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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　扱室に扱胴軸芯まわりに回転自在に支持された扱胴を備え、
　前記扱胴の外周面に扱胴径方向外側に向けて突出する状態で設けられ、脱穀対象物を打
撃によって扱き処理する複数の扱歯を備え、
　前記扱胴のうちの前記扱歯が存在する領域に、脱穀処理物を処理方向終端側へ送る送り
部材を備えてあり、
　前記送り部材は、脱穀処理物を処理方向終端側へ送る送り作用部と、前記扱歯に対して
差し込み連結可能な連結部とを備え、
　前記連結部は、前記扱歯の根元部から先端部に亘って前記扱歯に対して外嵌される状態
で差し込み装着される筒状の差し込み部を備えている脱穀装置。
【請求項２】
　前記送り部材は、前記扱歯に支持されている請求項１に記載の脱穀装置。
【請求項３】
　前記送り部材は、複数の前記扱歯に支持されている請求項２に記載の脱穀装置。
【請求項４】
　前記送り部材は、前記外周面から扱胴径方向外側に向けて突出する状態で、かつ、前記
扱胴軸芯に沿う方向に対して傾斜する状態で設けられている請求項１から３のいずれか一
項に記載の脱穀装置。
【請求項５】
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　複数の前記送り部材が前記扱胴軸芯まわりの螺旋状に、かつ、間欠的に並べられて、送
り部材条が形成されている請求項４に記載の脱穀装置。
【請求項６】
　複数の前記送り部材条が前記扱胴の回転軸芯方向に所定間隔を空けて並べられている請
求項５に記載の脱穀装置。
【請求項７】
　前記複数の送り部材条のうちの隣り合う一対の送り部材条において、前記扱胴軸芯に沿
う方向視で、一方の送り部材条における前記送り部材どうしの間隙に他方の送り部材条に
おける前記送り部材が位置するように、前記複数の送り部材条が構成されている請求項６
に記載の脱穀装置。
【請求項８】
　前記送り部材は、前記連結部を複数備えている請求項１～７のいずれか一項に記載の脱
穀装置。
【請求項９】
　前記送り作用部と前記連結部とを各別の部材で構成してある請求項１～８のいずれか一
項に記載の脱穀装置。
【請求項１０】
　前記送り作用部と前記連結部とを締結具によって連結してある請求項９に記載の脱穀装
置。
【請求項１１】
　前記締結具は、前記送り作用部及び前記連結部に設けたボルト孔に装着された複数本の
連結ボルトと、前記複数本の連結ボルトが各別に装着される複数の雌ネジ孔を有した一つ
の雌ネジ部材とを備え、
　前記雌ネジ部材が、前記送り作用部に対して前記送り作用部の送り作用面の側に位置し
た状態で、前記複数の連結ボルトが、前記送り作用部に対して前記送り作用面の側とは反
対側から締付けされる請求項１０に記載の脱穀装置。
【請求項１２】
　前記送り部材は、前記送り作用部が前記連結部よりも処理物送り方向下手側に位置する
ように構成されている請求項１～１１のいずれか一項に記載の脱穀装置。
【請求項１３】
　前記扱胴は、前記扱胴軸芯に沿う状態でかつ周方向に間隔をあけて並ぶ状態で複数の棒
状部材を備え、前記各棒状部材に複数の前記扱歯を支持してあり、　
　前記連結部は、前記差し込み部と、前記扱歯からの抜け外れを阻止して前記棒状部材に
固定するための固定部とを備え、
　前記固定部は、前記棒状部材における前記扱胴の径方向外方側の箇所から径方向内方側
の箇所にわたって設けられ、前記棒状部材の径方向内方側の箇所に係止して抜け外れを阻
止する請求項１～１２のいずれか一項に記載の脱穀装置。
【請求項１４】
　前記固定部は、前記棒状部材を挟み込んで固定する挟持式保持部を備えている請求項１
３記載の脱穀装置。
【請求項１５】
　前記扱胴の処理方向始端部に連結された掻込み部を備え、
　前記掻込み部の外周面に支持され、脱穀処理物を処理方向終端側へ掻き込む螺旋羽根を
備え、
　前記送り部材のうち処理方向始端側に位置する部分は、前記螺旋羽根に支持されている
請求項１～１４のいずれか一項に記載の脱穀装置。
【請求項１６】
　前記送り部材は、前記送り部材の送り方向上手側端が前記螺旋羽根の掻き込み方向下手
側端よりも掻き込み方向上手側に位置するように構成されている請求項１５に記載の脱穀
装置。



(3) JP 6270689 B2 2018.1.31

10

20

30

40

50

【請求項１７】
　前記螺旋羽根と前記送り部材とを、前記螺旋羽根及び前記送り部材に設けたボルト孔に
装着された複数本の連結ボルトと、前記複数本の連結ボルトが各別に装着された複数の雌
ネジ孔を有した一つの雌ネジ部材とによって連結してあり、
　前記雌ネジ部材が、前記螺旋羽根に対して前記螺旋羽根の掻き込み作用面の側に位置し
た状態で、前記複数本の連結ボルトが、前記螺旋羽根に対して前記掻き込み作用面の側と
は反対側から締結される請求項１５又は１６に記載の脱穀装置。
【請求項１８】
　前記螺旋羽根は、螺旋羽根本体と、前記螺旋羽根本体の側面に当て付けられ、前記螺旋
羽根の掻き込み作用面を形成する補強部材とを備え、
　前記送り部材のうち処理方向始端側に位置する部分は、前記螺旋羽根本体に前記補強部
材と共に共締め連結されている請求項１５～１７のいずれか一項に記載の脱穀装置。
【請求項１９】
　前記送り部材における送り作用部の背面側に補強リブを付設してある請求項１～１８の
いずれか一項に記載の脱穀装置。
【請求項２０】
　前記扱胴の外周部に周方向に沿って延びる状態で受網を備え、
　前記送り部材を前記受網に近接する状態で設けてある請求項１～１９のいずれか一項に
記載の脱穀装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、扱室に扱胴軸芯まわりに回転自在に支持された扱胴を備え、前記扱胴の外周
面に扱胴径方向外側に向けて突出する状態で設けられ、脱穀対象物を打撃によって扱き処
理する複数の扱歯を備えた脱穀装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、特許文献１に示される脱穀装置があった。この脱穀装置では、扱胴の上部を上方
から覆う上部カバーの内面側に、扱胴の回転方向に流動する処理物を脱穀処理方向の下手
側に案内する送塵弁が装備されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１１－１７７０８４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記した脱穀装置にあっては、扱胴によって回動力を付与されて回動する脱穀処理物が
送塵弁に触れて送塵弁による案内を受けることで、脱穀処理物を処理方向終端側に向かわ
せるものである。しかし、脱穀対象物が麦の如く長稈であるなど、扱室に供給される穀稈
のボリュームが大になると、送塵弁による送り作用では足りず、脱穀処理物が滞留し、詰
まりが生じることがあった。
【０００５】
　本発明の目的は、脱穀処理物を処理方向終端側へ確実に搬送できる脱穀装置を提供する
ことにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明による脱穀装置は、
　扱室に扱胴軸芯まわりに回転自在に支持された扱胴を備え、
　前記扱胴の外周面に扱胴径方向外側に向けて突出する状態で設けられ、脱穀対象物を打
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撃によって扱き処理する複数の扱歯を備え、
　前記扱胴のうちの前記扱歯が存在する領域に、脱穀処理物を処理方向終端側へ送る送り
部材を備えてあり、
　前記送り部材は、脱穀処理物を処理方向終端側へ送る送り作用部と、前記扱歯に対して
差し込み連結可能な連結部とを備え、
　前記連結部は、前記扱歯の根元部から先端部に亘って前記扱歯に対して外嵌される状態
で差し込み装着される筒状の差し込み部を備えていることを特徴とする。
【０００７】
　本構成によると、送り部材が扱胴と一体回転して脱穀処理物に回動力を付与しながら脱
穀処理物を処理方向終端側に向けて送り出し、脱穀処理物を処理方向終端側に向かわせる
ことができるから、脱穀処理物を扱室の終端に移動させ易い。
【０００８】
　従って、本発明によると、麦の如き長稈の穀稈を脱穀処理するなど、扱室に供給される
穀稈のボリュームが大になる場合でも、扱室における脱穀処理物の滞留を効果的に抑制し
て、円滑にかつ良好な脱穀精度で脱穀処理できる。
　また、本構成によると、扱歯を連結手段にして送り部材を扱胴に支持させるのに、連結
部を扱歯に差し込むだけで操作簡単に支持させることができる。
【０００９】
　本発明において、前記送り部材は、前記扱歯に支持されていると好適である。
【００１０】
　本構成によると、送り部材を扱胴に連結する連結手段に扱歯を利用してあるので、連結
箇所が扱胴外周面よりも扱胴外周側に位置し、連結作業がし易い。
【００１１】
　本発明において、前記送り部材は、複数の前記扱歯に支持されていると好適である。
【００１２】
　本構成によると、送り部材を１箇所のみによる支持構造で支持させるのに比べ、複数の
扱歯によって強固に支持させられ、送り部材による脱穀処理物の処理方向終端に向けての
送り操作を確実に行わせることができる。また、送り部材によって、異なる扱歯どうしが
連結されることになるので、扱歯の強度アップにもなる。
【００１３】
　本発明において、前記送り部材は、前記外周面から扱胴径方向外側に向けて突出する状
態で、かつ、前記扱胴軸芯に沿う方向に対して傾斜する状態で設けられていると好適であ
る。
【００１４】
　本構成によると、送り部材が扱胴と一体回転して脱穀処理物に回動力を付与しながら脱
穀処理物を処理方向終端側に向けて送り出すという送り部材の作用を、送り部材の扱胴外
周面から扱胴径方向外側に向けての突出と、送り部材の扱胴軸芯に沿う方向に対しての傾
斜とによって効果的に発揮させることができる。
【００１５】
　本発明において、複数の前記送り部材が前記扱胴軸芯まわりの螺旋状に、かつ、間欠的
に並べられて、送り部材条が形成されていると好適である。
【００１６】
　本構成によると、送り部材条が扱胴と一体回転して脱穀処理物に回動力を付与しながら
脱穀処理物を処理方向終端側に向けて送り出す。また、送り部材の間欠的な並びによって
送り部材どうしの間隙を形成し、脱穀処理物の長さが短いなどの小サイズの脱穀処理物が
送り部材どうしの間隙を通り抜けて処理方向終端側にスムーズに向かうようにできる。従
って、脱穀処理物を処理方向終端側に確実に送ることができる。
【００１７】
　本発明において、複数の前記送り部材条が前記扱胴の軸芯方向に所定間隔を空けて並べ
られていると好適である。
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【００１８】
　本構成によると、複数の送り部材条が扱胴と一体回転して脱穀処理物に回動力を付与し
ながら脱穀処理物を処理方向終端側に向けて送り出すから、送り部材による脱穀処理物の
送り出し不足が発生しにくく、脱穀処理物を処理方向終端側に確実に送ることができる。
【００１９】
　本発明において、前記複数の送り部材条のうちの隣り合う一対の送り部材条において、
前記扱胴軸芯に沿う方向視で、一方の送り部材条における前記送り部材どうしの間隙に他
方の送り部材条における前記送り部材が位置するように、前記複数の送り部材条が構成さ
れていると好適である。
【００２０】
　各送り部材条における送り部材どうしの間隙が扱胴軸芯に沿う方向に並んでいると、長
いサイズの脱穀処理物が複数の間隙にわたって位置して送り部材に引っ掛かったままにな
ることが考えられる。本構成によると、間隙の処理方向上手側及び処理方向下手側には送
り部材が存在することになり、長いサイズの脱穀処理物が送り部材に引っ掛かったままに
なり難く、脱穀処理物の処理方向終端側への送りを良好に行わせられる。
【００２１】
【００２２】
【００２３】
　本発明において、前記送り部材は、前記連結部を複数備えていると好適である。
【００２４】
　本構成によると、送り部材を複数の扱歯にわたって取り付けて扱胴に強固に支持させる
のに、複数の連結部を扱歯に差し込むだけで操作簡単に支持させることができる。
【００２５】
　本発明において、前記送り作用部と前記連結部とを各別の部材で構成してあると好適で
ある。
【００２６】
　本構成によると、連結部と送り作用部との間に、送り作用部と連結部とを連結する際の
送り作用部に対する連結部の位置調節を可能にする調節手段を設け、連結部を扱歯に連結
する際の連結部の扱歯に対する位置調節を調節手段によって可能にし、扱歯に対する連結
部の連結を容易にすることができる。また、送り作用部と連結部とを一体成形するのに比
べ、送り作用部と連結部とを別々に成形して送り部材の全体を製作容易に得ることができ
る。
【００２７】
　本発明において、前記送り作用部と前記連結部とを締結具によって連結してあると好適
である。
【００２８】
　本構成によると、送り作用部に磨滅が発生しても、送り作用部と連結部との締結具によ
る連結を解除し、送り作用部だけを交換して安価に修復できる。
【００２９】
　本発明において、前記締結具は、前記送り作用部及び前記連結部に設けたボルト孔に装
着された複数本の連結ボルトと、前記複数本の連結ボルトが各別に装着される複数の雌ネ
ジ孔を有した一つの雌ネジ部材とを備え、前記雌ネジ部材が、前記送り作用部に対して前
記送り作用部の送り作用面の側に位置した状態で、前記複数の連結ボルトが、前記送り作
用部に対して前記送り作用面の側とは反対側から締付けされると好適である。
【００３０】
　本構成によると、連結ボルトの頭部が送り作用部の送り作用面側とは反対側に位置し、
頭部の脱穀処理物との接触による磨滅を発生し難くできる。雌ネジ部材は、複数の連結ボ
ルトを装着するものだから、各連結ボルトに各別に装着するナットに比して大型になり、
雌ネジ部材が脱穀処理物と接触しても、雌ネジ部材の磨滅による劣化が生じにくい。従っ
て、締結に連結ボルトを採用するものでありながら、締結具の脱穀処理物との接触による
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劣化が発生しにくく、長期にわたって良好に連結できる。
【００３１】
　本発明において、前記送り部材は、前記送り作用部が前記連結部よりも処理物送り方向
下手側に位置するように構成されていると好適である。
【００３２】
　本構成によると、連結部を脱穀処理物が触れ難いように送り作用部によって覆わせるこ
とができ、脱穀処理物との接触による連結部の磨滅を回避し易い。
【００３３】
　本発明において、前記扱胴は、前記扱胴軸芯に沿う状態でかつ周方向に間隔をあけて並
ぶ状態で複数の棒状部材を備え、前記各棒状部材に複数の前記扱歯を支持してあり、　
　前記連結部は、前記差し込み部と、前記扱歯からの抜け外れを阻止して前記棒状部材に
固定するための固定部とを備え、
　前記固定部は、前記棒状部材における前記扱胴の径方向外方側の箇所から径方向内方側
の箇所にわたって設けられ、前記棒状部材の径方向内方側の箇所に係止して抜け外れを阻
止すると好適である。
【００３４】
　本構成によると、差し込み部を扱歯に差し込み装着した状態で、扱歯からの抜け外れが
阻止されるので、脱穀処理中において、送り部材に対して差し込み部が扱歯から抜け外れ
る方向に無理な力がかかることがあっても、送り部材が扱胴から外れることがなく、脱穀
処理物を処理方向終端側へ搬送する作用を長期にわたって良好に発揮させることができる
。扱胴は、複数の棒状部材に扱歯が支持されたバータイプの扱胴であるから、脱穀処理物
のボリュームが多い場合には、複数の棒状部材で囲まれる扱胴内部の領域に処理物を入れ
込むことができ、扱歯よりも径方向外方側箇所にて処理物が詰まりを起して脱穀処理が良
好に行えなくなるといった不利を回避し易い。そして、送り部材は、扱胴を構成する強固
な部材である棒状部材に固定されるので、安定的に支持することができ、脱穀処理物を処
理方向終端側へ搬送する作用を長期にわたって良好に発揮させることができる。
　本発明において、前記固定部は、前記棒状部材を挟み込んで固定する挟持式保持部を備
えていると好適である。
　本構成によると、挟持式保持部によって棒状部材を挟み込むことにより、送り部材を棒
状部材に固定するので、扱胴が回転駆動されても送り部材の固定状態が解除されるおそれ
が少ないものとなり、送り部材を確実に固定することができる。
【００３５】
　本発明において、前記扱胴の処理方向始端部に連結された掻込み部を備え、前記掻込み
部の外周面に支持され、脱穀処理物を処理方向終端側へ掻き込む螺旋羽根を備え、前記送
り部材のうち処理方向始端側に位置する部分は、前記螺旋羽根に支持されていると好適で
ある。
【００３６】
　本構成によると、螺旋羽根によって処理方向終端側に向けて掻き込まれた脱穀処理物が
送り部材にスムーズに受け渡しされ、送り部材によってさらに処理方向終端側に向けて送
り出されて扱胴に供給されるから、大ボリュームの脱穀処理物であっても、詰まらないよ
うに扱胴に円滑に供給できる。
【００３７】
　本発明において、前記送り部材は、前記送り部材の送り方向上手側端が前記螺旋羽根の
掻き込み方向下手側端よりも掻き込み方向上手側に位置するように構成されていると効果
的である。
【００３８】
　本構成によると、螺旋羽根の掻き込み方向下手側の端部と、送り部材の送り方向上手側
の端部とが重なり、螺旋羽根からの脱穀処理物を送り部材にスムーズに受け渡しさせられ
る。
【００３９】
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　本発明において、前記螺旋羽根と前記送り部材とを、前記螺旋羽根及び前記送り部材に
設けたボルト孔に装着された複数本の連結ボルトと、前記複数本の連結ボルトが各別に装
着された複数の雌ネジ孔を有した一つの雌ネジ部材とによって連結してあり、前記雌ネジ
部材が、前記螺旋羽根に対して前記螺旋羽根の掻き込み作用面の側に位置した状態で、前
記複数本の連結ボルトが、前記螺旋羽根に対して前記掻き込み作用面の側とは反対側から
締結されると好適である。
【００４０】
　本構成によると、連結ボルト及び雌ネジ部材による螺旋羽根と送り部材との締結を解除
するだけで操作簡単に、螺旋羽根と送り部材とを分離させることができ、磨滅した送り部
材を交換するなどの作業を行ない易い。
　また、連結ボルトの頭部が螺旋羽根の掻き込み作用面側とは反対側に位置し、頭部の脱
穀処理物との接触による磨滅を発生し難くできる。雌ネジ部材は、複数の連結ボルトを装
着するものだから、各連結ボルトに各別に装着するナットに比して大型になり、雌ネジ部
材が脱穀処理物と接触しても、雌ネジ部材の磨滅による劣化が生じにくい。従って、螺旋
羽根と送り部材とを操作簡単に分離させられるものでありながら、締結手段の脱穀処理物
との接触による劣化が発生しにくく、長期にわたって良好に連結できる。
【００４１】
　本発明において、前記螺旋羽根は、螺旋羽根本体と、前記螺旋羽根本体の側面に当て付
けられ、前記螺旋羽根の掻き込み作用面を形成する補強部材とを備え、前記送り部材のう
ち処理方向始端側に位置する部分は、前記螺旋羽根本体に前記補強部材と共に共締め連結
されていると好適である。
【００４２】
　本構成によると、螺旋羽根本体を耐摩耗性があまり良くない部材によって構成して螺旋
羽根全体としては安価に得ながら、掻き込み作用面を耐摩耗性が良い補強部材によって形
成して、螺旋羽根全体としては、脱穀処理物との接触による磨滅が発生し難いものにでき
る。そして、送り部材、螺旋羽根本体及び補強部材を共締めによって操作簡単に連結でき
る。
【００４３】
　本発明において、前記送り部材における送り作用部の背面側に補強リブを付設してある
と好適である。
【００４４】
　本構成によると、送り作用部の肉厚をあまり厚くせずに送り部材を安価に得ても、脱穀
処理物からの送り操作反力に耐える強度を補強リブによって具備させて、脱穀処理物の送
り操作を強固に行わせることができる。
【００４５】
【００４６】
【００４７】
【００４８】
【００４９】
【００５０】
　本発明において、前記扱胴の外周部に周方向に沿って延びる状態で受網を備え、前記送
り部材を前記受網に近接する状態で設けてあると好適である。
【００５１】
　本構成によると、扱胴の外周に備えられた扱歯と扱胴の外周部に備えられた受網との協
働によって脱穀処理物が揉み作用を受けて脱粒処理が促進される。又、送り部材は、受網
に近接する状態で設けられるので、処理方向終端側へ搬送作用だけでなく、送り部材と受
網との間においても脱穀処理物が揉み作用を受けることになって、脱粒作用をより一層促
進させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００５２】
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【図１】普通型のコンバインの全体を示す左側面図である。
【図２】脱穀装置を示す縦断左側面図である。
【図３】脱穀部を示す縦断背面図である。
【図４】脱穀部を示す縦断背面図である。
【図５】扱胴、受網を示す斜視図である。
【図６】展開状態の扱胴を示す平面図である。
【図７】掻込送り部を示す正面図である。
【図８】図７のＶＩＩＩ－ＶＩＩＩ断面矢視図である。
【図９】（ａ）は、第１の送り部材条の処理方向始端側の部分に位置する送り部材を示す
平面図、（ｂ）は、第１の送り部材条の処理方向始端側の部分に位置する送り部材を示す
背面図である。
【図１０】図９（ｂ）のＸ－Ｘ断面矢視図である。
【図１１】図９（ｂ）のＸＩ－ＸＩ断面矢視図である。
【図１２】（ａ）は、第２の送り部材条の処理方向始端側の部分に位置する送り部材を示
す平面図、（ｂ）は、第２の送り部材条の処理方向始端側の部分に位置する送り部材を示
す背面図である。
【図１３】図１２（ｂ）のＸＩＩＩ－ＸＩＩＩ断面矢視図である。
【図１４】図１２（ｂ）のＸＩＶ－ＸＩＶ断面矢視図である。
【図１５】（ａ）は、第１の送り部材条の処理方向始端側の部分に位置する送り部材、及
び第２の送り部材条の処理方向始端側の部分に位置する送り部材以外の送り部材を示す平
面図、（ｂ）は、第１の送り部材条の処理方向始端側の部分に位置する送り部材、及び第
２の送り部材条の処理方向始端側の部分に位置する送り部材以外の送り部材を示す背面図
である。
【図１６】図１５（ｂ）のＸＶＩ－ＸＶＩ断面矢視図である。
【図１７】図１５（ｂ）のＸＶＩＩ－ＸＶＩＩ断面矢視図である。
【図１８】送り部材の取付構造を示す斜視図である。
【図１９】受網を示す平面図である。
【図２０】分割受網を示す平面図である。
【図２１】旋回モード変更機構の操作部を示す側面図である。
【図２２】回転リールの掻込み部を示す正面図である。
【図２３】送風体を示す側面図である。
【図２４】回転刃の駆動構造を示す側面図である。
【図２５】別実施形態の送り部材の取付構造を示す分解斜視図である。
【図２６】別実施形態の送り部材の縦断側面図である。
【図２７】図２６のＸＸＶＩＩ－ＸＸＶＩＩ断面矢視図である。
【図２８】他の別実施形態の送り部材の取付構造を示す分解斜視図である。
【図２９】他の別実施形態の送り部材の縦断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００５３】
　以下、本発明を実施するための形態の一例として、本発明に係る脱穀装置を、コンバイ
ンの一例である普通型のコンバインに適用した実施形態を図面に基づいて説明する。
　図１に示すように、普通型のコンバインは、角パイプ材などの複数の鋼材を連結して車
体フレーム１が構成された自走車を備えている。車体フレーム１における前部の右側領域
に搭乗運転部２を形成してある。搭乗運転部２には、運転キャビン２ａを装備してある。
車体フレーム１の下部には、左右一対のクローラ式走行装置３を装備してある。車体フレ
ーム１における左側の前端部には、作業走行時に車体の前方に位置する水稲や麦あるいは
菜種などの作物の穀稈を刈り取って搬送する刈取搬送部４を、左右向きの昇降軸芯Ｐ１を
支点にした昇降揺動が可能な状態で連結してある。刈取搬送部４の昇降揺動は、車体フレ
ーム１とフィーダ１８とにわたって架設した油圧式の昇降シリンダ１９の伸縮作動で行う
。車体フレーム１の左半部には、刈取搬送部４が搬送する刈り取り後の穀稈を脱穀対象物
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として受け入れて脱穀処理し、脱穀処理後の処理物に選別処理を施す脱穀装置５を設けて
ある。車体フレーム１の右後部には、揚送装置６（図２参照）によって脱穀装置５から搬
送された単粒化穀粒を回収して貯留する穀粒タンク７を設けてある。穀粒タンク７には、
貯留された穀粒を搬出するスクリューコンベヤで成る搬出オーガ７ａを装備してある。
【００５４】
　図１に示すように、搭乗運転部２には、操縦レバー１００を設けてある。操縦レバー１
００を中立位置から車体左横方向及び車体右横方向に揺動操作することにより、左右のク
ローラ式走行装置３の駆動速度を相違させることができ、車体を左向きや右向きに走行さ
せる車体の操向操作をできるように構成してある。
【００５５】
　図１に示すように、車体の前部に、左右一対のクローラ式走行装置３にエンジンからの
駆動力を伝達する走行ミッションが内装された走行ミッションケース１０１を設けてある
。図２１に示すように、走行ミッションケース１０１には、旋回モード変更機構１０２を
内装してある。旋回モード変更機構１０２は、操縦レバー１００が車体左横方向及び車体
右横方向に揺動操作されることによって発生する左右のクローラ式走行装置３の駆動速度
差の大きさを変更し、操縦レバー１００の揺動操作による車体の操向操作が行われた際に
おける車体の旋回半径の大きさを変更するものである。
【００５６】
　図２１は、旋回モード変更機構１０２の操作部を示す側面図である。図２１に示すよう
に、旋回モード変更機構１０２は、走行ミッションケース１０１に支持された回転操作軸
１０２ａを備えている。回転操作軸１０２ａに揺動リンク１０３が一体回転するように装
着され、揺動リンク１０３には、リターンスプリング１０４及び操作ロッド１０５が連結
されている。旋回モード変更機構１０２は、操作ロッド１０５が押し引き操作されて揺動
リンク１０３が揺動操作されることにより、回転操作軸１０２ａが回転操作され、回転操
作軸１０２ａの操作位置に対応した形態の旋回モードを設定する。
【００５７】
　回転操作軸１０２ａが所定の操作位置に位置した状態における回転操作軸１０２ａの軸
芯を通る直線Ｘと、操作ロッド１０５の軸芯との交差角Ａを、操作ロッド１０５の操作力
が回転操作軸１０２ａに対して効率良く伝達されるように、９０度、又は９０度に近い角
度に設定してある。
【００５８】
　刈取搬送部４について説明する。
　刈取搬送部４は、車体の走行に伴って、その前部の左右両端に配備したデバイダ１４に
よって未刈り穀稈を収穫対象の穀稈と収穫対象外の穀稈とに梳き分ける。又、刈取搬送部
４の前部上方に配備した回転リール１５によって収穫対象穀稈の穂先側を後方に向けて掻
き込み、刈取搬送部４の底部に装備したバリカン型の刈取装置１６によって収穫対象穀稈
の株元側を切断して、収穫対象の穀稈を刈り取る。そして、刈取装置１６の後方に配備し
た横送オーガ１７によって刈取り穀稈を左右方向の所定箇所に寄せ集めて後方に送り出し
、その所定箇所から脱穀装置５にわたって架設されたフィーダ１８によって刈取り穀稈を
脱穀装置５に供給する。
【００５９】
　昇降シリンダ１９は、操縦レバー１００の前後方向への揺動操作に基づいて伸縮作動す
るように構成してある。つまり、操縦レバー１００を前後方向に揺動操作して昇降シリン
ダ１９を伸縮作動させることにより、未刈り穀稈に対する刈取装置１６の高さ位置を変更
する刈り高さ調節などを行なうことができる。
【００６０】
　回転リール１５について説明する。
　図１に示すように、回転リール１５の周方向での６箇所に、収穫対象穀稈の穂先側を後
方に掻き込み処理する掻込み部１５Ａが設けられている。
【００６１】
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　図２２は、回転リール１５の掻込み部１５Ａを示す正面図である。図２２に示すように
、掻込み部１５Ａは、回転リール１５の左右一対のリール本体１５Ｂに横架された車体横
向きのタイン支軸１１０を備えている。タイン支軸１１０には、タイン支軸１１０の軸芯
方向に所定間隔を空けて並んだ複数のタイン１１１を支持してある。全てのタイン１１１
の背後にわたって車体横向きの掻込みガイド杆１１２を位置させてある。
【００６２】
　丈が短い大豆など、豆類を収穫する際、タイン１１１だけで掻き込み処理しようとする
と、穀稈がタイン１１１から外れて刈残りが発生することがある。掻込みガイド杆１１２
は、掻き込み処理しようとする穀稈の抜け外れを抑制し、穀稈の掻き込み性能を向上して
刈残しを防止する。掻込みガイド杆１１２は、丸棒材によって構成してある。掻込みガイ
ド杆１１２は、縦断面形状が六角や四角形の棒部材、あるいはアングル材、あるいは管部
材によって構成してもよい。
【００６３】
　掻込みガイド杆１１２は、タイン支軸１１０の両端部から一体回転するように延出した
左右一対の支持アーム１１３に支持されている。タイン支軸１１０は、回転リール１５の
回転にかかわらず、タイン１１１が常に下向き姿勢になるように回転リール１５の回転に
連動させて回転操作される。従って、掻込みガイド杆１１２は、回転リール１５の回転に
かかわらず、タイン１１１の先端部の背後側近くに位置するように操作され、所定の掻き
込み処理を行なう。
【００６４】
　左右の支持アーム１１３に伸縮調節部１１３ａを備えてある。伸縮調節部１１３ａによ
って支持アーム１１３の長さ調節をすることにより、掻込みガイド杆１１２のタイン１１
１に対する位置をタイン１１１の長さ方向に変更できる。
【００６５】
　伸縮調節部１１３ａに替え、支持アーム１１３の長手方向に並ぶ複数の支持孔や支持フ
ックを支持アーム１１３に設け、複数の支持孔や支持フックに掻込みガイド杆１１２を付
け替えて、支持アーム１１３における掻込みガイド杆１１２の取付位置を変更する構成を
採用することにより、掻込みガイド杆１１２のタイン１１１にタインに対する位置変更を
可能にして実施してもよい。
【００６６】
　掻込みガイド杆１１２は、支持アーム１１３に脱着自在に支持し、不要時には取り外せ
るように構成してある。掻込みガイド杆１１２を支持アーム１１３と共にタイン支軸１１
０に対して着脱するように構成してもよい。
【００６７】
　脱穀装置５について説明する。
　図２は、脱穀装置５を示す縦断左側面図である。図１，２に示すように、脱穀装置５に
は、フィーダ１８が供給する刈取り穀稈を脱穀処理物として、この脱穀処理物に脱穀処理
を施す脱穀部５Ａ、脱穀処理後の処理物に選別処理を施す選別部５Ｂ、及び、選別処理後
の回収対象の処理物を回収する回収部５Ｃを備えてある。この脱穀装置５において、脱穀
部５Ａにおける脱穀処理方向及び選別部５Ｂにおける選別処理方向が車体の前後方向と一
致し、脱穀処理方向の上手側及び選別処理方向の上手側が車体の前側に位置するように設
定してある。
【００６８】
　図３，４は、脱穀部５Ａを示す縦断背面図である。図２，３，４に示すように、脱穀部
５Ａには、脱穀装置５の上部に形成した扱室２０を備えてある。扱室２０には、扱胴２１
を脱穀装置前後向きの扱胴軸芯Ｐ２まわりに、かつ、背面視左回り方向Ｆに回転駆動され
るように支持してある。扱胴２１の前端部に、螺旋羽根４０を備えた掻込送り部３７を連
設してある。扱室２０の前下部には、フィーダ１８が掻き上げ搬送した脱穀処理物の扱室
２０への供給を可能にする供給口２２を形成してある。扱室２０の後下部には、脱穀処理
後の排出対象の処理物の扱室２０からの排出を可能にする排塵口２３を形成してある。扱
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胴２１の周囲のうちの扱胴２１の下方の領域に前後方向視Ｕ字状の受網２７を配備してあ
る。扱室２０は、扱胴２１を支持する前支持板２４と後支持板２５、扱胴２１の上方に設
けた上部カバー２６、及び受網２７などによって区画形成してある。
【００６９】
　従って、脱穀部５Ａは、フィーダ１８によって供給口２２から扱室２０に供給された刈
取り穀稈の株元から穂先までの全体を、脱穀処理物として掻込送り部３７によって扱胴２
１と受網２７との間に送り込んで扱胴２１と受網２７とによって脱穀処理し、脱穀処理に
よって得た穀粒を受網２７から選別部５Ｂに漏下させ、脱穀処理によって発生した脱穀排
稈や切れワラなどを排塵口２３から排稈細断装置１０へ排出する。
【００７０】
　扱室２０を形成する上部カバー２６の内面側に、脱穀部５Ａの処理方向に並んだ複数の
送塵弁８３を設けてある。各送塵弁８３は、扱胴２１によって回動力が付与された脱穀処
理物が触れることにより、脱穀処理物を処理方向終端側へ移動するよう案内する。従って
、送塵弁８３は、脱穀処理物の排塵口２３からの排出を促進する。
【００７１】
　図２に示すように、選別部５Ｂには、受網２７の下方に設けた揺動選別装置２９を備え
てある。揺動選別装置２９には、後端部に備えた偏心カム式の駆動機構２８が作動するこ
とで前後方向に揺動する。又、揺動選別装置２９の前下方に唐箕３０ａを配備し、揺動選
別装置２９の前方に副唐箕３０ｂを配備してある。唐箕３０ａ及び副唐箕３０ｂは、左側
面視左回り方向に回転する送風体によって選別風を発生させる。揺動選別装置２９は、揺
動しながら受網２７からの処理物などを受け止め、受け止めた処理物を選別対象の処理物
として選別処理方向に移送しながら篩い選別し、かつ唐箕３０ａ及び副唐箕３０ｂからの
選別風によって風力選別する。
【００７２】
　回収部５Ｃでは、揺動選別装置２９の選別処理方向上手側の下方に１番回収部３１を形
成してある。又、揺動選別装置２９の選別処理方向下手側の下方に２番回収部３２を形成
してある。１番回収部３１は、側面視底窄まり形状に形成してあり、揺動選別装置２９の
選別処理方向上手側から流下した単粒化穀粒を１番物として底部に流下案内する。１番回
収部３１の底部には、１番物搬出用の１番スクリュー３３を左右向きに配備してある。１
番スクリュー３３は、１番回収部３１の底部に流下した１番物を、１番スクリュー３３の
右端部に連通接続した揚送装置６に搬送する。２番回収部３２は、側面視下窄まり形状に
形成してあり、揺動選別装置２９の選別処理方向下手側から流下した枝梗付き穀粒などを
２番物として底部に流下案内する。２番回収部３２の底部には、２番物搬出用の２番スク
リュー３４を左右向きに配備してある。２番スクリュー３４は、２番回収部３２の底部に
流下した２番物を、２番スクリュー３４の右端部に連通接続した２番還元装置３５に供給
する。２番還元装置３５は、２番スクリュー３４からの２番物を揚送して揺動選別装置２
９に還元する。
【００７３】
　副唐箕３０ｂについて説明する。
　図２に示すように、副唐箕３０ｂは、横断流ファンによって構成してある。副唐箕３０
ｂは、脱穀装置５の前端部に設けられた送風ケース１１５を備えている。送風ケース１１
５の内部には、送風体１１７を回転支軸１１６（図２３参照）の車体横向き軸芯を回転軸
芯Ｙとして回転方向Ｂに回転駆動されるように設けてある。送風ケース１１５には、脱穀
装置５の横側壁に形成された吸気口、及び脱穀装置５の内部に形成され、脱穀装置５の後
方向きに開口した送風口１１５ａを備えてある。
【００７４】
　図２３は、送風体１１７を示す側面図である。図２，２３に示すように、送風体１１７
は、回転支軸１１６と、回転支軸１１６の軸芯方向での複数個所に一体回転するように取
り付けられた支持体１１８とを備えている。複数の支持体１１８の回転方向での４箇所に
おいて、複数の支持体１１８にわたって板状の送風羽根１１９を装着してある。各送風羽
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根１１９の送風面１１９ａを、回転軸芯Ｙの方向視での形状が送風羽根１１９の背面側に
凹入した湾曲面となるように構成してある。従って、送風口１１５ａから吐出される選別
風の送風口横幅方向（回転軸芯Ｙの方向）での風速分布が均等に近い風速分布になる。
【００７５】
　排稈細断装置１０について説明する。
　図２に示すように、排稈細断装置１０は、脱穀装置５の機体後部に支持され、排塵口２
３に内部が連通した細断ケース１２０を備えている。細断ケース１２０の内部に、回転刃
１２１を車体横向きの回転軸芯Ｚまわりに回転方向Ｃに回転駆動されるように支持し、か
つ、固定刃１２２を固定してある。
【００７６】
　図２４は、回転刃１２１の駆動構造を示す側面図である。図２４に示すように、回転刃
１２１の前方に駆動プーリ１２３を回転駆動されるように設け、駆動プーリ１２３と、回
転刃１２１の回転支軸１２１ａに一体回転するように支持された入力プーリ１２４とにわ
たり、伝動ベルト１２５を巻回してある。伝動ベルト１２５は、テンションアーム１２６
に支持されたテンション輪体１２６ａによる押圧作用によって伝動用の緊張状態に張り操
作されるようになっている。テンションアーム１２６は、伝動ベルト１２５を緊張状態に
張り操作する作用位置でのテンション輪体１２６ａと、駆動プーリ１２３との間に配備さ
れた支軸１２７を支点軸として揺動するように支軸１２７に支持してある。
　従って、テンション輪体１２６ａが伝動ベルト１２５から受ける操作反力にかかわらず
、テンション輪体１２６ａと伝動ベルト１２５との間にこじれが発生し難く、こじれに起
因する伝動ベルト１２５の損傷が発生しにくい。
【００７７】
　掻込送り部３７について説明する。
　図７は、掻込送り部３７を示す正面図である。図２，５，７に示すように、掻込送り部
３７には、扱胴２１の処理方向始端部に連結された掻込み部３９を備えてある。掻込み部
３９の外周面に２つの螺旋羽根４０を支持してある。２つの螺旋羽根４０は、掻込み部３
９の周方向に間隔を空けて並んだ２重螺旋状に構成してある。２つの螺旋羽根４０それぞ
れの掻込み方向下手側端部に、扱胴２１に備えられた複数の送り部材５７のうち、扱胴２
１の処理方向始端部に位置する送り部材５７ａ，５７ｂの送り方向上手側端部を接続して
ある。
【００７８】
　従って、掻込み部３９が扱胴２１と一体に回転駆動され、２つの螺旋羽根４０が掻込み
方向に回転する。これにより、掻込送り部３７は、フィーダ１８によって供給口２２から
扱室２０に送り込まれた刈取り穀稈の株元から穂先までの全体を、脱穀処理物として、回
転する２つの螺旋羽根４０によって案内底板４９（図２参照）に沿わせて扱胴２１に向け
て掻き込む。さらに、螺旋羽根４０からの脱穀処理物を、送り部材５７ａ，５７ｂによっ
て扱胴２１と受網２７との間の扱き処理空間Ｓ１に送り込む。
【００７９】
　掻込み部３９は、円錐台状に形成された掻込み胴体によって構成してある。掻込み胴体
の長径側の後端部は、扱胴２１を構成する前壁部材５１に連結され、前壁部材５１を介し
て扱胴支軸５０に一体回転するように連結されている。掻込み胴体の短径側の前端部は、
扱胴支軸５０に一体回転するように連結されている。
【００８０】
　２つの螺旋羽根４０それぞれは、掻込み部３９の外周面に立設された螺旋羽根本体４３
を備えている。螺旋羽根本体４３の掻き込み方向上手側端部に、螺旋羽根４０の掻込み始
端部４１を構成する板部材を連結してある。螺旋羽根本体４３の側面に、螺旋羽根４０の
掻込み作用面４４を形成するライナーとしての補強部材４５を取り付けてある。補強部材
４５は、螺旋羽根本体４３よりも優れた耐摩耗性を備え、螺旋羽根本体４３よりも磨滅し
にくい掻込み作用面４４を形成している。螺旋羽根本体４３の掻込み作用面４４の側とは
反対側の側面と掻込み部３９の外周面とにわたり、螺旋羽根４０の支持強度を高める支持
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体４３ａを取り付けてある。支持体４３ａは、掻込み部３９の半径方向に沿った帯板によ
って構成してある。
【００８１】
　図７，８に示すように、掻込み始端部４１を構成する板部材は、螺旋羽根本体４３の掻
き込み方向上手側端部と、掻込み部３９の外周面とにわたって連結してある。図８に示す
ように、掻込み始端部４１を構成する板部材と螺旋羽根本体４３とは、板部材を掻込み作
用面４４に当て付けた状態で、２本の連結ボルト４６と、一つの雌ネジ部材４８とによる
締結によって連結してある。
【００８２】
　一つの雌ネジ部材４８は、２つの雌ネジ孔４８ａを備えた状態で、螺旋羽根４０の掻込
み作用面４４が位置する側に配置してある。螺旋羽根本体４３、補強部材４５、及び、掻
込み作用面４４を形成する板部材にはネジ山が無いボルト孔を設けてある。２つの連結ボ
ルト４６は、螺旋羽根４０に対して掻込み作用面４４の側とは反対側から螺旋羽根本体４
３、補強部材４５及び板部材のボルト孔に装着し、一つの雌ネジ部材４８の雌ネジ孔４８
ａに装着して雌ネジ部材４８に締結してある。従って、２つの連結ボルト４６それぞれの
頭部４６ａは、螺旋羽根４０の背後側に位置し、脱穀処理物に接触し難くい。雌ネジ部材
４８は、連結ボルト４６の軸芯に沿う方向視での形状が小判形となるように構成してある
。雌ネジ部材４８は、螺旋羽根４０の掻込み作用面４４の側に位置して脱穀処理物に接触
し易いが、２つの連結ボルト４６に各別に装着するナットに比して大きな形状を備えるの
で磨滅し難い。
【００８３】
　掻込み始端部４１を形成する板部材と、掻込み部３９の外周面とは、溶接によって連結
してある。掻込み始端部４１を形成する板部材の扱胴軸芯Ｐ２に沿う方向視での形状を、
螺旋羽根本体４３から掻込み方向上手側に離れるほど、掻込み部３９の外周面からの突出
高さが低くなる形状に形成してあり、螺旋羽根４０の掻込み始端部４１の外周縁の扱胴軸
芯Ｐ２に沿う方向視での形状が、掻込み始端側ほど掻込み部３９の外周面に近づく傾斜形
状になっている。従って、フィーダ１８からの脱穀処理物は、螺旋羽根４０の掻込み始端
部４１に引っ掛からずに螺旋羽根４０による掻き込みを受け、送り部材５７ａ，５７ｂに
スムーズに案内される。
【００８４】
　扱胴２１について説明する。
　図２，３，４に示すように、扱胴２１は、脱穀部５Ａの処理方向での扱胴軸芯Ｐ２まわ
りに回転駆動されるように扱室２０に支持される扱胴支軸５０、及び、扱胴支軸５０に支
持され、扱胴支軸５０によって回転駆動される扱胴本体５０Ａを備えている。扱胴２１の
外周面としての扱胴本体５０Ａの外周面に、複数の扱歯５５を扱胴軸芯Ｐ２に沿う方向に
間隔を空けて並ぶ状態で、かつ扱胴２１の周方向に間隔を空けて並ぶ状態で設けてある。
各扱歯５５は、扱胴本体５０Ａの外周面から扱胴径方向外側に向けて突出している。
【００８５】
　扱胴本体５０Ａの扱歯５５が存在する領域に、脱穀処理物を脱穀部５Ａの処理方向終端
側（車体後方側）に送る複数の送り部材５７を設けてある。各送り部材５７は、板状の送
り作用部５８（図９，１２，１５参照）を備え、送り作用部５８が扱胴軸芯Ｐ２に沿う方
向に対して傾斜すると共に扱胴本体５０Ａの外周面から扱胴径方向外側に向けて突出する
状態で支持されている。
【００８６】
　図６は、展開状態の扱胴を示す平面図である。図５，６に示すように、複数の送り部材
５７のうちの半数、又はほぼ半数の送り部材５７は、扱胴２１の処理方向始端部から処理
方向終端部に亘る螺旋状の第１の送り部材条Ｊ１を形成するように、扱胴軸芯Ｐ２まわり
に螺旋状に配備してある。
【００８７】
　複数の送り部材５７のうちの残りの半数、又はほぼ半数の送り部材５７は、扱胴２１の
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処理方向始端部から処理方向終端部に亘る螺旋状の第２の送り部材条Ｊ２を形成するよう
に、扱胴軸芯Ｐ２まわりに螺旋状に配備してある。第１の送り部材条Ｊ１と第２の送り部
材条Ｊ２とは、扱胴２１の軸芯方向に所定間隔を空けて並んでいる。
【００８８】
　第１の送り部材条Ｊ１及び第２の送り部材条Ｊ２において、送り部材５７を間欠的に並
べ、隣り合う一対の送り部材５７どうしの間に、短い切れワラなど小サイズの脱穀処理物
の流動が可能となる間隙Ｄを形成してある。第１の送り部材条Ｊ１及び第２の送り部材条
Ｊ２の送り部材５７の配列は、扱胴軸芯Ｐ２に沿う方向視において、一方の送り部材条Ｊ
１，Ｊ２における送り部材５７どうしの間隙Ｄに、他方の送り部材条Ｊ２，Ｊ１における
送り部材５７が位置する配列にしてあり、間隙Ｄの処理方向での上手側及び下手側に送り
部材５７が存在する。従って、第１及び第２の送り部材条Ｊ１，Ｊ２の間隙Ｄが扱胴軸芯
Ｐ２の方向に並ぶ場合、長いサイズの脱穀処理物が複数の間隙Ｄにわたって位置して送り
部材５７に引っ掛かる事態が生じ易いが、このトラブルが生じ難い。
【００８９】
　図３，５に示すように、第１の送り部材条Ｊ１を形成する送り部材５７のうち、第１の
送り部材条Ｊ１の処理方向始端側の部分に位置する送り部材５７ａにおける送り作用部５
８の送り方向上手側は、掻込送り部３７における２つの螺旋羽根４０のうちの一方の螺旋
羽根４０に接続してある。第２の送り部材条Ｊ２を形成する送り部材５７のうち、第２の
送り部材条Ｊ２の処理方向始端側の部分に位置する送り部材５７ｂにおける送り作用部５
８の送り方向上手側は、掻込送り部３７における２つの螺旋羽根４０のうちの他方方の螺
旋羽根４０に接続してある。
【００９０】
　図２～５に示すように、扱胴本体５０Ａは、扱胴支軸５０の方向に沿った状態で、かつ
扱胴支軸５０の周方向に間隔を空けて並んだ状態で扱胴支軸５０に支持された６本の支持
バー５４（棒状部材の一例）を備えている。各支持バー５４には、複数の棒状の扱歯５５
を扱胴支軸５０の方向に間隔を空けた状態で、かつ扱歯５５が支持バー５４から扱胴径方
向外側に向けて突出する状態で支持してある。扱胴支軸５０の処理方向始端部に円盤状の
前壁部材５１を一体回転するように設け、扱胴支軸５０の処理方向中間部に円盤状の中壁
部材５２を一体回転するように設け、扱胴支軸５０の処理方向終端部に円盤状の後壁部材
５３を一体回転するように設けてある。各支持バー５４は、前壁部材５１、中壁部材５２
及び後壁部材５３の外周部にわたって支持することにより、扱胴支軸５０に一体回転する
ように支持されている。６本の支持バー５４に外接する円筒面が扱胴本体５０Ａの外周面
になっている。
【００９１】
　各支持バー５４における扱胴軸芯方向での扱歯５５の配列ピッチを同じに設定してある
。扱胴周方向において隣り合う一対の支持バー５４を前後向きが逆になる状態で前壁部材
５１、中壁部材５２及び後壁部材５３に支持し、扱胴周方向において、隣り合う一対の支
持バー５４の一方の支持バー５４における扱歯どうしの間隙に、他方の支持バー５４にお
ける扱歯５５が位置するように構成してある。各支持バー５４の脱着を可能に構成し、扱
歯５５に磨滅が発生した際、支持バー５４の前後向きを入れ替えることができるようにし
てある。
【００９２】
　支持バー５４は、丸パイプ鋼材によって構成してある。支持バー５４には、丸パイプ鋼
材の他、丸鋼材、角棒鋼材、角パイプ鋼材などの各種の棒状の部材を採用することができ
る。アングル材やチャンネル材も採用可能である。各扱歯５５は、丸鋼材によって構成し
てある。扱歯５５には、丸鋼材の他、角棒鋼材、丸パイプ材、各パイプ材など各種の棒状
の部材を採用することができる。
【００９３】
　扱胴２１は、支持バー５４どうしの間を介して扱室２０に連通する内部空間Ｓ２を内部
に形成した籠状に構成し、かつ、扱胴２１の外周面から扱胴径方向外側に向けて突出する
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複数の扱歯５５を扱胴２１の周方向及び処理方向に間隔を空けて整列した状態で備えるよ
うに構成し、いわゆるバー形の扱胴に構成してある。
【００９４】
　従って、扱胴２１は、処理方向の扱胴軸芯Ｐ２を支点にして背面視左回り方向Ｆに回転
することにより、掻込み部３９からの脱穀処理物を、二つの螺旋羽根４０に接続している
送り部材５７ａ，５７ｂによって脱穀部５Ａの処理方向始端部における扱胴２１と受網２
７との間に導入する。扱胴２１は、受網２７との間の扱き処理空間Ｓ１に位置する脱穀処
理物に支持バー５４及び扱歯５５による打撃や扱歯５５の梳き込みなどによる脱穀処理を
施し、この脱穀処理で得た処理物の内部空間Ｓ２への入り込みを許容し、扱き処理空間Ｓ
１の処理物と内部空間Ｓ２の処理物とを撹拌しながら、これらの処理物に支持バー５４及
び扱歯５５の打撃や扱歯５５の梳き込みなどによる脱穀処理を施す。扱胴２１は、扱胴軸
芯Ｐ２まわりに扱胴２１と共に回転する第１の送り部材条Ｊ１及び第２の送り部材条Ｊ２
の送り部材５７によって脱穀処理物を扱胴２１の回転方向と同じ回転方向に回動させなが
ら、脱穀処理物に処理方向終端側への移動力を付与し、脱穀処理物の処理方向終端側への
移動及び脱穀処理後の処理物の排塵口２３からの排出を促進させながら脱穀処理を施す。
【００９５】
　送り部材５７について説明する。
　図９（ａ）は、送り部材５７のうち、第１の送り部材条Ｊ１の処理方向始端側の部分に
位置する送り部材５７ａを示す平面図である。図９（ｂ）は、第１の送り部材条Ｊ１の処
理方向始端側の部分に位置する送り部材５７ａを示す背面図である。
【００９６】
　図１２（ａ）は、送り部材５７のうち、第２の送り部材条Ｊ２の処理方向始端側の部分
に位置する送り部材５７ｂを示す平面図である。図１２（ｂ）は、第２の送り部材条Ｊ２
の処理方向始端側の部分に位置する送り部材５７ｂを示す背面図である。
【００９７】
　図１５（ａ）は、第１の送り部材条Ｊ１の処理方向始端側の部分に位置する送り部材５
７ａ、及び第２の送り部材条Ｊ２の処理方向始端側の部分に位置する送り部材５７ｂ以外
の送り部材５７を示す平面図である。図１５（ｂ）は、第１の送り部材条Ｊ１の処理方向
始端側の部分に位置する送り部材５７ａ、及び第２の送り部材条Ｊ２の処理方向始端側の
部分に位置する送り部材５７ｂ以外の送り部材５７を示す背面図である。
【００９８】
　図９，１２，１５に示すように、各送り部材５７，５７ａ，５７ｂは、板状の送り作用
部５８を備えている。送り作用部５８の送り方向上手側及び送り方向下手側に連結部６０
，６５，７５を備えてある。送り作用部５８の送り作用面５８ａが位置する側と反対側で
ある背面側に、送り作用部５８の長手方向に長い板状の補強リブ８１を付設してある。送
り部材５７ａは、送り作用部５８が送り方向下手側の連結部６５，７５よりも処理物送り
方向下手側に位置し、連結部６５，７５を送り作用部５８によって処理物が接触しにくい
ようにカバーするよう構成してある。
【００９９】
　図３，５に示すように、第１の送り部材条Ｊ１の処理方向始端側の部分に位置する送り
部材５７ａ、及び第２の送り部材条Ｊ２の処理方向始端側の部分に位置する送り部材５７
ｂは、送り方向上手側の連結部６０によって螺旋羽根４０に支持し、送り方向下手側の連
結部６５によって扱歯５５に支持するように構成してある。
【０１００】
　図１０，１３，１８に示すように、送り部材５７ａ及び送り部材５７ｂの送り方向上手
側の連結部６０は、送り作用部５８に設けた二つのネジ山が無いボルト孔６１を備え、二
本の連結ボルト６２と一つの雌ネジ部材６３とによって送り作用部５８を螺旋羽根４０に
締結し、これによって送り部材５７ａの送り方向上手側端部を螺旋羽根４０に支持するよ
うに構成してある。
【０１０１】
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　すなわち、送り方向上手側の連結部６０は、送り作用部５８を螺旋羽根４０の掻き込み
方向下手側端部における背面側に当て付け、送り作用部５８の二つのボルト孔６１、及び
、螺旋羽根４０に設けた二つのネジ山が無いボルト孔それぞれに、連結ボルト６２を螺旋
羽根４０に対して螺旋羽根４０の掻込み作用面４４が位置する側とは反対側から装着し、
この二本の連結ボルト６２を、螺旋羽根４０の掻き込み作用面側に位置させた一つの雌ネ
ジ部材６３が有する二つの雌ネジ孔６３ａに装着して締め付けることにより、送り作用部
５８を螺旋羽根４０に締結する。
【０１０２】
　従って、連結ボルト６２の頭部６２ａは、送り部材５７ａ，５７ｂ及び螺旋羽根４０の
背面側に位置し、脱穀処理物に触れにくい。雌ネジ部材６３の連結ボルト６２の軸芯方向
での面積が各連結ボルト６２に装着されるナットに比して広いものとなる。これにより、
雌ネジ部材６３は、脱穀処理物に接触し易いが、連結ボルト６２よりも磨滅し難い。
【０１０３】
　送り方向上手側の連結部６０は、送り作用部５８の送り方向上手側端５８ｔが螺旋羽根
４０の掻き込み方向下手側端４０ｔよりも掻き込み方向上手側に位置する状態で送り作用
部５８を螺旋羽根４０に締結する。送り方向上手側の連結部６０は、送り作用部５８を螺
旋羽根本体４３に補強部材４５と共に共締め連結する。
【０１０４】
　図１１，１４，１８に示すように、送り部材５７ａ及び送り部材５７ｂの送り方向下手
側の連結部６５は、送り作用部５８の背面側に設けた筒体によって構成してあり、扱歯５
５に扱胴径方向外側から差し込むことにより、扱歯５５に連結でき、送り作用部５８の送
り方向下手側を扱歯５５に連結する。すなわち、送り部材５７ａ及び送り部材５７ｂの送
り方向下手側の連結部６５は、送り部材５７ａの送り方向下手側端部を扱歯５５に支持す
る。
【０１０５】
　図９，１１，１２，１４に示すように、送り方向下手側の連結部６５は、二つのネジ山
が無いボルト孔６７ａを有した取付部６７を備え、二本の連結ボルト６９などを備えた締
結具６８によって送り作用部５８に取り付けるように構成してある。
【０１０６】
　すなわち、図１１，１４に示すように、締結具６８は、二本の連結ボルト６９を備える
他、一つの雌ネジ部材７０を備えている。取付部６７を送り作用部５８の背面側に位置さ
せ、この取付部６７の二つのボルト孔６７ａ、及び、送り作用部５８に設けた二つのネジ
山が無いボルト孔５８ｂそれぞれに、連結ボルト６９を送り作用部５８に対して送り作用
部５８の送り作用面５８ａが位置する側とは反対側から装着する。このように装着した二
本の連結ボルト６９を、送り作用部５８の送り作用面側に位置させた一つの雌ネジ部材７
０が有する二つの雌ネジ孔７０ａに装着して締め付けることによって、取付部６７を送り
作用部５８に締結し、これによって送り方向下手側の連結部６５を送り作用部５８に取り
付ける。
【０１０７】
　図３，５に示すように、送り部材５７ａ及び送り部材５７ｂ以外の送り部材５７は、送
り方向上手側の連結部７５、及び送り方向下手側の連結部７５によって扱歯５５に支持す
るように構成してある。
【０１０８】
　図１５，１６，１８に示すように、送り部材５７ａ及び送り部材５７ｂ以外の送り部材
５７の送り方向上手側の連結部７５は、送り作用部５８の背面側に設けた筒体によって構
成してあり、扱歯５５に扱胴径方向外側から差し込むことにより、扱歯５５に連結でき、
送り作用部５８を扱歯５５に連結する。すなわち、送り部材５７の送り方向上手側の連結
部７５は、送り部材５７の送り方向上手側端部を扱歯５５に支持する。
【０１０９】
　送り部材５７ａ及び送り部材５７ｂ以外の送り部材５７の送り方向下手側の連結部７５
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は、送り作用部５８の背面側に設けた筒体によって構成してあり、扱歯５５に扱胴径方向
外側から差し込むことにより、扱歯５５に連結でき、送り作用部５８を扱歯５５に連結す
る。すなわち、送り部材５７の送り方向下手側の連結部７５は、送り部材５７の送り方向
下手側端部を扱歯５５に支持する。
【０１１０】
　図１６，１７に示すように、送り部材５７の送り方向上手側の連結部７５、及び送り方
向下手側の連結部７５は、送り部材５７ａ及び送り部材５７ｂの送り方向下手側の連結部
６５を送り作用部５８に取り付ける取付構造と同じ構成を備えた取付構造によって送り作
用部５８に取り付けるように構成してある。
【０１１１】
　すなわち、送り方向上手側の連結部７５及び送り方向下手側の連結部７５を送り作用部
５８に取り付ける取付構造は、連結部７５に設けた取付部７７を二本の連結ボルト７９な
どを有した締結具７８によって送り作用部５８に取り付けるように構成してある。
【０１１２】
　つまり、締結具７８は、二本の連結ボルト７９を備える他、一つの雌ネジ部材８０を備
えている。取付部７７を送り作用部５８の背面側に位置させ、この取付部７７に設けた二
つのネジ山が無いボルト孔７７ａ、及び、送り作用部５８に設けた二つのネジ山が無いボ
ルト孔５８ｂそれぞれに、連結ボルト７９を送り作用部５８に対して送り作用部５８の送
り作用面５８ａが位置する側とは反対側から装着する。このように装着した二本の連結ボ
ルト７９を、送り作用部５８の送り作用面側に位置させた雌ネジ部材８０が有する二つの
雌ネジ孔８０ａに装着して締め付けることによって、取付部７７を送り作用部５８に締結
する。
【０１１３】
　前記連結ボルト４６、前記連結ボルト６２、前記連結ボルト６９及び前記連結ボルト７
９は、頭部４６ａ，６２ａ，７９ａに六角レンチ装着用の六角穴が備えられた六角穴付き
ボルトによって構成してある。従って、頭部４６ａ，６２ａ，７９ａの外周部に磨滅が生
じても、六角レンチによって回転操作できる。前記連結ボルト４６、前記連結ボルト６２
、前記連結ボルト６９及び前記連結ボルト７９としては、六角穴付きボルトに替えて、六
角ボルトを採用してもよい。
【０１１４】
　前記連結部６５を送り作用部５８に連結するための取付部６７のボルト孔６７ａ、及び
送り作用部５８のボルト孔５８ｂの少なくとも一方は、連結ボルト６９の径方向でのずれ
動きを許容する大径形式あるいは長孔形式のルーズ孔に形成して、送り作用部５８に対す
る連結部６５の位置調節を可能にする調節手段を構成し、連結部６５を扱歯５５に差し込
む際の連結部６５の扱歯５５に対する位置調節を調節手段によって容易にする。連結部７
５においても同様に構成してある。すなわち、連結部７５を送り作用部５８に連結するた
めの取付部７７のボルト孔７７ａ、及び送り作用部５８のボルト孔５８ｂの少なくとも一
方を、大径形式あるいは長孔形式のルーズ孔に形成し、連結部７５を扱歯５５に差し込む
際の連結部７５の扱歯５５に対する位置調節を容易にできるように構成してある。
【０１１５】
　受網２７について説明する。
　図２～５に示すように、受網２７は、扱胴２１の周方向に沿うように扱胴軸芯Ｐ２に沿
う方向視で円弧形状に形成され、扱胴軸芯Ｐ２に沿う方向に所定間隔を空けて並べられた
複数本の縦桟８５と、扱胴軸芯Ｐ２に沿う方向の直線形状に形成され、縦桟８５と交差す
る状態で扱胴周方向に所定間隔を空けて並べられた複数本の横桟８６とを備えている。
【０１１６】
　複数の縦桟８５のうち、受網２７の扱胴軸芯Ｐ２に沿う方向での両端部に位置する縦桟
８５ａ、及び受網２７の扱胴軸芯Ｐ２に沿う方向での中間部位に位置する縦桟８５ｂは、
受網フレームの機能を備えるように帯板部材によって構成し、縦桟８５のうちの縦桟８５
ａ及び縦桟８５ｂ以外の縦桟は、丸棒材によって構成してある。横桟８６は、帯板部材に
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よって構成してある。
【０１１７】
　受網２７は、縦桟８５の扱胴周方向での両端に連結された端受網フレーム８８を備え、
この端受網フレーム８８で脱穀機体に支持されている。端受網フレーム８８は、縦桟８５
が連結する縦辺部と、縦辺部のうちの縦桟８５が連結している側と反対側の端部に連なり
、脱穀機体に支持される横桟部とを備えている。受網２７は、受網２７の扱胴周方向での
中間部に扱胴軸芯Ｐ２に平行又はほぼ平行に位置する中受網フレーム８７を備えている。
【０１１８】
　図２，４，５，１９に示すように、受網２７の扱胴側の面に送り部材９１を備えてある
。送り部材９１は、扱胴周方向に対して傾斜する状態で設けられ、扱胴２１によって回動
力が付与されて受網２７に沿って回動する脱穀処理物に案内作用することによって、脱穀
処理物を処理方向終端側へ送り、脱穀処理物の排塵口２３からの排出を促進する。
【０１１９】
　送り部材９１について詳述する。
　送り部材９１は、受網２７の縦桟８５及び横桟８６よりも扱胴側に突出し、かつ、扱胴
２１の扱歯５５の先端での回転軌跡Ｔ（図３，４参照）よりも受網側に位置している。ま
た、送り部材９１は、受網２７の扱胴周方向での一端側から他端側に亘っている。
【０１２０】
　送り部材９１は、扱胴２１の回転方向とは逆回転方向巻きで脱穀部５Ａの処理方向終端
側に向かう螺旋形状となるように、螺旋状に屈曲成形した棒材によって構成してある。送
り部材９１は、断面形状が矩形となるように、角棒材によって構成してある。
【０１２１】
　図１９に示すように、受網２７は、４つの分割受網２７Ａを扱胴周方向に沿った縦接合
面Ｒ１と、扱胴軸芯Ｐ２に平行又はほぼ平行に位置し、かつ縦接合面Ｒ１に交差した横接
合面Ｒ２とで分離可能に接合させることによって構成してある。縦接合面Ｒ１は、端受網
フレーム８８を扱胴軸芯Ｐ２に沿う方向に分割した分割フレーム、及び中受網フレーム８
７を扱胴軸芯Ｐ２に沿う方向に分割した分割フレームそれぞれの接合面などによって形成
してある。横接合面Ｒ２は、中受網フレーム８７を扱胴周方向に分割した分割フレームの
接合面によって形成してある。扱胴周方向に並ぶ一対の分割受網２７Ａは、一方の分割受
網２７Ａが備える中受網フレーム８７の分割フレームに設けた連結ピン８７ａ（図３，４
参照）が他方の分割受網２７Ａが備える中受網フレーム８７の分割フレームに設けたピン
孔に入り込むことによって、所定の連結状態になるように構成してある。
【０１２２】
　従って、受網２７は、縦接合面Ｒ１を縦分割面として扱胴軸芯Ｐ２に沿う方向に二つの
分割受網に分割し、横接合面Ｒ２を横分割面として扱胴周方向に二つの分割受網に分割す
ることにより、四つの分割受網２７Ａに分割できる。
【０１２３】
　四つの分割受網２７Ａそれぞれの配置を入れ替えても、四つの分割受網２７Ａが所定ど
おりの受網２７を形成する状態に、各分割受網２７Ａを構成してある。
　ただし、四つの分割受網２７Ａそれぞれの配置を入れ替えるに当たり、左右の配置を入
れ替えずに前後の配置だけを入れ替える場合、分割受網２７Ａの左右向き及び前後向きを
変更せずにそのままにする。左右の配置を入れ替える場合、分割受網２７Ａの左右向き及
び前後向きを変更する。
【０１２４】
　図２０は、分割受網２７Ａを示す平面図である。図１９，２０に示すように、送り部材
９１は、四つの分割受網２７Ａに各別に支持された分割送り部材９１Ａを備えている。
　従って、受網２７に備えてある送り部材９１は、受網２７を四つの分割受網２７Ａに分
割することにより、扱胴軸芯Ｐ２の方向に二つの分割送り部材９１Ａに分割でき、かつ、
扱胴周方向に二つの分割送り部材９１Ａに分割できる。すなわち、送り部材９１は、四つ
の分割送り部材９１Ａに分割できる。そして、四つの分割送り部材９１Ａのうち、受網２
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７の右前側の領域に位置する分割受網２７Ａに支持された分割送り部材９１Ａ、及び、受
網２７の左後側の領域に位置する分割受網２７Ａに支持された分割送り部材９１Ａは、受
網２７の扱胴周方向での一端と中間部とに亘っている。四つの分割送り部材９１Ａのうち
、受網２７の左前側の領域に位置する分割受網２７Ａに支持された分割送り部材９１Ａと
、受網２７の右後側の領域に位置する分割受網２７Ａに支持された分割送り部材９１Ａと
が互いに連なり、互いに連なった二つの分割送り部材９１Ａは、受網２７の扱胴周方向で
の一端から他端に亘って位置する。
【０１２５】
　四つの分割受網２７Ａそれぞれの配置を入れ替えて、受網２７の左前側の領域及び右後
側の領域に位置する二つの分割受網２７Ａが入れ替わっても、受網２７の左前側の領域及
び右後側の領域に位置した新たな二つの分割受網２７Ａに支持される分割送り部材９１Ａ
が互いに連なり、この二つの分割送り部材９１Ａは、受網２７の扱胴周方向での一端から
他端に亘って位置する。
【０１２６】
　従って、受網２７の右前側及び左前側の領域に位置する分割受網２７Ａに支持される分
割送り部材９１Ａに脱穀処理物との接触による磨滅が発生しやすいが、このように分割送
り部材９１Ａに磨滅が発生した際、磨滅した分割送り部材９１Ａを支持する分割受網２７
Ａだけを交換することにより、磨滅した分割送り部材９１Ａを新たな分割送り部材９１Ａ
に交換することができる。また、磨滅した分割送り部材９１Ａを支持する分割受網２７Ａ
と、この分割受網２７Ａと異なる箇所に配置してある分割受網２７Ａとを入れ替えること
により、磨滅した分割送り部材９１Ａを別の分割送り部材９１Ａと交換することができる
。
【０１２７】
〔別実施例〕〔１〕上記した実施例では、送り部材５７における連結部７５が、筒体によ
って構成されて、扱歯５５に扱胴径方向外側から差し込むことにより、扱歯５５に連結す
る構成としたが、このような構成に代えて、送り部材５７が、扱胴２１を構成する棒状部
材としての支持バー５４に固定するための固定部Ｋを備える構成としてもよい。
【０１２８】
　例えば、処理方向始端側の部分に位置する送り部材５７ａ，５７ｂ以外の送り部材５７
における送り方向上手側の連結部７５及び送り方向下手側の連結部７５のうちの少なくと
も送り方向上手側の連結部７５を次の（ａ）、（ｂ）、（ｃ）のように構成する。送り方
向上手側の連結部７５だけでなく、送り方向下手側の連結部７５も共にこのように構成し
てもよい。
【０１２９】
　（ａ）送り部材５７における連結部７５が、扱歯５５に対して差し込み装着される差し
込み部９２と、扱歯５５からの抜け外れを阻止する抜止め部９３とを備える構成。
【０１３０】
　すなわち、図２５～２７に示すように、連結部７５が、扱歯５５に対して外嵌される状
態で差し込み装着される筒状の差し込み部９２と、差し込み部９２に一体連結され且つ支
持バー５４を跨ぐように略Ｕ字形に形成された保持部９４と、保持部９４の両側先端部同
士に亘って締結される連結ネジ９５とを備える構成である。
【０１３１】
　連結部７５を扱歯５５に装着するときは、保持部９４により支持バー５４を跨ぐように
筒状の差し込み部９２を扱歯５５に外嵌装着し、保持部９４により支持バー５４を挟む状
態で、保持部９４の両側先端部同士に亘ってカラー９６を外嵌した状態で２本の連結ネジ
９５を締結する。そして、差し込み部９２に備えられた取付部６７に連結ボルト６９によ
り送り作用部５８が連結される。このように構成することで、保持部９４と連結ネジ９５
とにより抜止め部９３が構成され、支持バー５４からの抜け外れを阻止することができ、
送り部材５７が支持バー５４に固定される。
【０１３２】
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　（ｂ）固定部Ｋが、支持バー５４を挟み込んで固定する挟持式保持部９７を備える構成
。
【０１３３】
　すなわち、図２８，２９に示すように、扱歯５５に対して外嵌される状態で差し込み装
着される筒状の差し込み部９２と、差し込み部９２に一体連結された第１連結部９７Ａと
、支持バー５４を挟み込む状態で第１連結部９７Ａに連結される第２連結部９７Ｂと、第
１連結部９７Ａと第２連結部９７Ｂとを連結する４個の連結ボルト９７Ｃとを備える構成
である。
【０１３４】
　差し込み部９２と第１連結部９７Ａとは一体成形にて構成され、第１連結部９７Ａにボ
ルト締結用のネジ孔９７Ｄが削り加工により形成されている。このようにナットを用いな
いので、取付け作業や取外し作業の際に煩わしさがなく、作業を容易に行える。
【０１３５】
　第１連結部９７Ａ及び第２連結部９７Ｂは夫々、支持バー５４を覆うように半円筒状の
覆い部９８が形成され、その両側にフランジ部９９を備え、夫々の覆い部９８にて支持バ
ー５４を挟むように、突き合わせ状態で接続して夫々のフランジ部９９同士を連結ボルト
９７Ｃで連結する。このように構成することで、第１連結部９７Ａ及び第２連結部９７Ｂ
と連結ネジ９７Ｃとにより挟持式保持部９７が構成され、支持バー５４からの抜け外れを
阻止することができ、送り部材５７が支持バー５４に固定される。
【０１３６】
　（ｃ）固定部Ｋが、送り部材５７を扱歯５５の存在位置とは異なる箇所において支持バ
ー５４に固定する構成。
【０１３７】
　すなわち、図示はしないが、支持バー５４における扱歯５５の存在位置とは異なる箇所
において連結部を備え、その連結部に送り部材５７を連結する構成である。
【０１３８】
〔２〕上記した実施例では、扱胴本体５０Ａをバー形に構成し、支持バー５４に棒状の扱
歯５５を支持した扱胴２１を採用し、この扱胴２１に送り部材５７を備えた例を示したが
、扱胴本体を円筒形に成形した板金部材によってドラム形に構成し、この扱胴本体に棒状
の扱歯を支持した扱胴を採用し、この扱胴に送り部材５７を備えて実施してもよい。
【０１３９】
〔３〕上記した実施例では、扱胴本体５０Ａに６本の支持バー５４を備えた例を示したが
、５本あるいは７本以上の支持バー５４を備えて実施してもよい。
【０１４０】
〔４〕上記した実施例では、上部カバー２６に設けた送塵弁８３、受網２７に設けた送り
部材９１を備えた例を示したが、上部カバー２６の送塵弁８３、及び受網２７の送り部材
９１の一方、あるいは両方を備えずに実施してもよい。
【０１４１】
〔５〕上記した実施例では、二つの送り部材条Ｊ１，Ｊ２を設けた例を示したが、一つあ
るいは３つ以上の送り部材条を設けて実施してもよい。
【０１４２】
〔６〕上記した実施例では、送り部材５７を螺旋状にかつ間欠的に並べた例を示したが、
送り部材５７を螺旋状にかつ連続的に並べて実施してもよい。あるいは、送り部材５７を
、送り作用を備える螺旋状以外の形状に並べて実施してもよい。
【０１４３】
〔７〕上記した実施例では、送り部材５７を２つの扱歯５５にわたって支持した例を示し
たが、３つ以上の扱歯５５にわたって支持して実施してもよい。あるいは、ひとつだけの
扱歯５５に支持させる片持ち支持で実施してもよい。
【０１４４】
〔８〕上記した実施例では、連結部６５と送り作用部５８とを各別の部材によって構成し
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た例を示したが、連結部６５と送り作用部５８とを一体形成して実施してもよい。上記し
た実施例では、送り作用部５８の両端側における連結部７５と送り作用部５８とを各別の
部材によって構成した例を示したが、片方の連結部７５を送り作用部５８と一体形成して
実施してもよい。
【０１４５】
〔９〕上記した実施例では、締結具６８，７８に連結ボルト６９，７９及び雌ネジ部材７
０，８０を備えた例を示したが、連結ピン、及び連結ピンを引き寄せ操作することによっ
て締結力を発揮するカムなど、締結力を発揮する具体構造が各種異なる締結具を備えて実
施してもよい。
【０１４６】
〔１０〕上記した実施例では、送り部材５７，５７ａ，５７ｂの締結に二つの連結ボルト
６２，６９，７９を採用した例を示したが、三つ以上の連結ボルトを採用して実施しても
よい。
【０１４７】
〔１１〕上記した実施例では、第１の送り部材条Ｊ１の処理方向始端側の部分に位置する
送り部材５７ａ、及び、第２の送り部材条Ｊ２の処理方向始端側の部分に位置する送り部
材５７ｂを螺旋羽根４０に接続した例を示したが、処理方向始端側の部分に位置する送り
部材５７ａ，５７ｂと螺旋羽根４０とを分離させて実施してもよい。
【０１４８】
〔１２〕上記した実施例では、送り部材５７を扱胴２１に締結によって取り付けた例を示
したが、溶接によって取り付けて実施してもよい。
【０１４９】
〔１３〕上記した実施例では、掻込み部３９を備えた例を示したが、掻込み部３９を備え
ずに実施してもよい。
【産業上の利用可能性】
【０１５０】
　本発明は、クローラ式走行装置を有した自走車に備えられる脱穀装置の他、走行車輪を
有した自走車に備えられる脱穀装置にも利用可能である。また、扱胴軸芯が自走車の前後
向きになる脱穀装置の他、扱胴軸芯が自走車の横向きになる脱穀装置にも利用可能である
。また、自脱型の脱穀装置にも利用可能である。
【符号の説明】
【０１５１】
　２０　　　　扱室
　２１　　　　扱胴
　２７　　　　受網
　３９　　　　掻込み部
　４０　　　　螺旋羽根
　４０ｔ　　　掻き込み方向下手側端
　４３　　　　螺旋羽根本体
　４４　　　　掻込み作用部
　４５　　　　補強部材
　５４　　　　棒状部材（支持バー）
　５５　　　　扱歯
　５７　　　　送り部材
　５７ａ　　　送り部材
　５７ｂ　　　送り部材
　５８　　　　送り作用部
　５８ａ　　　送り作用面
　５８ｔ　　　送り方向上手側端
　６２　　　　連結ボルト
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　６３　　　　雌ネジ部材
　６３ａ　　　雌ネジ孔
　６５　　　　連結部
　６７ａ　　　ボルト孔
　６８　　　　締結具
　６９　　　　連結ボルト
　７０　　　　雌ネジ部材
　７０ａ　　　雌ネジ孔
　７５　　　　連結部
　７７ａ　　　ボルト孔
　７８　　　　締結具
　７９　　　　連結ボルト
　８０　　　　雌ネジ部材
　８０ａ　　　雌ネジ孔
　８１　　　　補強リブ
　９２　　　　差し込み部
　９３　　　　抜止め部
　９７　　　　挟持式保持部
　Ｄ　　　　　間隙
　Ｋ　　　　　固定部
　Ｐ２　　　　扱胴軸芯
　Ｊ１　　　　送り部材条（第１の送り部材条）
　Ｊ２　　　　送り部材条（第２の送り部材条）

【図１】 【図２】
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【図１１】
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【図２１】
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【図２３】

【図２４】

【図２５】 【図２６】
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【図２７】 【図２８】

【図２９】
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