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(57)【要約】
【課題】作業者に提供する情報の視認性を向上する。
【解決手段】作業機１０は、作業者に機体１１の情報を
提供する情報提供部として機能するインジケータ装置１
５０を備え、インジケータ装置１５０は、インジケータ
光ＬＳを、作業機１０の前方に位置して操縦位置に位置
する作業者側に露出する地面に照射する。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　作業者に情報を提供する情報提供部を備える作業機において、
　前記情報提供部は、前記情報を示すインジケータ光を照射するインジケータ装置を備え
、
　前記インジケータ装置は、当該作業機の前方に位置して前記作業者側に露出する地面、
又は、当該作業機の前部における前記作業者側に露出する面に、前記インジケータ光を照
射することを特徴とする作業機。
【請求項２】
　前記インジケータ光は、色、点滅、及び文字を含む画像の少なくともいずれかを示す光
であることを特徴とする請求項１に記載の作業機。
【請求項３】
　前記作業機の前方を照明する照明装置を備え、
　前記インジケータ光の出射方向が、前記照明装置の照明光の光軸から外れていることを
特徴とする請求項１又は２に記載の作業機。
【請求項４】
　前記インジケータ装置は、前記照明装置の照射範囲外の領域に、前記インジケータ光を
照射することを特徴とする請求項３に記載の作業機。
【請求項５】
　前記インジケータ装置は、前記照明装置の上に配置されることを特徴とする請求項３又
は４に記載の作業機。
【請求項６】
　当該作業機の前部に作業部を備え、
　前記インジケータ装置は、前記作業部における前記作業者側に露出する面に、前記イン
ジケータ光を照射することを特徴とする請求項１乃至５のいずれか一項に記載の作業機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、作業者に情報を提供する情報提供部を備える作業機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　作業機には、作業者に情報を提供するインジケータランプを備える歩行型除雪機が知ら
れている（例えば、特許文献１参照）。特許文献１では、インジケータランプとして、作
業者が操作する操作パネルにリセット表示灯を設け、リセット表示灯によって、オーガハ
ウジングを水平位置に自動調整しているか否かを視認可能にする。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１５－０８１４７８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、従来の構成は、インジケータランプが作業者の手元付近にあり、作業中の作業
者の視線が前方にあるため、作業者がインジケータランプの点灯に気づかないおそれがあ
る。このため、インジケータランプによって警告を報知した場合、作業者が警告に気づか
ず作業を継続するおそれが生じる。
　そこで、本発明は、作業者に提供する情報の視認性を向上することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記目的を達成するために、本発明は、作業者に情報を提供する情報提供部を備える作
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業機において、前記情報提供部は、前記情報を示すインジケータ光を照射するインジケー
タ装置を備え、前記インジケータ装置は、当該作業機の前方に位置して前記作業者側に露
出する地面、又は、当該作業機の前部における前記作業者側に露出する面に、前記インジ
ケータ光を照射することを特徴とする。
　この構成によれば、作業中の作業者は、前方を見たまま、インジケータ光が示す情報を
視認でき、情報の視認性が向上する。
【０００６】
　上記構成において、前記インジケータ光は、色、点滅、及び文字を含む画像の少なくと
もいずれかを示す光であることを特徴とする。この構成によれば、様々な表示態様で情報
を表示できる。
【０００７】
　また、上記構成において、前記作業機の前方を照明する照明装置を備え、前記インジケ
ータ光の出射方向が、前記照明装置の照明光の光軸から外れていることを特徴とする。こ
の構成によれば、インジケータ光が示す情報の視認性がより向上する。
【０００８】
　また、上記構成において、前記インジケータ装置は、前記照明装置の照射範囲外の領域
に、前記インジケータ光を照射することを特徴とする。この構成によれば、インジケータ
光が示す情報の視認性がより向上する。
【０００９】
　また、上記構成において、前記インジケータ装置は、前記照明装置の上に配置されるこ
とを特徴とする。この構成によれば照明装置の照射範囲よりも機体に近い位置にインジケ
ータ光を照射できる。
【００１０】
　また、上記構成において、当該作業機の前部に作業部を備え、前記インジケータ装置は
、前記作業部における前記作業者側に露出する面に、前記インジケータ光を照射すること
を特徴とする。この構成によれば、作業中の作業者が情報を見逃す事態を抑制でき、且つ
、インジケータ光が示す情報の表示品質が、地面の影響を受けない。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、作業者に提供する情報の視認性を向上することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の第一実施形態に係る作業機の側面図である。
【図２】作業機の構成を模式的に示す図である。
【図３】インジケータ装置を前照灯と共に示す斜視図である。
【図４】インジケータ装置を前照灯と共に示す側断面図である。
【図５】作業機を側方から見たときの前照灯及びインジケータ装置の照射範囲を示す図で
ある。
【図６】作業機を後上方から見たときのインジケータ装置の照射範囲を示す図である。
【図７】第二実施形態に係る作業機を側方から見たときの前照灯及びインジケータ装置の
照射範囲を示す図である。
【図８】作業機を後上方から見たときのインジケータ装置の照射範囲を示す図である。
【図９】図９（Ａ）及び図９（Ｂ）は変形例に係る作業機を側方から見たときの前照灯及
びインジケータ装置の照射範囲を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態について説明する。
（第一実施形態）
　図１は本発明の第一実施形態に係る作業機１０の側面図である。また、図２は作業機１
０の構成を模式的に示す図である。なお、前後左右、及び上下といった各方向の記載は、
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作業機１０を基準とした各方向である。図１中、前方向を符号ＦＲで示し、上方向を符号
ＵＰで示している。
　図１に示すように、作業機１０は、機体１１（車体フレームに相当）に、動力源１２と
走行装置１３（走行部）と除雪作業部１４（作業部）と操作パネル１５（操作装置とも称
する）とを備えた自走式除雪機（歩行型除雪機とも称する）である。機体１１の後部から
後方上部へ操作ハンドル１６が延びている。除雪作業を行う作業者（操縦者、運転者とも
称する）は、作業機１０後方にて操作ハンドル１６を把持し、作業機１０に連れて歩行し
ながら作業機１０を操縦する。つまり、作業機１０は有人作業機である。
【００１４】
　動力源１２は、作業機１０の前後中央に設けられ、この動力源１２の前上部から左右に
間隔を空けて一対のアーム１７が立設する。これらアーム１７の上端に、照明光を照射す
る前照灯２０（照明装置）が支持される。この前照灯２０は、機体１１の前部に配置され
た除雪作業部１４（後述するオーガハウジング４１、及びシュータ４５等）よりも後方、
且つ、オーガハウジング４１よりも上方に配置されるとともに、シュータ４５に対して左
右方向にずれた車幅中央位置に配置される。これにより、シュータ４５を避けつつ作業機
１０前方（オーガハウジング４１前方）に、照明光を照射できる。
【００１５】
　動力源１２は、走行装置１３と除雪作業部１４を駆動するものであり、図２に示す電動
モータ３１と、図２に示すエンジン３２とを有する。電動モータ３１は、図２に示す制御
部４０の制御の下、走行装置１３を駆動する。本構成では、左右に間隔を空けてクローラ
式の走行装置１３を備え、各走行装置１３を減速機構を介してそれぞれ異なる電動モータ
３１で駆動する。
【００１６】
　エンジン３２は、内燃機関であり、制御部４０の制御の下、変速機３４を介して除雪作
業部１４を駆動する。エンジン３２の駆動軸には発電機３５が設けられる。発電機３５に
よって発電された電力は、バッテリ３６、電動モータ３１、前照灯２０等の作業機１０が
有する電装部品に供給される。なお、走行装置１３は、エンジン３２によって駆動される
構成でもよい。
【００１７】
　図１及び図２に示すように、除雪作業部１４は、オーガハウジング４１と、オーガハウ
ジング４１の後部に連結されるブロアハウジング４２と、オーガハウジング４１内に設け
られたオーガ４３と、ブロアハウジング４２内に設けられたブロア４４と、ブロアハウジ
ング４２から上方へ延びたシュータ４５とを備える。
　オーガハウジング４１は、オーガ４３の上方、後方及び左右両側を覆うカバーであり、
オーガ４３の前方及び下方を露出した状態でオーガ４３を覆う。
【００１８】
　オーガ４３は、変速機３４の出力軸３４Ｓの回転によって回転駆動され、作業機１０前
方の雪を掻き取る。ブロア４４は、制御部４０の制御の下、オーガ４３によって掻き取ら
れた雪をシュータ４５に供給し、シュータ４５によって雪を離れた位置に飛ばす。つまり
、シュータ４５は、オーガ４３によって掻き集めた雪を作業機１０から離れた位置に投雪
する投雪部として機能する。
【００１９】
　シュータ４５は、走行装置１３が接地している設置面Ｇｒ（作業機１０が走行する走行
面に相当）に対して、垂直方向に延びる軸線周りに回転可能に設けられ、シュータ駆動モ
ータ４７によって回転駆動される。シュータ４５が回転することによって、投雪方向を前
後左右の任意の方向に調整可能である。
【００２０】
　シュータ４５の上端部には、シュータガイド４８が設けられる。シュータガイド４８は
、上下にスイング自在に取り付けられ、上下方向の角度（つまり、投雪角度）を調整可能
である。シュータガイド４８は、ガイド駆動モータ４９によって投雪角度が制御される。
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　図１に示されるように、作業機１０は、左右の走行装置１３によって前進走行しつつ、
前部のオーガ４３によって雪を掻き集め、掻き集めた雪をブロア４４によってシュータ４
５を介して遠方へ排出することができる。
【００２１】
　また、作業機１０は、オーガハウジング４１の姿勢を変更するオーガハウジング駆動機
構５０を備える。オーガハウジング駆動機構５０は、機体１１に対してオーガハウジング
４１を昇降駆動する昇降駆動機構と、機体１１に対してオーガハウジング４１をローリン
グ（横揺れ）駆動するローリング駆動機構とで構成される。これにより、オーガハウジン
グ４１の高さを変更し、且つ、左右方向への向きを変更可能である。この場合、オーガ４
３はオーガハウジング４１と共に移動する。
【００２２】
　制御部４０は、プログラム及び各種データを記憶するメモリ４０Ａ（図２）を有し、メ
モリ４０Ａに記憶されたプログラムを実行することによって、作業機１０の各部を制御す
る。制御部４０は操作パネル１５の近傍に配置される。
　同図１に示すように、操作ハンドル１６は、作業者が把持するグリップ６１と、左右の
旋回操作レバー６２とをそれぞれ有している。さらに、左の操作ハンドル１６は、走行準
備レバー６３を有している。
【００２３】
　制御部４０は、作業者が所定操作（走行準備レバー６３を握ってグリップ６１側に下げ
る操作）を行っている場合に、走行装置１３と除雪作業部１４の駆動を許可する。また、
制御部４０は、作業者が左又は右の旋回操作レバー６２を握っているときに、握っている
方へ作業機１０を旋回するように、走行装置１３を制御する。
【００２４】
　図２に示すように、操作パネル１５は、メインスイッチ６６、スロットルレバー６７、
方向速度レバー６８、オーガハウジングレバー６９、シュータ操作レバー７０、オーガス
イッチ７１、及び目標作業速度設定部７２等を備えている。
　メインスイッチ６６は、電気系統をオンにするとともに、エンジン３２を始動させる手
動操作子である。スロットルレバー６７は、エンジン３２の回転速度を制御するための手
動操作子である。方向速度レバー６８は、左右の走行装置１３の回転を制御するための手
動操作子である。
【００２５】
　オーガハウジングレバー６９は、オーガ４３で除雪作業時に、オーガハウジング駆動機
構５０によって、オーガハウジング４１を雪面に合わせて昇降並びにローリングさせる手
動操作子である。シュータ操作レバー７０は、シュータ駆動モータ４７、及びガイド駆動
モータ４９によって、シュータ４５及びシュータガイド４８の向きを変えるための操作部
材である。
【００２６】
　オーガスイッチ７１は、オーガ４３とエンジン３２との間の動力伝達経路に設けられた
不図示の電磁クラッチを切り替える手動操作子であり、オーガスイッチ７１がオンのとき
に動力伝達を可能にし、オフのときに動力伝達を遮断する。つまり、制御部４０は、走行
準備レバー６３をグリップ６１側に下げる操作と、オーガスイッチ７１をオンにする操作
とが行われた場合に、エンジン３２の動力によってオーガ４３及びブロア４４を駆動させ
る。
【００２７】
　目標作業速度設定部７２は、除雪作業部１４の目標作業回転速度を設定する手動操作子
である。シュータ４５からの投雪距離はブロア４４の回転速度によって決まるので、除雪
作業部１４の目標作業回転速度が設定されると、シュータ４５からの投雪距離が設定され
る。つまり、目標作業速度設定部７２は、投雪距離を設定する手動操作子（投雪距離レバ
ー）でもある。
【００２８】
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　また、作業機１０は、制御部４０が作業機１０の各部を制御するために必要な情報を検
出する検出部８０（図２）を備えている。つまり、検出部８０は、作業機１０が有する各
部の情報（本構成では、除雪作業部１４の回転速度（オーガ４３の回転速度）、エンジン
３２の回転速度、オーガハウジング４１の高さ、重力方向に対するオーガハウジング４１
の傾き角、オーガハウジング４１のローリング位置等）を検出するためのセンサを備える
。これらのセンサについては、従来の除雪機が有するセンサを適用可能である。
【００２９】
　この作業機１０は、前照灯２０の上にインジケータ装置１５０を備えている。前照灯２
０及びインジケータ装置１５０は、制御部４０の制御の下、バッテリ３６の電力を利用し
て点灯・消灯が行われる。
　図３はインジケータ装置１５０を前照灯２０と共に示す斜視図である。また、図４は図
３の側断面図を示している。
　前照灯２０は、前照灯２０の外殻を構成するケース２１と、ケース２１前面に設けられ
た透明カバー２２と、ケース２１と透明カバー２２との間に設けられるリフレクター２３
（図４）と、ケース２１内に収容される光源を構成するＬＥＤモジュール２４とで構成さ
れる。
【００３０】
　ＬＥＤモジュール２４からの光は、透明カバー２２を介して機体１１前方に照射され、
作業機１０の前方を、作業に適した大光量の光で照明する。リフレクター２３は、ＬＥＤ
モジュール２４からの光を、作業領域を含む適正範囲に配光する。前照灯２０は、例えば
、常時点灯となるように制御され、つまり、操作パネル１５のメインスイッチ６６がオン
にされた場合に点灯し、メインスイッチ６６がオフになると消灯する。
【００３１】
　インジケータ装置１５０は、作業者に機体１１の情報を提供する情報提供部として機能
する装置であり、前照灯２０に一体に構成され、前照灯２０の上方より、機体１１の情報
を示すインジケータ光ＬＳを照射する。
　インジケータ装置１５０は、図３に示すように、インジケータ装置１５０の外殻を構成
するケース１５１と、ケース１５１前面に設けられた透明カバー１５２とを備える。
　図４に示すように、インジケータ装置１５０は、半導体レーザー１５３を光源とするレ
ーザー照明装置であり、半導体レーザー１５３が出射するレーザー光を、反射鏡１５４、
レンズ１５５及び透明カバー１５２を介して照射方向である前方に向けて照射する。レー
ザー光を使用するので、高輝度かつ指向性に優れたインジケータ光ＬＳを照射可能である
。
【００３２】
　本構成では、図４に示すように、半導体レーザー１５３が上向きに光を照射するように
配置され、照射された光を、反射鏡１５４によって前方に反射する。また、反射鏡１５４
によって反射された光は、レンズ１５５を介して前方へと照射される。
　半導体レーザー１５３の仕様、反射鏡１５４の反射形状、及びレンズ１５５の光学特性
を適宜に選定又は調整することによって、インジケータ光ＬＳの色、明るさ、出射方向、
照射範囲、及びビーム形状等が設定される。本構成では、地面に照射されたインジケータ
光ＬＳが、操作ハンドル１６を把持する作業者、つまり、操縦位置に位置する作業者から
見て、所定のインジケータランプとなるように各部が選定又は調整される。
【００３３】
　図５は作業機１０を側方から見たときの前照灯２０及びインジケータ装置１５０の照射
範囲を示す図である。前照灯２０からの光を図５中、符号ＬＬを付して示し、インジケー
タ装置１５０からの光を符号ＬＳを付して示している。以下、光ＬＬ、ＬＳを特に区別し
て表記する場合に、ライト光ＬＬ、インジケータ光ＬＳと各々表記する。
　図５に示すように、ライト光ＬＬは前方に行くに従って上下に拡がり、機体１１前方に
露出する地面（設置面Ｇｒ）を照らすとともに、機体１１前方に雪の壁が存在する場合は
雪の壁を照らすことができる。
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【００３４】
　本構成では、ライト光ＬＬがオーガハウジング４１の上面４１Ｔ近傍を通って地面に照
射される。これにより、前照灯２０からオーガハウジング４１前方に照射可能な領域のう
ち、オーガハウジング４１に可及的に近い領域にライト光ＬＬが照射される。さらに、ラ
イト光ＬＬは、前方に行くに従って左右にも拡がる。これらにより、オーガハウジング４
１前方の除雪領域が十分に照明される。
　本実施形態の作業機１０において、前照灯２０は、地面Ｇｒからの高さが周囲に居る人
の視線よりも低くなる位置に配置され、周囲の人の視界にライト光ＬＬが入り難くなって
いる。なお、本実施形態の前照灯２０の光軸Ｍ（ライト光ＬＬの最大光度軸）は水平に設
定されているが、この光軸Ｍを水平よりも下方に向けることで、周囲の人の視界にライト
光ＬＬがより入り難くしてもよい。
【００３５】
　図５に示すように、インジケータ光ＬＳの出射方向は、前照灯２０からのライト光ＬＬ
の光軸Ｍから外れており、インジケータ光ＬＳは、前照灯２０の上方よりオーガハウジン
グ４１の上面４１Ａ近傍を通って前下方に向けて照射される。このため、インジケータ光
ＬＳは、ライト光ＬＬよりも、オーガハウジング４１により近い領域（地面（設置面Ｇｒ
）に相当）に照射される。また、インジケータ光ＬＳの照射領域（地面（設置面Ｇｒ）は
、作業者側に露出する面である。作業者側に露出する面とは、作業車１０の各部で遮られ
ることなく、作業機１０を操作中の作業者側（より具体的には作業者の頭部側）に露出す
る面であり、換言すると、前方又は前下方を視認する作業者の視界に入る面である。
　図６は作業機１０を後上方から見たときのインジケータ装置１５０の照射範囲を示す図
である。図６に示すように、インジケータ装置１５０は、左右に間隔を空けて複数（６本
）のインジケータ光ＬＳを前下方に向けて照射する。より具体的には、インジケータ装置
１５０は、複数（６個）の半導体レーザー１５３を備え、各半導体レーザー１５３からの
インジケータ光ＬＳを左右に間隔を空けて照射する。これにより、複数（６個）のインジ
ケータランプ（図６中、符号ＬＰで示す）が表示される。
【００３６】
　インジケータ光ＬＳは、ライト光ＬＬの照射範囲外であって、オーガハウジング４１に
より近い領域に照射されるので、オーガハウジング４１によって影ができる領域ＡＲ１（
図６中、波線Ｘで囲まれる領域）にインジケータランプＬＰが表示される。これによって
、ライト光ＬＬの照射範囲にインジケータランプＬＰを表示する場合と比べ、インジケー
タランプＬＰの視認性が向上する。なお、インジケータランプＬＰの表示位置は、操縦位
置の作業者が視認可能な位置である。
【００３７】
　図６では、各インジケータ光ＬＳによって、地面に丸形状のインジケータランプＬＰを
表示可能に構成し、且つ、制御部４０によって、各インジケータ光ＬＳを、予め割り当て
た機体１１の情報に応じて点灯・消灯する場合を示している。
　これによって、例えば、メインスイッチ６６のオン操作に連動して点灯するスイッチラ
ンプ、所定の警告を報知する警告ランプ、及びスロットルレバー６７による後進操作に連
動して点灯する後進ランプ、といったインジケータランプＬＰが表示される。どのような
インジケータランプＬＰを表示するかは、制御部４０の制御を変更することによって適宜
に変更可能である。
【００３８】
　なお、丸形状のインジケータランプＬＰに限定する必要はない。例えば、インジケータ
光ＬＳによって、四角形状等の任意の形状のインジケータランプＬＰを点灯・消灯させて
もよいし、点滅するインジケータランプＬＰを表示させてもよい。また、点滅パターンを
変更することによって、機体１１の様々な状態を報知するようにしてもよい。
　また、レンズ１５５等を可動自在に構成することによって、地面に点灯する各インジケ
ータランプＬＰの位置、サイズ等を変更してもよい。さらに、公知のレーザーの照射位置
制御技術を適用することによって、制御部４０が、インジケータ光ＬＳによって、文字を
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含む画像を表示させてもよい。この場合に表示される画像は、静止画像又は動画像のいず
れでもよい。
【００３９】
　以上説明したように、本実施形態の作業機１０は、作業者に機体１１の情報を提供する
情報提供部として機能するインジケータ装置１５０を備え、インジケータ光ＬＳを除雪作
業部１４の前方に照射することにより、インジケータ光ＬＳを、作業機１０の前方に位置
して操縦位置に位置する作業者側（作業者の頭部側）に露出する地面に照射する。
【００４０】
　これによって、作業中の作業者は、前方を見たまま、インジケータ光ＬＳが示す情報を
視認でき、情報の視認性が向上する。また、視点移動が少ないだけでなく、焦点調整も少
なく済むので、これによっても情報の視認性が向上する。したがって、作業中の作業者が
視線を落とすことなく情報を容易に視認でき、情報を見逃す事態を抑制できる。例えば、
インジケータ光ＬＳによって警告を表示した場合に、作業者が直ぐに警告に気づくことが
可能になる。
【００４１】
　また、インジケータ光ＬＳを、色、点滅、及び文字を含む画像の少なくともいずれかを
示す光にすることによって、様々な表示態様で情報を表示できる。しかも、インジケータ
光ＬＳにレーザー光を用いるので、高輝度かつ指向性に優れた光で情報を示すことができ
、また、公知のレーザー技術を用いることによって高精細で見易い文字、又は絵柄等を表
示することが可能である。
　なお、レーザー光に限定しなくてもよい。例えば、半導体レーザー１５３に代えて、Ｌ
ＥＤ、ＬＥＤ以外の発光素子、又はハロゲンランプ等の公知の他の光源を用いるようにし
てもよい。
【００４２】
　また、インジケータ装置１５０は、作業機１０前方に露出する地面に向けて、インジケ
ータ光ＬＳを照射するので、作業中の作業者が見る作業領域、又は作業領域近傍に情報を
表示でき、作業者が情報に気づき易くなる。
　このように、地面にインジケータ光ＬＳを照射するので、地面がインジケータ光ＬＳが
示す画像の投影先となる。このため、作業機１０に、インジケータ光ＬＳが投影される投
影場所を別途設ける必要がなく、構成の簡易化に有利となる。
【００４３】
　また、インジケータ光ＬＳの出射方向が、前照灯２０からのライト光ＬＬの光軸Ｍから
外れているので、インジケータ光ＬＳが示す情報の視認性がより向上する。
　また、インジケータ装置１５０は、前方を照射する照明装置である前照灯２０の照射範
囲外の領域ＡＲ１（図６）に、インジケータ光ＬＳを照射するので、インジケータ光ＬＳ
が示す情報の視認性がより向上する。なお、前照灯２０からのライト光ＬＬが完全に照射
されない領域に限定されず、ライト光ＬＬの光量が相対的に少ない領域（いわゆる漏れ光
の照射領域）にインジケータ光ＬＳを照射するようにしてもよい。
　しかも、インジケータ装置１５０は、前照灯２０の上に配置されるので、前照灯２０の
照射範囲よりも機体１１に近い位置にインジケータ光ＬＳを照射できる（図５、図６参照
）。これにより、上述したように、前照灯２０によって機体１１に近い前方領域を照明し
ながら、この前照灯２０からの光によって作業機１０の影が出来る領域に、インジケータ
光ＬＳを照射できる。したがって、前方の視認性と情報の視認性とを両立可能である。
【００４４】
　また、前照灯２０の上のスペースを利用してインジケータ装置１５０を配置しているの
で、インジケータ装置１５０の配置スペースを確保し易い。さらに、本構成では、インジ
ケータ装置１５０と前照灯２０とを一体で構成している。これにより、電源及び配線とい
った照明系の構成の一部を共用し易くなり、部品点数を低減したり、小型化したりし易く
なる。これらにより、インジケータ装置１５０及び前照灯２０に関する構成を簡易化し、
コスト低減や省スペース化に有利となる。
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【００４５】
（第二実施形態）
　図７は第二実施形態に係る作業機１０を側方から見たときの前照灯２０及びインジケー
タ装置１５０の照射範囲を示す図である。また、図８は作業機１０を後上方から見たとき
のインジケータ装置１５０の照射範囲を示す図である。なお、第一実施形態と同様の構成
は同一の符号を付して示し、以下、異なる部分を説明する。
　図７に示すように、この作業機１０は、インジケータ光ＬＳを、除雪作業部１４におけ
るオーガハウジング４１の後上部に位置する面４１Ｂ（以下、後上面と言う）に照射する
点が、第一実施形態の作業機１０と異なる。
【００４６】
　図８に示すように、インジケータ装置１５０は、前下方に位置する後上面４１Ｂに向け
て、複数（６本）のインジケータ光ＬＳを左右に間隔を空けて照射する。各インジケータ
光ＬＳは、後上面４１Ｂに複数のインジケータランプＬＰを表示可能に、インジケータ光
ＬＳの色、明るさ、出射方向、照射範囲、及びビーム形状等が設定される。
【００４７】
　後上面４１Ｂは、オーガハウジング４１の上面４１Ａの後端から後下方に傾斜するとと
もに左右方向に連続する面である。この後上面４１Ｂは、除雪作業部１４のうち、操縦位
置に位置する作業者側に露出する面であり、作業中の作業者の視界に入る面である。
【００４８】
　これにより、作業中の作業者が、視線を落とすことなく各インジケータ光ＬＳが示す情
報（インジケータランプＬＰ）を視認でき、情報を見逃す事態を抑制できる、といった第
一実施形態と同様の各種の効果が得られる。
　また、第二実施形態では、作業機１０の一部に各インジケータ光ＬＳを照射するので、
各インジケータ光ＬＳが示す情報の表示品質が、地面の影響を受けないメリットがある。
　なお、第二実施形態においても、インジケータ光ＬＳが、ライト光ＬＬの照射範囲外の
領域に照射されるか、又は、ライト光ＬＬの光量が相対的に少ない領域（いわゆる漏れ光
の照射領域）に照射されることが好ましい。
【００４９】
　上述の各実施形態は、あくまでも本発明の一実施の態様であり、本発明の趣旨を逸脱し
ない範囲で任意に変形、及び応用が可能である。
　例えば、インジケータ装置１５０、及び前照灯２０の位置及び形状等は適宜に変更して
もよい。また、作業機１０がオーガタイプの場合を説明したが、ドーザータイプでもよい
し、作業機１０の各部の構成に、公知の除雪機の構成を適用してもよい。また、作業機１
０は除雪機に限定されず、除雪機以外の作業機であってもよい。
【００５０】
　例えば、図９（Ａ）に示すように、ドーザタイプの除雪機である作業機１０にインジケ
ータ装置１５０を設け、このインジケータ装置１５０が、除雪作業部として機能するドー
ザ１１４の前方に向けてインジケータ光ＬＳを照射するように構成してもよい。
　図９（Ａ）では、前照灯２０を、機体１１から後上方に延びる長尺の左右一対の操作ハ
ンドル１６の最上位置であって、左右の操作ハンドル１６間に設け、この前照灯２０の上
にインジケータ装置１５０を一体に設けている。これにより、上述した第一実施形態と同
様に、前照灯２０からドーザ１１４に近い位置にライト光ＬＬを照射できるとともに、イ
ンジケータ光ＬＳを、前照灯２０の照射範囲よりも、ドーザ１１４に近い位置に照射でき
る、といった各種の効果が得られる。
【００５１】
　また、図９（Ｂ）に示すように、ドーザタイプの除雪機である作業機１０にインジケー
タ装置１５０を設け、このインジケータ装置１５０が、除雪作業部として機能するドーザ
１１４における作業者側に露出する面１１４Ｂ（後上面に相当）にインジケータ光ＬＳを
照射するように構成してもよい。この構成によれば、上述した第二実施形態と同様に、作
業中の作業者が情報を見逃す事態を抑制でき、且つ、インジケータ光ＬＳが示す情報の表
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示品質が、地面の影響を受けない、といった各種の効果が得られる。
　また、上述の各実施形態では、除雪作業部１４のうち、操縦位置に位置する作業者側に
露出する面にインジケータ光ＬＳを照射する場合を説明したが、除雪作業部１４に限定さ
れず、作業機１０の前部における作業者側に露出する適宜な面に、インジケータ光ＬＳを
照射してもよい。
【符号の説明】
【００５２】
　１０　作業機
　１１　機体
　１２　動力源
　１３　走行装置（走行部）
　１４　除雪作業部（作業部）
　１５　操作パネル（操作装置）
　２０　前照灯（照明装置）
　４０　制御部
　１５０　インジケータ装置（情報提供部）
　ＬＬ　ライト光
　ＬＳ　インジケータ光
　Ｍ　光軸

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】
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