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(57)【要約】
【課題】　刈取収穫作業を開始するときの操作の簡略化
を図り、しかも、扱深さ制御手段を的確に自動制御状態
に切り換えることができる作業車の操作制御装置を提供
する。
【解決手段】　操作制御手段Ｃが、作業指令手段２５に
て作業開始指令が指令されると、アクセル手段６３を前
記定格回転状態に操作し、作業クラッチ１４を前記入り
状態に操作し、且つ、扱深さ制御手段Ｊを自動制御状態
に切り換えるように構成されているコンバインの操作制
御装置。
【選択図】　　　　図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　エンジンの出力にて駆動される走行装置及び穀稈処理作業装置と、
　前記エンジンの出力を前記穀稈処理作業装置に伝達する入り状態と伝達を遮断する切り
状態とに切り換え自在な作業クラッチと、
　前記エンジンをアイドリング回転速度で回転させるアイドリング状態と定格回転速度で
回転させる定格回転状態とに切り換えるアクセル手段と、
　扱深さを設定適正深さに維持するように扱深さ調節手段を自動操作する自動制御状態と
自動制御を停止する制御停止状態に切り換え自在な扱深さ制御手段とが設けられたコンバ
インの操作制御装置であって、
　作業開始指令を指令する手動操作式の作業指令手段と、
　前記作業指令手段にて前記作業開始が指令されると、前記作業クラッチを前記入り状態
に操作し、且つ、前記扱深さ制御手段を前記自動制御状態に切り換える操作制御手段が設
けられているコンバインの操作制御装置。
【請求項２】
　エンジンの出力にて駆動される走行装置及び穀稈処理作業装置と、
　前記エンジンの出力を前記穀稈処理作業装置に伝達する入り状態と伝達を遮断する切り
状態とに切り換え自在な作業クラッチと、
　前記エンジンをアイドリング回転速度で回転させるアイドリング状態と定格回転速度で
回転させる定格回転状態とに切り換えるアクセル手段と、
　扱深さを設定適正深さに維持するように扱深さ調節手段を自動操作する自動制御状態と
自動制御を停止する制御停止状態に切り換え自在な扱深さ制御手段とが設けられたコンバ
インの操作制御装置であって、
　作業開始指令を指令する手動操作式の作業指令手段と、
　前記作業指令手段にて前記作業開始が指令されると、前記アクセル手段を前記定格回転
状態に操作し、且つ、前記扱深さ制御手段を前記自動制御状態に切り換える操作制御手段
とが設けられているコンバインの操作制御装置。
【請求項３】
　エンジンの出力にて駆動される走行装置及び穀稈処理作業装置と、
　前記エンジンの出力を前記穀稈処理作業装置に伝達する入り状態と伝達を遮断する切り
状態とに切り換え自在な作業クラッチと、
　前記エンジンをアイドリング回転速度で回転させるアイドリング状態と定格回転速度で
回転させる定格回転状態とに切り換えるアクセル手段と、
　扱深さを設定適正深さに維持するように扱深さ調節手段を自動操作する自動制御状態と
自動制御を停止する制御停止状態に切り換え自在な扱深さ制御手段とが設けられたコンバ
インの操作制御装置であって、
　作業開始指令を指令する手動操作式の作業指令手段と、
　前記作業指令手段にて前記作業開始が指令されると、前記アクセル手段を前記定格回転
状態に操作し、前記作業クラッチを前記入り状態に操作し、且つ、前記扱深さ制御手段を
前記自動制御状態に切り換える操作制御手段が設けられているコンバインの操作制御装置
。
【請求項４】
　前記作業クラッチが、前記穀稈処理作業装置としての脱穀装置に対応して設けられた脱
穀クラッチである請求項１又は３に記載のコンバインの操作制御装置。
【請求項５】
　前記操作制御手段が、前記作業指令手段にて前記作業開始が指令されると、警報音発生
装置を作動させるように構成されている請求項１～４のいずれか１項に記載のコンバイン
の操作制御装置。
【請求項６】
　前記作業指令手段が、作業停止指令を指令できるように構成され、
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　前記操作制御手段が、前記作業指令手段にて前記作業停止指令が指令されると、前記作
業クラッチを前記切り状態に操作し、前記扱深さ制御手段を前記制御停止状態に切り換え
、且つ、前記アクセル手段を定格回転状態に維持するように構成されている請求項１～５
のいずれか１項に記載のコンバインの操作制御装置。
【請求項７】
　前記操作制御手段が、電源投入により起動されたときに、前記作業クラッチが入り状態
の場合には前記作業クラッチを切り状態に操作し、かつ、前記扱深さ制御手段を前記制御
停止状態に操作するように構成されている請求項１～６のいずれか１項に記載の作業車の
操作制御装置。
【請求項８】
　刈取処理装置と、前記エンジンの出力を前記刈取処理装置に伝達する入り状態と伝達を
遮断する切り状態とに切り換え自在な刈取クラッチと、前記走行装置の走行速度を変速す
る走行変速装置と、その走行変速装置の変速状態を検出する走行変速検出手段とが設けら
れ、
　前記操作制御手段が、前記作業指令手段にて前記作業開始指令が指令されている場合に
おいて、前記走行変速検出手段にて前進走行状態が検出されると前記刈取クラッチを入り
状態に操作し、且つ、前記走行変速検出手段にて走行中立状態及び後進走行状態が検出さ
れると前記刈取クラッチを切り状態に操作するように構成されている請求項１～７のいず
れか１項に記載のコンバインの操作制御装置。
【請求項９】
　前記走行変速装置が、前進走行速度を無段階に変速するように構成され、
　前記走行変速装置の変速操作レバーが、中立位置にて走行停止状態に操作し、前進操作
域にて前進走行状態に操作し、及び、後進操作域にて後進走行状態に操作するように、且
つ、前記前進操作域では前記中立位置から離れるほど高速に操作するように、前記走行変
速装置と連係された状態で設けられ、
　前記走行変速検出手段が、前記走行変速装置の変速操作レバーの操作位置を検出するよ
うに構成され、
　前記操作制御手段が、前記前進操作域におけるクラッチ入り判別用設定位置よりも高速
側に前記変速操作レバーが位置すると、前記前進走行状態であるとして、前記刈取クラッ
チを入り状態に操作し、且つ、前記前進操作域におけるクラッチ入り判別用設定位置より
も低速側に定めたクラッチ切り判別用設定位置よりも低速側に前記変速操作レバーが位置
すると、前記走行中立状態であるとして、前記刈取クラッチを切り状態に操作するように
構成されている請求項８記載のコンバインの操作制御装置。
【請求項１０】
　前記刈取クラッチの入り操作指令及び切り操作指令を指令する手動操作式のクラッチ操
作指令手段が設けられ、
　前記操作制御手段が、前記作業指令手段にて前記作業開始指令が指令されかつ前記走行
変速検出手段にて前記走行中立状態が検出されているときには、前記クラッチ操作指令手
段の入り操作指令及び切り操作指令に基づいて、前記刈取クラッチを入り状態及び切り状
態に操作し、且つ、前記作業指令手段にて前記作業開始指令が指令され前記走行変速検出
手段にて前記前進走行状態及び前記後進走行状態が検出されているときには、前記クラッ
チ操作指令手段の入り操作指令及び切り操作指令に基づいて前記刈取クラッチを操作しな
いように構成されている請求項８又は９に記載のコンバインの操作制御装置。
【請求項１１】
　前記刈取処理装置が、走行機体に対して昇降操作自在に構成され、
　前記刈取処理装置の前記走行機体に対する高さを検出する高さ検出手段と、前記刈取ク
ラッチに対する自動操作を行なう自動操作指令と自動操作を行なわない自動停止指令を指
令する手動操作式の自動操作指令手段とが設けられ、
　前記操作制御手段が、前記作業指令手段にて前記作業開始指令が指令され且つ前記走行
変速検出手段にて前進走行状態が検出されるときに、前記自動操作指令手段にて前記自動
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操作指令が指令されている場合には、前記高さ検出手段の検出情報にて前記刈取処理装置
が前記設定基準高さよりも下降側に位置することが検出されると、前記刈取クラッチを入
り状態に操作し、且つ、前記高さ検出手段の検出情報にて前記刈取処理装置が設定基準高
さ以上の上昇側に位置することが検出されると、前記刈取クラッチを切り状態に操作する
ように構成されている請求項８～１０のいずれか１項に記載のコンバインの操作制御装置
。
【請求項１２】
　前記操作制御手段が、前記自動操作指令手段にて前記自動操作指令が指令されている場
合には、前記クラッチ操作指令手段の指令による前記刈取クラッチの操作を実行しないよ
うに構成されている請求項１１に記載のコンバインの操作制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、エンジンの出力にて駆動される走行装置及び穀稈処理作業装置と、
　前記エンジンの出力を前記穀稈処理作業装置に伝達する入り状態と伝達を遮断する切り
状態とに切り換え自在な作業クラッチと、
　前記エンジンをアイドリング回転速度で回転させるアイドリング状態と定格回転速度で
回転させる定格回転状態とに切り換えるアクセル手段と、
　扱深さを設定適正深さに維持するように扱深さ調節手段を自動操作する自動制御状態と
自動制御を停止する制御停止状態に切り換え自在な扱深さ制御手段とが設けられたコンバ
インの操作制御装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　コンバインにおいては、エンジンの始動を行なうときには、作業クラッチを切り状態に
且つアクセル手段をアイドリング状態にすることになり、そして、エンジンの始動後にお
いて、刈取収穫作業を行うときには、アクセル手段を定格回転状態に且つ作業クラッチを
入り状態にすることになる。
　さらには、刈取収穫作業を行うときには、扱深さ制御手段を自動制御状態に切り換える
ことが多い。つまり、扱深さ調節手段は、手動指令にても操作できるように構成されるも
のであるため、穀稈の稈長が大きく変化する圃場等においては、扱深さ制御手段を制御停
止状態に切り換えて、手動指令にて扱深さ調節手段を操作することもあるが、一般には、
扱深さ制御手段を自動制御状態に切り換えて、扱深さ調節手段を自動操作することが多い
ものである。
【０００３】
　従来のコンバインにおいては、扱深さ制御手段を自動制御状態と制御停止状態とに切り
換える手動操作式の切換スイッチを設けて、刈取収穫作業を開始するときに、切換スイッ
チにより、扱深さ制御手段を自動制御状態に切り換えるようになっていた（例えば、特許
文献1参照。）。
　また、コンバインの別の従来例として、作業クラッチを入り状態と切り状態に切り換え
る電動モータ、作業開始指令と作業停止指令を指令する操作スイッチ、及び、その操作ス
イッチの指令により、作業クラッチを入り状態と切り状態に切り換えるように電動モータ
の作動を制御する制御手段を設けて、作業クラッチの入切操作の簡略化を図るようにした
ものがある（例えば、特許文献２参照。）。
　尚、上記特許文献２においては、穀稈処理作業装置として、脱穀装置及び穀稈を刈取処
理して脱穀装置に供給する刈取処理装置が装備され、そして、作業クラッチとして、エン
ジンの出力を脱穀装置に伝達する入り状態とエンジンの出力の脱穀装置への伝達を遮断す
る切り状態とに切り換え自在な脱穀クラッチ、及び、エンジンの出力を刈取処理装置に伝
達する入り状態とエンジンの出力の刈取処理装置への伝達を遮断する切り状態とに切り換
え自在な刈取クラッチが設けられ、さらに、操作スイッチが、枕扱ぎ状態をも指令できる
ように構成され、制御手段が、作業開始指令が指令されると、脱穀クラッチ及び刈取クラ
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ッチを入り状態にし、作業停止指令が指令されると、脱穀クラッチ及び刈取クラッチを切
り状態にし、さらに、枕扱ぎ状態が指令されると、脱穀クラッチを入り状態に且つ刈取ク
ラッチを切り状態にするように、電動モータを制御するように構成されている。
【０００４】
【特許文献１】特開平８－１７２８６７号公報
【特許文献２】特開２００２－９５３３７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　コンバインにおいては、刈取収穫作業の開始時における操作の簡略化が望まれるもので
あるが、従来では、作業クラッチを入り状態にすること、エンジンを定格回転状態に切り
換えること、さらには、扱深さ制御手段を自動制御状態に切り換えることの夫々を、各別
に行わなければならないものであり、刈取収穫作業の開始時における操作が煩雑となるも
のであった。
　ちなみに、作業クラッチを入り状態にすることや、エンジンを定格回転状態にすること
は、例えばエンジンを定格回転状態にするとエンジンの音が大きくなり、また、脱穀クラ
ッチを入り状態にすると、脱穀装置の作動音が大きくなる等により、作業クラッチが入り
状態であるか否か、及び、エンジンが定格回転状態であるか否かは、運転者にとって分か
り易いものであり、作業クラッチを入り状態にすることや、エンジンを定格回転状態にす
ることは、刈取収穫作業の開始時に忘れなく行われるものの、扱深さ制御手段が自動制御
状態であるか否かは、周囲の音の変化等により知ることができないため、運転者にとって
分かり難いものであり、扱深さ制御手段を自動制御状態に切り換えることを忘れる虞があ
った。尚、一般には、扱深さ制御手段が自動制御状態であるか、制御停止状態であるかを
表示する表示ランプを設けているが、上述の通り、扱深さ制御手段を自動制御状態に切り
換えることを忘れる虞があった。
【０００６】
　本発明は、上記実情に鑑みて為されたものであって、その目的は、刈取収穫作業の開始
時における操作の簡略化を図り、しかも、扱深さ制御手段を自動制御状態に的確に切り換
えることができるコンバインの操作制御装置を提供する点にある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明のコンバインの操作制御装置は、　
　エンジンの出力にて駆動される走行装置及び穀稈処理作業装置と、
　前記エンジンの出力を前記穀稈処理作業装置に伝達する入り状態と伝達を遮断する切り
状態とに切り換え自在な作業クラッチと、
　前記エンジンをアイドリング回転速度で回転させるアイドリング状態と定格回転速度で
回転させる定格回転状態とに切り換えるアクセル手段と、
　扱深さを設定適正深さに維持するように扱深さ調節手段を自動操作する自動制御状態と
自動制御を停止する制御停止状態に切り換え自在な扱深さ制御手段とが設けられたもので
あって、その第１特徴構成は、
　作業開始指令を指令する手動操作式の作業指令手段と、
　前記作業指令手段にて前記作業開始が指令されると、前記作業クラッチを前記入り状態
に操作し、且つ、前記扱深さ制御手段を前記自動制御状態に切り換える操作制御手段が設
けられている点にある。
【０００８】
　すなわち、作業指令手段にて作業開始指令を指令することにより、操作制御手段が作業
クラッチを入り状態に操作し、且つ、扱深さ制御手段を自動制御状態に切り換えることに
なる。
　このように作業指令手段にて作業開始指令を指令することにより、作業クラッチを入り
状態に操作し、且つ、扱深さ制御手段を自動制御状態に切り換えることができるものであ
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るから、刈取収穫作業を開始するときに、作業クラッチを入り状態にし、且つ、扱深さ制
御手段を自動制御状態に切り換えることを、作業指令手段にて作業開始指令を指令するだ
けの簡単な操作にて行なえるものとなる。
【０００９】
　説明を加えると、例えばエンジンを始動させて作業を行なうときにおいては、先ず、作
業クラッチが切り状態で且つアクセル手段がアイドリング状態となる状態にてエンジンを
始動させ、次に、そのエンジンの始動状態において、アクセル手段を定格回転状態に操作
し、その後、作業クラッチを入り状態に操作し、且つ、扱深さ制御手段を自動制御状態に
切り換えることになるが、アクセル手段を定格回転状態に操作した後において、作業クラ
ッチを入り状態に操作し且つ扱深さ制御手段を自動制御状態に切り換えることを、作業指
令手段にて作業開始指令を指令するという簡単な操作にて行なえるものとなるとなるので
あり、また、作業クラッチが入り状態であるか否かは、穀稈処理作業装置の作動音により
運転者にとって分かり易いものであるため、刈取収穫作業の開始時において、作業指令手
段にて作業開始指令を指令する操作が的確に行われるため、扱深さ制御手段を自動制御状
態に切り換えることが的確に行われることになる。
【００１０】
　従って、刈取収穫作業の開始時における操作の簡略化を図り、しかも、扱深さ制御手段
を自動制御状態に的確に切り換えることができるコンバインの操作制御装置を得るに至っ
た。
【００１１】
　本発明のコンバインの操作制御装置は、
　エンジンの出力にて駆動される走行装置及び穀稈処理作業装置と、
　前記エンジンの出力を前記穀稈処理作業装置に伝達する入り状態と伝達を遮断する切り
状態とに切り換え自在な作業クラッチと、
　前記エンジンをアイドリング回転速度で回転させるアイドリング状態と定格回転速度で
回転させる定格回転状態とに切り換えるアクセル手段と、
　扱深さを設定適正深さに維持するように扱深さ調節手段を自動操作する自動制御状態と
自動制御を停止する制御停止状態に切り換え自在な扱深さ制御手段とが設けられたもので
あって、その第２特徴構成は、
　作業開始指令を指令する手動操作式の作業指令手段と、
　前記作業指令手段にて前記作業開始が指令されると、前記アクセル手段を前記定格回転
状態に操作し、且つ、前記扱深さ制御手段を前記自動制御状態に切り換える操作制御手段
とが設けられている点にある。
【００１２】
　すなわち、作業指令手段にて作業開始指令を指令することにより、操作制御手段がアク
セル手段を定格回転状態に操作し、且つ、扱深さ制御手段を自動制御状態に切り換えるこ
とになる。
　このように作業指令手段にて作業開始指令を指令することにより、アクセル手段を定格
回転状態に操作し、且つ、扱深さ制御手段を自動制御状態に切り換えることができるもの
であるから、刈取収穫作業を開始するときに、アクセル手段を定格回転状態に操作し、且
つ、扱深さ制御手段を自動制御状態に切り換えることを、作業指令手段にて作業開始指令
を指令するだけの簡単な操作にて行なえるものとなる。
【００１３】
　説明を加えると、例えばエンジンを始動させて作業を行なうときにおいては、先ず、作
業クラッチが切り状態で且つアクセル手段がアイドリング状態となる状態にてエンジンを
始動させ、次に、そのエンジンの始動状態において、アクセル手段を定格回転状態に操作
し、作業クラッチを入り状態に操作し、且つ、扱深さ制御手段を自動制御状態に切り換え
ることになるが、エンジンの始動状態において、アクセル手段を定格回転状態に操作し且
つ扱深さ制御手段を自動制御状態に切り換えることを、作業指令手段にて作業開始指令を
指令するという簡単な操作にて行なえるものとなるとなるのであり、また、エンジンが定
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格回転状態であるか否かは、エンジンの回転音により運転者にとって分かり易いものであ
るため、刈取収穫作業の開始時において、作業指令手段にて作業開始指令を指令する操作
が的確に行われるため、扱深さ制御手段を自動制御状態に切り換えることが的確に行われ
ることになる。
【００１４】
　従って、刈取収穫作業の開始時における操作の簡略化を図り、しかも、扱深さ制御手段
を自動制御状態に的確に切り換えることができるコンバインの操作制御装置を得るに至っ
た。
【００１５】
　本発明のコンバインの操作制御装置は、
　エンジンの出力にて駆動される走行装置及び穀稈処理作業装置と、
　前記エンジンの出力を前記穀稈処理作業装置に伝達する入り状態と伝達を遮断する切り
状態とに切り換え自在な作業クラッチと、
　前記エンジンをアイドリング回転速度で回転させるアイドリング状態と定格回転速度で
回転させる定格回転状態とに切り換えるアクセル手段と、
　扱深さを設定適正深さに維持するように扱深さ調節手段を自動操作する自動制御状態と
自動制御を停止する制御停止状態に切り換え自在な扱深さ制御手段とが設けられたもので
あって、その第３特徴構成は、
　作業開始指令を指令する手動操作式の作業指令手段と、
　前記作業指令手段にて前記作業開始が指令されると、前記アクセル手段を前記定格回転
状態に操作し、前記作業クラッチを前記入り状態に操作し、且つ、前記扱深さ制御手段を
前記自動制御状態に切り換える操作制御手段が設けられている点にある。
【００１６】
　すなわち、作業指令手段にて作業開始指令を指令することにより、操作制御手段がアク
セル手段を定格回転状態に操作し、作業クラッチを入り状態に操作し、且つ、扱深さ制御
手段を自動制御状態に切り換えることになる。
　このように作業指令手段にて作業開始指令を指令することにより、アクセル手段を定格
回転状態に操作し、作業クラッチを入り状態に操作し、且つ、扱深さ制御手段を自動制御
状態に切り換えることができるものであるから、エンジンの始動状態において刈取収穫作
作業を行なうために、アクセル手段を定格回転状態にし、作業クラッチを入り状態にし、
且つ、扱深さ制御手段を自動制御状態に切り換えることを、作業指令手段にて作業開始指
令を指令するだけの簡単な操作にて行えるものとなる。
【００１７】
　説明を加えると、例えばエンジンを始動させて刈取収穫作業を行なうときにおいては、
先ず、作業クラッチが切り状態で且つアクセル手段がアイドリング状態となる状態にてエ
ンジンを始動させ、次に、そのエンジンの始動状態において、アクセル手段を定格回転状
態に操作し、作業クラッチを入り状態に操作し、且つ、扱深さ制御手段を自動制御状態に
切り換えることになるが、エンジンの始動状態において、アクセル手段を定格回転状態に
操作し、作業クラッチを入り状態に操作し、且つ、扱深さ制御手段を自動制御状態に切り
換えることを、作業指令手段にて作業開始指令を指令するという簡単な操作にて行なえる
ものとなるとなるのである。そして、エンジンが定格回転状態であるか否かは、エンジン
の回転音により運転者にとって分かり易いものであり、また、作業クラッチが入り状態で
あるか否かは、穀稈処理作業装置の作動音により運転者にとって分かり易いものであるた
め、刈取収穫作業の開始時において、作業指令手段にて作業開始指令を指令する操作が的
確に行われるため、扱深さ制御手段を自動制御状態に切り換えることが的確に行われるこ
とになる。
【００１８】
　従って、刈取収穫作業の開始時における操作の簡略化を図り、しかも、扱深さ制御手段
を自動制御状態に的確に切り換えることができるコンバインの操作制御装置を得るに至っ
た。
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【００１９】
　本発明の第４特徴構成は、上記第１又は第３特徴構成に加えて、前記作業クラッチが、
前記穀稈処理作業装置としての脱穀装置に対応して設けられた脱穀クラッチである点にあ
る。
【００２０】
　すなわち、コンバインは、例えばエンジンを始動させて刈取収穫作業を行なうときにお
いては、先ず、脱穀クラッチが切り状態で且つアクセル手段がアイドリング状態となる状
態にてエンジンを始動させ、次に、そのエンジンの始動状態において、アクセル手段を定
格回転状態に操作し且つ脱穀クラッチを入り状態に操作することになるが、エンジンの始
動状態において、脱穀クラッチを入り状態に操作することを、作業指令手段にて作業開始
指令を指令するという簡単な操作にて行なえるものとなるのである。
　従って、上記第１又は第３特徴構成による作用効果に加えて、エンジンの始動状態にお
いて刈取収穫作業を行なうために、脱穀クラッチを入り状態に、且つ、扱深さ制御手段を
自動制御状態に切り換えるときの操作の簡略化を図ることができる作業車の操作制御装置
を得るに至った。
【００２１】
　本発明の第５特徴構成は、上記第１～第４特徴構成のいずれかの特徴構成に加えて、
　前記操作制御手段が、前記作業指令手段にて前記作業開始が指令されると、警報音発生
装置を作動させるように構成されている点にある。
【００２２】
　すなわち、作業指令手段にて作業開始指令を指令すると、操作制御手段が警報音発生装
置を作動させることになる。
　このように、作業指令手段にて作業開始指令を指令したことが、警報音発生装置の警報
音により運転者に知らせることができるから、作業開始指令を指令した状態であることを
運転者に的確に認識させて、注意を喚起することができるものとなる。
　従って、作業開始指令を指令したことを的確に認識させて、注意を喚起することができ
るコンバインの操作制御装置を得るに至った。
【００２３】
　本発明の第６特徴構成は、上記第１特徴構成～第５特徴構成のいずれかの特徴構成に加
えて、
　前記作業指令手段が、作業停止指令を指令できるように構成され、
　前記操作制御手段が、前記作業指令手段にて前記作業停止指令が指令されると、前記作
業クラッチを前記切り状態に操作し、前記扱深さ制御手段を前記制御停止状態に切り換え
、且つ、前記アクセル手段を定格回転状態に維持するように構成されている点にある。
【００２４】
　すなわち、作業指令手段にて作業停止指令を指令することにより、操作制御手段が作業
クラッチを切り状態に操作し、扱深さ制御手段を制御停止状態に切り換え、且つ、アクセ
ル手段を定格回転状態に維持することになる。
　このように作業指令手段にて作業停止指令を指令することにより、作業クラッチを切り
状態に操作し、扱深さ制御手段を制御停止状態に切り換え且つアクセル手段を定格回転状
態に維持することができるものであるから、アクセル手段が定格回転状態で、作業クラッ
チが入り状態となり、且つ、扱深さ制御手段が自動制御状態となっている刈取収穫作業状
態において、作業を停止するときの操作の簡略化を図れるものとなる。
【００２５】
　説明を加えると、アクセル手段が定格回転状態で、作業クラッチが入り状態で、且つ、
扱深さ制御手段が自動制御状態となっている刈取収穫作業状態において作業を停止すると
きには、穀稈処理作業装置の作動を停止させるために作業クラッチを切り状態に操作し、
扱深さ制御を停止するために扱深さ制御手段を制御停止状態にする必要があるものも、作
業を停止した非作業状態において走行を行なうためには、アクセル手段を定格回転状態に
維持することが望まれるものとなるが、このように作業クラッチを切り状態にし、扱深さ
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制御手段を制御停止状態にし、且つ、アクセル手段を定格回転状態に維持することを、作
業指令手段にて作業停止指令を指令するという簡単な操作にて行なえるものとなるのであ
る。
【００２６】
　従って、第１特徴構成～第５特徴構成のいずれかの特徴構成による作用効果に加えて、
刈取収穫作業状態において作業を中断するために、作業クラッチを切り状態にし、扱深さ
制御手段を制御停止状態にし且つアクセル手段を定格回転状態に維持するときの操作の簡
略化を図ることができるコンバインの操作制御装置を得るに至った。
【００２７】
　本発明の第７特徴構成は、上記第１～第６特徴構成のいずれかの特徴構成に加えて、
　前記操作制御手段が、電源投入により起動されたときに、前記作業クラッチが入り状態
の場合には前記作業クラッチを切り状態に操作し、かつ、前記扱深さ制御手段を前記制御
停止状態に操作するように構成されている点にある。
【００２８】
　すなわち、電源投入により起動された操作制御手段が、作業クラッチが入り状態の場合
には、作業クラッチを切り状態に操作することになり、かつ、扱深さ制御手段を制御停止
状態に操作することになる。
　説明を加えると、操作制御手段が電源投入により起動されるときとは、エンジンも停止
しているコンバインの使用を再開するときであり、その際には、先ず、作業クラッチが切
り状態で且つアクセル手段がアイドリング状態となる状態にてエンジンを始動させること
になるが、このときに、作業クラッチが入り状態になっていると、操作制御手段によって
作業クラッチが切り状態に操作されることになり、作業クラッチが入り状態のままでエン
ジンを始動させるトラブルを未然に回避できるものとなり、加えて、扱深さ制御手段が不
必要に自動制御状態となって作動することを回避できるものとなる。つまり、通常、エン
ジンを停止して作コンバインの使用を停止するときには、作業クラッチを切り状態に操作
したのち、エンジンが停止され、且つ、操作制御手段に対する電源供給も停止されること
になるが、誤操作等により、作業クラッチの入り状態のままで、エンジンが停止され、且
つ、操作制御手段に対する電源供給が停止されることがあっても、次に、コンバインの使
用を再開するときに、操作制御手段によって作業クラッチを切り状態に操作して、作業ク
ラッチの入り状態のままでエンジンが始動されるトラブルを未然に回避するのであり、加
えて、扱深さ調節手段が不必要に作動することを回避できる。
【００２９】
　従って、第１～第６特徴構成のいずれかの特徴構成による作用効果に加えて、作業クラ
ッチが入り状態のままでエンジンを始動させるトラブルを未然に回避でき、しかも、扱深
さ調節手段が不必要に作動することを回避できるコンバインの操作制御装置を得るに至っ
た。
【００３０】
　本発明の第８特徴構成は、上記第１～第７特徴構成のいずれかの特徴構成に加えて、
　刈取処理装置と、前記エンジンの出力を前記刈取処理装置に伝達する入り状態と伝達を
遮断する切り状態とに切り換え自在な刈取クラッチと、前記走行装置の走行速度を変速す
る走行変速装置と、その走行変速装置の変速状態を検出する走行変速検出手段とが設けら
れ、
　前記操作制御手段が、前記作業指令手段にて前記作業開始指令が指令されている場合に
おいて、前記走行変速検出手段にて前進走行状態が検出されると前記刈取クラッチを入り
状態に操作し、且つ、前記走行変速検出手段にて走行中立状態及び後進走行状態が検出さ
れると前記刈取クラッチを切り状態に操作するように構成されている点にある。
【００３１】
　すなわち、作業指令手段にて作業開始指令が指令されている場合において、走行変速検
出手段にて前進走行状態が検出されると、操作制御手段が前記刈取クラッチを入り状態に
操作することになり、また、走行変速検出手段にて走行中立状態及び後進走行状態が検出
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されると、操作制御手段が刈取クラッチを切り状態に操作することになる。
【００３２】
　説明を加えると、コンバインは、脱穀クラッチを入り状態として脱穀装置を駆動してい
る状態において、前進走行しながら刈取収穫作業を行なうものであるから、前進走行に伴
って刈取クラッチを入り状態にすることになり、そして、刈取収穫作業を中断するために
走行を停止したときやそれに引き続き必要に応じて後進させるときにおいては、つまり、
例えば枕刈り作業の際に、畦に向かって前進走行しながら刈取収穫作業を行なっていると
きに、畦際で走行を停止し、引き続き後進するとき等においては、刈取処理装置の不必要
な駆動を停止するために、刈取クラッチを切り状態にすることになるが、このような刈取
クラッチの入り切り操作が、操作制御手段にて自動的に行なわれることになるから、刈取
収穫作業における操作の簡略化を図ることができるのである。
　従って、上記第１～第７特徴構成のいずれかの特徴構成による作用効果に加えて、刈取
収穫作業における操作の簡略化を図ることができるコンバインの操作制御装置を得るに至
った。
【００３３】
　本発明の第９特徴構成は、上記第８特徴構成に加えて、
　前記走行変速装置が、前進走行速度を無段階に変速するように構成され、
　前記走行変速装置の変速操作レバーが、中立位置にて走行停止状態に操作し、前進操作
域にて前進走行状態に操作し、及び、後進操作域にて後進走行状態に操作するように、且
つ、前記前進操作域では前記中立位置から離れるほど高速に操作するように、前記走行変
速装置と連係された状態で設けられ、
　前記走行変速検出手段が、前記走行変速装置の変速操作レバーの操作位置を検出するよ
うに構成され、
　前記操作制御手段が、前記前進操作域におけるクラッチ入り判別用設定位置よりも高速
側に前記変速操作レバーが位置すると、前記前進走行状態であるとして、前記刈取クラッ
チを入り状態に操作し、且つ、前記前進操作域におけるクラッチ入り判別用設定位置より
も低速側に定めたクラッチ切り判別用設定位置よりも低速側に前記変速操作レバーが位置
すると、前記走行中立状態であるとして、前記刈取クラッチを切り状態に操作するように
構成されている点にある。
【００３４】
　すなわち、走行変速装置が、前進走行速度を無段階に変速するように構成されているか
ら、圃場の状況や圃場に植えられている穀稈の状況に応じて、前進走行速度を刈取収穫作
業に適した速度に調整することができる。
　しかも、操作制御手段が、前進操作域におけるクラッチ入り判別用設定位置よりも高速
側に変速操作レバーが位置すると、前進走行状態であるとして、刈取クラッチを入り状態
に操作し、且つ、前進操作域におけるクラッチ入り判別用設定位置よりも低速側に定めた
クラッチ切り判別用設定位置よりも低速側に前記変速操作レバーが位置すると、走行中立
状態であるとして、刈取クラッチを切り状態に操作するように構成されているから、変速
操作レバーがクラッチ入り判別用設定位置よりも高速側に操作されて、刈取クラッチが一
旦入り状態になると、変速操作レバーを前進操作域におけるクラッチ入り判別用設定位置
よりも低速側に定めたクラッチ切り判別用設定位置よりも低速側に操作するまでは、刈取
クラッチが入り状態に維持されるものとなるのである。
【００３５】
　説明を加えると、クラッチ入り判別用設定位置は、低速走行での刈取収穫作業も行なえ
るようにするために、前進操作域の低速側に設定されることになるものの、クラッチ切り
判別用設定位置をクラッチ入り判別用設定位置と同じ位置に定めると、クラッチ入り判別
用設定位置よりも高速側ではあるものの、その近くに変速操作レバーを操作して刈取収穫
作業を行なうときに、走行速度の微調整のために変速操作レバーを低速側に操作したとき
にクラッチ切り判別用設定位置を越えて低速側に変速操作レバーを操作し易いものとなっ
て、刈取クラッチが不必要に切り状態に操作されるトラブルを招く虞があるが、クラッチ
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切り判別用設定位置をクラッチ入り判別用設定位置よりも低速側に定められているから、
刈取クラッチが不必要に切り状態に操作されるトラブルを回避できるものとなる。
　従って、上記第８特徴構成による作用効果に加えて、刈取クラッチが不必要に切り状態
に操作されるトラブルを回避して、良好な刈取収穫作業を行なうことが可能となるコンバ
インの操作制御装置を得るに至った。
【００３６】
　本発明の第１０特徴構成は、上記第８又は第９特徴構成に加えて、
　前記刈取クラッチの入り操作指令及び切り操作指令を指令する手動操作式のクラッチ操
作指令手段が設けられ、
　前記操作制御手段が、前記作業指令手段にて前記作業開始指令が指令されかつ前記走行
変速検出手段にて前記走行中立状態が検出されているときには、前記クラッチ操作指令手
段の入り操作指令及び切り操作指令に基づいて、前記刈取クラッチを入り状態及び切り状
態に操作し、且つ、前記作業指令手段にて前記作業開始指令が指令され前記走行変速検出
手段にて前記前進走行状態及び前記後進走行状態が検出されているときには、前記クラッ
チ操作指令手段の入り操作指令及び切り操作指令に基づいて前記刈取クラッチを操作しな
いように構成されている点にある。
【００３７】
　すなわち、作業指令手段にて作業開始指令が指令されているときには、クラッチ操作指
令手段にて入り操作指令を指令することにより、操作制御手段が刈取クラッチを入り状態
に操作し、クラッチ操作指令手段にて切り操作指令を指令することにより、操作制御手段
が刈取クラッチを切り状態に操作することになる。
【００３８】
　説明を加えると、コンバインは、例えば枕刈り作業の際に、畦に向かって前進走行しな
がら刈取収穫作業を行なっているときに、畦際で走行を停止し、引き続き後進するとき等
においては、刈取処理装置の不必要な駆動を停止すべく、刈取クラッチを切り状態にする
ことになるが、刈取処理装置に刈取後の穀稈が残っている場合には、その穀稈を脱穀装置
に供給するために、刈取処理装置を一時的に駆動したいことがあるが、このようなときに
は、クラッチ操作指令手段にて入り操作指令を指令することにより、刈取処理装置を駆動
して刈取処理装置に残っている穀稈を脱穀装置に供給して、刈取処理装置に残っている穀
稈が外部に落ちることを抑制できることになり、刈取処理装置の駆動が必要なくなれば、
クラッチ操作指令手段にて切り操作指令を指令することにより、刈取処理装置の駆動を停
止できるものとなる。
【００３９】
　また、メンテナンスのために刈取処理装置を駆動したい場合にも、作業指令手段にて作
業開始指令を指令して、クラッチ操作指令手段にて入り操作指令を指令することにより、
刈取処理装置を駆動することができるものとなる。
　従って、上記第８又は第９特徴構成による作用効果加えて、刈取処理装置に残っている
穀稈を脱穀装置に供給するためあるいはメンテナンスのために、刈取処理装置を任意に駆
動することができるものとなるコンバインの操作制御装置を得るに至った。
【００４０】
　本発明の第１１特徴構成は、上記第８～第１０特徴構成のいずれかの特徴構成に加えて
、前記刈取処理装置が、走行機体に対して昇降操作自在に構成され、
　前記刈取処理装置の前記走行機体に対する高さを検出する高さ検出手段と、前記刈取ク
ラッチに対する自動操作を行なう自動操作指令と自動操作を行なわない自動停止指令を指
令する手動操作式の自動操作指令手段とが設けられ、
　前記操作制御手段が、前記作業指令手段にて前記作業開始指令が指令され且つ前記走行
変速検出手段にて前進走行状態が検出されるときに、前記自動操作指令手段にて前記自動
操作指令が指令されている場合には、前記高さ検出手段の検出情報にて前記刈取処理装置
が前記設定基準高さよりも下降側に位置することが検出されると、前記刈取クラッチを入
り状態に操作し、且つ、前記高さ検出手段の検出情報にて前記刈取処理装置が設定基準高
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さ以上の上昇側に位置することが検出されると、前記刈取クラッチを切り状態に操作する
ように構成されている点にある。
【００４１】
　すなわち、作業指令手段にて作業開始指令が指令され且つ走行変速検出手段にて前進走
行状態が検出されるときに、自動操作指令手段にて自動操作指令が指令されている場合に
は、高さ検出手段検出情報にて前記刈取処理装置が設定基準高さよりも下降側に位置する
ことが検出されると、操作制御手段が刈取クラッチを入り状態に操作することになり、且
つ、高さ検出手段検出情報にて刈取処理装置が設定基準高さ以上の上昇側に位置すること
が検出されると、操作制御手段が刈取クラッチを切り状態に操作することになる。
【００４２】
　説明を加えると、コンバインは、一行程の刈取収穫作業を終了すると、枕地を走行して
次の行程に移動することを繰り返しながら作業を行なうものであり、そして、枕地での走
行においては刈取処理装置が地面に接当することを回避するように刈取処理装置をその昇
降範囲の上限近くに上昇させ、枕地の走行の後で一つの行程に入るときには、刈取処理装
置を地面近くの刈取に適する高さに下降させることになるが、前述の設定基準高さとして
、刈取処理装置を刈取のために下降させる高さ範囲よりも上昇側に設定しておけば、枕地
において刈取処理装置を上昇させれば、刈取処理装置の駆動が自動的に停止され、枕地の
走行の後で刈取処理装置を地面近くの刈取に適する高さに下降させれば、刈取処理装置が
自動的に駆動されることになり、枕地での走行時において刈取処理装置の駆動を停止でき
るものでありながらも、そのための操作を不要にできる。
　従って、上記第８～第１０特徴構成のいずれかの特徴構成による作用効果に加えて、枕
地での走行時において刈取処理装置の駆動を停止できるものでありながらも、そのための
操作を不要にして、一層便利に使用できるコンバインの操作制御装置を得るに至った。
【００４３】
　本発明の第１２特徴構成は、上記第１１特徴構成に加えて、
　前記操作制御手段が、前記自動操作指令手段にて前記自動操作指令が指令されている場
合には、前記クラッチ操作指令手段の指令による前記刈取クラッチの操作を実行しないよ
うに構成されている点にある。
【００４４】
　すなわち、自動操作指令手段にて自動操作指令が指令されている場合には、操作制御手
段は、クラッチ操作指令手段の指令により刈取クラッチを操作することを行わないことに
なる。換言すれば、操作制御手段は、クラッチ操作指令手段の指令に優先して、自動操作
指令手段にて自動操作指令が指令されていると、刈取処理装置が設定基準高さ以上の上昇
側に位置するときには、刈取クラッチを切り状態に操作することになる。
【００４５】
　説明を加えると、例えば枕刈り作業の際に、畦に向かって前進走行しながら刈取収穫作
業を行なっているときに、畦際で走行を停止し、引き続き後進するとき等において、刈取
処理装置に刈取後の穀稈が残っている場合には、その穀稈を脱穀装置に供給するために、
刈取処理装置を一時的に駆動したいことがあるが、このように刈取処理装置に残っている
穀稈を脱穀装置へ供給するには、刈取処理装置が設定基準高さよりも低いときに行うこと
により、適正に脱穀装置に供給できるものであり、刈取処理装置が設定基準高さ以上の上
昇側に位置するときには、たとえ刈取処理装置を駆動しても穀稈を脱穀装置に適正通り供
給できないものであるから、刈取処理装置が設定基準高さ以上の上昇側に位置するときに
は、本来は、クラッチ操作指令手段にて入り操作指令が指令されることは無いものである
が、誤操作等により、クラッチ操作指令手段にて入り操作指令が指令されても、刈取処理
装置が不必要に駆動されることを回避できることになる。
【００４６】
　従って、上記第１１特徴構成による作用効果に加えて、誤操作等によりクラッチ操作指
令手段にて入り操作指令が指令されても、刈取処理装置が不必要に駆動されことを回避す
ることにより、一層便利に使用できる作業車の操作制御装置を得るに至った。
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【発明を実施するための最良の形態】
【００４７】
〔実施形態〕
　以下、本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。
　図１に示すように、作業車の一例としてのコンバインは、左右一対のクローラ式走行装
置１、及び、運転座席２を備える操縦部Ａを装備した走行機体Ｂと、この走行機体Ｂの機
体フレーム３の前部に昇降操作自在に連結された刈取処理装置４と、前記機体フレーム３
の後部側箇所に走行機体Ｂの横方向に並べて設けた脱穀装置５と穀粒タンク６とを備えて
、圃場を走行しながら、稲、麦などの穀稈を刈り取り、その刈取穀稈を脱穀処理するよう
に構成されている。
　説明を加えると、前記刈取処理装置４は、刈取り部フレーム４ａが油圧シリンダ７によ
って機体フレーム３に対して上下に揺動操作されることにより、刈取処理装置４の前端部
に刈取り部横方向に並んで位置する複数の分草具４ｂが地面付近に下降した下降作業状態
と、前記分草具４ｂが地面から上昇した上昇非作業状態とに昇降するように構成されてい
る。そして、刈取処理装置４を下降作業状態にして走行機体Ｂを走行させると、刈取処理
装置４が、刈り取り対象の複数の植付け条に位置する植立穀稈を対応する前記分草具４ｂ
によって隣接する植付け条の植立穀稈と分草し、各分草具４ａからの植立穀稈を対応した
引起し装置４ｃによって引起し処理するとともに一つのバリカン形の刈取り装置４ｄによ
って刈取り処理し、刈取り装置４ｄからの刈取り穀稈を搬送装置４ｅによって走行機体Ｂ
の後方向に搬送して脱穀装置５の脱穀フィードチェーン５ａの始端部に供給するように構
成されている。
　前記脱穀装置５は、脱穀フィードチェーン５ａによって刈取り穀稈の株元側を挟持して
走行機体Ｂの後方向に搬送しながら穂先側を扱室（図示せず）に供給し、刈取り穀稈を回
動する扱胴（図示せず）によって脱穀処理する。穀粒タンク６は、脱穀装置５から搬送さ
れた脱穀粒を回収して貯留する。穀粒タンク６は、貯留した脱穀粒を排出するオーガ形の
排出装置８を備えている。
【００４８】
　前記搬送装置４ｅは、図１及び図４に示すように、刈取穀稈の株元側を挾持搬送する株
元挾持搬送装置ｅ１と、刈取穀稈の穂先側を係止搬送する穂先係止搬送装置ｅ２とからな
り、刈取穀稈を板状の穀稈案内体ｅ４にて立姿勢に案内しながら機体後方に搬送すると共
に搬送終端部において横倒れ姿勢に変更して脱穀フィードチェーン５ａに供給するように
構成されている。 
　この搬送装置４ｅは、その終端部が機体に横軸芯Ｑ周りに揺動自在に枢支されて、上下
揺動により扱深さ調節を行うようになっている。つまり、上下揺動に伴って刈取穀稈の支
持位置を稈身方向に変更し、結果的に、この搬送装置４ｅから脱穀フィードチェーン５ａ
へ受渡される刈取穀稈の位置を稈身方向に変更して、脱穀装置５における扱深さを変更調
節するようになっている。そして、この搬送装置４ｅを上下揺動操作する扱深さ用の電動
モータ９５（図５参照）が設けられて、搬送装置４ｅと扱深さ用の電動モータ９５を主要
部として、扱深さ調節手段Ｗが構成されている。
【００４９】
図４に示すように、搬送装置４ｅフレームを兼用した逆Ｕ字状部材ｅ３に上下一対の扱
深さ検出用センサ９６、９７が、搬送穀稈の稈身方向に並設されており、穂先側のもの９
６が長稈検出用として機能し、株元側のもの９７が短稈検出用として機能するように構成
されている。これら扱深さ検出用センサ９６、９７は、基端側を支点にして穀稈搬送方向
下手側に揺動自在なセンサバー９６ａ，９７ａと、そのセンサバー９６ａ，９７ａの揺動
状態を検出するスイッチ部９６ｂ，９７ｂとからなる。
　そして、図５に示すように上下一対の扱深さ検出用センサ９６、９７の検出情報に基づ
いて、穀稈の穂先が上下一対の扱深さ検出用センサ９６、９７の間を通過する適正扱深さ
を維持するように、前記扱深さ用の電動モータ９５を作動させる扱深さ制御を実行する扱
深さ制御手段Ｊが、後述する制御部４２を利用して構成されている。この扱深さ制御手段
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Ｊは、上下一対の扱深さ検出用センサ９６、９７のいずれもが穀稈を検出すると、搬送装
置４ｅを上方側に揺動させ、上下一対の扱深さ検出用センサ９６、９７のいずれもが穀稈
を検出しないと、搬送装置４ｅを上方側に揺動させるように、扱深さ用の電動モータ９５
の駆動回路９５Ａに駆動指令を指令することにより、穀稈の穂先が上下一対の扱深さ検出
用センサ９６、９７の間を通過する状態（設定適正扱深さ）に調整するものであり、そし
て、扱深さを適正扱深さに維持するように扱深さ調整手段Ｗを自動操作する自動制御状態
と自動制御を停止する制御停止状態とに切り換え自在に構成されている。
 
【００５０】
　また、扱深さ制御手段Ｊを自動制御状態に切り換える自動指令及び制御停止状態に切り
換える指令を指令する扱深さ自動スイッチ９８が設けられ、また、搬送装置４ｅの搬送端
部に、穀稈存否検出用の株元センサ９４が設けられ、扱深さ制御手段Ｊは、扱深さ自動ス
イッチ９８にて自動制御状態が指令されているとき（自動制御状態に切り換えられている
とき）に、株元センサ９４にて穀稈の存在が検出されると、扱深さ制御を実行するように
構成されている。
　但し、後述の如く、刈取収穫作業の開始時においては、扱深さ制御手段Ｊは、自動制御
状態に切り換わることになる。また、扱深さ制御手段Ｊの制御停止状態においては、手動
操作式の浅扱きスイッチ９９Ａ及び深扱きスイッチ９９Ｂの指令により、前記制御部４２
が扱深さ用の電動モータ９５の駆動回路９５Ａに駆動指令を指令するように構成されてい
る。
【００５１】
　図２及び図３に示すように、前記走行機体Ｂにおける運転座席２の下方に設けたエンジ
ン１０の出力軸１０ａの出力が、脱穀クラッチ１４を介して脱穀装置５の入力軸５ｂに伝
達され、また、エンジン１０の出力軸１０ａからの出力が、ベルトテンション式の伝動装
置１１を介して走行ミッションケース１２の入力軸１３に伝達されている。
　走行ミッション１２には、可変容量型の油圧ポンプ８１と油圧モータ８２とからなる静
油圧式の無段変速装置Ｍが設けられている。この無段変速装置Ｍは、前進走行速度及び後
進走行速度を無段階に変速する走行変速装置とて機能するものであり、中立位置Ｎから前
進操作域Ｆ及び後進操作域Ｒ側に操作自在な変速操作レバー２４（図４参照）にて操作さ
れるように構成されている。変速操作レバー２４は、図１に示すように、運転座席２の横
側方に位置する操作盤３５に配置されている。ちなみに、この変速操作レバー２４は、連
動ロッドや揺動リンクを利用したリンク機構（図示せず）を介して前記無段変速装置Ｍの
操作部に連係されており、前記リンク機構を介して前記無段変速装置を変速操作するよう
になっている。
【００５２】
　図３に示すように、前記入力軸１３が、無段変速装置Ｍの油圧ポンプ８１に対してエン
ジン１０の動力を入力する入力軸となっており、この入力軸１３に、入力プーリー１３ａ
及び冷却ファン１３ｂが固定されている。
　前記入力軸１３には、刈取前処理装置４へ動力を取り出すための作業系動力分岐用の伝
動ギヤ１３ｄが設けられ、この伝動ギヤ１３ｄが中間伝動軸１５に設けた第１中継ギヤ１
５ａに咬合し、中間伝動軸１５に設けた第２中継ギヤ１５ｂが刈取用出力軸１６に設けた
入力ギヤ１６ａに咬合されている。そして、図２に示すように、刈取用出力軸１６の出力
が刈取クラッチ１７を介して刈取処理装置４の入力軸４ｆに伝達されている。
【００５３】
　図３に示すように、無段変速装置Ｍの油圧モータ８２の出力軸８３に、第１伝動ギヤ８
３ａが固定され、ミッションケース１２に支持された中間伝動軸８４に、第１伝動ギヤと
咬合する第２伝動ギヤ８４ａ及び第３伝動ギヤ８４ｂが固定されている。ミッションケー
ス３に分岐用伝動軸８５が支持されて、この分岐用伝動軸８５に固定された第４伝動ギヤ
８５ａと前記第３伝動ギヤ８４ｂとが咬合している。
　前記分岐用伝動軸８５に、右及び左の筒状のサイドギヤ８５ｂが相対回転及びスライド
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自在に外嵌され、右及び左の車軸８６に固定された第５伝動ギヤ８６ａが右及び左のサイ
ドギヤ８５ｂに咬合しており、右及び左のクローラ走行装置１の駆動スプロケット１ａ（
図１参照）が、右及び左の車軸８６の端部に固定されている。
【００５４】
　前記分岐用伝動軸８５と左右の車軸８６との間には、左右一対のサイドクラッチ８７と
左右一対のサイドブレーキ８８とが設けられている。
　前記サイドクラッチ８７は、分岐用伝動軸８５の右及び左の端部に固定された咬合体８
５ｄと、その咬合体８５ｄに対向する位置で咬合するように前記左右のサイドギヤ８５ａ
の端部に形成された咬合部Ｋと、右及び左のサイドギヤ８５ｂの各咬合部Ｋが分岐用伝動
軸８５の右及び左の咬合体８５ｄに咬合する方向に向けて右及び左のサイドギヤ８５ｂを
付勢するバネ８９と、右及び左のサイドギヤ８５ｂの各咬合部Ｋを分岐用伝動軸８５の右
及び左の咬合体８５ｄから離間させる方向に向けて押し操作可能な右及び左のピストン９
０とで構成されている。
【００５５】
　前記サイドブレーキ８８は、左右のサイドギヤ８５ｂとミッションケース１２内の固定
部分との夫々に設けた摩擦板８８ａと、それら摩擦板８８ａを押圧操作して制動力を与え
る前記した左右のピストン９０とで構成されている。
　図３に示す状態は、右のサイドギヤ８５ｂの咬合部Ｋが分岐用伝動軸８５の右の咬合体
８５ｄに咬合し、左のサイドギヤ８５ｂの咬合部Ｋが分岐用伝動軸８５の左の咬合体８５
ｄから離れている状態である。右及び左のサイドギヤ８５ｂがバネ８９の付勢力により分
岐用伝動軸８５の右及び左の咬合体８５ｄに咬合すると、中間伝動軸８４の動力が第３伝
動ギヤ８４ｂ、分岐用伝動軸８５の第４伝動ギヤ８５ａ、分岐用伝動軸８５、分岐用伝動
軸３４の右及び左の咬合体８５ｄ、右及び左のサイドギヤ８５ｂの咬合部Ｋを介して右及
び左の車軸８６に伝達されて、機体は直進する。
【００５６】
　図２及び図６に示すように、前記脱穀クラッチ１４は、エンジン１０の出力軸１０ａと
脱穀装置５の入力軸５ｂとにわたって巻回された伝動ベルト１４ａと、テンションアーム
１４ｂとを備えて構成されている。前記刈取りクラッチ１７は、刈取用出力軸１６と刈取
処理装置４の入力軸４ｆとにわたって巻回された伝動ベルト１７ａと、テンションアーム
１７ｂとを備えて構成してある。
　そして、脱穀クラッチ１４と刈取りクラッチ１７とは、テンションアーム１４ｂ，１７
ｂがクラッチ入り姿勢（以下、入り姿勢と略称する。）に揺動操作されると、このテンシ
ョンアーム１４ｂ，１７ｂがこれの遊端部に設けてあるテンション輪体１４ｃ，１７ｃに
よって伝動ベルト１４ａ，１７ａを緊張状態に押圧操作することによって入り状態に切り
換わり、テンションアーム１４ｂ，１７ｂがクラッチ切り姿勢（以下、切り姿勢と略称す
る。）に揺動操作されると、このテンションアーム１４ｂ，１７ｂが伝動ベルト１４ａ，
１７ａの緊張操作を解除することによって切り状態に切り換わる、いわゆる、ベルトテン
ションクラッチになっている。
【００５７】
　図４～図１３に示すように、穀稈処理作業装置としての前記脱穀装置５に対してエンジ
ン出力を伝達する入り状態と伝達を遮断する切り状態とに切り換え自在な作業クラッチと
しての前記脱穀クラッチ１、前記エンジン１０をアイドリング回転速度で回転させるアイ
ドリング状態と定格回転速度で回転させる定格回転状態とに切り換えるアクセル手段とし
てのアクセル装置６３（図１０参照）、及び、前記刈取クラッチ１７の夫々を操作する操
作制御手段Ｃが設けられている。この操作制御手段Ｃは、電動モータ２２、クラッチ切り
換え部２３、アクセル装置６３を操作するアクセル操作部Ｇ、及び、マイクロコンピュー
タを用いて構成される制御部４２を主要部として構成されており、以下、この操作制御手
段Ｃについて詳述する。尚、前記制御部４２は、前述の如く、扱深さ制御手段Ｊを構成す
ることになる。
【００５８】
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　図６～図８は、前記クラッチ切り換え部２３の側面図である。この図に示すように、前
記クラッチ切り換え部２３は、前記電動モータ２２を取り付けた支持枠３０が備えるボス
部３０ａ（図１１参照）に回転自在に支持されたアーム形の脱穀クラッチ操作体３１と、
この脱穀クラッチ操作体３１を脱穀クラッチ１４のテンションアーム１４ｂに連動させて
いる脱穀クラッチ連動機構３２と、前記ボス部３０ａに回転自在に支持されたアーム形の
刈取りクラッチ操作体３３と、この刈取りクラッチ操作体３３を刈取りクラッチ１７のテ
ンションアーム１７ｂに連動させている刈取りクラッチ連動機構３４とを備えている。脱
穀クラッチ操作体３１と刈取りクラッチ操作体３３とは、前記ボス部３０ａに回転自在に
支持された一本の回転支軸３７に一体回転自在に連結されている。前記支持枠３０は、前
記操作盤３５の下方に配置して操縦部フレーム（図示せず）に取り付けられている。
【００５９】
　前記電動モータ２２は、電動モータ本体２２ａと、この電動モータ本体２２ａに連結さ
れた減速出力ケース２２ｂと、この減速出力ケース２２ｂに回転自在に支持された出力ギ
ヤ２２ｃとを備えている。減速出力ケース２２ｂは、電動モータ本体２２ａの出力をケー
ス内のギヤ減速機構（図示せず）によって前記出力ギヤ２２ｃに伝達する。
【００６０】
　前記脱穀クラッチ操作体３１と前記刈取りクラッチ操作体３３とを備えた前記回転支軸
３７は、これの一端部に一体回転自在に設けた扇形ギヤ３８を備えている。前記扇形ギヤ
３８は、前記出力ギヤ２２ｃに噛み合っており、前記電動モータ２２によって正回転方向
に回転駆動されて回転支軸３７を回転操作することにより、脱穀クラッチ操作体３１と刈
取りクラッチ操作体３３とを回転支軸３７の軸芯まわりに一体に正回転方向に回転操作す
る。扇形ギヤ３８は、前記電動モータ２２によって逆回転方向に回転駆動されて回転支軸
３７を回転操作することにより、脱穀クラッチ操作体３１と刈取りクラッチ操作体３３と
を回転支軸３７の軸芯まわりに一体に逆回転方向に回転操作する。
【００６１】
　前記脱穀クラッチ連動機構３２は、脱穀クラッチ操作体３１の遊端部に一端側が連結さ
れた連動杆３２ａと、この連動杆３２ａの他端側を前記テンションアーム１４ａに一体成
形して設けた操作用アーム部１４ｄに連結する連動スプリング３２ｂとを備えて構成して
ある。前記連動杆３２ａと脱穀クラッチ操作体３１とは、連結ピン３１ａを介して相対回
転自在に連結している。
【００６２】
　前記刈取りクラッチ連動機構３４は、刈取りクラッチ操作体３３の遊端部に一端側が連
結された連動杆３４ａと、この連動杆３４ａの他端側を前記テンションアーム１７ｂに連
結している連動スプリング３４ｂとを備えて構成してある。前記連動杆３４ａと刈取りク
ラッチ操作体３３とは、連結ピン３３ａを介して相対回転自在に連結している。
　また、この刈取りクラッチ連動機構３４は、前記連動スプリング３４ｂとテンションア
ーム１７ｂとにわたって設けた融通付き連動部３９を備えている。この融通付き連動部３
９は、連動スプリング３４ｂの端部３４ｃをフック形に形成することによって連動スプリ
ング３４ｂに設けた長溝３４ｄと、この長溝３４ｄに摺動自在に係入した状態でテンショ
ンアーム１７ｂに設けた連動ピン４０とを備えて構成してあり、そして、刈取りクラッチ
操作体３３の操作位置により、連動ピン４０が長溝３４ｄの内部を移動して連動スプリン
グ３４ｂと連動ピン４０とを相対移動させる融通状態と、連動ピン４０が長溝内の端部に
位置して連動スプリング３４ｂに当接することによって連動スプリング３４ｂと連動ピン
４０とを一体移動させる融通解除状態とに切り換わるようになっている。
【００６３】
　図９は、脱穀クラッチ操作体３１と刈取りクラッチ操作体３３との操作域を示す説明図
であり、図６は、クラッチ切り換え部２３の脱穀クラッチ１４と刈取りクラッチ１７とを
切り操作した状態での側面図であり、図７は、クラッチ切り換え部２３の脱穀クラッチ１
４を入り操作し、刈取りクラッチ１７を切り操作した状態での側面図であり、図８は、ク
ラッチ切り換え部２３の脱穀クラッチ１４と刈取りクラッチ１７とを入り操作した状態で
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の側面図である。
　これらの図に示すように、脱穀クラッチ操作体３１と刈取りクラッチ操作体３３とは、
電動モータ２２によって扇形ギヤ３８が回転操作さることにより、正回転方向Ｘと逆回転
方向Ｙとに回転支軸３７の軸心周りに一体的に回転操作されることになり、この回転操作
により、脱穀クラッチ１４と刈取クラッチ１７とがともに切り状態となるクラッチ切り位
置Ｕ１、脱穀クラッチ１４が入り状態となり且つ刈取クラッチ１７が切り状態となる脱穀
クラッチ入り位置Ｕ２、及び、脱穀クラッチ１４と刈取クラッチ１７とがともに入り状態
となる刈取クラッチ入り位置Ｕ３に回転されることになる。
【００６４】
　説明を加えると、前記脱穀クラッチ入り位置Ｕ２は、脱穀クラッチ操作体３１の死点Ｄ
に対して、クラッチ切り位置Ｕ１が存在する側に寄った位置にある。脱穀クラッチ操作体
３１の死点Ｄは、脱穀クラッチ操作体３１の操作位置のうち、脱穀クラッチ操作体３１に
よる脱穀クラッチ連動機構３２の引っ張り操作ストロークが最大となる操作位置に対応す
る。
　脱穀クラッチ操作体３１がクラッチ切り位置Ｕ１に操作されると、脱穀クラッチ連動機
構３２は、脱穀クラッチ操作体３１による引張り操作が解除されてテンションアーム１４
ｂを切り姿勢に操作する。このとき、刈取りクラッチ操作体３３もクラッチ切り位置Ｕ１
に位置し、刈取りクラッチ連動機構３４は、刈取りクラッチ操作体３３による引張り操作
が解除されてテンションアーム１７ｂを切り姿勢に操作する。
　脱穀クラッチ操作体３１がクラッチ切り位置Ｕ１から正回転方向Ｘに回転操作されると
、これに伴って脱穀クラッチ操作体３１は、死点Ｄの手前の脱穀クラッチ入り位置Ｕ２に
位置に位置する。すると、脱穀クラッチ連動機構３２は、脱穀クラッチ操作体３１による
引張り操作のためにテンションアーム１４ｂを入り姿勢に操作する。このとき、刈取りク
ラッチ操作体３３が脱穀クラッチ入り位置Ｕ２に位置するので、刈取りクラッチ連動機構
３４は、テンションアーム１７ｂを切り姿勢に操作している。
【００６５】
　脱穀クラッチ操作体３１が更に正回転方向に回転操作されると、脱穀クラッチ操作体３
１は、死点Ｄを超えて、刈取クラッチ入り位置Ｕ３に位置し、脱穀クラッチ連動機構３２
は、脱穀クラッチ操作体３１による引張り操作のためにテンションアーム１４ｂを入り姿
勢に維持している。このとき、刈取りクラッチ操作体３３も刈取クラッチ入り位置Ｕ３に
位置し、刈取りクラッチ連動機構３４は、刈取りクラッチ操作体３３による引張り操作の
ためにテンションアーム１７ｂを入り姿勢に操作する。
【００６６】
　脱穀クラッチ操作体３１と刈取りクラッチ操作体３３とがクラッチ切り位置Ｕ１から脱
穀クラッチ入り位置Ｕ２に向けて正回転方向Ｘに回転操作される際、融通付き連動部３９
が融通状態にあり、脱穀クラッチ操作体３１と刈取りクラッチ操作体３３とが脱穀クラッ
チ入り位置Ｕ２から刈取クラッチ入り位置Ｕ３に回転操作される際に、融通付き連動部３
９が融通解除状態に切り換わる。
【００６７】
　図１０は、前記アクセル操作部Ｇの側面図であり、図１１は、前記アクセル操作部Ｇの
縦断面図である。前記アクセル操作部Ｇは、前記操作盤３５に配置されたアクセル操作具
６０及び前記電動モータ２２によってアクセル装置６３を操作して、エンジン１０の回転
速度を調速するように構成されている。
　説明を加えると、アクセル操作具６０の基部が、前記支持枠３０に支持された支軸６１
に回転自在に外嵌支持され、その支軸６１に摩擦板６８が外嵌され、前記回転支軸３７の
一端側に、揺動操作体６９支持され、前記支軸６１の一端部に操作部７０が設けられてい
る。
　前記アクセル操作具６０は、前記支軸６１の軸芯まわりに揺動操作するように支持され
ており、その基部には一体形成した出力アーム部６０ａを備えている。この出力アーム部
６０ａは、スプリング６６とアクセルケーブル６２とを介し、前記エンジン１０に設けら
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れたアクセル装置６３の調速アーム６４に連動されている。前記摩擦板６８は、取り付け
ネジ７１による締め付けによってアクセル操作具６０の基部に圧接されて、アクセル操作
具６０に摩擦抵抗を付与する。
【００６８】
　前記揺動操作体６９は、前記回転支軸３７に設けた小判形部３７ａに取り付け筒部６９
ａによって一体回動自在に連結されている。つまり、揺動操作体６９は、前記回転支軸３
７を介して前記脱穀クラッチ操作体３１に一体揺動自在に連動している。
【００６９】
　前記操作部７０は、前記アクセル操作具６０及び前記揺動操作体６９とは別体に構成し
て前記支軸６１に遊転自在に支持された板体によって構成されており、前記支軸６１の軸
芯まわりにアクセル操作具６０と相対揺動する。この操作部７０は、これの遊端部に支軸
７２を介して遊転自在に取り付けたローラ７３によって形成された受動部７０ａと伝動部
７０ｂとを備えている。前記ローラ７３は、前記支持枠３０に設けた円弧形の長孔７４に
沿って移動するよう前記長孔７４を挿通している。
　前記受動部７０ａは、前記揺動操作体６９の端部６９ｂに当接して前記揺動操作体６９
による操作力を受け、操作部７０を支軸６１の軸芯まわりに揺動させる。前記伝動部７０
ｂは、前記アクセル操作具６０の前記出力アーム部６０ａに当接し、操作部７０によるア
クセル操作具６０の増速方向への押圧揺動操作を可能にする。
【００７０】
　図１２にも示すように、前記操作部７０は、これの基部に一体成形されたバネ受け部７
０ｃを備えている。操作部７０は、前記バネ受け部７０ｃに作用する巻きバネ７５によっ
て、図１３（ｃ）、（ｄ）に示す待機位置Ｔに揺動付勢される。
　すなわち、図１０及び図１１に示すように、前記巻きバネ７５は、前記支軸６１に装着
されている。そして、前記巻きバネ７５の一対の端部７５ａ，７５ａは、前記バネ受け部
７０ｃと、前記支持枠３０に設けられた軸状のバネストッパ７６とを挟むように配置され
ている。図１３（ｃ）、（ｄ）は、前述の如く、前記操作部７０が前記待機位置Ｔに位置
した状態を示しているが、図１３（ｂ）は、操作部７０が待機位置Ｔから作用方向ａ１に
揺動操作された状態を示している。これらの図に示すように、操作部７０が待機位置Ｔか
ら作用方向ａ１に揺動操作されると、これに伴い、操作部７０のバネ受け部７０ｃが巻き
バネ７５の一方の端部７５ａを押圧するように移動する。このとき、巻きバネ７５の他方
の端部７５ａがバネストッパ７６によって受け止め支持される。操作部７０が待機位置Ｔ
から解除方向ｂ１に揺動操作されると、これに伴い、操作部７０のバネ受け部７０ｃが巻
きバネ７５の他方の端部７５ａを押圧するように移動する。このとき、巻きバネ７５の一
方の端部７５ａがバネストッパ７６によって受け止め支持される。これにより、巻きバネ
７５は、操作部７０が作用方向ａ１と解除方向ｂ１とのいずれの方向に揺動操作された場
合も、操作部７０の回転に伴って弾性変形され、操作部７０を待機位置Ｔに復帰させるよ
うに付勢する。
【００７１】
　すなわち、前記アクセル操作部Ｇは、人為操作によるアクセル操作具６０の操作によっ
ても、電動モータ２２によるアクセル操作具６０の操作によってもエンジン１０の回転速
度を調節するように構成されている。
　説明を加えると、アクセル操作具６０が人為操作されると、出力アーム部６０ａが支軸
６１の軸芯まわりに揺動してアクセルケーブル６２を引っ張り操作したり緩め操作したり
する。引っ張り操作されたアクセルケーブル６２は、調速アーム６４をこれの復元力に抗
して揺動操作し、エンジン１０を回転速度が増加するよう調速する。緩め操作されたアク
セルケーブル６２は、調速アーム６４をこれの前記復元力によって揺動操作し、エンジン
１０を回転速度が減少するよう調速する。このようにエンジン１０の調速操作が行われた
場合、アクセル操作具６０は、摩擦板６８によって調速アーム６４の復元力に抗して任意
の操作位置に保持され、エンジン１０の回転速度を調速された回転速度に維持する。
【００７２】
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　図１０は、アクセル操作部Ｇのアクセル操作具６０がエンジン１０のアイドリング回転
速度に対応する設定低速位置Ｌに操作され、揺動操作体６９がクラッチ切り位置Ｕ１に対
応する位置に操作された状態での側面図である。図１３（ａ），（ｂ）は、揺動操作体６
９がクラッチ入り位置Ｕ１に対応する位置から脱穀クラッチ入り位置Ｕ２に対応する位置
に操作される過程での側面図であり、図１３（ｃ）は、アクセル操作部Ｇの揺動操作体６
９が刈取クラッチ入り位置Ｕ３に対応する位置に操作された状態での側面図であり、さら
に、図１３（ｄ）は、アクセル操作部Ｇの揺動操作体６９がクラッチ切り位置Ｕ１に対応
する位置に戻し操作された状態での側面図である。
【００７３】
　これらの図に示すように、電動モータ２２が脱穀クラッチ１４を入り状態に切り換える
よう脱穀クラッチ操作体３１を揺動操作すると、この脱穀クラッチ操作体３１が回転支軸
３７を介して揺動操作体６９をクラッチ切り位置Ｕ１に対応する位置から正回転方向ａ２
に揺動操作する。揺動操作体６９の揺動に伴い、揺動操作体６９の端部６９ｂが待機位置
Ｔに位置している操作部７０の受動部７０ａに当接する。すると、受動部７０ａが揺動操
作体６９の操作力を受け、操作部７０が待機位置Ｔから作用方向ａ１に揺動する。このと
き、アクセル操作具６０が設定低速位置Ｌにあると、すなわちエンジン１０の回転速度が
アクセル操作具６０の操作位置（設定低速位置Ｌ）に対応したアイドリンク回転状態にな
っていると、操作部７０の伝動部７０ｂがアクセル操作具６０の出力アーム部６０ａに当
接する。すると、操作部７０が伝動部７０ｂによってアクセル操作具６０を押圧して移動
操作する。これにより、アクセル操作部Ｇが作動してエンジン１０を増速側に調速する。
【００７４】
　揺動操作体６９が脱穀クラッチ入り位置Ｕ２に対応する位置に至るに伴って、操作部７
０がアクセル操作具６０をエンジン１０が定格回転速度で回転する定格回転状態に対応す
る設定高速位置Ｈに操作する。アクセル操作具６０が設定高速位置Ｈに至った後、操作部
７０の受動部７０ａが揺動操作体６９の端部６９ｂから離間し、電動モータ２２が刈取り
クラッチ１７を入り操作するために更に回動して揺動操作体６９が刈取クラッチ入り位置
Ｕ３に対応する位置に揺動しても、操作部７０によるアクセル操作具６０の移動操作が行
われず、アクセル操作具６０は、設定高速位置Ｈに摩擦板６８によって保持され、エンジ
ン１０は、アクセル操作具６０の設定高速位置Ｈに対応した定格回転速度で回転する。
【００７５】
　エンジン１０が定格回転速度で回転する状態になった後、揺動操作体６９の遊端部６９
ａが操作部７０の受動部７０ａから外れ、操作部７０が巻きバネ７５による揺動付勢によ
って待機位置Ｔに復帰する。すると、アクセル操作具６０は、操作部７０と揺動操作体６
９とによる揺動規制を受けない状態になる。
【００７６】
　エンジン１０が定格回転速度で回転する状態に調速された後、電動モータ２２が脱穀ク
ラッチ１４を切り状態に切り換えるよう脱穀クラッチ操作体３１を揺動操作すると、揺動
操作体６９が脱穀クラッチ操作体３１と共に揺動する。すなわち、揺動操作体６９が逆回
転方向ｂ２に揺動する。このとき、揺動操作体６９の端部６９ｂが待機位置Ｔに位置して
いる操作部７０の受動部７０ａに当接し、操作部７０が待機位置Ｔから解除方向ｂ１に揺
動しても、操作部７０がアクセル操作具６０に押圧作用しない。これにより、アクセル操
作具６０は、設定高速位置Ｈに維持され、エンジン１０は定格回転速度で回転する状態を
維持する。
【００７７】
　電動モータ２０が刈取りクラッチ１７を切り状態に操作するよう刈取りクラッチ操作体
３３を揺動操作すると、揺動操作体６９が更に逆回転方向ｂ２に揺動する。すると、揺動
操作体６９の端部６９ｂが操作部７０の受動部７０ａから外れ、操作部７０は、巻きバネ
７５による揺動付勢によって待機位置Ｔに復帰し、次に揺動操作体６９が正回転方向ａ２
に揺動操作された際、揺動操作体６９の端部６９ｂと操作部７０の受動部７０ａとが当接
するようになる。すなわち、操作部７０が揺動操作体６９によって作用方向ａ１に揺動操
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作されるようになる。
【００７８】
　図５に示すように、前記制御部４２には、作業開始指令および作業停止指令を指令する
手動操作式の作業指令手段としての作業指令スイッチ２５、前記刈取クラッチ１７の入り
操作指令及び切り操作指令を指令する手動操作式のクラッチ操作指令手段としての掻込み
指令スイッチ５０、前記刈取処理装置４の走行機体Ｂに対する高さを検出する高さ検出用
センサ５１、前記刈取クラッチ１７に対する自動操作を行なう自動操作指令と自動操作を
行なわない自動停止指令を指令する手動操作式の自動操作指令手段としての自動操作スイ
ッチ５２、前記変速操作レバー２４の操作位置を検出する変速検出手段としての変速検出
用センサ４１、前記脱穀クラッチ操作体３１の位置を検出する操作体位置検出手段として
の操作体位置検出用センサ４３、前記エンジン１０の回転速度を検出する回転速度検出セ
ンサ５３、点灯式表示部としての表示ランプ５４、扱深さ制御手段Ｊが自動制御状態であ
ると点灯する扱深さ表示ランプ９２、及び、警報音発生装置としての警報ブザー９３が接
続されている。
　前記作業指令スイッチ２５、掻込み指令スイッチ５０、自動操作スイッチ５２、扱深さ
表示ランプ９２、及び、表示ランプ５４は、操縦部Ａの操作盤３５に配設されており、同
様に、前述した、前記扱深さ自動スイッチ９８、前記浅扱きスイッチ９９Ａ及び前記深扱
きスイッチ９９Ｂも、操縦部Ａの操作盤３５に配設されている。
　また、前記高さ検出用センサ５１は、図１に示すように、刈取り部フレーム４ａの走行
機体Ｂに対する昇降位置を検出するように設けられている。
【００７９】
　前記制御部４２は、キーＰにて操作されるメインスイッチＳＷが、ＯＮ位置やエンジン
１０のスターター５５を作動させるＳＴ位置に操作されると、バッテリーＶの電源が投入
されて起動され、メインスイッチＳＷがＯＦＦ位置に操作されると、電源の供給が停止さ
れるようになっている。そして、メインスイッチＳＷがＯＮ位置に操作されて電源が供給
されたときには、後述する各種の制御を実行し、また、メインスイッチＳＷがＳＴ位置に
操作されたときには、スターター起動用スイッチ５５ａを入り操作して、スターター５５
を作動させることになる。また、制御部４２は、後述の如く、表示ランプ５４の作動を制
御する点灯制御手段としても機能するように構成されている。
【００８０】
　また、前記制御部４２には、操縦部Ａに装備された駐車ブレーキペダル５６がブレーキ
作動状態に踏み込まれたことを検出するブレーキ検出センサ５７が接続されており、メイ
ンスイッチＳＷがＳＴ位置に操作されたときに、ブレーキ検出センサ５７にてブレーキ作
動状態であることが検出されている場合には、スターター起動用スイッチ５５ａを入り操
作し、且つ、ブレーキ検出センサ５７にてブレーキ作動状態であることが検出されない場
合には、スターター起動用スイッチ５５ａを入り操作しないように構成されている。
　尚、詳述はしないが、前記駐車ブレーキペダル５６は、前記ミッションケース１２内に
装備した駐車ブレーキにリンク機構を介して連係されるものであって、上述の如く、踏み
込まれることにより駐車ブレーキを作動状態に操作するように構成され、且つ、変速操作
レバー２４を中立位置Ｎに操作する操作機構に連係されて、踏み込まれることにより変速
操作レバー２４を中立位置Ｎに操作するように構成されている。さらに、この駐車ブレー
キペダル５６は、踏み込み解除側に復帰付勢されるとともに、踏み込み位置を保持する保
持具にて踏み込み位置に保持されるように構成されている。
【００８１】
　さらに、前記制御部４２には、刈取昇降指令用センサ18Ａ、及び、操向指令用センサ１
８Ｂが接続されている。これら刈取昇降指令用サンサ１８Ａ及び操向指令用センサ１８Ｂ
は、操縦部Ａの運転座席２の前方に設けた操縦レバー１８にて操作される、つまり、操縦
レバー１８の操作位置を検出するようになっている。
　説明を加えると、操縦レバー１８が前後方向並びに左右方向に揺動操作されるようにな
っており、操縦レバー１８が中立操作位置ｎから前方に揺動されると刈取昇降指令用セン
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サ１８Ａが下降指令を指令し、操縦レバー１８が中立操作位置ｎから後方前方に揺動され
ると刈取昇降指令用センサ１８Ａが上昇指令を指令するように構成され、そして、操縦レ
バー１８が中立操作位置ｎから左方に揺動されると操向指令用センサ１８Ｂが左旋回指令
を指令し、操縦レバー１８が中立操作位置ｎから右方に揺動されると操向指令用センサ１
８Ｂが右旋回指令を指令するように構成されている。
　そして、制御部４２は、刈取昇降指令用センサ１８Ａからの上昇指令及び下降指令に基
づいて前記油圧シリンダ７の制御弁７Ａを操作して油圧シリンダ７を作動させることによ
り、刈取処理装置４を昇降させることになり、また、操向指令用センサ１８Ｂの左旋回指
令及び右旋回指令に基づいて前記ピストン９０の制御弁９０Ａを操作してピストン９０を
作動させることにより、サイドクラッチ８７及びサイドブレーキ８８を作動させることに
より、左旋回や右旋回を行わせるようになっている。
【００８２】
　前記制御部４２は、作業指令スイッチ２５の指令、掻込み指令スイッチ５０の指令、自
動操作スイッチ５２の指令、高さ検出用センサ５１の検出情報、変速検出用センサ４１の
検出情報、操作体位置検出用センサ４３の検出情報、回転速度検出センサ５３の検出情報
に基づいて、後述する制御作動を実行すべく、前記電動モータ２２の駆動回路２２Ａに正
転指令及び逆転指令を指令して電動モータ２２を作動させ、前記油圧シリンダ７の制御弁
７Ａに上昇指令及び下降指令を指令して油圧シリンダ７を作動させ、また、表示ランプ５
４の点灯駆動回路５４Ａに点灯指令及び消灯指令を指令して表示ランプ５４を作動させ、
同様に、扱深さランプ９２の点灯駆動回路９２Ａに点灯指令及び消灯指令を指令して表示
ランプ９２を作動させ、さらに、警報ブザー９３の駆動回路９３Ａに駆動指令及び停止指
令を指令して警報ブザー９３を作動させるように構成されている。
【００８３】
　次に、前記操作制御手段Ｃの制御内容について、図１４及び図１５に示す前記制御部４
２の制御作動を詳述しながら説明する。
　メインスイッチＳＷにより電源が投入されて起動されると、各種の情報を設定初期状態
初期化する初期化処理が実行される（＃０）。そして、この初期化処理において、扱深さ
制御手段Ｊが制御停止状態にセットされる。
　次に、操作体位置検出用センサ４３の検出情報に基づいて、脱穀クラッチ１４が入り状
態であるか否かが判断され（＃１）、入り状態であるときには、「脱穀クラッチ切り」の
制御が実行される（＃２）。
　この「脱穀クラッチ切り制御」は、操作体位置検出用センサ４３の検出情報に基づいて
、電動モータ２２が脱穀クラッチ操作体３１をクラッチ切位置Ｕ１に操作し、脱穀クラッ
チ連動機構３２を介して脱穀クラッチ１４を切り状態に操作することになり、これと同時
、電動モータ２２が刈取りクラッチ操作体３３をクラッチ切位置Ｕ１に操作し、刈取りク
ラッチ連動機構３４を介して刈取りクラッチ１７を切り状態に操作することになる。
【００８４】
　引き続いて、エンジン１０が始動された否かが判断され（＃３）、始動されていないと
きにはメインスイッチＳＷがＯＦＦ位置に操作された否かが判断される（＃４）。
　ちなみに、エンジン１０の始動は、上述した如く、メインスイッチＳＷがＳＴ位置に操
作されたときに、ブレーキ検出センサ５７にてブレーキ作動状態であることが検出されて
いる場合に、制御部４２がスターター起動用スイッチ５５ａを入り操作することにより行
なわれることになり、エンジン１０が始動したことは、エンジン１０にて駆動されるオル
タネータ（図示せず）の起動電圧が設定値以上になることにより判断される。尚、メイン
スイッチＳＷがＯＦＦ位置に操作されたときには、その後の設定時間の間は制御部４２に
電力を供給しつづけるための電源回路（図示せず）が設けられており、制御部４２は、そ
の間に、エンジン１０を停止するためのエンジン停止制御や各種情報を記憶する情報記憶
管理制御等の終了制御を行なうことになる。
【００８５】
　エンジン１０が始動されると、作業指令スイッチ２５にて作業開始指令および作業停止
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指令のいずれが指令されているかを判断する（＃５）。尚、図面では、作業開始指令が指
令されるときを「ＯＮ」であると記載している。
　作業指令スイッチ２５が「ＯＮ」でないとき、つまり、作業停止指令が指令されている
ときには、前述した「脱穀クラッチ切り」の制御、表示ランプ５４を消灯させる制御、及
び、扱深さ制御手段Ｊを制御停止状態に切り換えること（扱深さ制御ＯＦＦ）が実行され
（＃６、＃７、＃８）、次に、メインスイッチＳＷがＯＦＦ位置に操作された否かが判断
されることになる（＃２６）。
　この「脱穀クラッチ切り」の制御は、前述した通り、電動モータ２２が脱穀クラッチ操
作体３１を切り域３１Ａの端部のクラッチ切位置Ｕ１に操作し、脱穀クラッチ連動機構３
２を介して脱穀クラッチ１４を切り状態に操作することにより行なわれるものであって、
この操作と同時に、電動モータ２２が刈取りクラッチ操作体３３を切り域３３Ａに操作し
、刈取りクラッチ連動機構３４を介して刈取りクラッチ１７を切り状態に操作することが
行なわれることになる。
　そして、アクセル操作部Ｇの操作によってエンジン１０のアクセル装置６３が定格回転
状態に操作されているときには、脱穀クラッチ１４を切り状態に操作しても、エンジン１
０が定格回転状態を維持することになる。すなわち、アクセル操作具６０が設定高速位置
Ｈに位置している状態で、電動モータ２２が脱穀クラッチ操作体３１をクラッチ切位置Ｕ
１に操作すると、揺動操作体６９が脱穀クラッチ操作体３１と共に揺動して解除方向ｂ２
に揺動する。これに伴って揺動操作体６９の先端部６９ｂが待機位置Ｔに位置している操
作部７0の受動部７０ａに当接して揺動操作体６９が操作部７０を揺動操作しても、操作
部７０は、解除方向ｂ１に揺動してアクセル操作具６０に押圧作用しない。これにより、
アクセル操作具６０が摩擦板６８によって設定高速位置Ｈに保持され、エンジン１０は、
アクセル操作具６０の設定高速位置Ｈに対応した定格回転速度で回転する状態を維持する
ことになる。
【００８６】
　作業指令スイッチ２５が「ＯＮ」であるとき、つまり、作業停止指令が指令されている
ときには、「ＯＮ」の直後であるか否かが判断され（＃９）、直後の場合には、警報ブザ
ー９３を作動させる（例えば、間欠的に複数回作動させる）ことになる「警報処理」、及
び、扱深さ制御手段Ｊを自動制御状態に切り換える「扱深さ制御ＯＮ」が実行される（＃
１０、＃１１）。尚、本実施形態においては、扱深さ制御手段Ｊは、この「この扱深さ制
御ＯＮ」の条件と、株元センサ９４が穀稈を存在する条件との両条件が満たされたときに
、扱深さ制御を実行することになる。
【００８７】
　そして、作業指令スイッチ２５が「ＯＮ」であるときには、「脱穀クラッチ入り」の制
御、及び、「表示ランプ点灯」の制御が実行される（＃１２、＃１３）。
　この「表示ランプ点灯」の制御は、回転速度検出センサ５３にて検出されるエンジン１
０の回転速度が設定判別速度よりも高速であると点灯させかつ前記設定判別速度以下であ
ると点滅させる形態で表示ランプ５４を表示作動させることになる。
　また、この「脱穀クラッチ入り」の制御は、操作体位置検出用センサ４３の検出情報に
基づいて、電動モータ２２が脱穀クラッチ操作体３１を脱穀クラッチ入位置Ｕ２に操作し
、脱穀クラッチ連動機構３２を介して脱穀クラッチ１４を入り状態に操作することになり
、これと同時、電動モータ２２が刈取りクラッチ操作体３３を脱穀クラッチ入位置Ｕ２に
操作し、刈取りクラッチ連動機構３４を介して刈取りクラッチ１７を切り状態ではあるも
のの入り状態に近くなる状態に操作することになる。
　さらに、脱穀クラッチ操作体３１が脱穀クラッチ入位置Ｕ２に揺動操作される際、アク
セル操作具６０が設定低速位置Ｌに位置していると、アクセル操作部Ｇの操作によってエ
ンジン１０が設定定格回転速度に操作されることになる。つまり、脱穀クラッチ操作体３
１と共に揺動する揺動操作体６９の遊端部６９ｂが、待機位置Ｔに位置する操作部７０の
受動部７０ａに当接し、揺動操作体６９が操作部７０を作用方向ａ１に揺動操作する。す
ると、操作部７０の伝動部７０がアクセル操作具６０の出力アーム部６０ａに当接し、操
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作部７０がアクセル操作具６０を揺動操作する。これにより、アクセル操作部Ｇが作動し
てアクセル装置６３を増速側に操作する。アクセル操作具６０が設定高速位置Ｈになると
、揺動操作体６９が操作部６０から外れ、摩擦板６８がアクセル操作具６０を設定高速位
置Ｈに保持する。これにより、エンジン１０がアクセル操作具６０の設定高速位置Ｈに対
応した定格回転速度になる。
　ちなみに、操作部７０がアクセル操作具６０を設定高速位置Ｈに操作した後、揺動操作
体６９の遊端部６９ａが操作部７０の受動部７０ａから外れ、操作部７０が待機位置Ｔに
復帰してアクセル操作具６０の出力アーム部６０ａと離間し、また、揺動操作体６９が操
作部７０と離間することになる。したがって、アクセル操作具６０は、操作部７０と揺動
操作体６９とによる揺動規制を受けず、設定高速位置Ｈから減速側に人為操作できる状態
になる。
　加えて、エンジン１０が定格回転速度に操作された後、脱穀装置５を停止させても、エ
ンジン１０は定格回転速度に維持されることになる。つまり、アクセル操作具６０が設定
高速位置Ｈに位置している状態で、電動モータ２２が脱穀クラッチ操作体３１及び刈取り
クラッチ操作体３３をクラッチ切位置Ｕ１に操作すると、揺動操作体６９が脱穀クラッチ
操作体３１と共に揺動して解除方向ｂ２に揺動する。これに伴って揺動操作体６９の先端
部６９ａが待機位置Ｔに位置している操作部７０の受動部７０ａに当接して揺動操作体６
９が操作部７０を揺動操作しても、操作部７０は、解除方向ｂ１に揺動してアクセル操作
具６０に押圧作用しない。これにより、アクセル操作具６０が摩擦板６８によって設定高
速位置Ｈに保持され、エンジン１０は、アクセル操作具６０の設定高速位置Ｈに対応した
定格回転速度を維持する。
【００８８】
　次に、変速検出用センサ４１の検出情報に基づいて、前進操作域Ｆにおけるクラッチ入
り判別用設定位置Ｐ１よりも高速側に変速操作レバーが位置する前進走行状態であるか否
か、つまり、変速操作レバー２４が刈取クラッチ入り操作域に操作されているか否かが判
断され（＃１４）、変速操作レバー２４が刈取クラッチ入り操作域でないときには、前記
前進操作域Ｆにおけるクラッチ入り判別用設定位置Ｐ１よりも低速側に定めたクラッチ切
り判別用設定位置Ｐ２に対して前記変速操作レバー２４が低速側に位置する走行中立状態
であるか及び後進操作域Ｒに変速操作レバー２４が位置するか、つまり、変速操作レバー
２４が刈取クラッチ切り操作域に操作されているか否かが判断される（＃１９）。
【００８９】
　変速操作レバー２４が刈取クラッチ入り操作域に操作されている場合には、「刈取クラ
ッチ入り」の制御が行われることになる（＃1６）。つまり、操作体位置検出用センサ４
３の検出情報に基づいて、電動モータ２２により脱穀クラッチ操作体３１を刈取クラッチ
入位置Ｕ３に操作し、脱穀クラッチ連動機構３２を介して脱穀クラッチ１４を入り状態に
継続して操作することになり、これと同時、電動モータ２２により刈取りクラッチ操作体
３３を刈取クラッチ入位置Ｕ３に操作し、刈取りクラッチ連動機構３４を介して刈取りク
ラッチ１７を入り状態操作することになる。
　この「刈取クラッチ入り」の制御は、自動操作スイッチ５２にて自動操作指令が指令さ
れているか否かかが判断されたときに（＃１５）、自動操作を行なわない自動停止指令が
指令されていると、直ちに実行されることになり、そして、自動操作スイッチ５２にて自
動操作指令が指令されていると、高さ検出用センサ５１の検出情報に基づいて、刈取処理
装置４の高さが設定高さ以上であるか否かが判断されたときに（＃１７）、刈取処理装置
４の高さが設定高さよりも低いと判断されると実行されることになる。
【００９０】
　そして、自動操作スイッチ５２にて自動操作指令が指令されているか否かの判断（＃１
５）により、自走操作指令が指令されている場合においては、高さ検出用センサ５１の検
出情報に基づく刈取処理装置４の高さが設定高さ以上であるか否かの判断（＃１７）によ
り、刈取処理装置４の高さが設定高さ以上であるときには、「刈取クラッチ切り」の制御
が実行される（＃１８）。この「刈取クラッチ切り」の制御は、操作体位置検出用センサ
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４３の検出情報に基づいて、電動モータ２２が脱穀クラッチ操作体３１を脱穀クラッチ入
位置Ｕ２に操作し、脱穀クラッチ連動機構３２を介して脱穀クラッチ１４を入り状態に維
持する状態に操作することになり、これと同時、電動モータ２２が刈取りクラッチ操作体
３３を脱穀クラッチ入位置Ｕ２に操作し、刈取りクラッチ連動機構３４を介して刈取りク
ラッチ１７を切り状態に操作することになる。
【００９１】
　上述の如く、変速操作レバー２４が刈取クラッチ入り操作域でない場合に、変速操作レ
バー２４が刈取クラッチ切り操作域に操作されているか否かが判断され（＃１９）、その
判断により、刈取クラッチ切り操作域に操作されていないと、刈取クラッチ１７を入り状
態に維持すべく「刈取クラッチ切り」の制御が実行されることはないが、刈取クラッチ切
り操作域に操作されていると、上述と同様に行われる「刈取クラッチ切り」の制御が実行
されることになる（＃２２）。
　この「刈取クラッチ切り」の制御は、変速検出用センサ４１の検出情報に基づいて変速
操作レバー２４が中立位置Ｎでないことが判別される（＃２０）ときや、変速操作レバー
２４が中立位置Ｎであっても、掻込み指令スイッチ５０が刈取クラッチ１７の入り操作指
令を指令するＯＮ状態でないとき、つまり、切り操作指令を指令するときには、実行され
るものの、変速操作レバー２４が中立位置Ｎであって且つ掻込み指令スイッチ５０が刈取
クラッチ１７の入り操作指令を指令するＯＮ状態のときには、上述と同様に行われる「刈
取クラッチ入り」の制御が実行されることになる。
【００９２】
　「刈取りクラッチ入り」の制御（＃１６）や「刈取りクラッチ切り」の制御（＃１８）
が実行されたのちには、扱深さ制御手段Ｊを自動制御状態にとする指令状態であるか否か
、つまり、扱深さ制御ＯＮであるか否かが判断され（＃２３）、扱深さ制御ＯＮであると
きに、株元センサ９４が穀稈を検出していると、つまり、株元ＯＮであると（＃２４）、
扱深さ制御手段Ｊにて扱深さ制御が実行される（＃２５）。
　そして、この扱深さ制御ＯＮは、刈取収穫作業を開始すべく、作業指令スイッチ２５が
「ＯＮ」に操作されたとき、つまり、作業停止指令が指令された直後においては、上述の
如く自動的に行われることになるが、その後、扱深さ自動スイッチ９８にて制御停止状態
に切り換えたのちにおいては、その扱深さ自動スイッチ９８にて自動制御状態に切り換え
られことにより行われることになる。
【００９３】
　そして、上述した諸々の判断や制御行われたのちは、メインスイッチＳＷがＯＦＦ位置
に操作された否かが判断されることになり（＃２６）、上述した諸々の判断や制御が、メ
インスイッチＳＷがＯＦＦ位置に操作されまで繰り返し行われることになる。そして、メ
インスイッチＳＷがＯＦＦ位置に操作されると、上述した如く、制御部４２は、その間に
、エンジン１０を停止するためのエンジン停止制御や各種情報を記憶する情報記憶管理制
御等の終了制御を行なうことになる。
【００９４】
　ちなみに、上記説明では省略したが、扱深さ制御手段Ｊが自動制御状態に切り換えられ
たとき、つまり、扱深さ制御ＯＮのときには、扱深さランプ９２が点灯され、そして、扱
深さ制御手段Ｊが制御停止状態に切り換えられたときには、扱深さランプ９２が消灯され
るように、制御部２４が、扱深さランプ９２の点灯駆動回路９２Ａに対して点灯指令及び
消灯指令を指令することになる。
【００９５】
　従って、コンバイを運転する場合において、エンジン１０をアイドリング回転速度で回
転するアイドリング状態に始動させたのち、刈取収穫作業を行うために、作業指令スイッ
チ２５にて作業開始指令を指令すると、脱穀クラッチ１４が入り状態に操作されて脱穀装
置５が駆動され、アクセル装置６３が定格回転状態に操作されてエンジン１０が定格回転
速度で駆動されることになり、加えて、扱深さ制御手段Ｊが自動制御状態に切り換えられ
ることになる。そして、刈取収穫作業を停止するために、作業指令スイッチ２５にて作業
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停止指令を指令すると、脱穀クラッチ１４が切り状態に操作されて脱穀装置５の駆動が停
止されることになる。但し、その後の走行を適切に行えるようにするために、エンジン１
０を定格回転速度で駆動する状態が維持されることになる。
【００９６】
　作業指令スイッチ２５にて作業開始指令を指令すると、警報ブザー９３が作動して、注
意を喚起したのち、脱穀装置５が駆動され、且つ、エンジン１０が定格回転速度で駆動す
るように操作されることになる。そして、脱穀装置５が駆動され、且つ、エンジン１０が
定格回転速度で駆動される状態において、エンジン１０の回転速度が適正な回転速度であ
ることを判別するために設定した設定判別速度以上であると、表示ランプ５４が点灯され
、エンジン１０回転速度が設定判別速度未満であると、表示ランプ５４が点滅することに
なるので、表示ランプ５４の点灯及び点滅により、作業指令スイッチ２５にて作業開始指
令を指令した状態であることが表示され、また、表示ランプ５４が点灯であるか点滅であ
るかにより、エンジン１０が適正な回転速度で回転しているか否かが表示される。
【００９７】
　作業指令スイッチ２５にて作業開始指令を指令した状態、つまり、脱穀装置５が駆動さ
れ、且つ、エンジン１０が定格回転速度で駆動する状態において、自動操作スイッチ５２
にて自動操作指令が指令されていると、変速操作レバー２４が刈取クラッチ入り操作域に
操作されて前進走行が行われ且つ刈取処理装置４が設定高さよりも下降させると、刈取ク
ラッチ１７が入り状態となって刈取処理装置４が駆動され、変速操作レバー２４が刈取ク
ラッチ切り操作域に操作される、あるいは、刈取処理装置４が設定高さよりも上昇される
と、刈取クラッチ１７が切り状態となって刈取処理装置４の駆動が停止されることになる
。
　但し、変速操作レバー２４が刈取クラッチ切り操作域に操作されても、変速操作レバー
２４が中立位置Ｎに位置するときに、掻込み指令スイッチ５０にて刈取クラッチ１７の入
り操作指令が指令されと、刈取クラッチ１７を入り状態にして刈取処理装置４を駆動でき
るものとなる。
【００９８】
　説明を加えると、コンバイの刈取収穫作業は、基本的に、一行程の刈取収穫走行を行う
と、枕地を走行して、次の行程に移動すること繰り返しながら行われることになり、そし
て、枕地を走行するときには、刈取処理装置４を地面との接当を回避するために設定高さ
以上に上昇させ、次の行程に突入するときに、刈取処理装置４を設定高さよりも低い地面
近くに下降させることが行われることになるが、刈取処理装置４を上昇させて枕地を走行
するときには刈取処理装置４の駆動が自動的に停止され、刈取処理装置４を下降させて行
程に突入するときには刈取処理装置４が自動的に駆動されることになる。
　また、枕地を刈取る等のために、畦に向かって走行して停止したときに、掻込み指令ス
イッチ５０にて刈取クラッチ１７の入り操作指令を指令すると、刈取処理装置４に存在す
る刈取った穀稈を脱穀装置５に供給すべく、刈取処理装置４を駆動できる。
　そして、この掻込み指令スイッチ５０による指令による刈取処理装置４の駆動は、メン
テナンスを行うときにも使用できる。
【００９９】
　作業指令スイッチ２５にて作業開始指令を指令した状態、つまり、脱穀装置５が駆動さ
れ、且つ、エンジン１０が定格回転速度で駆動する状態において、自動操作スイッチ５２
にて自動停止指令が指令されていると、変速操作レバー２４が刈取クラッチ入り操作域に
操作されて前進走行が行われると、刈取クラッチ１７が入り状態となって刈取処理装置４
が駆動され、変速操作レバー２４が刈取クラッチ切り操作域に操作されると、刈取クラッ
チ１７が切り状態となって刈取処理装置４の駆動が停止されることになる。
　つまり、畦際等において枕刈りを行う際には、刈取処理装置４を地面近くに下降させた
状態で、前進及び後進を繰り返しながら刈取収穫作業を行うことが多いが、その場合にお
いては、変速操作レバー２４の操作により自動的に刈取クラッチ１７が入り状態と切り状
態とに切り換えられることになる。ちなみに、この場合にも、掻込み指令スイッチ５０に
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て刈取クラッチ１７の入り操作指令を指令すると、刈取処理装置４に存在する刈取った穀
稈を脱穀装置５に供給すべく、刈取処理装置４を駆動できる。
【０１００】
　要するに、操作制御手段Ｃは、基本的に下記の制御を行うことになる。
　作業指令スイッチ２５にて作業開始指令が指令されると、アクセル装置６３を定格回転
状態に操作し且つ脱穀クラッチ１４を入り状態に操作し、且つ、作業指令スイッチ２５に
て作業停止指令が指令されると、制御部４２が電動モータ２２を作動させて、脱穀クラッ
チ１４を切り状態に操作し且つアクセル装置６３を定格回転状態に維持する。
　制御部４２が電源投入により起動されたときに、脱穀クラッチ１４が入り状態の場合に
は、脱穀クラッチ１４を切り状態に操作する。
【０１０１】
　作業指令スイッチ２５にて作業開始指令が指令されている場合において、変速検出用セ
ンサ４１にて前進走行状態が検出されると刈取クラッチ１７を入り状態に操作し、且つ、
変速用検出センサ４１にて走行中立状態及び後進走行状態が検出されると刈取クラッチを
７切り状態に操作することになり、そして、上記実施形態においては、変速操作レバー２
４が前進操作域Ｆにおけるクラッチ入り判別用設定位置Ｐ１よりも高速側に位置すると、
前記前進走行状態であるとして、刈取クラッチ１７を入り状態に操作し、且つ、変速操作
レバー２４が前進操作域Ｆにおけるクラッチ入り判別用設定位置Ｐ１よりも低速側に定め
たクラッチ切り判別用設定位置Ｐ２よりも低速側に位置すると、前記走行中立状態である
として、前記刈取クラッチ１７を切り状態に操作する。
【０１０２】
　作業指令スイッチ２５にて作業開始指令が指令されかつ変速検出センサ４１にて前記走
行中立状態が検出されているときには、掻込み指令スイッチ５０の入り操作指令及び切り
操作指令に基づいて、刈取クラッチ１７を入り状態及び切り状態に操作し、且つ、作業指
令スイッチ２５にて作業開始指令が指令され変速検出センサ４１にて前記前進走行状態及
び前記後進走行状態が検出されているときには、掻込み指令スイッチ５０の入り操作指令
及び切り操作指令に基づいて刈取クラッチ１７を操作しない。
【０１０３】
　作業指令スイッチ２５にて作業開始指令が指令され且つ変速検出センサ４１にて前進走
行状態が検出されるときに、自動操作スイッチ５２にて自動操作指令が指令されている場
合には、高さ検出用センサ５１にて刈取処理装置４が設定基準高さよりも下降側に位置す
ることが検出されると、刈取クラッチ１７を入り状態に操作し、且つ、高さ検出用センサ
５１にて刈取処理装置４が設定基準高さ以上の上昇側に位置することが検出されると、刈
取クラッチ１７を切り状態に操作する。
【０１０４】
　さらに、自動操作スイッチ５２にて自動操作指令が指令されている場合には、掻込み指
令スイッチ５０の指令により刈取クラッチ１７の操作を行わない。ちなみに、上記実施形
態では、自動操作スイッチ５２にて自動操作指令が指令されている場合には、掻込み指令
スイッチ５０の指令により刈取クラッチ１７を操作しないように、制御部４２の制御プロ
グラムが構成されることにより、この機能が達成されることになる。
【０１０５】
〔別実施形態〕
　以下、上記実施形態の各部を変更する別実施形態について説明する。
【０１０６】
　上記実施形態では、操作制御手段Ｃが、一つの電動モータ２２の作動により、脱穀クラ
ッチ１４、刈取クラッチ１７、及び、アクセル装置（アクセル手段）６３を操作する形態
のものを例示したが、それらの夫々を各別に操作するアクチュエータを備えるようにする
形態や、脱穀クラッチ１４と刈取クラッチ１７とを操作するアクチュエータとアクセル装
置（アクセル手段）６３を操作するアクチュエータとを各別に備えるようにする形態等、
操作制御手段Ｃの構成は各種変更できる。
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【０１０７】
　上記実施形態では、作業指令手段２５にて作業開始を指令すると、作業クラッチ１４を
入り状態にし、加えて、エンジン１０のアクセル手段Ｇを定格回転状態にする場合を例示
したが、作業クラッチ１４を入り状態にする形態で実施しても良い。この場合、アクセル
手段Ｇを手動操作にて、定格回転状態に操作することになる。また、これとは逆に、アク
セル手段Ｇを定格回転状態にする形態で実施してもより、この場合、作業クラッチ１４を
手動操作にて入り状態に操作することになる。
【０１０８】
　上記実施形態では、脱穀クラッチ１４を作業クラッチとして操作する場合に本発明を適
用する場合を例示したが、脱穀クラッチ１４及び刈取クラッチ１７を作業クラッチとして
実施するようにしても良い。
【０１０９】
　上記実施形態では、走行変速装置として、前進走行速度を無段階に変速する油圧式の無
段変速装置Ｍを例示したが、走行変速装置としては、有段階式の変速装置を用いて構成し
てもよい。
【０１１０】
　上記実施形態では、作業指令手段２５にて作業開始指令が指令されている場合に、走行
変速検出手段４１にて前進状態が検出されると刈取クラッチ１７を入り状態に操作し、且
つ、走行変速検出手段４１にて走行中立状態及び後進走行状態が検出されると刈取クラッ
チ１７を切り状態に操作するにあたり、変速操作レバー２４が前進操作域Ｆにおけるクラ
ッチ入り判別用設定位置Ｐ１よりも高速側に位置すると、前進走行状態であるとして、刈
取クラッチ１７を入り状態に操作し、且つ、変速操作レバー２４が前進操作域Ｆにおける
クラッチ入り判別用設定位置Ｐ１よりも低速側に定めたクラッチ切り判別用設定位置Ｐ２
よりも低速側に位置すると、走行中立状態であるとして、前記刈取クラッチ１７を切り状
態に操作する形態を例示したが、変速操作レバー２４が前進操作域Ｆに定めた一つの判別
位置以上高速側に位置すると前進走行状態とし、判別位置よりも低速側に位置すると走行
中立状態であるとしても良い。
【０１１１】
　上記実施形態では、走行変速検出手段４１として、変速操作レバー２４の位置を検出す
る変速検出用センサを例示したが、例えば上記実施形態において、無段変速装置Ｍの操作
部の位置を検出するようにする等、走行変速検出手段４１の具体構成は各種変更できるも
のである。
【０１１２】
　上記実施形態では、点灯制御手段４２が、作業指令手段２５にて作業開始指令が指令さ
れている間は、継続して、回転速度検出手段５３にて検出される回転速度が設定判別速度
よりも高速であると点灯させかつ前記設定判別速度以下であると点滅させる形態で表示部
５４を表示作動させるように構成したが、作業指令手段２５にて作業開始指令が指令され
てから設定時間（例えば２秒）の間においてのみ、回転速度検出手段５３にて検出される
回転速度が設定判別速度よりも高速であると点灯させかつ前記設定判別速度以下であると
点滅させる形態で表示部５４を表示作動させるように構成してもよく、このように構成し
た場合にも、作業指令手段２５にて作業開始指令が指令されたときに、アクセル手段６３
が定格回転状態に適正通り操作されて、エンジン１０が適正に回転しているか否かを確認
できることになる。
【図面の簡単な説明】
【０１１３】
【図１】コンバインの全体側面図
【図２】伝動装置の概略図
【図３】ミッションケース内の縦断正面図
【図４】（ａ）（ｂ）（ｃ）は扱深さ調節手段の構成を示す縦断正面図
【図５】制御構成を示すブロック図
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【図６】クラッチ切り換え部の脱穀クラッチと刈取りクラッチとを切り操作した状態での
側面図
【図７】クラッチ切り換え部の脱穀クラッチを入り操作し、刈取りクラッチを切り操作し
た状態での側面図
【図８】クラッチ切り換え部の脱穀クラッチと刈取りクラッチとを入り操作した状態での
側面図
【図９】脱穀クラッチ操作体と刈取りクラッチ操作体の操作域を示す説明図
【図１０】アクセル操作部のアクセル操作具が設定低速位置に操作された状態での側面図
【図１１】アクセル操作部の縦断正面図
【図１２】アクセル操作部の斜視図
【図１３】（ａ）は、アクセル操作部の揺動操作体の操作過程での側面図、（ｂ）は、ア
クセル操作部の揺動操作体の操作過程での側面図、（ｃ）は、アクセル操作部の揺動操作
体がクラッチ入り域に操作された状態での側面図、（ｄ）は、アクセル操作部の揺動操作
体がクラッチ切り域に操作された状態での側面図
【図１４】制御作動を示すフローチャート
【図１５】制御作動を示すフローチャート
【符号の説明】
【０１１４】
１　　　　　走行装置
４　　　　　刈取処理装置
５　　　　　作業装置（脱穀装置）
１０　　　　エンジン
１４　　　　作業クラッチ（脱穀クラッチ）
１７　　　　刈取クラッチ
２４　　　　変速操作レバー
２５　　　　作業指令手段
４１　　　　走行変速検出手段
４２　　　　点灯制御手段
５０　　　　クラッチ操作指令手段
５１　　　　高さ検出手段
５２　　　　自動操作指令手段
５３　　　　回転速度検出手段
５４　　　　点灯式の表示部
６３　　　　アクセル手段
９３　　　　警報音発生装置
Ａ　　　　　操縦部
Ｂ　　　　　走行機体
Ｃ　　　　　操作制御手段
Ｆ　　　　　前進操作域
Ｊ　　　　　扱深さ制御手段
Ｋ　　　　　扱深さ調節手段
Ｍ　　　　　走行変速装置
Ｎ　　　　　中立位置
Ｐ１　　　　クラッチ入り判別用設定位置
Ｐ２　　　　クラッチ切り判別用設定位置
Ｒ　　　　　後進操作域
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【図３】 【図４】
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【図７】 【図８】
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【図１１】

【図１２】

【図１３】
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