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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　扱胴及び受網を支持する脱穀フレームと、前記扱胴及び前記受網を機体の横外方に臨ま
せる開口を開閉可能に塞ぐ開閉式の側壁体とを備え、
　前記脱穀フレームは前記開口を形成するフレーム部を備え、
　前記側壁体は、前記側壁体の上側部分に設定された前後向きの支軸を支点にして、前記
開口を閉じる下方の閉じ位置と、前記開口を開く上方の開き位置とにわたって上下揺動し
、
　前記側壁体は、前記閉じ位置にて前記受網に隣接する内壁板と、前記内壁板の機体横外
側に間隔をあけて位置する外壁板と、前記内壁板の前端部と前記外壁板の前端部とに亘る
前壁板と、前記内壁板の後端部と前記外壁板の後端部とに亘る後壁板とを備え、
　前記側壁体のうち、前記側壁体の上側部分に、前記内壁板と前記外壁板に沿って延びる
上側開口部を備えるとともに、前記側壁体のうち、前記側壁体の下側部分に、前記内壁板
と前記外壁板に沿って延びる下側開口部を備え、
　前記上側開口部及び前記下側開口部が、前記前壁板から前記後壁板に亘っており、
　前記上側開口部のうちの左右方向における幅が、前記下側開口部のうちの左右方向にお
ける幅よりも狭い全稈投入型コンバインの脱穀装置。
【請求項２】
　前記側壁体は、前記側壁体の上端部において前記前壁板と前記後壁板とに亘って前記前
壁板と前記後壁板とを連結する上側連結部材と、前記側壁体の下端部において前記前壁板
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と前記後壁板とに亘って前記前壁板と前記後壁板とを連結する下側連結部材とを備えてい
る請求項１に記載の全稈投入型コンバインの脱穀装置。
【請求項３】
　前記上側開口部の開口幅方向の縁部が、前記上側連結部材と前記内壁板とにより形成さ
れている請求項２に記載の全稈投入型コンバインの脱穀装置。
【請求項４】
　前記下側開口部の開口幅方向の縁部が、前記下側連結部材と前記内壁板により形成され
ている請求項２または３に記載の全稈投入型コンバインの脱穀装置。
【請求項５】
　前記上側連結部材を、前記支軸を介して前記脱穀フレームの上端部に連結している請求
項２から４のいずれか一つに記載の全稈投入型コンバインの脱穀装置。
【請求項６】
　前記側壁体は、前記前壁板と前記後壁板とに亘り、かつ、前記外壁板と前記上側連結部
材とに亘る天板を備え、
　前記天板を、前記前壁板と前記後壁板と前記外壁板と前記上側連結部材とに連結してい
る請求項２から５のいずれか一つに記載の全稈投入型コンバインの脱穀装置。
【請求項７】
　前記上側連結部材は、前記外壁板の上端部に対向する上側連結部材外側面を備え、
　さらに、前記上側連結部材は、前記天板に対向する上側連結部材上側面を備え、
　前記上側連結部材を、前記上側連結部材外側面が前記外壁板の上端部と間隔をおいて、
前記上側連結部材上側面が前記天板と面接触させている請求項６に記載の全稈投入型コン
バインの脱穀装置。
【請求項８】
　前記下側連結部材は、前記外壁板の下端部に対向する外側面を備え、
　前記下側連結部材を、前記前壁板及び前記後壁板における外壁板側の端部に配置して、
前記外側面を前記外壁板の下端部に面接触させている請求項２から７のいずれか一つに記
載の全稈投入型コンバインの脱穀装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、扱胴及び受網を支持する脱穀フレームと、前記扱胴及び前記受網を機体の横
外方に臨ませる開口を開閉可能に塞ぐ開閉式の側壁体とを備え、前記側壁体を、前後向き
の支軸を支点にして、前記開口を閉じる下方の閉じ位置と、前記開口を開く上方の開き位
置とにわたって上下揺動可能に構成した全稈投入型コンバインの脱穀装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　上記のような全稈投入型コンバインの脱穀装置としては、側壁体（カバー）の開き位置
での保持を可能にする保持機構（ガススプリング）を、脱穀フレームにおける機体横外端
側に配備したものがある（例えば特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特許第４５９４７９３号公報（段落番号００２６、図１、図４、図９～１
１）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　全稈投入型コンバインの脱穀装置は、側壁体に対する保持機構の作用位置が側壁体の前
後方向で端部に片寄っていても、開き位置での側壁体の姿勢を、歪みの少ない良好な姿勢
に保つことが求められる。
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【０００５】
【０００６】
　本発明の目的は、側壁体に対する保持機構の作用位置が側壁体の前後方向で端部に片寄
っていても、開き位置での側壁体の姿勢を、歪みの少ない良好な姿勢に保つことにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の課題解決手段は、
　扱胴及び受網を支持する脱穀フレームと、前記扱胴及び前記受網を機体の横外方に臨ま
せる開口を開閉可能に塞ぐ開閉式の側壁体とを備え、
　前記脱穀フレームは前記開口を形成するフレーム部を備え、
　前記側壁体は、前記側壁体の上側部分に設定された前後向きの支軸を支点にして、前記
開口を閉じる下方の閉じ位置と、前記開口を開く上方の開き位置とにわたって上下揺動し
、
　前記側壁体は、前記閉じ位置にて前記受網に隣接する内壁板と、前記内壁板の機体横外
側に間隔をあけて位置する外壁板と、前記内壁板の前端部と前記外壁板の前端部とに亘る
前壁板と、前記内壁板の後端部と前記外壁板の後端部とに亘る後壁板とを備え、
　前記側壁体のうち、前記側壁体の上側部分に、前記内壁板と前記外壁板に沿って延びる
上側開口部を備えるとともに、前記側壁体のうち、前記側壁体の下側部分に、前記内壁板
と前記外壁板に沿って延びる下側開口部を備え、
　前記上側開口部及び前記下側開口部が、前記前壁板から前記後壁板に亘っており、
　前記上側開口部のうちの左右方向における幅が、前記下側開口部のうちの左右方向にお
ける幅よりも狭い、という点にある。
【０００８】
【０００９】
【００１０】
　本発明をより好適なものにするための手段の一つとして、
　前記側壁体は、前記側壁体の上端部において前記前壁板と前記後壁板とに亘って前記前
壁板と前記後壁板とを連結する上側連結部材と、前記側壁体の下端部において前記前壁板
と前記後壁板とに亘って前記前壁板と前記後壁板とを連結する下側連結部材とを備えてい
る。
【００１１】
　この手段によると、上側連結部材及び下側連結部材によって側壁体の保形性を高めるこ
とができる。これにより、開き位置での側壁体の姿勢を、より歪みの少ない良好な姿勢に
保つことができる。
【００１２】
　本発明をより好適なものにするための手段の一つとして、
　前記上側開口部の開口幅方向の縁部が、前記上側連結部材と前記内壁板とにより形成さ
れている。
【００１３】
　本発明をより好適なものにするための手段の一つとして、
　前記下側開口部の開口幅方向の縁部が、前記下側連結部材と前記内壁板により形成され
ている。
【００１４】
　本発明をより好適なものにするための手段の一つとして、
　前記上側連結部材を、前記支軸を介して前記脱穀フレームの上端部に連結している。
【００１５】
　この手段によると、側壁体の保形性を高める上側連結部材を、脱穀フレームの上端部に
連結する部材に兼用することができる。
【００１６】
　従って、保持機構による側壁体の開き位置での保持を良好に行えるようにしながら、部
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材の兼用化による構成の簡素化やコストの削減などを図ることができる。
【００１７】
【００１８】
【００１９】
　この手段によると、側壁体の保形性を高める上側連結部材を、脱穀フレームの上端部に
連結する部材に兼用することができる。
【００２０】
　従って、保持機構による側壁体の開き位置での保持を良好に行えるようにしながら、部
材の兼用化による構成の簡素化やコストの削減などを図ることができる。
【００２１】
　本発明をより好適なものにするための手段の一つとして、
　前記側壁体は、前記前壁板と前記後壁板にわたり、かつ、前記外壁板と前記上側連結部
材とにわたる天板を備え、
　前記天板を、前記前壁板と前記後壁板と前記外壁板と前記上側連結部材とに連結してい
る。
【００２２】
　この手段によると、天板によって側壁体の保形性を更に高めることができる。これによ
り、開き位置での側壁体の姿勢を、より歪みの少ない良好な姿勢に保つことができる。
【００２３】
　従って、保持機構をフレーム部に配備しながらも、保持機構による側壁体の開き位置で
の保持をより良好に行うことができる。
【００２４】
　本発明をより好適なものにするための手段の一つとして、
　前記上側連結部材は、前記外壁板の上端部に対向する上側連結部材外側面を備え、
　さらに、前記上側連結部材は、前記天板に対向する上側連結部材上側面を備え、
　前記上側連結部材を、前記上側連結部材外側面が前記外壁板の上端部と間隔をおいて、
前記上側連結部材上側面が前記天板と面接触させている。
　さらに、本発明をより好適なものにするための手段の一つとして、
　前記下側連結部材は、前記外壁板の下端部に対向する外側面を備え、
　前記下側連結部材を、前記前壁板及び前記後壁板における外壁板側の端部に配置して、
前記外側面を前記外壁板の下端部に面接触させている。
【００２５】
　この手段によると、側壁体の開き位置においては、側壁体の揺動支点から離れているこ
とによって歪みが生じ易い外壁板の下端部（遊端部）を、下側連結部材が下方から受け止
めて支持するようになる。これにより、開き位置での側壁体の姿勢を、より歪みの少ない
良好な姿勢に保つことができる。
【００２６】
　従って、保持機構をフレーム部に配備しながらも、保持機構による側壁体の開き位置で
の保持をより良好に行うことができる。
【００２７】
【００２８】
【００２９】
【００３０】
【００３１】
【００３２】
【００３３】
【００３４】
【００３５】
【００３６】
【００３７】
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【００３８】
【００３９】
【００４０】
【００４１】
【００４２】
【００４３】
【００４４】
【００４５】
【００４６】
【００４７】
【００４８】
【００４９】
【００５０】
【００５１】
【図面の簡単な説明】
【００５２】
【図１】全稈投入型コンバインの左側面図である。
【図２】全稈投入型コンバインの平面図である。
【図３】脱穀装置の内部構造を示す縦断左側面図である。
【図４】脱穀装置における左側部の構成を示す脱穀装置の縦断左側面図である。
【図５】脱穀装置における開閉式の側壁体に関する構成を示す要部の縦断左側面図である
。
【図６】脱穀装置における左側部の構成を示す脱穀装置の左側面図である。
【図７】脱穀装置における開閉式の側壁体に関する構成を示す要部の縦断背面図である。
【図８】開閉式の側壁体の構成を示す分解斜視図である。
【図９】開閉式の側壁体におけるシール構造などを示す要部の拡大縦断背面図である。
【図１０】開閉式の側壁体を開き位置に保持する保持機構の構成を示す要部の拡大縦断背
面図（ａ）と拡大斜視図（ｂ）である。
【図１１】開閉式の側壁体を閉じ位置に保持するロック機構の構成を示す要部の拡大縦断
背面図である。
【図１２】位置調節機構の構成を示す要部の横断平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００５３】
　以下、本発明を実施するための形態の一例を図面に基づいて説明する。
【００５４】
　図１及び図２に示すように、本実施形態で例示する全稈投入型（普通形）コンバインは
、機体フレーム１に、左右一対のクローラ２、搭乗運転部３、刈取搬送装置４、脱穀装置
５、及び、穀粒タンク６、などを備えて、クローラ走行式の穀粒タンク仕様に構成してい
る。
【００５５】
　尚、全稈投入型コンバインは、走行装置として、左右一対のクローラ２に代えて左右一
対の前輪と左右一対の後輪とを備えるホイール走行式に構成してもよい。又、穀粒タンク
６に代えて袋詰め装置を備える袋詰め仕様に構成してもよい。更に、搭乗運転用の空間を
形成するキャビンを備えるキャビン仕様に構成してもよい。
【００５６】
　図１及び図２に示すように、刈取搬送装置４は、左右のデバイダ７、回転リール８、バ
リカン型の切断機構９、スクリュ搬送式のオーガ１０、及び、掻上げ搬送式のフィーダ１
１、などを備えている。左右のデバイダ７は、刈取搬送装置４における前端部の左右両端
に配備している。そして、機体の走行に伴って、機体前方の未刈り穀稈を収穫対象の穀稈
と収穫対象外の穀稈とに梳き分ける。回転リール８は、刈取搬送装置４の前部上方に配備
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している。そして、機体の走行に伴って、収穫対象穀稈の穂先側を後方に掻き込む。切断
機構９は、刈取搬送装置４の底部に配備している。そして、機体の走行に伴って、収穫対
象穀稈の株元側を切断する。オーガ１０は、回転リール８及び切断機構９の後方に配備し
ている。そして、回転リール８による掻き込みと切断機構９による切断とで送り込まれる
切断後の収穫対象穀稈（以下、刈取穀稈と称する）を、左右方向の所定位置に寄せ集め搬
送し、その所定位置から後方のフィーダ１１との連通箇所に送り出す。フィーダ１１は、
オーガ１０との連通箇所から脱穀装置５との連通箇所に後上がり姿勢で延出している。そ
して、オーガ１０が送り出した刈取穀稈を脱穀装置５に向けて供給搬送する。
【００５７】
　刈取搬送装置４は、フィーダ１１の搬送終端部に備えた左右向きのフィーダ駆動軸１２
を支点にして昇降揺動する。刈取搬送装置４の昇降駆動は、機体フレーム１とフィーダ１
１とにわたって架設した油圧式の昇降シリンダ１３の伸縮作動によって行う。
【００５８】
　図１～４に示すように、脱穀装置５は、機体フレーム１の左半部に配備している。そし
て、機体フレーム１に連結する脱穀フレーム１４、開閉式の上部カバー体１５、開閉式の
側壁体１６、バータイプの扱胴１７、前後方向視略Ｕ字状の受網１８、揺動選別機構１９
、唐箕２０、１番物回収部２１、２番物回収部２２、及び、細断排出機構２３、などを備
えている。
【００５９】
　図３～７に示すように、脱穀フレーム１４は、その上半部により、上部カバー体１５、
側壁体１６、扱胴１７、及び、受網１８、などを支持している。又、その下半部により、
揺動選別機構１９、唐箕２０、及び、細断排出機構２３、などを支持している。そして、
その上半部において機体の左外端側に位置する左側端部に、メンテナンス用の開口２４を
形成する側面視矩形状のフレーム部１４Ａを備えている。開口２４は、扱胴１７及び受網
１８を機体の左外方に臨ませる側面視矩形状に形成している。そして、その前後長さ及び
上下長さを、受網１８の略全体を機体の左外方に臨ませる長さに設定している。
【００６０】
　上部カバー体１５は、その左端部を脱穀フレーム１４の左上端部に５つのヒンジ２５を
介して連結している、これにより、扱胴１７の上部を覆う閉じ位置と、扱胴１７の上部を
開放する開き位置とにわたって上下揺動する。つまり、扱胴１７の上部を開閉可能に覆っ
ている。
【００６１】
　側壁体１６は、その上端部に、４本の支軸２６を、それらの軸心を一致させた状態で前
後方向に所定間隔をあけて備えている。そして、それらの支軸２６を支点にして、開口２
４を閉じる下方の閉じ位置と、開口２４を開く上方の開き位置とにわたって上下揺動する
。これにより、開口２４を開閉可能に塞いでいる。
【００６２】
　扱胴１７は、前後向きの扱胴軸１７Ａを中心にして正面視右回りに回転する。そして、
この回転により、前端部の掻込部１７Ｂがフィーダ１１からの刈取穀稈を後方に送り込む
。又、後部側の扱き処理部１７Ｃが刈取穀稈に対して扱き処理を施す。
【００６３】
　受網１８は、扱胴１７の扱き処理部１７Ｃを下方から覆う状態で装備している。そして
、扱胴１７の回転による扱き処理で得た穀粒などの選別対象物を漏下させる。一方、受網
１８から漏下しない長い脱粒穀稈などは後方の細断排出機構２３に案内する。又、受網１
８は、前受網１８Ａと中受網１８Ｂと後受網１８Ｃとを備える前後３分割構造で、それら
が左右に２分割可能な６分割構造に構成している。これにより、扱胴１７を組み付けた状
態での前述した開口２４からの受網１８の着脱を可能にしている。
【００６４】
　揺動選別機構１９は、受網１８の下方に位置し、その後端下部に備えた偏心カム式の駆
動部１９Ａの作動によって前後方向に篩い揺動する。これにより、受網１８から漏下した



(7) JP 6594392 B2 2019.10.23

10

20

30

40

50

選別対象物に対して篩い選別処理を施す。そして、この篩い選別処理により、選別対象物
のうちの比重の大きい穀粒などを漏下させる。又、比重の小さい稈屑などを後方の細断排
出機構２３に移送する。
【００６５】
　唐箕２０は、揺動選別機構１９の前下方に位置して、左右向きの唐箕軸２０Ａを中心に
して左側面視左回りに回転する。これにより、揺動選別機構１９に向かう選別風を発生さ
せて、選別対象物に対して風力選別処理を施す。そして、この風力選別処理により、細か
い稈屑などの揺動選別機構１９からの漏下を抑制する。又、揺動選別機構１９から漏下し
た細かい稈屑などを後方の細断排出機構２３に風力搬送する。
【００６６】
　１番物回収部２１及び２番物回収部２２は、その順に前後に並べた状態で揺動選別機構
１９の下方に配置している。１番物回収部２１は、揺動選別機構１９の前部側から１番物
として漏下する単粒化穀粒を、その底部に備えた１番スクリュ２７に流下案内する。２番
物回収部２２は、揺動選別機構１９の後部側から２番物として漏下する枝梗付き穀粒及び
二股粒などを、その底部に備えた２番スクリュ２８に流下案内する。
【００６７】
　１番スクリュ２７は、その右端部に連接したスクリュ搬送式の揚送コンベア２９に単粒
化穀粒を供給搬送する。揚送コンベア２９は、単粒化穀粒を揚送して隣接する穀粒タンク
６に供給する。２番スクリュ２８は、その右端部に連接した２番還元機構３０に枝梗付き
穀粒及び二股粒などを供給搬送する。２番還元機構３０は、２番スクリュ２８からの枝梗
付き穀粒及び二股粒などに対して扱き処理を施す。そして、扱き処理後の枝梗付き穀粒及
び二股粒などを選別対象物として揺動選別機構１９の選別始端部に還元搬送する。
【００６８】
　細断排出機構２３は、脱穀フレーム１４の後端部に連結している。そして、その内部に
備えた複数の固定刃３１、及び、左右向きの回転軸３２と一体回転する複数の回転刃３３
、などにより、扱き処理後の脱粒穀稈及び選別処理後の長い稈屑などを細断して機外に排
出する。
【００６９】
　図１及び図２に示すように、穀粒タンク６は、搭乗運転部３とともに機体フレーム１の
右半部に配備している。そして、その左上端部に揚送コンベア２９の搬送終端部を連通接
続している。これにより、揚送コンベア２９からの単粒化穀粒を貯留する。又、その内部
に貯留した単粒化穀粒の外部への排出を可能にするスクリュ搬送式の穀粒排出部６Ａを備
えている。
【００７０】
　図４及び図６に示すように、脱穀フレーム１４は、その下半部の前端部分において唐箕
軸２０Ａを回転可能に支持している。又、上半部の前端部分において、刈取搬送装置４の
フィーダ駆動軸１２とともに扱胴用の入力軸３５を左右向きの姿勢で回転可能に支持して
いる。そして、機体の左外端側に位置する左側部に、唐箕軸２０Ａを経由したエンジン動
力を、フィーダ駆動軸１２、及び、脱穀装置５に備えた扱胴１７や揺動選別機構１９など
の各種駆動機器に伝達する伝動系Ａを配備している。
【００７１】
　伝動系Ａは、唐箕軸２０Ａから扱胴用の入力軸３５に伝動するベルト式の第１伝動機構
３６、扱胴用の入力軸３５からフィーダ駆動軸１２に伝動するベルト式の第２伝動機構３
７、唐箕軸２０Ａから１番スクリュ２７と２番スクリュ２８とに伝動するベルト式の第３
伝動機構３８、２番スクリュ２８から揺動選別機構１９の駆動部１９Ａに伝動するベルト
式の第４伝動機構３９、及び、第３伝動機構３８から細断排出機構２３の回転軸３２に伝
動するベルト式の第５伝動機構４０、を備えている。そして、これらのうち、第１伝動機
構３６と第２伝動機構３７とを、脱穀フレーム１４における左側部の前端部分に配備して
いる。又、第３伝動機構３８と第４伝動機構３９と第５伝動機構４０とを、脱穀フレーム
１４における左側部の下半部分に配備している。これにより、伝動系Ａを、脱穀フレーム
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１４の左側部に、左側部の前端部分と下半部分とにわたる側面視Ｌ字状に配備して、前述
した開口２４を迂回するように構成している。その結果、伝動系Ａにおける各伝動機構３
６～４０の組み付けやメンテナンスとともに、開口２４を利用した扱胴１７及び受網１８
に対する清掃などのメンテナンスや受網１８の着脱などを、機体の左外方から容易に行う
ことができる。
【００７２】
　脱穀装置５は、伝動系Ａを覆う樹脂製の第１カバー体４１と第２カバー体４２と第３カ
バー体４３とを着脱可能に備えている。第１カバー体４１は、脱穀フレーム１４の左側部
における上半部の前端部分に位置して、伝動系Ａにおける扱胴用の入力軸３５及びフィー
ダ駆動軸１２などに対する伝動箇所を覆っている。第２カバー体４２は、脱穀フレーム１
４の左側部における下半部の前半部分に位置して、伝動系Ａにおける唐箕２０及び１番ス
クリュ２７などに対する伝動箇所を覆っている。第３カバー体４３は、脱穀フレーム１４
の左側部における下半部の後半部分に位置して、伝動系Ａにおける揺動選別機構１９の駆
動部１９Ａ及び２番スクリュ２８などに対する伝動箇所を覆っている。
【００７３】
　図４～６に示すように、脱穀装置５は、側壁体１６の開き位置での保持を可能にする保
持機構Ｂとして、ガスダンパ４４を備えている。そして、このガスダンパ４４を、開口２
４を形成するフレーム部１４Ａの後縁部分１４Ａａに配備して、側壁体１６の後端部に作
用させている。
【００７４】
　つまり、ガスダンパ４４を、伝動系Ａが隣接するフレーム部１４Ａの前縁部分１４Ａｂ
ではなく、伝動系Ａから離れるフレーム部の後縁部分１４Ａａに配置して、伝動系Ａとガ
スダンパ４４とを、脱穀フレーム１４における開口２４の周辺において適宜に分散させて
いる。これにより、開口２４を利用した扱胴１７及び受網１８に対する清掃などのメンテ
ナンスや受網１８の着脱などを行う場合に、伝動系Ａ及びガスダンパ４４が邪魔になる、
といった不具合の発生を回避することができる。又、伝動系Ａの組み付けやメンテナンス
を行う場合にガスダンパ４４が邪魔になる、あるいは、ガスダンパ４４の組み付けやメン
テナンスを行う場合に伝動系Ａが邪魔になる、といった不具合の発生を回避することがで
きる。
【００７５】
　図４～１０に示すように、側壁体１６は、その閉じ位置にて受網１８に隣接する側面視
矩形状の内壁板４５、内壁板４５の左外側に間隔をあけて位置する側面視矩形状の外壁板
４６、内壁板４５の前端部と外壁板４６の前端部とにわたる前壁板４７、及び、内壁板４
５の後端部と外壁板４６の後端部とにわたる後壁板４８、などを備えている。そして、こ
れらの壁板４５～４８により、閉じ位置での横断面を矩形状に形成している。又、側壁体
１６の開閉方向に沿って内壁板４５と外壁板４６とにわたる後壁板４８に、ガスダンパ用
の取付部１６Ａを備えている。
【００７６】
　上記の構成により、側壁体１６は、その開き位置においては、機体の左右方向視で矩形
状の縦断面を有することになる。これにより、側壁体１６に対するガスダンパ４４の作用
位置が側壁体１６の後端部に片寄っていても、開き位置での側壁体１６の姿勢を、歪みの
少ない良好な姿勢に保つことができる。
【００７７】
　又、ガスダンパ４４が作用する後壁板４８は、側壁体１６の開閉方向に沿って内壁板４
５と外壁板４６とにわたることで、側壁体１６の開閉方向の負荷に対して強い抗力を有し
ている。そのため、ガスダンパ４４にて側壁体１６を開き位置に保持することにより、側
壁体１６の重量が後壁板４８に作用しても、その重量による後壁板４８の変形を回避する
ことができる。
【００７８】
　図７～９に示すように、側壁体１６の内壁板４５は、その保形性及び強度を高めるため
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に、その四辺に沿う無端帯状で四辺から外壁板側に延出する周壁部４５Ａを備えている。
そして、この周壁部４５Ａに、外壁板４６に溶接した前壁板４７及び後壁板４８をボルト
連結している。
【００７９】
　図５～１０に示すように、側壁体１６は、側壁体１６の上端部において前壁板４７と後
壁板４８とにわたって前壁板４７と後壁板４８とを連結する上側連結部材４９、及び、側
壁体１６の下端部において前壁板４７と後壁板４８とにわたって前壁板４７と後壁板４８
とを連結する下側連結部材５０を備えている。そして、上側連結部材４９及び下側連結部
材５０は、それら自体が高い保形性及び強度を有するように、前後方向視の形状を略横向
きＵ字状に形成している。又、側壁体１６は、前壁板４７と後壁板４８とにわたり、かつ
、外壁板４６と上側連結部材４９とにわたる天板５１を備えている。天板５１は、外壁板
４６との一体形成により外壁板４６に連結している。そして、前壁板４７と後壁板４８と
上側連結部材４９とに溶接によって連結している。
　図７、図８に示すように、側壁体１６は閉じ位置における上側部分に、外壁板４６と一
体形成された天板５１に連結された上側連結部材４９と、内壁板４５の上側の周壁部４５
Ａとが機体左右方向に離隔していて、内壁板４５と外壁板４６に沿って延びる上側開口部
を構成している。上側開口部は機体前後方向において前壁板４７から後壁板４８に亘って
いる。上側連結部材４９は凹部４９Ａに、外壁板４６の上端部に対向する上側連結部材外
側面を備え、さらに上側連結部材４９は上側連結部材上側面を備えている。上側連結部材
４９は、上側連結部材外側面が外壁板４６の上端部と間隔をおいていて、上側連結部材上
側面が天板５１と面接触している。
【００８０】
　これにより、側壁体１６の保形性を効果的に高めることができ、開き位置での側壁体１
６の姿勢を、より歪みの少ない良好な姿勢に保つことができる。
【００８１】
　図７、図８、図１０及び図１１に示すように、下側連結部材５０は、前後の壁板４７，
４８の下端から下方に延出する外壁板４６の下端部４６Ａに対向する外側面５０Ａを備え
ている。そして、下側連結部材５０を、前壁板４７及び後壁板４８における外壁板側の端
部に配置して、下側連結部材５０の外側面５０Ａを外壁板４６の下端部４６Ａに面接触さ
せている。また、側壁体１６は閉じ位置における下側部分に、外壁板４６の下端部４６Ａ
に面接触する下側連結部材５０と、内壁板４５の下側の周壁部４５Ａとが機体左右方向に
離隔していて、内壁板４５と外壁板４６に沿って延びる下側開口部を構成している。下側
開口部は機体前後方向において前壁板４７から後壁板４８に亘っている。上側開口部のう
ちの左右方向における幅が、下側開口部のうちの左右方向における幅よりも狭くなってい
る。
【００８２】
　これにより、側壁体１６の開き位置においては、側壁体１６の揺動支点から離れている
ことによって歪みが生じ易い外壁板４６の下端部（遊端部）４６Ａを、下側連結部材５０
が下方から受け止めて支持するようになる。その結果、開き位置での側壁体１６の姿勢を
、より歪みの少ない良好な姿勢に保つことができる。
【００８３】
　図７、図８及び図１０に示すように、側壁体１６の上側連結部材４９は、その溝状の凹
部４９Ａに４つのブラケット５２を前後方向に所定間隔をあけて溶接している。各ブラケ
ット５２は、ボス５３に相対回転可能に内嵌した支軸２６の両端部を支持する略Ｕ字状に
形成している。各ボス５３は、その外周部をＬ字状の連結部材５４の一端部に溶接してい
る。各連結部材５４は、その他端部を脱穀フレーム１４とのボルト連結部に構成している
。脱穀フレーム１４は、その前後両端にわたる長さを有して脱穀フレーム１４の上端部か
ら左外方に延出する延出部１４Ｂを備えている。そして、その延出部１４Ｂに各連結部材
５４とのボルト連結部を備えて、その延出部１４Ｂが、側壁体１６を上下揺動可能に支持
する支持部となるように構成している。
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【００８４】
　つまり、側壁体１６の保形性を高め、かつ、それ自体が高い保形性及び強度を有する上
側連結部材４９を、支軸２６などを介して脱穀フレーム１４の上端部に連結する部材に兼
用している。これにより、側壁体１６における脱穀フレーム１４との連結箇所を、その連
結箇所に新たな補強部材などを設けることなく、側壁体１６の開閉操作を良好に行える高
い保形性及び強度を有する歪みの少ない状態に構成することができる。
【００８５】
　図７～９に示すように、脱穀装置５は、脱穀フレーム１４のフレーム部１４Ａにおける
側壁体側の側面１４Ａｃ（以下、左側面１４Ａｃと称する）と、側壁体１６においてフレ
ーム部１４Ａの左側面１４Ａｃに対応する内壁板４５の枠状面部４５Ｂとを、側壁体１６
の閉じ位置において密接させるシール部材５５を備えている。これにより、脱穀装置５で
の扱胴１７による扱き処理で得た穀粒が、フレーム部１４Ａの左側面１４Ａｃと内壁板４
５の枠状面部４５Ｂとの隙間から漏れ出す不具合の発生を阻止することができる。
【００８６】
　フレーム部１４Ａは、その左側面１４Ａｃのうちの前側面部１４ａと後側面部１４ｂと
上側面部１４ｃとが同一面上に位置し、下側面部１４ｄのみが他の側面部１４ａ～１４ｃ
よりも左外側に位置するように構成している。
【００８７】
　側壁体１６の内壁板４５は、その下端において内壁板４５の前後両端にわたる補助部材
５６を備えている。補助部材５６は、前後方向視の形状が下向きのＬ字形で、その上面を
内壁板４５における周壁部４５Ａの底面に溶接することにより、側壁体１６の閉じ位置に
おいて、フレーム部１４Ａの下側面部１４ｄに対向する側面５６ａを有するように構成し
ている。そして、この側面５６ａにより、内壁板４５の枠状面部４５Ｂのうち、フレーム
部１４Ａにおける左側面１４Ａｃの下側面部１４ｄに対応する下側面部分４５Ｂａを形成
している。
【００８８】
　これにより、側壁体１６の揺動支点から離れていることによって歪みが生じ易い内壁板
４５の下端部（遊端部）での保形性を、補助部材５６によって効果的に高めることができ
る。そして、その補助部材５６の側面５６ａを枠状面部４５Ｂの下側面部分４５Ｂａとし
て使用することから、側壁体１６の閉じ位置においてシール部材５５を介して密接するフ
レーム部１４Ａの左側面１４Ａｃと内壁板４５の枠状面部４５Ｂとの下部側での密接状態
を良好に保つことができる。
【００８９】
　図７～９に示すように、シール部材５５は、脱穀フレーム１４のフレーム部１４Ａにお
ける左側面１４Ａｃの前側面部１４ａに接着する縦長の前側シール部５５Ａ、左側面１４
Ａｃの後側面部１４ｂに接着する縦長の後側シール部５５Ｂ、左側面１４Ａｃの上側面部
１４ｃに接着する横長の上側シール部５５Ｃ、及び、側壁体１６の内壁板４５における枠
状面部４５Ｂの下側面部分４５Ｂａ（補助部材５６の側面５６ａ）に接着する横長の下側
シール部５５Ｄ、を備えている。
【００９０】
　図５及び図７～１０に示すように、側壁体１６は、内壁板４５の前半部と後半部とのそ
れぞれに、側壁体１６の閉じ位置において受網１８の下方に入り込むガイド部５７を備え
ている。各ガイド部５７は、閉じ位置での受網１８の下方への入り込み量が下方側ほど大
きくなる状態で内壁板４５の上下中間部から右下方に延出するガイド面５７Ａを備えてい
る。又、ガイド面５７Ａから内壁板４５にわたる前面５７Ｂと後面５７Ｃと底面５７Ｄと
を備えている。そして、これらの各面５７Ａ～５７Ｄを備えることにより、内壁板４５と
の間に閉塞空間５８を形成する箱状に構成している。又、それらの前後幅を、内壁板４５
の前後幅の半分よりも少し狭い前後幅に設定することにより、前後のガイド部５７の間に
、受網１８の左端部から揺動選別機構１９の左端部への選別対象物の漏下を許容する隙間
５９を形成している。
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【００９１】
　この構成により、扱胴１７の回転方向上手側に位置することにより漏下量が多くなる受
網１８の左端部から濾過した選別対象物の多くを、各ガイド部５７のガイド面５７Ａによ
り、揺動選別機構１９の左右中央側に案内することができる。これにより、受網１８から
漏下した選別対象物が、揺動選別機構１９の左端側に集中して供給されることに起因した
揺動選別機構１９での選別不良の発生を防止することができる。
【００９２】
　そして、各ガイド部５７を箱状に構成することにより、側壁体１６の保形性を更に高め
ることができる。これにより、開き位置での側壁体１６の姿勢を、より歪みの少ない良好
な姿勢に保つことができる。
【００９３】
　又、各ガイド部５７は、内壁板４５との間に閉塞空間５８を形成することから、受網１
８から漏下した選別対象物が内壁板４５と各ガイド部５７との間に入り込む不具合の発生
を防止することができる。これにより、穀粒が内壁板４５と各ガイド部５７との間に入り
込むことに起因した穀粒回収効率の低下を回避することができる。又、稈屑などが内壁板
４５とガイド部５７との間に入り込んで内壁板４５及びガイド部５７に付着することを防
止することができる。その結果、脱穀装置５の内部を清掃する際に要する手間を軽減する
ことができる。
【００９４】
　各ガイド部５７において、ガイド面５７Ａ及び底面５７Ｄは、それらが連なるように第
１鋼板６０を屈曲して形成している。前面５７Ｂは第２鋼板６１により、又、後面５７Ｃ
は第３鋼板６２により、側壁体１６の内壁板４５と第１鋼板６０との間に入り込む前後方
向視三角形状に形成している。そして、第１鋼板６０の前端部に第２鋼板６１を溶接し、
第１鋼板６０の後端部に第３鋼板６２を溶接して、ガイド部５７を構成している。各ガイ
ド部５７は、側壁体１６の内壁板４５との溶接により、内壁板４５との間に閉塞空間５８
を形成している。
【００９５】
　図４、図５及び図１０に示すように、脱穀フレーム１４のフレーム部１４Ａは、その後
縁部分１４Ａａの下端部にガスダンパ４４のピストンロッド４４Ａを連結する第１連結軸
６３と、第１連結軸６３を支点にして揺動する揺動部材６４とを備えている。側壁体１６
は、その取付部１６Ａにガスダンパ４４のシリンダチューブ４４Ｂを連結する第２連結軸
６５を備えている。ガスダンパ４４は、側壁体１６の開き位置への上昇揺動とともに伸長
するように、フレーム部１４Ａの第１連結軸６３と側壁体１６の第２連結軸６５とにわた
って架設している。
【００９６】
　揺動部材６４は、フレーム部１４Ａとガスダンパ４４との間に配置している。そして、
その上下方向視での形状を、側壁体１６の閉じ位置においてガスダンパ４４のシリンダチ
ューブ４４Ｂに外嵌する略Ｕ字状に形成している。又、その上下長さを、側壁体１６の開
き位置への到達に伴って、ガスダンパ４４のシリンダチューブ４４Ｂとフレーム部１４Ａ
の第１連結軸６３との間に入り込む長さに設定している。これにより、揺動部材６４を、
側壁体１６の開き位置からの下降を阻止する下降阻止機構Ｃとして機能させている。
【００９７】
　上記の構成により、側壁体１６の開き位置への揺動操作に要する操作力を、ガスダンパ
４４の作用によって軽減することができる。その結果、側壁体１６を開き位置に揺動操作
する際の操作性を向上させることができる。
【００９８】
　又、側壁体１６が開き位置に到達すると、このときにガスダンパ４４の上側に位置する
揺動部材６４が、ガスダンパ４４のシリンダチューブ４４Ｂとフレーム部１４Ａの第１連
結軸６３との間に自動的に入り込んで、ガスダンパ４４の収縮作動を阻止するとともに側
壁体１６の開き位置からの下降を阻止する。これにより、ガスダンパ４４においてガス漏
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れが生じた場合であっても、そのガス漏れに起因して側壁体１６が開き位置から不測に下
降する不具合の発生を、その不具合の発生を阻止するための専用の操作を要することなく
、確実に阻止することができる。
【００９９】
　図５、図７及び図１１に示すように、脱穀装置５は、側壁体１６の閉じ位置での固定保
持を可能にするロック機構６６を備えている。ロック機構６６は、脱穀フレーム１４にお
けるフレーム部１４Ａの下縁部分１４Ａｄに備えた前後一対の被係合具６７と、側壁体１
６の下端部に備えた前後一対の係合具６８とから構成している。これにより、側壁体１６
の揺動支点から離れていることによってフレーム部１４Ａから離れ易い側壁体１６の下端
部に対してロック機構６６を作用させることができる。その結果、ロック機構６６による
側壁体１６の閉じ位置での固定保持を良好に行うことができる。
【０１００】
　各被係合具６７は、前後向きの軸部材６９により構成している。そして、フレーム部１
４Ａの下縁部分１４Ａｄから左外方に延出する前後の支持アーム７０の延出端に備えてい
る。各係合具６８は、側壁体１６の下端部に固定した樹脂製の固定部材７１と、固定部材
７１に上下揺動可能に係合連結した樹脂製の可動部材７２とから構成している。各固定部
材７１は、軸部材６９の係入を許容する凹部７１Ａと、可動部材７２を下降付勢する弾性
付勢部（図示せず）とを備えている。各可動部材７２は、固定部材７１の凹部７１Ａに係
入した軸部材６９に対して下降揺動により係合するフック状に形成している。又、固定部
材７１の凹部７１Ａに係入した軸部材６９に係合する係合位置と、軸部材６９との係合を
解除する上方の解除位置とにわたって上下揺動する。そして、それらの左端部に、手動に
よる弾性付勢部の作用に抗した上方への揺動操作を可能にする操作部７２Ａを備えている
。又、それらの右端部に、側壁体１６の閉じ位置への揺動操作に連動した軸部材６９との
接触による弾性付勢部の作用に抗した上方への揺動操作を可能にする連動部７２Ｂを備え
ている。
【０１０１】
　これにより、側壁体１６を閉じ位置に揺動操作すると、ロック機構６６における各弾性
付勢部の作用と各連動部７２Ｂの作用により、側壁体１６の閉じ位置への到達に連動して
側壁体１６を自動的に閉じ位置にて固定保持することができる。そして、このロック機構
６６による側壁体１６の閉じ位置での固定保持は、ロック機構６６における各可動部材７
２の操作部７２Ａを手動操作することにより、簡単に解除することができる。
【０１０２】
　図１１及び図１２に示すように、脱穀フレーム１４のフレーム部１４Ａは、前述した前
後の支持アーム７０を備えている。そして、前後の支持アーム７０に、各支持アーム７０
の左方への延出長さを調節可能にすることにより、各軸部材６９の機体横方向での位置調
節を可能にする位置調節機構Ｄを備えている。これにより、脱穀フレーム１４や側壁体１
６の製造誤差などに起因して、側壁体１６の開閉方向において、側壁体１６の閉じ位置と
ロック機構６６による側壁体１６の固定位置とにズレが生じた場合には、その位置ズレを
位置調節機構Ｄによって吸収することができる。その結果、脱穀フレーム１４や側壁体１
６の製造誤差などにかかわらず、側壁体１６の閉じ位置とロック機構６６による側壁体１
６の固定位置とを一致させることができ、ロック機構６６による側壁体の閉じ位置での固
定保持を適正に行うことができる。
【０１０３】
　各支持アーム７０は、フレーム部１４Ａの下縁部分１４Ａｄに固定する平面視略Ｕ字状
の第１部材７３と、軸部材６９を支持する前後一対の第２部材７４とを備えている。そし
て、各第２部材７４に、機体の横方向に長い２つの長孔Ｄａ，Ｄｂを機体の横方向に並べ
て形成している。又、第１部材７３における前後の両部に、各第２部材７４における脱穀
フレーム側の長孔Ｄａを利用した第１部材７３と第２部材７４とのボルト連結を可能にす
る連結部Ｄｃと、各第２部材７４における側壁体側の長孔Ｄｂに機体横方向に移動可能に
係入する突起Ｄｄとを、機体の横方向に並べて備えている。そして、これらの２つの長孔
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Ｄａ，Ｄｂと連結部Ｄｃと突起Ｄｄとから、各支持アーム７０に備えた位置調節機構Ｄを
構成している。
【０１０４】
　この構成によると、各支持アーム７０において、第１部材７３の各連結部Ｄｃと各第２
部材７４の脱穀フレーム側の長孔Ｄａとを利用して第１部材７３と第２部材７４とをボル
ト７５にて仮止めし、かつ、第１部材７３の各突起Ｄｄを各第２部材７４の側壁体側の長
孔Ｄｂに係入することにより、第１部材７３に対する各第２部材７４の機体横方向への移
動を許容しながら、第１部材７３に対する各第２部材７４の揺動変位を阻止することがで
きる。つまり、第１部材７３と各第２部材７４とのボルト連結箇所を少なくしながら、第
１部材７３に対する各第２部材７４の回り止めを確実に行うことができる。これにより、
機体横方向での軸部材６９の位置調節を簡単に行うことができる。そして、軸部材６９の
位置調節後に仮止め状態のボルト７５を本締めして第１部材７３と各第２部材７４とをボ
ルト連結することにより、軸部材６９を適正位置にて簡単に固定することができる。つま
り、各位置調節機構Ｄによる軸部材６９の位置調節固定を、簡単かつ適正に行うことがで
きる。
【０１０５】
　〔別実施形態〕
【０１０６】
〔１〕全稈投入型コンバインは、脱穀装置５を機体フレーム１の右半部に配備したもので
あってもよい。この場合、開口２４及び側壁体１６が脱穀装置５の右端部に位置して、扱
胴１７及び受網１８を機体の右外方に臨ませることが可能な構成となる。
【０１０７】
〔２〕脱穀装置は、扱胴１７をドラム式に構成したものであってもよい。又、受網１８を
、前後２分割構造で左右に２分割可能な４分割構造などに構成したものであってもよい。
【０１０８】
〔３〕側壁体１６を上下揺動可能に支持する前後向きの支軸２６の本数は、側壁体１６の
前後長さ又は重量などに応じて種々の変更が可能である。例えば、側壁体１６の前後長さ
が長くなる場合や、側壁体１６の重量が重くなる場合などにおいては、前後向きの支軸２
６の本数を５本以上に増やしてもよい。逆に、側壁体１６の前後長さが短くなる場合や、
側壁体１６の重量が軽くなる場合などにおいては、前後向きの支軸２６の本数を３本以下
に少なくしてもよい。
【０１０９】
〔４〕保持機構Ｂを、例えば、側壁体１６を開き位置又は開き位置よりも上方の位置まで
上昇揺動させることで、脱穀フレーム１４のフレーム部１４Ａと側壁体１６とわたって架
設することが可能となるように、フレーム部１４Ａの後縁部分１４Ａａに配備した揺動式
や着脱式の突っ張り部材により構成してもよい。又、側壁体１６の閉じ位置から開き位置
への揺動操作に連動して、屈曲状態から伸長状態に切り替わるように、フレーム部１４Ａ
の後縁部分１４Ａａに配備した屈伸式の突っ張り部材により構成してもよい。
【０１１０】
〔５〕側壁体１６は、天板５１を専用部材で構成したものであってもよい。又、天板５１
を内壁板４５又は上側連結部材４９と一体形成したものであってもよい。更に、天板５１
を備えていないものであってもよい。
【０１１１】
〔６〕側壁体１６は、内壁板４５又は外壁板４６に、前壁板４７と後壁板４８とのいずれ
か一方又は双方を一体形成したものであってもよい。
【０１１２】
〔７〕側壁体１６は、底板を備えるものであってもよい。
【０１１３】
〔８〕側壁体１６は、保持機構用の取付部１６Ａを、内壁板４５又は外壁板４６における
後壁板４８の近傍箇所に備えるものであってもよい。
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【０１１４】
〔９〕側壁体１６は、上側連結部材４９と下側連結部材５０とのいずれか一方を備えるも
のであってもよい。又、上側連結部材４９と下側連結部材５０との双方を備えていないも
のであってもよい。
【０１１５】
〔１０〕側壁体１６は、下側連結部材５０の外側面５０Ａを外壁板４６の下端部４６Ａに
面接触させていないものであってもよい。
【０１１６】
〔１１〕側壁体１６は、支軸２６を介した脱穀フレーム１４の上端部との連結を可能にす
る専用部材を備えるものであってもよい。
【０１１７】
〔１２〕側壁体１６は、内壁板４５の前後両端にわたる単一のガイド部５７を備えるもの
であってもよい。又、内壁板４５の前後幅内において３つ以上のガイド部５７を前後方向
に並べて備えるものであってもよい。
【０１１８】
〔１３〕側壁体１６の内壁板４５は、周壁部４５Ａを備えていないものであってもよい。
又、周壁部４５Ａの代わりに、前壁板４７又は後壁板４８とのボルト連結を可能にする前
壁部と後壁部とを備えるものであってもよい。
【０１１９】
〔１４〕側壁体１６の内壁板４５は、補助部材５６を備えていないものであってもよい。
又、その下端に補助部材５６に相当する部分を屈曲形成したものであってもよい。
【０１２０】
〔１５〕側壁体１６の上側連結部材４９は、前後方向視の形状をＬ字状又はＣ字状などに
形成したものであってもよい。
【０１２１】
〔１６〕側壁体１６の下側連結部材５０は、前後方向視の形状をＬ字状又はＣ字状などに
形成したものであってもよい。
【０１２２】
〔１７〕側壁体１６のガイド部５７は、その底面５７Ｄに開口を形成したものであっても
よい。又、底面５７Ｄを備えていないものであってもよい。
【０１２３】
〔１８〕脱穀フレーム１４のフレーム部１４Ａにおける側壁体側の側面１４Ａｃを、その
全体が同一面上に位置するように形成し、かつ、その側面１４Ａｃに対応する側壁体１６
における内壁板４５の枠状面部４５Ｂを、その全体が同一面上に位置するように形成して
もよい。
【０１２４】
〔１９〕ガスダンパ４４のピストンロッド４４Ａを、側壁体１６に第２連結軸６５を介し
て連結し、揺動部材６４を、第２連結軸６５を支点にして揺動する状態で、脱穀フレーム
１４のフレーム部１４Ａとガスダンパ４４との間に配置して、側壁体１６の開き位置への
到達に伴って、揺動部材６４が、ガスダンパ４４のシリンダチューブ４４Ｂと側壁体１６
の第２連結軸６５との間に入り込んで、側壁体１６の開き位置からの下降を阻止するよう
に構成してもよい。
【０１２５】
〔２０〕ロック機構６６を、例えば、フレーム部１４Ａの下縁部分１４Ａｄに被係合具６
７として備えた係合孔と、側壁体１６の下端部に係合具６８として備えた係合ピンとから
構成してもよい。
【０１２６】
〔２１〕位置調節機構Ｄは、フレーム部１４Ａの下縁部分１４Ａｄに固定する第１部材７
３に機体の横方向に長い２つの長孔Ｄａ，Ｄｂを形成し、かつ、被係合具６７を支持する
第２部材７４にボルト連結用の連結部Ｄｃと係入用の突起Ｄｄとを備えるように構成して
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もよい。又、第１部材７３と第２部材７４とのいずれか一方に、２つの長孔Ｄａ，Ｄｂを
上下に並べて形成し、かつ、他方に、ボルト連結用の連結部Ｄｃと係入用の突起Ｄｄとを
上下に並べて形成してもよい。
【産業上の利用可能性】
【０１２７】
　本発明は、扱胴及び受網を機体の横外方に臨ませる開口と、この開口を開閉可能に塞ぐ
開閉式の側壁体とを備えた全稈投入型コンバインの脱穀装置に適用することができる。
【符号の説明】
【０１２８】
　１４　　　脱穀フレーム
　１４Ａ　　フレーム部
　１４Ａａ　後縁部分
　１４Ａｃ　側壁体側の側面
　１４Ａｄ　下縁部分
　１４ｄ　　下側面部
　１６　　　側壁体
　１６Ａ　　保持機構用の取付部
　１７　　　扱胴
　１８　　　受網
　２４　　　開口
　２６　　　前後向きの支軸
　４４　　　ガスダンパ
　４４Ａ　　ピストンロッド
　４４Ｂ　　シリンダチューブ
　４５　　　内壁板
　４５Ｂ　　枠状面部
　４５Ｂａ　下側面部分
　４６　　　外壁板
　４６Ａ　　下端部
　４７　　　前壁板
　４８　　　後壁板
　４９　　　上側連結部材
　５０　　　下側連結部材
　５０Ａ　　外側面
　５１　　　天板
　５５　　　シール部材
　５６　　　補助部材
　５６ａ　　側面
　５７　　　ガイド部
　５７Ａ　　ガイド面
　５７Ｂ　　前面
　５７Ｃ　　後面
　５７Ｄ　　底面
　５８　　　閉塞空間
　６３　　　連結軸
　６４　　　揺動部材
　６５　　　連結軸
　６６　　　ロック機構
　６７　　　被係合具
　６８　　　係合具
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　７３　　　第１部材
　７４　　　第２部材
　Ｂ　　　　保持機構
　Ｃ　　　　下降阻止機構
　Ｄ　　　　位置調節機構
　Ｄａ　　　長孔
　Ｄｂ　　　長孔
　Ｄｃ　　　連結部
　Ｄｄ　　　突起

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】
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【図１１】

【図１２】
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