
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　走行装置を備えた走行機体に、刈取搬送部を昇降可能に連結するとともに脱穀装置を搭
載してあるコンバインの操作構造であって、
　前記刈取搬送部及び前記脱穀装置を駆動する刈取脱穀作業状態と、前記刈取搬送部及び
前記脱穀装置を駆動停止する作業停止状態と、前記脱穀装置のみを駆動する脱穀作業状態
と、前記刈取搬送部のみを駆動する刈取作業状態とを現出可能に構成
　

してあるコンバインの操作構造。
【請求項２】
　前記制御手段による各作業状態の現出を選択する操作具を、その操作経路に、前記作業
停止状態の現出を選択する作業停止位置と前記刈取脱穀作業状態の現出を選択する刈脱位
置との間に前記刈取作業状態の現出を選択する刈取位置を備える刈取選択経路と、前記作
業停止位置と前記刈脱位置との間に前記脱穀作業状態の現出を選択する脱穀位置を備える
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するとともに、
前記脱穀装置に対する伝動を断続する脱穀クラッチと、前記刈取搬送部に対する動力を

独立変速する静油圧式無段変速装置からなる刈取変速装置と、それら脱穀クラッチ及び刈
取変速装置の作動を制御する制御手段とを装備して、前記刈取変速装置を走行速度に応じ
た変速位置に操作する一方で前記脱穀クラッチを接続した前記刈取脱穀作業状態と、前記
刈取変速装置を中立位置に操作する一方で前記脱穀クラッチを遮断した前記作業停止状態
と、前記刈取変速装置を中立位置に操作する一方で前記脱穀クラッチを接続した前記脱穀
作業状態と、前記刈取変速装置を走行速度に応じた変速位置に操作する一方で前記脱穀ク
ラッチを遮断した前記刈取作業状態とを現出可能に構成



脱穀選択経路とを有するように構成してある 記載のコンバインの操作構造。
【請求項３】
　前記刈取搬送部に、刈取穀稈の搬送を検出する穀稈センサを装備し、前記刈取作業状態
で前記穀稈センサにより刈取穀稈が検出されると、前記制御手段が、前記脱穀クラッチを
接続して前記刈取脱穀作業状態を現出するようにしてある 記載のコンバイ
ンの操作構造。
【請求項４】
　前記刈取搬送部に、刈取穀稈の搬送を検出する穀稈センサを装備し、前記刈取作業状態
で前記穀稈センサにより刈取穀稈が検出されると、前記制御手段が、前記刈取搬送部及び
前記走行装置への伝動を遮断するように構成してある 記載のコンバインの
操作構造。
【請求項５】
　前記走行装置が駆動状態か否かを検出する走行センサと、前記刈取搬送部が駆動状態か
否かを検出する刈取センサと、前記刈取搬送部への穀稈の供給を検出する穀稈センサとを
装備し、前記走行センサにより前記走行装置の駆動状態が検出され、前記穀稈センサによ
り前記刈取搬送部への穀稈の供給が検出される一方で、前記刈取センサにより前記刈取搬
送部の駆動停止状態が検出された場合には、前記制御手段が、前記走行装置への伝動を遮
断するように構成してある のいずれか一つに記載のコンバインの操作構造。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、走行装置を備えた走行機体に、刈取搬送部を昇降可能に連結するとともに脱
穀装置を搭載してあるコンバインの操作構造に関する。
【０００２】
【従来の技術】
　従来、上記のようなコンバインの操作構造においては、刈取搬送部及び脱穀装置を駆動
する刈取脱穀作業状態と、刈取搬送部及び脱穀装置を駆動停止する作業停止状態と、脱穀
装置のみを駆動する脱穀作業状態とが現出可能に構成されていた（例えば、特許文献１参
照。）。
【０００３】
【特許文献１】
　　特開２００１－２２４２２９号公報（段落番号００１９－００２０、図５－９）
【０００４】
　ちなみに、刈取脱穀作業状態は、機体の走行に伴って、刈取搬送部が植立穀稈を刈り取
って後方の脱穀装置に向けて搬送し、脱穀装置が刈取搬送部からの刈取穀稈に対して脱穀
処理及び選別処理を施して穀粒を回収しながらワラ屑などの塵埃を機外に排出する通常作
業状態であり、又、脱穀作業状態は、刈取搬送部による刈り取りが不可能で手刈りした穀
稈を脱穀装置に手動供給し、その刈取穀稈に対して脱穀装置が脱穀処理及び選別処理を施
して穀粒を回収しながらワラ屑などの塵埃を機外に排出するいわゆる枕扱き作業状態であ
る。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
　各圃場に対してコンバインによる収穫作業を開始する際には、機体を圃場に進入させな
がら畦際の植立穀稈を刈り取る進入刈取作業を行うのであるが、上記の従来技術において
、この進入刈取作業を行うためには、圃場への進入時から刈取脱穀作業状態を現出する必
要がある。そのため、圃場への進入時に、その前の圃場での収穫作業時に脱穀装置内に発
生したワラ屑などの塵埃が圃場外に排出されて、圃場近くの民家や道路などに飛散する不
都合が生じるようになっていた。
【０００６】
　本発明の目的は、圃場に対する収穫作業の開始時に、脱穀装置内に発生したワラ屑など
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請求項１

請求項１又は２

請求項１又は２

請求項１～４



の塵埃が圃場外に排出されて圃場近くの民家や道路などに飛散する不都合を回避できるよ
うにすることにある。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
〔構成〕
　上記目的を達成するため、本発明のうちの請求項１に記載の発明では、走行装置を備え
た走行機体に、刈取搬送部を昇降可能に連結するとともに脱穀装置を搭載してあるコンバ
インの操作構造において、前記刈取搬送部及び前記脱穀装置を駆動する刈取脱穀作業状態
と、前記刈取搬送部及び前記脱穀装置を駆動停止する作業停止状態と、前記脱穀装置のみ
を駆動する脱穀作業状態と、前記刈取搬送部のみを駆動する刈取作業状態とを現出可能に
構成

した。
【０００８】
〔作用〕
　上記請求項１に記載の発明によると、刈取脱穀作業状態を現出することで、機体の走行
に伴って、刈取搬送部が植立穀稈を刈り取って後方の脱穀装置に向けて搬送し、脱穀装置
が刈取搬送部からの刈取穀稈に対して脱穀処理及び選別処理を施して穀粒を回収しながら
ワラ屑などの塵埃を機外に排出する通常作業を行うことができ、又、脱穀作業状態を現出
することで、刈取搬送部による刈り取りが不可能となって手刈りした穀稈を脱穀装置に手
動供給し、その刈取穀稈に対して脱穀装置が脱穀処理及び選別処理を施して穀粒を回収し
ながらワラ屑などの塵埃を機外に排出するいわゆる枕扱き作業を行うことができ、更に、
刈取作業状態を現出することで、機体を圃場に進入させながら畦際の植立穀稈を刈り取る
進入刈取作業を行えるようになる。
【０００９】
　そして、枕扱き作業時には、脱穀作業状態を現出することで刈取搬送部が駆動停止され
ることから、枕扱き作業時には不必要な刈取搬送部が駆動されることによる動力ロスを回
避できるとともに、手刈りした穀稈を脱穀装置に手動供給する際に刈取搬送部が駆動され
ている場合に作業者が覚える恐怖感を無くすことができ、又、進入刈取作業時には、刈取
作業状態を現出することで脱穀装置が駆動停止されることから、その前の圃場での収穫作
業によって脱穀装置内に発生したワラ屑などの塵埃が機外に排出される不都合を回避でき
るようになる。
　

　

【００１０】
〔効果〕
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するとともに、前記脱穀装置に対する伝動を断続する脱穀クラッチと、前記刈取搬送
部に対する動力を独立変速する静油圧式無段変速装置からなる刈取変速装置と、それら脱
穀クラッチ及び刈取変速装置の作動を制御する制御手段とを装備して、前記刈取変速装置
を走行速度に応じた変速位置に操作する一方で前記脱穀クラッチを接続した前記刈取脱穀
作業状態と、前記刈取変速装置を中立位置に操作する一方で前記脱穀クラッチを遮断した
前記作業停止状態と、前記刈取変速装置を中立位置に操作する一方で前記脱穀クラッチを
接続した前記脱穀作業状態と、前記刈取変速装置を走行速度に応じた変速位置に操作する
一方で前記脱穀クラッチを遮断した前記刈取作業状態とを現出可能に構成

上記請求項１に記載の発明によると、刈取脱穀作業状態と刈取作業状態のいずれにおい
ても、刈取搬送部が走行速度に応じた駆動速度で駆動されることから、走行速度にかかわ
らず刈取搬送部の駆動速度を一定にしていた場合に発生する、走行速度の上昇に伴う刈取
搬送部に対する穀稈供給量の増加にかかわらず刈取搬送部での穀稈処理量が一定であるこ
とに起因した刈取穀稈の搬送詰まりを回避できるようになる。

又、刈取変速装置と本来よりコンバインに装備されている脱穀クラッチとを有効利用し
て、刈取脱穀作業状態、作業停止状態、及び脱穀作業状態に加えて、前の圃場での収穫作
業によって脱穀装置内に発生したワラ屑などの塵埃が圃場外に排出されて圃場近くの民家
や道路などに飛散する不都合が回避された刈取作業状態の現出を可能にしていることから
、刈取搬送部に対する伝動を断続する専用のクラッチを別途設ける場合に比較して、構成
の簡素化並びに製造コストの削減を図れるようになる。



　従って、通常作業及び枕扱き作業を従来通りに良好に行えるようにしながらも、各圃場
に対する収穫作業開始時の進入刈取作業を、その前の圃場での収穫作業によって脱穀装置
内に発生したワラ屑などの塵埃が、圃場外に排出されて圃場近くの民家や道路などに飛散
する不都合を招くことなく、良好に行えるようになった。
　

【００１１】
【００１２】
【００１３】
【００１４】
【００１５】
【００１６】
【００１７】
【００１８】
【００１９】
【００２０】
【００２１】
〔構成〕
　本発明のうちの請求項 記載の発明では、上記請求項１記載の発明において、前記制御
手段による各作業状態の現出を選択する操作具を、その操作経路に、前記作業停止状態の
現出を選択する作業停止位置と前記刈取脱穀作業状態の現出を選択する刈脱位置との間に
前記刈取作業状態の現出を選択する刈取位置を備える刈取選択経路と、前記作業停止位置
と前記刈脱位置との間に前記脱穀作業状態の現出を選択する脱穀位置を備える脱穀選択経
路とを有するように構成した。
【００２２】
〔作用〕
　上記請求項 に記載の発明によると、単一の操作具を操作することで、刈取脱穀作業状
態、作業停止状態、脱穀作業状態、及び刈取作業状態のそれぞれを現出することができ、
又、作業停止状態を現出する作業停止位置と刈取脱穀作業状態を現出する刈脱位置のどち
らからでも、脱穀作業状態を現出する脱穀位置と刈取作業状態を現出する刈取位置のそれ
ぞれに、次の操作位置として操作具を移動させることができ、更に、脱穀作業状態を現出
する脱穀位置と刈取作業状態を現出する刈取位置のどちらからでも、作業停止状態を現出
する作業停止位置と刈取脱穀作業状態を現出する刈脱位置のそれぞれに、次の操作位置と
して操作具を移動させることができるようになり、もって、作業停止状態から刈取作業状
態を現出して進入刈取作業を行った後に刈取脱穀作業状態を現出して通常作業を行う、と
いった収穫作業開始時での操作具の操作、通常作業を行う刈取脱穀作業状態から脱穀作業
状態を現出して脱穀装置内の残留処理物を処理した後に作業停止状態を現出する、といっ
た収穫作業終了時での操作具の操作、及び、作業停止状態から脱穀作業状態を現出して枕
扱き作業を行った後に再び作業停止状態を現出する、といった枕扱き作業時での操作具の
操作などを、操作性良く円滑に行えるようになる。
【００２３】
〔効果〕
　従って、収穫作業開始時、収穫作業終了時、及び枕扱き作業時などにおいて、刈取脱穀
作業状態、作業停止状態、脱穀作業状態、あるいは刈取作業状態を現出する際の操作性の
向上を図れるようになった。
【００２４】
〔構成〕
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また、構成の簡素化並びに製造コストの削減を図りながら、従来より良好な通常作業及
び枕扱き作業に加えて、進入刈取作業をも良好に行えるようになり、更に、刈取搬送部に
対する穀稈供給量と刈取搬送部での穀稈処理量との関係に起因した刈取穀稈の搬送詰まり
を回避できることから、刈取搬送部を駆動させた通常作業及び進入刈取作業をより良好に
行えるようになった。

２

２



　本発明のうちの請求項 に記載の発明では、上記請求項１ 記載の発明において、
前記刈取搬送部に、刈取穀稈の搬送を検出する穀稈センサを装備し、前記刈取作業状態で
前記穀稈センサにより刈取穀稈が検出されると、前記制御手段が、前記脱穀クラッチを接
続して前記刈取脱穀作業状態を現出するように構成した。
【００２５】
〔作用〕
　上記請求項 に記載の発明によると、刈取作業状態を現出した進入刈取作業において、
刈取搬送部によって刈り取り搬送される刈取穀稈が穀稈センサにより検出されると、刈取
脱穀作業状態が自動的に現出されて、刈取搬送部によって刈り取り搬送された刈取穀稈が
脱穀装置にて脱穀選別処理されるようになる。
【００２６】
　つまり、刈取脱穀作業状態を現出するための操作を行う手間を要することなく刈取脱穀
作業状態を現出することができるとともに、刈取作業状態から刈取脱穀作業状態への切り
換え操作を忘れることによって発生する、刈取穀稈が脱穀装置に到達しているにもかかわ
らず脱穀装置が駆動停止していることに起因した刈取搬送部での穀稈詰まりを未然に回避
できるようになる。
【００２７】
　しかも、刈取搬送部に本来より装備されている株元センサや穂先センサを穀稈センサと
して有効利用するようにすれば、構成の簡素化や製造コストの削減を図れるようになる。
【００２８】
〔効果〕
　従って、操作性の向上を図りながら、又、構成の簡素化や製造コストの削減を図れるよ
うにしながら、刈取作業状態から刈取脱穀作業状態への切り換え忘れに起因した刈取搬送
部での穀稈詰まりの発生を未然に回避できるようになった。
【００２９】
〔構成〕
　本発明のうちの請求項 に記載の発明では、上記請求項１ 記載の発明において、
前記刈取搬送部に、刈取穀稈の搬送を検出する穀稈センサを装備し、前記刈取作業状態で
前記穀稈センサにより刈取穀稈が検出されると、前記制御手段が、前記刈取搬送部及び前
記走行装置への伝動を遮断するように構成した。
【００３０】
〔作用〕
　上記請求項 に記載の発明によると、刈取作業状態を現出した進入刈取作業において、
刈取搬送部によって刈り取り搬送される刈取穀稈が穀稈センサにより検出されると、作業
停止状態と走行停止状態とが自動的に現出されるようになり、これによって、刈取作業状
態から刈取脱穀作業状態への切り換え忘れを作業者に認識させることができるとともに、
その切り換え忘れによって発生する、刈取穀稈が脱穀装置に到達しているにもかかわらず
脱穀装置が駆動停止していることに起因した刈取搬送部での穀稈詰まりを未然に回避でき
るようになる。
【００３１】
　しかも、刈取搬送部に本来より装備されている株元センサや穂先センサを穀稈センサと
して有効利用するようにすれば、構成の簡素化や製造コストの削減を図れるようになる。
【００３２】
〔効果〕
　従って、構成の簡素化や製造コストの削減を図れるようにしながら、刈取作業状態から
刈取脱穀作業状態への切り換え忘れに起因した刈取搬送部での穀稈詰まりの発生を未然に
回避できるようになった。
【００３３】
〔構成〕
　本発明のうちの請求項 に記載の発明では、上記請求項１～ のいずれか一つに記載の
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発明において、前記走行装置が駆動状態か否かを検出する走行センサと、前記刈取搬送部
が駆動状態か否かを検出する刈取センサと、前記刈取搬送部への穀稈の供給を検出する穀
稈センサとを装備し、前記走行センサにより前記走行装置の駆動状態が検出され、前記穀
稈センサにより前記刈取搬送部への穀稈の供給が検出される一方で、前記刈取センサによ
り前記刈取搬送部の駆動停止状態が検出された場合には、前記制御手段が、前記走行装置
への伝動を遮断するように構成した。
【００３４】
〔作用〕
　上記請求項 に記載の発明によると、走行装置が駆動されて刈取搬送部に穀稈が供給さ
れる刈取作業状態又は通常作業状態において、刈取搬送部が駆動停止されている場合には
走行停止状態が自動的に現出されるようになり、これによって、刈取搬送部の駆動忘れを
作業者に認識させることができるとともに、その駆動忘れによって発生する、刈取搬送部
による植立穀稈の押し倒しや走行装置による植立穀稈の踏み付けを未然に回避できるよう
になる。
【００３５】
〔効果〕
　従って、進入刈取作業や通常作業を行う際における刈取搬送部の駆動忘れに起因した刈
取搬送部による植立穀稈の押し倒しや走行装置による植立穀稈の踏み付けを未然に回避で
きるようになった。
【００３６】
【発明の実施の形態】
　図１には自脱形コンバインの全体側面が示されており、このコンバインは、左右一対の
クローラ式走行装置（走行装置の一例）１の駆動で走行する走行機体２の前部に、植立穀
稈を刈り取って後方に向けて搬送する刈取搬送部３を、油圧式のリフトシリンダ４の作動
で昇降揺動するように連結し、その刈取搬送部３からの刈取穀稈に対して脱穀処理を施す
とともに、この脱穀処理で得られた処理物に対して選別処理を施す脱穀装置５と、この脱
穀装置５からの穀粒を貯留する穀粒タンク６とを走行機体２に搭載し、走行機体２におけ
る穀粒タンク６の前方箇所に搭乗運転部７を形成して構成されている。
【００３７】
　図１及び図２に示すように、左右の各クローラ式走行装置１は、静油圧式無段変速装置
８やギヤ式変速装置９などを介して伝達されるエンジン１０からの動力で駆動され、搭乗
運転部７に装備した変速レバー１１を前後方向に揺動操作することで、静油圧式無段変速
装置８による無段階の変速操作と前後進の切り換え操作とを行うことができ、又、搭乗運
転部７に装備した操作レバー１２を左右方向に揺動操作することで、ギヤ式変速装置９に
よる直進状態、左右の緩旋回状態、及び左右の急旋回状態の切り換え現出を行えるように
構成されている。
【００３８】
　刈取搬送部３は、静油圧式無段変速装置８による変速後の動力がワンウェイクラッチ１
３やベルトテンション式の刈取クラッチ１４などを介して伝達されることで、複数の引起
装置１５、バリカン形の刈取装置１６、及び穀稈搬送装置１７などが駆動され、機体の走
行に伴って、その前端に装備された複数の分草具１８が倒伏した植立穀稈を分草し、各引
起装置１５が分草後の植立穀稈を引き起こし、刈取装置１６が引き起こされた植立穀稈の
株元側を切断し、穀稈搬送装置１７が刈取穀稈を起立姿勢から横倒し姿勢に切り換えなが
ら後方の脱穀装置５に向けて搬送するように構成され、又、操作レバー１２を前後方向に
揺動操作することで、リフトシリンダ４の作動による昇降操作を行えるようになっている
。
【００３９】
　脱穀装置５は、ベルトテンション式の脱穀クラッチ１９を介して伝達されるエンジン１
０からの動力で、フィードチェーン２０、扱胴２１、及び唐箕２２などが駆動され、フィ
ードチェーン２０が穀稈搬送装置１７により搬送された刈取穀稈の株元側を受け取って後
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方に向けて搬送し、その搬送中の刈取穀稈の穂先側に対して扱胴２１が扱き作用を施し、
唐箕２２がその扱き作用によって得られた処理物に対して選別風を供給するように構成さ
れ、その選別風などによる選別処理によって得られた穀粒が、一番回収スクリュー２３な
どを介して穀粒タンク６に供給搬送され、穀粒とワラ屑などとの混在物が、２番回収スク
リュー２４などを介して図外の揺動選別装置に還元搬送されるようになっている。
【００４０】
　フィードチェーン２０は、それに対する伝動のみがフィードチェーンクラッチ２５とベ
ルト式無段変速装置２６とを介して行われるようになっており、これによって、その独立
した変速操作と伝動状態の切り換え操作とを行えるようになっている。
【００４１】
　図１～１４に示すように、刈取クラッチ１４、脱穀クラッチ１９、及びフィードチェー
ンクラッチ２５は、カム機構２７を介した単一の電動式のクラッチモータ（アクチュエー
タの一例）２８の作動で断続操作されるパワークラッチに構成され、クラッチモータ２８
の作動は、マイクロコンピュータからなる制御装置（制御手段の一例））２９によって制
御され、制御装置２９には、搭乗運転部７に装備したクラッチレバー（操作具の一例）３
０の操作位置を検出するクラッチセンサ３１、クローラ式走行装置１が駆動されているか
否かを検出する走行センサ３２、及び、刈取搬送部３の高さ位置を検出する高さセンサ３
３などからの各検出情報が入力されるようになっている。
【００４２】
　カム機構２７は、その固定枠３４に３本の支軸３５～３７が装備され、その第１支軸３
５には、クラッチモータ２８に装備された駆動ギヤ３８に噛合する従動ギヤ３９と第１カ
ム４０又は第２カム４１が相対回転可能に外嵌され、その第２支軸３６には、第１連係ワ
イヤ４２などを介して刈取クラッチ１４のテンションアーム４３に連係されるとともに第
１カム４０又は第２カム４１の刈取カム部４４，４５によって操作される第１アーム４６
と、第２連係ワイヤ４７などを介して脱穀クラッチ１９のテンションアーム４８に連係さ
れるとともに第１カム４０又は第２カム４１の脱穀カム部４９，５０によって操作される
第２アーム５１とが相対回転可能に外嵌され、その第３支軸３７には、第３連係ワイヤ５
２などを介してフィードチェーンクラッチ２５の操作アーム５３に連係された第３アーム
５４と、第１カム４０又は第２カム４１のフィードチェーンカム部５５，５６によって操
作される被操作アーム５７とを一体装備した筒軸５８が相対回転可能に外嵌されている。
【００４３】
　従動ギヤ３９、第１カム４０、及び第２カム４１の各ボス部５９～６１には、従動ギヤ
３９と第１カム４０又は第２カム４１とを一体回動する状態に噛み合い連結させるための
噛合爪６２～６４が備えられ、第１支軸３５に従動ギヤ３９とともに外嵌装着される第１
カム４０又は第２カム４１が従動ギヤ３９と一体回動するようになっている。
【００４４】
　つまり、カム機構２７は、第１カム４０と第２カム４１の付け替えで、クラッチモータ
２８を、刈取クラッチ１４と脱穀クラッチ１９とフィードチェーンクラッチ２５のそれぞ
れに、第１カム４０を介して連係する第１連係状態（図７～１０参照）と、第２カム４１
を介して連係する第２連係状態（図１１～１４参照）とに切り換え可能に構成されている
。
【００４５】
　第１カム４０は、クラッチモータ２８の作動による従動ギヤ３９との一体回動で、刈取
カム部４４による第１アーム４６の押圧操作、脱穀カム部４９による第２アーム５１の押
圧操作、及び、フィードチェーンカム部５５による被操作アーム５７の押圧操作のそれぞ
れを解除する作業停止位置（図７参照）、刈取カム部４４による第１アーム４６の押圧操
作のみを行う刈取位置（図８参照）、刈取カム部４４による第１アーム４６の押圧操作と
脱穀カム部４９による第２アーム５１の押圧操作とを行う刈脱位置（図９参照）、及び、
脱穀カム部４９による第２アーム５１の押圧操作とフィードチェーンカム部５５による被
操作アーム５７の押圧操作とを行う刈取搬送停止位置（図１０参照）に回動操作されるよ
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うになっている。
【００４６】
　又、第２カム４１は、クラッチモータ２８の作動による従動ギヤ３９との一体回動で、
刈取カム部４５による第１アーム４６の押圧操作、脱穀カム部５０による第２アーム５１
の押圧操作、及び、フィードチェーンカム部５６による被操作アーム５７の押圧操作のそ
れぞれを解除する作業停止位置（図１１参照）、脱穀カム部５０による第２アーム５１の
押圧操作のみを行う脱穀位置（図１２参照）、刈取カム部４５による第１アーム４６の押
圧操作と脱穀カム部５０による第２アーム５１の押圧操作とを行う刈脱位置（図１３参照
）、及び、脱穀カム部５０による第２アーム５１の押圧操作とフィードチェーンカム部５
６による被操作アーム５７の押圧操作とを行う刈取搬送停止位置（図１４参照）に回動操
作されるようになっている。
【００４７】
　クラッチセンサ３１は、クラッチレバー３０の作業停止位置への操作によってオン操作
されるオンオフスイッチからなる切りスイッチ６５、クラッチレバー３０の第１作業位置
への操作によってオン操作されるオンオフスイッチからなる第１入りスイッチ６６、及び
、クラッチレバー３０の第２作業位置への操作によってオン操作されるオンオフスイッチ
からなる第２入りスイッチ６７によって構成され、走行センサ３２には、変速レバー１１
の中立位置への操作によってオン操作されるオンオフスイッチが採用され、高さセンサ３
３には、刈取搬送部３の昇降揺動支点周りでの操作角を検出するポテンショメータが採用
されている。
【００４８】
　制御装置２９は、カム機構２７に第１カム４０を装備した第１連係状態において、クラ
ッチセンサ３１によりクラッチレバー３０の作業停止位置への操作が検出されると、クラ
ッチモータ２８の作動により、第１アーム４６及び第２アーム５１によってオンオフスイ
ッチからなる一対の作業停止検出センサ６８がオン操作される前述した作業停止位置まで
第１カム４０を回動させることで、第１バネ６９の付勢による刈取クラッチ１４の遮断状
態、第２バネ７０の付勢による脱穀クラッチ１９の遮断状態、及び、第３バネ７１の付勢
によるフィードチェーンクラッチ２５の接続状態を現出して、刈取搬送部３及び脱穀装置
５を駆動停止させた作業停止状態を現出するように構成されている（図７参照）。
【００４９】
　又、クラッチセンサ３１によりクラッチレバー３０の第１作業位置への操作が検出され
ると、クラッチモータ２８の作動により、第１カム４０を前述した刈取位置まで回動させ
ることで、第１バネ６９の付勢に抗した刈取クラッチ１４の接続状態、第２バネ７０の付
勢による脱穀クラッチ１９の遮断状態、及び、第３バネ７１の付勢によるフィードチェー
ンクラッチ２５の接続状態を現出して、刈取搬送部３のみを駆動させた刈取作業状態を現
出するように構成されている（図８参照）。
【００５０】
　更に、クラッチセンサ３１によりクラッチレバー３０の第２作業位置への操作が検出さ
れると、クラッチモータ２８の作動により、第１カム４０を前述した刈脱位置まで回動さ
せることで、第１バネ６９の付勢に抗した刈取クラッチ１４の接続状態、第２バネ７０の
付勢に抗した脱穀クラッチ１９の接続状態、及び、第３バネ７１の付勢によるフィードチ
ェーンクラッチ２５の接続状態を現出して、刈取搬送部３及び脱穀装置５を駆動させた刈
取脱穀作業状態を現出するように構成されている（図９参照）。
【００５１】
　この刈取脱穀作業状態において、搭乗運転部７に装備されたオンオフスイッチからなる
操作具７２によって、オートクラッチ制御の実行が選択されている場合には、高さセンサ
３３により刈取搬送部３の予め設定された所定高さ位置以上の上昇が検出されると、クラ
ッチモータ２８の作動により、第１カム４０を前述した刈取搬送停止位置まで回動させる
ことで、第１バネ６９の付勢による刈取クラッチ１４の遮断状態、第２バネ７０の付勢に
抗した脱穀クラッチ１９の接続状態、及び、第３バネ７１の付勢に抗したフィードチェー
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ンクラッチ２５の遮断状態を現出して、刈取搬送部３及び脱穀装置５におけるフィードチ
ェーン２０の駆動を停止させた刈取搬送停止状態を現出するように構成されている（図１
０参照）。
【００５２】
　この刈取搬送停止状態において、高さセンサ３３により刈取搬送部３の所定高さ位置よ
り下方への下降が検出されると、クラッチモータ２８の作動により、第１カム４０を前述
した刈脱位置まで回動させることで、刈取搬送部３及びフィードチェーン２０を再駆動さ
せて前述した刈取脱穀作業状態を再現出するように構成されている（図９参照）。
【００５３】
　一方、カム機構２７に第２カム４１を装備した第２連係状態において、クラッチセンサ
３１によりクラッチレバー３０の作業停止位置への操作が検出されると、クラッチモータ
２８の作動により、第１アーム４６及び第２アーム５１によって一対の作業停止検出セン
サ６８がオン操作される前述した作業停止位置まで第２カム４１を回動させることで、第
１バネ６９の付勢による刈取クラッチ１４の遮断状態、第２バネ７０の付勢による脱穀ク
ラッチ１９の遮断状態、及び、第３バネ７１の付勢によるフィードチェーンクラッチ２５
の接続状態を現出して、刈取搬送部３及び脱穀装置５を駆動停止させた作業停止状態を現
出するように構成されている（図１１参照）。
【００５４】
　又、クラッチセンサ３１によりクラッチレバー３０の第１作業位置への操作が検出され
ると、クラッチモータ２８の作動により、第２カム４１を前述した脱穀位置まで回動させ
ることで、第１バネ６９の付勢による刈取クラッチ１４の遮断状態、第２バネ７０の付勢
に抗した脱穀クラッチ１９の接続状態、及び、第３バネ７１の付勢によるフィードチェー
ンクラッチ２５の接続状態を現出して、脱穀装置５のみを駆動させた脱穀作業状態を現出
するように構成されている（図１２参照）。
【００５５】
　更に、クラッチセンサ３１によりクラッチレバー３０の第２作業位置への操作が検出さ
れると、クラッチモータ２８の作動により、第２カム４１を前述した刈脱位置まで回動さ
せることで、第１バネ６９の付勢に抗した刈取クラッチ１４の接続状態、第２バネ７０の
付勢に抗した脱穀クラッチ１９の接続状態、及び、第３バネ７１の付勢によるフィードチ
ェーンクラッチ２５の接続状態を現出して、刈取搬送部３及び脱穀装置５を駆動させた刈
取脱穀作業状態を現出するように構成されている（図１３参照）。
【００５６】
　この刈取脱穀作業状態において、操作具７２によってオートクラッチ制御の実行が選択
されている場合には、高さセンサ３３により刈取搬送部３の予め設定された所定高さ位置
以上の上昇が検出されると、クラッチモータ２８の作動により、第２カム４１を前述した
刈取搬送停止位置まで回動させることで、第１バネ６９の付勢による刈取クラッチ１４の
遮断状態、第２バネ７０の付勢に抗した脱穀クラッチ１９の接続状態、及び、第３バネ７
１の付勢に抗したフィードチェーンクラッチ２５の遮断状態を現出して、刈取搬送部３及
び脱穀装置５におけるフィードチェーン２０の駆動を停止させた刈取搬送停止状態を現出
するように構成されている（図１４参照）。
【００５７】
　この刈取搬送停止状態において、高さセンサ３３により刈取搬送部３の所定高さ位置よ
り下方への下降が検出されると、クラッチモータ２８の作動により、第２カム４１を前述
した刈脱位置まで回動させることで、刈取搬送部３及びフィードチェーン２０を再駆動さ
せて前述した刈取脱穀作業状態を再現出するように構成されている（図１３参照）。
【００５８】
　尚、第１連係状態と第２連係状態のいずれにおいても、操作具７２によってオートクラ
ッチ制御の実行停止が選択されている場合には、高さセンサ３３の検出に基づいた刈取脱
穀作業状態と刈取搬送停止状態の切り換え現出を行わないように構成されている。
【００５９】
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　つまり、制御装置２９は、カム機構２７に第１カム４０を装備した第１連係状態では、
クラッチレバー３０の操作位置に基づいて、作業停止状態と刈取作業状態と刈取脱穀作業
状態とを切り換え現出するとともに、高さセンサ３３の検出に基づいた刈取脱穀作業状態
と刈取搬送停止状態との切り換え現出が可能となり、又、カム機構２７に第２カム４１を
装備した第２連係状態では、クラッチレバー３０の操作位置に基づいて、作業停止状態と
脱穀作業状態と刈取脱穀作業状態とを切り換え現出するとともに、高さセンサ３３の検出
に基づいた刈取脱穀作業状態と刈取搬送停止状態との切り換え現出が可能となっている。
【００６０】
　上記の構成から、各圃場に対する収穫作業の開始時に、機体を圃場に進入させながら畦
際の植立穀稈を刈り取る進入刈取作業（図１５参照）を行う場合には、刈取作業状態の現
出が可能な第１連係状態に切り換えておけば、その刈取作業状態を現出することで、圃場
への進入に伴って刈取搬送部３が畦際の植立穀稈を刈り取って後方の脱穀装置５に向けて
搬送する進入刈取作業を行えるようにしながら、この進入刈取作業時に、その前の圃場で
の収穫作業によって脱穀装置５内に発生したワラ屑などの塵埃が機外に排出されて圃場近
くの民家や道路などに飛散する不都合の発生を回避できるようになる。
【００６１】
　又、刈取搬送部３による刈り取りが不可能で手刈りした穀稈を脱穀装置５に手動供給す
るいわゆる枕扱き作業を行う場合には、脱穀作業状態の現出が可能な第２連係状態に切り
換えておけば、その脱穀作業状態を現出することで、手刈り穀稈の手動供給に伴ってフィ
ードチェーン２０がその手刈り穀稈の穂先側を脱穀装置５内に誘導し、その穂先側に対し
て脱穀装置５が脱穀処理及び選別処理を施して穀粒を回収するとともにワラ屑などの塵埃
を機外に排出する枕扱き脱穀を行える上に、この枕扱き作業時には不必要な刈取搬送部３
が駆動されることによる動力ロスや、作業者が手刈り穀稈を脱穀装置５に手動供給する際
に刈取搬送部３が駆動されていることによって恐怖感を覚える不都合を回避できるように
なる。
【００６２】
　そして、第１連係状態と第２連係状態のいずれにおいても、刈取脱穀作業状態の現出が
可能であることから、その刈取脱穀作業状態を現出することで、機体の走行に伴って刈取
搬送部３が植立穀稈を刈り取って後方の脱穀装置５に向けて搬送し、フィードチェーン２
０が刈取搬送部３からの刈取穀稈を受け取ってその穂先側を脱穀装置５内に誘導し、その
穂先側に対して脱穀装置５が脱穀処理及び選別処理を施して穀粒を回収するとともにワラ
屑などの塵埃を機外に排出する通常作業を行えるようになる。
【００６３】
　この通常作業において、現在の作業経路での収穫作業を終えて次の作業経路に機体を移
動させる枕地旋回などの方向転換を行うと、操作具７２によってオートクラッチ制御の実
行が選択されている場合には、その方向転換開始時に行われる刈取搬送部３の予め設定さ
れた所定高さ位置以上の高さ位置への上昇操作に伴って、前述した刈取搬送停止状態が現
出されて、刈取搬送部３及びフィードチェーン２０による穀稈の刈り取り搬送が停止され
る一方で、脱穀装置５による脱穀処理及び選別処理が継続されるようになり、その方向転
換後に行われる刈取搬送部３の予め設定された所定高さ位置よりも下方の高さ位置への下
降操作に伴って、前述した刈取脱穀作業状態が再現出されて、刈取搬送部３及びフィード
チェーン２０による穀稈の刈り取り搬送が再開されることから、作業経路を移行する植立
穀稈の刈り取りが行われない方向転換を行っても、刈取搬送部３やフィードチェーン２０
による刈取穀稈の連続搬送状態を維持することができて、その連続搬送が途切れることに
よる刈取穀稈の搬送姿勢の乱れに起因した搬送詰まりや脱穀不良の発生を回避できるとと
もに、その方向転換時に脱穀装置５の扱胴２１や唐箕２２などをも駆動停止させた場合に
招く虞のある脱穀不良や選別不良などを回避できるようになる。
【００６４】
　又、機体を畦際に向けて直進させながら各分草具１８の先端が畦に沿って上昇移動する
ように刈取搬送部３を上昇させて畦際の植立穀稈を刈り取る所謂高刈りを行う場合には、
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操作具７２によってオートクラッチ制御の実行停止を選択しておけば、その高刈り時に、
刈取搬送部３の予め設定された所定高さ位置以上の高さ位置への上昇操作に伴って前述し
た刈取搬送停止状態が現出されることに起因して発生する、畦際の植立穀稈が刈り残され
て刈取搬送部３によって押し倒される不都合を回避できるようになる。
【００６５】
　尚、カム機構２７には、従動ギヤ３９に一体装備された出力ギヤ７３と、この出力ギヤ
７３に噛合する中継ギヤ７４とを介して、第１カム４０又は第２カム４１の回動操作量を
検出して制御装置２９に出力するポテンショメータからなる回転センサ７５が装備されて
おり、制御装置２９は、この回転センサ７５の検出に基づいて、第１カム４０又は第２カ
ム４１の操作位置を検知するように構成されている。又、刈取搬送部３の所定高さ位置は
、搭乗運転部７に装備されたポテンショメータからなる設定器７６を回動操作することで
、所望の高さ位置に設定変更できるようになっている。
【００６６】
　図１及び図３に示すように、刈取搬送部３には、機体の走行に伴う刈取搬送部３に対す
る植立穀稈の供給を検出するオンオフスイッチからなる株元センサ（穀稈センサの一例）
７７、脱穀装置５に対する刈取穀稈の穂先位置を検出するオンオフスイッチからなる左右
一対の穂先センサ（穀稈センサの一例）７８、及び、刈取搬送部３の穀稈搬送装置１７を
独立昇降駆動して穀稈搬送装置１７の搬送始端位置を変更する電動式の昇降モータ７９が
装備され、制御装置２９は、左右一対の穂先センサ７８の検出に基づいて、昇降モータ７
９の作動を制御することで、株元側に位置する穂先センサ７８のみが刈取穀稈を検出する
状態となるように、搬送前の穀稈に対する穀稈搬送装置１７の搬送始端位置を変更して、
脱穀装置５に対する刈取穀稈の穂先位置を適正位置に維持する扱き深さ制御を行うように
構成されている。
【００６７】
　又、制御装置２９は、前述した進入刈取作業時において、穂先センサ（穀稈センサの一
例）７８により刈取穀稈が検出されると、クラッチモータ２８を作動させて、刈取搬送部
３及び脱穀装置５への伝動を遮断する作業停止状態を現出し、かつ、静油圧式無段変速装
置８を変速操作する電動式の変速モータ８０を作動させて、左右のクローラ式走行装置１
への伝動を遮断する静油圧式無段変速装置８の中立状態を現出するとともに、搭乗運転部
７に装備したブザー又はランプなどからなる警報装置８１を作動させるように構成されて
いる。
【００６８】
　更に、制御装置２９は、走行センサ３２により左右のクローラ式走行装置１の駆動状態
が検出され、株元センサ７７により刈取搬送部３への植立穀稈の供給が検出される一方で
、刈取クラッチ１４の接続状態が現出された際にそのテンションアーム４３によってオン
操作されるオンオフスイッチからなる刈取センサ８２により刈取搬送部３の駆動停止状態
が検出された場合には、変速モータ８０を作動させて、左右のクローラ式走行装置１への
伝動を遮断する静油圧式無段変速装置８の中立状態を現出するとともに、警報装置８１を
作動させるように構成されている。
【００６９】
　この構成から、進入刈取作業から通常作業に作業状態を変更するためのクラッチレバー
３０による刈取作業状態から刈取脱穀作業状態への切り換え操作を忘れている場合には、
その切り換え忘れを作業者に認識させることができるとともに、その切り換え忘れによっ
て発生する、刈取穀稈が脱穀装置５に到達しているにもかかわらず脱穀装置５が駆動停止
していることに起因した刈取搬送部３での穀稈詰まりを未然に回避できるようになる。し
かも、前述した扱き深さ制御を行うために刈取搬送部３に本来より装備されている穂先セ
ンサ７８を有効利用することから、構成の簡素化や製造コストの削減を図れるようになっ
ている。
【００７０】
　又、左右のクローラ式走行装置１が駆動されて刈取搬送部３に植立穀稈が供給される進
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入刈取作業時、通常作業時、及び高刈り作業時において、刈取搬送部３の駆動操作を忘れ
ている場合には、その駆動忘れを作業者に認識させることができるとともに、その駆動忘
れによって発生する、刈取搬送部３による植立穀稈の押し倒しや左右のクローラ式走行装
置１による植立穀稈の踏み付けを未然に回避できるようになる。
【００７１】
　尚、図３に示すように、変速モータ８０は、変速レバー１１から静油圧式無段変速装置
８にわたる変速連係機構８３に、その変速レバー１１による静油圧式無段変速装置８の手
動変速操作が優先されるように、摩擦式の連動機構８４を介して連係されている。
【００７２】
　　〔別実施形態〕
　以下、本発明の別実施形態を列記する。
（１）図１６に示すように、刈取クラッチ１４、脱穀クラッチ１９、及びフィードチェー
ンクラッチ２５を、それらに対応する専用の電磁シリンダなどのアクチュエータ８５～８
７の作動で断続操作されるパワークラッチに構成し、それらの各アクチュエータ８５～８
７の作動を、マイクロコンピュータからなる制御装置（制御手段の一例））２９が、搭乗
運転部７に装備したクラッチレバーなどの操作具３０の操作位置を検出するクラッチセン
サ３１の検出に基づいて制御することで、作業停止状態、刈取作業状態、刈取脱穀作業状
態、及び脱穀作業状態のそれぞれが切り換え現出され、又、操作具７２によってオートク
ラッチ制御の実行が選択されている場合には、制御装置２９が、高さセンサ３３の検出に
基づいて、各アクチュエータ８５～８７の作動を制御することで、刈取脱穀作業状態と刈
取搬送停止状態とが切り換え現出されるように構成してもよい。
【００７３】
（２）図１７及び図１８に示すように、刈取搬送部３に対する動力を独立して高低２段に
変速する噛合式の刈取変速装置８８（図１７参照）、又は、刈取搬送部３に対する動力を
独立して無段変速する静油圧式の刈取変速装置８９（図１８参照）を装備し、刈取変速装
置８８，８９、を、それに対応する専用の電動モータや電磁シリンダなどのアクチュエー
タ９０の作動で変速操作されるように構成し、かつ、脱穀クラッチ１９とフィードチェー
ンクラッチ２５とを、それらに対応する専用の電動モータや電磁シリンダなどのアクチュ
エータ９１，９２の作動で断続操作されるパワークラッチに構成し、それらの各アクチュ
エータ９０～９２の作動を、マイクロコンピュータからなる制御装置（制御手段の一例）
）２９が、搭乗運転部７に装備したクラッチレバーなどの操作具３０の操作位置を検出す
るクラッチセンサ３１の検出、及び、クローラ式走行装置１の駆動速度を検出する速度計
からなる速度センサ９３の検出に基づいて制御することで、刈取変速装置８８，８９を中
立位置に操作する一方で脱穀クラッチ１９を遮断しフィードチェーンクラッチ２５を接続
（又は遮断）した作業停止状態、刈取変速装置８８，８９を走行速度に応じた変速位置に
操作する一方で脱穀クラッチ１９及びフィードチェーンクラッチ２５を接続した刈取脱穀
作業状態、刈取変速装置８８，８９を中立位置に操作する一方で脱穀クラッチ１９及びフ
ィードチェーンクラッチ２５を接続した脱穀作業状態、並びに、刈取変速装置８８，８９
をクローラ式走行装置１の駆動速度に応じた変速位置に操作する一方で脱穀クラッチ１９
及びフィードチェーンクラッチ２５を遮断した（フィードチェーンクラッチ２５は接続で
もよい）刈取作業状態のそれぞれが切り換え現出され、又、操作具７２によってオートク
ラッチ制御の実行が選択されている場合には、制御装置２９が、高さセンサ３３の検出に
基づいて、各アクチュエータ９０～９２の作動を制御することで、上記の刈取脱穀作業状
態と、刈取変速装置８８，８９を中立位置に操作する一方で脱穀クラッチ１９を接続しフ
ィードチェーンクラッチ２５を遮断した刈取搬送停止状態とが切り換え現出されるように
構成してもよい。
【００７４】
　この構成によると、刈取脱穀作業状態と刈取作業状態のいずれにおいても、刈取搬送部
３が走行速度に応じた駆動速度で駆動されることから、走行速度にかかわらず刈取搬送部
３の駆動速度を一定にしていた場合に発生する、走行速度の上昇に伴う刈取搬送部３に対
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する穀稈供給量の増加にかかわらず刈取搬送部３での穀稈処理量が一定であることに起因
した刈取穀稈の搬送詰まりを回避できるようになる。
【００７５】
　尚、制御装置２９は、速度センサ９３によって検出されるクローラ式走行装置１の駆動
速度から機体の後進状態を検知した場合には、刈取変速装置８８，８９を走行速度に応じ
た変速位置に操作せずに中立位置に維持するように構成されている。
【００７６】
（３）上記（２）の別実施形態においては、速度センサ９３として、変速レバー１１の操
作位置を検出して制御装置２９に出力するポテンショメータなどを採用するようにしても
よい。又、速度センサ９３として変速レバー１１の操作位置を検出するポテンショメータ
を採用した場合には、このポテンショメータを左右のクローラ式走行装置１が駆動されて
いるか否かを検出する走行センサ３２に兼用するようにしてもよい。
【００７７】
（４）図１６～１８に示すように、上記（１）～（３）の別実施形態においては、制御装
置２９による各作業状態の現出を選択する操作具３０を、その操作経路９４に、作業停止
状態の現出を選択する作業停止位置と刈取脱穀作業状態の現出を選択する刈脱位置との間
に刈取作業状態の現出を選択する刈取位置を備える刈取選択経路９５と、作業停止位置と
刈脱位置との間に脱穀作業状態の現出を選択する脱穀位置を備える脱穀選択経路９６とを
有するように構成してもよい。
【００７８】
　この構成によると、単一の操作具３０を操作することで、刈取脱穀作業状態、作業停止
状態、脱穀作業状態、及び刈取作業状態のそれぞれを現出することができ、又、作業停止
状態を現出する作業停止位置と刈取脱穀作業状態を現出する刈脱位置のどちらからでも、
脱穀作業状態を現出する脱穀位置と刈取作業状態を現出する刈取位置のそれぞれに、次の
操作位置として操作具３０を移動させることができ、更に、脱穀作業状態を現出する脱穀
位置と刈取作業状態を現出する刈取位置のどちらからでも、作業停止状態を現出する作業
停止位置と刈取脱穀作業状態を現出する刈脱位置のそれぞれに、次の操作位置として操作
具３０を移動させることができるようになり、もって、作業停止状態から刈取作業状態を
現出して進入刈取作業を行った後に刈取脱穀作業状態を現出して通常作業を行う、といっ
た収穫作業開始時での操作具３０の操作、通常作業を行う刈取脱穀作業状態から脱穀作業
状態を現出して脱穀装置５内の残留処理物を処理した後に作業停止状態を現出する、とい
った収穫作業終了時での操作具３０の操作、及び、作業停止状態から脱穀作業状態を現出
して枕扱き作業を行った後に再び作業停止状態を現出する、といった枕扱き作業時での操
作具３０の操作などを、操作性良く円滑に行えるようになる。
【００７９】
　尚、図１６においては、操作具３０として操作レバーが採用され、その操作レバー３０
の操作位置は、操作レバー３０の作業停止位置への操作によってオン操作されるオンオフ
スイッチからなる停止スイッチ９７、操作レバー３０の刈脱位置への操作によってオン操
作されるオンオフスイッチからなる刈脱スイッチ９８、操作レバー３０の刈取位置への操
作によってオン操作されるオンオフスイッチからなる刈取スイッチ９９、及び、操作レバ
ー３０の脱穀位置への操作によってオン操作されるオンオフスイッチからなる脱穀スイッ
チ１００からなるクラッチセンサ３１によって検出されるように構成されている。
【００８０】
　又、図１７においては、操作具３０として操作レバーが採用され、その操作レバー３０
の操作位置は、操作レバー３０の作業停止位置への操作によってオン操作されるオンオフ
スイッチからなる停止スイッチ９７、操作レバー３０の刈脱位置への操作によってオン操
作されるオンオフスイッチからなる刈脱スイッチ９８、操作レバー３０の刈取位置への操
作によってオン操作されるオンオフスイッチからなる刈取スイッチ９９、及び、操作レバ
ー３０の脱穀位置への操作によってオン操作されるオンオフスイッチからなる脱穀スイッ
チ１００からなるレバーセンサ１０１によって検出されるように構成されている。
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【００８１】
　一方、図１８においては、操作具３０としてダイヤルが採用され、そのダイヤル３０の
操作位置は、ダイヤル３０の回動操作量を検出するポテンショメータからなるダイヤルセ
ンサ１０２によって検出されるように構成されている。
【００８２】
（５）上記（１）～（４）の別実施形態においては、前述した刈取作業状態において、穀
稈センサ７７，７８により刈取穀稈が検出されると、制御装置２９が、脱穀クラッチ１９
を接続して刈取脱穀作業状態を自動的に現出するように構成してもよい。この別実施形態
においては、制御装置２９による刈取脱穀作業状態の自動現出に伴って操作具３０が刈脱
位置に自動操作されるように構成することが望ましい。
【００８３】
（６）前述した進入刈取作業時において、株元センサ（穀稈センサの一例）７７により刈
取穀稈が検出されると、制御装置２９が、刈取搬送部３及び脱穀装置５への伝動を遮断す
る作業停止状態を現出し、かつ、左右のクローラ式走行装置１への伝動を遮断して走行停
止させる静油圧式無段変速装置８の中立状態を現出するとともに、搭乗運転部７に装備し
たブザー又はランプなどからなる警報装置８１を作動させるように構成してもよい。
【００８４】
（７）前述した進入刈取作業時において、株元センサ（穀稈センサの一例）７７又は穂先
センサ（穀稈センサの一例）７８により刈取穀稈が検出されると、制御装置２９が、エン
ジン１０を停止させて、刈取搬送部３、脱穀装置５、及び左右のクローラ式走行装置１へ
の伝動を遮断することで、作業停止状態と走行停止状態とを現出するとともに、搭乗運転
部７に装備したブザー又はランプなどからなる警報装置８１を作動させるように構成して
もよい。
【００８５】
（８）走行センサ３２により左右のクローラ式走行装置１の駆動状態が検出され、株元セ
ンサ７７により刈取搬送部３への植立穀稈の供給が検出される一方で、刈取センサ８２に
より刈取搬送部３の駆動停止状態が検出された場合には、制御装置２９が、エンジン１０
を停止させて、刈取搬送部３、脱穀装置５、及び左右のクローラ式走行装置１への伝動を
遮断することで、作業停止状態と走行停止状態とを現出するとともに、搭乗運転部７に装
備したブザー又はランプなどからなる警報装置８１を作動させるように構成してもよい。
【００８６】
　尚、刈取変速装置８８，８９を装備した別実施形態においては、刈取センサ８２として
、刈取変速装置８８，８９の中立状態を検出するオンオフスイッチやポテンショメータな
どを採用することが考えられる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　自脱形コンバインの全体側面図
【図２】　要部の伝動構成を示す概略図
【図３】　制御構成を示すブロック図
【図４】　カム機構の構成及び第１アームの連係を示す要部の縦断側面図
【図５】　カム機構の構成及び第２アームの連係を示す要部の縦断側面図
【図６】　カム機構の構成を示す要部の縦断背面図
【図７】　第１カムによる作業停止状態を示す概略図
【図８】　第１カムによる刈取作業状態を示す概略図
【図９】　第１カムによる刈取脱穀作業状態を示す概略図
【図１０】　第１カムによる刈取搬送停止状態を示す概略図
【図１１】　第２カムによる作業停止状態を示す概略図
【図１２】　第２カムによる脱穀作業状態を示す概略図
【図１３】　第２カムによる刈取脱穀作業状態を示す概略図
【図１４】　第２カムによる刈取搬送停止状態を示す概略図
【図１５】　進入刈取作業状態を示す側面図

10

20

30

40

50

(14) JP 3851858 B2 2006.11.29



【図１６】　刈取クラッチと脱穀クラッチとフィードチェーンクラッチとをそれぞれ専用
の
アクチュエータで断続操作する別実施形態での制御構成を示すブロック図
【図１７】　噛合式の刈取変速装置を装備した別実施形態での制御構成を示すブロック図
【図１８】　静油圧式の刈取変速装置を装備した別実施形態での制御構成を示すブロック
図
【符号の説明】
　１　　走行装置
　２　　走行機体
　３　　刈取搬送部
　５　　脱穀装置
　１４　刈取クラッチ
　１９　脱穀クラッチ
　２７　カム機構
　２８　アクチュエータ
　２９　制御手段
　３０　操作具
　３２　走行センサ
　４０　第１カム
　４１　第２カム
　７７　穀稈センサ
　７８　穀稈センサ
　８２　刈取センサ
　８８　刈取変速装置
　８９　刈取変速装置
　９４　操作経路
　９５　刈取選択経路
　９６　脱穀選択経路

10

20

(15) JP 3851858 B2 2006.11.29



【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】
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【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】 【 図 １ ６ 】
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【 図 １ ７ 】 【 図 １ ８ 】

(20) JP 3851858 B2 2006.11.29



フロントページの続き

(72)発明者  庄田　一真
            大阪府堺市石津北町６４番地　株式会社クボタ　堺製造所内
(72)発明者  加藤　裕治
            大阪府堺市石津北町６４番地　株式会社クボタ　堺製造所内
(72)発明者  林　繁樹
            大阪府堺市石津北町６４番地　株式会社クボタ　堺製造所内

    審査官  関根　裕

(56)参考文献  特開平０９－２４８０４１（ＪＰ，Ａ）
              特開平０４－３２５０２８（ＪＰ，Ａ）
              実開昭５９－１５９２３１（ＪＰ，Ｕ）
              特開２００２－１７１８２２（ＪＰ，Ａ）
              実開昭５５－１２８５３３（ＪＰ，Ｕ）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              A01D 61/00
              A01D 69/00 - 69/12
              A01F 12/56

(21) JP 3851858 B2 2006.11.29


	bibliographic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

