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１．切断長切換えのしかた         

◆ギヤの組合せで切断長を変えるギヤを

止めているリンチピンを外し、ギヤＡ、

ギヤＢを入れ換えます。 

 ●25mm 切断を行う場合（図表参照） 

  軸１にギヤＡ（22T） 

  軸２にギヤＢ（28T） 

  を入れた組合せとなります。 

 
注意 

 出荷時のギヤの組合せは 25mm 切断です。

（ギヤ 22T とギヤ 28T の組合せ） 

 

 ●41mm 切断を行う場合（図表参照） 

  軸１にギヤＢ（28T） 

  軸２にギヤＡ（22T） 

  を入れた組合せとなります。 

 
 

ギヤ組合せ 理論 

切断長/ｍｍ 
 

軸１ 軸２ 

22T 28T 25 
標準装備 

28T 22T 41 

15T 35T 14 
ｵﾌﾟｼｮﾝ 

35T 15T 75 

 
注意 

 15T、35T ギヤはオプションとなります。 

 

 

 

注意 

 ●上記切断長は、理論切断長であります

ので目安としてください。また、ベー

ルがやわらかい時や、ベールの芯部は

切断長が長くなります。（切断長が不揃

いとなります。） 

 ●切断長を長くするほど所要動力は増大

します。 

 

 

 ギヤの組換えを行うときは、必ず PTO 

を止めてから行ってください。 

これを怠ると傷害の発生の恐れがあり 

ます。 

 

２．切断物排出方向の切換え         

 クロスコンベア用ミッションのギヤの切

換えによって行います。 

 

◆レバー操作で右出し、左出しを行う 

  切換えレバーを左右に動かすことによ

って、切断物の右出し、左出し及びコ

ンベアの停止ができます。 

 トラクタの進行方向に対して 

● 左側へ出す場合→レバー位置Ａ 

● 右側へ出す場合→レバー位置Ｂ 

● 停止する場合 →レバー位置Ｃ 

 

 
 

 
 

警告 
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作業の安全確保と、故障を未然に防ぐには、機械の状態をよく知っておくことが大切です。 

作業前の点検は、欠かさず行ってください。 

  

 

●取外したカバー類は必ず取付けてください。衣服が巻き込まれたり危険です。 

●点検し整備をするときは油圧を切り、エンジンを停止させて回転が止まってから行

ってください。 

 

点検一覧表 

№ 項 目         内 容         
参照 

ﾍﾟｰｼﾞ 
ﾁｪｯｸ 

1 ナイフ（切断刃）のスキ間調整 固定刃とスキ間を 0.3～0.5mm と

する 

23  

2 クロスコンベアの草の巻付け 巻付いた草を除去する －  

3 カッターヘッドの草の巻付け 巻付いた草を除去する －  

4 フロアコンベア駆動用チェーンの張り調整 少し遊びがある程度に張る 24  

5 サブコンベアチェーンの張り調整 たわみ量 5～10mm とする 25  

6 カッターヘッド駆動チェーンの張り調整 少し遊びがある程度に張る 24  

7 クロスコンベアベルトの張り調整 たわみ量 10～20mm とする 25  

8 フロアコンベアの張り調整 テンションスプリングの長さを

53mm とする 

25  

9 サブコンベアＶベルトの張り調整 バネ長さを 110mm とする 24  

10 固定刃の摩耗、欠落 左右の入換えをする 24  

11 予備シェアボルト 不足のとき補充 26  

12 タイヤ 空気圧不足のとき、空気補充 

（4kgf/cm2） 

27  

13 ナイフ（切断刃）の摩耗、欠落 研磨または新品と交換 23  

14 その他各部の注油、グリスアップ 各部への給油参照 27  

 

以上について異常が認められない場合は、PTO 回転数 500～540rpm まで徐々に上げ、１

～２分間ならし運転を行ってから作業を始めてください。 

 

点 検 メ モ                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

警告 
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  ナイフの調整や、各部の調整をする 

ときは、PTO を切りエンジンを停止さ 

せて回転部が止まってから行ってく 

ださい。手袋を必ず着用してください。

取外したカバー類は、必ず取付けして

ください。 

 

１．ナイフ（切断刃）の調整              

 ナイフの摩耗、欠落の状態で作業を行う

と、切断動力の増大、切断不良の原因と

なります。このような場合は研磨、交換

をしてください。 

◆ナイフ、すき間調整の方法 

①カッターヘッドを駆動しているギヤ

（本機右側）のシェアボルト及び切

断長切換えギヤ（本機左側）を外し

てください。 

 
②新しいナイフを取付け（一番上にし

て）、ボルトを軽く締め込んでくださ

い。 

 

  ☆ナイフは左右２種類あります。 

   取付け位置を間違えないようにして

ください。 

 

 
  ③ナイフと固定刃のすき間が 0.3～

0.5mm となるよう、カッターヘッドを

ゆっくり回し付属のシックネスゲー

ジで調整してください。 

  ☆0.3mm のゲージでナイフが通過し、

0.5mm のゲージではナイフが通過し

ないように調整します。 

   調整位置はナイフの両端（Ａ、Ｂ）

の２ヵ所で行ってください。（下図） 

 
  ④調整後は、取付けボルトを確実に締

め付けてください。 

  （締め付けトルク １００Ｎ・ⅿ） 

 

 

  ☆カッターヘッドを手で回し、ナイフ

と固定刃の接触がないか確認してく

ださい。 

   接触があれば再調整してください。 

  ⑤ ①で取外した部品を元の位置に組

付けしてください。 

 

 

 

 

 

 
 

危険 
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２．固定刃の調整             

固定刃は２面が使用できます。１面が摩

耗した場合、左右を入換えてお使いくだ

さい。 

◆固定刃が金属などのかみ込みで、摩

耗・欠落した場合、左右を入換えるこ

とによりエッジの立った角になります。 

  ①セットボルト（６ヵ所）を取外し、

固定刃を 180 度反転して元の位置に

セットしてください。 

   セットボルトは軽く締め込んでくだ

さい。 

  ②フレームと固定刃のすき間を、両端

とも７mm（図参照）に調整してくだ

さい。 

  ③最後にセットボルトを確実に締め付

けしてください。 

（締め付けトルク ８０Ｎ・ⅿ） 

 
  ☆上図のＡ、Ｂの角が固定刃として使

用できます。 

  ④固定刃調整後は前項１－③（ナイフ

のすき間調整）の調整を必ず行って

ください。 

３．チェーン･ベルトの張り調整              
 

注意 

 チェーンは特に初期伸びをします。初め

ての使用から 10 時間後は下記に従って、

張り調整を行ってください。 

 

 

  ①チェーンの張り調製や各部の調整 

をする時は PTO を切り、エンジン 

を停止させて回転が止まってから 

行ってください。 

  ②取外したカバー類は、必ず取付け 

てください。 

 

◆カッターヘッド駆動用チェーンの張り

調整（機体右側） 

  テンションスプロケットを締め付けて

いるボルトを少し緩め、テンションス

プロケットを押し下げ、少し遊びがあ

る程度にチェーンを張ってボルトを締

め付けてください。 

  
◆フロアコンベア駆動用チェーン・サブ

コンベア駆動用Ｖベルトの張り調整 

  ①フロアコンベア駆動用チェーンの張

り調整 

   テンションローラＡ、Ｂを締め付け

ているボルトを少し緩め、ローラＡ

は上から、ローラＢは下から押し、

少し遊びがある程度にチェーンを張

ってボルトを締め付けてください。 

  ②サブコンベア駆動用Ｖベルトの張り

調整 

   オートテンションになっております

が、バネの長さが 110mm（バネフック

の内寸法）にテンションボルトのナ

ットを回し、調整してください。 

 

 
 

警告 
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◆フロアコンベアの張り調整 

  チェーンテンションは本機の後方２ヵ

所に装備しております。 

  ①ダブルナットの片方を緩め、テンシ

ョンスプリングの長さを53mmに調整

してください。 

  ②緩めたナットを確実に締め付けて、

緩み止めをしてください。 

 
◆クロスコンベアベルトの張り調整 

  テンションボルトで調整します。 

  ①テンションフレームを固定している

左右８本のボルトを緩めます。 

  ②ナットを緩め、テンションボルトを

回しベルトのたわみを10～20mmに調

整します。（左右均等） 

  ③調整後は、必ず緩めたボルト・ナッ

トを締め付けしてください。 

 
 

注意 

 ●コンベアベルト調整後は、必ず試運を

行いベルトに片寄りがないか確認して

ください。 

 ●コンベア内部の草詰まりは、ベルトの

耐久性にも悪影響しますので、定期的

に草を取り除いてください。 

 

 

◆クロスコンベア駆動用Ｖベルトの点検 

  クロスコンベア駆動用Ｖベルトは 

オートテンションになっております。 

  オートテンションで張り切れない場合 

  や破損している場合はＶベルトを 

  交換してください。（ＳＢ－３９） 

    
 

◆サブコンベアチェーンの張り調整 

  テンションロッドで調整します。 

  ①テンションロッドを固定している上

側のナットを緩めます。 

  ②下側のナットを回しながら、チェー

ン中央部のコンベアバーを約５kg の

力で引っ張ったとき、チェーン中央

部のたわみが 5～10mm となるように

左右均等に調整してください。 

  ③調整後は、必ず緩めたナットは確実

に締め付けしてください。 

 
注意 

 チェーンが緩んだまま使用すると、ピッ

チエラーの原因になります。作業前は必

ず確認してください。 
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４．シェアボルトの交換          

 ◆シェアボルト式安全装置を装備 

  カッター部駆動ギヤとフロアコンベア

駆動スプロケットの２ヵ所は、過負荷

がかかったときボルトがせん断され、

本機の損傷を防止します。 

◆シェアボルトのサイズは２ヵ所とも同

じです。 

  ボルト Ｍ10×40（８Ｔ）全ネジ 

  バネザガネ    Ｍ10 

  ユルミドメナット Ｍ10 

          セットで交換します。 

 ●カッターヘッド駆動用 

 
 

 ●フロアコンベア駆動用 

 
 

注意 

 シェアボルトは上記指定のボルト以外は

絶対に使用しないでください。 

 

 

 

 

 

 

◆ボルトがせん断されたら交換してくだ

さい。 

  せん断されたボルトを除去して、シェ

アピンフランジを回転させ、ボルト穴

に合わせ、シェアボルトとバネザガネ、

ユルミドメナットで締め付けしてくだ

さい。 

参考 

 ナイフ（切断刃）すき間調整のとき、カ

ッターヘッド駆動用のシェアボルトを外

しますと、カッターヘッドが手で回転で

き調整時間が短縮できます。（P23 参照） 

 

 

  シェアボルトを交換するときは、必 

ず PTO を切り、エンジンを停止させ 

て回転が止まってから行ってくださ 

い。 

 

 

５．ミッションの点検・給油        

◆フロントミッション給油 

  使用 100 時間ごとに全量を交換してく

ださい。交換するときは、本機を平に

してギヤオイル＃90を 1.5ℓ入れてくだ

さい。 

 

◆クロスコンベア用ミッションの給油 

  このミッションはグリスミッションで

す。 

  使用グリス ＃０ 

  給油量   0.5ℓ 

  １年ごとに点検し、グリスが不足して

いれば約 0.1ℓ程度補充してください。  

 

 

 

  ミッションの点検・給油を行う場 

合は、必ず PTO を切りエンジンを 

停止させて回転が止まってから行 

ってください。 

 

 

 

 

 

 

 
 

警告 

 
 

注意 
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不調内容 診 断 処 置 
参照 

ﾍﾟｰｼﾞ 

●カッターヘッドが回転し

ない 

●ギヤのシェアボルトが切

断している 

●シェアボルトを交換する 

 Ｍ10×40 8Ｔ全ネジ 25 

●カッターヘッドから異音

がする 

●ナイフの摩耗・欠落 

 すき間がない 

●研磨又は交換する 

 すき間調整をする 23 

●フロアコンベアが回転し

ない 

●駆動スプロケットのシェ

アボルトが切断している 

●シェアボルトを交換する 

 Ｍ10×40 8Ｔ全ネジ 25 

●ベールが回転しない ●ベール下部にスパイクの

スジが入っている 

●サブコンベアが作用して

いない 

●ベールの角度を変えて乗

せ換える 

●サブコンベアを上下して

作動させる 

21 

20 

●クロスコンベアが動かな 

 い 

●内部に草が詰まっている 

●コンベアベルトがフレー

ム床板との間で凍結して

いる 

●ベルトが緩んでいる 

●駆動のＶベルトが切断し

ている 

●分解し、草を除去する 

●解凍する 

 

 

●張り調整をする 

●Ｖベルトを交換する 

 ＳＢ－３９ 

25 

●クロスコンベアベルトが

片寄る 

●左右のテンションが均等

でない 

●内部に草が詰まっている 

●コンベアベルトの張り調

整をする 

●分解し、草を除去する 
25 

●サブコンベアが回転しな 

 い 

●ベールを押さえすぎてい 

 る 

●駆動ベルトが緩んでいる 

●駆動ベルトが切断してい 

 る 

●サブコンベアを少し上げ 

 る 

●張り調整をする 

●Ｖベルトを交換する 

 ＳＢ－７５ 

16 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



付表                             

-29- 

１．主要緒元       

品 名 ロールカッタ 

型 式 ＲＣ１８３０ ＲＣ１８３０Ｄ 

装 着 方 法 ２Ｐ半直装（ｶﾃｺﾞﾘ Ⅰ・Ⅱ） ドローバけん引方式 

駆 動 方 法 PTO 駆動（回転速度 ５４０ｍｉｎ-１（ｒｐｍ）） 

適 応 ト ラ ク タ ２９．４～５８．８ｋＷ （ ４０～８０ＰＳ） 

機

体

寸

法 

全    長 ２，８１０ｍｍ ３，７３０ｍｍ 

全    幅 １，９８０ｍｍ 

全    高 ２，１４０ｍｍ 

質  量 １，３５０kg １，３９０kg 

切 断 幅 １，３１３ｍｍ 

適応ベール寸法 Φ１，６００ｍｍ（以下）×１，２００ｍｍ（以下） 

切 断 刃 １２枚 

固 定 刃 1 枚 

理 論 切 断 長 標準：２５・４１ｍｍ  オプション：１４・７５ｍｍ 

タ イ ヤ サ イ ズ ５．００－８  ８ＰＲ 

ト ラ ク タ 油 圧 複動もしくは単動１系統 

切 断 回 数 １００回/分（ＰＴＯ ５４０ｍｉｎ-１（ｒｐｍ）） 

 ※このような主要緒元は、改良のため予告なく変更することがあります。 

２．主な消耗部品     

品      名 部品コード 備      考 
ナイフＲ（切断刃） １１５８３－２２３１－０００  

ナイフＬ（切断刃） １１５８３－２２３３－０００  

シェアボルト ０１１１８－５１００－４００ Ｍ１０×４０（８Ｔ）全ネジ バラ 

Ｖベルト ０３６１０－４１２０－３９０ ＳＢ－３９ 

Ｖベルト ０３６１０－４１２０－７５０ ＳＢ－７５ 

 
３．給 油        

給油箇所 使用オイル 給油量 
フロントミッション ギヤオイル ＃９０ １．５ℓ 

クロスコンベア用ミッション グリス ＃０ ０．５ℓ 

 
４．主なオプション部品  

 
 
 

品      名 コード№ 備      考 
ギヤ １５ １１５８３－２６１５－０００ セット 

ギヤ ３５ １１５８３－２６１６－０００ セット 


