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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　植付け爪の先端が回動軌跡を描いて苗載せ台と植付け土壌面の間を機体上下方向に往復
移動するように駆動される苗植付け機構を備えるとともに、前記苗植付け機構に動力伝達
する伝動系に、走行速度に対する苗植付け機構駆動速度を複数段に変速する株間変速装置
を備えてある田植機であって、
　等速伝動状態と、伝動角速度比が異なる複数段の不等速伝動状態とに変速操作自在な伝
動切り換え装置を、前記伝動系に前記株間変速装置と直列に配置して設け、
　前記伝動切り換え装置の前記各不等速伝動状態を、前記植付け爪の先端が前記回動軌跡
の下死点付近をその下死点付近の前後よりも高速で通過する状態で苗植付け機構が駆動さ
れるように伝動するよう設定し、
　前記伝動切り換え装置を、入力軸の回動力を中間伝動軸に対して等速伝達する円形ギヤ
対、前記中間伝動軸の回動力を出力軸に対して等速伝達して前記等速伝動状態を現出する
円形ギヤ対、前記中間伝動軸の回動力を前記出力軸に対して不等速伝達して前記複数段の
不等速伝動状態を各別に現出する複数の偏芯ギヤ対を備えて構成してある田植機。
【請求項２】
　植付け爪の先端が回動軌跡を描いて苗載せ台と植付け土壌面の間を機体上下方向に往復
移動するように駆動される苗植付け機構を備えるとともに、前記苗植付け機構に動力伝達
する伝動系に、走行速度に対する苗植付け機構駆動速度を複数段に変速する株間変速装置
を備えてある田植機であって、
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　等速伝動状態と、伝動角速度比が異なる複数段の不等速伝動状態とに変速操作自在な伝
動切り換え装置を、前記伝動系に前記株間変速装置と直列に配置して設け、
　前記伝動切り換え装置の前記各不等速伝動状態を、前記植付け爪の先端が前記回動軌跡
の下死点付近をその下死点付近の前後よりも高速で通過する状態で苗植付け機構が駆動さ
れるように伝動するよう設定し、
　前記伝動切り換え装置を、入力軸の回動力を中間伝動軸に対して不等速伝達する偏芯ギ
ヤ対、前記中間伝動軸の回動力を前記出力軸に対して不等速伝達して前記等速伝動状態を
現出する偏芯ギヤ対、前記中間伝動軸の回動力を前記出力軸に対して等速伝達して不等速
伝動比が低い前記不等速伝動状態を現出する円形ギヤ対、前記中間伝動軸の回動力を前記
出力軸に対して不等速伝達して不等速伝動比が高い前記不等速伝動状態を現出する偏芯ギ
ヤ対を備えて構成してある田植機。
【請求項３】
　前記株間変速装置に、入力軸の動力を出力軸に対して不等速伝達して大株間を現出する
偏芯ギヤ対を設け、
　前記偏芯ギヤ対のうちの入力側偏芯ギヤを前記入力軸に対して相対回転自在に外嵌させ
、前記入力側偏芯ギヤを前記入力軸に対して係脱させるように前記入力軸に一体回転自在
に装着したクラッチ体、前記入力軸の内部をスライド操作されて前記クラッチ体を前記入
力側偏芯ギヤに対して係合させるシフト部材を備え、前記入力側偏芯ギヤの周方向での複
数箇所に、前記クラッチ体が係脱する凹部を設けてある請求項１又は２記載の田植機。
【請求項４】
　前記クラッチ体の複数個を、前記入力軸の周方向に並べて前記入力軸に設けてある請求
項３記載の田植機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、植付け爪の先端が回動軌跡を描いて苗載せ台と植付け土壌面の間を機体上下
方向に往復移動するように駆動される苗植付け機構を備えるとともに、前記苗植付け機構
に動力伝達する伝動系に、走行速度に対する苗植付け機構駆動速度を複数段に変速する株
間変速装置を備えてある田植機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　上記田植機は、苗植付け機構による植付け苗の機体走行方向での間隔、いわゆる株間を
、株間変速装置によって変更できるようになったものである。
　この種の田植機として、従来、例えば特許文献１に示されるように、株間変更用の植付
変速機構５４（株間変速装置に相当）を備えたものがあった。また、特許文献２に示され
るように、株間変速部７ａ（株間変速装置に相当）を備えたものがあった。
【０００３】
　株間を大きくするには、走行速度に対する苗植付け機構駆動速度が遅くなるようにする
必要がある。ところが、苗植付け機構が単に遅い駆動速度で駆動されると、植付け爪が苗
を圃場に植え付ける工程において、植付け爪が圃場内に突入している時間が長くなって植
付け爪によって圃場にあけられる植付け穴が走行方向に長くなり、苗の植付け姿勢が悪く
なるなどの植付け不良が発生しやすくなる。
【０００４】
　従来、特許文献２に示されるように、株間変速部７ａと、苗植付具３５を不等速に作動
させる不等速伝動部５９とを、互いに直列に苗植付具３５への伝動系に設けるとともに、
不等速伝動部５９の不等速比を変更可能にし、植付け土壌面の植付跡が小さくなるように
しながら株間を大きくすることが可能なものがあった。
　すなわち、植付伝動軸１４と一体回転する出力軸５７と、カウンタ軸５３との間に、伝
動角速度比の異なる円形の偏心ギヤ５８を２組設け、偏心ギヤ５８のいずれかを介して出
力軸５７を不等速回転させるようになっており、偏心ギヤ５８により、苗植付具３５を不
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等速に作動させるように不等速伝動部５９を構成している。つまり、偏心ギヤ５８の伝動
により、カウンタ軸５３の回転に対して出力軸５７の回転が最も速くなるときに苗植付装
置２２の苗植付具３５がループ状の作動軌跡Ｔの下死点付近を通過するように伝動される
。株間変速部７ａによる設定株間に応じて不等速伝動部５９を操作することにより、不等
速伝動部５９の不等速比を変更することができるものがあった。
【０００５】
【特許文献１】特開２０００－２７０６２５号公報　（　〔００２３〕，〔００２９〕欄
、図６　）
【特許文献２】特開２０００－３１２５１４号公報　（　〔０００５〕，〔００２１〕，
〔００２２〕欄、図３，４　）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　小さい株間で苗植付けされるようにするには、走行速度に対する苗植付け機構駆動速度
が速くなるようにして苗植付け機構を駆動する必要がある。このため、従来の不等速伝動
手段を採用した場合、株間変速装置として変速幅が広いものを採用し、この株間変速装置
を小さい株間が現出されるように操作すると、苗植付け機構が高速で苗植え運動するよう
に駆動される上に、植付け爪が下死点付近を高速通過するように駆動されることになり、
駆動振動が発生しやすくなっていた。また、走行速度に対する爪土壌内速度が速くなって
植付け爪によって圃場に開けられる植付け穴が走行方向に長くなりやすくなっていた。
【０００７】
　本発明の目的は、株間変速装置として変速幅が広いものを採用して、株間が小さくなる
ように変速しても大になるように変速しても、駆動振動や長い植付け穴を発生しにくくし
ながら苗植付けすることができる田植機を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本第１発明にあっては、植付け爪の先端が回動軌跡を描いて苗載せ台と植付け土壌面の
間を機体上下方向に往復移動するように駆動される苗植付け機構を備えるとともに、前記
苗植付け機構に動力伝達する伝動系に、走行速度に対する苗植付け機構駆動速度を複数段
に変速する株間変速装置を備えてある田植機において、等速伝動状態と、伝動角速度比が
異なる複数段の不等速伝動状態とに変速操作自在な伝動切り換え装置を、前記伝動系に前
記株間変速装置と直列に配置して設け、前記伝動切り換え装置の前記各不等速伝動状態を
、前記植付け爪の先端が前記回動軌跡の下死点付近をその下死点付近の前後よりも高速で
通過する状態で苗植付け機構が駆動されるように伝動するよう設定し、前記伝動切り換え
装置を、入力軸の回動力を中間伝動軸に対して等速伝達する円形ギヤ対、前記中間伝動軸
の回動力を出力軸に対して等速伝達して前記等速伝動状態を現出する円形ギヤ対、前記中
間伝動軸の回動力を前記出力軸に対して不等速伝達して前記複数段の不等速伝動状態を各
別に現出する複数の偏芯ギヤ対を備えて構成してある。
【０００９】
　すなわち、株間変速装置として小株間が現出される高速域の速度状態にも、大株間が現
出される低速域の速度状態にも切り換えることができるものを採用し、この株間変速装置
を低速域の速度状態に変速操作して苗植付け機構が低速駆動されることになっても、伝動
切り換え装置を不等速伝動状態に変速操作すれば、この伝動切り換え装置による不等速伝
動のために植付け爪が下死点付近を高速で通過するようになる。このとき、株間変速装置
の低速域の速度状態として株間の大きさが異なる速度状態を選択したとしても、伝動切り
換え装置を複数の不等速伝動状態から株間変速装置の速度状態に対応した適切な不等速伝
動状態を選択することにより、植付け爪の下死点付近を通過する速度が株間に対応した適
切なものになる。
　また、株間変速装置を高速域の速度状態に変速操作して苗植付け機構が高速駆動される
ことになっても、伝動切り換え装置を等速伝動状態に変速操作すれば、この伝動切り換え
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装置による等速伝動のために植付け爪が下死点付近を高速通過しなくなる。
【００１０】
　また、等速伝動状態では、入力軸の回動力が入力軸と中間軸の間の円形ギヤ対、中間軸
と出力軸の間の円形ギヤ対を介して出力軸に対して等速伝達され、複数段の不等速伝動状
態のそれぞれでは、入力軸の回動力が入力軸と中間軸の間の円形ギヤ対、中間軸と出力軸
の間の偏芯ギヤ対を介して出力軸に対して不等速伝達されるものであるから、不等速伝動
状態を現出する変速段数に等しい数の偏芯ギヤ対を設けることにより、等速伝動状態と複
数段の不等速伝動状態に変速操作自在な伝動切り換え装置を得ることができる。
【００１１】
　従って、本第１発明によれば、株間変速装置として低速から高速まで変速幅の広いもの
を採用して、株間の大きさが幅広く異なる状態での苗植付けをすることができ、しかも、
株間を大小いかなるものにして苗植付けする場合も、伝動切り換え装置を株間変速装置の
速度状態に対応した等速伝動状態や不等速伝動状態に、かつ、適切な伝動角速度比を備え
た不等速伝動状態に切り換え操作して植付け爪が下死点付近を株間の大きさに応じた適切
な速度で通過するようにし、駆動振動や長い植付け穴が発生しにくくて苗の植付け姿勢が
良いなど仕上がりが良い植付け作業を静かに行なうことができる。
【００１２】
　また、等速伝動状態と複数段の不等速伝動状態に変速自在でありながら、不等速伝動状
態を現出する変速段数に等しい数の偏芯ギヤ対を設けるだけで構造簡単に得ることができ
て安価に済む。
【００１３】
　本第２発明にあっては、植付け爪の先端が回動軌跡を描いて苗載せ台と植付け土壌面の
間を機体上下方向に往復移動するように駆動される苗植付け機構を備えるとともに、前記
苗植付け機構に動力伝達する伝動系に、走行速度に対する苗植付け機構駆動速度を複数段
に変速する株間変速装置を備えてある田植機において、等速伝動状態と、伝動角速度比が
異なる複数段の不等速伝動状態とに変速操作自在な伝動切り換え装置を、前記伝動系に前
記株間変速装置と直列に配置して設け、　前記伝動切り換え装置の前記各不等速伝動状態
を、前記植付け爪の先端が前記回動軌跡の下死点付近をその下死点付近の前後よりも高速
で通過する状態で苗植付け機構が駆動されるように伝動するよう設定し、前記伝動切り換
え装置を、入力軸の回動力を中間伝動軸に対して不等速伝達する偏芯ギヤ対、前記中間伝
動軸の回動力を前記出力軸に対して不等速伝達して前記等速伝動状態を現出する偏芯ギヤ
対、前記中間伝動軸の回動力を前記出力軸に対して等速伝達して不等速伝動比が低い前記
不等速伝動状態を現出する円形ギヤ対、前記中間伝動軸の回動力を前記出力軸に対して不
等速伝達して不等速伝動比が高い前記不等速伝動状態を現出する偏芯ギヤ対を備えて構成
してある。
【００１４】
　すなわち、株間変速装置として小株間が現出される高速域の速度状態にも、大株間が現
出される低速域の速度状態にも切り換えることができるものを採用し、この株間変速装置
を低速域の速度状態に変速操作して苗植付け機構が低速駆動されることになっても、伝動
切り換え装置を不等速伝動状態に変速操作すれば、この伝動切り換え装置による不等速伝
動のために植付け爪が下死点付近を高速で通過するようになる。このとき、株間変速装置
の低速域の速度状態として株間の大きさが異なる速度状態を選択したとしても、伝動切り
換え装置を複数の不等速伝動状態から株間変速装置の速度状態に対応した適切な不等速伝
動状態を選択することにより、植付け爪の下死点付近を通過する速度が株間に対応した適
切なものになる。
　また、株間変速装置を高速域の速度状態に変速操作して苗植付け機構が高速駆動される
ことになっても、伝動切り換え装置を等速伝動状態に変速操作すれば、この伝動切り換え
装置による等速伝動のために植付け爪が下死点付近を高速通過しなくなる。
【００１５】
　また、等速伝動状態では、入力軸の回動力が入力軸と中間軸の間の偏芯ギヤ対、中間軸
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と出力軸の間の偏芯ギヤ対を介して出力軸に対して等速伝達され、不等速伝動比が低い不
等速伝動状態では、入力軸の回動力が入力軸と中間軸の間の偏芯ギヤ対、中間軸と出力軸
の間の円形ギヤ対を介して出力軸に対して不等速伝達され、不等速伝動比が高い不等速伝
動状態では、入力軸の回動力が入力軸と中間軸の間の偏芯ギヤ対、中間軸と出力軸の間の
偏芯ギヤ対を介して出力軸に対して不等速伝達されるものであるから、各偏芯ギヤ対の偏
芯ギヤの偏芯率を極力小に設定しながら、等速伝動状態と複数段の不等速伝動状態に変速
操作自在で、かつ、各不等速伝動状態において所定の伝動角速度比が現出される伝動切り
換え装置を得ることができる。
【００１６】
　従って、本第２発明によれば、株間変速装置として低速から高速まで変速幅の広いもの
を採用して、株間の大きさが幅広く異なる状態での苗植付けをすることができ、しかも、
株間を大小いかなるものにして苗植付けする場合も、伝動切り換え装置を株間変速装置の
速度状態に対応した等速伝動状態や不等速伝動状態に、かつ、適切な伝動角速度比を備え
た不等速伝動状態に切り換え操作して植付け爪が下死点付近を株間の大きさに応じた適切
な速度で通過するようにし、駆動振動や長い植付け穴が発生しにくくて苗の植付け姿勢が
良いなど仕上がりが良い植付け作業を静かに行なうことができる。
【００１７】
　また、等速伝動状態と複数段の不等速伝動状態に変速自在でありながら、各偏芯ギヤ対
における偏芯ギヤの噛合い率を良くしてスムーズに効率よく動力伝達されるようにするこ
とができる。また、各偏芯ギヤを偏芯率の面から容易に製作して安価に得ることができる
。
【００１８】
【００１９】
【００２０】
　本第３発明にあっては、本第１又は第２発明の構成において、前記株間変速装置に、入
力軸の動力を出力軸に対して不等速伝達して大株間を現出する偏芯ギヤ対を設け、前記偏
芯ギヤ対のうちの入力側偏芯ギヤを前記入力軸に対して相対回転自在に外嵌させ、前記入
力側偏芯ギヤを前記入力軸に対して係脱させるように前記入力軸に一体回転自在に装着し
たクラッチ体、前記入力軸の内部をスライド操作されて前記クラッチ体を前記入力側偏芯
ギヤに対して係合させるシフト部材を備え、前記入力側偏芯ギヤの周方向での複数箇所に
、前記クラッチ体が係脱する凹部を設けてある。
【００２１】
　すなわち、株間変速装置に入力軸と出力軸を連動させる偏芯ギヤ対を設け、この偏芯ギ
ヤ対によって入力軸の動力が出力軸に対して不等速伝達されるように、かつ、大株間が現
出されるように構成すると、この大株間を設定したときのための不等速伝動状態が現出さ
れるように伝動切り換え装置に設ける偏芯ギヤの偏芯率を極力小にしながら、植付け爪が
下死点付近を設定株間に応じた高速で通過するようにして苗植付け機構を駆動することが
できる。
【００２２】
　この場合、株間変速装置の偏芯ギヤ対のうちの出力側偏芯ギヤが出力軸に対して相対回
転自在に外嵌する構成を採用すれば、出力側偏芯ギヤにクラッチ用の凹部を設け、出力軸
に対して一体回転自在に装着したクラッチ体が出力側偏芯ギヤの凹部に係入されることに
より、出力側偏芯ギヤが出力軸に対して一体回転自在に連結するようになる。この場合、
出力側偏芯ギヤの凹部を出力側偏芯ギヤの周方向での複数箇所に設けて、出力側偏芯ギヤ
が出力軸に対して種々異なる回転位相で一体回転自在に連結されるようにすると、出力側
偏芯ギヤが出力軸に対して連結された際の回転位相によっては、植付け爪が下死点付近以
外の部位を高速で通過して、下死点付近を高速で通過しなくなる事態が発生する。このた
め、出力側偏芯ギヤのクラッチ用の凹部を周方向での特定箇所のみに配置し、出力側偏芯
ギヤは出力軸に対して植付け爪が下死点付近を高速で通過することになる特定の回転位相
のみで連結されるようにする必要がある。
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　すると、クラッチ体を入り状態に切り換え操作する際、出力側偏芯ギヤが特定の回転位
相になければ、出力軸と出力側偏芯ギヤが相対回転して出力側偏芯ギヤが特定の回転位相
になるように位相調節する必要があり、出力軸と出力側偏芯ギヤを比較的大回転角にわた
って相対回転させないと出力側偏芯ギヤが特定の回転位相にならなくて手間が掛かるとい
う問題が発生しやすくなる。
【００２３】
　これに対し、本第３発明では、偏芯ギヤ対のうちの入力側偏芯ギヤを入力軸に対して相
対回転自在に外嵌させ、入力軸に一体回転自在に装着したクラッチ体を入力側偏芯ギヤの
凹部に係入させることにより、入力側偏芯ギヤを入力軸に対して一体回転自在に連結して
動力伝達するようにしたものであるから、入力側偏芯ギヤの周方向での複数箇所にクラッ
チ用の凹部を設け、その複数箇所のいずれの凹部にクラッチ体が係入されて入力側偏芯ギ
ヤが入力軸に対して連結されても、植付け爪が下死点付を高速で通過するようにして苗植
付け機構を駆動することができる。これにより、入力側偏芯ギヤを入力軸に対して連結す
る際、クラッチ体と凹部が合致していなくても、入力側偏芯ギヤと入力軸をわずかに相対
回転させることにより、クラッチ体と凹部が合致して連結操作することができる。
【００２４】
　従って、本第３発明によれば、株間変速装置に大株間を現出するように設けた偏芯ギヤ
対の作用によって伝動切り換え装置の偏芯ギヤの偏芯率を小に済ませて、その偏芯ギヤを
容易に製作して安価に得ることができる。
　しかも、株間変速装置を偏芯ギヤ対によって伝動される伝動状態に切り換え操作する際
、クラッチ体と凹部が合致していない場合でも入力軸と入力側偏芯ギヤをわずかに相対回
転させるだけで合致させて迅速に切り換え操作することができる。
【００２５】
　本第４発明にあっては、本第３発明の構成において、前記クラッチ体の複数個を、前記
入力軸の周方向に並べて前記入力軸に設けてある。
【００２６】
　すなわち、入力軸の周方向に並ぶ複数個のクラッチ体によって入力軸と、これに相対回
転自在に外嵌の入力軸ギヤとを一体回転自在に連結させて伝動状態を現出するものである
。
【００２７】
　従って、本第４発明によれば、入力軸と入力軸ギヤを複数個のクラッチ体によって強固
に連結させて高トルクの動力伝達を確実に行なうことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２８】
　以下、本発明の実施例を図面に基づいて説明する。
　図１に示すように、左右一対の操向操作自在な前車輪１、及び、左右一対の後車輪がを
原動部のエンジンＥからの駆動力によって駆動されて走行するように構成し、かつ、原動
部の後方に位置する運転座席３を有した運転部、原動部の両横側に位置する予備苗載せ台
装置４を備えた自走車体の車体フレーム５の後部に、リフトシリンダ６が付いたリンク機
構７を介して苗植付け装置１０を連結するとともに、前記エンジンＥからの駆動力が回転
軸８を介して苗植付け装置１０に伝達されるように構成し、自走車体の後部に施肥装置３
０を設けて、施肥装置付き乗用型田植機を構成してある。
【００２９】
　この田植機は、複数条の稲苗の植付けと施肥を行なうものであり、リフトシリンダ６を
操作すると、このリフトシリンダ６がリンク機構７を自走車体に対して上下に揺動操作し
て苗植付け装置１０を整地フロート１１が植付け土壌面Ｔに接地した下降作業状態と、整
地フロート１１が植付け土壌面Ｔから高く浮上した上昇非作業状態とに昇降操作する。苗
植付け装置１０を下降作業状態にして自走車体を走行させると、苗植付け装置１０は、こ
れの機体横方向に並ぶ複数の苗植付け機構２０によって整地フロート１１が整地した後の
植付け土壌面に稲苗を植え付けていく。これとともに、施肥装置３０は、肥料タンク３１



(7) JP 4263084 B2 2009.5.13

10

20

30

40

50

の下部に連結している繰り出し機構３２によって肥料タンク３１から肥料を繰り出し、繰
り出し機構３２からの肥料を電動ブロワ３３からの搬送風によって複数本の施肥ホース３
４に送り込む。すると、苗植付け装置１０の整地フロート１１に機体横方向に並べて設け
てある複数個の作溝施肥器３５のそれぞれが、苗植付け機構２０による苗植付け箇所の横
側近くで圃場に施肥溝を形成し、この施肥溝に施肥ホース３４からの肥料を供給していく
。
【００３０】
　苗植付け装置１０についてさらに詳述すると、この苗植付け装置１０は、図１，３に示
すように、植付け機体横方向に沿う角形鋼管材で成るメインフレーム１２、このメインフ
レーム１２の中央部に連結するフィードケース１３、メインフレーム１２の複数箇所から
植付け機体後方向きに延出する植付け伝動ケース１４などで成る植付け機体、前記各植付
け伝動ケース１４の後端部の両横側に駆動自在に取り付けた前記苗植付け機構２０、前記
植付け機体の上側に植付け機体横方向に摺動自在に取り付けた苗載せ台１５、前記植付け
機体の下部に植付け機体横方向に並べて取り付けた前記複数個の整地フロート１１を備え
て構成してある。
【００３１】
　図１，３に示すように、前記各苗植付け機構２０は、前記植付け伝動ケース１４に植付
け機構駆動軸２１を介して回転自在に取り付けたロータリケース２２、このロータリケー
ス２２の両端部に回転自在に取り付けた植付けアーム２３、各植付けアーム２３に一体回
動自在に取り付けた植え付け爪２４などを備えて構成してあり、前記回転軸８からフィー
ドケース１３の内部に位置する伝動機構１６、この伝動機構１６の出力軸に一体回転自在
に連結している回転伝動軸１７、植付け伝動ケース１４の内部に位置する伝動チェーン利
用の伝動機構１８を介して植付け機構駆動軸２１に動力伝達されてこの植付け機構駆動軸
２１が回転駆動されると、この植付け機構駆動軸２１によってロータリケース２２が植付
け機構駆動軸２１の軸芯まわりで回転するように駆動され、前記植付け機構駆動軸２１の
駆動力によって駆動されるようにしてロータリケース２２の内部に設けたアーム駆動機構
（図示せず）によって各植付けアーム２３がロータリケース２２の駆動に連動してロータ
リケース２２に対して自転回動するように駆動されて、図８に示す如く駆動される。すな
わち、各植付けアーム２３の植付け爪２４の先端が回動軌跡Ｐを描いて苗載せ台１５の下
端部と植付け土壌面Ｔの間を植付け機体上下方向に往復移動するように、かつ、一方の植
付けアーム２３の植付け爪２４の先端が回動軌跡Ｐの上端部に位置するタイミングでは、
他方の植付けアーム２３の植付け爪２４の先端が回動軌跡Ｐの下端部に位置するように駆
動される。これにより、各苗植付け機構２０は、一対の植付け爪２４によって交互に、ガ
イドレール１９の切欠き部で成る苗取り出し口１９ａにおいて苗載せ台１５上のマット状
苗の下端部から一株分のブロック苗を切断して取り出し、植付け土壌面Ｔに下降搬送して
植え付けるように苗植え運動を行なう。
【００３２】
　苗載せ台１５は、フィードケース１３からの駆動力によって回動駆動される横送り軸１
５ａを有した横送り機構によって苗植付け機構２０の苗植え運動に連動して前記ガイドレ
ール１９に沿って植付け機体横方向に往復移送されるように構成してあり、各苗植付け機
構２０の植付け爪２４がマット状苗の下端部の横一端側から他端側に向けて順次にブロッ
ク苗を取り出していくように、マット状苗を前記苗取り出し口１９ａに対して植付け機体
横方向に往復移動させる。
【００３３】
　図２に示すように、前記エンジンＥの駆動力を、自走車体の前部に位置する静油圧式無
段変速装置で成る主変速装置４０、この主変速装置４０が連結しているフロントミッショ
ンケース４１の内部に位置する副変速装置５０及び前輪差動機構４２、自走車体の後部に
設けた後輪駆動ケース４３を備えた走行用伝動系によって前後輪１，２に伝達するように
構成してある。図３に示すように、前記主変速装置４０の出力を、前記フロントミッショ
ンケース４１の内部に位置する株間変速装置６０、作業用伝動系においては前記株間変速
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装置６０と互いに直列に位置し合うように配置して自走車体の後部に設けた伝動切り換え
装置７０、前記回転軸８を備えた作業用伝動系によって苗植付け装置１０の入力軸として
の前記フィードケース１３の入力軸１３ａに伝達するように構成してあり、さらに詳述す
ると、次の如く構成してある。
【００３４】
　すなわち、図２に示すように、エンジンＥの出力軸４４の駆動力を伝動ベルト４５を介
して主変速装置４０の入力軸４０ａに伝達し、この主変速装置４０の出力軸４０ｂを、伝
動ギヤ４６を介して移動作業切り換えミッションとしての副変速装置５０の入力ギヤ５１
に連動させ、この副変速装置５０の走行用出力軸５２を、伝動ギヤ５３を介して前輪用差
動機構４２の入力ギヤ４２ａに連動させ、前輪用差動機構４２の前記入力ギヤ４２ａと一
体回動するデフケースの駆動力を、前記後輪駆動ケース４３を有する後輪伝動機構を介し
て左右後輪２，２に伝達するようにしてある。
【００３５】
　図３に示すように、前記副変速装置５０の前記入力ギヤ５１が一体回転自在に連結して
いる入力筒軸５４の端部に一体部品に形成した作業用出力ギヤに兼用の低速伝動ギヤ５５
を、伝動ギヤ体８０を介して株間変速装置６０の入力ギヤ６１に連動させ、株間変速装置
６０の出力ベベルギヤ６２を、定位置停止機構が装備された植付けクラッチ８１を有した
回転伝動軸８２を介して伝動切り換え装置７０の入力軸７１に連動させ、この伝動切り換
え装置７０の出力軸７２を前記回転軸８を介してフィードケース１３の入力軸１３ａに連
動させてある。
【００３６】
　図２に示すように、前記副変速装置５０は、前記入力筒軸５４と一体部品に形成してあ
ることによって入力筒軸５４と一体回転する高速伝動ギヤ５６及び前記低速伝動ギヤ５５
、前記走行用出力軸５２にスプライン構造を介して摺動及び一体回動自在に外嵌している
シフトギヤ体５７を備えて構成してあり、このシフトギヤ体５７が摺動操作されてシフト
ギヤ体５７の一端側に位置する高速伝動ギヤ５７ａが入力筒軸５４の高速伝動ギヤ５６に
噛合うと、主変速装置４０から入力ギヤ５１を介して入力筒軸５４に導入した駆動力を両
高速伝動ギヤ５６，５７ａを介して走行用出力軸５２に伝達してこの走行用出力軸５２か
ら前輪差動機構４２及び後輪駆動ケース４３に伝達するように移動走行用の高速伝動状態
になり、前記シフトギヤ体５７の他端側に位置する低速伝度ギヤ５７ｂが入力筒軸５４の
低速伝動ギヤ５５に噛合うと、入力筒軸５４の駆動力を両低速伝動ギヤ５５，５７ｂを介
して走行用出力軸５２に伝達してこの走行用出力軸５２から前輪差動機構４２及び後輪駆
動ケース４３に伝達するように作業用の低速伝動状態になる。
【００３７】
　図４に示すように、前記株間変速装置６０は、副変速装置５０の前記入力筒軸５４を相
対回転自在に支持する支軸に兼用してあるとともに株間変速装置６０の前記入力ギヤ６１
が中間部に一体回転自在に連結している入力軸６３、前記出力ベベルギヤ６２が中間部に
外嵌しているとともにキー６２ａによって一体回転自在に係合している出力軸６４、この
出力軸６４と前記入力軸６３の間に設けた５組みの非偏芯ギヤ対６５Ａ～６５Ｅ及び２組
の偏芯ギヤ対６６，６７、前記入力軸６３の内部と、フロントミッションケース４１のボ
ス部４１ａにわたって摺動自在に設けたロッド状のシフト部材９０を備えて構成してある
。
【００３８】
　前記５組の非偏芯ギヤ対６５Ａ～６５Ｅは、入力軸６３に相対回転自在に外嵌するとと
もに回転軸芯が円形の中心に合致した円形の非偏芯ギヤ６５ａ～６５ｅと、出力軸６４に
対してキーによって一体回転自在に係合した状態で外嵌しているとともに回転軸芯が円形
の中心に合致した円形の非偏芯ギヤ６５ａ′～６５ｅ′とによって構成してある。前記２
組みの偏芯ギヤ対６６，６７は、入力軸６４に対して相対回転自在に外嵌するとともに回
転軸芯が円形の中心から外れた円形の偏芯ギヤ６６ａ，６７ａと、出力軸６４に対してキ
ーによって一体回転自在に係合した状態で外嵌しているとともに回転軸芯が円形の中心か
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ら外れた円形の偏芯ギヤ６６ｂ，６７ｂとによって構成してある。
【００３９】
　図５に偏芯ギヤ対６６，６７の場合を例示する如く、各ギヤ対６５Ａ～６５Ｅ、６６，
６７の入力軸６３に付いている方のギヤ６５ａ～６５ｅ，６６ａ，６７ａの内周側のギヤ
周方向での複数箇所にクラッチ用凹部９１を設け、入力軸６３の周方向及び軸芯方向に並
ぶ複数個の球体で成るクラッチ体９２を、１個のギヤ６５ａ～６５ｅ，６６ａ，６７ａに
対して２個ずつ対応するように配置して、かつ、１個のギヤ６５ａ～６５ｅ，６６ａ，６
７ａに対応する２個のクラッチ体９２，９２がギヤ６５ａ～６５ｅ，６６ａ，６７ａの回
転方向に等間隔で並ぶように配置して入力軸６３に設けてある。前記シフト部材９０の前
記ボス部４１ａから外部に突出する端部に連結した変速レバー（図示せず）によってシフ
ト部材９０をスライド操作して、シフト部材９０の入力軸内端部に位置する操作部９３を
複数のギヤ６５ａ～６５ｅ，６６ａ，６７ａから選択した１個のギヤ６５ａ～６５ｅ，６
６ａ，６７ａに合致させると、シフト部材９０の前記操作部９３が合致したギヤ６５ａ～
６５ｅ，６６ａ，６７ａの前記２個のクラッチ体９２をギヤ６５ａ～６５ｅ，６６ａ，６
７ａの方に押圧操作し、この２個のクラッチ体９２の一部を入力軸６３の保持孔からギヤ
６５ａ～６５ｅ，６６ａ，６７ａの方に突出させてギヤ６５ａ～６５ｅ，６６ａ，６７ａ
の前記凹部９１に係入させるように、かつ、操作部９３が外れた他の各ギヤ６５ａ～６５
ｅ，６６ａ，６７ａの各クラッチ体９２は、操作部９３による押圧操作が解除されること
のために入力軸６３の保持孔の方に引退してギヤ６５ａ～６５ｅ，６６ａ，６７ａの凹部
９１から離脱するように構成してある。各クラッチ体９２は、入力軸６４の保持孔に入り
込んでいて、入力軸６３に対して一体回転自在に係合しており、一部がギヤ６５ａ～６５
ｅ，６６ａ，６７ａの凹部９１に係入されると、ギヤ６５ａ～６５ｅ，６６ａ，６７ａと
入力軸６３を一体回転自在に連結し、ギヤ６５ａ～６５ｅ，６６ａ，６７ａの凹部９１か
ら離脱すると、ギヤ６５ａ～６５ｅ，６６ａ，６７ａと入力軸６３の連結を解除してそれ
らの相対回転を許容するようになっている。
【００４０】
　各ギヤ対６５Ａ～６５Ｅ，６６，６７は、入力軸側のギヤ６５ａ～６５ｅ，６６ａ，６
７ａが前記２個のクラッチ体９２によって入力軸６３に連結されると、入力軸６３の駆動
力を出力軸６４に伝達するように伝動入り状態になり、入力軸６３の等速回転の駆動力を
所定の回転速度に変速して出力軸６４に伝達するように、かつ、各ギヤ対６５Ａ～６５Ｅ
，６６，６７が伝動入り状態になったときの各苗植付け機構２０による植付け苗の株間Ｄ
が図９に示す如くなるように、各ギヤ対６５Ａ～６５Ｅ，６６，６７の伝動比を設定して
ある。５組の非偏芯ギヤ対６５Ａ～６５Ｅは、入力軸６３の等速回転の駆動力を等速回転
のままで出力軸６４に伝達して、ロータリケース２２が等速回転する状態に各苗植付け機
構２０を駆動することになるように、各非偏芯ギヤ対６５Ａ～６５Ｅの伝動角速度比を設
定してある。２組の偏芯ギヤ対６６，６７は、入力軸６３の等速回転の駆動力を不等速の
回転駆動力に変換して出力軸６４に伝達して、ロータリケース２２が不等速回転して各植
付け爪２４が回動軌跡Ｐの下死点付近をその前後よりも高速で通過する状態に各苗植付け
機構２０を駆動することになるように、かつ、一方の偏芯ギヤ対６７が伝動入り状態にな
って植付け爪２４が下死点付近を通過する速度が、他方の偏芯ギヤ対６６が伝動入り状態
になって植付け爪２４が下死点付近を通過する速度よりも高速になるように、２組の偏芯
ギヤ対６６，６７の伝動角速度比を設定してある。
【００４１】
　これにより、株間変速装置６０は、伝動切り換え装置７０とは別に単独で切り換え操作
するための専用の切り換えレバー（図示せず）によるシフト部材９０の摺動操作により、
７組のギヤ対６５Ａ～６５Ｅ，６６，６７を入力側ギヤ６５ａ～６５ｅ，６６ａ，６７ａ
が２個のクラッチ体９２によって入力軸６３に連結された伝動入り状態と、入力側ギヤ６
５ａ～６５ｅ，６６ａ，６７ａと入力軸６３の連結が解除された伝動切り状態とに切り換
わるように、かつ、いずれか１組のギヤ対６５Ａ～６５Ｅ，６６，６７だけが伝動入り状
態になるように切り換え操作されて、ギヤ対６５Ａが伝動入り状態になった第1変速伝動
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状態、ギヤ対６５Ｂが伝動入り状態になった第２変速伝動状態、ギヤ対６５Ｃが伝動入り
状態になった第３変速伝動状態、ギヤ対６５Ｄが伝動入り状態になった第４変速伝動状態
、ギヤ対６５Ｅが伝動入り状態になった第５変速伝動状態、ギヤ対６６が伝動入り状態に
なった第６変速伝動状態、ギヤ対６７が伝動入り状態になった第７変速伝動状態の７段階
の変速伝動状態に変速操作され、自走車体の走行速度に対する各苗植付け機構２０の駆動
速度を７段階に変速して図９に示す７種の株間Ｄを択一的に現出する。第１～５変速伝動
状態に操作された場合には、入力軸６３の駆動力をその等速回転のままで出力ギヤ６２か
ら出力し、ロータリケース２２が等速回転して苗植付け機構２０が駆動される駆動状態を
現出するが、第６及び第７変速伝動状態に操作された場合には、入力軸６３の駆動力を等
速回転から不等速回転に変換して出力ギヤ６２から出力し、植付け爪２４の先端が回動軌
跡Ｐの下死点付近をその前後よりも高速で通過するようにして各苗植付け機構２０が駆動
される駆動状態を現出する。第７変速伝動状態に操作された場合には、第６変速伝動状態
に操作された場合よりも高速で植付け爪２４の先端が下死点付近を通過する駆動状態を現
出する。
【００４２】
　図６に示すように、前記伝動切り換え装置７０は、これのミッションケース７３の内部
に、前記入力軸７１と前記出力軸７２を同軸芯状に配置するとともに筒軸形の中間伝動軸
７４を回転自在に設け、入力軸７１と中間伝動軸７４の間に１組の非偏芯ギヤ対７５を設
け、中間伝動軸７４と出力軸７２の間に１組の非偏芯ギヤ対７６及び２組の偏芯ギヤ対７
７，７８を設け、中間伝動軸７４の内部と、ミッションケース７３のボス部７３ａとにわ
たってシフトロッド１００を摺動自在に設けて構成してある。
【００４３】
　入力軸７１と中間伝動軸７４の間の非偏芯ギヤ対７５は、入力軸７１に対してスプライ
ン噛合いによって一体回動自在に係合しているとともに回動軸芯が円形の中心に合致した
円形の非偏芯ギヤ７５ａと、中間伝動軸７４に一体形成してあることによって中間伝動軸
７４と一体回動するとともに回動軸芯が円形の中心に合致した円形の非偏芯ギヤ７５ｂと
で成り、入力軸７１の回転駆動力を変速しないで中間伝動軸７４に伝達する。
【００４４】
　中間伝動軸７４と出力軸７２の間の非偏芯ギヤ対７６は、中間伝動軸７４に対して相対
回転自在に外嵌するとともに回転軸芯が円形の中心に合致した円形の非偏芯ギヤ７６ａと
、出力軸７２に対してキー７２ａによって一体回転自在に係合した状態で外嵌していると
ともに回転軸芯が円形の中心に合致した円形の非偏芯ギヤ７６ｂとによって構成してある
。中間伝動軸７４と出力軸７２の間の２組の偏芯ギヤ対７７，７８は、中間伝動軸７４に
対して相対回転自在に外嵌するとともに回転軸芯が円形の中心から外れた円形の偏芯ギヤ
７７ａ，７８ａと、出力軸７２に対してキー７２ａによって一体回転自在に係合した状態
で外嵌しているとともに回転軸芯が円形の中心から外れた円形の偏芯ギヤ７７ｂ，７８ｂ
とによって構成してある。
【００４５】
　図７に偏芯ギヤ対７７，７８の場合を例示した如く、中間伝動軸７４と出力軸７２の間
の各ギヤ対７６，７７，７８の中間伝動軸７４に付いている方のギヤ７６ａ，７７ａ，７
８ａの内周部にキー溝１０１を設け、前記シフトロッド１００の前記ボス部７３ａから外
部に突出する端部に連結した切り換えレバー１０２によってシフトロッド１００をスライ
ド操作すると、シフトロッド１００の伝動軸内端部に装着してあるクラッチキー１０３が
中間伝動軸７４のキー溝１０４に沿って各ギヤ７６ａ，７７ａ，７８ａのキー溝１０１に
係脱しながら移動して、いずれか１個のギヤ７６ａ，７７ａ，７８ａのキー溝１０１に係
入するように構成してある。クラッチキー１０３は、ギヤ７６ａ，７７ａ，７８ａのキー
溝１０１に係入すると、ギヤ７６ａ，７７ａ，７８ａのキー溝１０１と中間伝動軸７４の
キー溝１０４にわたって入り込むことによって、そのギヤ７６ａ，７７ａ，７８ａと中間
伝動軸７４を一体回動自在に連結する。
【００４６】
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　中間伝動軸７４と出力軸７２の間の各ギヤ対７６，７７，７８は、中間伝動軸７４のギ
ヤ７６ａ，７７ａ，７８ａがクラッチキー１０３によって中間伝動軸７４に連結されると
、中間伝動軸７４の駆動力を出力軸７２に伝達するように伝動入り状態になり、中間伝動
軸７４と出力軸７２の間の非偏芯ギヤ対７６は、中間伝動軸７４の駆動力を出力軸７２に
対して等速伝達し、入力軸７１が等速回転する場合、出力軸７２を入力軸７１と同一の回
転数で等速回動させ、ロータリケース２２が等速回転する状態で各苗植付け機構２０が駆
動される駆動状態を現出するように構成してある。
【００４７】
　中間伝動軸７４と出力軸７２の間の一方の偏芯ギヤ対７７は、中間伝動軸７４の回転駆
動力を出力軸７２に対して不等速伝達し、入力軸７１が不等速回転する場合、出力軸７２
を入力軸７１の角速度変化とは異なる角速度変化を備えた不等速回転で回動させ、ロータ
リケース２２が不等速回転して各植付け爪２４の先端が回動軌跡Ｐの下死点付近をその前
後よりも高速で通過する状態で各苗植付け機構２０が駆動される駆動状態を現出するよう
に構成してある。
【００４８】
　中間伝動軸７４と出力軸７２の間の他方の偏芯ギヤ対７８は、中間伝動軸７４の回転駆
動力を出力軸７２に対して前記偏芯ギヤ対７７の伝動角速度比とは異なる伝動角速度比で
不等速伝達し、入力軸７１が不等速回転する場合、出力軸７２を入力軸７１の角速度変化
とは異なる角速度変化を備えた不等速回転で回動させ、ロータリケース２２が不等速回転
して各植付け爪２４の先端が回動軌跡Ｐの下死点付近をその前後よりも高速で、前記偏芯
ギヤ対７７が伝動入り状態になった場合よりもさらに高速で通過する状態で各苗植付け機
構２０が駆動される駆動状態を現出するように構成してある。
【００４９】
　これにより、伝動切り換え装置７０は、株間変速装置６０とは別に単独で切り換え操作
するための専用の切り換えレバー１０２の揺動操作によるシフトロッド１００の摺動操作
により、中間伝動軸７４と出力軸７２の間の３組のギヤ対７６，７７，７８をギヤ７６ａ
，７７ａ，７８ａがクラッチキー１０３によって中間伝動軸７４に連結された伝動入り状
態と、ギヤ７６ａ，７７ａ，７８ａと中間伝動軸７４の連結が解除された伝動切り状態と
に切り換わるように、かつ、いずれか1組のギヤ対７６，７７，７８だけが伝動入り状態
になるように切り換え操作されて、非偏芯ギヤ対７６が伝動入り状態になった等速伝動状
態と、偏芯ギヤ対７７が伝動入り状態になった低速側の不等速伝動状態と、偏芯ギヤ対７
８が伝動入り状態になった高速側の不等速伝動状態の３段階の伝動状態に変速操作され、
等速伝動状態に変速操作されると、株間変速装置６０からの等速回転の駆動力を変速しな
いでその等速回転のままで出力軸７２から出力し、ロータリケース２２が等速回転する状
態で各植付け機構２０が駆動される駆動状態を現出する。低速側又は高速側の不等速伝動
状態に変速操作されると、株間変速装置６０からの不等速回転の駆動力をその角速度変化
とは異なる角速度変化を備えた不等速回転の駆動力に変換して出力軸７２から出力し、ロ
ータリケース２２が不等速回転して各植付け爪２４の先端が回動軌跡Ｐの下死点付近をそ
の前後よりも高速で通過するようにして各苗植付け機構２０が駆動される駆動状態を現出
する。そして、高速側の不等速伝動状態に操作されると、ロータリケース２２が低速側の
不等速伝動状態に操作された場合とは異なる角速度変化を備えた不等速回転で回転して各
植付け爪２４の先端が回動軌跡Ｐの下死点付近を通過する速度が低速側の不等速伝動状態
に操作された場合のその速度より高速になる状態で各苗植付け機構２０が駆動される駆動
状態を現出する。
【００５０】
　つまり、植付け作業を行なうに当たり、副変速装置５０を低速伝動状態に切り換え操作
し、主変速装置４０からの駆動力が副変速装置５０で走行用と作業用とに分岐されて前後
輪１，２と各苗植付け機構２０が主変速装置４０からの駆動力によって連動させて駆動さ
れるようにしながら、かつ、前後輪１，２に対して比較的低速で出力されて前後輪１，２
が圃場泥土による抵抗に抗して強固に駆動されるようにしながら走行する。
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　このとき、株間変速装置６０を第１～第７変速伝動状態のいずれかの変速伝動状態に変
速操作して、自走車体の走行速度に対する苗植付け機構２０の駆動速度を所望の株間Ｄが
現出される速度に調節設定しておき、各苗植付け機構２０を所望の株間Ｄで苗植付けして
いくように駆動する。さらに、このとき、図９に示すように、株間変速装置６０を第1～
第５変速伝動状態のいずれかの変速伝動状態に変速した場合、すなわち株間Ｄが１２～２
１ｃｍになるように変速操作した場合、伝動切り換え装置７０を等速伝動状態に切り換え
操作しておいてロータリケース２２が等速回転する状態で苗植付け機構２０が駆動される
ようにしておく。株間変速装置６０を第６変速伝動状態に変速した場合、すなわち株間Ｄ
が２４ｃｍになるように変速操作した場合、伝動切り換え装置７０を低速側の不等速伝動
状態に切り換え操作しておいてロータリケース２２が不等速回転して各植付け爪２４の先
端が下死点付近をその前後よりも高速で通過する状態で苗植付け機構２０が駆動されるよ
うにしておく。株間変速装置６０を第７変速伝動状態に変速した場合、すなわち株間Ｄが
２８ｃｍになるように変速操作した場合、伝動切り換え装置７０を高速側の不等速伝動状
態に切り換え操作しておいてロータリケース２２が不等速回転して各植付け爪２４の先端
が下死点付近をその前後よりも高速で、かつ、伝動切り換え装置７０を低速側の不等速伝
動状態に変速した場合より高速で通過する状態で苗植付け機構２０が駆動されるようにし
ておき、いずれの場合も、植付け爪２４によって植付け土壌面Ｔに形成される植付け穴が
走行方向に長くなることを回避しながら植付け作業する。
【００５１】
　図１０は、別の実施形態を備えた伝動切り換え装置１１０を示し、この伝動切り換え装
置１１０にあっては、ミッションケース１１１の内部において、株間変速装置６０から動
力伝達される入力軸１１２と、筒軸形の中間伝動軸１１３の間に１組の偏芯ギヤ対１１４
を設け、中間伝動軸１１３と、前記回転軸８を介して苗植付け装置１０に動力伝達する出
力軸１１５の間に、２組の偏芯ギヤ対１１６，１１７と、この偏芯ギヤ対１１６，１１７
どうしの間に位置する非偏芯ギヤ対１１８を設け、中間伝動軸１１３の内部とミッション
ケース１１１のボス部１１１ａにわたって摺動自在に設けたシフトロッド１００を設けて
構成してある。
【００５２】
　入力軸１１２と中間伝動軸１１３の間の偏芯ギヤ対１１４は、入力軸１１２に対してス
プライン噛合いによって一体回動自在に係合しているとともに回動軸芯が円形の中心から
外れた円形の偏芯ギヤ１１４ａと、中間伝動軸１１３に一体形成してあることによって中
間伝動軸１１３と一体回動するとともに回動軸芯が円形の中心から外れた円形の偏芯ギヤ
１１４ｂとで成り、入力軸１１１の回転駆動力を不等速回転の駆動力に変換して中間伝動
軸１１３に伝達する。
【００５３】
　シフトロッド１００は、図６に示す伝動切り換え装置７０のシフトロッド１００と同様
に構成してあり、ミッションケース１１１の外部に位置する切り換えレバー１０２によっ
て摺動操作されることにより、シフトロッド１００の伝動軸内端部に装着してあるクラッ
チキー１０３によって２組の偏芯ギヤ対１１６，１１７と１組の非偏芯ギヤ対１１８を、
ギヤ１１６ａ，１１７ａ，１１８ａが中間伝動軸１１３に対して一体回動自在に連結した
伝動入り状態と、ギヤ１１６ａ，１１７ａ，１１８ａと中間伝動軸１１３の連結が解除し
た伝動切り状態とに切り換え操作し、かつ、２組の偏芯ギヤ対１１６，１１７と１組の非
偏芯ギヤ対１１８の計３組のギヤ対１１６，１１７，１１８を択一的に伝動入り状態に操
作する。
【００５４】
　中間伝動軸１１３と出力軸１１５の間の一方の偏芯ギヤ対１１６を構成している各偏芯
ギヤ１１６ａ，１１６ｂは、入力軸１１２と中間伝動軸１１３の間の偏芯ギヤ対１１４を
構成している各偏芯ギヤ１１４ａ，１１４ｂと同一の偏芯率を備えているが、この各偏芯
ギヤ１１４ａ，１１４ｂとは互いに逆向きに偏芯する偏芯ギヤで成り、中間伝動軸１１３
と出力軸１１５の間の前記偏芯ギヤ対１１６は、中間伝動軸１１３の駆動力を出力軸１１
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５に対して不等速伝達して、入力軸１１２が等速回転する場合、出力軸１１５を入力軸１
１２と同一の回転速度で等速回動させてロータリケース２２が等速回転する状態で各苗植
付け機構２０が駆動される駆動状態を現出する。
【００５５】
　中間伝動軸１１３と出力軸１１５の間の非偏芯ギヤ対１１８は、中間伝動軸１１３の回
転駆動力を出力軸１１５に対して等速伝達し、入力軸１１２が不等速回転する場合、ロー
タリケース２２が不等速回転して各植付け爪２４の先端が回動軌跡Ｐの下死点付近をその
前後よりも高速で通過するようにして各苗植付け機構２０が駆動される駆動状態を現出す
るように構成してある。
【００５６】
　中間伝動軸１１３と出力軸１１５の間の他方の偏芯ギヤ対１１７は、前記偏芯ギヤ対１
１６とは異なる伝動角速度比を備えていて、中間伝動軸１１３の駆動力を出力軸１１５に
対して不等速伝達し、入力軸１１２が不等速回転する場合、ロータリケース２２が不等速
回転して各植付け爪２４の先端が回動軌跡Ｐの下死点付近をその前後よりも高速で、前記
非偏芯ギヤ対１１８が伝動入り状態になった場合よりも高速で通過するようにして各苗植
付け機構２０が駆動される駆動状態を現出するように構成してある。
【００５７】
　つまり、この伝動切換装置１１０は、株間変速装置６０とは別に単独で切り換え操作す
るための専用の切り換えレバー１０２の揺動操作によるシフトロッド１００の摺動操作に
より、中間伝動軸１１３と出力軸１１５の間の３組のギヤ対１１６，１１７，１１８をギ
ヤ１１６ａ，１１７ａ，１１８ａがクラッチキー１０３によって中間伝動軸１１３に連結
された伝動入り状態と、ギヤ１１６ａ，１１７ａ，１１８ａと中間伝動軸１１３の連結が
解除された伝動切り状態とに切り換わるように、かつ、いずれか1組のギヤ対１１６，１
１７，１１８だけが伝動入り状態になるように切り換え操作されて、偏芯ギヤ対１１６が
伝動入り状態になった等速伝動状態と、非偏芯ギヤ対１１８が伝動入り状態になった低速
側の不等速伝動状態と、偏芯ギヤ対１１７が伝動入り状態になった高速側の不等速伝動状
態の３段階の伝動状態に変速操作され、等速伝動状態に変速操作されると、株間変速装置
６０から入力軸１１２に伝達された等速回転の駆動力を変速しないでその等速回転のまま
で出力軸１１５から出力し、ロータリケース２２が等速回転する状態で各植付け機構２０
が駆動される駆動状態を現出する。低速側又は高速側の不等速伝動状態に変速操作される
と、株間変速装置６０から入力軸１１２に伝達された不等速回転の駆動力をその角速度変
化とは異なる角速度変化を備えた不等速回転の駆動力に変換して出力軸１１５から出力し
、ロータリケース２２が不等速回転して各植付け爪２４の先端が回動軌跡Ｐの下死点付近
をその前後よりも高速で通過するようにして各苗植付け機構２０が駆動される駆動状態を
現出する。そして、高速側の不等速伝動状態に操作されると、ロータリケース２２が低速
側の不等速伝動状態に操作された場合とは異なる角速度変化を備えた不等速回転で回転し
て各植付け爪２４の先端が回動軌跡Ｐの下死点付近を通過する速度が低速側の不等速伝動
状態に操作された場合のその速度より高速になる状態で各苗植付け機構２０が駆動される
駆動状態を現出する。
【００５８】
〔別実施形態〕
　苗植付け装置に対する伝動系に株間変速装置６０と伝動切り換え装置７０，１１０を設
けるのに、上記実施形態に如く株間変速装置６０より伝動方向下手側に伝動切り換え装置
７０，１１０を配置して実施する他、株間変速装置６０を伝動切り換え装置７０，１１０
より伝動下手側に配置して実施してもよいのであり、いずれの配置を選択しても本発明の
目的は達成できる。
【図面の簡単な説明】
【００５９】
【図１】施肥装置付き乗用型田植機全体の側面図
【図２】走行用伝動系の概略図
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【図３】作業用伝動系の概略図
【図４】株間変速装置の断面図
【図５】株間変速装置の偏芯ギヤ対の側面図
【図６】伝動切り換え装置の断面図
【図７】伝動切り換え装置の偏芯ギヤ対の側面図
【図８】苗植付け機構の苗植え運動を示す説明図
【図９】株間変速装置、伝動切り換え装置の変速要領を示す説明図
【図１０】別の実施形態を備える伝動切り換え装置の断面図
【符号の説明】
【００６０】
２０　　　　苗植付け機構
２４　　　　植付け爪
６０　　　　株間変速装置
６３　　　　株間変速装置の入力軸
６４　　　　株間変速装置の出力軸
６６，６７　　　　株間変速装置の偏芯ギヤ対
６６ａ，６７ａ　　　　株間変速装置の偏芯ギヤ対の入力軸側ギヤ
７０，１１０　　　　伝動切り換え装置
７，１１１　　　　伝動切り換え装置の入力軸
７２，１１５　　　　伝動切り換え装置の出力軸
７４，１１３　　　　伝動切り換え装置の中間伝動軸
７５，７６，１１８　　　伝動切り換え装置の円形ギヤ対
７７，７８，１１４，１１６，１１７　　　伝動切り換え装置の偏芯ギヤ対
９０　　　　　　シフト部材
９１　　　　　　クラッチ凹部
９２　　　　　　クラッチ体
Ｐ　　　　　　　植付け爪先端の回動軌跡
Ｔ　　　　　　　植付け土壌面
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