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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　主変速装置と、副変速装置と、前後進切替装置、及び自動変速操作可能のアクセルペダ
ルを有すると共に、主変速装置を変速する主変速レバーと、副変速装置を変速する副変速
レバーと、前後進切替装置を操作する前後進切替レバーを備え、
　主変速装置の主変速レバーをノークラッチ形態でレバーガイドに沿って切替操作可能に
構成し、前記レバーガイドの操作位置にオートマチック位置を設け、主変速装置の変速レ
バーがオートマチック位置に操作されると、アクセルペダルにより主変速が自動変速する
ように構成し、主変速装置の変速レバーが中立位置より前側へ操作されるに伴って高速位
置になるよう構成し、主変速装置の変速レバーが中立位置より後側位置に操作されるとオ
ートマチック（ＡＴ）位置になるよう構成することを特徴とするトラクタ。
【請求項２】
　前後進切替レバーを前進位置にあるときにアクセルペダルによる自動変速が可能になる
ことを特徴とする請求項１記載のトラクタ。
【請求項３】
　前記副変速レバーを路上速位置に変速すると、主変速レバーの位置に関係なく、主変速
が路上速域での低速側の主変速位置に自動的に変速され、その後に、アクセルペダル４０
の操作により主変速が増減速される構成とすることを特徴とする請求項１又は請求項２記
載のトラクタ。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　この発明は、アクセルペダルにより自動的変速操作を行なうトラクタに関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１にはトラクタの多段変速において、副変速を自動変速モードのポジションに
操作するとアクセルペダルによる自動変速モードに切り換わる技術が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００３－２７８９０３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本願発明は、自動変速モードへの移行操作性を向上させることを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　請求項１に記載の発明は、主変速装置と、副変速装置と、前後進切替装置、及び自動変
速操作可能のアクセルペダルを有すると共に、主変速装置を変速する主変速レバーと、副
変速装置を変速する副変速レバーと、前後進切替装置を操作する前後進切替レバーを備え
、主変速装置の主変速レバーをノークラッチ形態でレバーガイドに沿って切替操作可能に
構成し、前記レバーガイドの操作位置にオートマチック位置を設け、主変速装置の変速レ
バーがオートマチック位置に操作されると、アクセルペダルにより主変速が自動変速する
ように構成し、主変速装置の変速レバーが中立位置より前側へ操作されるに伴って高速位
置になるよう構成し、主変速装置の変速レバーが中立位置より後側位置に操作されるとオ
ートマチック（ＡＴ）位置になるよう構成することを特徴とするトラクタとする。
【０００６】
　請求項２記載の発明は、前後進切替レバーを前進位置にあるときにアクセルペダルによ
る自動変速が可能になることを特徴とする請求項１記載のトラクタの構成とする。
【０００７】
　請求項３に記載の発明は、前記副変速レバーを路上速位置に変速すると、主変速レバー
の位置に関係なく、主変速が路上速域での低速側の主変速位置に自動的に変速され、その
後に、アクセルペダル４０の操作により主変速が増減速される構成とすることを特徴とす
る請求項１又は請求項２記載のトラクタの構成とする。
【０００８】
【発明の効果】
【０００９】
　本発明は、主変速装置と、副変速装置と、前後進切替装置、及び自動変速操作可能のア
クセルペダルを有すると共に、主変速装置を変速する主変速レバーと、副変速装置を変速
する副変速レバーと、前後進切替装置を操作する前後進切替レバーを備え、主変速装置の
主変速レバーをノークラッチ形態でレバーガイドに沿って切替操作可能に構成し、前記レ
バーガイドの操作位置にオートマチック位置を設け、主変速装置の変速レバーがオートマ
チック位置に操作されると、アクセルペダルにより主変速が自動変速するように構成し、
主変速装置の変速レバーが中立位置より前側へ操作されるに伴って高速位置になるよう構
成し、主変速装置の変速レバーが中立位置より後側位置に操作されるとオートマチック（
ＡＴ）位置になるよう構成することで、簡単な操作で、主変速をアクセルペダルにより自
動変速することができる。
　また、前後進切替レバーを前進位置にあるときにアクセルペダルによる自動変速を行う
ことができる。
　また、前記副変速レバーを路上速位置に変速すると、主変速レバーの位置に関係なく、
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主変速が路上速域での低速側の主変速位置に自動的に変速され、その後に、アクセルペダ
ル４０の操作により主変速が増減速される構成とすることで、自動変速を円滑に行うこと
ができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】アクセルペダルによる変速制御のフローチャート。
【図２】その制御ブロック図。
【図３】その変速段数を示す表と、各レバーガイド部の平面図。
【図４】その伝動機構の線図。
【図５】そのトラクタの側面図。
【図６】その一部別実施例を示す変速制御部のブロック図と、レバーガイド部の平面図。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　図例に基づいて説明する。図５に示すように、トラクタは、前車輪１と後車輪２を有し
て、車体３前部のボンネット４下に搭載のエンジン５の駆動によって、伝動回転して走行
する四輪駆動走行形態の構成とし、この車体３の後側にトップリンク６とロワリンク７を
介してロータリ耕耘装置８を連結し、リフトアーム９の上下回動によって、リフトロッド
１０を介して連結のロワリンク７を昇降できる構成としている。１１はダッシュボード、
１２はステアリングハンドル、１３はミッションケース、１４はフェンダー、１５は運転
席である。又、耕耘装置８の耕耘爪軸１６は、ミッションケース１３のＰＴＯ軸１７から
得た動力により耕耘フレーム１８内の伝動機構を介して伝動される。
【００１２】
　前記ミッションケース１３の伝動機構を主として図４において説明する。エンジン５か
ら主クラッチ２１を経て、湿式多盤形態の前、後進切替クラッチ２２、２３からなる前後
進切替装置Ａへ連動し、更に、パワーシンクロメッシュ形態の第１主変速としての四段変
速ギヤクラッチ２４と、湿式多盤形態の第２主変速としての二段変速ギヤクラッチ２５と
からなる合計八段変速のノークラッチ形態の主変速装置２６を連動する。この後側には、
低速Ｌ、中速Ｍ、高速Ｈの三段のクラッチギヤに切替できるコンスタントメッシュ等の手
動式副変速装置２７が連動されて、この出力軸２８がリヤアクスルハウジングの後輪デフ
ギヤ２９、後輪ブレーキ３０等を介して、後車輪２の後車軸３１へ連動する。又、出力軸
２８からは、前輪出力ギヤ３２、二ＷＤと四ＷＤとの切替えを行う前輪駆動切替クラッチ
３３、フロントアクスルハウジングの前輪デフギヤ３４、及びこの左右両側部の操向ギヤ
３５等を経て前車輪１の前車軸３６を連動する構成としている。この他、前記ＰＴＯ軸１
７の連動機構は、前記主クラッチ２１から、ＰＴＯクラッチ３７、ＰＴＯ変速ギヤ３８等
を介して連動される。
【００１３】
　これら前、後進切替クラッチ２２、２３や、四段変速ギヤクラッチ２４、二段変速ギヤ
クラッチ２５、副変速装置２７、前輪駆動切替クラッチ３３、及びＰＴＯクラッチ３７等
は、油圧回路の切替弁や油圧シリンダ等のアクチュエータ等を介して操作される。主変速
装置２６について詳しく述べると第１主変速装置はシンクロメッシュ式で常時噛合する４
組のギヤ群で構成され、これを２個のアクチュエータ２４ｂ，２４ｂで切換える。第２主
変速装置２５は２個の油圧クラッチで構成される。
【００１４】
　また、前記副変速装置２７の変速を行う副変速レバー４１は、運転席１５の左側に設け
られて、レバーガイド４２に沿って案内させて操作できる。
【００１５】
　レバーガイド４２の前端から後端にわたって、主変速の低速Ｌ、中立Ｎ、中速Ｍ、高速
Ｈ、及び路上速ＨＦの各副変速位置が形成される。これらレバーガイド４２の各位置には
副変速レバー４１の操作位置を検出する副変速レバー位置センサ４３、４４、４５、４６
が設けられて、コントローラ４７に入力される。又、副変速レバー４１の把持部には押ボ
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タン形態の増速スイッチ４８と、減速スイッチ４９が設けられ、各スイッチ４８、４９を
押す毎に一速毎に１速から８速の範囲で主変速装置を増速、又は減速することができる。
【００１６】
　又、前記コントローラ４７の入力側にはアクセルペダル４０による自動変速を行なわせ
るための自動スイッチ５０や、前、後進クラッチ２２、２３の入りを検出する前、後進位
置センサ５１、主変速位置を検出する主変速位置センサ５２、エンジン５の回転を検出す
るエンジン回転センサ５３、ＰＴＯ軸１７の回転を検出するＰＴＯ軸回転センサ５４、後
車軸３１の回転を検出する車軸回転センサ５５、及びリフトアーム９の昇降位置を検出す
るリフトアームセンサ５６等を配置する。
【００１７】
　また、出力側には、主変速の各ギヤクラッチ２４、２５を切換える主変速切換えバルブ
２４ａ，２５ａや、前、進クラッチ２２、２３を切換える切換バルブ５９、主変速装置２
６を切換える際に圧力を徐々に高めるクラッチ昇圧バルブ６０等を配置する。
【００１８】
　前記変速装置によって操作される変速位置は、図３の表に示すように（第１主変速：４
段）×（第２主変速：２段）×（副変速：３段）＝２４段となり、合計２４段の多段変速
形態となる。即ち、各副変速の低速Ｌ、中速Ｍ、及び高速Ｈ位置毎に、各々主変速８速に
切替えられる。このうち通常の作業速は副変速Ｌ～Ｍの変速位置１速～１６速の領域が一
般的であるが、高速Ｈの副変速位置は、高速走行であるため、作業速としては特別の作業
に限定されることが多く、高速位置１７速～２０速の領域に選択される。又、路上走行時
は高速走行が一般的であるから変速位置１８速～２４速の領域に選択されることが多い。
主変速装置２６は副変速レバー４１に設けた増速スイッチ４８と減速スイッチ４９を操作
して１速から８速までの間を切換えるがスイッチに代えてレバーで切換えるようにしても
良い。その場合、四段変速ギヤクラッチ２４と二段変速ギヤクラッチ２５を操作して八段
変速に切替操作できる。この主変速レバー１９はレバーガイド２０に案内される。このレ
バーガイド２０には、この変速レバー１９の操作位置を検出する主変速レバー位置センサ
３９が設けられて、この検出をコントローラ４７に入力する。又、前記前後進クラッチ２
２、２３を切替る前後進切替レバー５８が設けられて、この切替レバー５８によってコン
トローラ４７を介して前後進切替バルブ５９を出力することにより前後進クラッチ２２、
２３を作動する。６０はクラッチ昇圧バルブである。６１は自動スイッチ５０がＯＮにな
っていることを点灯表示するオート入りランプである。６２はアクセルペダル４０の踏み
込み位置を検出するアクセルペダルセンサで、前記スロットルセンサ５７と共用すること
もできる。
【００１９】
　前記のように、主変速は、主変速レバー１９を直線状形態のレバーガイド２０に沿わせ
て操作することにより、主変速装置２６をノークラッチ形態に八段に切替操作でき、副変
速は、副変速レバー４１により直線状形態のレバーガイド４２に沿わせて操作することに
より、副変速装置２７を複数段の中立Ｎ、低速Ｌ、中速Ｍ、高速Ｈ、及び路上速ＨＦの各
位置に切替操作できる。この副変速レバー４１がレバーガイド４２内の路上速ＨＦ位置に
操作されたときは、副変速は高速Ｈ位置で変わらないが、前記副変速レバー１９等による
操作だけではなく、アクセルペダル４０の踏み込み操作によっても連動して行なわれるよ
うに構成される。このアクセルペダル４０による主変速の操作形態は、前記主変速レバー
１９、或は副変速レバー４１の把持部等に自動変速スイッチを設けて、この自動変速スイ
ッチのＯＮによってアクセルペダル４０による自動変速を可能となるように構成すること
もできる。そのように構成すると作業者がペダルによる変速を必要とするとき簡単に自動
ペダル変速モードに入っていける。又、このアクセルペダル４０による自動変速操作は、
これら自動変速スイッチや、前記自動スイッチ５０等に関係なく、単に副変速レバー４１
を路上速ＨＦ位置に操作することによって自動的に操作可能の構成とすることもできる。
【００２０】
　又、前記のような副変速の路上速ＨＦ位置への切替操作は、主クラッチ２１を切るクラ
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ッチペダルの操作を必要とするように構成することもできる。クラッチセンサ６３が、主
クラッチ２１が切りになったことを検出して、路上速ＨＦ位置の副変速レバー位置センサ
４６が検出しうるもので、これによってアクセルペタル４０による自動変速が行なわれる
こととなる。
【００２１】
　前記副変速レバー４１によって操作される高速Ｈ域は、図３の表のように、主変速によ
って変速位置１８速～２４速の範囲の八段変速となるが、このうち比較的低速域の変速位
置１８速～２０速の範囲の四段変速が作業可能な作業域Ａとして設定される。又、路上走
行するのに適する路上速ＨＦ位置では、路上域Ｂが変速位置１８速～２４速の範囲の七段
変速、更に後進走行では後進域Ｃとして変速位置１８速～２１速の範囲の四段変速に設定
している。
【００２２】
　ここに副変速の路上速ＨＦ位置の変速制御を図１を参照して説明する。自動スイッチ５
０をＯＮにして、副変速レバー４１を高速Ｈから路上速ＨＦ位置に操作する。このとき前
後進切替レバー５８が前進位置にあり、前後進位置センサ５１が前進位置を検出している
ときは、フローチャートのメインルーチンのようにアクセルペダル４０による自動変速操
作が可能となる。これによりこのアクセルペタル４０の踏み込み位置によるアクセルセン
サ６２と、エンジン５の回転センサ５３による回転数により、主変速を自動変速すること
ができる。このときの主変速は、変速位置１８速～２４速の領域で行なわれる。又、前後
進切替レバー５８が後進位置に操作されているときは、フローチャートのサブルーチンの
ようにして同様のペダル変速を行なうことができるが、このときは変速位置２２速～２４
速の比較的低速域で変速される。
【００２３】
　前記副変速を路上速ＨＦ位置に変速したときは、フローチャートのサブルーチンのよう
にこの副変速したときの主変速レバー１９の位置には関係なく、主変速がこの路上速ＨＦ
域での主変速の最高速よりも遅い低速側の主変速位置に自動的に変速されて、その後にア
クセルペダル４０の操作による自動主変速で増減速されるように構成することもできる。
このとき、アクセルペダル４０による主変速が、一旦自動変速された低速側の主変速位置
と同じであれば、その変速位置が一致することとなり、この低速側の主変速位置よりも高
速位置であれば、主変速が自動的に増速される。これによって自動変速が円滑に行なわれ
る。
【００２４】
　又、前記副変速を路上速ＨＦ位置からそれ以外の位置へ変速操作するときは、フローチ
ャートのサブルーチンのように前記副変速レバー位置センサ４６による路上速ＨＦ位置の
検出は行なわれなくなって、アクセルペダル４０による自動的主変速も行なわれない。こ
のときは、この副変速レバー４０、及び主変速レバー１９で指示している副変速位置での
主変速位置に自動的に復帰変速されることとなる。
【００２５】
　次に、主として図６に基づいて上例と異なる点は、レバー式のノークラッチ変速形態に
おいて、変速レバー６６の操作位置にオートマチックＡＴ位置を設け、このオートマチッ
クＡＴ位置をレバーガイド６７に設けたレバーセンサ６８で感知して、自動変速モードと
して自動変速する構成としたものである。レバーガイド６７は前後方向に沿う形態で、オ
ートマチックＡＴ位置は、中立Ｎ位置の後側横寄りの位置に設けられて、クランク状に形
成される。変速レバー６６は中立Ｎ位置から前側へ操作するに伴って１速～９速までの変
速域を設定し、このうち最高位置の８速と９速位置は、レバーガイド位置を横側へ偏位さ
せている。
【００２６】
　このような変速レバー６６をレバーガイド６７に沿わせて操作することによって各操作
位置の変速が行なわれるが、オートマチックＡＴ位置では自動変速モードとして、例えば
、前例のようにアクセルペダル４０による自動変速操作を行なわせる場合がある。
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【００２７】
　又、このオートマチックＡＴ位置のレバーセンサ６８に代えて、オートマチックスイッ
チ６９を設けることもできる。この場合は、オートマチックスイッチ６９をＯＮすること
により自動変速を行なわせることができる。この形態では、変速レバー６６自体を自動操
作させる形態で、レバーセンサ６８で変速レバー６６の現在位置を検出してコントローラ
４７に入力しながら、自動変速モードのソフトに従って油圧シリンダ等のレバーアクチュ
エータ７０を出力して変速レバー６６を操作し、所定の自動変速を行なわせるものである
。
【符号の説明】
【００２８】
２２　前進クラッチ
２３　後進クラッチ
２６　主変速装置
２７　副変速装置
４０　アクセルペダル
４１　副変速レバー
４７　コントローラ
５０　自動スイッチ
６６　変速レバー
６７　レバーガイド
６８　レバーセンサ
Ｌ　　低速
Ｍ　　中速
Ｈ　　高速
ＨＦ　路上速
Ａ　　前後進切替装置
ＡＴ　オートマチック位置
Ｎ　　中立位置
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