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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　台車状に形成したトレーラ本体（ａ）の機体フレーム（１）の後端側の上面に、台枠状
に形成した荷台フレーム（ｂ）を重合するように載架して、前記荷台フレーム（ｂ）の後
端部を機体フレーム（１）の後端部に設けた荷台回動支点（ｙ）により前端側が昇降する
よう回動自在に軸支し、その荷台フレーム（ｂ）の上面に、前方荷台（２ａ）と後方荷台
（２ｂ）とに分割して前記前方荷台（２ａ）と後方荷台（２ｂ）とを折畳み回動支点（ｗ
）を介し屈曲回動自在に連結した荷台（２）を、前記前方荷台（２ａ）と後方荷台（２ｂ
）との折畳み回動支点（ｗ）が荷台回動支点（ｙ）より前方に位置するよう配位して載架
し、前記荷台（２）の前方荷台（２ａ）の後端側と荷台フレーム（ｂ）の前半側との接合
部位を一体的に連結し、前記荷台（２）の前方荷台（２ａ）または荷台フレーム（ｂ）の
前端部と機体フレーム（１）の前端側に寄る部位との間に、ショックアブソーバー（３）
を渡架したことを特徴とする農機車輛の運搬用トレーラ。
【請求項２】
　機体フレーム（１）の後端側の上面に載架して後端部を機体フレーム（１）の後端部に
設ける荷台回動支点（ｙ）を介し回動自在に設ける荷台フレーム（ｂ）を、当該荷台フレ
ーム（ｂ）の荷台回動支点（ｙ）に軸支される後端部とショックアブソーバー（３）と連
結する前端部との間の中間部位が、機体フレーム（１）の後端側の左右の両側に軸支する
走行輪（１４）・（１４）の車軸（Ｓ）の上方に位置するように配して機体フレーム（１
）上に装設することを特徴とする請求項１記載の農機車輛の運搬用トレーラ。
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【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、トラクタの車体後方に連結牽引するトレーラに、コンバイン等の走行装置をク
ローラとした農機車輛を、それの自走走行により登攀させて載架し得る荷台を装架して構
成する農機車輛の運搬用トレーラに関する。
【０００２】
【従来の技術】
走行装置をクローラとしたコンバイン等の農機車輛を運搬する運搬用トレーラには、図１
乃至図３に示している構成のものが知られている。
【０００３】
この従前の運搬用トレーラは、図２に示しているように、左右の側枠１０・１０とそれの
前端側に渡架した桁杆１１と後端側に渡架した車軸Ｓとにより台枠状の機体フレーム１を
組立て、それの前端側には前方に突出する牽引桿１２を装設するとともに起伏回動自在に
スタンド１３を組付け、後端側の左右の両側には、前述の車軸Ｓの両端に走行輪１４・１
４をそれぞれ軸支してトレーラ本体ａを形成し、それの機体フレーム１の上面からそれの
後方に渡る範囲に、図１にあるよう前後に長く形成した荷台２を、車軸Ｓ中心に上下に回
動自在に装架し、その荷台２の回動支点となる車軸Ｓより前方に寄る部位と機体フレーム
１との間にショックアブソーバ－３を渡架し、機体フレーム１の前端側には、荷台２が前
記車軸Ｓ中心に回動して水平な姿勢となったときに、その状態に支承するストッパー１５
と、荷台２前端に設けたロック装置４と係合して、その状態に保持する係止金具１６とを
設けて構成してある。
【０００４】
そして、これにより、コンバイン等の農機車輛を荷台２上に載架して運搬を行なおうとす
るときは、荷台２の前端部に設けてあるロック装置４を解除して、荷台２を、それの後端
側が接地するまで回動支点となる車軸Ｓを中心に回動させて、後方に傾斜させた状態とし
、この状態において搭載しようとする農機車輛を、それの自走走行により、荷台２の接地
している後端側から低速で登攀させていき、これによる重心の前方への移動で、荷台２が
ショックアブソーバー３の緩衝作用を受けながら回動支点となる車軸Ｓ中心として前端側
を下降させる方向に回動し、その前端部が機体フレーム１の前端部に設けたストッパー１
５に当って回動支点Ｓ中心の回動が停止することで荷台２が略水平な姿勢に保持されるよ
うになり、この状態でロック装置４をロックして、運搬用トレーラＡをトラクタにより牽
引走行させて運搬を行なう。
【０００５】
そして、運搬した農機車輛を運搬用トレーラＡの荷台２から荷卸しするときは、荷台２の
前端部に設けてあるロック装置４によるロックを解除して、農機車輛を後方に低速で自走
走行させると、それによる重心の後方への移動で、荷台２がショックアブソーバー３の緩
衝作用を受けながら後端側が接地するまで、回動支点Ｓ中心に後端側を下降させる方向に
回動していき、その後端側の接地した状態のところを農機車輛がゆっくり下降走行してい
くことで荷降しが行なえるようにしている。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
走行装置をクローラとした農機車輛の運搬用トレーラは、運搬の対象となる農機車輛が、
例えばコンバインであるように、季節的に使用されるもので、しかも、使用期間が極く短
いことから、この農機車輛の使用期間以外の長時間は、運搬用トレーラを使用することが
なく、倉庫・収納舎等に保管されていることになるが、それの保存時の床占有面積が大き
いために、利用する農家に保管スペースの確保や保管方法に大きな負担をしている問題が
ある。
【０００７】
また、このクローラ型の農機車輛の運搬用トレーラを製作するメーカーと、使用する農家
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との間の商品の流通時における輸送・保管時にも、床占有面積が大きいことで、輸送コス
トが嵩み、また、保管効率が悪い問題がある。
【０００８】
また、運搬用トレーラの保管時の床占有面積を小さくするには、それの荷台の後半側を前
半側の上面に向けて折畳み回動し得るようにすればよいわけであるが、そのようにすると
、荷台上に農機車輛を搭載するとき、または荷降しするときに、荷台の後半側が折畳み回
動支点から下方に屈曲していくようになったり、ショックアブソーバーにより支承される
前半側が後半側に対して折畳み回動支点中心に上方に屈曲回動するようになって、搭載・
荷降しの際の農機車輛の円滑な走行を阻害するようになる問題がでてくる。
【０００９】
本発明は、従来手段に生じている上述の問題を解消せしめるためになされたものであって
、走行装置をクローラとしたコンバインまたは大径の車輪とした田植機等の農機車輛を運
搬するための運搬用トレーラを、保管時の床占有面積が小さくなるよう荷台を折畳めるよ
うにしながら、その荷台上に対する農機車輛の移載および荷降しが円滑に行なえるように
する新たな手段を提供することを目的とする。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
　そして、本発明においては、この目的を達成するための手段として、台車状に形成した
トレーラ本体ａの機体フレーム１の後端側の上面に、台枠状に形成した荷台フレームｂを
重合するように載架して、前記荷台フレームｂの後端部を機体フレーム１の後端部に設け
た荷台回動支点ｙにより前端側が昇降するよう回動自在に軸支し、その荷台フレームｂの
上面に、前方荷台２ａと後方荷台２ｂとに分割して前記前方荷台２ａと後方荷台２ｂとを
折畳み回動支点ｗを介し屈曲回動自在に連結した荷台２を、前記前方荷台２ａと後方荷台
２ｂとの折畳み回動支点ｗが荷台回動支点ｙより前方に位置するよう配位して載架し、前
記荷台２の前方荷台２ａの後端側と荷台フレームｂの前半側との接合部位を一体的に連結
し、前記荷台２の前方荷台２ａまたは荷台フレームｂの前端部と機体フレーム１の前端側
に寄る部位との間に、ショックアブソーバー３を渡架したことを特徴とする農機車輛の運
搬用トレーラを提起するものである。
【００１１】
【発明の実施の形態】
本発明手段による農機車輛の運搬用トレーラは、左右の側枠とこれに渡架した桁杆とで平
らな台枠状の機体フレームを組立て、それの前端側には、前方に突出する牽引桿を設け、
それの基端部にスタンドを起伏回動自在に装設し、機体フレームの後端側に寄る位置の左
右の両側部には、ゴムタイヤを装備せる走行輪を左右に一対に対向させてそれぞれ軸支し
て、前述の牽引桿を、トラクタの車体の後面に連結してスタンドを折畳むことで、トラク
タの走行により牽引されて走行する台車状のトレーラ本体を組立てる。
【００１２】
このトレーラ本体の機体フレームの後端側の上面に、荷台フレームを載架して、それの後
端部を、走行輪の車軸よりも後方に突出する機体フレームの後端部に設けた荷台回動支点
に軸支して、その荷台回動支点中心にこの荷台フレームの前端側が自在に昇降回動するよ
うにする。
【００１３】
この荷台フレームの前端部と機体フレームの前端寄りの部位に設けた桁杆との間に、荷台
フレームの前端側を、所定の負荷で弾力的に押し上げるように支承するショックアブソー
バーを渡架する。
【００１４】
荷台は、前後に２分して、前方荷台と後方荷台とに分け、その前方荷台の後縁と後方荷台
の前縁とを突き合わせて接合し、その接合部位を折畳み回動支点を介し回動自在に連結す
る。
【００１５】
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そして、この前方荷台と後方荷台とが折畳み回動支点をもって連結する荷台を、それの折
畳み回動支点が、前述の荷台フレームの前後のほぼ中間に位置するように配位してその荷
台フレームの上面に載架し、前方荷台にあっては、荷台フレームの上面に重合する後端側
を荷台フレームに一体的に連結し、後方荷台にあっては、荷台フレームに対してフリーに
し、前方荷台との連結点となる折畳み回動支点を中心として荷台フレームの上面から起立
回動して前方荷台の上面に折畳まれていくようにする。
【００１６】
そしてまた、機体フレームの前端側の上面には、前方荷台が、それと一体的に連結する荷
台フレームと共に、荷台回動支点を中心として前方に倒伏回動してきて水平な姿勢となっ
たときに、その前方荷台の前端側を支承するストッパーを設け、かつ、その前方荷台をそ
の状態に保持するためのロック装置を、前方荷台の前端部との間に装設しておく。
【００１７】
【実施例】
次に実施例を図面に従い詳述する。なお、図面符号は、従前手段のものと同効の構成部材
については同一の符号を用いるものとする。
【００１８】
図４は本発明によるコンバイン等の走行装置をクローラとした農機車輛の運搬用トレーラ
Ａの平面図、図５はその運搬用トレーラＡの側面図で、同図において、１は機体フレーム
、ａはトレーラ本体、ｂは荷台フレーム、２は荷台、２ａは前方荷台、２ｂは後方荷台、
ｗは折畳み回動支点、ｙは荷台回動支点、３はショックアブソーバーを示す。
【００１９】
機体フレーム１は、図６にあるように、左右の側枠１０・１０と、これらに渡架した桁杆
１１と、左右の側枠１０・１０の前端側に形成した内側に屈曲して突合わされる屈曲枠１
０ａ・１０ａとで、平らな台枠状に形成してあり、それの前端側には前方に突出する牽引
桿１２と起伏自在のスタンド１３とが装設してある。また、後端側に寄る部位には、車軸
Ｓが渡架軸支してあり、それの左右の両端部に走行輪１４が軸支してあって、これにより
台車状のトレーラ本体ａを組立てている。
【００２０】
荷台フレームｂは、図７および図８にあるように、水平な台板５０とそれの一側縁から垂
下する補強リブ５１とからなる台枠５を、間隔をおいて左右に一対に並列し、それらの後
端側を左右に長い桁杆６に一体に連結することで、平面視に置いて図７にあるように略コ
の字形に形成してあり、左右の台枠５・５の後端側には、軸筒状の軸受部材５２がそれぞ
れ装設してある。
【００２１】
この荷台フレームｂは、前述の軸受部材５２・５２を、機体フレーム１の後端部位に設け
た軸筒状の軸受部材１７・１７と隣接させて接合し、そこに連結軸を嵌装することで、機
体フレーム１の後半側の上面に重合する状態として機体フレーム１に組付けられ、かつ、
その連結軸を荷台回動支点ｙとして該荷台フレームｂの前端側が昇降回動するように組付
けられる。
【００２２】
荷台２は、前半側の前方荷台２ａと後半側の後方荷台２ｂとに前後に２分され、その後方
荷台２ｂは、さらに左右に２分してあり、その２分された左右の後方荷台２ｂＬ・２ｂＲ
のそれぞれの前端縁が、前方荷台２ａの後端縁の左右の両端部位に折畳み回動支点ｗ…を
介して上下に回動自在に連結している。
【００２３】
この荷台２は、それの前方荷台２ａと後方荷台２ｂＬ・２ｂＲとの連結点である折畳み回
動支点ｗが、側面視において、図５にあるように、前述の荷台フレームｂの上面の前後の
ほぼ中間に位置するように配位して荷台フレームｂの上面に載架するが、前方荷台２ａに
あっては、図１０および図１１にあるように、それの荷台フレームｂの上面に重合する後
端側の部位を、荷台フレームｂに対して一体的に連結して、荷台フレームｂが荷台回動支
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点ｙ中心に回動したときにそれと一体に回動するようにしてある。しかし、後方荷台２ｂ
Ｌ・２ｂＲにあっては、荷台フレームｂの上面に重合する前端側の部位を、荷台フレーム
ｂに対して結合させずフリーにしてあって、荷台フレームｂに結合する前方荷台２ａに対
し図１３・図１４にあるように、折畳み回動支点ｗを中心として自由に起伏回動して、そ
の前方荷台２ａの上面に折畳まれていくようにしてある。
【００２４】
そして、この荷台２の前方荷台２ａの後端側寄りで、荷台フレームｂの前端縁に近接する
部位または荷台フレームｂの前端部と機体フレーム１に設けた桁杆１１との間にショック
アブソーバー３が渡架してあって、これにより前方荷台２ａが荷台フレームｂと一体に連
結する荷台２の、荷台回動支点ｙを中心とする回動が、弾性的に行なわれ、かつ、荷台２
の前端側がこのショックアブソーバー３に具備される所定のバネ圧または空気圧で押上げ
られるようにしてある。
【００２５】
１５は、図５にあるように、荷台２が荷台回動支点ｙ中心に前方下方に向けて回動して水
平な姿勢となったときに、前方荷台２ａの前端部と衝合してそれを支承するように機体フ
レーム１の前端側の上面に設けたストッパー、１６は前方荷台２ａの前端部に装設したロ
ック装置４と係合するよう機体フレームｂの前端部に装設した係止金具である。また、２
０は、荷台２上に図５において鎖線に示している如くクローラ型の農機車輛Ｂを載架した
ときに、それの走行装置と衝合させるよう前方荷台２ａの上面の前端部に装設した車止め
である。
【００２６】
このように構成せる実施例装置は次のように作用する。
クローラ型の農機車輛であるコンバインを、収納舎から引き出して、穀物の収穫作業を行
なう圃場まで運搬しようとするときは、運搬用トレーラＡの前端側の牽引桿１２の牽引ヒ
ッチ１２０を、トラクタの車体後面の連結ヒッチに連結し、荷台２の前端側のロック装置
４のロックを解放して、荷台２の後端側を地面に接するまで下降させ、図１２に示す状態
とする。
【００２７】
この状態において、運搬しようとするコンバインを、低速で運転走行させて、荷台２の後
端側から登攀させていく。このとき、後方荷台２ｂは、それを折畳み回動させる支点ｗが
、荷台回動支点ｙより前方において荷台フレームｂの上面の前後の中間部に位置している
ことで、登攀してくるコンバインの重量により折畳み回動支点ｗから下方に屈曲回動する
ことがなく、傾斜した所定の姿勢に保持される。
【００２８】
そして、登攀してくるコンバインの重量により重心が移動することで、荷台２はショック
アブソーバー３を弾性的に押し縮めながら荷台回動支点ｙ中心に水平な姿勢に向けて回動
し、図５の状態となる。このとき、ロック装置４をロックしてトラクタの運転により牽引
走行することで圃場まで運搬する。
【００２９】
コンバインを荷台２から荷降しするときは、ロック装置４を解放して、荷台２上のコンバ
インを低速で後方に向け自走走行させる。これにより、荷台２は重心の移動で荷台回動支
点ｙ中心として、ショックアブソーバー３により弾性的に支えられながら、図１２の状態
にゆっくりと回動していき、これを下降するコンバインの自走走行で荷降しされる。
【００３０】
また、使用するシーズンが終って、運搬用トレーラＡを収納舎に収納するときは、図１３
・図１４にあるように、後方荷台２ｂを前方荷台２ａの上面に折畳み回動させることで床
占有面積が半減するようになる。
【００３１】
【発明の効果】
以上説明したように本発明による農機車輛の運搬用トレーラは、台車状に形成したトレー
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ラ本体ａの台枠状に形成した機体フレーム１の後端側の上面に、荷台フレームｂを重合す
るように載架して、それの後端部を機体フレーム１の後端部に設けた荷台回動支点ｙに軸
支し、その荷台フレームｂの上面に、前方荷台２ａと後方荷台２ｂとに分け、それらを折
畳み回動支点ｗを介し折畳み回動自在に連結した荷台２を、それの折畳み回動支点ｗが、
荷台回動支点ｙより前方に位置する状態としてその荷台フレームｂ上面に載架し、前方荷
台２ａと荷台フレームｂとの接合部分を一体的に連結し、その前方荷台２ａまたは荷台フ
レームｂの前端部と機体フレーム１の前端側に寄る部位との間に、ショックアブソーバー
３を渡架するようにしているのだから、トレーラ本体ａの上面に荷台回動支点ｙにより後
方への傾斜回動自在に載架せしめる荷台２を、折畳み回動支点ｗによる折畳み回動で床占
有面積が半減するようにしながら、荷台２上に対する農機車輛の移載および荷降しが円滑
に行なえるようになる。
【図面の簡単な説明】
【図１】従前の農機車輛の運搬用トレーラの平面図である。
【図２】同上運搬用トレーラのトレーラ本体の平面図である。
【図３】同上運搬用トレーラの側面図である。
【図４】本発明による農機車輛の運搬用トレーラの平面図である。
【図５】同上運搬用トレーラの側面図である。
【図６】同上運搬用トレーラのトレーラ本体の平面図である。
【図７】同上運搬用トレーラの荷台フレームの平面図である。
【図８】同上の荷台フレームの縦断側面図である。
【図９】同上の荷台フレームのトレーラ本体に組付けた状態の説明図である。
【図１０】同上の荷台フレームに前方荷台を組付けた状態の平面図である。
【図１１】同上の荷台フレームに前方荷台を組付けた状態の縦断側面図である。
【図１２】同上運搬用トレーラの荷台を傾斜回動させた状態の側面図である。
【図１３】同上運搬用トレーラの荷台を折畳んだ状態の平面図である。
【図１４】同上運搬用トレーラの同上状態の側面図である。
【図１５】同上運搬用トレーラの前方荷台の部分の斜視図である。
【符号の説明】
Ａ…運搬用トレーラ、Ｂ…農機車輛、Ｓ…車軸、ａ…トレーラ本体、ｂ…荷台フレーム、
ｗ…折畳み回動支点、ｙ…荷台回動支点、１…機体フレーム、１０…側枠、１０ａ…屈曲
枠、１１…桁杆、１２…牽引桿、１２０…牽引ヒッチ、１３…スタンド、１４…走行輪、
１５…ストッパー、１６…係止金具、１７…軸受部材、２…荷台、２ａ…前方荷台、２ｂ
…後方荷台、２０…車止め、３…ショックアブソーバー、４…ロック装置、５…台枠、５
０…台板、５１…補強リブ、５２…軸受部材、６…桁杆。
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