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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　選別部（１７）で選別された一番物又は二番物を横方向に搬送する搬送ラセン（３２，
３５，３６，４３）と、該搬送ラセン（３２，３５，３６，４３）の周囲を覆う搬送ケー
ス（４６）とを備え、搬送ケース（４５，４６，５０，５５）の下方側に開口部（５３）
を形成し、該開口部（５３）を塞ぐカバー蓋（５６，７７）を、搬送ケース（４６）側に
取付固定してなる脱穀装置において、前記カバー蓋（５６，７７）の一端側を搬送ケース
（４５，４６，５０，５５）側に係脱可能に係合する係合部（６１）と、カバー蓋（５６
，７７）の他端側を着脱可能に固定する固定部（６２）とを設け、カバー蓋（５６，７７
）を搬送ケース（４５，４６，５０，５５）側に着脱可能にし、該カバー蓋（５６，７７
）の固定部（６２）への固定を解除した状態で、カバー蓋（５６，７７）を下支えするこ
とにより、該カバー蓋（５６，７７）をその場に保持する保持部材（６８）を、搬送ケー
ス（４５，４６，５０，５５）側に設けた脱穀装置。
【請求項２】
　前記保持部材（６８）を、下支えされるカバー蓋（５６，７７）の上記他端側に沿って
長くなるように延設した請求項１に記載の脱穀装置。
【請求項３】
　搬送ケース（４５，４６，５０，５５）側にカバー蓋（５６，７７）の上面側と当接す
る当接部材（６７）を設け、該当接部材（６７）と前記保持部材（６８）とにより、カバ
ー蓋（５６，７７）が上下で挟持される請求項１又は２の何れかに記載の脱穀装置。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　搬送ケース下方側に形成した開口部を開閉可能に構成した脱穀装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　選別部で選別された一番物又は二番物を横方向に搬送する搬送ラセンと、該搬送ラセン
の周囲を覆う搬送ケースとを備え、搬送ケースの下方側に開口部を形成し、該開口部を塞
ぐカバー蓋を、搬送ケース側に取付固定し、開口部を介して搬送ケース内をメンテナンス
できる特許文献１に記載の脱穀装置が従来公知となっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】実公平５－１３１５６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記文献の脱穀装置では、カバー蓋を上下回動自在に搬送ケース側に軸支するとともに
、カバー蓋にリンク機構を介して操作レバーを連結し、操作レバーの揺動操作によりカバ
ー蓋を上下回動させ、これによって開口部を開閉させる他、操作レバーを係止することに
より、開閉蓋を開姿勢と閉姿勢のそれぞれで係止させており、構造が複雑である他、広い
設置用スペースが必要になる。
　一方、カバー蓋を搬送ケースに対して着脱自在な構造にした場合、固定時にカバー蓋が
落下しないように注意しながら、搬送ケースへの固定作業を行う必要があるため、旨く固
定できない場合がある。
【０００５】
　本発明では、搬送ケース下方側に形成された開口部を開閉するカバー蓋を着脱自在に設
けるあたり、構造が簡素化され且つカバー蓋の搬送ケースへの固定作業を容易に行うこと
ができる脱穀装置を提供することを課題としている。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するため本発明は、第１に、選別部１７で選別された一番物又は二番物
を横方向に搬送する搬送ラセン３２，３５，３６，４３と、該搬送ラセン３２，３５，３
６，４３の周囲を覆う搬送ケース４５，４６，５０，５５とを備え、搬送ケース４５，４
６，５０，５５の下方側に開口部５３を形成し、該開口部５３を塞ぐカバー蓋５６，７７
を、搬送ケース４５，４６，５０，５５側に取付固定してなる脱穀装置において、前記カ
バー蓋５６，７７の一端側を搬送ケース４５，４６，５０，５５側に係脱可能に係合する
係合部６１と、カバー蓋５６，７７の他端側を着脱可能に固定する固定部６２とを設け、
カバー蓋５６，７７を搬送ケース４５，４６，５０，５５側に着脱可能にし、該カバー蓋
５６，７７の固定部６２への固定を解除した状態で、カバー蓋５６，７７を下支えするこ
とにより、該カバー蓋５６，７７をその場に保持する保持部材６８を、搬送ケース４５，
４６，５０，５５側に設けたことを特徴としている。
【０００７】
　第２に、前記保持部材６８を、下支えされるカバー蓋５６，７７の上記他端側に沿って
長くなるように延設したことを特徴としている。
【０００８】
　第３に、搬送ケース４５，４６，５０，５５側にカバー蓋５６，７７の上面側と当接す
る当接部材６７を設け、該当接部材６７と前記保持部材６８とにより、カバー蓋５６，７
７が上下で挟持されることを特徴としている。
【発明の効果】
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【０００９】
　上記構成によれば、前記カバー蓋は、保持部材によって搬送ケース下方側の開口部を塞
いだ状態で下支えされることにより、上記他端側と固定部との固定を解除した場合に、カ
バー蓋がその場で保持されるため、カバー蓋の取外し作業が容易になるとともに、カバー
蓋を搬送ケース側へ取付固定する場合に、カバー蓋の上記一端側を係合部に係合させた状
態で、カバー蓋の他端側を保持部材により下支えすることにより、カバー蓋がその場に保
持されるため、カバー蓋の固定作業が容易になる。
【００１０】
　また、前記保持部材を、下支えされるカバー蓋の上記他端側に沿って長くなるように延
設すれば、保持部材によるカバー蓋の下支えがより安定する。
【００１１】
　なお、搬送ケース側にカバー蓋の上面側と当接する当接部材を設け、該当接部材と前記
保持部材とにより、カバー蓋が上下で挟持されることにより、カバー蓋の振動が抑制され
てより安定する。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明を適用した汎用コンバインの全体側面図である。
【図２】脱穀装置の内部構造を示す側面図である。
【図３】二番ラセンの構成を示すの構成を示す要部斜視図である。
【図４】二番ラセンの構成を示すの構成を示す正面図である。
【図５】（Ａ）及び（Ｂ）は、カバー蓋を取外す工程を示した図である。
【図６】大豆用カバー蓋の構成を示す要部正面図である。
【図７】（Ａ）及び（Ｂ）は、稲用カバー蓋と、大豆用カバー蓋を示した斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、図示する例に基づき本発明の実施形態について説明する。
　図１は、本発明を適用した脱穀装置を備えた汎用コンバインの全体側面図であり、図２
は、脱穀装置の内部構造を示す側面図である。本汎用コンバインは、走行部である左右一
対のクローラ式走行装置１，１に支持された走行機体２と、該走行機体２の前部に昇降可
能に連結されて圃場の穀稈の刈取作業等を行う刈取部３とを備え、走行機体２は、該刈取
部３の後方にオペレータが乗込んで操向操作を行う操縦部４と、該操縦部４の後方左側で
あって前記刈取部３で刈取られた穀稈の脱穀作業を行う脱穀装置６と、走行機体２後端側
から屑藁等を排出する排出部７とを有している。
【００１４】
　前記刈取部３は、刈取った穀稈を脱穀装置６側に搬送する搬送コンベア８と、該搬送コ
ンベア８の前端側に連結されて前方側に延びる刈取フレーム９と、該刈取フレーム９の前
端側に設けたデバイダ１１と、該刈取フレーム９の基端部となる後端側から前方に向って
延出している左右一対の支持アーム１２と、該左右の支持アーム１２の延出端間に回転自
在に架設支持された掻込リール１３とを備えている。
【００１５】
　該構成の刈取部３により刈取られた穀稈は、刈取フレーム９側の図示しない搬送オーガ
によりフィーダ１４の前端側へ送られ、該フィーダ１４に搬送された穀稈がフィーダ１４
の内部に備えた搬送コンベヤ８によって後方側に搬送される。フィーダ１４の後端側へ搬
送された刈取穀稈は前記脱穀装置６の上部前端側へと送られる。
【００１６】
　前記脱穀装置６は、該脱穀装置６の上部側であって前記搬送コンベア８から搬送される
刈取穀稈の脱穀作業を行う脱穀部１６と、該脱穀装置６の下部側であって前記脱穀部１６
により脱穀された脱穀物を一番物である穀粒と二番物と藁屑等の排塵物とに選別する選別
部１７と、該選別部１７により選別された一番物及び二番物を搬送する搬送部１８とから
構成されている。
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【００１７】
　前記脱穀部１６は、前記搬送コンベア８の後端側から刈取穀稈が投入される扱室１９と
、該扱室１９の前後方向全体に亘って形成された前後方向の扱胴回転軸２１回りに回転駆
動自在に設けられて、前端側が漏斗型となる円筒状の扱胴２２と、該扱胴２２の下方側で
あって扱胴２２の形状に沿って中央側が窪んだ円弧状をしている受網２３と、前記扱室２
２の天井側に前後複数配置された図示しない送塵弁とを備えて構成されている。
【００１８】
　前記扱室１９の前方側に投入された刈取穀稈は、前記扱胴２２の側面周面に螺旋状に設
けた板状の扱ぎ歯２４と、該扱ぎ歯２４に沿って設けられて前記送塵弁とによって扱室の
後方側へと案内される。すなわち、前記扱胴２２が扱胴回転軸２１を軸として回転するこ
とによって、扱室１９へ投入された刈取穀稈が扱室１９の後方側へと移送される。
【００１９】
　これにより、扱室１９へと送込まれた刈取穀稈は、前記扱ぎ歯２４に所定の間隔で複数
取付けた突起部２６と、前記受網２３とによって扱降ろされて脱穀処理される。すなわち
、前記刈取部３によって刈取られた刈取穀稈全体が扱室１９へ投入されるため、穀稈全体
について脱穀作業が行われる。脱穀処理された脱穀物は、受網２３を通過して下方側の選
別部１７に落下する。
【００２０】
　前記選別部１７は、前記受網２３を通過した脱穀物を揺動選別する揺動選別体２７と、
該揺動選別体２７を内装する選別ケース２８と、選別風を送風する唐箕ファン２９と、選
別後の排塵物を機外に排出する二番選別ファン３１とを備えている。これにより、受網２
３から落下してきた脱穀物は、揺動選別体２７のチャフシーブに投下され、該チャフシー
ブによって選別されつつさらに下方に漏下される。
【００２１】
　該揺動選別体２７から漏下した前記脱穀物は、前記唐箕ファン２９による選別風によっ
て、一番物である穀粒を選別できるとともに、前記二番選別ファン３１による選別風によ
って、二番物と排塵物とを選別することができる。
【００２２】
　前記搬送部１８は、選別で選別された一番物又は二番物からなる搬送物を所定の箇所に
向けて搬送する。具体的には、唐箕ファン２９の後方側に配置され、唐箕ファン２９によ
り選別された一番物を脱穀装置６の側方側（図示する例では右側）へ向けて搬送する一番
ラセン３２（搬送ラセン）と、該一番ラセン３２により搬送された一番物をグレンタンク
３３側へ搬送する穀粒搬送装置３４と、該一番ラセン３２の後方側に配置されて第２選別
ファン３１により選別された二番物を脱穀装置６の側方側（図示する例では右側）へ向け
て搬送する二番ラセン３６（搬送ラセン）と、該二番ラセン３６により搬送された二番物
を脱穀部１６又は選別部１７へ還元搬送する還元搬送装置３７とを備えている。
【００２３】
　前記穀粒搬送装置３４は、一番ラセン３２の終端側から上方に向けて延設されてチェー
ン駆動する駆動体３０と、該駆動体３０に所定間隔で複数設けられ、一番物を掬い上げて
上方搬送するカップ状の搬送体３８と、駆動体３０の上方前側に設けられるとともに、上
方搬送された一番物を左右外側へ向けて搬送する横ラセン３５（搬送ラセン）とを備えて
構成されている。
【００２４】
　これにより、一番ラセン３２の終端側に搬送された一番物は、前記搬送体３８によって
掬い上げられるとともに上方搬送され、上方搬送された一番物が、前記穀粒ラセン３５に
よってグレンタンク３３内に搬送される。また、グレンタンク３３に貯蔵された一番物は
、グレンタンク３３内に設けた横方向の図示しない送りラセン（搬送ラセン）によって走
行機体２の上面後方側から延出されたオーガ３９側へと搬送され、該オーガ３９を介して
機外へと排出される。
【００２５】
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　前記還元搬送装置３７は、上下方向に延設されてチェーン駆動する駆動体４０と、該駆
動体４０に所定間隔で複数設けられた板状の搬送板４１とを備え、二番ラセン３６の終端
側まで搬送された二番物を掬い上げて上方搬送する還元搬送体４２と、扱室１９の側方（
図示する例では右側）に前後方向に沿って延設されて上方搬送された二番物を扱室１９又
は選別部１７の前寄り部分に向かって前方搬送する還元ラセン４３（搬送ラセン）とを備
えている。
【００２６】
　これにより、二番ラセン３６の終端側に搬送された二番物は、還元搬送体４２によって
上方搬送搬送されることによって、還元ラセン４３の後端側に排出され、還元ラセン４３
後端側に導入された二番物は、還元ラセン４３により前方側へ搬送され、前端側の跳出板
４４により扱室１９側に還元搬送される。なお、二番物は、該還元ラセン４３の中途部か
ら選別部１７側へ還元することもできる。
【００２７】
　また、一番物又は二番物を左右横方向又は前後方向（以下、横方向）に搬送する搬送ラ
センである、一番ラセン３２、二番ラセン３６、横ラセン３５、還元ラセン４３、及び送
りラセンの構成と、各搬送ラセン３２，３６，３５，４３の周囲を覆う搬送ケース４５，
４６，５０，５５の構成については後述する。
【００２８】
　なお、脱穀部１６において、脱穀処理された後に残った受網２３上の比較的大きな排藁
等は、前記螺旋板状の扱ぎ歯２４による移送作用及び前記送塵弁による案内により扱室１
９の後端側まで移送され、受網２３の後端部から前記排出部７へ落下し、機外に排出され
る。また、選別部１７において、受網２３から落下してきた揺動選別体上の脱穀物のうち
、前記選別部１７によって選別された藁屑等の排塵物は、二番選別ファン３１等からの風
によって前記選別ケース２８の後端側から機外へと排出される。
【００２９】
　すなわち、前記排出部７からは、上記構成により脱穀部の受網２３の後端部から落下す
る比較的大きな排藁等と、選別部１７の後端側から排出される細かい藁屑等である排塵物
とが走行機体３の後方へ向けて排出される構成となっている。
【００３０】
　次に、図２乃至７に基づき、一番物又は二番物を横方向に搬送する上記各搬送ラセン３
２，３６，３５，４３と、各搬送ラセン３２，３６，３５，４３の周囲をカバーするよう
に各搬送ラセン３２，３６，３５，４３の軸方向に延びる搬送ケース４５，４６，５０，
５５の構造について、二番物を左右横方向に搬送する二番ラセン３６を例にして説明する
。
【００３１】
　図３及び図４は、二番ラセンの構成を示す要部斜視図及び正面図である。二番ラセン３
６は、エンジンからの動力によって回転駆動する横方向の搬送駆動軸４７と、該搬送駆動
軸４７の軸回りに螺旋状に一体形成されたラセン板４８とを備え、二番ラセン３６の全体
が搬送方向に長い円柱状に形成されており、搬送駆動軸４７を軸回りに回転駆動させるこ
とにより、一番物又は二番物を搬送駆動軸４７の軸方向に沿って搬送するように構成され
ている。
【００３２】
　前記搬送ケース４６は、搬送方向に沿って延設されるとともに、搬送ケース４６の下面
側の全部又は一部が開放されてメンテナンス用の開口部５３が形成されている。具体的に
は、搬送ケース４６が、横方向の二番ラセン３６を挟んで向かい合うように前後に配置さ
れた一対の板状のケース部材５１，５２を備え、該ケース部材５１，５２によって二番ラ
セン３６の前後の側部が覆われており、この一対のケース部材５１の下端部間に、搬送ケ
ース４６の軸方向に延びる方形状の開口部５３が形成されている（図５（Ｂ）参照）。
【００３３】
　開口部５３は、カバー蓋５６によって閉塞される一方で、搬送ケース４６の上方側は、
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全体に亘り開放されている他、このカバー蓋５６は、着脱機構５４を介してケース部材５
１，５２側に着脱自在に取付固定される。以下、カバー蓋５６と、その着脱機構５４につ
いて説明する。
【００３４】
　前記カバー蓋５６は、前記開口部５３を塞ぐために開口部５３に沿って長い方形板状に
形成されており、搬送ケース４６側に取付けられた場合に前記開口部５３を塞ぐカバー面
５６ｃが形成されている。また、該カバー蓋５６の長手方向に沿った一端側は、下方に向
けて屈曲することにより係止側当接部５６ａが形成されており、該係止側当接部５６ａに
、一方（前方）側のケース部材５１にカバー蓋５６を係止するための一対の係止ピン５７
，５７が設けられている。なお、図３に示されるように、上記一対の係止ピン５７は、係
止側当接部５６ａの長手方向両側であって、カバー蓋５６の各端部側からカバー蓋５６の
全長の４分の１程、中央側に寄せた位置にそれぞれ配置されており、細長いカバー蓋５６
の一端側がより安定した状態で係止される。
【００３５】
　さらに、カバー蓋５６の他端側は、上方に向けて屈曲することにより固定側当接部５６
ｂが形成されており、該固定側当接部５６ｂに、他方（後方）側のケース部材５２にカバ
ー蓋５６をボルト固定するための固定ボルト５８が設けられている。なお、該固定ボルト
５８は、固定側当接部５６ｂの長手方向略中央に配置されている。
【００３６】
　前記着脱機構５４は、搬送ケース４６を形成する一対の前記ケース部材５１，５２の下
端側に設けられており、前記係止ピン５７が係止される係止部６１と、前記固定ボルト５
８が挿通・固定される固定部６２とを備えており、前記カバー蓋５６を搬送ケース側４６
に着脱自在にボルト固定できるように構成されている。
【００３７】
　一方側（図示する例では前側）のケース部材５１の下端側に形成された前記係止部６１
は、ケース部材５１の下端側を開口部５３の長手方向に沿って鉛直方向下向きに屈曲して
形成した係止面５１ａと、該係止面５１ａに、前記カバー蓋５６の係止ピン５７が挿通さ
れる一対一組の孔を２組（計４箇所）穿設して設けた係止孔６４と、から構成されている
。
【００３８】
　他方側（図示する例では後側）のケース部材５２の下端側に形成された前記固定部６２
は、ケース部材５２の下端側を開口部５３の長手方向に沿って鉛直方向下向きに屈曲して
形成した屈曲面５２ａと、該屈曲面５２ａに設けられた、カバー蓋５６の上面側と当接す
る当接部材６７と、前記カバー蓋５６がボルト固定されるとともに、着脱作業時にカバー
蓋５６を下支えする保持部材６８と、から構成されている。
【００３９】
　前記当接部材６７は、前記屈曲面５２ａの搬送ケース内面側（前面側）と当接してボル
ト固定される取付部６７ａと、該取付部６７ａの下端側から搬送ケース４６内側（前方）
へ向って下方に傾斜する傾斜面６７ｂと、該傾斜面６７ｂの下端側から水平方向後側に折
曲げることにより形成されて、前記カバー面５６ｃの上面側と当接する当接面６７ｃとが
形成されている。また、該当接部材６７は、開口部５３の長手方向に沿って長く形成され
ている。
【００４０】
　前記保持部材６８は、前記屈曲面５２ａに沿って長手状に形成されており、該保持部材
６８の上端側と、屈曲面５２ａの搬送ケース外面側（後面側）とを一対の蝶番７１，７１
を介してボルト固定することにより、該保持部材６８がケース部材５２に対して搬送ケー
ス外側（後方側）へ向けて上下回動可能に取付けられている。このとき、保持部材６８は
、カバー蓋５６の長さよりも若干短く形成されるとともに、カバー蓋５６に設けた一対の
係止ピン５７，５７の間の距離より長くなるように形成されている。
【００４１】
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　また、該保持部材６８は、長手方向に沿った下部側を搬送ケース内側（前方側）へ向け
て水平方向に屈曲させることにより下支え面７３が形成されるとともに、該下支え面の端
部側をさらに鉛直下向きに屈曲させることによりつまみ部７４が形成されている。
【００４２】
　言い換えると、上下回動自在に取付けられた上記保持部材６８は、下方に向ってクラン
ク状に屈曲形成されており、取付けられたカバー蓋５６の前記固定側当接部５６ｂ及び下
面側と当接するように形成されている。
【００４３】
　また、前記保持部材６８は、カバー蓋５６の固定側当接部５６ｂと当接する面であって
且つ、長手方向の略中央部に、前記カバー蓋５６に設けた固定ボルト５８が挿通されるボ
ルト孔が穿設されている。これにより、カバー蓋５６側の固定ボルト５８を保持部材６８
側のボルト孔に挿通させた状態で、ナット又はネジきり部を有したハンドル部材７６を固
定ボルト５８側へ締付け固定することにより、カバー蓋５６を、保持部材６８を介してケ
ース部材５２側にボルト固定できる。
【００４４】
　上述の着脱機構５４の構成によれば、前記カバー蓋５６は、前記係止ピン５７を係止孔
６４に挿通させて、カバー蓋５６の係止側当接部５６ａ側を搬送ケース４６側に係止する
とともに、前記固定ボルト５８をボルト孔に挿通させてボルト固定して、カバー蓋５６の
固定側当接部５６ｂ側を搬送ケース４６側にボルト固定することによって、カバー蓋５６
を搬送ケース４６下方の開口部５３を塞ぐように取付・固定することができる。すなわち
、カバー蓋は、一端側が係合部６１を介して搬送ケース４６側に係止されるとともに、他
端側が固定部６２を介して搬送ケース４６側に着脱自在に固定される。
【００４５】
　当該構成によって、搬送ケース４６側に固定された前記カバー蓋５６は、図４に示され
るように、カバー蓋５６の上面側と当接部材６７の当接面６７ｃとが当接するとともに、
カバー蓋５６の下面側と保持部材６８の下支え面７３とが当接するため、カバー蓋５６の
上下面が、当接部材６７と保持部材６８とにより挟持されている。このため、搬送ケース
４６側に固定されたカバー蓋５６は、より安定して保持されるとともに、カバー蓋５６に
伝わる振動を抑制することができる。
【００４６】
　また、前記当接部材６７及び保持部材６８は、前記屈曲面５２ａの前側の面に、当接部
材６７の取付部６７ａを当接させるとともに、前記屈曲面５２ａの後側の面に、保持部材
６８の蝶番７１を当接させた状態で、屈曲面５２ａ側にボルト７５で共締めしている。こ
れにより、当接部材６７及び保持部材６８をケース部材４６側へ取付けるためのボルト７
５を節約することができる。
【００４７】
　次に、図５に基づき、上述の着脱機構を介したカバー蓋の取外し工程について説明する
。図５（Ａ）及び（Ｂ）は、カバー蓋を取外す工程を示した図である。図５（Ａ）より、
前記カバー蓋を取外すには、まず、ハンドル部材７６を回動操作して、固定ボルトとのネ
ジ固定を解除してハンドル部材７６を取外すことにより、カバー蓋５６の搬送ケース４６
側への固定を解除する。
【００４８】
　次に、図５（Ａ）に示されるように、前記保持部材６８を後方側へ向けて上方回動させ
ることにより、保持部材６８に穿設されたボルト孔から、カバー蓋５６側の固定ボルト５
８が引抜かれる。このとき、作業者は、保持部材６８に形成された前記つまみ部７４を把
持することにより、保持部材６８の上方回動操作を容易に行うことができる。
【００４９】
　これにより、カバー蓋５６の固定当接部５６ｂ側の拘束が解かれるため、図５（Ｂ）に
示されるように、カバー蓋５６を後方側へスライドさせることにより係止ピン５７を係止
孔６４から引抜き、カバー蓋を搬送ケース側から取外し、開口部５３を開口させることが
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できるため、搬送ケース４６内の掃除を効率的に行うことができる。
【００５０】
　上記構成において、ハンドル部材７６を回動操作して取外した際には、カバー蓋５６は
、一端側が係止ピン５７を介して搬送ケース４６側に係止されるとともに、他端側が保持
部材６８の下支え面７３によって支えられた状態となる。そのため、作業者は、ハンドル
部材７６による固定を解除操作する際に、カバー蓋５６の下方側を支えなくても、カバー
蓋５６は落下することなく、開口部５３を塞ぐ姿勢が維持されるように構成されている（
図５（Ａ）を参照）。
【００５１】
　さらに、カバー蓋５６を搬送ケース４６側へ取付・固定する際には、カバー蓋５６の一
端側に設けた係止ピン５７を係止孔６４に挿通し、他端側の固定ボルト５８を保持部材６
８側のボルト孔に挿通した状態とすることによって、カバー蓋５６の一端側がケース部材
４６側に係止されるとともに、カバー蓋５６の他端側が下支え面７３によって支えられて
、カバー蓋５６の取付姿勢が保持されるため、ハンドル部材７６による締付操作を容易に
行うことができる。
【００５２】
　また、前記着脱機構５４では、ボルト固定を解除した状態で、カバー蓋５６を後方側へ
スライド移動させることによって、開口部５３側からカバー蓋５６を取外すことができる
ため、搬送ケース４６の下方側にスペースが十分にない場合であっても、カバー蓋５６の
着脱作業を容易に行うことができる。言い換えると、該着脱機構５４によれば、省スペー
ス且つ簡易な構成でカバー蓋５６の着脱作業をすることができる。
【００５３】
　なお、一番ラセン３２及び一番ラセン用の搬送ケース４５は、二番ラセン３６の搬送ケ
ース４６と同様に、前後の両側部をカバーする前後一対のケース部材５１，５２を備え、
一対のケース部材５１，５２の下端部間に形成された開口部５３は、着脱機構５４を介し
て搬送ケースに着脱自在に取付固定されるカバー蓋５６によって、開閉自在に閉塞されて
いる一方で、一番ラセン３２の上方側は開放されている。そして、一番ラセン３２自体も
、二番ラセン３６と同様に、搬送駆動軸４７及びラセン板４８を有している。
【００５４】
　また、横ラセン３５、還元ラセン４３、及び送りラセンも、二番ラセン３６と同様に、
搬送駆動軸４７及びラセン板４８を有している。これらの搬送ラセン３５，４３の搬送ケ
ース５０，５５は、該搬送ライン３５，４３の周囲の全体を覆うように筒状に形成され、
この筒状の搬送ケース５０，５５の下面の少なくとも一部が開放されて開口部５３を形成
しており、この各開口部５３が、着脱機構５４を介して搬送ケースに着脱自在に取付固定
される閉塞蓋５６によって開閉自在に閉塞されている。
【００５５】
　該構成において、一番ラセン３２、二番ラセン３６、横ラセン３５及び還元ラセン４３
に設けた各着脱機構５４を構成する部材を共通化することにより、メンテナンス時の組み
間違えを防止できるとともに、より低コスト化できる。
【００５６】
　ちなみに、前記カバー蓋５６は、搬送される穀物の種類によってカバー蓋５６の種類を
変更することができる。上述の図３乃至５に示したカバー蓋５６は、稲を搬送する際に用
いる稲用カバー蓋の着脱態様が示されている。以下、他の種類のカバー蓋５６として、稲
と比較して粒の大きい大豆等を搬送する場合に使用する大豆用カバー蓋７７の構成につい
て説明する。
【００５７】
　図６及び図７に基づき、大豆用カバー蓋の構成について、上述の稲用カバー蓋と異なる
点を説明する。図６は、大豆用カバー蓋の構成を示す要部正面図であり、図７（Ａ）及び
（Ｂ）は、稲用カバー蓋と、大豆用カバー蓋を示した斜視図である。図６より、搬送ケー
ス４６側に大豆用カバー蓋７７を取付けて開口部５３を塞ぐことにより、二番ラセン３６
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に適した構成にできる。
【００５８】
　具体的に、前記大豆用カバー蓋７７には、前記当接部材６７の当接面６７ｃと当接する
当接部８０と、該当接部から下方に向って傾斜する傾斜部７８と、該傾斜部７８の下端側
から水平方向に延設されて開口部を塞ぐカバー面７７ｃと、が形成されている。このとき
、図６に示すように、前記傾斜部７８と、当接部材６７の傾斜面６７ｂとが連接して一体
となるように構成されており、稲用の前記カバー蓋５６を取付けた場合と比較してがより
下方側まで傾斜して、カバー面７７ｃがより低い位置で開口部を塞ぐように構成されてい
る。
【００５９】
　また、大豆用カバー蓋７７の係止側当接部７７ａには、逆レ字状に屈曲形成されるとと
もに、カバー蓋の長手方向に沿って延設された傾斜部材７９が係止ピン５７に挿通される
ことにより取付けられており、大豆用カバー蓋７７が搬送ケース４６側に取付けられた状
態において、前側のケース部材５１の傾斜と、傾斜部材７９の傾斜とが連接されるように
構成されている。
【００６０】
　さらに、図７（Ｂ）に示すように、大豆用カバー蓋７７のカバー面７７ｃには、泥を落
とすための泥抜孔８１が複数並べて穿設されており、搬送される大豆に付着した土を搬送
ケース４６下方側に落とすことができる。
【００６１】
　上記構成により、稲用カバー蓋５６にかえて、大豆用カバー蓋７７を搬送ケース４６に
取付けることによって、大豆の大きさに合わせて搬送ラセン３２，３６，３５，４３と搬
送ケース４５，４６，５０，５５下端側との距離を広くとることができるとともに、泥落
し用の泥抜孔８１を設けることによって、搬送ケース４６内に大豆や泥を詰らせることな
くスムーズに搬送物を搬送させることができる。したがって、搬送する穀物に応じて、装
着するカバー蓋５６，７７の種類を変更することによって、搬送時のロスを極力減らすこ
とができ、より汎用性が向上するものである。
【符号の説明】
【００６２】
　　１７　選別部
　　３２　一番ラセン（搬送ラセン）
　　３５　横ラセン（搬送ラセン）
　　３６　二番ラセン（搬送ラセン）
　　４３　還元ラセン（搬送ラセン）
　　４５　搬送ケース
　　４６　搬送ケース
　　５０　搬送ケース
　　５５　搬送ケース
　　５３　開口部
　　５６　カバー蓋
　　６１　係合部
　　６２　固定部
　　６７　当接部材
　　６８　保持部材
　　７７　大豆用カバー蓋（カバー蓋）
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