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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　走行装置（３）上に、上下方向の旋回軸心（Ｘ）廻りに回動自在に支持された旋回基板
（１９）を備え、旋回基板（１９）上の後部に、エンジン（２９）を収納するボンネット
（１５）が設けられ、ボンネット（１５）内に、エンジン（２９）を跨ぐように配置され
た支持フレーム（５５）が設けられ、ボンネット（１５）の前側にロプス（１７）が設け
られ、ロプス（１７）の前部側が旋回基盤（１９）上に載置固定され、ロプス（１７）の
後端部の上部側が、支持フレーム（５５）の上部に載置固定された旋回作業機において、
　支持フレーム（５５）に、ロプス（１７）の側方に位置するように前方に突出した前脚
体（５９）が設けられ、
　旋回基板（１９）に左右一対の縦リブ（２０Ｌ，２０Ｒ）が旋回基板（１９）の前方側
から後方に設けられ、左右一対の縦リブ（２０Ｌ，２０Ｒ）の前端部に、作業装置（５）
を揺動自在に装着するための装着ブラケット（２４）が設けられ、この装着ブラケット（
２４）は縦リブ（２０Ｌ，２０Ｒ）の上部に固着された上板（２１）を有し、この上板（
２１）の上面に前記前脚体（５９）の前下部が固着されていることを特徴とする旋回作業
機。
【請求項２】
　前記支持フレーム（５５）は、左脚体（５６）と右脚体（５７）と後脚体（５８）と前
記前脚体（５９）とこれら脚体（５６，５７，５８，５９）の上端に連結された支持板（
６０）とから構成されていて、
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　支持板（６０）の右部と右脚体（５７）の上部とが連結され、後脚体（５８）の上部と
前脚体（５９）の後部とが右脚体（５７）の上部に連結されていることを特徴とする請求
項１に記載の旋回作業機。
【請求項３】
　前記ロプス（１７）は旋回基板（１９）の左前部上に配置され、ボンネット（１５）は
旋回基板（１９）の後部上に配置され、旋回基板（１９）の右前部上に、側部ボンネット
（４７）が設けられ、ロプス（１７）と側部ボンネット（４７）との間に、前記前脚体（
５９）が配置されていることを特徴とする請求項１又は２に記載の旋回作業機。
【請求項４】
　前記ロプス（１７）と側部ボンネット（４７）との間を、前脚体（５９）の上側から覆
うカバー部材（７３）が設けられ、カバー部材（７３）の後端部上面に第１点検窓（７５
）が設けられ、前記ボンネット（１５）の前壁（１５ａ）に前記第１検窓（７５）に対応
する第２点検窓（７６）が設けられ、前記第１点検窓（７５）と第２点検窓（７６）とを
塞ぐ蓋部材（７８）がカバー部材（７３）に着脱自在に設けられていることを特徴とする
請求項３に記載の旋回作業機。
【請求項５】
　前記蓋部材（７８）は、第１点検窓（７５）を上側から塞ぐ第１蓋板部（７９）と、第
２点検窓（７６）を前側から塞ぐ第２蓋板部（８０）とをＬ字状に有していることを特徴
とする請求項４に記載の旋回作業機。
【請求項６】
　前記エンジン（２９）にオルターネータ（８４）が設けられ、前記第２点検窓（７６）
はオルターネータ（８４）に対応する位置に配置され、前記蓋部材（７８）をカバー部材
（７３）から取り外すことにより、第１点検窓（７５）及び第２点検窓（７６）を通して
オルターネータ（８４）が点検可能に構成されていることを特徴とする請求項５に記載の
旋回作業機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、走行装置上に、旋回基板が旋回軸心廻りに回動自在に支持された旋回作業機
に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来の建設機械等の旋回作業機には、走行装置上に、上下方向の旋回軸心廻りに回動自
在に支持された旋回基板を備え、旋回基板上の後部に、エンジンを収納するボンネットが
設けられ、ボンネット内に、エンジンを跨ぐように配置された支持フレームが設けられ、
ボンネットの前側にキャビン、キャノピ、安全フレーム等のロプスが設けられ、キャビン
の前部側が旋回基盤上に載置固定され、キャビンの後端部の上部側が、支持フレームの上
部に載置固定されたものがあり、この種の従来の旋回作業機は、支持フレームは、複数の
支持脚と、支持脚の上端部間に連結された支持板とを備え、複数の支持脚には、前下がり
に傾斜した前脚体もあるが、当該前脚体（支持脚）は、その下端部がエンジンのやや前方
に位置する程度で、支持フレームの支持脚は、キャビン等のロプスの側方に位置するよう
に大きく前方に突出したものではなかった（例えば特許文献１、２、３）。
【特許文献１】特開２００３－７４０８５号公報
【特許文献２】特開２００３－６４７２４号公報
【特許文献３】特開平１０－３３１１９５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　従って、従来の場合、ロプスの上部側が前方に向けて大きな荷重をうけたとき、支持脚
で突っ張ってこの荷重を十分に支えることができず、このため、ロプスの前方荷重を支え
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きれずに支持フレームが前側にガタ付いたりするおそれがあった。
　本発明は上記問題点に鑑み、ロプスの上部側が前方に向けて大きな荷重を受けたときで
も、この荷重を十分に支えて支持フレームが前側にガタ付いたりすることがないようにし
たものである。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　この技術的課題を解決するための本発明の技術的手段は、走行装置上に、上下方向の旋
回軸心廻りに回動自在に支持された旋回基板を備え、旋回基板上の後部に、エンジンを収
納するボンネットが設けられ、ボンネット内に、エンジンを跨ぐように配置された支持フ
レームが設けられ、ボンネットの前側にロプスが設けられ、ロプスの前部側が旋回基盤上
に載置固定され、ロプスの後端部の上部側が、支持フレームの上部に載置固定された旋回
作業機において、
　支持フレームに、ロプスの側方に位置するように前方に突出した前脚体が設けられ、
　旋回基板に左右一対の縦リブが旋回基板の前方側から後方に設けられ、左右一対の縦リ
ブの前端部に、作業装置を揺動自在に装着するための装着ブラケットが設けられ、この装
着ブラケットは縦リブの上部に固着された上板を有し、この上板の上面に前記前脚体の前
下部が固着されている点にある。
【０００５】
　また、本発明の他の技術的手段は、前記支持フレームは、左脚体と右脚体と後脚体と前
記前脚体とこれら脚体の上端に連結された支持板とから構成されていて、
　支持板の右部と右脚体の上部とが連結され、後脚体の上部と前脚体の後部とが右脚体の
上部に連結されている点にある。
　また、本発明の他の技術的手段は、前記ロプスは旋回基板の左前部上に配置され、ボン
ネットは旋回基板の後部上に配置され、旋回基板の右前部上に、側部ボンネットが設けら
れ、ロプスと側部ボンネットとの間に、前記前脚体が配置されている点にある。
　また、本発明の他の技術的手段は、前記ロプスと側部ボンネットとの間を、前脚体の上
側から覆うカバー部材が設けられ、カバー部材の後端部上面に第１点検窓が設けられ、前
記ボンネットの前壁に前記第１点検窓に対応する第２点検窓が設けられ、前記第１点検窓
と第２点検窓とを塞ぐ蓋部材がカバー部材に着脱自在に設けられている点にある。
【０００６】
　また、本発明の他の技術的手段は、前記蓋部材は、第１点検窓を上側から塞ぐ第１蓋板
部と、第２点検窓を前側から塞ぐ第２蓋板部とをＬ字状に有している点にある。
　また、本発明の他の技術的手段は、前記エンジンにオルターネータが設けられ、前記第
２点検窓はオルターネータに対応する位置に配置され、前記蓋部材をカバー部材から取り
外すことにより、第１点検窓及び第２点検窓を通してオルターネータが点検可能に構成さ
れている点にある。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、ロプスの上部側が前方に向けて大きな荷重を受けたときでも、支持フ
レームの前脚体により突っ張ってこの前方荷重を十分に支え、支持フレームが前側にガタ
付いたりするのを防止することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。
　図１～図３において、バックホーである旋回作業機１は、左右一対のクローラ走行体２
を有する走行装置３の上部に、旋回ベアリング１３を介して上下方向の旋回軸心Ｘ廻りに
回動自在に旋回台４を搭載したものとなっており、この旋回台４の前端部には作業装置５
が設けられている。
　作業装置５は、旋回台４の前端部に左右揺動自在に取り付けられたスイングブラケット
１２と、このスイングブラケット１２に上下揺動自在に連結されたブーム６と、このブー
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ム６の先端に上下揺動自在に連結されたアーム７と、このアーム７の先端に上下回動自在
に連結されたバケット８とを有する掘削作業装置とされており、上記スイングブラケット
１２，ブーム６、アーム７およびバケット８は、それぞれ油圧シリンダ９，１０，１１等
によって作動するようになっている。なお、この作業装置５は、上記バケット８に代えて
ブレーカ等の他の機器を取り付けたものとしても良い。
【０００９】
　旋回台４の後部には後部ボンネット１５が搭載され、この後部ボンネット１５の前側に
は、運転席や操縦レバー、操縦ペダル等を有する操縦部が設けられ、この操縦部は旋回台
４上の前部に備えられたキャビン１７によって包囲されている。
　図４～図１１に示すように、旋回台４の底部には板状の旋回基板１９が設けられている
。旋回基板１９に、左右一対の縦リブ２０Ｌ，２０Ｒが、旋回基板１９の前方側から後方
広がり状（略ハの字状）に設けられ、左右一対の縦リブ２０Ｌ，２０Ｒの前部上に上板２
１が溶接等により固着されると共に、縦リブ２０Ｌ，２０Ｒの前端部の下面側に下板２２
が溶接等により固着され、上板２１と下板２２の前端部間に支持筒２３が溶接等により固
着され、一対の縦リブ２０Ｌ，２０Ｒの前部と上板２１の前部と下板２２及び支持筒２３
により、作業装置５を装着するための装着ブラケット２４が構成され、装着ブラケット２
４が旋回基板１９から前方突出状に形成されている。
【００１０】
　旋回基板１９の前後中途部には、左右方向に延びる区画壁２６が立設され、図１２～図
１５に示すように、区画壁２６の後側に、エンジンルーム２７が形成されていて、ここに
エンジン２９、ラジエータ等が配設されている。旋回基板１９の後端部に、円弧状の取付
壁３１が上方に突設され、旋回基板１９の前部側に複数の開口孔３２ａ、３２ｂ、３２ｃ
が設けられ、旋回基板１９の後部側にも、複数の開口孔３３ａ、３３ｂ、３３ｃが設けら
れている。
　図７～図１０に示すように、旋回基板１９の左前部に、キャビン１７の前端部下端を載
置固定するための左右一対の前キャビン支持体３５と、キャビン１７の後部下端を載置固
定するための左右一対の後キャビン支持体３６とが設けられている。左右一対の前キャビ
ン支持体３５は、旋回基板１９の左前端部に立設した支持壁３７の左右両側にそれぞれ固
着され、左右一対の後キャビン支持体３６は、図示省略のステー等を介して旋回基板１９
に取り付けられている。
【００１１】
　図１～図８に示すように、旋回基板１９の後端部にカウンタウエイト４１が設けられ、
カウンタウエイト４１の左右両側に、旋回台４の後端左右隅部を保護するサイドプロテク
タ４２が設けられている。キャビン１７は旋回基板１９の左前部上に配置され、後部ボン
ネット１５は旋回基板１９の後部上に配置され、旋回基板１９の右前部上に、側部ボンネ
ット４７が設けられている。
　後部ボンネット１５は、カウンタウエイト４１の上側及び前側にあって、左右一対のサ
イドプロテクタ４２の左右方向内方側にあり、カウンタウエイト４１と一対のサイドプロ
テクタ４２と後部ボンネット１５とで、エンジン２９を取り囲むエンジンルーム２７を旋
回基板１９の後端部上に形成している。
【００１２】
　区画壁３６の前側であって旋回基板１９の左側には作動油タンクや燃料タンク等が配設
されていて、これらは側部ボンネット４７により覆われている。
　前記後部ボンネット１５は、前部カバー４９と、後部カバー５０と、左側部カバー５１
と、右側部カバー５２とから構成され、エンジンルーム２７の前方及び前上方は、前部カ
バー４９によって覆われている。
　図６、図１０、図１３、図１９に示すように、後述する支持フレーム５５の左カバー体
６１及び右カバー体６２には、ヒンジ部材５３を介して後部カバー５０の前上部が左右軸
廻りに回動自在に支持され、後部カバー５０はその前端上部（左右軸）を支点として上方
に跳ね上げ可能とされている。
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【００１３】
　図４～図１９に示すように、後部ボンネット１５内には、支持フレーム５５が設けられ
、この支持フレーム５５は、左脚体５６と右脚体５７と後脚体５８と前脚体５９とこれら
脚体５６，５７，５８，５９の上端に連結された支持板６０とから主構成されていて、エ
ンジン４４を跨ぐように配置されている。支持フレーム５５の上側に、後部ボンネット１
５の前部カバー４９を構成する左カバー体６１と右カバー体６２とが設けられている。
　支持フレーム５５の左脚体５６は角パイプ等により構成され、右脚体５７は断面Ｌ字状
の金属杆により構成され、左脚体５６及び右脚体５７の下端は、取付板６４，６５により
区画壁３６等を介して旋回基板１９に取付固定されている。後脚体５８の下端は取付板６
６により取付壁３１を介して旋回基板１９に取り付け固定されている。
【００１４】
　支持板６０は横長の帯板形状であり、支持板６０の左端部と左脚体５６の上端部とが溶
接等により連結固定され、支持板６０の右端部と右脚体５７の上端部とが溶接等により連
結固定されている。後脚体５８の上端部が連結板６７，６８を介して支持板６０の後端及
び右脚体５７の上端部に連結固定され、前脚体５９の上端部が右カバー体６２を介して右
脚体５７の上端部に連結固定されている。
　支持フレーム５５の前脚体５９は、キャビン１７の側方に位置するように前方に突出さ
れ、前脚体５９は、断面コの字状の金属杆により構成され、支持フレーム５５の右脚体５
７の上端部から前方に突出された後、前下がり方向に屈曲されて、大きく前方に突出され
て前端部が下方に屈曲され、前脚体５９の下端部（前端部）が、取付板７１により連結板
７２を介して上板２１に固着されている。これにより、前脚体５９の前側は、キャビン１
７の右外側方に配置され、前脚体５９の下端部（前端部）が旋回基盤１９の前端部側に固
定され、前脚体５９は、キャビン１７と側部ボンネット４７との間に配置されている。
【００１５】
　前記キャビン１７は旋回基板１９の左側に搭載され、キャビン１７の後端部が後部ボン
ネット１５上に載るようになっている。即ち、図１及び図５に示すように、キャビン１７
の後端部に、後部ボンネット１５上に載るように下側から上側に向けて凹んだ載置凹部６
３が設けられている。
　図示省略しているが、キャビン１７は、下端が開口した箱状に形成されて、キャビン１
７下端の後部ボンネット１５前方に下端開口が設けられ、図５に示すように、キャビン１
７の下端開口を塞ぐように、ステップ（底板）６９がキャビン１７の下端開口縁部にボル
ト等の締結具により着脱自在に取り付けられている。
【００１６】
　キャビン１５下端（ステップ６９）の前端部の左右２箇所が、それぞれ防振部材を介し
て前キャビン支持体３５に載置固定され、キャビン１５下端（ステップ６７）の後部の左
右２箇所が、左右一対の後キャビン支持体３６に、それぞれ防振部材を介して載置固定さ
れている。また、キャビン１７の載置凹部６５（キャビン１７の後端部）の左右２カ所が
、ボンネット１５の前部カバー４９（右カバー体６２）と左右一対の防振部材７０とを介
して、支持フレーム５５の支持板６０上面に載置固定されている。
　前記キャビン１７と側部ボンネット４７との間を、前脚体５９の上側から覆うカバー部
材７３が設けられ、カバー部材７３の後端部上面に第１点検窓７５が設けられ、図２０に
示すように、後部ボンネット１５（前部カバー４９）の前壁１５ａに、第１点検窓７５に
対応する第２点検窓７６が設けられ、前記第１点検窓７５と第２点検窓７６とを塞ぐ蓋部
材７８が、カバー部材７３に、ボルト等の固定具により着脱自在に取り付けられている。
【００１７】
　前記後部ボンネット１５の前壁１５ａは、支持フレーム５５のすぐ前側であって、カバ
ー部材７３の後端のすぐ後側に縦方向に配置され、前壁１５ａの上端部は、例えば支持フ
レーム５５の左カバー体６１や右カバー体５２に連結され、後部ボンネット１５（エンジ
ンルーム２７）内の前側を閉塞している。支持フレーム５５の前脚体５９は、後部ボンネ
ット１５の前壁１５ａよりも大きく前方に突出されている。
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　図２０，図２１に示すように、蓋部材７８は、第１点検窓７５を上側から塞ぐ第１蓋板
部７９と、第２点検窓７６を前側から塞ぐ第２蓋板部８０とをＬ字状に有し、第１蓋板部
７９に把持部８１が設けられている。
【００１８】
　図８～図１４に示すように、後部ボンネット１５（エンジンルーム２７）内における旋
回基板１９の後部上面にはエンジン２９が横置きに（クランク軸が左右方向になるように
）搭載され、エンジン２９は、防振材等を介して区画壁２６及び取付壁３１に載置固定さ
れている。エンジン２９は、カウンタウエイト４１の前側に配置され、エンジン２９の右
側方に冷却ファン８３及びラジエータが設けられ、冷却ファン８３は、エンジン２９の動
力によって回転駆動されるようになっている。
　図１４及び図２０に示すように、エンジン２９の右端部の前上端部にオルターネータ８
４が設けられている。前記第２点検窓７６はオルターネータ８４に対応する位置に配置さ
れ、蓋部材７８をカバー部材７３から取り外すことにより、第１点検窓７５及び第２点検
窓７６を通してオルターネータ８４が点検可能に構成されている。蓋部材７８の第２蓋板
部８０の下端部に、切欠凹部８６が設けられ、この切欠凹部８６に、エンジン２９から突
出されたヒータ用ホース８７が挿通されて、ヒータ用ホース８７が切欠凹部８６を通して
後部ボンネット１５（エンジンルーム２７）から前側に取り出されている。
【００１９】
　図１２～図１５に示すように、エンジン２９の左側方にフライホイール８９が設けられ
、その側方に、作動油を各種油圧機器（油圧シリンダ９，１０，１１、走行装置３の油圧
モータ、制御弁等）に送るための第１油圧ポンプ９１と第２油圧ポンプ９２と第３油圧ポ
ンプ９３とが設けられ、第１油圧ポンプ９１は２連のＬＰポンプにより構成され、油圧ポ
ンプ９１，９２，９３は、エンジン２９の動力によって回転駆動されるようになっている
。後部ボンネット１５内の、エンジン２９の左側方に、油圧機器であるラインフィルター
９５とチェック弁９６とアキュームレータ９７とが設けられている。また、エンジン２９
の左側方の上部に、エアクリーナ９８が設けられている。このエアクリーナ９８は、支持
フレーム５５の支持板６０に、取付ステー９９により取り付けられている。
【００２０】
　また、図示省略しているが、第３油圧ポンプ９３から送出される作動油をアンロードす
るためのアンロード弁が、後部ボンネット１５の前方側の前記蓋部材７８の近傍に設けら
れている。また、図示省略しているが、信号用の作動油を各種油圧機器に送出するための
信号ブロックが、前記アンロード弁と共に後部ボンネット１５の前方側の前記蓋部材７８
の近傍に設けられている。
　後部ボンネット１５の前側下部に、油圧用配管１０２が左右方向に配置されている。こ
の油圧用配管１０２は、側部ボンネット４７内の作動油タンクと油圧ポンプ９１，９２，
９３とに連結されており、作動油を作動油タンクから油圧ポンプ９１，９２，９３側に供
給する。
【００２１】
　また、図示省略しているが、後部ボンネット１５内におけるエンジン２９の右側方等に
、エアコン用コンデンサやエアコン用コンプレッサー等のエアコン機器が設けられ、後部
ボンネット１５の前方等に、エアコンユニット（エアコン本体）が設けられている。後部
ボンネット１５内の右側下部にエアコン用配管１０１（１０１ａ，１０１ｂ）が配置され
ている。エアコン用配管１０１ａ，１０１ｂにより、後部ボンネット１５内のエアコン機
器と、後部ボンネット１５外方のエアコンユニットとを連結し、これらエアコン用配管１
０１ａ，１０１ｂにより、冷媒をエアコン機器とエアコンユニットとの間に循環させるよ
うに構成されている。
【００２２】
　後部ボンネット１５内に配管保持部材１００が設けられ、配管保持部材１００は、エン
ジン２９の左外側方における油圧ポンプ９１，９２，９３の近傍に配置されて、複数のエ
アコン用配管１０１（１０１ａ，１０１ｂ）と複数の油圧用配管１０４（１０４ａ，１０
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４ｂ，１０４ｃ，１０４ｄ，１０４ｅ）とを集中的に保持している。
　図２２～図２４に示すように、配管保持部材１００には、複数のエアコン用配管１０１
（１０１ａ，１０１ｂ）を保持するエアコン用配管保持部１０３と、複数の油圧用配管１
０４（１０４ａ，１０４ｂ，１０４ｃ，１０４ｄ，１０４ｅ）を保持する油圧用配管保持
部１０５とが、上下に重なるように具備されている。
【００２３】
　エアコン用配管保持部１０３は、旋回基板１９上に固設した左右一対の支持台１０７を
備え、一対の支持台１０７間上に、油圧用配管保持部１０５が設けられ、油圧用配管保持
部１０５の下方における一対の支持台１０７間に、複数のエアコン用配管１０１ａ，１０
１ｂを通すように構成されている。
　油圧用配管保持部１０５は、下配管保持具１０８と上配管保持具１０９とを備え、下配
管保持具１０８は、エアコン用配管保持部１０３上に載置固定され、上配管保持具１０９
は下配管保持具１０８上に載置固定されている。
【００２４】
　下配管保持具１０８は、上下一対の配管挟持体１１１，１１２を有し、一対の配管挟持
体１１１，１１２は弾性を有するゴム又は合成樹脂により構成され、一対の配管挟持体１
１１，１１２間に、油圧用配管１０４ａ，１０４ｂ，１０４ｃを挿通する挿通孔１１３が
複数形成されている。上下一対の配管挟持体１１１，１１２は、上挟持板１１５と下挟持
板１１６とにより上下に挟持されて、締結具１１９により上下一対の挟持板１１５，１１
６を介して上下に締め付けられている。
　上下一対の配管挟持体１１１，１１２の左右両端部に、筒体１２１が挿通保持され、締
結具１１９は左右一対設けられている。各締結具１１９は、例えばボルト１１７とナット
１１８により構成され、ナット１１８はそれぞれ支持台１１２に溶接等により固着されて
いる。各締結具１１９は、一対の配管挟持体１１１，１１２に挿通されると共に、筒体１
２１に挿通されて、上下一対の挟持板１１５，１１６に挿通されている。また、一対の締
結具１１９は、支持台１０７に挿通されており、締結具１１９の締め付けにより、上記の
如く上下一対の配管挟持体１１１，１１２を上下に締め付けると同時に、下配線保持具１
０８を支持台１０７に締め付け固定している。
【００２５】
　上配管保持具１０９は、油圧用配管１０４ｄ，１０４ｅを挿通する挿通孔１２３が複数
形成された配管保持体１２４を有すると共に、配管保持体１２４の上側に配置された押さ
え板１２５を有し、押さえ板１２５と下配管保持具１０８の上挟持板１１５との間で、配
管保持体１２４を締結具１２７により上下に挟持するように構成されている。締結具１２
７は、上挟持板１１５に上方突設したねじ筒１２８と、該ねじ筒１２８に螺合するボルト
１２９とを備え、ねじ筒１２８は、配管保持体１２４の挿通孔１３１を介して配管保持体
１２４に内嵌挿入され、ボルト１２９は、上側から押さえ板１２５に挿通されて、ねじ筒
１２８に螺合されており、締結具１２７の締め付けにより、上記の如く押さえ板１２５と
上挟持板１１５との間で配管保持体１２４を上下に挟持するようなっている。
【００２６】
　油圧用配管１０４ａ，１０４ｂは、第１油圧ポンプ９１の吐出側に接続された配管であ
り、第１油圧ポンプ９１から突出されて、下配管保持具１０８に挿通孔１１３を介して挿
通保持された後、前方に延長されて後部ボンネット１５の前方側に取り出されており、第
１油圧ポンプ９１から各種油圧機器（油圧シリンダ９，１０，１１、走行装置３の油圧モ
ータ、制御弁等）に作動油を供給するようになっている。
　図１２～図１５に示すように、油圧用配管１０４ｃは、第２油圧ポンプ９２の吐出側に
接続された配管であり、第２油圧ポンプ９２から突出されて、下配管保持具１０８に挿通
孔１２３を介して挿通保持された後、前方に延長されて後部ボンネット１５の前方側に取
り出されており、第２油圧ポンプ９２から各種油圧機器（油圧シリンダ９，１０，１１、
走行装置３の油圧モータ、制御弁等）に作動油を供給するようになっている。
【００２７】
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　油圧用配管１０４ｄは、ラインフィルター９５又はチェック弁９６と前記信号ブロック
とを連結する信号用の配管であり、ラインフィルター９５又はチェック弁９６から突出さ
れて、上配管保持具１０９に挿通孔１２３を介して挿通保持された後、前方に延長されて
、後部ボンネット１５の前方側に取り出され、前記信号ブロックに接続されている。
　油圧用配管１０４ｅは、チェック弁９６と前記アンロード弁とに連結された配管であり
、チェック弁９６から突出されて、上配管保持具１０９に挿通孔を介して挿通保持された
後、前方に延長されて、後部ボンネット１５の前方側に取り出され、前記アンロード弁に
接続されている。
【００２８】
　なお、第３油圧ポンプ９３の吐出側とラインフィルター９５とが図示省略の油圧用配管
により連結されると共に、ラインフィルター９５とチェック弁９６とが図示省略の油圧用
配管により連結されている。
　上記実施の形態によれば、支持フレーム５５に、キャビン１７の側方に位置するように
前方に突出した前脚体５９が設けられているので、キャビン１７の上部側が前方に向けて
大きな荷重を受けたときでも、支持フレーム５５の前脚体５９により突っ張ってこの前方
荷重を十分に支え、支持フレーム５５が前側にガタ付いたりするのを防止することができ
る。また、前脚体５９は、断面コの字状の金属杆により構成されているので、前脚体５９
の裏面（下面）側に、カバー部材７３を取り付けるためのナット等を簡単に固着すること
ができ、便利である。
【００２９】
　後部ボンネット１５内のオルターネータ８４を点検する場合、カバー部材７３から蓋部
材７８を取り外すことにより、カバー部材７３の後端部上面の第１点検窓７５と、後部ボ
ンネット１５の前壁１５ａの第２点検窓７６とを同時に開放して、第１点検窓７５及び第
２点検窓７６を通してオルターネータ８４に手が届くようになり、オルターネータ８４を
第１点検窓７５及び第２点検窓７６を通して後部ボンネット１５の前側に取り出すことも
でき、オルターネータ８４を簡単に点検乃至メンテナンスすることができる。
　また、上記実施の形態によれば、複数のエアコン用配管１０１と複数の油圧用配管１０
４とを集中的に保持する配管保持部材１００が、ボンネット１５内に設けられているので
、配管保持部材１００により、複数のエアコン用配管１０１と複数の油圧用配管１０４と
をボンネット１５内の一カ所に、まとまりよく集中的に保持することができ、複数の油圧
用配管１０４及び複数のエアコン用配管１０１の取り扱いが簡単で、これらの配管作業も
楽になし得る。また、配管保持部材１００は、複数のエアコン用配管１０１を保持するエ
アコン用配管保持部１０３と、複数の油圧用配管１０４を保持する油圧用配管保持部１０
５とが、上下に重なるように具備されているので、配管保持部材１００全体をコンパクト
に形成することができると共に、複数の油圧用配管１０４及び複数のエアコン用配管１０
１を複数段に亘ってコンパクトに配置固定することができる。また、油圧ポンプ９１，９
２，９３及び配管保持部材１００の近傍に、旋回基板１９の開口孔３３ａがあるので、油
圧ポンプ９１，９２，９３、複数のエアコン用配管１０１及び複数の油圧用配管１０４か
らの熱を、開口孔３３ａを通して後部ボンネット１５外にスムーズに逃がすことができ、
後部ボンネット１５内に熱がこもるのを効果的に防止できる。
【００３０】
　図２５は他の実施形態を示し、支持フレーム５５の前脚体５９を、断面コの字状でかつ
直線形状の３本の金属杆１３５，１３６，１３７を、溶接等により互いに接合して構成し
たものである。その他の点は前記実施の形態の場合と同様の構成である。
　なお、前記実施の形態では、ボンネット１５の前側に、ロプスとしてキャビン１７が設
けられ、キャビン１７の前部側が旋回基盤１９上に載置固定され、キャビン１７の後端側
が、支持フレーム５５の上部に載置固定されているが、キャビン１７に代えて、キャノピ
、安全フレームその他のロプスをボンネット１５の前側に設け、キャノピ、安全フレーム
等のロプスの前部側を旋回基盤１９上に載置固定し、ロプスの後端側を、支持フレーム５
５の上部に載置固定するようにしてもよい。
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【産業上の利用可能性】
【００３１】
　本発明は、走行装置上に旋回軸心廻りに回転自在に備えられた旋回台にエンジンを搭載
するようにしたバックホー等の旋回作業機に利用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】本発明の一実施形態を示す旋回作業機の側面図である。
【図２】同旋回作業機の平面図である。
【図３】同旋回作業機の平面である。
【図４】同キャビンを取り外した状態の旋回台の平面図である。
【図５】同作業装置を取り外した状態の旋回台の左側面図である。
【図６】同作業装置を取り外した状態の旋回台の背面図である。
【図７】同旋回基板部分の平面図である。
【図８】同旋回基板部分の左側面図である。
【図９】同旋回基板及び支持フレーム部分の平面図である。
【図１０】同旋回基板及び支持フレーム部分の左側面図である。
【図１１】同旋回基板及び支持フレーム部分の背面図である。
【図１２】同旋回台の後端部分の平面図である。
【図１３】同旋回台の後端部分の背面図である。
【図１４】同旋回台の後端部分の正面図である。
【図１５】同旋回台の後端部分の左側面図である。
【図１６】同支持フレームの平面図である。
【図１７】同支持フレームの左側面図である。
【図１８】同支持フレームの右側面図である。
【図１９】同支持フレームの背面図である。
【図２０】同エンジン部分の右側面断面図である。
【図２１】同蓋部材の背面図である。
【図２２】同配管保持部材の背面断面図である。
【図２３】同エアコン用配管保持部の平面図である。
【図２４】同エアコン用配管保持部の左側面図である。
【図２５】他の実施形態を示す支持フレームの右側面図である。
【符号の説明】
【００３３】
　　１　　　　旋回作業機
　　３　　　　走行装置
　　１５　　　後部ボンネット
　　１７　　　キャビン（ロプス）
　　１９　　　旋回基板
　　２９　　　エンジン
　　４７　　　側部ボンネット
　　５５　　　支持フレーム
　　５８　　　前脚体
　　７３　　　カバー部材
　　７５　　　第１点検窓
　　７６　　　第２点検窓
　　７８　　　蓋部材
　　７９　　　第１蓋板部
　　８０　　　第２蓋板部
　　８４　　　オルターネータ
　　９１　　　第１油圧ポンプ
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　　９２　　　第２油圧ポンプ
　　９３　　　第３油圧ポンプ
　１００　　　配管保持部材
　１０１　　　エアコン用配管
　１０３　　　エアコン用配管保持部
　１０４　　　油圧用配管
　１０５　　　油圧用配管保持部
　１０７　　　支持台
　１０８　　　下配管保持具
　１０９　　　上配管保持具
　１１１　　　配管挟持体
　１１２　　　配管挟持体
　１１３　　　挿通孔
　１１５　　　上挟持板
　１１９　　　締結具
　１２３　　　挿通孔
　１２４　　　配管保持体
　１２５　　　押さえ板
　１２７　　　締結具

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】 【図２０】

【図２１】 【図２２】
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【図２３】 【図２４】

【図２５】
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