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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】扱胴の回転に伴う持ち回りによる脱穀処理物の
移送が円滑に行えるようにしながら、脱穀装置に搬入さ
れる作物の量の違いに応じて適切な脱粒性能を維持でき
るコンバインを提供する。
【解決手段】脱穀装置４の扱室に、前後軸芯Ｘ周りで回
転する扱胴３４と、扱室の上部を覆う天板の内面側に扱
胴３４の回転軸芯方向に沿って間隔をあけて設けられ、
脱穀処理物を扱胴３４の回転軸芯Ｘ方向一方側から他方
側に向けて移送する複数の送塵弁７０とが備えられ、複
数の送塵弁７０の夫々に、天板に位置固定状態で取り付
けられた固定送塵弁部分７１と、固定送塵弁部分７１と
周方向に隣り合い、且つ、揺動によって送り角度を変更
調節可能な可動送塵弁部分７２とが備えられている。
【選択図】図１０
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　扱室内で刈取穀稈を脱穀処理する脱穀装置が備えられ、
　前記扱室に、前後軸芯周りで回転する扱胴と、前記扱胴の外周部に沿う状態で設けられ
た円弧状の受網と、前記扱室の上部を覆う天板の内面側に前記扱胴の回転軸芯方向に沿っ
て間隔をあけて設けられ、脱穀処理物を前記扱胴の回転軸芯方向一方側から他方側に向け
て移送する複数の送塵弁とが備えられ、
　前記複数の送塵弁の夫々に、前記天板に位置固定状態で取り付けられた固定送塵弁部分
と、前記固定送塵弁部分と周方向に隣り合い、且つ、揺動によって送り角度を変更調節可
能な可動送塵弁部分とが備えられているコンバイン。
【請求項２】
　前記固定送塵弁部分及び前記可動送塵弁部分のうちの前記扱胴の回転方向上手側に位置
するものが処理物移送方向下手側に位置する状態で、前記固定送塵弁部分と前記可動送塵
弁部分とが前記周方向に沿って重複している請求項１に記載のコンバイン。
【請求項３】
　前記固定送塵弁部分が前記回転方向上手側に位置し、前記可動送塵弁部分が前記回転方
向下手側に位置する状態で備えられ、
　前記可動送塵弁部分は、前記回転方向上手側端部に位置する回動支点を中心にして回動
することにより前記送り角度を変更調節可能である請求項２に記載のコンバイン。
【請求項４】
　前記天板のうち前記固定送塵弁部分側に位置する固定側対応部分が前記周方向に沿って
円弧状に形成され、
　前記天板のうち前記可動送塵弁部分側に位置する可動側対応部分が平板状に形成され、
　前記固定側対応部分が前記可動側対応部分よりも前記周方向に沿って長い請求項１から
３のいずれか１項に記載のコンバイン。
【請求項５】
　前記固定送塵弁部分は、前記固定側対応部分を超えて前記周方向に沿って前記可動側対
応部分側へ延長形成されている請求項４に記載のコンバイン。
【請求項６】
　前記天板は、前記固定側対応部分と前記可動側対応部分とが分割形成されている請求項
４又は５に記載のコンバイン。
【請求項７】
　前記天板は、前記固定側対応部分と前記可動側対応部分とが一連に連なる状態で一体的
に形成されている請求項４又は５に記載のコンバイン。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、扱室内で刈取穀稈を脱穀処理する脱穀装置が備えられ、扱室の上部を覆う天
板の内面側に、脱穀処理物を扱胴の回転軸芯方向一方側から他方側に向けて移送する複数
の送塵弁が備えられているコンバインに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来のコンバインでは、例えば、特許文献１に示されるように、複数の送塵弁の全ての
ものが位置固定状態で天板の内面に取り付けられる構成のものがあった（以下、第１の従
来技術という）。又、特許文献２に示されるように、複数の送塵弁の全てのものが、天板
の内面に揺動可能に支持され、送り角度を変更調節可能に構成されたものもあった（以下
、第２の従来技術という）。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００３】
【特許文献１】特開２０１３－１８３７１７号公報
【特許文献２】特開平６－２９２４４３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記第１の従来技術では、複数の送塵弁が位置固定状態であるから、天板の形状を扱胴
の外端部の回転規制に沿うように円弧状に形成することができる。しかし、この構成では
、送塵弁において脱穀処理物を移送するための送り角度が一定になるから、脱穀装置に搬
入される作物の量が多くなると、扱胴の回転軸芯方向に沿う搬送処理能力が不足して処理
物が詰まり、脱粒されないまま、後方に移送される等のおそれがあり、作物の量が少なく
なると、脱穀処理物の移送が速すぎて脱粒できないまま後方に移送されてしまい、脱粒性
能が低下するおそれがある。
【０００５】
　上記第２の従来技術では、脱穀装置に搬入される作物の量の変化に応じて、送塵弁の送
り角度を調節することにより、作物の量の変動にかかわらず脱穀処理物を円滑に移送する
ことができる。しかし、この構成では、送塵弁の送り角度を変更させるために、天板にお
ける送塵弁が装着される箇所は、平坦面にしなければならず、扱胴の回転に伴って持ち回
り移送される脱穀処理物の移送が円滑に行えないおそれがある。
【０００６】
　そこで、扱胴の回転に伴う持ち回りによる脱穀処理物の移送が円滑に行えるようにしな
がら、脱穀装置に搬入される作物の量の違いに応じて適切な脱粒性能を維持できるように
することが望まれていた。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明に係るコンバインの特徴構成は、扱室内で刈取穀稈を脱穀処理する脱穀装置が備
えられ、前記扱室に、前後軸芯周りで回転する扱胴と、前記扱胴の外周部に沿う状態で設
けられた円弧状の受網と、前記扱室の上部を覆う天板の内面側に前記扱胴の回転軸芯方向
に沿って間隔をあけて複数設けられ、脱穀処理物を前記扱胴の回転軸芯方向一方側から他
方側に向けて移送する複数の送塵弁とが備えられ、前記複数の送塵弁の夫々に、前記天板
に位置固定状態で取り付けられた固定送塵弁部分と、前記固定送塵弁部分と周方向に隣り
合い、且つ、揺動によって送り角度を変更調節可能な可動送塵弁部分とが備えられている
点にある。
【０００８】
　本発明によれば、送塵弁のうち固定送塵弁部分は天板に位置固定で取り付けられるので
、天板の形状に制約を受けることがない。そこで、固定送塵弁部分が取り付けられえる箇
所では、天板の形状として、扱胴の回転に伴う脱穀処理物の持ち回り移送が円滑に行える
ような形状にさせることが可能である。そして、送塵弁のうち固定送塵弁部分と周方向に
隣り合う可動送塵弁部分の送り角度を変更させることにより、扱胴の回転軸芯方向に沿う
搬送処理能力を変更させることが可動である。
【０００９】
　その結果、固定送塵弁部分によって、扱胴の回転に伴う脱穀処理物の移送を円滑に行え
るようにしながら、可動送塵弁部分によって、脱穀装置に搬入される作物の量の変化に応
じて、送塵弁の送り角度を調節することにより、作物の量の変動にかかわらず脱粒性能が
低下する不利を解消させやすいものになる。
【００１０】
　従って、扱胴の回転に伴う持ち回りによる脱穀処理物の移送が円滑に行えるようにしな
がら、脱穀装置に搬入される作物の量の違いに応じて適切な脱粒性能を維持できるように
することが可能となった。
【００１１】
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　本発明においては、前記固定送塵弁部分及び前記可動送塵弁部分のうちの前記扱胴の回
転方向上手側に位置するものが処理物移送方向下手側に位置する状態で、前記固定送塵弁
部分と前記可動送塵弁部分とが前記周方向に沿って重複していると好適である。
【００１２】
　本構成によれば、固定送塵弁部分及び可動送塵弁部分のうちの扱胴の回転方向上手側に
位置する送塵弁部分は、下手側に位置する送塵弁部分よりも先に脱穀処理物に接触して送
り機能を発揮することになる。そして、回転方向上手側に位置する送塵弁部分が処理物移
送方向下手側に位置して重複するので、それによって移送案内される脱穀処理物は、処理
物移送方向上手側に位置する送塵弁部分との段差部分で引っ掛かり滞留することなく、円
滑に移送することが可能となる。
【００１３】
　本発明においては、前記固定送塵弁部分が前記回転方向上手側に位置し、前記可動送塵
弁部分が前記回転方向下手側に位置する状態で備えられ、前記可動送塵弁部分は、前記回
転方向上手側端部に位置する回動支点を中心にして回動することにより前記送り角度を変
更調節可能であると好適である。
【００１４】
　本構成によれば、可動送塵弁部分は、固定送塵弁部分に対して回転方向下手側に位置し
、且つ、処理物移送方向上手側に位置する状態で周方向に重複する。そして、その重複す
る箇所に設けられた回動支点を中心に揺動する。回動支点は脱穀処理物に対して接触する
側とは反対側に位置するので、脱穀処理物が回動支点に接触することがない状態で円滑に
移送される。
【００１５】
　本発明においては、前記天板のうち前記固定送塵弁部分側に位置する固定側対応部分が
前記周方向に沿って円弧状に形成され、前記天板のうち前記可動送塵弁部分側に位置する
可動側対応部分が平板状に形成され、前記固定側対応部分が前記可動側対応部分よりも前
記周方向に沿って長いと好適である。
【００１６】
　本構成によれば、天板のうち固定側対応部分が、円弧状に形成されており、しかも、可
動側対応部分よりも周方向に沿って長く形成されるので、扱胴の回転に伴う脱穀処理物の
持ち回り移送が長い範囲にわたって機能して円滑に行うことができる。一方、可動側対応
部分が平板状に形成されるので、可動送塵弁部分の送り角度を円滑に調節することができ
る。
【００１７】
　本発明においては、前記固定送塵弁部分は、前記固定側対応部分を超えて前記周方向に
沿って前記可動側対応部分側へ延長形成されていると好適である。
【００１８】
　本構成によれば、固定送塵弁部分が円弧状に形成されている固定側対応部分を超えて平
板状に形成されている可動側対応部分側に向けて延長しているので、固定送塵弁部分によ
る滑らかな処理物移送状態が可動側対応部分に対応する位置まで引き続いて行われる。そ
の結果、天板が円弧状の部分から平板状の部分に変化する箇所において、脱穀処理物の移
送が阻害されることを回避して、円滑に移送させることができる。
【００１９】
　本発明においては、前記天板は、前記固定側対応部分と前記可動側対応部分とが分割形
成されていると好適である。
【００２０】
　本構成によれば、円弧状の固定側対応部分と平板状の可動側対応部分とを各別に製作す
ることができ、各部材が小型軽量になり、取り扱いが容易となる。又、扱室のメンテナン
ス作業に際して、天板全体の大型の部材ではなく、小型の部材からなり、天板の取り外し
作業が容易に行うことが可能となる。
【００２１】
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　本発明においては、前記天板は、前記固定側対応部分と前記可動側対応部分とが一連に
連なる状態で一体的に形成されていると好適である。
【００２２】
　本構成によれば、天板を作成する際に、固定側対応部分と可動側対応部分とを一体的に
形成することにより、作成の手間を少なくしてコスト低下させることが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】コンバインの全体側面図である。
【図２】コンバインの全体平面図である。
【図３】脱穀装置の支持構造を示す側面図である。
【図４】脱穀装置の正面図である。
【図５】脱穀入口プレート配設部の正面図である。
【図６】脱穀入口プレートの連結状態を示す断面図である。
【図７】脱穀装置の縦断正面図である。
【図８】脱穀装置の要部の縦断正面図である。
【図９】天板支持構造を示す縦断側面図である。
【図１０】送塵弁の取付状態を示す平面図である。
【図１１】天板を下側から見た底面図である。
【図１２】分割天板と分割壁の一部を取り外した状態の脱穀装置の側面図である。
【図１３】別実施形態の脱穀装置の縦断正面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　以下、図面に基づいて、本発明に係るコンバインの実施形態を普通型コンバインに適用
した場合について説明する。
【００２５】
　〔全体構成〕
　図１，２に示すように、コンバインは、作物を刈り取って後方に搬送する刈取搬送部１
、キャビン２にて覆われた運転部３、刈取搬送部１にて刈り取られた作物の脱穀処理を行
う脱穀装置４、その脱穀装置４にて脱穀処理されて得られた穀粒を貯留する穀粒タンク５
、動力源としてのエンジン６を有する原動部７、操向不能で且つ回転駆動される左右一対
の前車輪８、操向操作可能な左右一対の後車輪９等を備えている。穀粒タンク５の左側に
は、貯留している穀粒を機体外部に搬送するスクリューコンベア式の穀粒排出装置Ｈが備
えられている。
【００２６】
　この実施形態で、機体の前後方向を定義するときは、作業状態における機体進行方向に
沿って定義し、機体の左右方向を定義するときは、機体進行方向視で見た状態で左右を定
義する。すなわち、図１，２に符号（Ｆ）で示す方向が機体前側、図１，２に符号（Ｂ）
で示す方向が機体後側である。図２に符号（Ｌ）で示す方向が機体左側、図２に符号（Ｒ
）で示す方向が機体右側である。
【００２７】
　刈取搬送部１は、機体の前部において、昇降用アクチュエータとしての刈取昇降シリン
ダ１０により横向き支点Ｐ１周りで駆動昇降自在に支持されている。刈取搬送部１は、植
立する作物を刈り取り、刈り取った作物を刈幅方向の中央部に寄せ集める刈取ヘッダ１１
と、刈り取られて中央に寄せ集められた作物を機体後方の脱穀装置４に向けて搬送するフ
ィーダ１２とを備えている。
【００２８】
　刈取ヘッダ１１には、刈取対象となる作物の穂先側を後方に向けて掻込む回転リール１
３、作物の株元を切断して刈り取るバリカン型の刈刃１４、刈り取った作物を刈幅方向の
中央部に寄せ集める横送りオーガ１５等が備えられている。
【００２９】



(6) JP 2020-18181 A 2020.2.6

10

20

30

40

50

　フィーダ１２は、図示はしないが、筒状の搬送ケース１６内に、前後の輪体にわたって
左右一対の無端回動チェーンが巻回張設され、各無端回動チェーンにわたり複数の係止搬
送体を架設した搬送コンベアが備えられ、刈取ヘッダ１１から受け渡された作物を後方上
方に向けて搬送するように構成されている。
【００３０】
　脱穀装置４は、機体左右方向中央部の低い位置にあり、脱穀装置４の上方において、機
体前部側に穀粒タンク５が位置し、機体後部側に動力源としてのエンジン６が位置する状
態で、穀粒タンク５とエンジン６とが前後方向に並ぶ方向で備えられている。脱穀装置４
の左右両側外方側が外装カバー１７によって覆われている。詳述はしないが、外装カバー
１７は、上部側箇所が前後方向に沿う枢支部１８により揺動開閉自在に支持され、手動操
作により解除可能な係合式ロック機構１９により閉状態で位置保持可能に構成されている
。
【００３１】
　図１，３に示すように、機体下部には、機体前後方向に延びる左右一対の主フレーム２
０が備えられている。左右の主フレーム２０は機体全体を支持しており、主フレーム２０
が機体フレームに相当する。
【００３２】
　左右の主フレーム２０は、断面形状が略Ｃ形のチャンネル材にて構成され、機体前部か
ら機体後部にわたって前後方向に長く設けられている。左右の主フレーム２０よりも低い
位置に左右の前車輪８及び左右の後車輪９の車軸８ａ，９ａが備えられている。左右の前
車輪８及び左右の後車輪９は、左右の主フレーム２０夫々の機体左右方向外方側に位置す
る状態で備えられ、左右の主フレーム２０は左右の前車輪８及び左右の後車輪９に支持さ
れている。
【００３３】
　〔脱穀装置〕
　次に、脱穀装置４について説明する。
　図３，４，７に示すように、脱穀装置４には、脱粒処理を行う脱穀部２１と、脱穀部２
１による脱粒処理が行われた後の処理物を選別処理する選別部２２とが備えられている。
脱穀部２１の内部に、刈取穀稈の扱き処理が行われる扱室２３が形成されている。選別部
２２は、詳述はしないが、矩形状態の周壁部に囲われた内部の空間に、脱粒処理が行われ
た後の処理物を揺動移送しながら穀粒、枝付き穀粒等の二番物、及び、排ワラ屑等に選別
するための選別処理部２４（図７参照）が備えられている。脱穀装置４の機体後方側には
、脱穀装置４にて脱穀処理された後の脱穀処理物（排ワラ屑等）を細断処理する細断処理
装置２５が備えられている。
【００３４】
　図３，４，７に示すように、脱穀部２１は左右の主フレーム２０に載置支持されている
。脱穀部２１は、上下方向に沿って延びる左右の縦向き支持部としての板状の左右の側壁
部２６，２７、左右の側壁部２６，２７の後端部同士を連結する略板状の後壁部２８、左
右の側壁部２６，２７の前端部同士を連結する略板状の前壁部２９、左右の側壁部２６，
２７に亘って延びて上部を覆う天板３０等により、周囲が囲われた構成となっている。前
壁部２９と後壁部２８には、脱穀処理物が通過するための開口が形成されている。
【００３５】
　脱穀部２１は、機体前部側が上下方向に幅狭であり、機体後部側ほど上下方向に幅広と
なるように構成されている。そして、下端部が前後方向に沿って略水平姿勢で延びる主フ
レーム２０に載置されている。従って、脱穀部２１の上端部は後部側ほど高い位置になる
後上がり傾斜姿勢となっている。
【００３６】
　図７に示すように、左右の側壁部２６，２７のうち右側に位置する右側壁部２６は、上
下方向に一連に連なる形状となっている。左側に位置する左側壁部２７は、図３に示すよ
うに、機体前部側が上下方向に幅狭であり、機体後部側ほど上下方向に幅広となるように
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側面視略三角形状に形成された下部側壁部３１と、前後方向に沿って略同一幅の上部側壁
部３２とが備えられている。
【００３７】
　右側壁部２６は、下端部が主フレーム２０の上面に載置された状態で、主フレーム２０
にボルト連結されている。左側壁部２７のうち下部側壁部３１は、下端部が主フレーム２
０の上面に載置された状態で、主フレーム２０にボルト連結されている。左側壁部２７の
うち上部側壁部３２は、下端部が下部側壁部３１の上端部に載置された状態でボルト連結
されている。図７，８に示すように、上部側壁部３２の上端部は固定ブラケット３３にボ
ルト連結されている。
【００３８】
　図３，７，８，１０に示すように、扱室２３には、機体前後方向に沿う軸芯Ｘ周りで回
転する扱胴３４が備えられ、扱胴３４の下方側に、扱胴３４の外周部に沿うように正面視
で略円弧状に形成された受網３５が備えられている。扱室２３では、機体前部側から刈取
穀稈が投入され、扱胴３４と受網３５とによって脱粒処理が行われる。扱胴３４は、回転
軸芯Ｘが機体後側ほど順次高くなるように斜め姿勢となるように後上がり傾斜姿勢で配備
されている。受網３５も扱胴３４と同様に、側面視で後上がり傾斜姿勢で配備されている
。
【００３９】
　　〔天板の分割構造〕
　図３，４に示すように、天板３０は、扱胴３４の回転軸芯方向に沿って分割された複数
の分割天板３６により構成されている。そして、複数の分割天板３６同士の分割境界部３
７の夫々に脱穀装置４の横方向一方側部分から他方側部分に亘って延びる支持フレーム３
８が備えられている。支持フレーム３８は、縦向き姿勢の板状体にて構成され、具体的に
は６個設けられている。６個の支持フレーム３８によって仕切られる状態で分割された５
個の分割天板３６が各別に横方向に沿って着脱可能に設けられている。
【００４０】
　図７，８に示すように、扱室２３の上方を覆う天板３０、具体的には、複数の分割天板
３６の夫々は、扱胴３４の外端部の回転軌跡に略沿うように、正面視で略湾曲状に設けら
れている。そして、各分割天板３６は、扱胴３４の周方向に沿って分割された２個の天板
構成体３９，４０により構成されている。２個の天板構成体３９，４０のうち右側半分に
相当する右側天板構成体３９は滑らかな円弧状に形成されている。左側半分に相当する左
側天板構成体４０は、平板状の板体を２箇所で屈曲させ、３つの平板状部分を有する形状
となっている。
【００４１】
　右側天板構成体３９は、右側端部が支持フレーム３８に固定されている固定ブラケット
４１にボルト連結されている。右側天板構成体３９は、前後両側部が支持フレーム３８の
側面に備えられた円弧状のレール部４２によって位置保持される構成となっている。レー
ル部４２は、内周側の内側レール部４２ａと、外周側の外側レール部４２ｂとを有し、右
側天板構成体３９の端部を内側レール部４２ａと外側レール部４２ｂとによって挟んだ状
態でスライド移動可能に支持されている。
【００４２】
　右側天板構成体３９の左側端部には、外方に向けて略Ｌ型に折り曲げて、左側天板構成
体４０の端部を受け止めるとともに、接当部材４３によって上方から接当規制される係止
部３９ａが形成されている。図４に示すように、接当部材４３は、５個の分割天板３６の
夫々に亘って上方から接当するように前後方向に沿って長く延びる状態で設けられ、６個
の支持フレーム３８にボルトによって固定されている。
【００４３】
　図７，８に示すように、左側天板構成体４０は、前後両側端部に縦向き姿勢の取付面４
０ａが形成されており、取付面４０ａを支持フレーム３８に当てつけた状態で複数箇所を
ボルト連結して支持フレーム３８に固定される。支持フレーム３８に対して前後両側に位
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置する左側天板構成体４０同士は、支持フレーム３８を挟んでボルトによって共締め連結
する状態で固定されている。左側天板構成体４０の左外方側端部は、固定ブラケット３３
にボルト連結されている。
【００４４】
　図１０に示すように、扱胴３４には、前端側に位置して刈取穀稈を掻き込む掻き込み部
４４と、掻き込み部４４の後方側に位置して刈取穀稈を扱き処理する扱き処理部４５とが
備えられている。掻き込み部４４は、フィーダ１２から送り込まれる刈取穀稈を、螺旋羽
根４６によって扱室２３内に掻き込むように構成されている。扱き処理部４５は、周方向
に間隔をあけて複数の棒状部材４７が備えられ、各棒状部材４７に径方向外方に突出する
ように複数の棒状の扱き歯４８を備えた構成となっている。
【００４５】
　天板３０のうち扱き処理部４５に対応する５個の分割天板３６が横方向に沿って着脱可
能に設けられている。扱胴３４の掻き込み部４４に対応する上部面４９は、周方向に一連
に連なる形状となっており、横方向に沿って着脱することはできない。この領域には、受
網３５が存在せず、メンテナンス作業の頻度が少ないからである。
【００４６】
　上記構成の天板３０は、機体横方向一方側の一例としての機体左側に向けて外方に取り
外すことができる。天板３０を取り外すときは、先ず、左側天板構成体４０の支持フレー
ム３８に対するボルト連結を解除して、機体左側外方に取り外すことができる。次に、右
側天板構成体３９の固定ブラケット４１に対するボルト連結を解除する。このとき、右側
壁部２６における適宜箇所に形成されている開口を通して作業を行う。ボルト連結を解除
したのち、機体左側外方に向けてレール部４２に沿ってスライド移動させて左側外方に抜
き外すことができる。
【００４７】
　　〔側壁部の分割構造〕
　図３に示すように、左側壁部２７における上部側壁部３２は、側面視で扱胴３４の下側
部分及び受網３５に対応する位置に設けられている。この上部側壁部３２は、扱胴３４の
回転軸芯方向に沿って分割された複数の分割壁５１により構成されている。分割壁５１は
夫々、横方向に沿って着脱可能に支持されている。
【００４８】
　分割壁５１は、回転軸芯方向に沿って天板３０と同じ位置で分割されており、且つ、天
板３０と同じ方向に、すなわち、機体左側に向けて着脱可能である。説明を加えると、上
述したように、分割壁５１（上部側壁部３２）は、上下両側部がボルト連結されているの
で、それらのボルト連結を解除することにより、左側外方に取り外すことができる。尚、
図３，４に示すように、脱穀装置４の左横側部には、主フレーム２０から立設される状態
で前後一対の縦向きフレーム５２が備えられているが、縦向きフレーム５２とそれに横方
向に隣接する分割壁５１との間には隙間が形成されており、その隙間を通して分割壁５１
を取り外すことができる。
【００４９】
　〔受網の分割構造〕
　受網３５が、扱胴３４の回転軸芯方向に沿って分割された複数の分割受網５３により構
成されている。分割受網５３は、横方向に沿って着脱可能に支持されている。受網３５は
、扱胴３４の回転軸芯方向に沿って天板３０と同じ位置で分割されており、且つ、天板３
０と同じ方向に、すなわち、機体左側に向けて着脱可能である。
【００５０】
　受網３５は、５個の分割天板３６のうち前部側に位置する４個の分割天板３６に相当す
る箇所に設けられ、４個の分割受網５３が備えられている。受網３５は、扱胴３４の外端
部の回転軌跡に略沿うように、正面視で略湾曲状に設けられている。そして、各分割受網
５３は、扱胴３４の周方向に沿って分割された２個の受網構成体５４，５５により構成さ
れている。
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【００５１】
　右側の受網構成体５４は、支持フレーム３８の前後側面に取り付けられた円弧状のガイ
ド部材５６によって受止め案内され、且つ、右側端部が右側の固定ブラケット３３に当て
付ける状態で支持されている。そして、左側端部が左右の受網構成体５４，５５の接続箇
所に設けられた中継ブラケット５７にボルト連結されている。左側の受網構成体５５は、
右側端部が中継ブラケット５７にボルト連結され、左側端部が左側の固定ブラケット４１
にボルト連結されている。また、左右中間部が支持フレーム３８に対してボルト連結され
ている。支持フレーム３８に対する連結箇所は支持フレーム３８を挟んで隣接する受網構
成体５５と共締め固定されている。
【００５２】
　従って、左側の受網構成体５５は、複数のボルトによる連結を解除することで左側外方
に取り外すことができる。左側の受網構成体５５を取り外したのちに、中継ブラケット５
７に対するボルト連結を解除することで、右側の受網構成体５４を取り外すことができる
。
【００５３】
　図５に示すように、扱胴３４の掻き込み部４４に対応する機体前部側箇所であり、上部
面４９の下方側に対応する箇所には、フィーダ１２により搬送される刈取穀稈を脱穀装置
４の搬入口に案内する脱穀入口プレート５９が備えられている。脱穀入口プレート５９は
、扱胴３４の掻き込み部４４の左右両側部を覆う側面部分６０と、フィーダ１２の搬出口
から扱胴３４の径に徐々に広がる形状に形成される底面部分６１とが備えられている。底
面部分６１は、左右方向中央部の分離面にて分割されている。
【００５４】
　従って、脱穀入口プレート５９は、左右両側の側面部分６０と、左右の底面部分６１と
に４分割される構成となっている。そして、左側の側面部分６０と左側の底面部分６１と
が一部重なり合った状態でボルト連結されている。右側の側面部分６０と右側の底面部分
６１とが一部重なり合った状態でボルト連結されている。図６に示すように、ボルトＢｏ
の頭部には、六角レンチが係合できる六角孔が形成されている。尚、左右両側の側面部分
６０と上部面４９とはフランジ接続にてボルト連結されている。脱穀入口プレート５９は
、作物の流れによって摩耗した場合であっても、ボルト連結を解除することで容易に取り
外すことができる。左右の側面部分６０は横側方に取り外し、左右の底面部分６１は、フ
ィーダ１２を外した状態で機体前部側に向けて取り外すことができる。
【００５５】
　〔穀粒タンク、エンジンの支持構造〕
　図４，７，１２に示すように、脱穀装置４の横方向両側部において、複数の支持フレー
ム３８の上部同士に亘って扱胴３４の回転軸芯方向（機体前後方向）に沿って延びる上部
フレーム６２が備えられている。上部フレーム６２は後上がり傾斜姿勢に構成され、上面
が左右方向に幅広となるように構成されている。そして、この左右の上部フレーム６２に
、穀粒タンク５及びエンジン６が載置支持されている。脱穀装置４の左横側部には、主フ
レーム２０から立設される状態で前後一対の縦向きフレーム５２が備えられている。
【００５６】
　図３に示すように、穀粒タンク５は、底面が下窄まり状に形成されており、前部側の後
下がり傾斜姿勢の底面が前部側支持枠体６３にて支持され、後部側の後上がり傾斜姿勢の
底面が後部側支持枠体６４にて支持されている。前部側支持枠体６３は、脱穀装置４の左
右両側部にわたって延び、且つ、左右の上部フレーム６２に載置支持されてボルト連結さ
れている。又、後部側支持枠体６４は、前部側支持枠体６３と同様に、脱穀装置４の左右
両側部に亘って延び、且つ、左右の上部フレーム６２に載置支持されている。
【００５７】
　後部側支持枠体６４は、左右両側に位置する左右のタンク用横側支持部６５と、左右の
タンク用横側支持部６５同士を連結するタンク用左右連結部６６とが備えられている。左
右のタンク用横側支持部６５は夫々、側面視で略台形の枠状に形成され、左右の上部フレ
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ーム５８に載置支持されている。
【００５８】
　エンジン６を支持するエンジン用支持枠体６７は、脱穀装置４の左右両側部にわたって
延び、且つ、左右の上部フレーム６２に載置支持されている。エンジン用支持枠体６７に
は、左右の上部フレーム６２の上側を前後方向に沿って延びる左右の側部縦面部６８とそ
れらを連結する横向き連結部材（図示せず）等が備えられている。
【００５９】
　〔送塵弁〕
　扱室２３には、天板３０の内面側に位置して、脱穀処理物を扱胴３４の回転軸芯方向一
方側（機体前部側）から他方側（機体後方側）に向けて移送する送塵弁７０が備えられて
いる。図１０，１１に示すように、送塵弁７０は、扱胴３４の前端部に対応する位置から
扱胴３４の後方側箇所のうち受網３５が備えられていない領域にまで前後に亘って、回転
軸芯方向に間隔をあけて並ぶ状態で複数備えられている。複数の送塵弁７０は、夫々、天
板３０の内面に取り付けられ、扱胴３４の外周側に位置する状態で螺旋状に延びる状態で
備えられている。つまり、送塵弁７０は、扱胴３４の周方向上手側から下手側に向けて位
置が異なるほど、扱胴３４の機体後方側に位置が変化するように、扱き歯４８の回転に対
して脱穀処理物を機体後方側に移送させるように所定の送り角度を有する状態で備えられ
ている。
【００６０】
　複数の送塵弁７０には、夫々、天板３０に位置固定状態で取り付けられた固定送塵弁部
分７１と、固定送塵弁部分７１と周方向に隣り合い、且つ、揺動によって送り角度を変更
調節可能な可動送塵弁部分７２とが備えられている。図８に示すように、固定送塵弁部分
７１が扱胴３４の回転方向上手側に位置し、可動送塵弁部分７２が回転方向下手側に位置
する状態で備えられている。又、固定送塵弁部分７１が可動送塵弁部分７２よりも処理物
移送方向下手側に位置する状態で、且つ、固定送塵弁部分７１と可動送塵弁部分７２とが
周方向に沿って重複する状態で備えられている。
【００６１】
　説明を加えると、図８に示すように、固定送塵弁部分７１及び可動送塵弁部分７２は、
いずれのものも、天板３０の板面に沿う状態で取付面が連結され、それと直交する状態で
延びる送り作用面７４を有する断面略Ｌ字状に構成されている。図８に示すように、扱胴
３４は、正面視において時計周りで回転するように構成されている。固定送塵弁部分７１
の回転方向下手側（図８の右側）箇所において、送り作用面７４だけが延長形成され、可
動送塵弁部分７２に対して、処理物移送方向下手側、すなわち、機体前後方向の後側に位
置する状態で周方向に重なり合う状態で設けられている。
【００６２】
　固定送塵弁部分７１は、右側天板構成体３９の内面に固定される第一固定送塵弁部分７
１ａと、左側天板構成体４０のうちの右側に位置する平板状部分４０Ａの内面に固定され
る第二固定送塵弁部分７１ｂとを備えている。第一固定送塵弁部分７１ａと第二固定送塵
弁部分７１ｂと接続箇所においても、可動送塵弁部分７２との重なり合い箇所と同様に、
第一固定送塵弁部分７１ａの回転方向下手側（図８の右側）箇所において、送り作用面７
４だけが延長形成され、第二固定送塵弁部分７１ｂに対して、処理物移送方向下手側、す
なわち、機体前後方向の後側に位置する状態で周方向に重なり合う状態で設けられている
。
【００６３】
　可動送塵弁部分７２は、左側天板構成体４０のうちの左側に位置する平板状部分４０Ｂ
の内面に取り付けられている。右側天板構成体３９が固定側対応部分に対応し、左側天板
構成体４０が可動側対応部分に対応しており、固定側対応部分が可動側対応部分よりも長
く形成されている。しかも、 固定送塵弁部分７１は、固定側対応部分である右側天板構
成体３９を超えて周方向に沿って可動側対応部分側へ延長形成されている。
【００６４】
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　可動送塵弁部分７２は、回転方向上手側端部である第二固定送塵弁部分７１ｂに対する
重複箇所が、回動支点Ｐを中心にして天板３０に回動可能に支持されている。可動送塵弁
部分７２の回転方向下手側（第二固定送塵弁７１ｂとは反対側）の端部が調節部材７５を
介して手動操作にて揺動角度を変更調節できるように構成されている。
【００６５】
　説明を加えると、可動送塵弁部分７２は、回転方向上手側端部が天板３０に対して支軸
７６により支持されている。回転方向下手側端部には、調節部材７５がボルト連結されて
いる。調節部材７５は長孔７７の範囲内で手動操作によりスライド操作可能に構成されて
いる。ボルトを緩めて調節部材７５をスライド操作すると、可動送塵弁部分７２を支軸７
６の軸芯（回動支点）周りで揺動させて、脱穀処理物を移送するための送り角度を変更調
節することができる。送り角度を変更したのちはボルトを締め付けて位置固定することが
できる。
【００６６】
〔別実施形態〕
（１）上記実施形態では、天板３０が、周方向に沿って分割され、固定送塵弁部分７１が
、第一固定送塵弁部分７１ａと第二固定送塵弁部分７１ｂとを備える構成としたが、この
構成に代えて、図１３に示すように、天板３０が、円弧状部分３０ａと平板状部分３０ｂ
とが周方向に沿って一連に連なる状態で一体的に形成され、天板３０の円弧状部分３０ａ
に対応する状態で一体的に形成された固定送塵弁部分７１が備えられ、平板状部分３０ｂ
に対応する状態で可動送塵弁部分７２が備えられる構成としてもよい。
【００６７】
（２）上記実施形態では、固定送塵弁部分７１が可動送塵弁部分７２よりも処理物移送方
向下手側に位置する状態で備えられる構成としたが、この構成に代えて、固定送塵弁部分
７１が可動送塵弁部分７２よりも処理物移送方向上手側に位置する状態で備えるものでも
よい。
【００６８】
（３）上記実施形態では、天板３０が、扱胴３４の回転軸芯方向に沿って分割された５個
の分割天板３６により構成され、さらに、５個の分割天板３６の夫々が、扱胴３４の周方
向に沿って分割された２つの天板構成体３９，４０により構成されるものを示したが、こ
の構成に代えて、例えば、４個以下、６個以上の分割天板により構成されるものでもよく
、分割天板が３つ以上の天板構成体により構成されるものでもよい。又、複数の分割天板
が扱胴３４の周方向に沿って一連に連なる一体的な形状として構成されるものでもよく、
天板３０が扱胴３４の回転軸芯方向に沿って分割されずに、一体的に連続する形態として
備えられるものでもよい。
【００６９】
（４）上記実施形態では、受網３５と側壁部２７とが、天板３０と同じ位置で回転軸芯方
向に沿って分割され、且つ、天板３０と同じ方向に向けて着脱可能なものを示したが、こ
の構成に代えて、天板３０とは異なる位置で回転軸芯方向に沿って分割されるものでもよ
く、天板３０とは異なる方向に向けて着脱可能な構成としてもよい。又、受網と側壁部が
分割されない構成としてもよい。
【００７０】
（５）上記実施形態では、穀粒タンク５とエンジン６とが夫々、脱穀装置４の上方に位置
する状態で配備される構成としたが、この構成に代えて、穀粒タンク５やエンジン６が脱
穀装置４と横並び状態で配備される構成としてもよい。
【産業上の利用可能性】
【００７１】
　本発明は、普通型コンバインに限らず自脱型コンバインにも適用できる。
【符号の説明】
【００７２】
　４　　　　　脱穀装置
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　５　　　　　穀粒タンク
　６　　　　　エンジン
　２３　　　　扱室
　３０　　　　天板
　３４　　　　扱胴
　３５　　　　受網
　３９　　　　固定側対応部分（天板構成体）
　４０　　　　可動側対応部分（天板構成体）
　７０　　　　送塵弁
　７１　　　　固定送塵弁部分
　７２　　　　可動送塵弁部分
 

【図１】 【図２】
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