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(57)【要約】
【課題】エンジンに対するトウモロコシ植物体の接触を
回避し易いものでありながら、エンジンに対する点検等
の作業を行ない易いトウモロコシ収穫機を提供する。
【解決手段】走行車体の横一端部における前走行装置１
と後走行装置２との間に配備されたエンジン４ａを備え
ている。エンジン４ａの車体横外側方を覆うカバー状態
とエンジン４ａの車体横外側方を開放したカバー解除状
態とに切換え自在なサイドカバー３１を備えている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　左右一対の前走行装置及び左右一対の後走行装置を有した走行車体と、
　前記走行車体の前部に連結され、圃場からトウモロコシを収穫する収穫装置と、
　前記走行車体の横一端部における前記前走行装置と前記後走行装置との間に配備された
エンジンと、
　前記エンジンの車体横外側方を覆うカバー状態と前記エンジンの車体横外側方を開放し
たカバー解除状態とに切換え自在なサイドカバーと、
を備えたトウモロコシ収穫機。
【請求項２】
　前記エンジンが前記走行車体の前部に設けた運転部と前記走行車体の後部に設けたトウ
モロコシ回収タンクとの間に位置し、
　前記サイドカバーの走行車体前後方向長さを、前記サイドカバーの前端が前記エンジン
と前記運転部との間に位置し、前記サイドカバーの後端が前記エンジンと前記トウモロコ
シ回収タンクとの間に位置する走行車体前後方向長さに設定してある請求項１に記載のト
ウモロコシ収穫機。
【請求項３】
　前記トウモロコシ回収タンクを、走行車体前後向きの揺動軸芯まわりに揺動自在に支持
され、トウモロコシ出入口が走行車体横外向きになった排出姿勢と、前記トウモロコシ出
入口が走行車体上方向きになった貯留姿勢とに切り換わるように構成してある請求項２に
記載のトウモロコシ収穫機。
【請求項４】
　前記エンジン及び前記サイドカバーの上方に、エンジン冷却用のラジエータ及び回転フ
ァンと、前記ラジエータの車体横外側に配備された防塵カバーとを備えている請求項１～
３のいずれか一項に記載のトウモロコシ収穫機。
【請求項５】
　前記防塵カバーが前記カバー状態のサイドカバーの上端よりも上方に位置している請求
項４に記載のトウモロコシ収穫機。
【請求項６】
　前記サイドカバーが前記カバー状態と前記カバー解除状態とに揺動軸芯まわりに切換え
自在に支持されている請求項１～５のいずれか一項に記載のトウモロコシ収穫機。
【請求項７】
　前記揺動軸芯が走行車体上下向きに設定されている請求項６に記載のトウモロコシ収穫
機。
【請求項８】
　前記揺動軸芯が走行車体前後向きに設定されている請求項６に記載のトウモロコシ収穫
機。
【請求項９】
　前記揺動軸芯が前記カバー状態のサイドカバーの上端側に位置している請求項８に記載
のトウモロコシ収穫機。
【請求項１０】
　前記サイドカバーの前記カバー解除状態での取付姿勢を水平又はほぼ水平の取付姿勢に
設定してある請求項９に記載のトウモロコシ収穫機。
【請求項１１】
　前記エンジンの上方にエンジン冷却用のラジエータを備え、
　前記サイドカバーを、前記走行車体に装備されて前記ラジエータを支持するラジエータ
支持フレームに支持してある請求項１～１０のいずれか一項に記載のトウモロコシ収穫機
。
【請求項１２】
　前記サイドカバーを揺動自在に支持するヒンジが前記サイドカバーと前記ラジエータ支
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持フレームとに連結されている請求項１１に記載のトウモロコシ収穫機。
【請求項１３】
　前記サイドカバーを前記カバー解除状態に突張り支持によって固定するロック状態と、
前記サイドカバーに対する突張り支持を解除したロック解除状態とに切換え自在な突張り
手段を備えてある請求項１～１２のいずれか一項に記載のトウモロコシ収穫機。
【請求項１４】
　前記突張り手段が前記エンジンに対して走行車体前後方向に位置ずれした状態で配備さ
れている請求項１３に記載のトウモロコシ収穫機。
【請求項１５】
　前記エンジンの上方にエンジン冷却用のラジエータを備え、
　前記突張り手段を、前記走行車体に装備されて前記ラジエータを支持するラジエータ支
柱に支持してある請求項１３又は１４に記載のトウモロコシ収穫機。
【請求項１６】
　前記突張り手段が屈伸リンクである請求項１３～１５のいずれか一項に記載のトウモロ
コシ収穫機。
【請求項１７】
　前記サイドカバーを前記カバー状態に固定するロック具を備えてある請求項１～１６の
いずれか一項に記載のトウモロコシ収穫機。
【請求項１８】
　前記サイドカバーを前記カバー解除状態に突張り支持によって固定する伸展状態と、前
記サイドカバーの突っ張り支持を解除した屈曲状態とに切換え自在な屈伸リンクを備え、
　前記ロック具を、前記サイドカバー及びロック具支持部に対して装着されることによっ
て前記サイドカバーをカバー状態に固定するように構成し、かつ前記サイドカバー及び前
記ロック具支持部から取り外して前記屈伸リンクに装着されることによって前記屈伸リン
クを前記伸展状態に固定するように構成してある請求項１７に記載のトウモロコシ収穫機
。
【請求項１９】
　前記サイドカバーの走行車体前方側の端部の形状を、走行車体後方側ほど走行車体横外
側に位置する傾斜形状にしてある請求項１～１８のいずれか一項に記載のトウモロコシ収
穫機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、左右一対の前走行装置及び左右一対の後走行装置を有した走行車体と、前記
走行車体の前部に連結され、圃場からトウモロコシを収穫する収穫装置とを備えたトウモ
ロコシ収穫機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、特許文献１に示されるように、左右一対の前走行装置としての前車輪、左右一対
の後走行装置としての後車輪、収穫装置及びエンジンを備えたトウモロコシ収穫機があっ
た。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】中国実用新案公告第２０１３６９９３７号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　前走行装置及び後走行装置を有した走行車体及び走行車体の前部に連結された収穫装置
を備えたトウモロコシ収穫機にあっては、エンジンを装備される。しかし、走行車体の横
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側に植立するトウモロコシ植物体に走行車体側に傾斜や倒伏するものがあるとか、圃場か
ら走行車体に跳ね上がる土塊や茎稈屑があっても、エンジンに触れることを回避し易いよ
うに、エンジンを走行車体の内側の奥深い箇所に装備する構成を採用された場合、エンジ
ン及び伝動ベルトなどのエンジン付属部品を点検や交換するなど、エンジンに対する作業
を行ない難い。すなわち、走行車体の外部からエンジン及び付属部品に手が届き難い。
【０００５】
　本発明の目的は、エンジンに対する茎稈などの接触を回避し易いものでありながら、エ
ンジンに対する作業を行ない易いトウモロコシ収穫機を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明によるトウモロコシ収穫機は、
　左右一対の前走行装置及び左右一対の後走行装置を有した走行車体と、
　前記走行車体の前部に連結され、圃場からトウモロコシを収穫する収穫装置と、
　前記走行車体の横一端部における前記前走行装置と前記後走行装置との間に配備された
エンジンと、
　前記エンジンの車体横外側方を覆うカバー状態と前記エンジンの車体横外側方を開放し
たカバー解除状態とに切換え自在なサイドカバーと、
を備えたことを特徴とする。
【０００７】
　本構成によると、サイドカバーをカバー解除状態にすれば、エンジンの車体横外側方が
前走行装置と後走行装置の間で開放されることにより、また、エンジンが走行車体の横一
端部に位置していることにより、エンジンの車体横外側近くに作業スペースを確保し易い
。エンジンの車体横外側近くに作業スペースを確保し易いことにより、エンジンに対して
走行車体横外側から手が届き易い。
　このように、エンジンの走行車体横外側近くに作業スペースを確保し易いようにエンジ
ンが走行車体の横一端部に位置しているが、サイドカバーをカバー状態にすれば、エンジ
ンの車体横外側方がサイドカバーによって覆われるから、走行車体側に倒伏や傾斜するト
ウモロコシ植物体、あるいは跳ね上がった茎稈屑や土塊などがエンジンに触れ難いように
、エンジンをサイドカバーによってガードすることができる。
【０００８】
　従って、本発明によると、トウモロコシ植物体や茎稈屑などのエンジンに対する接触や
衝突をサイドカバーによって回避し易いものでありながら、エンジンに対する点検などの
作業を行なうのに、エンジンの近くに作業スペースを確保し易いと共にエンジンに手が届
き易くて楽にかつ能率よく作業できる。
【０００９】
　本発明において、前記エンジンが前記走行車体の前部に設けた運転部と前記走行車体の
後部に設けたトウモロコシ回収タンクとの間に位置し、前記サイドカバーの走行車体前後
方向長さを、前記サイドカバーの前端が前記エンジンと前記運転部との間に位置し、前記
サイドカバーの後端が前記エンジンと前記トウモロコシ回収タンクとの間に位置する走行
車体前後方向長さに設定すると好適である。
【００１０】
　本構成によると、カバー状態のサイドカバーがエンジンから走行車体前方側及び走行車
体後方側に突出する状態でエンジンの走行車体横外側方に位置するから、トウモロコシ植
物体や茎稈屑などがエンジンに真横から入り込むことを防止できるのみならず、サイドカ
バーの前側及び後側からエンジンに廻り込むことも回避し易い。
【００１１】
　従って、本発明によると、トウモロコシ植物体や茎稈屑などのエンジンに対する接触や
衝突をより精度よく防止できる。
【００１２】
　本発明において、前記トウモロコシ回収タンクを、走行車体前後向きの揺動軸芯まわり
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に揺動自在に支持され、トウモロコシ出入口が走行車体横外向きになった排出姿勢と、前
記トウモロコシ出入口が走行車体上方向きになった貯留姿勢とに切り換わるように構成す
ると好適である。
【００１３】
　本構成によると、サイドカバーをカバー状態にしたままでも、サイドカバーの後方にト
ウモロコシ回収タンクの移動経路を確保できて、トウモロコシ回収タンクを排出姿勢に切
り換えることができる。
【００１４】
　従って、本発明によると、トウモロコシ回収タンクに貯留されたトウモロコシを排出す
る作業を行なうのに、サイドカバーをカバー解除状態に切り換える手間が不要で迅速に作
業できる。
【００１５】
　本発明において、前記エンジン及び前記サイドカバーの上方に、エンジン冷却用のラジ
エータ及び回転ファンと、前記ラジエータの車体横外側に配備された防塵カバーとを備え
ると好適である。
【００１６】
　本構成によると、回転ファンによる送風作用により、エンジン冷却風を走行車体の外部
から防塵カバーを介して吸引してラジエータに供給するものであるが、ラジエータ、回転
ファン及び防塵カバーがエンジンよりも高い配置高さに位置するから、ラジエータ、回転
ファン及び防塵カバーを圃場からの塵埃が舞い上がり難い配置高さに位置させて、塵埃の
吸引を発生し難くできる。
【００１７】
　従って、本発明によると、防塵カバー及びラジエータの塵埃による目詰まりが発生し難
くて良好なエンジン冷却を長期にわたって行わせられる。
【００１８】
　本発明において、前記防塵カバーが前記カバー状態のサイドカバーの上端よりも上方に
位置すると好適である。
【００１９】
　本構成によると、防塵カバーを開けてラジエータの吸気面側を開放する際、カバー状態
にあるサイドカバーによる障害を受けずに防塵カバーを開けることができる。
【００２０】
　従って、本発明によると、ラジエータの吸気面側を開放してラジエータに対する点検な
どの作業を行なうのに、サイドカバーをカバー状態にしたままにして能率よく作業できる
。
【００２１】
　本発明において、前記サイドカバーが前記カバー状態と前記カバー解除状態とに揺動軸
芯まわりに切換え自在に支持されると好適である。
【００２２】
　本構成によると、サイドカバーの荷重を揺動支点に支持させながらサイドカバーをカバ
ー状態とカバー解除状態とに切り換え操作できる。
【００２３】
　従って、本発明によると、サイドカバーをカバー状態とカバー解除状態とに切り換える
のに、サイドカバーの荷重を揺動支点に支持させて楽にできる。
【００２４】
　本発明において、前記揺動軸芯が走行車体上下向きに設定されると好適である。
【００２５】
　本構成によると、サイドカバーを走行車体前後方向に揺動させてカバー状態とカバー解
除状態に切り換えるものだから、サイドカバーの配置高さを一定に維持しながら、サイド
カバーをカバー状態とカバー解除状態に切り換えることができる。
【００２６】
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　従って、本発明によると、サイドカバーをカバー状態とカバー解除状態に切り換えるの
に、サイドカバーの配置高さを一定に維持しながらサイドカバーを揺動操作できて、操作
し易い。
【００２７】
　本発明において、前記揺動軸芯が走行車体前後向きに設定されると好適である。
【００２８】
　本構成によると、サイドカバーを走行車体上下方向に揺動させてカバー状態とカバー解
除状態に切り換えるものだから、サイドカバーの重量を下降操作力に利用してサイドカバ
ーを下降揺動させることができる。
【００２９】
　従って、本発明によると、サイドカバーを下降揺動させるのに、サイドカバーの重量を
下降操作力に利用して楽にできる。
【００３０】
　本発明において、前記揺動軸芯が前記カバー状態のサイドカバーの上端側に位置すると
好適である。
【００３１】
　本構成によると、サイドカバーを走行車体上下方向に揺動させてカバー状態とカバー解
除状態に切り換えるものだから、サイドカバーの重量を下降操作力に利用してサイドカバ
ーを下降揺動させることができる。また、サイドカバーのほぼ全体を上昇揺動させてカバ
ー解除状態に切り換えることができ、サイドカバーのほぼ全体を上方に退避させてエンジ
ンの走行車体横外側方を上下方向に広い範囲にわたって開放することができる。
【００３２】
　従って、本発明によると、サイドカバーを下降揺動させるのに、サイドカバーの重量を
下降操作力に利用して楽にできるのみならず、エンジンに対する作業を行なうのに、エン
ジンの走行車体横外側方を上下方向に広い範囲にわたって開放して楽に作業できる。
【００３３】
　本発明において、前記サイドカバーの前記カバー解除状態での取付姿勢を水平又はほぼ
水平の取付姿勢に設定すると好適である。
【００３４】
　本構成によると、サイドカバーをカバー解除状態に切り換えてエンジンの走行車体横外
側を開放しても、サイドカバーが水平又はほぼ水平の取付姿勢になっていることにより、
エンジンの上方スペースを、走行車体横外側がサイドカバーによって覆われず、開放され
たままにできる。
【００３５】
　従って、本発明によると、例えば、エンジンの上方にラジエータなどエンジン付属装置
を備えてある場合、サイドカバーをカバー解除状態に切り換えてエンジンに対する作業を
行なう際、エンジン付属装置の走行車体横外側も開放されていてエンジン付属装置に対す
る作業なども併せて行い易いなど有利である。
【００３６】
　本発明において、前記エンジンの上方にエンジン冷却用のラジエータを備え、前記サイ
ドカバーを、前記走行車体に装備されて前記ラジエータを支持するラジエータ支持フレー
ムに支持すると好適である。
【００３７】
　本構成によると、サイドカバーを揺動自在に支持する支持機能をラジエータ支持フレー
ムに備えさせた簡単な支持構造で、サイドカバーをカバー状態とカバー解除状態とに揺動
切換え自在にできる。
【００３８】
　従って、本発明によると、サイドカバーをカバー状態とカバー解除状態とに揺動によっ
て楽に切り換えることができるものを、簡単な支持構造で済ませて安価に得ることができ
る。
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【００３９】
　本発明において、前記サイドカバーを揺動自在に支持するヒンジが前記サイドカバーと
前記ラジエータ支持フレームとに連結されると好適である。
【００４０】
　本構成によると、サイドカバーを揺動自在に支持する支持機能を作業台支持フレームに
備えさせた簡単な支持構造で、かつヒンジをサイドカバーと作業台支持フレームとに連結
したコンパクトな支持構造で、サイドカバーをカバー状態とカバー解除状態とに揺動切換
え自在にできる。
【００４１】
　従って、本発明によると、サイドカバーをカバー状態とカバー解除状態とに揺動によっ
て楽に切り換えることができるものを、簡単かつコンパクトな支持構造で済ませて安価に
かつコンパクトに得ることができる。
【００４２】
　本発明において、前記サイドカバーを前記カバー解除状態に突張り支持によって固定す
るロック状態と、前記サイドカバーに対する突張り支持を解除したロック解除状態とに切
換え自在な突張り手段を備えると好適である。
【００４３】
　本構成によると、サイドカバーをカバー解除状態に切り換えた際、サイドカバーをカバ
ー解除状態に支持する手間を掛けなくても、ロック状態に切り換えた突張り手段によって
サイドカバーをカバー解除状態に保持することができる。
【００４４】
　従って、本発明によると、エンジンに対する作業を行なうのに、サイドカバーをカバー
解除状態に保持するための特別な手間や道具を掛けるとか準備する必要がなくて楽に作業
できる。
【００４５】
　本発明において、前記突張り手段が前記エンジンに対して走行車体前後方向に位置ずれ
した状態で配備さると好適である。
【００４６】
　本構成によると、突張り手段が走行車体横方向視でエンジンに対して重ならず、エンジ
ンや付属装置の点検や交換をエンジンの走行車体横外側方から行う際の障害になり難い。
【００４７】
　従って、本発明によると、エンジンや付属装置に対する作業を行なう際、サイドカバー
を突張り手段によってカバー解除状態に維持できながら、突張り手段が作業の障害になり
難くて作業し易い。
【００４８】
　本発明において、前記エンジンの上方にエンジン冷却用のラジエータを備え、前記突張
り手段を、前記走行車体に装備されて前記ラジエータを支持するラジエータ支柱に支持す
ると好適である。
【００４９】
　本構成によると、突張り手段を支持する支持機能をラジエータ支柱に備えせた簡単な支
持構造で突張り手段を装備できる。
【００５０】
　従って、本発明によると、カバー解除状態に切り換えたサイドカバーを特別な手間や道
具を必要とせずにカバー解除状態に保持できるものを、突張り手段を簡単な支持構造によ
って装備して安価に得ることができる。
【００５１】
　本発明において、前記突張り手段が屈伸リンクであると好適である。
【００５２】
　本構成によると、突張り手段を屈折リンクによって構造簡単かつ軽量に構成できる。
【００５３】
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　従って、本発明によると、カバー解除状態に切り換えたサイドカバーを特別な手間や道
具を必要とせずにカバー解除状態に保持できるものを、突張り手段の面から構造簡単かつ
軽量に得ることができる。
【００５４】
　本発明において、前記サイドカバーを前記カバー状態に固定するロック具を備えると好
適である。
【００５５】
　本構成によると、サイドカバーをカバー状態にロック具によって固定して、サイドカバ
ーのガタ付きや不用意なカバー状態からの切り換わりを防止できる。
【００５６】
　従って、本発明によると、サイドカバーがガタ付けや不用意な切り換わりによって変形
や破損することを防止できる。
【００５７】
　本発明において、前記サイドカバーを前記カバー解除状態に突張り支持によって固定す
る伸展状態と、前記サイドカバーの突っ張り支持を解除した屈曲状態とに切換え自在な屈
伸リンクを備え、前記ロック具を、前記サイドカバー及びロック具支持部に対して装着さ
れることによって前記サイドカバーをカバー状態に固定するように構成し、かつ前記サイ
ドカバー及び前記ロック具支持部から取り外して前記屈伸リンクに装着されることによっ
て前記屈伸リンクを前記伸展状態に固定するように構成すると好適である。
【００５８】
　本構成によると、屈伸リンクを伸展状態に固定するリンク固定機能、及びサイドカバー
をカバー状態に固定するカバー固定機能を同一のロック具に備えさせた簡単な固定手段で
、屈伸リンクを伸展状態に固定でき、サイドカバーをカバー状態に固定できる。
　また、屈伸リンクを伸展状態に固定する際、サイドカバーをカバー解除状態に切り換え
ていて、ロック具をサイドカバーから屈伸リンクに付け替え、サイドカバーをカバー状態
に固定する際、屈伸リンクが屈曲状態にあって、ロック具を屈伸リンクからサイドカバー
に付け替えるものだから、ロック具を不使用状態にすることがないものである。
【００５９】
　従って、本発明によると、屈伸リンクを伸展状態に固定してサイドカバーをカバー解除
状態に保持することも、サイドカバーをカバー状態に固定してサイドカバーのガタ付きな
どを防止することもできるものを、ロック具を共用した簡単な固定手段によって有利に得
られる。
【００６０】
　本発明において、前記サイドカバーの走行車体前方側の端部の形状を、走行車体後方側
ほど走行車体横外側に位置する傾斜形状にすると好適である。
【００６１】
　本構成によると、走行車体横側に植立するトウモロコシ植物体が走行車体側に傾斜や倒
伏することがあっても、サイドカバーの端部の傾斜形状によって走行車体横外側に押し出
させることができる。
【００６２】
　従って、本発明によると、トウモロコシ植物体を走行車体横外側に押し出する機能をサ
イドカバーに備えさせた簡単な手段で、トウモロコシ植物体の走行車体側への巻き込みや
サイドカバーによる切断を回避し易い。
【図面の簡単な説明】
【００６３】
【図１】トウモロコシ収穫機の全体を示す右側面図である。
【図２】トウモロコシ収穫機の全体を示す平面図である。
【図３】トウモロコシ収穫機の全体を示す左側面図である。
【図４】トウモロコシ回収タンクを示す後面図である。
【図５】原動部を示す側面図である。
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【図６】原動部を示す正面図である。
【図７】エンジン及びラジエータの支持構造であって、分解状態の支持構造を示す斜視図
である。
【図８】カバー解除状態のサイドカバーを示す縦断正面図である。
【図９】カバー状態のサイドカバーを示す縦断正面図である。
【図１０】屈伸リンクの突張り支持作用を示す説明図である。
【図１１】別の実施構造を備えたサイドカバーを示す斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００６４】
　以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。
　図１は、本発明の実施例に係るトウモロコシ収穫機の全体を示す右側面図である。図２
は、本発明の実施例に係るトウモロコシ収穫機の全体を示す平面図である。図３は、本発
明の実施例に係るトウモロコシ収穫機の全体を示す左側面図である。図１，２，３に示す
ように、本発明の実施例に係るトウモロコシ収穫機は、左右一対の前走行装置としての前
車輪１，１、左右一対の後走行装置としての操向操作自在な後車輪２，２を有し、左右の
前車輪１，１が原動部４に設けたエンジン４ａからの駆動力によって駆動されて自走する
よう構成した走行車体と、走行車体の前部に連結され、昇降シリンダ５によってデバイダ
１１の先端側が圃場面近くに下降した下降作業状態と、デバイダ１１の先端側が圃場面か
ら高く上昇した上昇非作業状態とに昇降操作される収穫装置６と、走行車体の後部に設け
た収穫物回収タンク７と、収穫装置６の後部と収穫物回収タンク７の上方とにわたって設
けた搬送装置８と、走行車体の前後輪間の部位に昇降操作自在に支持された残稈処理装置
９とを備えている。
【００６５】
　走行車体は、走行車体の前部に設けた運転部３を備え、運転部３に搭乗して運転するよ
うに乗用型に構成してある。運転部３には、運転キャビン３ａを備えてある。搬送装置８
は、運転キャビン３ａの下方を通るように配備してある。搬送装置８の搬送終端部には、
搬送装置８から回収タンク７に供給されるトウモロコシに選別風を供給するファン装置８
ａ、搬送装置８によって搬送されるトウモロコシに混入した茎稈や葉を除去する除去装置
８ｂを設けてある。
【００６６】
　トウモロコシ収穫機は、収穫装置６を下降作業状態にして走行車体を走行させることに
より、収穫装置６によってトウモロコシ植物体のうちのトウモロコシ（種子が棒状に連な
って房になっている部位）を収穫し、収穫装置６からのトウモロコシを搬送装置８によっ
て走行車体後方側に搬送し、搬送装置８からのトウモロコシをトウモロコシ回収タンク７
に回収して貯留していく。トウモロコシ収穫機は、収穫装置６がトウモロコシを収穫する
際に圃場に植立状態で残した茎稈を残稈処理装置９によって細断して圃場に放出していく
。
【００６７】
　収穫装置６について説明する。
　図２に示すように、収穫装置６は、３列の収穫経路１２と、収穫経路１２の後側に駆動
回動自在に設けられ、各収穫経路１２からのトウモロコシを搬送デッキ１３に沿わせて走
行車体横方向に搬送して搬送装置８の前方に寄せ集める回転オーガ１４と、回転オーガ１
４の左右の螺旋搬送板１４ａ，１４ａの間の部位に一体回転自在に設けられ、トウモロコ
シを搬送装置８の入口に掻き込む掻込羽根１５とを備えている。各収穫経路１２の両横側
に、駆動回動自在な無端回動収穫チェーン１６、及び無端回動収穫チェーン１６の下方に
走行車体前後向きの軸芯まわりに駆動回動自在に配備した収穫ロール１６ａを備えてある
。各収穫経路１２に備えてある無端回動収穫チェーン１６及び収穫ロール１６ａは、デバ
イダ１１から送り込まれたトウモロコシ植物体を後方に移送しながら、トウモロコシ植物
体のうちのトウモロコシを茎稈から引き離して収穫する。
【００６８】
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　トウモロコシ回収タンク７について説明する。
　以下、トウモロコシ回収タンク７を回収タンク７と略称する。回収タンク７には、上端
部における横一端側の前後側に設けた取付部材２１を備えてある。前後一対の取付部材２
１，２１は、回収タンク７の前後側に振り分け配置して車体フレームＦに立設された前後
一対のタンク支柱２２，２２に一本の支軸２３を介して回転自在に支持されており、回収
タンク７は、支軸２３の軸芯で成り、回収タンク７の上端部の横外側に位置する走行車体
前後向きの揺動軸芯Ｐまわりに揺動自在に支持されている。
【００６９】
　図４に実施で示すように、回収タンク７は、回収タンク７の前後側に設けられた昇降シ
リンダ２４によって、底側が車体フレームＦに対して下降する側に揺動操作されることに
よって貯留姿勢になる。回収タンク７は、貯留姿勢になると、回収タンク７の上端部に設
けてあるトウモロコシ出入口７ａが走行車体上方向きになってトウモロコシ出入口７ａに
搬送装置８からのトウモロコシが落下し、収穫装置６によって収穫されたトウモロコシを
回収して貯留する。
【００７０】
　図４に二点鎖線で示すように、回収タンク７は、昇降シリンダ２４によって、底側が車
体フレームＦに対して上昇する側に揺動操作されることによって排出姿勢になる。回収タ
ンク７は、排出姿勢になると、トウモロコシ出入口７ａが走行車体左横外向きになり、貯
留していたトウモロコシをトウモロコシ出入口７ａから走行車体の左横外側に自然落下に
よって排出する
【００７１】
　前後のタンク支柱２２は、車体フレームＦの横端部から立設されている。前後のタンク
支柱２２は、上端側が車体フレームＦよりも車体左横外側に張り出た傾斜姿勢になってい
る。各タンク支柱２２の上端部と、車体フレームＦのうちタンク支柱２２が連結している
部位よりも走行車体横内側に位置する部位とにわたり、補強用のタンク支柱２５が連結さ
れている。前のタンク支柱２２と後のタンク支柱２２とは、回収タンク７の走行車体横外
側に位置する一対の補強杆２６，２６によって連結されている。一対の補強杆２６，２６
のうちの一方の補強杆２６は、前のタンク支柱２２の上端部と後のタンク支柱２２の下端
部とに連結され、他方の補強杆２６は、前のタンク支柱２２の下端部と後のタンク支柱２
２の上端部とに連結されている。
【００７２】
　原動部４について説明する。
　図１，２，５，６に示すように、原動部４には、走行車体の右横一端部における前車輪
１と後車輪２との間の部位に設けたエンジン４ａ、エンジン４ａの上方に設けたエンジン
冷却用のラジエータ３０、エンジン４ａの車体横外側方を覆うサイドカバー３１を備えて
ある。
【００７３】
　エンジン４ａは、車体フレームＦが備える前後一対のエンジン支持フレーム３５，３５
に出力軸４ｂとしてのクランク軸（図６参照）が走行車体横向きになる搭載姿勢で支持さ
れている。前後一対のエンジン支持フレーム３５，３５は、車体フレームＦを構成する左
右一対の走行車体前後向きのメインフレーム２０，２０のうちの左のメインフレーム２０
から走行車体左横外側方に延出されている。各エンジン支持フレーム３５には、左右一対
のエンジンマウント３６を備えてある。各エンジンマウント３６は、エンジン４ａの連結
部４ｃをクッションゴム３７を介して支持するよう構成してある。
【００７４】
　エンジン４ａの上方に、ラジエータ３０を設ける他、ラジエータ３０の走行車体横外側
に配置した防塵カバー３２、ラジエータ３０の走行車体横内側に配置したファンシュラウ
ド３３及び回転ファン３４を設け、エンジン４ａの冷却を行うように構成してある。
【００７５】
　すなわち、回転ファン３４は、エンジン４ａの出力軸４ｂから伝動ベルト３９ａ。伝動
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プーリ３９ｂ、プーリ支軸３９ｃ、伝動プーリ３９ｄ及び伝動ベルト３９ｅを介して伝達
される駆動力によって回転駆動されて送風作用する。回転ファン３４の送風作用により、
エンジン冷却風を走行車体横外側から防塵カバー３２が備える除塵部３２ａを介して防塵
カバー３２の内側に吸引してラジエータ３０に走行車体横内側向きに供給する。従って、
防塵カバー３２からのエンジン冷却風がラジエータ３０の熱交換部を走行車体横外側から
走行車体横内側に通過し、ラジエータ３０がエンジン４ａの冷却によって温度上昇したエ
ンジン冷却水からエンジン冷却風に放熱する。防塵カバー３２の除塵部３２ａは、網状の
除塵具によって構成してあり、塵埃をエンジン冷却風からろ過することによって除去する
。
【００７６】
　エンジン４ａの吸気マニホールド４ｄに吸気管２８ａを介して接続されたエアクリーナ
２７を、エンジン４ａの上方にラジエータ３０より走行車体前方側に配置して設けてある
。エアクリーナ２７の吸気口２７ａからプレ吸気管２８ｂを走行車体上方向きに延出し、
プレ吸気管２８ｂの延出端部にプレエアクリーナ２９を接続してある。
【００７７】
　ラジエータ３０及び防塵カバー３２の支持構造について説明する。
【００７８】
　図５，６，７に示すように、前後一対のエンジン支持フレーム３５，３５のうちの前の
エンジン支持フレーム３５の延出端部から走行車体上方向きに立設した前のラジエータ支
柱４０と、後のエンジン支持フレーム３５よりも走行車体後方側で左のメインフレーム２
０から延出された走行車体横向きの基部フレーム４１と、基部フレーム４１の走行車体横
方向での２箇所から各別に走行車体上方向きに立設した左右一対の後のラジエータ支柱４
２，４２と、左右一対の後のラジエータ支柱４２，４２の上端部にわたって連結された走
行車体横向きの横向き連結フレーム４３と、この横向き連結フレーム４３と前のラジエー
タ支柱４０とにわたって連結された走行車体前後向きの前後向き連結フレーム４４とを備
えて、ラジエータ支持フレーム４５を構成してある。前のラジエータ支柱４０は、前のエ
ンジン支持フレーム３５の延出端部にエンジン支持フレーム３５から前方に突出する状態
で備えさせた支持部３５ａから突設してある。
【００７９】
　ラジエータ３０は、下端が横向き連結フレーム４３及び前後向き連結フレーム４４の上
端と同じ又はほぼ同じ配置高さに位置する配置で横向き連結フレーム４３及び前側のラジ
エータ支柱４０に連結されている。
【００８０】
　防塵カバー３２は、後述するカバー状態のサイドカバー３１の上端３１Ｕよりも走行車
体上方側に位置する状態でラジエータ支持フレーム４５に支持されている。具体的には、
防塵カバー３２は、前後向き連結フレーム４４と横向き連結フレーム４３とにわたって連
結されている。前側のラジエータ支柱４０に上端側から走行車体前方向きに突設した支持
体４６を備え、この支持体４６にエアクリーナ２７を支持させてある。
【００８１】
　サイドカバー３１について説明する。
　サイドカバー３１は、運転キャビン３ａの後方近くの箇所と回収タンク７の前方近くの
箇所とにわたって位置する走行車体前後方向長さＬを備えて構成してある。つまり、サイ
ドカバー３１の走行車体前後方向長さＬは、サイドカバー３１の前端３１Ｆがエンジン４
ａと運転部３との間に位置し、サイドカバー３１の後端３１Ｒがエンジン４ａと回収タン
ク７との間に位置する走行車体前後方向長さに設定してある。さらに、サイドカバー３１
の走行車体前後方向長さＬは、ラジエータ支持フレーム４５の走行車体前後方向長さより
も長い走行車体前後方向長さに設定してある。サイドカバー３１の前端３１Ｆの形状を走
行車体上下方向に沿った鉛直線形状にしてある。サイドカバー３１の前端３１Ｆから下端
３１Ｄに至る端縁３１ａの形状を、サイドカバー内側に凹入した湾曲縁形状にしてある。
サイドカバー３１の後端３１Ｒの形状を走行車体上下方向に沿った鉛直線形状にしてある
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。サイドカバー３１の上端３１Ｕの形状を走行車体前後方向に沿った直線形状にしてある
。
【００８２】
　サイドカバー３１の走行車体前方側の端部であって、前端３１Ｆを備える端部３１ｃに
おける表面側の形状を、走行車体後方側ほど走行車体横外側に位置する傾斜形状になるよ
う面取り形状にしてある。
【００８３】
　従って、走行車体横外側に位置する植立状態のトウモロコシ植物体に走行車体側に傾斜
や倒伏するものがあっても、走行車体前方側の端部３１ｃの傾斜形状によって走行車体横
外側に押し出し操作され、傾斜や倒伏したトウモロコシ植物体が走行車体内側に巻き込ま
れることやサイドカバー３１によって切断されることを防止できる。
【００８４】
　サイドカバー３１は、上端部に設けた前後一対のヒンジ５０，５０を介してラジエータ
支持フレーム４５に支持させてある。従って、サイドカバー３１は、前後一対のヒンジ５
０，５０によって設定される揺動軸芯であって、サイドカバー３１の上端側に位置する走
行車体前後向きの揺動軸芯Ｘまわりに上下揺動操作することができ、上下揺動操作するこ
とにより、エンジン４ａに対するカバー状態とカバー解除状態とに切り換わるようになっ
ている。
【００８５】
　図８は、カバー解除状態のサイドカバー３１を示す縦断正面図である。図８に示すよう
に、サイドカバー３１を揺動軸芯Ｘまわりに上昇揺動操作し、サイドカバー３１の車体前
後方向での中間部に連結してある屈伸リンク５１が伸展状態になると、サイドカバー３１
がカバー解除状態になる。サイドカバー３１は、カバー解除状態になると、エンジン４ａ
の走行車体横外側を開放し、エンジン４ａ、及び伝動ベルト３９ａなどのエンジン４ａの
付属部品に対する走行車体横外側からの点検や交換作業を容易にする。サイドカバー３１
は、カバー解除状態になると、水平又はほぼ水平の取付姿勢になる。
【００８６】
　図９は、カバー状態のサイドカバー３１を示す後面図である。図９に示すように、サイ
ドカバー３１を揺動軸芯Ｘまわりに下降揺動操作し、屈伸リンク５１が収縮してサイドカ
バー３１の下端部がエンジン支持フレーム３５及び基部フレーム４１の走行車体横外側に
エンジン支持フレーム３５及び基部フレーム４１の延出端部に沿って位置すると、サイド
カバー３１がカバー状態になる。サイドカバー３１は、カバー状態になると、エンジン４
ａの車体横外側方を覆い、走行車体横外側方に位置する植立状態のトウモロコシ植物体、
残稈処理装置９による細断処理などに起因して圃場から跳ね上がった茎稈屑などがエンジ
ン４ａに触れるとか衝突することを防止する。
【００８７】
　前後のヒンジ５０は、サイドカバー３１とラジエータ支持フレーム４５とにわたって連
結してある。図７，８，９に示すように、前のヒンジ５０は、サイドカバー３１の上端部
の裏面側に固定されたカバー側ヒンジ体５０ａと、ラジエータ支持フレーム４５のうちの
前のラジエータ支柱４０及び前後向き連結フレーム４４に固定された支持フレーム側ヒン
ジ体５０ｂと、カバー側ヒンジ体５０ａとフレーム側ヒンジ体５０ｂとにわたって装着さ
れ、カバー側ヒンジ体５０ａをフレーム側ヒンジ体５０ｂに対して揺動軸芯Ｘまわりに回
動自在に連結しているヒンジピン５０ｃとを備えて構成してある。後のヒンジ５０は、サ
イドカバー３１の上端部の裏面側に固定されたカバー側ヒンジ体５０ａと、ラジエータ支
持フレーム４５のうちの後側のラジエータ支柱４２に固定された支持フレーム側ヒンジ体
５０ｂと、カバー側ヒンジ体５０ａとフレーム側ヒンジ体５０ｂとにわたって装着され、
カバー側ヒンジ体５０ａをフレーム側ヒンジ体５０ｂに対して揺動軸芯Ｘまわりに回動自
在に連結しているヒンジピン５０ｃとを備えて構成してある。カバー側ヒンジ体５０ａは
、サイドカバー３１の上端部の裏面側にサイドカバー３１の前後方向に沿わせて設けた補
強材３１ｅに連結してある。
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【００８８】
　屈伸リンク５１は、サイドカバー３１の裏面側に一端側が連結ピン５２を介して回動自
在に連結されたカバー側リンク５１ａと、ラジエータ支持フレーム４５のうちの後のラジ
エータ支柱４２に一端側が連結ピン５３を介して回動自在に連結された車体側リンクとし
ての支柱側リンク５１ｂと、カバー側リンク５１ａ及び支柱側リンク５１ｂの他端側どう
しを相対回動自在に連結する連結ピン５４とを備えて構成してある。カバー側リンク５１
ａは、サイドカバー３１の内面側に設けられた前後一対のサイドカバー上下向きの補強材
３１ｄ，３１ｄのうちの後の補強材３１ｄに連結されている。
【００８９】
　屈伸リンク５１は、走行車体側面視においてエンジン４ａに対して走行車体後方側に位
置ずれした箇所に位置する状態で配備してある。従って、屈伸リンク５１は、エンジン４
ａに対する作業を走行車体横外方から行う際の障害にならない。
【００９０】
　図８に示すように、屈伸リンク５１は、サイドカバー３１の上昇揺動に伴い、サイドカ
バー３１による引き操作によって伸展作動する。カバー側リンク５１ａと支柱側リンク５
１ｂとは、サイドカバー３１がカバー解除状態に切り換わると、連結ピン５４の軸芯が連
結ピン５２及び連結ピン５３の軸芯を通る直線Ｓよりも下方に位置したデッドポイント越
えの伸展状態になる。図１０に示すように、屈伸リンク５１は、デッドポイント越えの伸
展状態になると、カバー側リンク５１ａ及び支柱側リンク５１ｂの他端部５１ｄどうしの
当接により、サイドカバー３１の重量に抗して伸展状態を維持してサイドカバー３１をカ
バー解除状態に突張り支持するように構成してある。
【００９１】
　サイドカバー３１をカバー解除状態から下降揺動させるのに、連結ピン５４の軸芯が連
結ピン５２及び連結ピン５３の軸芯を通る直線Ｓよりも上方に位置するように屈伸リンク
５１を曲げ操作しながら、サイドカバー３１の下降揺動操作を開始すれば、この後、図９
に示すように、屈伸リンク５１は、下降揺動するサイドカバー３１による押圧操作によっ
て屈折作動してサイドカバー３１に対する突張り支持を解除し、サイドカバー３１のカバ
ー状態への下降揺動を可能にするよう構成してある。
【００９２】
　従って、屈伸リンク５１は、サイドカバー３１をカバー解除状態に突張り支持するロッ
ク状態と、サイドカバー３１に対する突張り支持を解除したロック解除状態とに切換え自
在な突張り手段を構成している。屈伸リンク５１は、サイドカバー３１がカバー解除状態
に切り換わると、ロック状態に自ずと切り換わり、サイドカバー３１をカバー解除状態に
突張り支持する。
【００９３】
　サイドカバー３１の下部にロック孔５６を設け、後側の左右一対のラジエータ支柱４２
，４２のうちの後のラジエータ支柱４２にロック具支持部５７を設けてある。ロック具支
持部５７には、サイドカバー３１のロック孔５６に装着されたノブ付ボルト５８を螺合さ
せて、ノブ付ボルト５８によってサイドカバー３１をロック具支持部５７に締め付け固定
させる雌ネジ孔５７ａを設けてある。
【００９４】
　従って、サイドカバー３１をカバー状態に切り換えた際、サイドカバー３１とロック具
支持部５７とにわたって脱着自在なノブ付ボルト５８を装着することにより、サイドカバ
ー３１をノブ付ボルト５８によってカバー状態に固定できる。従って、ノブ付ボルト５８
は、サイドカバー３１をカバー状態に固定するロック具を構成している。
【００９５】
　図１０に示すように、屈伸リンク５１のカバー側リンク５１ａ及び支柱側リンク５１ｂ
に、ノブ付ボルト５８の脱着が可能なロック孔５９を設けてある。カバー側リンク５１ａ
及び支柱側リンク５１ｂのロック孔５９にわたってノブ付ボルト５８を装着し、カバー側
リンク５１ａ又は支柱側リンク５１ｂとノブ付ボルト５８との螺合によってノブ付ボルト
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５８の離脱を防止することにより、カバー側リンク５１ａと支柱側リンク５１ｂとが屈伸
リンク５１を伸展状態にする係合状態にノブ付ボルト５８によって連結されるように構成
してある。
【００９６】
　従って、屈伸リンク５１が伸展状態に切り換わった際、サイドカバー３１及びロック具
支持部５７から取り外したノブ付ボルト５８をカバー側リンク５１ａ及び支柱側リンク５
１ｂに装着することにより、屈伸リンク５１をノブ付ボルト５８によって伸展状態に固定
できる。
【００９７】
〔別実施形態〕
　図１１は、別の実施構造を備えたサイドカバー３１を示す斜視図である。図１１に示す
ように、別の実施構造を備えたサイドカバー３１は、後端部に設けた上下一対のヒンジ５
０を介して支柱６０に支持されている。従って、サイドカバー３１は、サイドカバー３１
の走行車体後方側の端部に配備した走行車体上下向きの揺動軸芯Ｙまわりに走行車体前後
方向に揺動操作することによってカバー状態とカバー解除状態とに切り換えられるように
支持されている。
【００９８】
〔別実施例〕
（１）上記した実施例では、前車輪１を前走行装置として採用し、後車輪２を後走行装置
として採用した例を示したが、前車輪１及び後車輪２に替えて、クローラ走行装置を前走
行装置及び後走行装置として採用して実施してもよい。
【００９９】
（２）上記した実施例では、エンジン４ａ及びサイドカバー３１を走行車体の右側の横端
部に配備した例を示したが、左側の横端部に配備して実施してもよい。
【０１００】
（３）上記した実施例では、トウモロコシ回収タンク７を排出姿勢に切り換えた状態にお
いて、トウモロコシ出入口７ａが走行車体左横外向きになるよう構成した例を示したが、
トウモロコシ回収タンク７を排出姿勢に切り換えた状態において、トウモロコシ出入口７
ａが走行車体右横外向きになるよう構成して実施してもよい。
【０１０１】
（４）上記した実施例では、サイドカバー３１をカバー状態とカバー解除状態とに揺動自
在に支持されるよう構成した例を示したが、サイドカバー３１が脱着自在に支持される支
持構成を採用し、サイドカバー３１を取り外しによってカバー解除状態に切り換え、装着
によってカバー状態に切り換えるように構成して実施してもよい。
【０１０２】
（５）上記した実施例では、突張り手段５１がエンジン４ａに対して走行車体後方側に位
置ずれする状態で配備した例を示したが、エンジン４ａに対して走行車体前方側に位置ず
れする状態で配備して実施してもよい。
【０１０３】
（６）上記した実施例では、屈伸リンク５１によって突張り手段を構成した例を示したが
、サイドカバー３１と車体側とにわたって脱着自在な突張り棒、あるいは、車体側に揺動
自在に支持され、車体側とは反対側の端部をサイドカバー３１に係脱操作するよう構成し
た突張り棒によって突張り手段を構成して実施してもよい。
【０１０４】
（７）上記した実施例では、サイドカバー３１がラジエータ支持フレーム４５に支持され
るよう構成した例を示したが、サイドカバー３１の支持専用に走行車体に設けた部材に支
持されるよう構成して実施してもよい。
【０１０５】
（８）上記した実施例では、ノブ付ボルト５８をロック具として採用した例を示したが、
ロックピンなど各種のロック手段を採用して実施してもよい。
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【産業上の利用可能性】
【０１０６】
　本発明は、トウモロコシ植物体のうち、茎稈を圃場に残してトウモロコシを収穫する収
穫装置６、及びトウモロコシを回収して貯留するタンク７を備えるトウモロコシ収穫機の
他、トウモロコシ植物体を刈り取る収穫装置、収穫装置からのトウモロコシを脱穀処理す
る脱穀装置を備えるトウモロコシ収穫機にも利用可能である。
【符号の説明】
【０１０７】
　１　　　　　前走行装置
　２　　　　　後走行装置
　３　　　　　運転部
　４ａ　　　　エンジン
　６　　　　　収穫装置
　７　　　　　トウモロコシ回収タンク
　７ａ　　　　トウモロコシ出入口
　３０　　　　ラジエータ
　３１　　　　サイドカバー
　３１ｃ　　　端部
　３１Ｆ　　　前端
　３１Ｒ　　　後端
　３１Ｕ　　　上端
　３２　　　　防塵カバー
　３４　　　　回転ファン
　４２　　　　ラジエータ支柱
　４５　　　　ラジエータ支持フレーム
　５０　　　　ヒンジ
　５１　　　　突張り手段（屈伸リンク）
　５７　　　　ロック具支持部
　５８　　　　ロック具
　Ｐ，Ｘ，Ｙ　揺動軸芯
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【図９】 【図１０】
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