に切り換え
られて走行速度が遅くなり、作業開始位置に至るまで高速で走行したいにもかかわらず、
刈取部が駆動状態に切り換わった位置から作業開始位置に至るまでの間は低速で走行する
ことになり、それだけ作業能率が低下するおそれがある。
【００１１】
　本発明の目的は、枕地走行を低速で行うことによる作業能率の低下や高速変速状態にて
誤って刈取作業を行うことを回避させることが可能となる刈取作業機を提供する点にある
。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明に係る刈取作業機は、駆動状態と非駆動状態とに切り換え自在な刈取部を備えた
走行機体の走行用変速状態を刈取作業用の標準変速状態とそれよりも高速で移動走行に適
した高速変速状態とに切り換え自在な副変速装置と、前記副変速装置の変速状態の切り換
えを指令する人為操作式の切換指令手段と、前記副変速装置の変速状態を切り換え操作す
る変速操作手段と、前記切換指令手段の指令に基づいて前記変速操作手段の作動を制御す
る制御手段とが設けられているものであって、
　その第１特徴構成は、
　前記刈取部にて搬送される刈取穀稈の存否を検出する穀稈存否検出手段と、前記刈取部
が前記駆動状態であるか否かを検出する刈取駆動状態検出手段とが備えられ、
　前記制御手段が、
　前記穀稈存否検出手段にて刈取穀稈の存在が検出され且つ前記刈取駆動状態検出手段に
て前記駆動状態であることが検出される刈取作業判別条件が成立すると刈取作業状態であ
ると判別し、前記刈取作業判別条件が成立していないと非刈取作業状態であると判別する
ように構成され、且つ、
　前記副変速装置を前記高速変速状態に切り換えている場合に前記刈取作業状態であると
判別すると、前記副変速装置を前記高速変速状態から前記標準変速状態に切り換えるよう
に前記変速操作手段の作動を制御する高速作業牽制処理を実行するように構成されている
点にある。
                                                                                
【００１３】
　すなわち、前記制御手段が、前記穀稈存否検出手段にて刈取穀稈の存在が検出され且つ
前記刈取駆動状態検出手段にて前記駆動状態であることが検出される刈取作業判別条件が
成立すると刈取作業状態であると判別し、前記刈取作業判別条件が成立していないと非刈
取作業状態であると判別するように構成されているから、穀稈存否検出手段にて刈取穀稈
の存在が検出されていない状態であって且つ刈取部が駆動状態でない場合は勿論、穀稈存
否検出手段にて刈取穀稈の存在が検出されているが刈取部が駆動状態でない場合や刈取部
が駆動状態であるが穀稈存否検出手段にて刈取穀稈の存在が検出されていない場合におい
ても非刈取作業状態と判別することになる。
【００１４】
　そして、前記制御手段が、前記副変速装置を前記高速変速状態に切り換えている場合に
前記非刈取作業状態であると判別する状態から前記刈取作業状態であると判別する状態に
切り換わると、前記副変速装置を前記高速変速状態から前記標準変速状態に切り換えるよ
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うに前記変速操作手段の作動を制御するから、切換指令の操作忘れ等により副変速装置を
前記高速変速状態に切り換えたまま刈取作業を開始することがあっても、前記副変速装置
を前記高速変速状態から前記標準変速状態に切り換えるので高速変速状態のまま刈取作業
を継続することはなく、刈取作業状態であるときに副変速装置が高速変速状態になること
を回避させることが可能となる。
【００１５】
　その結果、例えば、１つの作業行程での刈取作業が終了したときに、刈取部の搬送経路
中に刈取穀稈が存在している状態で刈取部が駆動状態から非駆動状態に切り換えられるこ
とがあっても、刈取部が駆動状態に切り換えられるまでの間は非刈取作業状態と判別する
ので、１つの作業行程での刈取作業が終了してから次回の作業行程に近づいて刈取部が駆
動状態になるまでの間は、副変速装置を前記高速変速状態に切り換えて高速で移動走行す
ることができる。
【００１６】
　ところで、このように刈取部の搬送経路中に刈取穀稈が存在している状態であれば、次
回の作業行程に至るまでの間の枕地走行中に刈取部が駆動状態になると副変速装置が低速
変速状態に切り換わることになるが、上述したような刈取部の搬送経路中に刈取穀稈が存
在している状態になることはそれほど多い頻度で起こることは無く、多くの場合は、作業
行程での刈取作業が終了すると、刈取部の搬送経路中に刈取穀稈が存在していない状態で
枕地を走行することになるのであり、例えば回り刈り形態で刈取作業を行うときに、次回
の作業行程の作業開始位置に向けて走行するときに刈取部を駆動状態にさせることがあっ
ても、刈取作業を開始するまでの間は、副変速装置を前記高速変速状態に切り換えた状態
で高速で枕地を走行することができる。
【００１７】
　従って、第１特徴構成によれば、枕地走行を低速で行うことによる作業能率の低下や高
速変速状態にて誤って刈取作業を行うことを回避させることが可能となる刈取作業機を提
供できるに至った。
【００１８】
　本発明の第２特徴構成は、前記制御手段が、前記刈取作業状態であると判別する状態に
おいては、前記切換指令手段の指令により前記副変速装置を切り換えることを行わないよ
うに構成されている点にある。
【００１９】
　すなわち、前記刈取作業状態であるときには、前記切換指令手段にて例えば前記標準変
速状態から前記高速変速状態への切り換えが指令されても、前記制御手段は前記副変速装
置を切り換えることがないので、刈取作業中に操縦者が誤って切換指令手段を指令操作す
ることがあっても副変速装置が高速変速状態に切り換えられることがない。
【００２０】
　従って、第２特徴構成によれば、刈取作業中に切換指令手段を操作することがあっても
、副変速装置が高速変速状態に切り換えられた状態で刈取作業を行うことを回避できる。
【００２１】
　本発明の第３特徴構成は、高速作業牽制モードを指令する状態と報知処理モードを指令
する状態とに切り換え自在なモード切換手段が設けられ、
　前記制御手段が、前記モード切換手段にて前記高速作業牽制モードが指令されると、前
記副変速装置を前記高速変速状態に切り換えている場合に前記刈取非作業状態であると判
別する状態から前記刈取作業状態であると判別する状態に切り換わると、前記高速作業牽
制処理を実行するように構成され、且つ、前記モード切換手段にて前記報知処理モードが
指令されると、前記副変速装置を前記高速変速状態に切り換えている場合に前記刈取非作
業状態であると判別する状態から前記刈取作業状態であると判別する状態に切り換わると
、前記副変速装置を前記高速変速状態に維持し且つ前記副変速装置が前記高速変速状態で
あることを報知手段にて報知する報知処理を実行するように構成されている点にある。
【００２２】
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　すなわち、前記モード切換手段にて前記高速作業牽制モードが指令されていれば、前記
制御手段は、前記副変速装置を前記高速変速状態に切り換えている場合に前記刈取非作業
状態であると判別する状態から前記刈取作業状態であると判別する状態に切り換わると、
前記高速作業牽制処理を実行するので、刈取作業状態であるときに副変速装置が高速変速
状態になることを回避させることが可能となる。
【００２３】
　又、前記モード切換手段にて前記報知処理モードが指令されていれば、前記制御手段は
、前記副変速装置を前記高速変速状態に切り換えている場合に前記刈取非作業状態である
と判別する状態から前記刈取作業状態であると判別する状態に切り換わると、前記副変速
装置を前記高速変速状態に維持し且つ前記副変速装置が前記高速変速状態であることを報
知手段にて報知する報知処理を実行するので、操縦者は、副変速装置が高速変速状態であ
ることを認識でき、例えば操作誤りであることが判ると標準変速状態への切換を指令する
ことで対応できる。又、例えば乾燥している麦を刈り取る場合等、作業負荷が比較的軽い
場合のように副変速装置を高速変速状態に切り換えた状態で刈取作業を続行することが可
能な作業状況であれば、操縦者が高速変速状態であることを認識しながら作業を続行する
ことができる。
【００２４】
　つまり、作業負荷が大である作業状況等であれば、前記高速作業牽制モードを指令する
ことで副変速装置が高速変速状態に切り換わることを回避することができ、一方、作業負
荷が小である作業状況等であれば、前記報知処理モードを指令することで、副変速装置が
高速変速状態である場合には操縦者がそのことを認識することができる状態で副変速装置
を高速変速状態に維持したまま刈取作業を行うことが可能となる。
【００２５】
　従って、第３特徴構成によれば、前記モード切換手段にて前記高速作業牽制モード及び
前記報知処理モードのうちで適切なモードを指令することで、作業負荷が異なる複数の作
業状況に応じて副変速装置を適切な変速状態に切り換えることが可能となる刈取作業機を
提供できるに至った。
【００２６】
　本発明の第４特徴構成は、第３特徴構成に加えて、前記制御手段が、前記モード切換手
段にて前記報知処理モードが指令されると、前記刈取作業状態であると判別する状態にお
いて前記切換指令手段にて前記標準変速状態から前記高速変速状態への切り換えが指令さ
れると、前記副変速装置を前記高速変速状態に切り換え且つ前記副変速装置の変速状態が
前記高速変速状態であることを報知手段にて報知する報知処理を実行するように構成され
ている点にある。
【００２７】
　すなわち、前記モード切換手段にて前記報知処理モードが指令されると、前記制御手段
は、前記刈取作業状態であると判別する状態において前記切換指令手段にて前記標準変速
状態から前記高速変速状態への切り換えが指令されると、前記副変速装置を前記高速変速
状態に切り換えることになり、それに併せて副変速装置の変速状態が高速変速状態である
ことを報知手段にて報知するのである。
【００２８】
　従って、第４特徴構成によれば、例えば乾燥している麦を刈り取る場合等、作業負荷が
比較的軽い場合のように副変速装置を高速変速状態に切り換えた状態で刈取作業を続行す
ることが可能な状況において、刈取作業中に前記切換指令手段にて前記標準変速状態から
前記高速変速状態への切り換えを指令したときには、前記副変速装置を前記高速変速状態
に切り換えて能率よく刈取作業を行うことができ、しかも、報知手段の報知処理により高
速変速状態に切り換わったことを認識している状態で作業を行うことができる。
【００２９】
　本発明の第５特徴構成は、第１特徴構成～第４特徴構成のいずれかに加えて、前記刈取
部が手動操作式の昇降指令手段の指令に基づいて駆動昇降自在に設けられ、
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　前記刈取部への動力伝達を断続自在な刈取クラッチを前記刈取部が設定高さより下降す
ると入り状態に切り換えることにより前記駆動状態に切り換え、且つ、前記刈取部を前記
設定高さより上昇すると前記刈取クラッチを切り状態に切り換えることにより前記非駆動
状態に切り換えるように、前記刈取部の昇降操作に伴って入切操作するクラッチ切り換え
手段が設けられている点にある。
【００３０】
　すなわち、１つの作業行程での刈取作業が終了したとき、旋回走行の際に刈取部が地面
に接当する等の不利を回避させるために、操縦者が手動操作式の昇降指令手段にて刈取部
の上昇を指令すると刈取部が上昇する。そして、刈取部が前記設定高さより上昇すると、
クラッチ切り換え手段が刈取クラッチを切り状態に切り換えて刈取部が非駆動状態に切り
換えられることになる。又、刈取部を設定高さより下降させると、クラッチ切り換え手段
が刈取クラッチを入り状態に切り換えて刈取部が駆動状態に切り換えられることになる。
【００３１】
　このように刈取作業が終了したとき刈取クラッチを切り状態に切り換えられると、刈取
穀稈が刈取部の搬送経路中にて停止したままで保持されて穀稈存否検出手段にて刈取穀稈
の存在が検出されていても、前記刈取駆動状態検出手段により前記非駆動状態であること
が検出されるから、制御手段は非刈取作業状態であると判別するので、刈取クラッチが切
り状態になったのちは、切換指令手段にて前記高速変速状態への切り換えを指令すると、
副変速装置を前記高速変速状態への切り換えることができる。
【００３２】
　従って、第５特徴構成によれば、刈取作業が終了したときには、刈取部を上昇させて刈
取クラッチが切り状態になって刈取部の搬送経路中に刈取穀稈が残存していても、副変速
装置を高速変速状態へ切り換えて枕地を高速で移動走行させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３３】
　以下、本発明に係る刈取作業機の実施形態をコンバインに適用した場合について図面に
基づいて説明する。
　図１に示すように、左右のクローラ走行装置１、１で支持された走行機体の前部に横軸
芯Ｐ１周りに昇降自在に刈取部４が支持され、走行機体の前部の右側に運転部５が備えら
れ、運転部５の運転座席６の下側にエンジン７が備えられ、走行機体の後部の左側に脱穀
装置８が備えられ、走行機体の後部の右側にグレンタンク９が備えられて、刈取作業機と
してのコンバインが構成されている。
【００３４】
　前記刈取部４は、刈取条数分の刈取対象条の植立穀稈を振り分け分草する複数の分草具
１２、植立穀稈を立姿勢に引起す引起し装置１３、引起された穀稈の株元側を切断するバ
リカン型刈取装置１４、刈取られた穀稈を徐々に横倒れ姿勢に姿勢変更させながら後方に
搬送する縦搬送装置１５等を備えて構成され、走行機体に備えられる図示しない支持フレ
ームに横向きの軸芯Ｐ１まわりで回動自在に支持されて昇降用油圧シリンダＣ１により駆
動昇降自在に構成されている。そして、前記軸芯Ｐ１の位置に対応させて、走行機体に対
する刈取部４の高さを検出する対機体高さ検出手段としてのポテンショメータからなる対
機体高さセンサＳ１が設けられている。
【００３５】
　図２に示すように、エンジン７の動力が伝動ベルト１９、入力プーリー１７、入力軸１
６を介して、走行変速用の静油圧式無段変速装置１１（以下、走行用変速装置という）の
入力軸に伝達され、走行用変速装置１１の変速出力がミッションケース１０内の伝動機構
を介して左右の走行装置１，１に伝達される。一方、エンジン７の動力が刈取部４への動
力伝達を断続自在なベルトテンション式の刈取クラッチ２０及び刈取変速用の静油圧式無
段変速装置２１を介して刈取部４に伝達される構成となっている。そして、前記刈取クラ
ッチ２０は、クラッチ操作用電動モータＭ（以下、クラッチ操作モータという）によりク
ラッチ入り切り操作自在に構成されている。尚、図示は省略しているが、エンジン７の動
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力は脱穀クラッチを介して脱穀装置８にも伝達される構成となっている。
【００３６】
　前記刈取部４には、引起し装置１３、刈取装置１４、縦搬送装置１５等を駆動するため
の駆動用伝動軸（図示せず）の回転速度を検出するための刈取駆動状態検出手段としての
刈取回転速度センサＳ２が設けられ、又、前記縦搬送装置１５の搬送経路途中には、刈り
取られて搬送される刈取穀稈の株元に作用して刈取穀稈が存在するとオンし、刈取穀稈が
存在しないとオフする穀稈存否検出手段としての株元センサＳ３が設けられている。
【００３７】
　又、詳述はしないが、ミッションケース１０内には、一方の走行装置１を他方の走行装
置１より低速で駆動する緩旋回状態、一方の走行装置１を停止状態にするブレーキ旋回状
態、一方の走行装置１を他方の走行装置１と逆向き状態に駆動する逆転旋回状態の夫々に
切り換えるための複数の油圧クラッチを備えた周知構成の旋回状態切換機構が備えられ、
図３に示すように、各油圧クラッチに対する圧油状態を切り換えるための複数の油圧制御
弁を備えた旋回操作用の油圧操作部２２が備えられている。
【００３８】
　次に、前記走行用変速装置１１の操作について説明する。
　図３に示すように、走行用変速装置１１の油圧ポンプ１１Ｐの斜板を操作する主変速用
の油圧シリンダＣ２と、その主変速用の油圧シリンダＣ２に作動油を給排操作する制御弁
３１とが備えられ、運転部５に備えられた変速レバー３２と制御弁３１とが機械的に連係
されて、変速レバー３２を中立位置Ｎに操作すると、油圧ポンプ１１Ｐの斜板が中立用変
速位置に操作され、変速レバー３２を中立位置Ｎから前進Ｆ側に操作すると、油圧ポンプ
１１Ｐの斜板が前進高速側の変速位置に操作され、変速レバー３２を中立位置Ｎから後進
Ｒ側に操作すると、油圧ポンプ１１Ｐの斜板が後進高速側の変速位置に操作されるように
構成されている。従って、変速レバー３２を中立位置から前進側並びに後進側に操作する
ことにより、走行用変速装置１１の出力が前進方向並びに後進方向に無段変速自在に構成
されている。従って、前記油圧ポンプ１１Ｐの斜板の位置を変更することにより走行用変
速装置１１の出力を変速する構成が、変速レバー３２の操作に基づいて車速を前進方向並
びに後進方向に無段変速自在な主変速装置に対応する。
【００３９】
　そして、走行用変速装置１１の油圧モータ１１Ｍの斜板を操作する副変速用の油圧シリ
ンダＣ３と、その副変速用の油圧シリンダＣ３に作動油を給排操作する電磁操作式の制御
弁３４が備えられており、副変速用の油圧シリンダＣ３を操作することで油圧モータ１１
Ｍの斜板を高速位置及び低速位置に切り換え操作自在であり、この油圧モータ１１Ｍの斜
板の操作により走行用変速装置１１の出力が標準変速状態と高速変速状態とに高低２段に
変速自在に構成されている。
【００４０】
　電磁操作式の制御弁３４の切り換え操作は、変速レバー３２の握り部に指で押し操作自
在に設けられた副変速スイッチ３５の操作指令に基づいて、制御手段としてのマイクロコ
ンピュータを備えた制御装置Ｈにより行われるように構成されている。つまり、副変速ス
イッチ３５を押し操作することで油圧モータ１１Ｍの斜板を高速位置に操作する状態と低
速位置に操作する状態とに交互に切り換わるように構成されている。
【００４１】
　従って、走行用変速装置１１の油圧モータ１１Ｍの斜板の位置を高速位置に操作する状
態と低速位置に操作する状態とに切り換え自在な構成が、走行機体の走行用変速状態を標
準変速状態とそれよりも高速の高速変速状態とに切り換え自在な副変速装置４０に対応し
、副変速スイッチ３５が副変速装置４０の変速状態の切り換えを指令する人為操作式の切
換指令手段に対応し、副変速用の油圧シリンダＣ３が副変速装置４０の変速状態を切り換
え操作する変速操作手段に対応する。
【００４２】
　前記運転部５には、前記変速レバー３２及び前記副変速スイッチ３５の他、手動操作に
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基づいて刈取部２を昇降操作させるための昇降レバー３６、この昇降レバー３６を中立位
置から上昇位置に操作するとオンする上昇スイッチＳＷ１、昇降レバー３４を中立位置か
ら下降位置に操作するとオンする下降スイッチＳＷ２、高速作業牽制モードを指令する状
態と報知処理モードを指令する状態とに切り換え自在なモード切換手段としての手動操作
式のモード切換スイッチ３７、液晶表示素子を利用して各種の文字表示を表示可能に構成
された表示パネル部３８、及び、警報音を発生するブザー３８等が備えられている。前記
表示パネル部３８及び前記ブザー３９は、運転者に種々の情報を報知するための報知手段
１００を構成する。
【００４３】
　図３に示すように、マイクロコンピュータを備えて各部の制御を実行する制御装置Ｈが
備えられ、対機体高さセンサＳ１、刈取回転速度センサＳ２、株元センサＳ３、上昇スイ
ッチＳＷ１、下降スイッチＳＷ２、モード切換スイッチ３７、前記副変速スイッチ３５の
夫々の検出情報が入力されており、それらの入力情報に基づいて、制御装置Ｈが、クラッ
チ操作モータＭ、副変速用の油圧シリンダＣ２を操作するための制御弁３４、昇降用油圧
シリンダＣ１、油圧操作部２２、表示パネル部３８、ブザー３９等を制御するように構成
されている。
【００４４】
　すなわち、前記制御装置Ｈは、昇降レバー３６が上昇位置に操作されて上昇スイッチＳ
Ｗ１がオンすると、それがオンしている間刈取部４を上昇させ、昇降レバー３６が下降位
置に操作されて下降スイッチＳＷ２がオンすると、それがオンしている間刈取部４を下降
させるように、、刈取昇降シリンダＣ１の作動を制御するように構成されている。従って
、上昇スイッチＳＷ１及び下降スイッチＳＷ２により手動操作式の昇降指令手段が構成さ
れている。
【００４５】
　又、前記制御装置Ｈは、前記対機体高さセンサＳ１の検出情報に基づいて刈取部４が設
定高さより下降すると刈取クラッチ２０が入り状態に切り換わり且つ刈取部４が前記設定
高さより上昇すると刈取クラッチ２０が切り状態に切り換わるように前記クラッチ操作モ
ータＭの作動を制御するように構成されている。従って、制御装置Ｈを利用してクラッチ
操作モータＭの作動を制御するモータ制御手段１０１が構成され、モータ制御手段１０１
とクラッチ操作モータＭとにより前記クラッチ切り換え手段ＣＫが構成されている。
【００４６】
　前記制御装置Ｈは、前記株元センサＳ３にて刈取穀稈の存在が検出され、且つ、前記刈
取回転速度センサＳ２にて刈取部４の駆動軸の回転速度が設定速度以上であることすなわ
ち前記駆動状態であることが検出される刈取作業判別条件が成立していれば、刈取作業状
態であると判別し、前記刈取作業判別条件が成立していないと非刈取作業状態であると判
別するように構成されている。このようにして、走行機体を走行させながら刈取部４にて
刈取作業を行っているときに的確に刈取作業状態であると判別することができるようにな
っている。
【００４７】
　そして、制御装置Ｈは、前記モード切換スイッチ３７にて前記高速作業牽制モードが指
令されると、副変速装置４０を高速変速状態に切り換えている場合に刈取非作業状態であ
ると判別する状態から刈取作業状態であると判別する状態に切り換わると、副変速装置４
０を高速変速状態から標準変速状態に切り換えるように副変速用の油圧シリンダＣ３の作
動を制御する高速作業牽制処理を実行するように構成されている。
【００４８】
　又、前記モード切換スイッチ３７にて前記報知処理モードが指令されると、副変速装置
４０を高速変速状態に切り換えている場合に刈取非作業状態であると判別する状態から刈
取作業状態であると判別する状態に切り換わると、副変速装置４０を高速変速状態に維持
し且つ副変速装置４０が高速変速状態であることを報知手段１００にて報知する報知処理
を実行するように構成されている。又、この報知処理モードが指令されているときは、前
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記刈取作業状態であると判別する状態において副変速スイッチ３５にて標準変速状態から
高速変速状態への切り換えが指令されると、副変速装置４０を高速変速状態に切り換え且
つ副変速装置４０の変速状態が高速変速状態であることを報知手段１００にて報知する報
知処理を実行するように構成されている。
【００４９】
　前記モード切換スイッチ３７による制御モードの切り換えについて説明を加えると、例
えば、稲等の刈取作業負荷が大きい刈取作物を刈り取るときは、前記高速作業牽制モード
に切り換えておくと、刈取作業中に例えば操作誤りにより副変速装置４０を高速変速状態
に切り換えたまま作業を行って過負荷状態になることを防止することができ、一方、麦等
の刈取作業負荷が比較的小さい刈取作物を刈り取るときは、前記報知処理モードに切り換
えておくことで、刈取作業中であっても副変速装置４０を高速変速状態に切り換えること
ができ、しかも、副変速装置４０が高速変速状態であることを操縦者に認識させることが
できるようになっている。
【００５０】
　以下、図４及び図５に示すフローチャートを参照しながら、制御装置Ｈによる副変速装
置４０の切換制御の内容について説明する。
　先ず、モード切換スイッチ３７にて前記高速作業牽制モードが指令されているか前記報
知処理モードが指令されているかを判断する（ステップ１）。前記高速作業牽制モードが
指令されていれば、株元センサＳ３にて刈取穀稈の存在が検出されていない場合、あるい
は、株元センサＳ３にて刈取穀稈の存在が検出されているが刈取回転速度センサＳ２にて
刈取部４の駆動軸の回転速度が設定速度以上であって刈取部が回転中であると判別してい
ない場合には、刈取作業判別条件が成立していないので、非刈取作業状態であると判別し
て（ステップ２，３）、副変速スイッチ３５による切り換え指令に従って副変速装置４０
の変速状態を切り換える。つまり、副変速装置４０の変速状態が高速変速状態であるとき
に副変速スイッチ３５による切り換え指令があれば副変速装置４０の変速状態を標準変速
状態に切り換え、副変速装置４０の変速状態が標準変速状態であるときに副変速スイッチ
３５による切り換え指令があれば副変速装置４０の変速状態を高速変速状態に切り換える
（ステップ４～７）。
【００５１】
　そして、株元センサＳ３にて刈取穀稈の存在が検出されており、且つ、刈取回転速度セ
ンサＳ２にて刈取部４の駆動軸の回転速度が設定速度以上であって刈取部が駆動回転中で
あると判別した場合には、刈取作業判別条件が成立しているので刈取作業状態であると判
別して（ステップ２，３）、このように刈取作業状態であると判別した場合には、そのと
き、副変速装置４０の変速状態が高速変速状態であれば、副変速装置４０の変速状態を標
準変速状態に切り換える（ステップ８，９）。そして、刈取作業状態であると判別した場
合には、副変速スイッチ３５による切り換え指令の有無については検出しないので、刈取
作業中に操縦者が誤って副変速スイッチ３５を操作することがあっても副変速装置４０の
変速状態が高速変速状態に切り換わることはない。つまり、このことにより、前記刈取作
業状態であると判別する状態においては、前記切換指令手段としての副変速スイッチ３５
の指令により副変速装置４０を切り換えることを行わない構成となっている。
【００５２】
　そして、モード切換スイッチ３７にて前記報知処理モードが指令されていれば、株元セ
ンサＳ３にて刈取穀稈の存在が検出されていない場合、あるいは、株元センサＳ３にて刈
取穀稈の存在が検出されているが刈取回転速度センサＳ２にて刈取部４の駆動軸の回転速
度が設定速度以上であって刈取部が回転中であると判別していない場合には、刈取作業判
別条件が成立していないので、非刈取作業状態であると判別して（ステップ１０，１１）
、高速作業牽制モードの場合と同様に、副変速スイッチ３５による切り換え指令に従って
副変速装置４０の変速状態を切り換える。つまり、副変速装置４０の変速状態が高速変速
状態であるときに副変速スイッチ３５による切り換え指令があれば副変速装置４０の変速
状態を標準変速状態に切り換え、副変速装置４０の変速状態が標準変速状態であるときに
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副変速スイッチ３５による切り換え指令があれば副変速装置４０の変速状態を高速変速状
態に切り換える（ステップ１２～１５）。
【００５３】
　そして、株元センサＳ３にて刈取穀稈の存在が検出されており、且つ、刈取回転速度セ
ンサＳ２にて刈取部４の駆動軸の回転速度が設定速度以上であって刈取部が駆動回転中で
あると判別した場合には、刈取作業判別条件が成立しているので刈取作業状態であると判
別して（ステップ１０，１１）、このように刈取作業状態であると判別した場合には、そ
のとき、副変速装置４０の変速状態が高速変速状態であれば、副変速装置４０を高速変速
状態に維持し且つ副変速装置４０が高速変速状態であることを報知手段にて報知する報知
処理を実行する（ステップ１６，１７）。この報知処理について説明を加えると、表示パ
ネル３８に「副変速装置４０が高速になっています」という文字情報を表示し、併せて、
ブザー３９を鳴動させて、操縦者に副変速装置４０が高速変速状態に切り換わっているこ
とを認識させるように報知を行うのである。
【００５４】
　そして、副変速スイッチ３５による切り換え指令があれば、その切り換え指令に従って
副変速装置４０の変速状態を切り換える。つまり、副変速装置４０の変速状態が高速変速
状態であるときに副変速スイッチ３５による切り換え指令があれば副変速装置４０の変速
状態を標準変速状態に切り換える（ステップ１８，１９，２０）。又、副変速装置４０の
変速状態が標準変速状態であるときに副変速スイッチ３５による切り換え指令があれば副
変速装置４０の変速状態を高速変速状態に切り換え（ステップ１９，２１）、それに併せ
て報知処理を実行する（ステップ２２）。この報知処理はステップ１７の処理と同じであ
る。つまり、この場合もステップ１７と同様に、操縦者に副変速装置４０が高速変速状態
に切り換わっていることを認識させるように報知を行うことになる。
【００５５】
〔別実施形態〕
　以下、別実施形態を列記する。
【００５６】
（１）上記実施形態では、前記高速作業牽制モードと前記報知処理モードとが設けられ、
操縦者がモード切り換えスイッチを操作することで、いずれかのモードを指令する構成と
したが、このような構成に代えて、例えば、前記制御装置が常に前記高速作業牽制モード
を実行する構成とするものでもよい。
【００５７】
（２）上記実施形態では、前記制御装置が、前記報知処理モードが指令されると、前記刈
取作業状態であると判別する状態において前記副変速スイッチ３５にて前記標準変速状態
から前記高速変速状態への切り換えが指令されると、前記副変速装置４０を前記高速変速
状態に切り換え且つ前記副変速装置４０の変速状態が前記高速変速状態であることを報知
手段にて報知する報知処理を実行するように構成したが、このような場合には、報知処理
を実行しないようにしてもよい。
【００５８】
（３）上記実施形態では、前記制御装置が、前記高速作業牽制モードが指令されると、前
記刈取作業状態であると判別する状態において前記副変速スイッチ３５にて前記標準変速
状態から前記高速変速状態への切り換えが指令された場合には、その指令にかかわらず前
記副変速装置４０を前記高速変速状態へ切り換えないように構成したが、このような場合
には、前記副変速装置４０を前記高速変速状態へ切り換えるように構成するものでもよい
。
【００５９】
（４）上記実施形態では、前記刈取部が設定高さより下降すると刈取クラッチを入り状態
に切り換え且つ前記刈取部が設定高さより上昇すると刈取クラッチを切り状態に切り換え
るクラッチ切り換え手段が設けられる構成としたが、このようなクラッチ切り換え手段を
設ける構成に代えて、手動操作による切り換え指令に基づいて刈取クラッチを入り切りさ
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【００６０】
（５）上記実施形態では、前記刈取駆動状態検出手段として刈取回転速度センサを設ける
構成としたが、このような構成に代えて、前記刈取駆動状態検出手段として、前記刈取ク
ラッチが入り状態であるか切り状態であるかを検出するクラッチ入切状態検出センサを設
ける構成としてもよい。
【００６１】
（６）上記実施形態では、副変速装置として、走行変速用の静油圧式無段変速装置１１の
油圧モータ１１Ｍの斜板の位置を高速位置に操作する高速変速状態と低速位置に操作する
標準変速状態とに切り換える構成を用いるようにしたが、このような構成に代えて、高速
変速状態と標準変速状態以外に倒伏茎稈に対応するような極低速で作業する倒伏用変速状
態にも切り換え可能な構成としてもよく、又、走行変速用の静油圧式無段変速装置１１と
は別に、その走行変速用の静油圧式無段変速装置１１の変速後の出力を変速自在な副変速
用の無段変速装置を備えて、その副変速用の無段変速装置を変速操作する構成とする等、
種々の伝動構成を用いることができる。
【００６２】
（７）上記実施形態では、前記モード切換手段がスイッチにて構成されるものを例示した
が、このような構成に代えて、例えば、表示パネル部を用いて各種の制御用条件を設定す
ることが可能な構成として、この表示パネル部を用いて制御モードの切り換えを設定する
等、別の構成を用いるようにしてもよい。
【００６３】
（８）上記実施形態では、刈取作業機としてコンバインを示したが、本発明はコンバイン
以外のイグサ収穫機等の他の刈取作業機にも適用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００６４】
【図１】全体側面図
【図２】伝動構成を示す図
【図３】制御ブロック図
【図４】制御動作のフローチャート
【図５】制御動作のフローチャート
【符号の説明】
【００６５】
　４　　　　　　　　刈取部
　２０　　　　　　　刈取クラッチ
　３５　　　　　　　切換指令手段
　３７　　　　　　　モード切換手段
　４０　　　　　　　副変速装置
　１００　　　　　　報知手段
　Ｃ３　　　　　　　変速操作手段
　ＣＫ　　　　　　　クラッチ切り換え手段
　Ｈ　　　　　　　　制御手段
　Ｓ２　　　　　　　刈取駆動状態検出手段
　Ｓ３　　　　　　　穀稈存否検出手段
　ＳＷ１，ＳＷ２　　昇降指令手段
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