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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　動力伝達の遮断を伴わずに変速段を切り替える主変速装置と、
　動力伝達の遮断を伴って変速段を切り替える副変速装置と、
　前記主変速装置と前記副変速装置とに変速制御指令を出力して前記主変速装置と前記副
変速装置との変速段の組み合わせによる車両変速比を作り出す変速制御ユニットと、
　増速変速のための変速操作指令と減速変速のための変速操作指令とを前記変速制御ユニ
ットに与える第１操作ユニット及び第２操作ユニットとを備え、
　前記変速制御ユニットは、作業地で作業しながら走行する際に適用される作業走行モー
ドにおいて前記第１操作ユニットからの変速操作指令に応答して前記主変速装置の変速段
の切り替えだけを行う変速制御指令を生成する第１走行制御部と、前記第２操作ユニット
からの変速操作指令に応答して前記副変速装置の変速段の切り替えを伴う前記変速制御指
令を生成する第２走行制御部とを有し、かつ、
　前記第１走行制御部は、路上を走行する際に適用される路上走行モードにおいて前記第
１操作ユニットからの変速操作指令に応答して前記副変速装置の変速段の切り替えを伴う
前記主変速装置の変速段の切り替えを行う前記変速制御指令をも生成する走行作業車。
【請求項２】
　前記作業走行モードにおいて、前記変速制御ユニットは、前記主変速装置の変速段が最
高速段である時に前記第１操作ユニットからアップシフト指令が入ると、前記主変速装置
の変速段及び前記副変速装置の変速段をそのまま維持し、かつ
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　前記作業走行モードにおいて、前記変速制御ユニットは、前記主変速装置の変速段が最
低速段である時に前記第１操作ユニットからダウンシフト指令が入ると、前記主変速装置
の変速段及び前記副変速装置変速段はそのまま維持する請求項１に記載の走行作業車。
【請求項３】
　前記変速制御ユニットは、前記作業走行モードと路上走行モードとのいずれにおいても
、第２操作ユニットからアップシフト指令が入ると、アップシフト可能な変速段がある限
り前記副変速装置の変速段を一段階上げ、前記第２操作ユニットからダウンシフト指令が
入ると、ダウンシフト可能な変速段がある限り前記副変速装置の変速段を一段階下げる請
求項１または２に記載の走行作業車。
【請求項４】
　前記変速制御ユニットは、前記第２操作ユニットからアップシフト指令が入ると、前記
副変速装置の変速段を一段階上げ、前記主変速装置の変速段を最低速段に切り替える請求
項３に記載の走行作業車。
【請求項５】
　前記変速制御ユニットは、前記第２操作ユニットからダウンシフト指令が入ると、前記
副変速装置の変速段を一段階下げ、前記主変速装置の変速段を最高速段に切り替える請求
項３または４に記載の走行作業車。
【請求項６】
　前記変速制御ユニットは、前記第２操作ユニットからアップシフト指令が入ると、前記
副変速装置の変速段を一段階上げ、前記主変速装置の変速段を最低速段より少なくとも１
つ上の変速段に切り替える請求項３に記載の走行作業車。
【請求項７】
　前記変速制御ユニットは、前記第２操作ユニットからダウンシフト指令が入ると、前記
副変速装置の変速段を一段階下げ、前記主変速装置の変速段を最高速段の少なくとも１つ
下の変速段に切り替える請求項３または６に記載の走行作業車。
【請求項８】
　前記変速制御ユニットには、前記主変速装置及び前記副変速装置における使用可能な変
速段を設定する変速段設定部が備えられており、前記変速段設定部よって設定された変速
段だけが用いられるように前記変速制御指令が生成される請求項１から７のいずれか一項
に記載の走行作業車。
【請求項９】
　前記変速段設定部によって設定される前記使用可能な変速段は、作業走行モードと路上
走行モードとで別個に設定される請求項８に記載の走行作業車。
【請求項１０】
　前記使用可能な変速段の下限を示す下限設定指針及び上限を示す上限設定指針が表示装
置の表示画面に表示され、前記下限設定指針を移動させるプラスボタンとマイナスボタン
及び上限設定指針を移動させるプラスボタンとマイナスボタンが備えられている請求項８
または９に記載の走行作業車。
【請求項１１】
　作業車の状態を検知する状態検知センサからの検知信号に基づいて作業走行状態である
か路上走行状態であるかを判定する走行状態判定部が備えられ、前記作業走行状態と判定
されると作業走行モードが設定され、前記路上走行状態と判定されると路上走行モードが
設定される請求項１から１０のいずれか一項に記載の走行作業車。
【請求項１２】
　前記第１操作ユニットと前記第２操作ユニットとの共通の操作入力具として、操作スイ
ッチを設けた揺動式の多機能レバーが備えられ、
　前記操作スイッチの操作なしでの前記多機能レバーの揺動変位に基づいて、前記第１操
作ユニットからの変速制御指令に相当する変速制御指令が出力され、前記操作スイッチの
操作ありでの前記多機能レバーの揺動変位に基づいて、前記第２操作ユニットからの変速
制御指令に相当する変速制御指令が出力される請求項１から１１のいずれか一項に記載の
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走行作業車。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、主変速装置が有する複数の変速段と、副変速装置が有する複数の変速段との
組み合わせによって多種の車両変速比を作り出す変速制御ユニットを備えた走行作業車に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　トラクタのような走行作業車では、種々の作業走行や路上走行に適した速度（車速）を
得るために、主変速装置と副変速装置とを組み合わせて２０速以上の車両変速比を作り出
す変速制御ユニットも普及している。その際、主変速装置に対する変速操作方法と、副変
速装置に対する方法とは異なっており、主変速操作レバーと副変速操作レバーを個別に有
するものや、一方の変速装置のための操作レバーに他方の変速装置の変速操作を可能にす
る操作ボタンを設けたものも知られている。
【０００３】
　例えば、特許文献１による作業車では、８つの変速段を有する主変速装置と、３つの変
速段を有する副変速装置とを備えている作業車が開示されている。この主変速装置は、１
速から８速の変速位置に操作可能な主変速レバーによって主変速装置の変速段が決定され
る。副変速装置は、３つの変速位置に操作可能な副変速レバーによって副変速装置の変速
段が決定される。主変速レバーの操作位置は７セグメントの表示部に表示されるので、運
転者はこの表示部を見ながら８つの変速段から所望の変速段を設定することができる。
【０００４】
　さらに、特許文献２による農業用トラクタでは、４段の第１主変速装置と２段の第２主
変速装置との組み合わせで８段の変速段を得る主変速装置と、３段の変速が可能な副変速
装置とが備えられている。この副変速装置を操作するときには主クラッチの入切操作を要
するので、主クラッチペダルを踏み込んで操作レバーを前後方向あるいは左右方向に操作
し、変速操作後に主クラッチペダルを離す。また、主変速装置に関しては、操作レバーの
ノブに設けた増速スイッチと減速スイッチを押し込むことで変速が行われる。つまり、増
速スイッチ３７を１速から順番に押すことによって８速まで１段ずつ変速がなされる。逆
に８速の位置にある主変速装置に対して減速スイッチを順番に押すことによって８速から
１速まで減速することができる。選択されている変速段の表示は、計器パネルに配置され
ている液晶表示部を通じて行われる。この液晶表示部の左上には副変速装置の変速位置が
表示され、その右横には主変速装置の変速位置が反転表示される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】２００８－５７６７４号公報
【特許文献２】２００９－２１４８７７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上述したような走行作業車では、主変速装置と副変速装置との組み合わせにより、多数
の変速段が得られるが、スムーズな作業走行を実現するために適正な変速段の利用を簡単
にするという課題の達成にはまだ至っていない。このような実情に鑑み、本発明の課題は
、主変速装置と副変速装置との組み合わせによって得られる多数の変速段を適正に選択し
て、スムーズな作業走行を実現する走行作業車を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明による走行作業車は、動力伝達の遮断を伴わずに変速段を切り替える主変速装置
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と、動力伝達の遮断を伴って変速段を切り替える副変速装置と、前記主変速装置と前記副
変速装置とに変速制御指令を出力して前記主変速装置と前記副変速装置との変速段の組み
合わせによる車両変速比を作り出す変速制御ユニットと、増速変速（一般にはアップシフ
トと呼ばれる）のための変速操作指令と減速変速（一般にはダウンシフトと呼ばれる）の
ための変速操作指令とを前記変速制御ユニットに与える第１操作ユニット及び第２操作ユ
ニットとを備えている。さらには、前記変速制御ユニットは、作業地で作業しながら走行
する際に適用される作業走行モードにおいて前記第１操作ユニットからの変速操作指令に
応答して前記主変速装置の変速段の切り替えだけを行う変速制御指令を生成する第１走行
制御部と、前記第２操作ユニットからの変速操作指令に応答して前記副変速装置の変速段
の切り替えを伴う前記変速制御指令を生成する第２走行制御部とを有する。さらには、
　前記第１走行制御部は、路上を走行する際に適用される路上走行モードにおいて前記第
１操作ユニットからの変速操作指令に応答して前記副変速装置の変速段の切り替えを伴う
前記主変速装置の変速段の切り替えを行う前記変速制御指令をも生成する。
【０００８】
　この構成によれば、第１操作ユニットを用いて変速操作を行えば、動力伝達の遮断を伴
わずに変速段の切り替える主変速装置の変速段の切り替えだけが行われるので、変速時に
エンジンから駆動輪への動力伝達が遮断されることがない。このため、大きな負荷を伴う
耕耘作業走行や牽引作業走行を行っている時でも、第１操作ユニットを用いた変速操作だ
けを行っていれば、急激な減速等によるショックが回避される。また、作業地の状況変化
や、作業状況の変化があり、副変速装置の変速段の切り替えが必要な場合には、第２操作
ユニットを用いた変速操作を行えばよい。予め、これから行う作業に適正な、副変速装置
の変速段を選択しておけば、第１操作ユニットだけを用いた変速操作でスムーズな作業走
行が実現する。
【０００９】
　作業走行では、大きな走行負荷が生じるため、一瞬であっても動力伝達の遮断はショッ
クを伴う。しかしながら、路上走行では、走行負荷は小さく、走行作業車自体の慣性もあ
るので、一瞬の動力伝達の遮断がショックをもたらす可能性は低い。このことを考慮して
、本発明では、路上を走行する際に適用される路上走行モードにおいて前記第１操作ユニ
ットからの変速操作指令に応答して前記副変速装置の変速段の切り替えを伴う前記主変速
装置の変速段の切り替えを行う前記変速制御指令をも生成するので、路上走行モードでの
、変速幅が拡大し、快適な路上走行が可能となる。
【００１０】
　なお、多数の変速段を有する主変速装置と副変速装置との組み合わせによって得られる
変速範囲は大きく、通常の作業走行や路上走行では、その全てを使用することはほとんど
ない。また、多数の変速段の選択可能性は、逆に、運転者の変速操作を複雑にしてしまう
。特定の作業走行や路上走行で必要と想定される変速段だけが使用可能にすることで、変
速操作は簡単化され、運転者にとって好都合となる。このため、本発明の好適な実施形態
の１つでは、前記変速制御ユニットには、前記主変速装置及び前記副変速装置における使
用可能な変速段を設定する変速段設定部が備えられており、前記変速段設定部よって設定
された変速段だけが用いられるように前記変速制御指令が生成される。その際、作業走行
と路上走行とでは、走行速度及び走行負荷が大きく異なるため、必要とされる変速範囲も
異なる。このことを考慮するならば、前記変速段設定部によって設定される前記使用可能
な変速段は、作業走行モードと路上走行モードとで別個に設定されることが好ましい。
【００１１】
　上述したように、トラクタなどの作業車では、作業走行と路上走行とでは走行速度及び
走行負荷が大きく異なり、そのため、必要となる変速範囲も異なる。このことから、変速
制御ユニットが、走行作業車が作業走行状態にあるか、それとも路上走行状態にあるかを
把握していることが重要である。そのための最も簡単な構成は、作業走行状態と路上走行
状態とを選択する人為操作具を設けて、運転者によって操作してもらうことである。しか
しながら、そのような負担を運転者にかけることを避けるため、本発明の好適な実施形態



(5) JP 6305265 B2 2018.4.4

10

20

30

40

50

では、作業車の状態を検知する状態検知センサからの検知信号に基づいて作業走行状態で
あるか路上走行状態であるかを判定する走行状態判定部が備えられ、前記作業走行状態と
判定されると作業走行モードが設定され、前記路上走行状態と判定されると路上走行モー
ドが設定されるように構成されている。例えば、作業装置が駆動状態であれば、作業走行
状態であると判定できるし、車速が所定速度を超えていれば路上走行状態であると判定で
きる。
【００１２】
　本発明の好適な実施形態の１つでは、前記第１操作ユニットと前記第２操作ユニットと
の共通の操作入力具として、操作スイッチを設けた揺動式の多機能レバーが備えられ、前
記操作スイッチの操作なしでの前記多機能レバーの揺動変位に基づいて、前記第１操作ユ
ニットからの変速制御指令に相当する変速制御指令が出力され、前記操作スイッチの操作
ありでの前記多機能レバーの揺動変位に基づいて、前記第２操作ユニットからの変速制御
指令に相当する変速制御指令が出力される。この構成により、多機能レバーの揺動操作時
に、操作スイッチ（指操作タイプのボタンが適している）を操作しなければ、主変速装置
に対するシフトアップ・シフトダウンが行われ、操作スイッチを操作すれば、副変速装置
に対するシフトアップ・シフトダウンが行われることになり、変速操作性が向上する。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明による変速制御の基本原理を説明する模式図である。
【図２】本発明による変速制御のための表示画面の一例を説明する模式図である。
【図３】本発明による変速制御のための表示画面の一例を説明する模式図である。
【図４】本発明による走行作業車の実施形態の１つであるトラクタの側面図である。
【図５】トラクタに装備されたトランスミッションの模式図である。
【図６】トラクタに装備されたアームレスト操作装置の側面図である。
【図７】アームレスト操作装置の平面図である。
【図８】アームレスト操作装置に設けられた多機能操作具の斜視図である。
【図９】変速操作後の主変速装置と副変速装置との変速段を示す変速段切替表である。
【図１０】トラクタに装備されている制御系で本発明に特に関する機能を示す機能ブロッ
ク図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　本発明による走行作業車の具体的な実施形態を説明する前に、図１を用いて本発明を特
徴付けている変速制御の基本原理を説明する。本発明の走行作業車は、エンジン２０から
の動力を変速して、駆動輪に伝達するトランスミッション３を備えており、このトランス
ミッション３には主変速装置３０と副変速装置３１とが含まれている。主変速装置３０は
動力伝達の遮断を伴わずに変速段の切り替えるタイプであり、副変速装置３１は動力伝達
の遮断を伴って変速段を切り替えるタイプである。以下、この主変速装置３０と副変速装
置３１とにおける変速段に切り替え制御、いわゆる変速制御の基本を図１を用いて説明す
る。ここでは、主変速装置３０は１からｎ段の変速段（ｎは自然数であるが、通常４から
８程度の数値を意味している）を有する。副変速装置３１はＡからＦ段の変速段（Ａから
Ｆの記号は変数段の識別するために用いられており、変数段の数を規定するものではない
、通常変数段の数は２から８段程度である）を有する。主変速装置３０で選択された変速
段と副変速装置３１で選択された変速段との組み合わせで１つの車両変速比が作り出され
る。図１では、そのような組み合わせ変速段が、主変速装置３０の変速段数値（自然数）
と変速段記号（アルファベット）の組み合わせで示されている。
【００１５】
　運転者は、主変速装置３０の変速段を切り替えるために第１操作ユニットＭＵを操作し
、副変速装置３１の変速段を切り替えるために第２操作ユニットＳＵを操作する。第１操
作ユニットＭＵ及び第２操作ユニットＳＵは、レバーやボタンやダイヤル、あるいはその
組み合わせで構成することができる。いずれにせよ、第１操作ユニットＭＵは主変速装置
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３０に対する増速変速（アップシフト）または減速変速（ダウンシフト）の操作指令を出
力し、第２操作ユニットＳＵは副変速装置３１に対する増速変速（アップシフト）または
減速変速（ダウンシフト）の操作指令を出力する。
【００１６】
　第１操作ユニットＭＵ及び第２操作ユニットＳＵから出力された操作指令は変速制御ユ
ニット６に入力される。変速制御ユニット６は、入力された操作指令に基づいて適切な車
両変速比が作り出されるように主変速装置３０、副変速装置３１、またはそれら両方に変
速制御指令を出力する。なお、図１では、変速制御ユニット６の変速段切り替え機能を、
前記主変速装置の変速段の切り替えだけを行う変速制御指令を生成する第１走行制御部６
１と、副変速装置の変速段の切り替えを伴う前記変速制御指令を生成する第２走行制御部
６２とに区分けして、説明している。
【００１７】
　変速制御ユニット６は、この走行作業車が作業地で作業しながら走行する際に適用され
る作業走行モードと、この走行作業車が公道などの道路を比較的速い速度で走行する際に
適用される路上走行モードを有する。変速制御ユニット６における変速段の切り替え制御
は、上記の２つの走行モードで異なるように設定可能である。図１での模式図では、作業
走行モードでの変速段の切り替え制御が示されている。
【００１８】
　図１から理解できるように、第１操作ユニットＭＵからアップシフト指令が入ると、主
変速装置３０の変速段が一段階上げられ、副変速装置３１の変速段は維持される。その際
、操作前の主変速装置３０の変速段が最高速段（図１ではｎ段）であれば、主変速装置３
０の変速段及び副変速装置３１の変速段はそのまま維持され、全体的な車両変速比は変化
しない。つまり、第１操作ユニットＭＵからアップシフト指令によって副変速装置３１の
変速段を変更するようなアップシフトは行われない。同様に、第１操作ユニットＭＵから
ダウンシフト指令が入ると、主変速装置３０の変速段が一段階下げられ、副変速装置３１
の変速段は維持される。その際、操作前の主変速装置３０の変速段が最低速段（図１では
１段）であれば、主変速装置３０の変速段及び副変速装置３１の変速段はそのまま維持さ
れ、全体的な車両変速比は変化しない。つまり、第１操作ユニットＭＵからのダウンシフ
ト指令では、副変速装置３１の変速段を変更するようなダウンシフトは行われない。
【００１９】
　副変速装置３１の変速段を切り替えるためには、第２操作ユニットＳＵが用いられる。
第２操作ユニットＳＵからアップシフト指令が入ると、副変速装置３１の変速段が一段階
上げられ、原則的には、主変速装置３０の変速段は最低速段に切り替えられる。つまり、
第２操作ユニットＳＵからのアップシフト指令により、副変速装置３１の1つ上の変速段
と主変速装置３０の1段とが組み合わされる。これは、副変速装置３１をアップシフトす
ることで車両変速比が大きく変化することを回避するためである。しかしながら、主変速
装置３０の変速段が最高速段の時に副変速装置３１をアップシフトして、副変速装置３１
の1つ上の変速段と主変速装置３０の1段とが組み合わされても、その変速差がわずかとな
るような変速段構成がある。このような構成の場合には、例外的に副変速装置３１の1つ
上の変速段と主変速装置３０の最低速段より少なくとも１つ上の変速段（図１では２段）
とが組み合わされる（図１ではＢｎからＣ２に移行する点線で示されている）。また、副
変速装置３１の変速段が既に最高速段であるときは、そのアップシフト指令は、無視され
る。
【００２０】
　同様に、第２操作ユニットＳＵからダウンシフト指令が入ると、副変速装置３１の変速
段が一段階下げられ、原則的には、主変速装置３０の変速段は最高速段に切り替えられる
。つまり、第２操作ユニットＳＵからのダウンシフト指令により、副変速装置３１の１つ
下の変速段と主変速装置３０の最高速段とが組み合わされる。これは、副変速装置３１を
ダウンシフトすることで車両変速比が大きく変化することを回避するためである。しかし
ながら、主変速装置３０の変速段が最高速段の時に副変速装置３１をダウンシフトして、
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副変速装置３１の1つ下の変速段と主変速装置３０の最高速段とが組み合わされても、そ
の変速差がわずかとなるような変速段構成がある。このような構成の場合には、例外的に
副変速装置３１の1つ下の変速段と主変速装置３０の最高速段の少なくとも1つ下の変速段
とが組み合わされる（図１ではＣ１からＢｎ－１に移行する点線で示されている）。また
、副変速装置３１の変速段が既に最低速段であるときは、そのダウンシフト指令は、無視
される。
【００２１】
　なお、路上走行では、走行負荷は小さく、走行作業車自体の慣性もあるので、副変速装
置３１の変速段切り替え時に生じる一瞬の動力伝達の遮断がショックをもたらす可能性は
低い。このため、路上走行において設定される路上走行モードにおいては、例外的に、第
１操作ユニットＭＵからの変速操作指令に応答して副変速装置３１の変速段の切り替えを
伴うように構成してもよい。図１では示されていないが、例えば、主変速装置３０が最高
速段（ｎ段）の時に第１操作ユニットＭＵからアップシフト指令が出力されると、副変速
装置３１の変速段を１つ上の変速段に切り替えるとともに、主変速装置３０を最低速段（
１段）または最低速段の少なくとも１つ上の変速段に切り替える。同様に、主変速装置３
０が最低速段（１段）の時に第１操作ユニットＭＵからダウンシフト指令が出力されると
、副変速装置３１の変速段を１つ下の変速段に切り替えるとともに、主変速装置３０を最
高速段（ｎ段）または最高速段の少なくとも1つ下の変速段（ｎ－１段）に切り替える。
【００２２】
　主変速装置３０と副変速装置３１との組み合わせによって得られる変速段が２０を超え
るような場合、通常の作業走行や路上走行では、その全てを使用することはほとんどない
。これから行うとする作業走行や路上走行で必要と想定される変速段だけを使用可能にす
ることは、好都合である。主変速装置３０と副変速装置３１との組み合わせによって作り
出される全ての変速段から所望の変速範囲に属する変速段だけを選択するための、好適な
形態を、図２を用いて説明する。なお、説明を簡単にするため、ここでは、主変速装置３
０は１から４段の４つの変速段を有し、副変速装置３１はＡからＦまでの６つの変速段を
有するとする。
【００２３】
　変速段選択では、表示画面生成部８１によって走行作業車に搭載されている液晶パネル
などの表示装置に表示される表示画面が重要な役割を果たす。この表示画面には、第１表
示画面１０１と第２表示画面２００とが含まれている。図２に示されているように、第１
表示画面１０１は、走行中に運転者に種々の情報を報知する目的の報知画面の１つであり
、エンジン回転数表示領域、記憶されたエンジン回転数表示領域、駆動方向（前進または
後進）表示領域などとともに、その右下側に現在選択されている主変速装置３０の変速段
と副変速装置３１の変速段とを示す変速状態表示領域１０２が配置されている。
【００２４】
　第１表示画面１０１の変速状態表示領域１０２には、副変速装置３１の変速段群を表示
する副変速段表示領域２０２と、副変速装置３１の各変速段に主変速装置３０の変速段群
が割り当てられて表示される主変速段表示領域２０１と、主変速装置３０の使用中の変速
段と副変速装置３１の使用中の変速段とを一体化して車両変速比を決定する使用変速段を
表示する使用変速段表示領域１０３が含まれている。第２表示画面２００は、変速段選択
画面として利用するため、第１表示画面１０１の変速状態表示領域１０２をベースとして
生成されている。また、第２表示画面２００は所定の操作によって第１表示画面１０１か
ら移行することができる。第２表示画面２００には、副変速段表示領域２０２と主変速段
表示領域２０１とが配置されているとともに、使用変速段表示領域１０３に代えて変速段
選択作業において選択中の変速段を表示する選択変速段表示領域２０３が配置されている
。さらに、第２表示画面２００には、車両変速比の下限を規定するための主変速装置３０
と副変速装置３１との組み合わせ変速段を選択する下限選択領域２０４と、車両変速比の
上限を規定するための主変速装置３０と副変速装置３１との組み合わせ変速段を選択する
上限選択領域２０５とが追加配置されている。
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【００２５】
　図２で示した例では、副変速段表示領域２０２と主変速段表示領域２０１とが、選択変
速段表示領域２０３のほぼ中央を中心とする半円弧状の棒グラフ形態で形成されている。
したがって、この半円弧の中心を通る径方向に延びる線を通じて、主変速装置３０と副変
速装置３１との組み合わせ変速段を規定することができる。さらに、下限選択領域２０４
及び上限選択領域２０５も、同じ中心をもつ半円弧状の棒グラフ形態で形成されている。
つまり、副変速段表示領域２０２と主変速段表示領域２０１と下限選択領域２０４と上限
選択領域２０５とは、同軸に配置されている。その径方向の配置順序は任意であるが、図
２の図例では、副変速段表示領域２０２、主変速段表示領域２０１、下限選択領域２０４
、上限選択領域２０５の順で径方向外側に向かって並んでいる。
【００２６】
　下限選択領域２０４には下限変速段を指示する下限設定指針２０６が下限選択領域２０
４内を移動可能に配置され、上限選択領域２０５には上限変速段を指示する上限設定指針
２０７が上限選択領域２０５内を移動可能に配置されている。ここで示された例では、下
限設定指針２０６を移動させるプラスボタン２０６ａとマイナスボタン２０６ｂ、及び上
限設定指針２０７を移動させるプラスボタン２０７ａとマイナスボタン２０７ｂとがソフ
トウエアボタンとして配置されている。このようなソフトウエアボタンに代えて、直接下
限設定指針２０６や上限設定指針２０７をドラックして移動させる構成を採用してもよい
し、ハードウエアボタンを備えるようにしてもよい。いずれにせよ、下限設定指針２０６
と半円弧の中心を通る径方向に延びる線上に位置する主変速装置３０と副変速装置３１と
の組み合わせ変速段が下限変速段として、選択変速段表示領域２０３の左側に表示される
。また、上限設定指針２０７と半円弧の中心を通る径方向に延びる線上に位置する主変速
装置３０と副変速装置３１との組み合わせ変速段が上限変速段として、選択変速段表示領
域２０３の右側にされる。
【００２７】
　これにより、第１操作ユニットＭＵまたは第２操作ユニットＳＵを操作することによっ
て実現する、主変速装置３０と副変速装置３１との組み合わせ変速段は上述の変速段選択
処理を通じて選択された変速範囲に限定される。
【００２８】
　なお、主変速装置３０も使用変速段を選択可能に構成することができる。主変速装置３
０の変速段選択処理は、例えば、第３表示画面の一例である、図３に示すような主変速装
置３０のための使用変速段選択画面３００を通じて行うことができる。なお、ここでも説
明を簡単にするため主変速装置３０は１から４段の４つの変速段を有するものとする。使
用変速段選択画面３００の左側には、４つの変速段を示す４つの横バー３０１が配置され
ており、選択された変速段と選択されない変速段は横バーの描画色または描画パターンの
違いで区別される。４つの横バー３０１の下側には、選択された変速段が数値で、例えば
、「２－４」というように、示される選択変速段表示欄３０２が配置されている。使用変
速段選択画面３００の左側には、下限変速段を指定する下限設定指針３０３と、上限変速
段を指定する上限設定指針３０４とが並んで配置されている。ここでも、下限設定指針３
０３を移動させるプラスボタン３０３ａとマイナスボタン３０３ｂ、及び上限設定指針３
０４を移動させるプラスボタン３０４ａとマイナスボタン３０４ｂとがソフトウエアボタ
ンとして配置されている。このようなソフトウエアボタンに代えて、直接下限設定指針３
０３や上限設定指針３０４をドラックして移動させる構成を採用してもよいし、ハードウ
エアボタンを備えるようにしてもよい。
【００２９】
　上述した、使用変速段の選択は、作業走行モードと路上走行モードとで別個に設定する
ことが可能である。作業走行では狭い変速範囲が使用され、路上走行では広い変速範囲が
使用されることを考慮すれば、第３表示画面を用いた主変速装置３０の変速段範囲の選択
は作業走行モード時に有効となり、第２表示画面を用いた主変速装置３０及び副変速装置
３１の変速段の選択は路上走行モード時に有効となる構成が好都合である。
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【００３０】
　次に、本発明による走行作業車の具体的な実施形態の１つを説明する。図４は、走行作
業車の一例であるトラクタの側面図である。このトラクタは、前輪２ａと後輪２ｂとによ
って支持されているトラクタの車体１の前部にエンジン２０が搭載され、エンジン２０の
後方にトランスミッション３が搭載されている。車体１の後方には作業装置２２としてロ
ータリ耕耘装置がリンク機構２３を介して昇降自在に装備されている。このトラクタは四
輪駆動型であり、エンジン２０の動力は、トランスミッション３に内装された変速機構を
介して駆動輪として機能可能な前輪２ａ及び後輪２ｂに伝達される。さらに、エンジン２
０の動力は、トランスミッション３から後方に突き出しているＰＴＯ軸２４を介して作業
装置２２にも伝達される。エンジン２０はボンネット２１によって覆われている。ボンネ
ット２１の後方かつトランスミッション３の上方でキャビン１０が車体１に支持されてい
る。
【００３１】
　図５で模式的に示されているだけであるが、この実施形態のトランスミッション３には
、変速機構として主変速装置３０と副変速装置３１が含まれており、さらに、主変速装置
３０に前後進切替機構３２が組み込まれている。トランスミッション３からの変速動力は
、差動装置３３と後車軸３４を介して後輪２ｂに伝達される。詳しく図示されていないが
、トランスミッション３からの変速動力は、前輪２ａにも伝達可能である。主変速装置３
０は、常時かみ合いのギヤセットと複数のクラッチを用いて、動力伝達の遮断を伴わずに
４つ変速段の切り替えるタイプである。副変速装置３１は、動力伝達の遮断を伴わって６
つの変速段を切り替える、いわゆるシンクロメッシュタイプである。
【００３２】
　キャビン１０の内部は運転空間として機能し、その前部には、前輪２ａの操向操作を行
うステアリングハンドル１１が、その後部で、左右一対の後輪フェンダ１５の間には、運
転座席１２が配置されている。運転座席１２の側方から前方にかけて、多機能操作具５を
有するアームレスト操作装置４が設けられている。アームレスト操作装置４の前側には運
転者に種々の情報を視覚的に報知するディスプレイ１３が設けられている。
【００３３】
　図６及び図７に示されているように、アームレスト操作装置４は、図示されていない支
持フレームに固定される取付ブラケット４Ｂに固定されるアームレスト支持台４Ａを備え
ている。取付ブラケット４Ｂには前方に延びながら上方に向かって傾斜している支持ロッ
ド４Ｃが固定されており、支持ロッド４Ｃの先端部に液晶パネルなどのディスプレイ１３
が取り付けられている。このディスプレイ１３はタッチパネル１３Ａを通じて入力操作が
可能なものであり、運転者による各種操作入力を受け入れることができる。
【００３４】
　図６から明らかなように、アームレスト操作装置４は、平面視において、前領域４ａ、
中間領域４ｂ、後領域４ｃに区分けすることができる。後領域４ｃには腕を載せる、クッ
ション性のあるアームレスト台４０が設けられている。前領域４ａのほぼ左半分に、後で
詳しく説明する、多機能操作具５が設けられている。前領域４ａのほぼ右半分には、操作
スイッチ群９として、第１操作スイッチ群９ａと第２操作スイッチ群９ｂとが配置されて
いる。中間領域４ｂにも、操作スイッチ群９として、左から、第３操作スイッチ群９ｃ、
第４操作スイッチ群９ｄ、第５操作スイッチ群９ｅが配置されている。各操作スイッチ群
９には、ボタン、スイッチ、ダイヤル、レバー、ジョイスティックなどの各種の型式で形
成される操作スイッチが設けられている。
【００３５】
　アームレスト台４０の左側の前端領域に、揺動軸Ｐ１周りで揺動可能に支持された多機
能操作具５が配置されている。この多機能操作具５は、トラクタの走行状態及びトラクタ
に装備された作業装置２２の状態を制御するために用いられる。多機能操作具５は、実質
的には、グリップ本体５Ａと揺動体５Ｂとからなる。揺動体５Ｂは、図８理解できるよう
に、揺動軸Ｐ１周りで揺動するアーム部材として形成されている。揺動体５Ｂの揺動中立
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位置から、揺動体５Ｂを前方方向（Ｐ）に揺動させることで車両を増速させ、後方方向（
Ｄ）に揺動させることで車両を減速させるように構成されている。
【００３６】
　グリップ本体５Ａは、揺動体５Ｂの自由端部側に設けられている。図８に示すように、
グリップ本体５Ａは、右側領域、ここではほぼ右側半分領域に形成された握り部５０と、
左側領域、ここではほぼ左側半分領域に形成された、操作スイッチ群９のための延長部５
１とからなる。グリップ本体５Ａは、凸状湾曲面５２と垂直状側面５３と裏面５４ａと底
面５４ｂとによって外周面が形成されている。凸状湾曲面５２は、握り部５０を掴む手の
ひらがスムーズに覆いかぶさるような形状を有する。垂直状側面５３は、凸状湾曲面５２
の左端縁に対してほぼ垂直に延びた面である。握り部５０の下端縁、つまり底面５４ｂと
凸状湾曲面５２との境界領域の少なくとも一部に、外方に突き出した舌片が小指球載せ５
５として形成されている。この小指球載せ５５は、握り部５０に載せた手のひらが下方に
ずれ落ちないようにその手の小指球を保持する形状を有する。
【００３７】
　延長部５１の上面はほぼ平坦な面またはわずかに凸に湾曲した面を有している。延長部
５１の上面は、実際の適用に当たっては操作者に対向するように配置されるため、以後操
作者対向面５６と称する。延長部５１の操作者対向面５６は握り部５０の垂直状側面５３
の下端縁から左方向に延びるような形態で、握り部５０と延長部５１とがつながっており
、操作者対向面５６と垂直状側面５３とがほぼ直角に交わっている。したがって、操作者
対向面５６と垂直状側面５３とによって境界づけられる空間は、握り部５０に載せた手の
親指がある程度自由に動かせる広さを持っている。それゆえ、この空間は親指自由空間Ｔ
Ｓと称している。
【００３８】
　垂直状側面５３と操作者対向面５６とには、操作スイッチ群９に属する操作スイッチ（
ボタンやレバーなどを含む）が配置されている。この実施形態では、操作者対向面５６に
は、走行に関する操作スイッチ群に属するシャトルボタン９１と変速比固定ボタン９３、
作業に関する操作スイッチ群に属するアップダウンボタン９２、２つの油圧制御スイッチ
９４ａ、９４ｂが設けられている。シャトルボタン９１は、操作者対向面５６のほぼ上半
分（前半分）の最も垂直状側面５３に近い位置に配置されている。アップダウンボタン９
２は、シャトルボタン９１の左隣りに配置されており、変速比固定ボタン９３はさらにシ
ャトルボタン９１の左隣りに配置されている。油圧制御スイッチ９４ａ、９４ｂは操作者
対向面５６のほぼ下半分（前半分）に横並び配置されている。また、垂直状側面５３には
、変速補助ボタン９５が配置されている。さらに、握り部５０の裏面５４ａには、シャト
ル補助ボタン９６が配置されている。このシャトル補助ボタン９６は、握り部５０の凸状
湾曲面５２に手のひらを載せた手の人差し指または中指で簡単に操作可能である。
【００３９】
　シャトル補助ボタン９６を押すとともにシャトルボタン９１のシャトル上向き矢印の箇
所を押すことでトランスミッション３の前後進切替機構３２が前進状態に切り替えられ、
また、シャトル補助ボタン９６を押すとともにシャトルボタン９１の下向き矢印の箇所を
押すことでトランスミッション３の前後進切替機構３２が後進状態に切り替えられる。
【００４０】
　握り部５０の搖動軸Ｐ１周りの揺動操作による変速段の切り替え（シフトアップ、シフ
トダウン）において、副変速装置３１の切り替えを伴わない、主変速装置３０だけの変速
段の切り替え操作は、変速補助ボタン９５を押さなくとも有効であるが、副変速装置３１
の切り替えを伴う変速段の切り替え操作は、変速補助ボタン９５を押さなければ無効とな
るように構成されている。つまり、この実施形態では、変速補助ボタン９５を押さない状
態の多機能操作具５が第１操作ユニットＭＵとして機能し、変速補助ボタン９５を押した
状態の多機能操作具５が第２操作ユニットＳＵとして機能することになる。
【００４１】
　また、このトランスミッション３は、車速に応じて適切な変速比が設定されるように構
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成されている。しかしながら、作業時等では、一時的に車速が変動しても変速比はそのま
まに維持することが好ましい場合がある。この問題を解決するため、変速比固定ボタン９
３は、変速比を強制的に固定するためのボタンであり、これを操作することで、ブレーキ
操作などの車速が低下しても、トランスミッション３の変速比は変更されない。
【００４２】
　図９に、多機能操作具５を用いた増速側への操作（シフトアップ）と減速側への操作（
シフトダウン）を行った際の操作前の変速段と、操作後の変速段が示されている。主変速
装置３０の変速段は１から４の数で示され、副変速装置３１の変速段はＡからＦのアルフ
ァベットで示されている。変速操作後の変速段は、変速補助ボタン９５を押さずに握り部
５０をシフトアップまたはシフトダウンした結果（主変速段切替操作）の変速段と、変速
補助ボタン９５を押しながら握り部５０をシフトアップまたはシフトダウンした結果（副
変速段切替操作）の変速段とに区分けされている。主変速段切替操作後の変速段は、路上
走行と作業走行で区分けされている。図９に示された結果は、図１を用いて説明された内
容に準じているので、ここでの説明は省略される。
【００４３】
　なお、図９で一覧化された変速段切替表には、主変速装置３０が有する１から４の全て
の変速段と、副変速装置３１が有するＡからＦの全ての変速段が示されてが、使用可能な
変速段範囲を選択することができる。さらに、主変速装置３０の変速段のうち、使用可能
な変速段範囲を選択することも、可能である。
【００４４】
　図１０では、このトラクタに装備されている制御系が機能ブロック図の形態で示されて
いる。この制御系において、主にコンピュータプログラムによって実現される機能を構築
している機能部を演算制御装置８００として示しているが、この区分けは、あくまで説明
目的であり、実際の制御系の構築に当たっては、自由に分割、統合が可能である。演算制
御装置８００は車載ＬＡＮなどによってデータ伝送可能に他のユニットと接続されている
。そのようなユニットとして、例えば、機器制御ユニット８０１、入力信号処理ユニット
８０２、報知処理ユニット８０３などが挙げられる。また、演算制御装置８００の内部に
おいても、各機能部や機能ユニットは車載ＬＡＮやその他のデータ伝送路と通じてデータ
伝送可能に接続されている。
【００４５】
　機器制御ユニット８０１は、エンジン２０、トランスミッション３、作業装置２２など
に備えられた各種動作機器に対して動作信号を与えて、その動作を制御する。入力信号処
理ユニット８０２は、入力インターフェースの機能を有し、多機能操作具５や操作スイッ
チ群９や各種センサを含む状態検知センサ群９０からの信号を入力して、この制御系の各
機能部に転送する。報知処理ユニット８０３は、入出力インターフェースの機能を有し、
ディスプレイ１３への画像信号やスピーカ１４への音声信号、あるいはタッチパネル１３
Ａからの操作入力信号を処理する。
【００４６】
　図１０で例示された演算制御装置８００には、変速制御ユニット６、作業制御ユニット
７Ａ、作業走行支援ユニット７Ｂ、表示制御ユニット８、走行状態判定部６０などが含ま
れている。
【００４７】
　変速制御ユニット６は、機器制御ユニット８０１を介して、主変速装置３０や副変速装
置３１に変速制御指令を出力して前記主変速装置と前記副変速装置との変速段の組み合わ
せによる車両変速比を作り出す。変速制御ユニット６には、第１走行制御部６１と、第２
走行制御部６２と、変速段設定部６３とが含まれている。第１走行制御部６１は、作業走
行モードにおいて、変速補助ボタン９５を押さない状態での多機能操作具５に対する揺動
操作による変速操作指令に応答して主変速装置３０の変速段の切り替えだけを行う変速制
御指令を生成する。路上走行モードにおいては、上述したように、例外的に副変速装置３
１の変速段の切り替えを伴う場合がある。第２走行制御部６２は、変速補助ボタン９５を
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押した状態での多機能操作具５に対する揺動操作による変速操作指令に応答して副変速装
置３１の変速段の切り替えを伴う変速制御指令を生成する。変速段設定部６３は、図２と
図３を用いて説明したような手順を通じて、主変速装置３０及び副変速装置３１における
使用可能な変速段を設定する。
【００４８】
　表示制御ユニット８は、報知処理ユニット８０３などと協働して変速表示制御装置を構
築するものであり、第１表示画面１０１と第２表示画面２００と第３表示画面（使用変速
段選択画面）３００を生成する表示画面生成部８１が含まれている。第１表示画面１０１
と第２表示画面２００との説明は図２を用いて、第３表示画面（使用変速段選択画面）３
００は図３を用いて、先に説明した通りである。また、第２表示画面２００及び第３表示
画面３００を通じて選択された変速範囲は、変速制御ユニット６に与えられ、変速制御に
おける利用変速段の限定条件として用いられる。
【００４９】
　走行状態判定部６０は、入力信号処理ユニット８０２を通じて得られる、作業車の状態
を検知する状態検知センサ群９０のうちの少なくとも１つの状態検知センサからの検知信
号に基づいて作業走行状態であるか路上走行状態であるかを判定する。作業走行状態と判
定されると、変速制御ユニット６において作業走行モードが設定され、路上走行状態と判
定されると路上走行モードが設定される。
【００５０】
　作業制御ユニット７Ａは、作業用の操作スイッチ群９からの信号等に基づいて作業装置
２２の制御を行う。また、作業装置の上限設定や作業装置の昇降速度も管理する。作業走
行支援ユニット７Ｂは、一部の作業走行の自動化や、状態検知センサ群９０からの信号に
基づいて警報など、運転者に対する報知を管理する。
【００５１】
〔別実施の形態〕
（１）上述した実施形態では、変速補助ボタン９５を押さない状態の多機能操作具５が第
１操作ユニットＭＵとして機能し、変速補助ボタン９５を押した状態の多機能操作具５が
第２操作ユニットＳＵとして機能した。これに代えて、変速補助ボタン９５を押した状態
の多機能操作具５が第１操作ユニットＭＵとして機能し、変速補助ボタン９５を押さない
状態の多機能操作具５が第２操作ユニットＳＵとして機能してもよい。さらには、第１操
作ユニットＭＵとび第２操作ユニットＳＵの一方を揺動レバーとして構成し、その他方を
ボタン式やダイヤル式で構成してもよい。その際、当該ボタンやダイヤルを揺動レバーに
設けると操作性が向上する。
（２）変速段設定部６３による使用可能な変速段範囲が予め登録されており、その登録さ
れた複数の変速段範囲から運転者が選択する構成を採用してもよい。また、走行作業車の
状態に応じて、変速段設定部６３が自動的に選択する構成を採用してもよい。
（３）図１０で示された機能ブロックは、説明目的で記載されているだけであり、それら
の各機能ユニットは、任意に統合することまたは任意に分割することが可能である。特に
、演算制御装置８００に構築されている各機能部は、互いにソフトウエア的に連係してい
るので、実際にはその機能は重なり合っている場合は多く、図１０で示した機能部は、模
式的に示しているに過ぎず、ここで、その機能の区分けを限定しているわけでない。
【産業上の利用可能性】
【００５２】
　本発明による走行作業車は、トラクタ以外、田植機、コンバインなどの農用作業車、あ
るいはフロントローダなどの建設土木作業車などに適用可能である。
【符号の説明】
【００５３】
１　　　　：車体
３　　　　：トランスミッション
４　　　　：アームレスト操作装置
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５　　　　：多機能操作具
５Ａ　　　：グリップ本体
５Ｂ　　　：揺動体
６　　　　：変速制御ユニット
７Ａ　　　：作業制御ユニット
７Ｂ　　　：作業走行支援ユニット
８　　　　：表示制御ユニット
９　　　　：操作スイッチ群
１３　　　：ディスプレイ
１３Ａ　　：タッチパネル
２２　　　：作業装置
３０　　　：主変速装置
３１　　　：副変速装置
５０　　　：握り部
６０　　　：走行状態判定部
６１　　　：第１走行制御部
６２　　　：第２走行制御部
６３　　　：変速段設定部
８１　　　：表示画面生成部
９０　　　：状態検知センサ群
９１　　　：シャトルボタン
９２　　　：アップダウンボタン
９５　　　：変速補助ボタン
１０１　　：第１表示画面
２００　　：第２表示画面
３００　　：第３表示画面（使用変速段選択画面）
８００　　：演算制御装置
８０１　　：機器制御ユニット
８０２　　：入力信号処理ユニット
８０３　　：報知処理ユニット
ＭＵ　　　：第１操作ユニット
ＳＵ　　　：第２操作ユニット
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【図７】 【図８】
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