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専門用語の説明
予熱（グロー）

エンジンの始動を容易にするための補助装置

マルチワンレバー

機体の操向操作、掘取部の昇降、デバイダ昇降、モンロー左
右、モンロー水平復帰、ウエイト前後を行なうレバー

ソフトターン

左右のクローラの回転差で方向を変える旋回

ブレーキターン

左右どちらかのクローラを停止させて方向を変える旋回

ドレーン（プラグ）

エンジンオイル・トランスミッションオイルの排油栓、ラジ
エータの水を抜く栓

HST

油圧式の無段変速装置
［前進］［後進］の切換え、サブソイラ昇降、副変速ワンタッ
チの切換え及びそのスピードをコントロールするレバー

主変速レバー
サブソイラ

土中に刺して大根を浮かせる装置

作業機・サブソイラ振動クラッチ
作業機とサブソイラを振動させて、土をほぐす装置
レバー
デバイダ

大根の茎葉をかき上げる装置

搬送ベルト

大根の茎葉をつかんで抜き上げるベルト

アイドラプーリー

搬送ベルトの張り調整を行なう、ベルト先端のプーリー

掘取部

搬送ベルトを含む大根の掘取を行なうところ

バランスウエイト

機体のバランスを取るために前方に取付けられているおもり

シュート（上・下）

カットした茎葉を邪魔にならないところへ誘導するところ

ガイドベルト

大根の茎葉をカッターへ誘導するベルト

搬送速度調整ダイヤル

搬送ベルトの回転速度調整を行なうダイヤル

デバイダ速度調整ダイヤル

デバイダベルトの回転速度調整を行なうダイヤル

コンベアスピードコントローラー コンベアの回転速度調整を行なうダイヤル
デッキ

大根を入れるコンテナを搭載するところ

本製品の使用目的について
本製品は、大根掘取り用の作業機としてご使用ください。
使用目的以外の作業や改造はしないでください。
使用目的以外の作業や改造をした場合は、保証の対象になりませんのでご注意くだ
さい。（詳細は保証書をご覧ください。）

は じ め に
このたびはクボタ製品をお買上げいただきありがとうございました。
製品をご使用になる前に本書をよくお読みいただき、正しくお使いください。本書
は、いつでもご覧頂ける場所に、大切に保管してください。なお、予告なく製品の
仕様が変更されることがあります。本書の内容が、製品と一致しない場合がありま
すので、あらかじめご了承ください。

安 全 第 一
本書に記載した注意事項や機械に貼られた の表示があるラベルは、人身事故の危
険が考えられる重要な項目です。よく読んで必ず守ってください。
なお、 表示ラベルが汚損したり、はがれた場合はお買上げの購入先に注文し、必
ず所定の位置に貼ってください。

注意表示について

本取扱説明書では、特に重要と考えられる取扱い上の注意事項
について、次のように表示しています。

危険

注意事項を守らないと、死亡又は重傷を負うことになるものを
示します。

警告

注意事項を守らないと、死亡又は重傷を負う危険性があるも
のを示します。

注意

注意事項を守らないと、ケガを負うおそれのあるものを示し
ます。

重要：

注意事項を守らないと、機械の損傷や故障のおそれのあるも
のを示します。

補足：

その他、使用上役立つ補足説明を示します。
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安全作業をするための注意事項

安全作業をするための注意事項
安全作業をするために、本章の注意事項を必ず守ってく
ださい。
本機をご使用になる前に、必ずこの取扱説明書をよく読
み理解したうえで、安全な作業をしてください。安全に
作業をしていただくため、ぜひ守っていただきたい注意
事項は本章で述べたとおりですが、これ以外にも、本文
の中で危険、警告、注意、重要、および補足としてその
つど取上げています。

一般的な注意事項
1. 正しい運転および作業方法
• 取扱説明書および機械に貼付けている安全ラベル
をよく読み、正しい運転および作業方法を覚えてく
ださい。死亡するまたは傷害を負うおそれがあり
ます。
• 本書記載事項以外についても、安全には細心の注意
を払ってください。安全ラベルはいつもきれいに
しておいてください。

3. 作業に適した服装
• 作業時には、運転者および補助者とも作業に適した
服、ヘルメット、および滑りにくい靴を着用してく
ださい。レバーまたは作動部に引掛かる、滑るなど
して、傷害を負うおそれがあります。
• だぶついた服は着用しないでください。
• そで口はきっちりと止めてください。
• はち巻き、首巻き、または腰タオルは着用しないで
ください。
• サンダルやスリッパなどの履物は着用しないでく
ださい。
• 必要に応じて安全靴、保護メガネ、手袋などの保護
具を着用してください。
• 点検整備には帽子および安全な服装を着用してく
ださい。
作業内容によってはヘルメット、安全靴、保護メガ
ネ、防塵マスク、防音具、保護手袋などの保護具を
着用してください。
各保護具は使用前に機能を確認してください。

2. 体の調子が悪いとき
• 体の状態が悪いときには運転操作をしないでくだ
さい。思わぬ事故の原因になります。
• 運転操作には的確な判断が必要です。次の状態の
方は、機械の運転操作を行わないでください。
– お酒を飲んでいる方
– 睡眠不足の方
– 妊娠中の方
– 過労または病気の方
– 16 歳未満の方

(A) そで口スッキリ
(B) 身に合った服
(C) 滑りにくい靴

GRH1700

(D) ヘルメット着用
(E) スッキリしたスソ
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4. 運転してはいけない人
• 取扱説明書または安全ラベルの内容が理解できな
い人および子供には絶対運転させないでください。
死亡または傷害をまねくおそれがあります。
• 機械を他人に貸すときまたは運転させるときは、取
扱説明書を読ませるとともに、取扱方法および安全
な使いかたを説明して、安全な作業ができるよう指
導してください。

7. 同乗禁止（掘取作業時以外）
• 運転者以外は機械に乗らないでください。振り落
とされる、ひかれるなどして、死亡するまたは傷害
を負うおそれがあります。
• 動いている機械に飛び乗る、飛び降りるなどしない
でください。

5. 改造禁止
• 機械を改造しないでください。安全性をそこない、
思わぬ事故の原因になります。

8. 夜間の使用禁止

6. 飛び乗りおよび飛び降り禁止
• 運転席およびデッキや補助デッキに乗り降りする
ときは、飛び乗る、飛び降りるなどしないでくださ
い。転倒または転落し、傷害を負うおそれがありま
す。
• 平たんな場所でハンドルをしっかり握り、すべらな
いようにステップに足をしっかり掛けて乗り降り
してください。
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• 夜間の作業または移動走行は避けてください。交
通事故、転倒、または転落をまねき、死亡するまた
は傷害を負うおそれがあります
• やむをえず夜間作業を行うときは、ヘッドランプお
よび作業灯を必ず点灯してください。
• やむをえず夜間に移動走行するときは、必ずヘッド
ランプを点灯し、作業灯は消灯してください。
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作業前の注意事項
1. 屋内で運転するとき
• 屋内で運転するときは、排気ガスに注意して適切な
換気をしてください。エンジンの排気ガスは有毒
です。中毒を起こし死亡事故にいたるおそれがあ
ります。
• 排気管を屋外に延長するまたはドアまたは窓を開
け、外気がじゅうぶん入るようにしてください。

3. 周囲の安全
• 機械を動かすときは周囲の安全に気をつけてくだ
さい。回転物に巻込まれてまたは挟まれて重大な
傷害を負うおそれがあります。
• エンジンを始動するときは、運転席に座って、主変
速レバーを[停止]位置、副変速レバーを[N]（中立）
以外の位置、旋回モード切換ダイヤルを[ブレーキ]
または[ソフト]のいずれかの位置、および作業レバ
ーを[切]位置にして、ホーンを鳴らすなどの合図を
してください。
• 機械を発進するときおよび作業レバーを入れると
きは、ホーンを鳴らすなど合図してから行ってくだ
さい。

2. 火気厳禁
• 燃料補給中は火気厳禁です。くわえタバコや裸火
照明は近づけないでください。火災の原因になり
ます。
• 燃料補給するときはエンジンを必ず止めて、メイン
スイッチのキーを抜いてください。
• 燃料やオイルをこぼしたときは、きれいにふきとっ
てください。
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4. 初めての運転
• 初めて運転する人は、操作になれるまで低速で運転
してください。思わぬ事故の原因となります。
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5. 作業前点検
• 作業前点検（日常点検）を実施してください。整備
不良による事故で傷害を負うおそれがあります。
• 運転の前には点検を行ってください。
（詳細は運転前の点検（54 ページ）を参照）
異常があれば整備してから運転してください。

7. 茎葉くずの除去
• 次の部分に堆積している茎葉くずなどのごみおよ
び泥の堆積または付着した燃料はきれいに取除い
てください。火災の原因になります。
– 各ベルトカバー内
– 各回転物カバー内
– エンジン周辺
– マフラおよびその周辺（排気口までの部位）
– バッテリ周辺
– プーリ周辺
– 配線部周辺
– 燃料タンク周辺
– 燃料配管周辺（タンク、フィルタ、ポンプ、お
よび配管）
– 防じんあみ周辺

6. 点検、整備、掃除、および給油すると
き
• 点検、整備、掃除、および給油するときは、エンジ
ンを必ず止めて、メインスイッチのキーを抜いてく
ださい。回動部に巻込まれて傷害を負うおそれが
あります。
• 取り外した安全カバーおよび保護カバーは必ずも
とどおりに取り付けて作業してください。

8. 子供を機械に近づけない
• 点検整備中および作業中は機械に子供を近づけな
いでください。回転物に巻込まれてまたは挟まれ
て重大な傷害を負うおそれがあります。
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9. 各カバーを開くとき
• 各カバーを開閉するときは、エンジンを必ず止め
て、メインスイッチのキーを抜いてください。内部
の回転物に接触してまたは巻込まれて重大な傷害
を負うおそれがあります。
• 各部の開閉を行うときは平たんな場所で行ってく
ださい。
• 各部を開いたままエンジンを始動しないでくださ
い。

10. 後進するとき
• 後進するときは、機械の周りに人、障害物などがな
いか、バックミラーおよび目視で必ず後方の確認を
しながらゆっくりと運転操作を行ってください。
• 夜間は視界が悪いため、運転操作を行うときは、特
に機械の周りに人、障害物などがないか確認しなが
らゆっくりと運転操作を行ってください。

GRH1700

移動走行、ほ場の出入り、および
駐車時の注意事項
1. 移動走行するとき
移動走行するときは、次の事項を守ってください。人お
よび物を傷つけるおよび機体のバランスをくずして転
倒するおそれがあります。
• 機体各部（特に排気管周辺）に付着または堆積して
いる茎葉くずおよび付着した燃料はきれいに取除
いてください。
• 法令により公道は走行できないため、公道を移動す
るときはトラック運搬してください。
• 各作業レバー、スイッチを[切]位置にし、運転者以
外に人を乗せないでください。
• 大根はすべて降ろしてください。
• 副変速レバーを切換えるときは、平たんな場所で主
変速レバーを[停止]位置にし、走行をいったん止め
てから行ってください。
• 補助デッキを収納して、機体幅を狭くしてくださ
い。
• 掘取支点を最下げ位置にして、機体高さを低くして
ください。
• 搬送部を上昇させて、掘取下降ロックを掛けて下降
を防止してください。
• 副変速切換えスイッチを押すときは、走行をいった
ん止めるまたは機体の速度を 1.0 m/s 以下に落とし
てから副変速を切換えてください。
• 自動車体水平制御は、機体を一番下げた状態にして
ください。
• 車体の旋回モード切換ダイヤルを[ソフト]ターン位
置に入れてください。
• 本機からサブソイラを取り外してください。
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2. 急旋回禁止
• 高速走行時は急旋回をしないでください。機械か
ら振り落とされるおよび転倒するおそれがありま
す。
• 方向を変えるときは、走行速度を落として（低速に
して）、マルチワンレバーをゆっくり倒して旋回し
てください。

4. 坂道での走行

3. 左右の傾きのある傾斜地での走行

• 坂道（傾斜地）では走行速度を落としてください。
暴走するおよび転倒するおそれがあります。
• 大根はすべて降ろしてください。
• 坂道（傾斜地）では、急なマルチワンレバーの操作
および副変速切換えスイッチ、副変速レバー、ブレ
ーキペダル、水平操作レバー、旋回モード切換ダイ
ヤルの操作はしないでください。
• 坂道（傾斜地）では、斜め走行および旋回はしない
でください。

• 右または左方向の傾きがある傾斜地は走行しない
でください。機体のバランスをくずして転倒する
おそれがあります。
• 坂道（傾斜地）およびほ場の進入路では、上りまた
は下り方向に低速でゆっくりと走行してください。
• 坂道（傾斜地）では、右または左に傾いた方向に走
行しないでください。
• 坂道（傾斜地）では、斜め走行および旋回をしない
でください。
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5. 道幅が狭く、高所にある道路
• 道幅に余裕がなく高所にある道路（土手）は、走行
しないでください。機体のバランスをくずして転
倒または転落するおそれがあります。
• 溝のある農道または両側が傾斜している農道は路
肩に注意してください。
• 溝、穴、および土手の近くは走行しないでくださ
い。
• 水溜まり、草のおい茂った場所など、地面がよくみ
えないときは、事前に降車してよく確かめてくださ
い。

置にし、駐車ブレーキを掛け、掘取部を地面に当た
るまで降ろして、エンジンを必ず止めて、メインス
イッチのキーを抜いてください。機械が暴走し、思
わぬ事故のおそれがあります。
• やむをえず坂道（傾斜地）で駐車するときは、さら
に木片などで確実に車止めをしてください。

作業時の注意事項
1. 共同作業するとき
6. ほ場の出入り
• ほ場の出入りで、あぜなど段差のあるところではあ
ゆみ板を使ってください。機体のバランスをくず
して転倒するおそれがあります。
• 10 cm 以上の段差のあるところでは、段差の 4 倍以
上の長さで基準に合ったあゆみ板を使ってくださ
い。
• あゆみ板は段差に直角に置いてください。
• 大根はすべて降ろしてください。

• 共同作業するときは、ホーンなどで合図を行ってく
ださい。補助者は運転席から見えにくい位置にい
ることがあり、思わぬ事故を起こすおそれがありま
す。
• エンジン始動時および各作業のクラッチまたはス
イッチを入れるときは、ホーンなどで合図し、必ず
補助者の OK をもらってください。
• 補助者が機械に近づくときは、運転者に知らせるこ
とを徹底させてください。

2. 異常に気づいたら
7. 駐車するときおよび運転席を離れる
とき
• 駐車するときおよび運転席を離れるときは、平たん
な場所に止め、副変速レバーを[N]（中立）以外の位

GRH1700

• 異常に気づいたら、すぐエンジンを必ず止めて、メ
インスイッチのキーを抜いてください。チェーン
などの作動部に接触してまたは巻込まれて、重大な
傷害を負うおそれがあります。
• 茎葉や石などの巻付きや詰まりを取除くときや、大
根の点検・掃除をするときは、作業機・サブソイラ
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振動クラッチレバーを[切]位置にし、エンジンを必
ず止めて処置してください。
• カッター部に詰まった茎葉くずなどを取除くとき
は、厚手の手袋を着用して少しずつ取除いてくださ
い。
• 素手で刃先には触らないでください。

2. 点検および掃除をする前に
• 点検または掃除する前に、エンジンを必ず止めて、
メインスイッチのキーを抜いてください。機械に
巻込まれて重大な傷害を負うおそれがあります。

3. 点検および掃除で外したカバー
• エンジンルーム、搬送ベルトカバーを外したままエ
ンジンを回さないでください。
• 点検または掃除で外したカバーは、必ず取り付けて
ください。内部の回転物に接触してまたは巻込ま
れて重大な傷害を負うおそれがあります。
• ベルト、チェーン、掃除口、および点検窓のカバー
などを外したままで運転しないでください。

3. 点検および掃除をするとき
• 点検および掃除は、エンジン停止後、各部が冷えて
から行ってください。やけどを負うおそれがあり
ます。
• エンジン本体、マフラ、および排気管は、エンジン
停止直後は触れないでください。

作業後および格納時の注意事項
1. 駐車場所
• 茎葉くずおよび枯れた雑草の上に機械を止めない
でください。茎葉くずおよび枯れた雑草は燃えや
すく、火災が発生するおそれがあります。

14
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4. 茎葉くずの除去
• 次の部分に堆積している茎葉くずなどのごみ、泥、
および付着した燃料はきれいに取除いてください。
火災の原因になります。
– 各ベルトカバー内
– 各回転物カバー内
– エンジン周辺
– マフラおよびその周辺（排気口までの部位）
– バッテリ周辺
– プーリ周辺
– 配線部周辺
– 燃料タンク周辺
– 燃料配管周辺（タンク、フィルタ、ポンプ、お
よび配管）

7. 電気配線の点検
• ワイヤハーネス、バッテリコードなど電気配線に被
覆の破れまたは挟み込みがないか点検してくださ
い。ショートによる火災発生のおそれがあります。

8. 機体にカバー（おおい）をかけるとき
• 機体にカバー（おおい）をかけるときは、エンジン
およびマフラが冷えてから掛けてください。火災
が発生するおそれがあります。

5. カッター刃の刃先に触らない
• 掃除するときは、カッター刃の刃先に触らないでく
ださい。刃先で傷害を負うおそれがあります。

6. バッテリの取扱い
• バッテリの近くに裸火（マッチ、ライタ、タバコの
火など）を近づけないおよびバッテリケーブルをシ
ョートさせないでください。バッテリからは水素
ガスの発生があり、引火爆発のおそれがあります。

点検整備時の注意事項
1. 定期点検整備
• 定期点検整備を行い、各部の保守をしてください。
整備不良による事故で傷害を負うおそれがありま
す。

GRH1700
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• 火災防止のため、DPF マフラの周囲は可燃物を取除
き、常にきれいにしておいてください。

2. 廃棄物の処理
• 廃棄物をみだりに捨てないおよび焼却しないでく
ださい。環境汚染につながります。
• 機械から廃液を抜く場合は、容器に受けてくださ
い。
• 地面へのたれ流しや河川、湖沼、および海洋への投
棄はしないでください。
• 廃油、燃料、冷却水（不凍液）、冷媒、溶剤、フィ
ルタ、バッテリ、ゴム類、およびその他の有害物を
廃棄または焼却するときは、購入先または産業廃棄
物処理業者などに相談して、所定の規則に従って処
理してください。

3. DPF 再生処理を行うとき
DPF 再生処理中は、マフラおよび排気ガスが高温にな
るため、DPF 再生処理を行うときは、次の事項を守っ
てください。中毒を起こし死亡事故にいたる、やけどを
負う、または火災が発生するおそれがあります。
DPF
ディーゼル微粒子除去装置(Diesel Particulate Filter)
• DPF 再生処理中は収穫機から離れないでください。
• 納屋、倉庫など換気の悪い場所では再生処理を行わ
ないでください。
• 高温の排気ガスが当たらないように、収穫機の周囲
に人または可燃物を近づけないでください。
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4. 点検、整備、交換、および掃除を行う
とき
• 各部の点検、整備、交換、または掃除を行うとき
は、平たんな場所で、エンジンを必ず止めて、メイ
ンスイッチのキーを抜き、各クラッチレバーを[切]
位置にして、駐車ブレーキを掛けてください。機械
に挟まれてまたは巻込まれて傷害を負うおそれが
あります。

GRH1700

安全作業をするための注意事項
6. カッター刃の調整および交換時
• カッター刃を調整および交換するときは、手袋を着
用し、直接刃先に触らないでください。刃先で傷害
を負うおそれがあります。

7. 取り外したカバー類
• 取り外したカバー類は、必ず取り付けてください。
内部の回転物に接触してまたは巻込まれて重大な
傷害を負うおそれがあります。

5. 掘取部を上げて点検、整備、および掃
除するとき
• 掘取部を上げて点検、整備、および掃除するとき
は、掘取部をロックするとともに、落下防止の歯止
めをしてください。機械にはさまれて、傷害を負う
おそれがあります。
• 作業前に、エンジンを必ず止めて、駐車ブレーキを
掛けてください。
• 掘取部の下へもぐる、足および手をつっこむなどし
ないでください。

8. バッテリを取り外すとき
• バッテリを取り外すときは、最初にマイナス（－）
側のケーブルを取り外してください。ヤケドおよ
び発火爆発のおそれがあります。
• バッテリの近くに裸火（マッチ、ライタ、タバコの
火など）を近づけないおよびケーブルをショートさ
せないでください。
• バッテリを取り付けるときは、最初にプラス（＋）
側のケーブルをプラス（＋）側の端子に取り付けて
ください。

9. バッテリの液量
補水タイプ
• バッテリは液面が[LOWER]（最低液面線）以下にな
ったままで使用および充電をしないでください。

GRH1700
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安全作業をするための注意事項
•
•
•
•

[LOWER]（下限）以下で使用または充電を続ける
と、爆発の原因となることがあります。
バ ッ テ リ 液 が 不 足 し て い れ ば 、 す ぐ に [UPPER
LEVEL]（上限）と[LOWER LEVEL]（下限）の間に
補水してください。
充電は機械から取り外して行ってください。
充電は風通しの良い場所で行ってください。
放電したバッテリにブースタケーブルなどを接続
して始動するときは、取扱方法をよく読みそれに従
ってください。

10. バッテリ液（希硫酸）を体に付着さ
せない
• バッテリ液（希硫酸）を体に付着させないでくださ
い。失明またはヤケドのおそれがあります。
• 目に入ったときまたは飲込んだときは、すぐ水でよ
く洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。
• 皮ふまたは衣服についたときは、すぐ水でよく洗っ
てください。

12. ラジエータの圧力キャップおよび
リザーブタンク
• ラジエータの圧力キャップおよびリザーブタンク
は、エンジンが冷えてから開けてください。熱湯ま
たは蒸気が吹き出して、ヤケドまたは傷害を負うお
それがあります。
• エンジン停止後、30 分以上経過してからラジエータ
の圧力キャップを徐々にゆるめて蒸気の圧力を抜
いてから開けてください。

11. 指定外のバッテリは使わない
• 指定外のバッテリは使わないでください。思わぬ
事故が発生するおそれがあります。
• 取扱説明書で指定しているバッテリを使用してく
ださい。
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安全作業をするための注意事項

14. 燃料噴射管および油圧パイプの漏
れ点検
• 燃料噴射管、油圧パイプなどからの高圧油の漏れ
は、厚紙、板などを使って点検してください。油が
皮ふに侵入して、強度のアレルギーまたは感染症を
引起こす可能性があります。
• 高圧噴油に直接手を触れないでください。もし、触
れた場合は、直ちに医者の診断を受けてください。

13. ホース類の交換
• 燃料ホース、ラジエータホース、およびオイルドレ
ーンホースは、2 年ごとに交換してください。燃料
または熱湯が漏れて、火災またはヤケドを負うおそ
れがあります。
• ゴム類は時間がたつと劣化するので、定期的に交換
してください。

GRH1700
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安全作業をするための注意事項

運搬時の注意事項

1. 機械の積込みおよび積降し作業
• トラックへの積込みおよび積降しは平たん地で行
ってください。あゆみ板がずれる、トラックが動く
などして機械が落下するおそれがあります。
• 機械の重量であゆみ板が傾くなどしない場所を選
んでください。
• トラックの変速レバーを[R]（後進）または 1 速に入
れて、さらにタイヤに車止めを行い、車が動かない
ようにしっかりと固定してください。
• できるだけ助手の立ち会い誘導のもとに行ってく
ださい。
• 周囲に人を近づけないでください。

3. 機械の積込みおよび積降し前
• 積込みおよび積降し前に、大根はすべて降ろしてく
ださい。バランスがくずれて、転倒および転落する
おそれがあります。
• 自動車体水平制御は、機体を一番下げた状態にして
ください。
• 補助デッキを収納して、機体幅を狭くしてくださ
い。
• 掘取支点を最下げ位置にして、機体高さを低くして
ください。
• 本機からサブソイラを取り外してください。

2. あゆみ板
• 積込みおよび積降しには基準に合ったあゆみ板を
使ってください。あゆみ板がずれる、外れるなどし
て機械が落下するおそれがあります。
あゆみ板の基準
長さ
幅

トラックの荷台の高さの 4 倍以上
55 cm 以上

数量

2枚

強度

1 枚が 2800 kg 以上に耐えうる

• あゆみ板はフックおよびすべり止めがついている
ものを使ってください。
• あゆみ板はトラックの荷台に平行に確実に掛けて
ください。
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4. 機械の積込みおよび積降し時の速度
• トラックへの積込みおよび積降しは最低速で行っ
てください。バランスがくずれて、転倒および転落
するおそれがあります。
• 各作業クラッチを[切]位置にしてください。
• 積込みは前進で、積降しは後進で行ってください。

GRH1700

安全作業をするための注意事項

5. 機体の方向修正時の注意
• あゆみ板の上では方向修正しないでください。急
旋回してまたは暴走して、落下するおそれがありま
す。
• あゆみ板の上では、マルチワンレバー、副変速切換
えスイッチ、副変速レバー、ブレーキペダル、水平
操作レバー、旋回モード切換ダイヤルの操作はしな
い。
• 方向を変えるときは、いったん地上または荷台にも
どって方向を修正し、再度やり直してください。

7. 機械運搬時の注意
• 運搬中の急発進、急ブレーキ、および急旋回は避け
てください。運搬中に機械が動き、思わぬ事故のお
それがあります。

6. トラック荷台上での機械の固定方法
• トラックの上では、掘取部を床に当たるまで降ろし
て、駐車ブレーキを掛けてください。機械が動き、
思わぬ事故のおそれがあります。
• 自動車体水平制御は、機体を一番下げた状態にして
ください。
• 副変速レバーを[低]位置にしてください。
• 所定のロープ掛けフック（4 箇所）にロープを掛け
てしっかり床に固定してください。
• 車止めをしてください。

GRH1700
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安全作業をするための注意事項

安全に作業するための安全ラベル
1. 安全ラベルの内容および貼付位置
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安全作業をするための注意事項
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安全作業をするための注意事項
2. 安全ラベルの取扱い
安全ラベルをよく読み理解して、安全注意事項を守って
ください。
• 安全ラベルは、いつもきれいにして傷つけないよう
にしてください。
• 安全ラベルがよごれた場合は、石鹸水で洗い、やわ
らかい布でふいてください。
シンナー、アセトンなどの溶剤を使うと、文字また
は絵が消えることがあります。
• 高圧洗浄機で洗車すると、高圧水により安全ラベル
が剥がれるおそれがあります。高圧水を直接安全
ラベルにかけないでください。
• 破損または紛失した安全ラベルは、製品購入先に注
文し、新しい安全ラベルに貼替えてください。
• 新しい安全ラベルを貼る場合は、貼付面の汚れを完
全にふき取り、乾いた後、もとの位置に貼ってくだ
さい。
• 安全ラベルが貼付けされている部品を新部品と交
換するときは、安全ラベルも同時に交換してくださ
い。
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ご相談窓口

サービスおよび保証について

サービスおよび保証について
この製品には、保証書が添付してありますのでご使用前
によくご覧ください。

警告

• 機械の改造は危険ですので、改造しないでくださ
い。
重要 :
• 機械を改造した場合および取扱説明書に述べられ
た正しい使用目的と異なる場合は、メーカ保証の対
象外になるのでご注意ください。

ご相談窓口
ご使用中の故障、ご不審な点、およびサービスについて
のご用命は、お買上げいただいた購入先にそれぞれご相
談窓口を設けておりますのでお気軽にご相談ください。
その際、次の事項を併せてご連絡ください。
• 販売型式名（商品名）、区分、および車台番号
• エンジンの型式名および番号
なお、部品ご注文の際は、購入先に純正部品表を準備し
ておりますので、そちらでご相談ください。

(1) 車台番号

認定番号
安全鑑定の農機型式名および認定番号が必要な場合は、
次表の型式名および番号をご使用ください。

(1) エンジン番号

商品名

農機型式名

GRH1700

クボタ SV1802

補修用部品の供給年限について
この製品の補修用部品の供給年限（期限）は製造打ち切
り後 9 年といたします。
ただし、供給年限内であっても特殊部品につきまして
は、納期などについてご相談させていただく場合もあり
ます。
補修用部品の供給は原則的に上記の供給年限で終了い
たしますが、供給年限経過後であっても部品供給のご要
請があった場合には、納期および価格についてご相談さ
せていただきます。

GRH1700
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サービスおよび保証について

取扱説明書の収納場所について

取扱説明書の収納場所について
本冊子を付属部品のビニール袋にいれたあと、運転席
（シート）裏側にある収納袋に本冊子を収納して、常時
携帯してください（出荷時は取扱説明書がビニール袋に
入っています）。

(1) 取扱説明書
(2) ビニール袋

(1) 取扱説明書収納場所
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機体方向説明

装置の名称および取扱い

装置の名称および取扱い
機体方向説明
この取扱説明書で使用している前後、左右、左回り、右回りなどの方向は、次図のとおりです。

(A) 右側
(B) 前方

GRH1700

(C) 左側
(D) 後方

(E) 右回り（時計方向）
(F) 左回り（反時計方向）
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装置各部の名称およびはたらき

装置の名称および取扱い

装置各部の名称およびはたらき
1. 機体前方の装置の名称

[A] 運転操作部
[B] 掘取部
[C] デバイダ部

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

作業灯
ヘッドライト
横デバイダ後
縦デバイダ
横デバイダ前

(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

サブソイラ
アイドラプーリー
搬送ベルト
カッターカバー左前
ガイドベルト

(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)

屋根
シュート上
カッターカバー左後
サイドカバー
燃料給油口
ゲージホイール

運転操作部
エンジンの始動および停止、移動走行、および掘取作業の運転操作を行うところ
掘取部
大根の掘取と搬送を行う箇所
デバイダ部
大根の茎葉のかき上げを行う箇所
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装置の名称および取扱い

2. 機体後方の装置の名称

[A] エンジン部
[B] 走行部

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

カッターカバー右後
カッターカバー右前
非常停止スイッチ
ホーンスイッチ
コンベア前カバー

(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

コンベアスクレイパー
コンベア
ガイド板
シュート下
デッキ

(11)
(12)
(13)
(14)
(15)

反射器
バックミラー
防じんカバー
補助デッキ
クローラ

エンジン部
運転席下部にある動力装置
走行部
クローラにより走行を行う箇所

GRH1700
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装置各部の名称およびはたらき

装置の名称および取扱い

3. 運転操作部および周辺の装置の名称

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

32

主変速レバー
ファインビューメータ
メインスイッチ
マルチワンレバー
副変速レバー
旋回モード切換えダイヤル

(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

作業機・サブソイラ振動クラッチレバー
DC 電源ソケット
アームレスト
フットレスト
駐車ブレーキペダル（駐車ブレーキ）
運転席シート

(13) サイドパネル
(14) 副変速切換えスイッチ
(15) サブソイラ（ゲージホイール）昇降スイッ
チ
(16) デバイダ昇降スイッチ
(17) ウエイト前後調整スイッチ

GRH1700

装置各部の名称およびはたらき

装置の名称および取扱い

サイドパネル

(1) 掘取部下降ロックスイッチ

(1) 非常停止スイッチ
(2) ホーンスイッチ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

掘取支点の油圧昇降スイッチ
搬送部車速同調スイッチ
搬送部同調速度調整ダイヤル
屋根開閉スイッチ
作業機部手動操作スイッチ
デバイダ速度調整ダイヤル
搬送速度調整ダイヤル

(1) コンビネーションスイッチ
(2) ライティングスイッチ
(3) ウインカスイッチ

補足 :
• 本機械にウインカはないため、機能しません。

GRH1700
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装置の名称および取扱い

4. エンジン操作関係の名称およびはた
らき
4.1 メインスイッチ
収穫機の電源の[入]と[切]、およびエンジンの[始動]と停
止を行うスイッチです。

(A) 切
(B) 入
(C) 始動

補足 :
• エンジン回転計については、ファインビューメータ
（41 ページ）を参照してください。

4.3 非常停止スイッチ
エンジンを停止するスイッチです。
エンジンが停止すると同時にブザーが鳴ります。

(1) 非常停止スイッチ

(A) [切]
キーが抜き差しできるエンジン停止中の位置
(B) [入]
電気（電装）装置がはたらく位置
(C) [始動]
セルモータが回転し、エンジンが始動する位置
補足 :
• エンジン始動後、メインスイッチのキーから手を離
すとキーは、[入]の位置に戻ります。

補足 :
• 非常停止スイッチを押すと、ファインビューメータ
の液晶ディスプレイに“非常停止スイッチが押され
ました。”と表示します。
• エンジンの再始動を行うときは、次の項目を遵守し
てください。
– メインスイッチのキーを[切]位置にしてブザー
を止めてください。
– 非常停止スイッチを[停止]位置から時計方向い
っぱいまで回してから、上方向にコツンと音が
なるまで確実に引上げ、[運転]位置にしてくださ
い

4.2 アクセルダイヤル
エンジン回転をコントロールするダイヤルです。
ダイヤルを右に回すと回転数が上がります。

(A) 回す
(B) 引く

(1) アクセルダイヤル
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(A) エンジン回転低回転の位置
(B) エンジン回転高回転の位置

– メインスイッチのキーを[切]位置にしてから約
5 秒間待ってください。エンジンの停止直後に
メインスイッチのキーを[始動]位置にしてもエ
ンジンは始動しません。
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5. 走行操作関係の名称およびはたらき
5.1 主変速レバー
移動走行時および掘取作業時に変速をするレバーです。
機体の前進および後退を無段階で操作できます。

(1) 副変速切換えスイッチ

(1) 主変速レバー
(2) 後進時切換えノブ

(A) [前進]
(B) [停止]
(C) [後進]

重要 :
• 駐車ブレーキが掛かっているときは、主変速レバー
を動かさないでください。無理に動かすと故障の
原因となります。
補足 :
• 旋回中は走行負荷が高く、主変速レバーに負荷が伝
わり、戻されることがあります。
• 駐車ブレーキを掛けると、主変速レバーは[停止]位
置に固定され、主変速レバーを操作しても動きませ
ん。
• [後進]位置にするとバックブザーが鳴ります。
• 主変速レバーが中立位置以外の位置でエンジンを
始動しようとすると、ファインビューメータの液晶
ディスプレイに警告メッセージが表示され、始動で
きません。

5.2 副変速切換えスイッチ
移動走行時および掘取作業時に、[S]（作業位置）、[L]
（低速走行位置）、および[H]（高速走行位置）の 3 段階
に変速をするスイッチです。

重要 :
• 副変速切換えスイッチが[L]（低速走行位置）、およ
び[H]（高速走行位置）の状態で掘取作業をしないで
ください。大根の折れや傷付きが発生したり、機械
が故障する原因となります。
補足 :
• 駐車ブレーキを掛けると主変速レバーは、[停止]位
置に固定され、主変速レバーを操作しても動きませ
ん。
• 後進するときは、主変速レバーを[後進]側に引いて
ください。[後進]位置にするとバックブザーが鳴り
ます。
• 副変速切換えスイッチと副変速レバー操作の組み
合わせにより、速度が[S]（作業位置）⇔ [L]（低速
走行位置）⇔ [H]（高速走行位置）の 3 段階に切換
わります。
• 副変速レバーが[低]位置のときは[S]（作業位置）に
固定され、副変速切換えスイッチを押しても切換え
ることができません。
• 副変速レバーが[高]位置のときは[L]（低速走行位置）
と[H]（高速走行位置）の 2 段階に切換えることが
できます。
• 副変速切換えスイッチを押すと、副変速の表示部の
表示により、液晶ディスプレイに次のように表示し
ます。
副変速表示部

液晶ディスプレイ表示

[S]
（作業位置）

副変速 S 低速

[L]
（低速走行位置）

副変速 L 作業

[H]
（高速走行位置）

副変速 H 走行

• 副変速レバーが[高]位置のとき、メインスイッチの
キーを[入]位置にした直後の副変速切換えスイッチ
は[L]（低速走行位置）です。
• 掘取作業中は、副変速切換えスイッチを押しても[H]
（高速走行位置）には切換わりません。
• 主変速レバーが[停止]位置以外の位置でエンジンを
始動しようとすると、液晶ディスプレイに“主変速
を中立にする”と表示します。
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• 掘取作業または傾斜地（あぜ越えやあゆみ板）で移
動を行うときは[S]（作業位置）、通常の移動走行を
行うときは[L]（低速走行位置）および[H]（高速走
行位置）で使用してください。
• 副変速切換えスイッチを[H]（高速走行位置）に切換
えると、旋回モード切換えダイヤルで選択している
位置に関係なく旋回力がソフトターンに固定され
ます。

5.3 副変速レバー
あぜを乗り越えるときおよび傾斜地を上がるとき、負荷
が大きいために上がれない場合に使用する変速レバー
です。

重要 :
• 駐車ブレーキが掛かっているときは、主変速レバー
を動かさないでください。無理に動かすと故障の
原因となります。
補足 :
• 駐車ブレーキを掛けると、主変速レバーは[停止]位
置に固定され、主変速レバーを操作しても動きませ
ん。
• 移動（路上を含む）走行時は、駐車ブレーキペダル
を解除位置にしてください。
• 駐車ブレーキペダルを踏込まないと、エンジンは始
動しません。また、駐車ブレーキペダルを踏込まず
にエンジンを始動しようとすると、ファインビュー
メータに警告メッセージを表示します。

5.5 マルチワンレバー
マルチワンレバーは、機体走行時の進路変更および掘取
部の昇降の操作を行うレバーです。
右

左
下げ
上げ
(1) 副変速レバー

(A) [高]（高速）
(B) [N]（中立）
(C) [低]（低速）

マルチワンレバーを倒した方向に機体の進路
が変わります。倒す角度に応じて進路の方向
修正から旋回を行います。
マルチワンレバーを倒した方向に掘取部が上
下に動きます。

マルチワンレバーを倒した方向に機体の進路
が変わると同時に、掘取部が上下に動きます。

5.4 ブレーキペダル（駐車ブレーキ）
1. ブレーキペダルを踏込むとブレーキペダルはロッ
ク位置で固定され駐車ブレーキが掛かります。
2. 駐車ブレーキを解除するときは、ブレーキペダルを
強く踏み込んでロックを解除します。

(1) マルチワンレバー

(1) 駐車ブレーキペダル

(A) 踏込む
(B) 解除
(C) ロック（駐車ブレーキ位置）

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)

下（掘取部下げ）
上（掘取部上げ）
右（右旋回）
左（左旋回）
右下
右上
左下
左上

補足 :
• 掘取部の上昇
下降操作を行うとき、マルチワン
レバーを倒す量に応じて昇降速度が変化します。
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昇降速度は、マルチワンレバーを倒す量が大きいほ
ど速くなります。

(1) 旋回モード切換ダイヤル
(A) 低速
(B) 高速

• エンジンが停止中で、掘取部が上がっているときに
マルチワンレバーを前方（下方向）に倒しても掘取
部は下がりません。

5.6 サブソイラ（ゲージホイール）昇降スイッ
チ
掘取作業中に、サブソイラを上下に動かすスイッチで
す。

(A) [ソフト]ターン
左右のクローラに回転差をつけて、両輪で前進駆動
しながら旋回します。
旋回半径はやや大きくなりますが湿田およびほ場
の荒れを少なく作業したい場合や移動走行時に使
用します。
(B) [ソフトブレーキ]ターン
マルチワンレバーを右または左に倒すと、倒した方
向のクローラの駆動が停止した状態で旋回します。
小回りが必要なときに使用します。

(1) マルチワンレバー
(1) 主変速レバー
(2) サブソイラ（ゲージホイー
ル）昇降スイッチ

(A) 上昇
(B) 下降

5.7 旋回モード切換ダイヤル
旋回方式を選択するダイヤルです。
作業条件に応じて切換えてください。

(A) [ソフト]ターン
(B) [ソフトブレーキ]ターン

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

左旋回
左方向修正
右旋回
右方向修正
運転席に座って操作する方
向

補足 :
• 旋回モード切換ダイヤルが[ソフト]ターンのとき、
湿田ではマルチワンレバーを左右にいっぱい倒し
た状態で使用してください。
倒す量が小さいと、[ソフト]ターンの効果が発揮で
きない場合があります。

5.8 運転席（シート）
運転席は、前後方向、上下方向、および前傾斜方向に調
節が行えます。調節は、前後調節レバー（前後方向）、
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上下調節レバー（上下方向）をそれぞれ引いて行ってく
ださい。

6. サイドパネルの名称およびはたらき
6.1 掘取支点の油圧昇降スイッチ
収穫する大根の大きさに合わせて、楽に搬送部の支点を
昇降することができます。

(1) 運転席（シート）
(2) 前後調節レバー
(3) 上下調節レバー

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

引く
前
後
上
下

補足 :
• 運転席の背もたれは、リクライニングレバーを引い
て前方へ倒すことができます。もとに戻すときは、
背もたれをロックするまでリクライニングレバー
を後方に引いてください。

(1) 掘取支点の油圧昇降スイッチ

重要 :
• 掘取支点を昇降するときは屋根の位置に注意して
おこなってください。
屋根に掘取部が干渉すると機械を故障させる原因
となります。

6.2 搬送部車速同調スイッチおよび同調速度
調整ダイヤル
車速同調スイッチを押すだけで、車速と搬送部が同調す
るので、安定した作業が楽に行えます。

(1) 背もたれ
(2) リクライニングレバー

(A) 引く
(B) 倒す

(1) 搬送部車速同調スイッチ
(2) 搬送部同調速度調整ダイヤル

6.3 屋根開閉スイッチ
屋根を開閉するスイッチです。
加工用大根（大きな品種）または茎葉の長い大根を収穫
するときに支点を上昇させる際は、屋根を電動シリンダ
で開くことができます。
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重要 :
• 屋根を開閉するときは掘取部支点の位置に注意し
ておこなってください。
掘取部に屋根が干渉すると機械を故障させる原因
となります。

(1) 掘取部下降ロックスイッチ
(2) 樹脂ボルト
(3) スイッチロック金具

(1) 屋根開閉スイッチ

6.4 作業機部手動操作スイッチ

(A) 解除
(B) ロック
(C) ロック状態

解除位置
解除するときは、掘取部下降ロックスイッチを上げ
てください。
補足 :
• ロックスイッチを下げるときは、必ずスイッチロッ
ク金具でロックスイッチを固定し解除防止を行っ
てください。スイッチロック金具は樹脂ボルトを
ゆるめて動かしてください。
• エンジンを始動しないと掘取部は上昇および下降
しません。

7.2 コンベアスピードコントローラー
コンベアベルトの回転スピードを調整するダイヤルで
す。
ベルトのスピードは時計方向に回すと速くなり、反時計
方向に回すと遅くなります。
(1) 作業機部手動操作スイッチ
(2) デバイダ速度調整ダイヤル
(3) 搬送速度調整ダイヤル

補足 :
• 作業機部手動操作スイッチを長押しすると、スイッ
チを押している間、搬送部のみを逆転させることが
できます。

7. 掘取部の名称およびはたらき
7.1 掘取部下降ロックスイッチ
掘取部とゲージホイール（サブソイラ）の下降防止を行
うロックスイッチです。
掘取部下降ロックスイッチを下げる（ロック位置）とマ
ルチワンレバーおよびサブソイラ（ゲージホイール）昇
降スイッチを操作しても掘取部、サブソイラ（ゲージホ
イール）は下降しません。
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(1) コンベアスピードコントロ
ーラー

(A) 回転が遅くなる
(B) 回転が速くなる

7.3 デバイダ昇降スイッチおよびウエイト前
後調整スイッチ
デバイダ昇降スイッチはマルチワンレバーにあるデバ
イダの上昇および下降を行うスイッチです。ウエイト
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前後調整スイッチはマルチワンレバーにあるウエイト
の前後方向の移動操作を行うスイッチです。
操作を行うときは、スイッチを押し続けてください。ま
た、スイッチから指を離すと、デバイダ・ウエイトはそ
の位置で停止します。

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

（上昇））
デバイダ昇降スイッチ（
デバイダ昇降スイッチ（
（下降））
ウエイト前後調整スイッチ（前）
ウエイト前後調整スイッチ（後）
マルチワンレバー

(1)

（上昇）
押し続けるとデバイダが上昇する

(2)

（下降）
押し続けるとデバイダが下降する

8. 作業機、サブソイラ関係およびはたら
き
8.1 作業機・サブソイラ振動クラッチレバー
作業機・サブソイラの振動装置を入・切するクラッチレ
バーです。

(1) 作業機・サブソイラ振動クラ (A) [切]（作業機・サブソイラ振
ッチレバー
動が停止）
(B) [入]（作業機が作動）
(C) [入]（作業機・サブソイラ振
動が作動）

補足 :
• サブソイラ振動は、レバーを前側の[入]の位置にす
ると作動します。

(3) [前]
押し続けるとウエイトが前方に移動する

8.2 マルチ寄せブレード（オプション）

(4) [後]
押し続けるとウエイトが後方に移動する

マルチをひいた圃場での収穫作業時に、マルチをサブソ
イラで切らないように、左側へ寄せるためのブレードで
す。

(1) マルチ寄せブレード

9. 選別作業台関係
9.1 非常停止スイッチ
エンジンを停止するスイッチです。
エンジンが停止すると同時にブザーが鳴ります。
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9.2 ホーンスイッチ
ホーンスイッチを押すと、ホーンが鳴ります。

(1) 非常停止スイッチ

補足 :
• 非常停止スイッチを押すと、ファインビューメータ
の液晶ディスプレイに“ エンジン停止しました”
と"メインスイッチ切にしてください”が交互に表
示されます。
• エンジンの再始動を行うときは、次の項目を遵守し
てください。
– メインスイッチのキーを[切]位置にしてブザー
を止めてください。
– 非常停止スイッチを[停止]位置から時計方向い
っぱいまで回してから、上方向に“コツン”と音
がなるまで確実に引上げ、[運転]位置にしてくだ
さい。

(1) ホーンスイッチ

10. 電装関係の名称およびはたらき
10.1 ファインビューメータ

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

(A) 回す
(B) 引く

– メインスイッチのキーを[切]位置にしてから約
5 秒間待ってください。エンジンの停止直後に
メインスイッチのキーを[始動]位置にしてもエ
ンジンは始動しません。

指針
エンジン回転計
速度計
負荷メータ
燃料計
表示切換えスイッチ

補足 :
• メインスイッチのキーを[切]位置から[入]位置にす
ると、各ランプが一定時間すべて点灯（ランプ点灯
確認）すると同時に、各メータの指針が動きます。
（作動確認）
エンジン回転計（単位：r/min (rpm)）
1 分間のエンジン回転数を指針で表示します。
燃料計
燃料の残量を指針で表示（[E]〔空〕
します。

[F]〔満タン〕）

速度計（単位：m/s）
1 秒間に進む距離を指針で表示します。
補足 :
• ほ場条件により実際の速度と異なる場合がありま
す。
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アワメータ表示（単位：h［時間］）
エンジン運転時間の積算使用時間を表示します。
オイル・充電表示
オイルの圧力と充電状態に異常が発生したとき、警報を
出す準備状態にあることを表示します。
“水温”表示
エンジン始動後、作業時の基本情報“水温”を表示しま
す。

(1) マルチナビ（液晶ディスプレイ）
(2) 表示切換えスイッチ

マルチナビは機械の状態や状況（通常作業時、異常発生
時、誤操作時など）に応じて、液晶ディスプレイに必要
な情報を表示します。
補足 :
• 表示切換えスイッチは、液晶ディスプレイに異常や
警報を表示したときに通常表示に戻す場合やメン
テナンス作業で使用します。

10.2.1 移動走行・通常作業時

補足 :
• エンジン始動中、異常発生時以外のときは、オイ
ル・充電表示はされません。

［アワメータ・オイル・充電］表示
駐車ブレーキが掛かっていない状態でメインスイッチ
のキーを[切]位置から[入]位置にすると表示します。
（エ
ンジンは停止状態）

(1) アワメータ
(2) オイル
(3) 充電

重要 :
• 異常が発生したときは、直ちに購入先に連絡してく
ださい。
• メインスイッチのキーが[入]で、エンジンが停止状
態では、表示していますが、表示が消えているとき
は、警報機能に異常があります。その場合は、直ち
に購入先に連絡してください。
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10.2.2 異常発生時
補足 :
• 処置についてはマルチナビによる異常と処置（131 ページ）ページを参照してください。
表示

燃料を給油

燃料の残量が少なくなると表示します。

充電系異常

充電系統に異常が発生すると表示します。

エンジン油圧異常

エンジンオイルの圧力が、異常に低下すると表示します。

オーバーヒート

エンジンの冷却水温が高温になると表示します。

機体傾斜角異常

機体が左または、右に約 10 度傾くと表示します。

燃料系水混入

油水分離器（セパレータ）に水がたまり、排水レベルになると表示します。

DPF

DPF が自動再生できなくなると表示します。
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10.2.3 誤操作時
エンジン始動時にメインスイッチのキーを[始動]位置にしたとき、始動条件を満たしていない場合、その内容を表示
します。
表示

主変速を中立にする

主変速レバーが[停止]（中立）位置以外のときに表示します。

駐車ブレーキを踏む

駐車ブレーキペダルを踏んでいないときに表示します。

脱こくクラッチを切る

作業機・サブソイラ振動クラッチレバーが[切]位置以外のときに表示します。

10.2.4 調整不足時
収穫作業中に、搬送部の回転数を上げられなくなり、エンジン回転数を上げる必要がある場合、その内容を表示しま
す。
表示

エンジン回転を高回転に

10.3 コンビネーションスイッチ

(1) コンビネーションスイッチ
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エンジン回転数が低い状態で、搬送目標速度をある一定速度以上にすると表示しま
す。

コンビネーションスイッチ(1)拡大図

(2) ライティングスイッチ

(A) ヘッドランプおよび作業灯
消灯位置
(B) ヘッドランプ点灯位置
(C) ヘッドランプおよび作業灯
点灯位置

GRH1700

装置各部の名称およびはたらき
ライティングスイッチ
ライティングスイッチを操作するとランプが点灯しま
す。

装置の名称および取扱い
DC 電源ソケット(1)拡大図

(A)
ヘッドランプおよび作業灯消灯
(B)
ヘッドランプ点灯
(C)
ヘッドランプおよび作業灯点灯

10.4 ホーンスイッチ
ホーンスイッチを押すとホーンが鳴ります。

(2) キャップ

(A) 上げる

補足 :
• DC 電源の最大容量は 120 W です。
• DC 電源ソケットはメインスイッチが[切]位置のと
きには使用できません。

自動化装置の名称およびはたらき
1. 自動化装置のエンジン操作関係の名
称およびはたらき

(1) ホーンスイッチ

10.5 DC 電源ソケット
12 V 用電源として使用してください。
DC 電源ソケットを使用するときは、キャップを上げて
ソケットを差込んでください。また、使用後はキャップ
を閉じてください。
(1) 自動アクセル制御装置
(2) 自動車体水平制御装置
(3) 水平操作手動スイッチ

(1) DC 電源ソケット
(2) キャップ

(1) 傾斜角手動調節スイッチ
(2) 傾斜角手動調節スイッチ（水平スイッチ）
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1.1 自動アクセル制御装置
自動アクセル制御は、クラッチレバーに連動して自動的
にエンジン回転数を作業回転数に制御する装置です。
自動アクセル制御が[入]位置のとき、クラッチレバーを
[入]位置にすると、搬送およびデバイダが駆動すると同
時に、アクセルダイヤルで設定したエンジン回転数にか
かわらず、自動的に約 2100 rpm となります。
制御が働いているときにアクセルダイヤルを操作する
と、自動セットが解除され、ダイヤル位置に応じた回転
数となります。
ただし、再度クラッチレバーを[切]位置から[入]位置に
すると、再びエンジン回転数の自動セットが機能しま
す。

1.1.1 オートアクセルスイッチ
自動アクセル制御の[入][切]を切り換えるスイッチで
す。
[オートアクセル]スイッチを操作すると、液晶ディスプ
レイに“オートアクセル入”または“オートアクセル切”
を一定時間表示し、[入]のときはランプが点灯します。
自動アクセル制御

(1) エンジン回転計

補足 :
• 自動アクセル制御がはたらいているとき、アクセル
ダイヤルを回すと、アクセルダイヤルで設定したエ
ンジン回転数となります。

2. 自動化装置の走行操作関係の名称お
よびはたらき
2.1 自動車体水平制御装置（モンロー）

[入]
ランプが点灯し、自動アクセル制御が作動
します。

自動車体水平制御装置は、掘取部が作動しているときに
機体が左または右に傾くと、自動的に機体を水平状態に
修正および保持する装置です。

2.1.1 水平自動スイッチ
[切]
ランプが消灯し、自動アクセル制御が解除
されます。

自動車体水平制御の入および切をするスイッチです。
水平自動スイッチを操作すると、液晶ディスプレイに
“モンロー入”または“モンロー切”を一定時間表示し、
入のときはランプが点灯します。

(1) 水平自動スイッチ
(2) ランプ
(1) オートアクセルスイッチ
(2) ランプ
(3) アクセルダイヤル
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うねによる機体の傾きの場合
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体が傾いた状態（機体傾斜角）を保持するように制
御します。
補足 :
• 傾斜角手動調節スイッチの または を押してい
る間機体が傾きます。
• 水平自動スイッチが[切]で自動車体水平制御が解除
されているとき、または スイッチを押すと機体が
その方向に傾きます。また、水平スイッチを押すと
機体は最下降位置まで下降します。
• 傾斜角手動調節スイッチは他のスイッチと同時に
操作しないでください。

(1) 機体
(2) うね
(3) 掘取部

(A) 水平

2.2 水平操作手動スイッチ
機体の上昇

下降を行う手動の操作スイッチです。

2.1.2 傾斜角手動調節スイッチ
自動車体水平制御がはたらいているとき、機体を左また
は右に傾けた状態で制御をはたらかせるスイッチです。
傾斜角手動調節スイッチはマルチワンレバーにありま
す。

(1) 水平操作手動スイッチ[上]
(2) 水平操作手動スイッチ[下]

(1) 水平操作手動スイッチ[上]
押すと機体が上昇します。
(2) 水平操作手動スイッチ[下]
押すと機体が下降します。
(1) マルチワンレバー
(A) 押す
(2) 傾斜角手動調節スイッチ（水
平スイッチ）
(3) 傾斜角手動調節スイッチ（
（左上））
(4) 傾斜角手動調節スイッチ（
（右上））

(2) 水平スイッチ
水平操作スイッチパネルの水平自動スイッチを押
すまたはマルチワンレバーの水平スイッチを押す
と、左右水平となる状態で制御します。

補足 :
• 水平操作手動スイッチを押している間、機体が上昇
または下降します。
• 傾斜地では操作しないでください。
• モンロー操作時（特に全上昇および全下降）は、エ
ンジン回転数を上げてください。

DPF 装置（ディーゼル微粒子除去
装置）のはたらきおよび取扱い

(3)

（左上）
スイッチを押している間、機体が左上りになりま
す。また、スイッチから手を離すと、そのときの機
体が傾いた状態（機体傾斜角）を保持するように制
御します。

DPF（ディーゼル・パーティキュレート・フィルタ）
は、ディーゼルエンジンから排出される排気ガス中の
PM（ススなど粒子状物質）をフィルタで捕集し、大気
中に放出される PM の量を削減させます。

(4)

（右上）
スイッチを押している間、機体が右上りになりま
す。また、スイッチから手を離すと、そのときの機

• 排気ガス中毒になるおそれおよび DPF 再生中の高
温状態の排気管またはマフラに接触してヤケドま
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DPF 装置（ディーゼル微粒子除去装置）のはたらきおよび取扱い

たは火災が発生する原因となるため、次の事項を遵
守してください。
– 納屋、倉庫など換気の悪い場所では、再生処理
を行わないでください。
– 再生処理を行う前には、排気管、マフラ、およ
びそれらの周辺部に、発火する原因となる燃え
やすいゴミなどがあれば取除いてください。
– DPF 再生中は、排気管、マフラ、およびそれら
の周辺部に人を近づけないでください。また、
収穫機からは離れないでください。
– 自動再生モードでは掘取作業中でも再生処理が
始まりますので、茎葉くずなどの燃えやすいも
のが多い場所の上では収穫機を停止しないでく
ださい。また、収穫機を停止する場合は、排気
管の後方に茎葉くずなどの燃えやすいものが少
ない場所に停止してください。
– 一日の作業終了後は、排気管、マフラ、および
それらの周辺部に茎葉くずなどの燃えやすいも
のが溜まっていないか点検し、溜まっていたら
掃除して取除いてください。
捕集した PM を DPF 内で燃焼させて PM 除去フィルタ
内を浄化および再生します。また、DPF の再生処理方
法には自動再生と駐車再生の 2 通りがあります。
通常は、掘取作業時を含む収穫機の運転中は自動再生モ
ードになっています。
自動再生モード中は、DPF 内に PM が堆積されると自
動再生機能がはたらき、PM を自動的に除去します（自
動再生処理）。また、PM が DPF 内に堆積し、駐車再生
の警報が発生したときは、駐車再生処理を行って堆積し
た PM を除去してください。

1. DPF スイッチパネル
DPF スイッチパネルには、DPF 内の PM 除去処理を行
うスイッチおよび DPF 内の PM 除去の状態を知らせる
ランプがあります。
DPF 内に堆積した PM の除去については、各スイッチ
の操作およびランプ表示の確認を行ってください。

(1) DPF スイッチパネル

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

再生禁止スイッチ
再生禁止ランプ
駐車再生スイッチ
駐車再生ランプ
再生状態ランプ

1.1 再生状態ランプ
(1) DPF

補足 :
• 自動再生モードはエンジン回転数が 2000 rpm 以上
ではたらきます。
• 通常、再生処理には 10 分～30 分程度かかります。
再生処理に掛かる時間は、外気温度、排気温度、お
よびエンジン回転数によって変わります。
• 再生処理終了直後は、DPF、排気管、およびマフラ
はまだ高温です。排気装置（DPF、排気管、および
マフラ）を冷却するために、5 分間程度エンジンの
運転を継続することをお勧めします。
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DPF 内に一定量の PM が堆積したとき、自動再生また
は駐車再生の処理を開始すると点灯（再生処理中）し、
再生の処理が終了すると消灯（再生処理終了）して再生
処理状態を知らせるランプです。
再生状態ランプが点滅している場合は、DPF 内の異常
を表します。自動再生および駐車再生はできません。
直ちに購入先に連絡してください。
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自動再生または駐車再生の処理中に再生禁止スイッチ
を押すと、同時に再生禁止ランプが点灯し、再生処理を
停止します。また、再度再生禁止スイッチを押すと、再
生禁止ランプが消灯すると同時に、自動再生または駐車
再生の処理が可能な状態となります。

(1) 再生状態ランプ

1.2 駐車再生スイッチ
PM が DPF 内に一定量堆積すると、駐車再生ランプが
点滅すると同時に、警報ブザーが鳴ります。その際に
PM を除去するため、駐車再生処理を行うスイッチで
す。
駐車再生処理を行うとき、駐車再生スイッチを押すと駐
車再生ランプが点滅から点灯に切換わります。また、再
生状態ランプも点灯します。駐車再生処理が終わると、
駐車再生ランプおよび再生状態ランプは消灯します。
（駐車再生方法については DPF 再生処理方法について
（50 ページ）を参照）

(1) 再生禁止スイッチ
(2) 再生禁止ランプ

補足 :
• 再生禁止スイッチが入の状態は、エンジンを停止す
ると解除されます。
メインスイッチのキーを[切]位置から[入]位置にす
ると、再生禁止スイッチは常に切（ランプ消灯）の
状態です。

補足 :
• 警報ブザーは初回は数回鳴ったあと停止しますが、
その後、堆積量が増加すると駐車再生処理を開始す
るまで鳴り続けます。

(1) 駐車再生スイッチ
(2) 駐車再生ランプ
(3) 再生状態ランプ

1.3 再生禁止スイッチ
再生処理を禁止（停止）するスイッチです。納屋、倉庫
など換気の悪い場所で作業する場合、DPF、マフラ、お
よびそれらの周辺部に発火する原因となる燃えやすい
ゴミ、可燃物などがあった場合など、一時的に再生処理
を禁止（停止）するときに押してください。
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DPF 装置（ディーゼル微粒子除去装置）のはたらきおよび取扱い

2. DPF 再生処理方法について
DPF の再生処理方法には、自動再生と駐車再生があります。
再生禁止スイッチを利用しないときの DPF スイッチパネルのランプおよびブザーの主な関係は次図のとおりです。
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重要 :
• 駐車再生ランプが点滅し、警報ブザーが鳴ったときは、掘取作業を中止し、駐車再生処理を行ってください。継
続して作業を行い、さらに警報ブザーが断続的に鳴り、同時に液晶ディスプレイに“DPF 異常”と表示した場合は、
直ちに作業を中止して、駐車再生を行ってください。
このとき再生状態ランプが点滅し、駐車再生ができない場合は、直ちに購入先に連絡してください。DPF の故障
の原因となります。
補足 :
• 駐車再生の警報を無視し続けると、エンジンの出力が低下します。また、エンジン出力が低下した状態が継続し、
作業能率が低下しますので注意してください。
• 再生処理を行うとき、自動再生処理と駐車再生処理でエンジン回転数が異なりますので注意してください。
• 指定の純正エンジンオイル以外のエンジンオイルを使用すると、再生処理（自動再生および駐車再生）を行う頻
度が増加し、作業能率の低下および燃料消費量の増加の原因となりますので、必ず指定の純正エンジンオイルを
使用してください。
指定純正エンジンオイル

GRH1700
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DPF 装置（ディーゼル微粒子除去装置）のはたらきおよび取扱い

2.1 自動再生処理について
メインスイッチのキーを[切]位置から[入]位置にする
と、自動再生モード（再生禁止スイッチが切）になり、
掘取作業時などエンジン回転数が 2000 rpm 以上のと
き、自動的に再生処理を行います。
1. PM が堆積すると、再生状態ランプが点灯し自動再
生を開始します。
補足 :
• 自動再生を開始すると、液晶ディスプレイに“自
動再生開始”と一定時間表示します。
2. 自動再生が終了すると、再生状態ランプが消灯しま
す。

2.2 駐車再生処理の手順

(1) 作業機・サブソイラ振動クラッチレバー
(2) 主変速レバー
(3) オートアクセルダイヤル

補足 :
• 駐車再生処理中に、各レバー、ペダル、およびスイ
ッチはさわらないでください。駐車再生処理条件
の状態が解除されると、駐車再生処理が途中で停止
するため、再度駐車再生処理を行う必要がありま
す。緊急で駐車再生処理を停止したい場合は、再生
禁止スイッチを押してください。
PM が DPF 内に一定量堆積したときには、駐車再生処
理を行ってください。
PM が一定量堆積すると、駐車再生ランプが点滅すると
同時に、警報ブザーが鳴ります。
補足 :
• 警報ブザーは初回は数回鳴ったあと停止しますが、
その後は駐車再生処理を開始するまで鳴り続けま
す。
1. 作業をいったん中止したあと、平たんな場所に移動
します。
補足 :
• 換気の悪い納屋、倉庫などへは移動しないでく
ださい。

(1) 駐車ブレーキペダル

(A) 踏込む
(B) 解除
(C) ロック（駐車ブレーキ位置）

e. 再生禁止スイッチを確認し、再生禁止ランプが
入（点灯）の状態のときは、再生禁止スイッチ
を押して切（再生禁止ランプが消灯）の状態に
します。

2. 各レバー、ペダル、およびスイッチを次の駐車再生
処理条件の状態にセットします。
a. 作業機・サブソイラ振動クラッチレバーを[切]位
置にします。
b. 主変速レバーを[停止]位置にします。
c. 駐車ブレーキペダルを［ロック］位置にします。
d. オートアクセルダイヤルを
位置にします。
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3. 駐車再生スイッチを押します。
エンジン回転数が上がると同時に、駐車再生ランプ
および再生状態ランプが入（点灯）状態となり、駐
車再生処理が開始します。

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

再生禁止スイッチ
再生禁止ランプ
駐車再生スイッチ
駐車再生ランプ
再生状態ランプ

補足 :
• 駐車再生処理を開始すると、液晶ディスプレイ
に“駐車再生開始”と一定時間表示します。
駐車再生処理が終了すると、エンジン回転数がアイドリ
ング回転数まで下がると同時に、駐車再生ランプと再生
状態ランプが切（消灯）状態に切換わります。
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運転前の点検

収穫機の運転
運転前の点検
警告

• 平たんで安全な場所で、エンジンを始動してからの
確認作業以外は、エンジンを止めて、メインスイッ
チのキーを抜き、駐車ブレーキを必ず掛けてから行
ってください。
• バッテリの点検、充電、および交換中は火気厳禁で
す。
• 各部の調整、点検、および交換を行うときは、各レ
バー類を“切”位置にして回転部を止め、エンジンを
止めて、メインスイッチのキーを抜いてから作業を
してください。
• 取り外した回転部のカバー類は、外したままでは衣
服などを巻込むおそれがあり危険ですので、点検後
は必ず取り付けてから作業をしてください。
• 燃料およびオイル補給中は火気厳禁です。
• 運転前にブレーキ、クラッチ、安全装置などの日常
点検を行い、摩耗または損傷している部品があれば
交換してください。また、定期的にボルトおよびナ
ットがゆるんでいないか点検してください。
• 使用前にはオイルおよび燃料が規定量入っている
か必ず点検してください。
• 燃料およびオイルがこぼれた場合は、きれいにふき
取ってください。
• バッテリ、マフラ、エンジン、燃料タンク、ベルト
カバー内、および配線部周辺にごみおよび燃料の付
着、泥の堆積などがあると火災の原因になることが
あります。日常点検をして取除いてください。
• カッター刃の掃除は、手袋を着用し刃部に注意しな
がら行ってください。

ブザーが鳴った場合、そのまま放置を続けると、
DPF 装置の再生処理能力を超える PM（ススなど粒
子状物質）が堆積し、DPF 装置にトラブルが発生す
る原因になります。
前日の異常箇所
• 前日の作業中に異常を感じたところがあれば、使用
前に支障がないか点検してください。
収穫機周りの点検
収穫機の周りを歩いて次の項目を点検します。
• ボルトおよびナットのゆるみまたは脱落がないか
• 車体各部の変形または損傷がないか
• 油漏れ、水漏れなどないか
• 機体各部に茎葉くずなどがたまっていないか
• マフラ、排気管、およびその周辺の断熱材に破損ま
たははがれがないか

故障を未然に防ぐには、機械の状態をいつもよく知って
おくことが大切です。日常点検は一日一回、運転前に欠
かさず行ってください。
（点検および調整方法の詳細は、各部の開閉および脱着
（80 ページ）各部の掃除および注油（82 ページ）、お
よび定期点検（84 ページ）を参照）
重要 :
各部への給油および交換
• 点検するときは機体を水平な場所において行って
ください。傾いていると正確な量を示しません。
• 使用するエンジンオイル、ミッションオイル、およ
びグリースは、必ず指定のクボタ純オイルおよびク
ボタ純グリースを使用してください。
• 燃料補給の際は、ゴミまたは水が混入しないように
してください。
• エンジンを掛けた状態で長時間放置すると、DPF 装
置に PM（ススなど粒子状物質）が堆積しやすくな
りますのでご注意ください。また、駐車再生要求の
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1. 日常点検項目
機体の周りを歩いて
＜ここを＞

＜点検し異常があれば＞

＜こうする（処置）＞

参照ページ

•

損傷または変形はないか。

•

修理または交換する。

－

•

ボルトおよびナットのゆるみまたは脱落はな
いか。

•

増締めまたは補充をする。

－

•

油漏れまたは水漏れはないか。

•

ホースおよびパイプの取付部の締付け
または部品交換をする。

•

茎葉くずなどがたまっていないか。

•

掃除する。

－

•

マークのあるラベル）の損傷
安全ラベル（
およびはがれはないか。

•

新しいラベルに貼替える。

22

カッター刃

•

刃の損傷はないか。

•

交換する。

117

クローラ

•

たるみまたは損傷はないか。

•

調整または交換する。

125

防じんあみ

•

詰まりはないか。

•

掃除する。

102

反射器

•

汚れまたは損傷はないか。

•

掃除または交換する。

125

機体各部

100

エンジン回りを確認して
＜ここを＞
エンジンオイル

ラジエータ

冷却水
フィン

オイルクーラフィン
エアクリーナ
ファン駆動ベルト
ホースおよびパイプ
配線コード
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＜点検し異常があれば＞
•

油量は規定量（オイルゲージの上限線と下限
線の間）あるか。

•

＜こうする（処置）＞

参照ページ

•

規定量まで補給する（クボタ純オイル
D10W-30 DH-2）。

91

リザーブタンクの水量は規定量（タンクの
FULL 線と LOW 線の間）あるか。

•

清水を規定量まで補給する。

98

•

詰まりはないか。

•

掃除する。

102

•

エレメントが汚れていないかまたはほこりが
詰まっていないか。

•

掃除またはエレメントを交換する。

99

•

たるみはないか。

•

調整する。

•

損傷はないか。

•

交換する。

•

油漏れまたは水漏れはないか。

•

取付部の締付けまたは交換する。

100

•

コネクタなどの外れまたはゆるみおよび被覆
の損傷はないか。

•

取付けまたは交換する。

122

111
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運転席に座りメインスイッチを入れて
＜ここを＞

各ランプ

液晶ディスプレイ

＜点検し異常があれば＞

•

•

各スイッチを操作すると点灯または点滅する
か。

表示はされているか。

＜こうする（処置）＞
•

球切れを調べ、交換をする。

•

ヒューズ切れを調べ、交換をする。

•

配線コードの切れを調べ、交換または接
続をする。

122

•

バッテリの充電または交換する。

119

•

ヒューズ切れを調べ、交換をする。

•

配線コードの切れを調べ、交換または接
続をする。

122

•

バッテリの充電または交換する。

119

•

軽油を補給する。

41

•

ヒューズ切れを調べ、交換をする。

•

配線コードの外れを調べ、接続をする。

燃料計

•

作業に必要な燃料はあるか。

ホーン

•

スイッチを押すと鳴るか。

•

主変速レバーを[後進]位置にするとブザーが
鳴るか。

•

ヒューズ切れを調べ、交換をする。

•

配線コードの外れを調べ、接続をする。

エンジンは始動するか。

•

充電または交換する。

バックブザー
バッテリ

•

参照ページ
124

122

119

エンジンを始動して
＜ここを＞
エンジン回転計

＜点検し異常があれば＞
•

＜こうする（処置）＞

回転計の作動に異常はないか。

参照ページ
41

購入先に連絡してください。

エンジン（マフラ）

•
•

異音はしないか。
排気ガスの色に異常はないか。

•

各チェーン

•

注油後の動きに異常はないか。

•

調整または交換する。

84

各レバー

•

各レバーの作動に異常はないか。

•

調整する。

－

駐車ブレーキ

•

機体は停止するか。また、遊び量は適正か。

•

調整する。

107

•

スイッチを押すと、ブザーが鳴りエンジンが
停止するか。

•

ヒューズ切れを調べ、交換をする。

•

配線コードの外れを調べ、接続をする。

非常停止スイッチ

56
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新車時の扱い
新車時の上手な運転操作およびメンテナンスが収穫機
の寿命に影響を及ぼします。
新車の収穫機は厳重な検査のもとに出荷されています
が収穫機の各部の部品はならし運転されていません。
ならし運転期間中は収穫機各部の部品がなじむまでは
走行速度は低速で、過負荷となる掘取作業は避けてくだ
さい。
収穫機の性能を最大に発揮させるおよび長期にわたる
耐久力を維持させるためには、適正なならし運転が重要
です。
新車時の取扱いは次の“ならし運転”を遵守してくださ
い。
ならし運転について
• 急発進および急ブレーキ操作はしないでください。
• 寒い日および冬期に収穫機を使用するときは、エン
ジンはじゅうぶん暖機運転をしてください。
• 高速での掘取作業は避けてください。
• 整地されていない凹凸道路では低速走行をしてく
ださい。
以上はならし運転以降も必要な事項ですが、新車時は特
に注意してください。

エンジンの始動および停止
警告

• エンジン排気ガスによる排気ガス中毒をさけるた
め、換気の悪い納屋、倉庫などでエンジンを回さな
いでください。
• この取扱説明書前編の『安全に作業をするために』
の内容を必ずお読みいただいて、安全作業を心掛け
てください。
• 収穫機に貼ってある安全ラベルの内容を必ずお読
みください。
• 収穫機に乗り降りするときは、飛び乗る、飛び降り
るなどしないでください。転倒および転落してケ
ガをするおそれがあります。
• 始動操作は、ホーンなどで周囲の人に始動の合図を
してから行ってください。
• 副変速レバーが[N]（中立）位置では、油圧ロックが
作動しないため、坂道で駐車ブレーキを解除すると
暴走し危険です。
（周囲の安全（9 ページ）を参照）

1. エンジンの始動のしかた
1. ハンドルおよびグリップをしっかりと握り、補助ス
テップに確実に足を掛けてすべらないように注意し
ながら運転席に座ります。
重要 :
• 運転席へ乗降りするときは、ハンドル以外は握
らないでください。特にマルチワンレバーを握
って乗降りすると、変形または破損する原因と
なります。またマルチワンレバーが変形または
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収穫機の運転
破損すると、正常な収穫機の運転が行えなくな
るおそれがあります。
2. 運転席（シート）の調整を行って、楽な姿勢で運転
操作が行える状態にします。
（運転席（シート）（37 ページ）を参照）

(1) 運転席（シート）
(2) 前後調節レバー
(3) 上下調節レバー

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

引く
前
後
上
下

3. 駐車ブレーキを掛けます。
ブレーキペダルを踏込むとブレーキペダルはロック
位置で固定され駐車ブレーキが掛かります。

(1) 駐車ブレーキペダル

(A) 踏込む
(B) 解除
(C) ロック（駐車ブレーキ位置）

補足 :
• 駐車ブレーキペダルを踏むと主変速レバーが[停
止]位置に戻ります。また、ブレーキペダルが［ロ
ック］位置の場合は、主変速レバーは動きませ
ん。
• 駐車ブレーキペダルを踏んでいないと、メイン
スイッチのキーを回してもエンジンは始動せず
液晶ディスプレイに内容を表示しますので、表
示内容にしたがい処置を行ってください。
（詳細は誤操作時（44 ページ）を参照）
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4. 各レバー位置の確認をします。
a. 主変速レバーが[停止]位置にあることを確認し
ます。
b. 副変速レバーを[N]（中立）位置以外の位置にし
ます。
c. アクセルダイヤルを中央ぐらいの位置まで回し
ます。
d. 作業機・サブソイラ振動クラッチレバーを[切]位
置にします。
e. 旋回モード切換ダイヤルを[ソフト]または[ソフ
ト・ブレーキ]の位置にします。

(1) メインスイッチ
(2) ホーンスイッチ

(1)
(2)
(3)
(4)

主変速レバー
作業機・サブソイラ振動クラッチレバー
アクセルダイヤル
副変速レバー

補足 :
• 各レバーの位置がエンジンの始動条件に合って
いないと、メインスイッチのキーを回してもエ
ンジンは始動せず液晶ディスプレイに内容を表
示しますので、表示内容にしたがい処置を行っ
てください。
5. エンジンを始動します。
a. メインスイッチのキーを差込みます。
b. メインスイッチのキーを[入]位置まで回します。
c. ホーンを鳴らします。
d. [始動]位置まで回します。

(A) [切]
(B) [入]
(C) [始動]

重要 :
• メインスイッチのキーを[始動]位置に回して 10
秒たっても始動しないときは、いったんメイン
スイッチのキーを[切]位置にして、30 秒ほど休
止してから、エンジンを再始動してください。
[始動]位置で 10 秒以上回すと故障の原因になり
ます。
• エンジン回転中にメインスイッチのキーを[始
動]位置に回すと故障の原因になります。
補足 :
• メインスイッチのキーを[入]位置にすると、マル
チナビの液晶ディスプレイにアワメータ・オイ
）
・充電（
）が表示されますが、エン
ル（
ジンを始動してもオイルまたは、充電の図柄の
表示が消えないときは、購入先に連絡し、処置
してください。
• 駐車ブレーキが掛かっている状態でメインスイ
ッチのキーを[入]位置にすると駐車ブレーキ(P)
が優先して表示し、駐車ブレーキを解除すると
表示は消えます。
• ホーンを鳴らすなどして始動の合図を周囲の人
に送ります。

2. 暖機運転について
エンジン始動後、エンジン回転数を約 1500 rpm に合わ
せて通常（寒冷時以外）約 5 分間～10 分間は負荷をか
けずに暖機運転を行ってください。
重要 :
• 暖機運転を行うのはオイルを各部にじゅうぶんゆ
きわたらせるためで、始動してからすぐ負荷をかけ
ると、エンジンの焼付きやミッションや油圧系統の
故障の原因になります。
• 寒冷時は暖機運転を怠るとマルチワンレバーが操
作できなくなったり、ブレーキが効かなくなるなど
油圧系統の故障につながりますので、次表を目安に
暖機運転を行ってください。
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気温

暖機運転時間

0 ℃～-10 ℃

約 10 分

-10 ℃～-15 ℃

10 分～15 分

-15 ℃～-20 ℃

15 分～20 分

-20 ℃以下

20 分以上

3. 燃料切れ後の再始動のしかた
運転中に燃料切れで停止した場合の、エンジンを再始動
する手順を述べます。
1. 作業機・サブソイラ振動クラッチレバーを[切]位置
およびメインスイッチのキーを[切]位置にします。
2. 燃料タンクに燃料を補給します。
3. エンジンを始動します。
（エンジンの始動のしかた（57 ページ）を参照）
補足 :
• メインスイッチのキーを[入]位置にすると約 5
～10 秒で自動的にエア抜きされます。

スタケーブル（黒）を救援車側のバッテリの（－）
端子に接続し、収穫機側はバッテリから離れた箇所
の金属部で塗装がされていない箇所に接続します。
2. 利用するバッテリが車などの場合は、エンジン回転
を上げます。
3. 収穫機のエンジンを始動します。
4. ブースタケーブルを取り付けの逆の手順で取り外し
ます。

5. エンジンの停止のしかた
重要 :
• エンジン停止中でメインスイッチのキーが[入]位置
で長時間放置するとバッテリ上りとなります。
1. 作業機・サブソイラ振動クラッチレバーを[切]位置
にします。
2. アクセルダイヤルを
（低回転）位置にします。

4. バッテリが上がったときの始動のし
かた
危険

• バッテリの近くに裸火（マッチ、ライター、タバコ
の火など）を近づけないおよび（＋）端子と（－）
端子が金属工具またはブースタケーブルなどの接
触によって起こるスパークをさせないでください。
バッテリのガスで引火爆発するおそれがあります。
重要 :
• 接続するバッテリは、必ず 12 V のものを利用して
ください。それ以外のバッテリを利用すると、故障
の原因となります。
• バッテリを直列につないで始動しないでください。
電装品が破損するおそれがあります。
• 充電異常による場合（充電ランプ点灯）は購入先に
連絡してください。
補足 :
• ブースタケーブルの取扱いは、ブースタケーブルの
取扱説明書に従ってください。
バッテリ上りによりエンジンが始動できなくなったと
きは、バッテリの補充電または交換を行ってください。
（バッテリの点検、補充電、および交換手順（119 ペー
ジ）または補水が必要なバッテリの補充電および交換手
順（122 ページ）を参照）
補充電または交換がすぐに行えないときは、救援車のバ
ッテリにブースタケーブルを接続して始動してくださ
い。
1. ブースタケーブル（赤）を収穫機側と救援車側のバ
ッテリの（＋）端子にそれぞれ接続したあと、ブー
GRH1700

(1) アクセルダイヤル
(A) [切]
(2) 作業機・サブソイラ振動クラ
ッチレバー

3. メインスイッチのキーを[切]位置にしてエンジンを
停止します。
重要 :
• メインスイッチのキーを[切]（停止）の位置にし
ても、エンジンが停止しない場合は、速やかに
購入先に連絡して、対応してもらってください。
その間、機械を次の状態にして待機してくださ
い。
– 機械を屋外の平たんで安全な場所まで移動
させて停車しエンジンをアイドリング状態
にします。
– 各作業クラッチレバーを[切]位置にします。
– 駐車ブレーキをかけます。

移動走行について
警告

• デッキに大根を積んでいるときは、すべて降ろして
ください。
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移動走行について

収穫機の運転
• 10 cm 以上の段差（あぜ、コンクリート畦畔など）
のあるところではあゆみ板を使ってください。
• 本機からサブソイラを取り外してください。
• ゲージホイール、掘取部、デバイダを上げ、掘取部
下降ロックスイッチを下げ、掘取部をロックして下
降防止を行ってください。
• あぜごえおよび傾斜地（坂道およびあゆみ板を使う
とき）での走行は、転倒しケガをするおそれがある
ので、次の事項を守ってください。
– 副変速レバーを[低]位置にし、エンジン回転を下
げて低速で走行してください。
– 上り方向は前進、下り方向は後進であぜおよび
斜面に対して直角に走行してください。
• あぜごえおよび傾斜地（坂道およびあゆみ板を使う
とき）の走行途中で、マルチワンレバーの操作、副
変速レバー、ブレーキペダル、水平操作手動スイッ
チ、旋回モード切換ダイヤルを操作すると、機械の
移動方向が変化、急降下、および落下する危険があ
りますので操作しないでください。
– 走行途中に停止するときは、ブレーキペダルを
踏込まず必ず主変速レバーを操作して停止して
ください。
• 次のような場所は、転倒しケガをするおそれがある
ので走行しないでください。
– 両側が傾斜していたり、溝のある道路の路肩
– 道幅に余裕がなく高い所にある道路（土手）
– 路肩の弱い道路
– 路面の凹凸（溝、穴など）の落差の大きい場所
および路面が草などでおおわれて良く見えない
場所
– 左または右に 10 度以上傾斜している場所
• 安全のためヘルメットを着用してください。
• 運転者以外の人は乗せないでください。
• 水平操作手動スイッチで機体をいっぱい下げた状
態にしてください。また、高さ制限のある場所を走
行するときは注意してください。

1. 移動走行前の準備手順
警告

• 平たんな場所に置き、エンジンを必ず止めて、メイ
ンスイッチのキーを抜いてください。
• 取り外したカバー類は必ず取り付けてください。
1. デッキに大根を積んでいる場合は、すべて降ろしま
す。
2. 補助デッキを収納したあと、ストッパーで固定しま
す。

(1) 補助デッキ

(A) 収納

(1) 補助デッキ
(2) ストッパー

(A) ストッパーをかける

(A) 高さ
高さ(A)

約 2.71 m

この収穫機は、道路運送車両法の保安基準に適合してい
ませんので、法令により公道は走行できません。したが
って、公道を移動するときはトラックなどで運搬してく
ださい。
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移動走行について

収穫機の運転

3. 作業機・サブソイラ振動クラッチレバーを[切]位置
にします。

(1) 背もたれ
(2) リクライニングレバー
(1) 作業機・サブソイラ振動クラ (A) [切]
ッチレバー

(A) 引く
(B) 倒す

d. 後方の状況がわかるようにバックミラーを調整
します。

2. 発進のしかた
警告

• 発進をするときは、周囲の安全を確かめてホーンな
どで合図を行ってから発進してください。
• 急発進は危険ですので、ゆっくりと発進してくださ
い。
• 機体の前進を停止する場合、主変速レバーを[停止]
側にするときは、[後進]側に入り機体が後進するお
それがあります。
1. 運転席およびバックミラーの調整を行います。
a. 前後調節レバーを引いてでシートの前後調節を
します。
b. 上下調節レバーでシートの上下調節をします。
c. リクライニングレバーでシートの背もたれの傾
きを調節します。

(1) 運転席（シート）
(2) 前後調節レバー
(3) 上下調節レバー

GRH1700

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(1) バックミラー

引く
前
後
上
下
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移動走行について

収穫機の運転
2. アクセルダイヤルを操作します。
エンジンを始動したあと、アクセルダイヤルを操作
します。
a. アクセルダイヤルを回してエンジン回転数を
2000 rpm 以上にします。

(1) アクセルダイヤル

(1) サブソイラ（ゲージホイー
ル）昇降スイッチ

(A) 上げる
(B) 下げる

(1) ゲージホイール

(A) 上げる

(A) 回す

補足 :
(1) エンジン回転計

(A) 2000 rpm 以上

• ゲージホイールを上げると、掘取部、デバイダ
も同時に上昇します。

3. 自動車体水平自動スイッチを操作します。
a. 自動車体水平自動スイッチを切り、水平操作手
動スイッチで機体をいっぱいまで下げます。

(1) 水平自動スイッチ
(2) 水平操作手動スイッチ [下]

4. ゲージホイールを上げます。
a. サブソイラ（ゲージホイール）昇降スイッチを
押して、ゲージホイールを上げます。
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移動走行について

収穫機の運転

5. 走行速度を選んで発進します。
a. 副変速レバーと副変速切換えスイッチで速度を
選びます。
b. 駐車ブレーキペダルを踏込んで駐車ブレーキを
解除します。
重要 :
• 駐車ブレーキが掛かっているときは、主変速
レバーを動かさないでください。無理に動
かすと故障の原因となります。
• 副変速レバーの切換えは平たんな場所で主
変速レバーを[停止]位置にし、ブレーキペダ
ルをいっぱいまで踏込み走行をいったん止
めてから行ってください。故障の原因とな
ります。

3. 旋回のしかた
警告

• 高速走行時、マルチワンレバーを強く操作すると急
旋回して危険ですので、旋回前に必ず減速してくだ
さい。
重要 :
• 砂利道での急旋回は、クローラに石がかみこみ故障
するおそれがありますので避けてください。
1. 旋回する方向にマルチワンレバーを倒します。
倒す角度に応じて旋回半径が変わります。また、い
っぱいまで倒すと急旋回します。

c. 主変速レバーを操作し前進または後進します。
主変速レバーを[停止]位置より前に押すと前進
し、後に引くと後進します。

(1) マルチワンレバー

(1) 副変速レバー
(2) 主変速レバー
(3) 駐車ブレーキペダル

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
(I)

[高]（高速）
[N]（中立）
[低]（低速）
[前進]
[停止]
[後進]
踏込む
解除
ロック

補足 :
• 副変速レバーが切換えにくいときは、主変速レ
バーを少し[前進]側に動かして[停止]に戻してか
ら切換えてください。
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(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

左旋回
右旋回
左方向修正
右方向修正
運転席に座って操作する方
向

4. 停車および駐車のしかた
警告

• 収穫機を離れるときは、平たんで安全な場所に置
き、掘取部を降ろして駐車ブレーキを掛け、エンジ
ンを必ず止めて、メインスイッチのキーを抜いてく
ださい。
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運搬について

収穫機の運転
• やむをえず坂道で駐車するときは、木片などで車止
めをし、暴走を防いでください。
1. 主変速レバーを[停止]位置にします。
2. 駐車ブレーキを掛けます。
重要 :
• 駐車ブレーキが掛かっているときは、主変速レ
バーを動かさないでください。無理に動かすと
故障の原因となります。
3.
4.
5.
6.

（低回転）位置にします。
アクセルダイヤルを
副変速レバーを[N]（中立）以外の位置にします。
掘取部を降ろして地面に接地します。
エンジンを停止してメインスイッチのキーを抜きま
す。

3. 収穫機の積込みおよび積降しのしか
た
警告

• 積込みは前進で、積降しは後進で行ってください。
• 平たん地を選び、できるだけ助手の立会い誘導のも
とに行ってください。また、助手以外の人を収穫機
の周辺に近づけないでください。特に収穫機の前
後に人を近づけないでください。

運搬について
1. トラックおよびあゆみ板準備時の注
意事項
警告

• 積込みおよび積降しは平たん地を選び、トラックの
駐車ブレーキを掛け、トラックの変速レバーを[R]
（後進）または 1 速に入れたあと、さらにタイヤに
車止めを行い、トラックが動かないようにしっかり
と固定してください。
• あゆみ板はフックが付いているもので、じゅうぶん
な強度があり、あゆみ板の基準に合ったすべり止め
付きのものを使用し、収穫機の重量であゆみ板が傾
いたりしない場所を選んでください。
• あゆみ板を荷台に掛けるときは、段差がなく平行
で、左および右のあおりに機体が接触しない位置に
合わせてください。

警告

• あゆみ板の途中でマルチワンレバーの操作および
副変速レバー、駐車ブレーキペダル、水平操作手動
スイッチ、傾斜角手動調節スイッチ、旋回モード切
換ダイヤルを操作すると、機械が急降下し落下する
危険がありますので、操作しないでください。方向
を変えるときは、いったん地上または荷台に戻って
方向を修正し、再度上り下りし直してください。

あゆみ板の基準
長さ
幅

トラックの荷台の高さの 4 倍以上
55 cm 以上

数量

2枚

強度

1 枚が 2800 kg 以上の重量に耐えうる

2. トラックへ積込み時の収穫機の準備
のしかた
大根を積んでいる場合はすべて降ろし、作業機・サブソ
イラ振動クラッチレバーを[切]位置にし、自動車体水平
制御（モンロー）を機体いっぱいまで下げ、補助デッキ
を収納後、サブソイラを取り外してゲージホイールを上
げます。（移動走行前の準備手順（60 ページ）参照）
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警告

• 機体が凸部を越えるときは、急に収穫機の姿勢が変
わりますのでじゅうぶん注意してください。
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運搬について

収穫機の運転

(A) 急に下がる

1. 各作業クラッチレバーを[切]位置にします。
2. 水平操作手動スイッチの[下]を押して機体を最下降
位置まで下げます。

(1) 副変速レバー
(2) 主変速レバー

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

[高]（高速）
[N]（中立）
[低]（低速）
[前進]
[停止]
[後進]

7. あゆみ板の前でいったん停止し、あゆみ板の中央に
左右のクローラを合わせ、あゆみ板と平行になって
いるか確認してから積込みおよび積降しをします。

(1) 水平操作手動スイッチ [下]

3. マルチワンレバーで掘取部を最上昇位置まで上げま
す。
4. ア ク セ ル ダ イ ヤ ル を 操 作 し て エ ン ジ ン 回 転 数 を
2000 rpm 以上にします。

8. 荷台に載せ終わったら、掘取部を接地させて駐車ブ
レーキを掛けます。

4. トラック上での収穫機の処置のしか
た
警告

• ゲージホイールを床まで降し、駐車ブレーキを掛
け、車止めをし、ロープでしっかりトラックに固定
してください。

(1) アクセルダイヤル

(A) エンジン回転低回転の位置
(B) エンジン回転高回転の位置

5. 副変速レバーを[低]位置にします。
6. 主変速レバーをゆっくり操作して、低速で走行しま
す。

GRH1700

重要 :
• ロープ掛けフック以外の所には、ロープを掛けない
でください。
• 後側のロープ掛けフック以外のロープ掛けフック
はけん引作業に使用しないでください。
補足 :
• 後側のロープ掛けフックは、けん引フックとしても
使用してください。
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収穫機の運転

運搬について

（詳細はけん引フックについて（137 ページ）を参
照。）
運転席下側

(1) ロープ掛けフック

左前側

(1) ロープ掛けフック

後側

(1) ロープ掛けフック（けん引フック）
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収穫作業

収穫作業
掘取作業ができる作物とほ場の条
件
注意

• 運転者および機械後部の補助者は、役割分担を決め
て共同作業してください。
作物とほ場の条件によっては、正常な掘取り作業ができ
ないことがあります。
まず、次に示す 1～6 項目の作物とほ場の条件を確認し
てください。
1. 本機は大根の葉を挟んで抜取る機構ですので、葉の
無い大根は収穫できません。次の条件を満たす事が
必要です。
葉の長さ
大根の太さ

30 cm～60 cm
6 cm～9 cm

(A) 倒伏角（大根の曲がり）

補足 :
• 茎の細い作物や腐り始めているもの、冬季の霜
枯れしている作物では正常な作業はできませ
ん。
• 葉が地面にはうように広がっているような作物
は正常な収穫作業はできません。
2. 植付けは条間 35 cm 以上で行ってください。

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)

大根と葉の太さの差が 1 cm 以上
30 cm～60 cm
10 cm~20 cm
30 cm 以内
6 cm～9 cm
葉の太さ
大根の太さ

GRH1700

(A) 35 cm 以上

3. 植付けている条が曲がっていると、ソイラで大根を
いためることがありますので、真直ぐに植付けてく
ださい。
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ほ場の枕掘りについて

収穫作業
4. 畝立てによる作付けがしてあるほ場では、クローラ
が溝に入りこむために車体が傾き、うまく掘れない
ことがあります。自動車体水平制御装置を使用すれ
ば作業できますが、できるだけ溝の深さは少なくし
てください。
ほ場のぬかる場合

• 往復掘りの場合

足の沈み 6 cm まで

(A) 6 m
(B) 2 m

• 一方掘りの場合
旋回する必要がないので、狭いほ場では操作も楽に
作業ができます。
(1) 長靴
(2) ほ場のぬかるみ

(A) 沈み量
(B) 長靴をはいた状態

5. “とう”だちの大根や大きめの雑草は、必ず作業前に
取除いてください。搬送の詰まりや、搬送ベルトの
外れなどの原因になります。
6. 傾斜地での作業と走行。

警告

• 傾斜地では低速で走行し、急旋回はしないでく
ださい。転倒事故の危険がありますので、傾斜
地で使用する場合は、必ず次表の使用限度内で
作業をしてください。
傾斜地での使用限度
左右

前後

空車走行時

10 度

10 度

コンテナ搭載運搬時

8度

8度

掘取り作業時

8度

8度

ほ場の枕掘りについて
能率よく作業を進めるためには収穫機をほ場に入れる
前に、図のように手掘りしますが、枕掘りは少し余裕を
もって多くしたほうが運転は楽にできます。
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(A) 1.5 m
(B) 6 m
(C) 2 m

収穫機の準備
1. 補助デッキとコンテナの準備
注意

• 補助デッキを倒す場合は、重いので、取扱いに注意
してください。
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収穫機の準備

収穫作業

1. ストッパーを外して、補助デッキを倒します。

2. ガードチェーンの準備
注意

• 補助作業者が乗る場合は、転落防止のために、必ず
ガードチェーンをしてください。
補助作業者が乗り込んだら、ガードチェーンのフックを
コンテナにかけます。

(1) 補助デッキ
(2) ストッパー

(A) 外す

(1) フック
(2) ガードチェーン

3. サブソイラの取り付け
サブソイラを取り付けます。
（詳細はサブソイラの脱着および交換のしかた（117 ペ
ージ）参照）
(1) 補助デッキ

(A) 倒す

2. コンテナを積み込みます。
重要 :
• ハーフコンテナなど、鉄製のコンテナを積む場
合は、デッキのストッパーからコンテナが外れ
ないように積んでください。

4. 作物に合わせた各部の準備の注意事
項
警告

• 各部に交換、脱着、切換え、および調整を行うとき
は、平たんで安全な場所でエンジンを必ず停止さ
せ、各レバー類を[切]位置にして、回転部を止めて
から作業を行ってください。
• 取り外した回転部のカバー類は、衣服などが巻込み
危険ですので、点検後は必ず取り付けてから作業を
行ってください。
• 傾斜地で開閉や脱着を行わないでください。
• 掘取部を上げた状態で作業を行うときは、掘取部下
降ロックスイッチを[ロック]位置にして掘取部の下
降防止を行ってください。さらに枕木などを使用
して落下防止の歯止めをしてください。

(1) ストッパー
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69

収穫作業

掘取作業の作業手順と各部の調整と取り付け

掘取作業の作業手順と各部の調整
と取り付け
1. 掘取作業の手順
警告

• 異常が発生したときは、エンジンを必ず止めてくだ
さい。
• 小さなほ場や、ほ場のすみでは作業がしにくいの
で、安全のため低速で注意しながら作業を行ってく
ださい。
• 夜間など暗い場所で作業するときは、ヘッドランプ
や作業灯を必ず点灯してください。
• 約 10 度以上傾くと転倒予防警報（マルチナビ表示、
警告音）がはたらきます。警報が鳴ったときは走行
を停止し、いったん平たんな場所に移動したあと、
機体が傾かない状態で作業を行ってください。
重要 :
• 作業中エンジン周りの防じんカバーにゴミの付着
が多くなれば、そのつど掃除してください。
防じんあみ全面にゴミが付着したまま作業を続け
ますと、エンジンのオーバーヒートの原因になりま
すので注意してください。
• 副変速レバーを[低]以外の位置にして掘取作業はし
ないでください。トラブルの原因になります。
• エンジン回転数を上げたままで、搬送速度調整ダイ
ヤルを操作しないでください。駆動用チェーンに
負担がかかり、トラブルの原因になります。

(1) 作業機・サブソイラ振動クラ (A) [入]（作業機が作動）
ッチレバー
(B) [入]（作業機・サブソイラ振
動が作動）

補足 :
• ほ場が柔らかく、サブソイラを振動させなくて
もサブソイラが刺さる場合はレバーを作業機
[入]位置にします。
• ほ場が固く、サブソイラを振動させないとサブ
ソイラが刺さらない場合は作業機・サブソイラ
[入]位置にします。

警告

• 作業機部を作動させるときは、合図を徹底させて行
ってください。
• 作業機部を作動させるときは、周囲に人がいないか
必ず確認してから作動させてください。
作物やほ場の状態に合わせてサブソイラの振動を作動
させます。作業機・サブソイラ振動クラッチレバーを
[入]位置にすると自動的に動作選択が[正転]になりま
す。

(1) 作業機部手動操作スイッチ

(A) [正転]

1. 作業機・サブソイラ振動クラッチレバーを[入]位置
にします。
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2. アクセルダイヤルを右に回して、エンジン回転数を
約 2100 rpm 以上にします。

(1) アクセルダイヤル

(A) 回す

補足 :
• オートアクセルスイッチが[入]のとき、作業機・
サブソイラ振動クラッチレバーを作業機[入]位
置もしくは、作業機・サブソイラ[入]位置にする
と、エンジン回転数が約 2100 rpm になります。

(1) エンジン回転計

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

運転席にすわって操作する方向
左旋回
右旋回
左方向修正
右方向修正

補足 :
• [ソフトブレーキ]ターン位置で作業を行ったと
き、機体の振動が大きいとき、ほ場の荒れが大
きいときなど、[ソフト]ターン位置に切換えてく
ださい。

(A) 2100 rpm 以上

3. 旋回モード切換ダイヤルで作業条件に応じて、位置
を切換えます。

(1) 旋回モード切換ダイヤル
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(A) [ソフト]ターン
(B) [ソフトブレーキ]ターン
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4. 副変速レバーを[低]位置にします。

(1) 副変速レバー

(A) [高]（高速）
(B) [N]（中立）
(C) [低]（低速）

(1) サブソイラ（ゲージホイー
ル）昇降スイッチ

(A) サブソイラが下降

(1) 主変速レバー

(A) [前進]

重要 :
• 副変速レバーを[低]位置以外での掘取作業はト
ラブルの原因になりますので、使用しないでく
ださい。
• 副変速レバーの切換えは平たんな場所で主変速
レバーを[停止]位置にし、ブレーキペダルをいっ
ぱいに踏み込み、走行をいったん止めてから行
ってください。故障の原因となります。

6. サブソイラ（ゲージホイール）昇降スイッチを押し
て、機体が水平になり、ゲージホイールが地面に軽
く付く程度までサブソイラを調整します。

(1) 主変速レバー

(A) [前進]
(B) [停止]
(C) [後進]

補足 :
• 副変速レバーが切換えにくいときは、主変速レ
バーを少し[前進]側に動かして[停止]に戻してか
ら切換えてください。
5. サブソイラ（ゲージホイール）昇降スイッチの[下]
を押しながら機械を前進させてサブソイラを土中に
刺します。

(1) サブソイラ（ゲージホイー
ル）昇降スイッチ

(A) サブソイラが上昇
(B) サブソイラが下降

重要 :
• サブソイラを少しずつ下げながら機械を前進さ
せてください。
• 副変速機械を前進させずにサブソイラを下げて
も土中に刺さらず機械のバランスが崩れます。
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7. マルチワンレバーで掘取部の高さを合わせます。

(1) デバイダ昇降スイッチ
(1) マルチワンレバー

補足 :
• アイドラプーリーと大根の首との間隔は、5～
10 cm になるように保ってください。

(1) デバイダ
(2) ベルト
(3) アイドラプーリー

補足 :
• デバイダは効率よく茎葉をすくえるよう、地面
ぎりぎりまで下げてください。適正位置より高
い、または低いと次の現象が現れます。
– 低いとき
• 土が混入する。
• デバイダベルトの摩耗が早くなる。
• デバイダベルトが外れる。
• フレームが破損する。
– 高いとき
• タッピングが悪くなる
• 抜き残しが出る。
• 抜取り不良が出る。
• 茎葉の切断不良が出る。

(A) 5～10 cm

重要 :
• 掘取部は効率よく作業が行えるよう、適正な高
さを保ってください。適正位置より高い、また
は低いと次の現象が現れます。
– 低いとき
• 大根にキズがつく。
• 搬送ベルトの摩耗が早くなる。
• 搬送ベルトが外れる。
• フレームが破損する。
– 高いとき
• タッピングが悪くなる。
• 抜き残しが出る。
• 抜取り不良が出る。
8. デバイダ昇降スイッチでデバイダの高さを合わせま
す。

GRH1700

73

掘取作業の作業手順と各部の調整と取り付け

収穫作業
9. 搬送速度調整ダイヤルで搬送ベルトの速度を調整し
ます。

(1) 搬送速度調整ダイヤル
(2) 搬送部車速同調スイッチ
(3) 搬送部同調速度調整ダイヤ
ル

(A) 搬送ベルトの速度が遅くな
る
(B) 搬送ベルトの速度が速くな
る

重要 :
• 搬送部車速同調スイッチを“入”にしていると、
車速と搬送ベルトの速度が連動します。搬送部
同調速度調整ダイヤルの中央位置は車速と搬送
ベルトが同調する位置です。
• 搬送部同調速度ダイヤルの中央位置では、車速
約 0.7 m/s まで搬送ベルトが同調します。
車速約 0.7 m/s 以上は搬送ベルト速度が一定と
なります。
• 搬送部同調速度ダイヤルを[遅]側に回すと大根
を押し気味で、[速]側に回すと大根を引き気味で
車速と連動しながら搬送します。
補足 :
• 搬送部車速同調スイッチが“切”の場合は、搬送
速度調整ダイヤルで、搬送ベルトの速度を調節
してください。
搬送ベルトの挟持間隔が、ほ場の大根の株間(A)
と同じ間隔になるのが適正です。

重要 :
• ベルトのスピードは、効率よく作業を行えるよ
う、適宜調節してください。適正スピードより
速い、または遅いと次の現象が現れます。
– 遅いとき
• 大根が折れる。
• 大根が割れる。
• 能率があがらない。
– 速いとき
• タッピングが悪くなる。
• 抜き残しが出る。
• 抜取り不良が出る。
• 茎葉の切断不良が出る。
10. デバイダ速度調整ダイヤルでデバイダの速度を調整
します。

(1) デバイダ速度調整ダイヤル

(A) デバイダの速度が遅くなる
(B) デバイダの速度が速くなる

2. ガイド板調整のしかた
大根のコンベアの流れ具合を見て、ガイド板の角度を調
整してください。
1. ボルトを外して、穴位置を変えることでガイド板の
位置を 5 段階調整することができます。
2. 固定ボルトをゆるめると、ガイド板の縦角度の調整
ができます。

(A) 大根の株間
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3. 各ボルトを締め付けて固定します。

(1) ウエイト
(1) ガイド板
(2) ボルト
(3) 調整穴

(A) 前
(B) 後

4. コンテナの降ろしかた

3. ウエイト前後調整
警告

• 下り傾斜地で使用する場合には、転落・転倒事故の
危険があるので、必ずウエイトを最後部に収納し急
発進、急停止をしないでください。
作業中機体前側が上がる場合には、スイッチを操作して
ウエイトを前に出し、機体前側が下がる場合にはウエイ
トを後に収納します。

警告

• コンテナを降ろすときは、周囲に人がいないか必ず
確認してから行ってください。
• コンテナを降ろすときは、選別作業台の補助選別者
は、必ず降りてください。
• 収穫機を必ず停止してください。
• コンテナを降ろすときは、機体を水平な場所に停車
させ、搬送速度調整ダイヤルおよび作業機・サブソ
イラ振動クラッチレバーを[切]位置にしてから行っ
てください。
フォークリフトなどを使用して、デッキのコンテナを降
ろしてください。

5. マルチ寄せブレードの取付けかた（オ
プション）
マルチをひいたほ場での収穫作業時に、マルチをサブソ
イラで切らないように、左側へ寄せるためのブレードで
す。
取付の穴位置を変えることで、角度を調節することがで
きます。マルチの状況に応じて、調節してください。
(1) ウエイト前後調整スイッチ
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(A) ウエイトが前へ移動
(B) ウエイトが後へ移動

1. サブソイラを止めている、ボルト A、B の 2 本をゆ
るめます。
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2. ボルト A（12×50）を、マルチ寄せブレードに付属
しているボルト（12×65）に換えます。

(1)
(2)
(3)
(4)

マルチ寄せブレード
ボルト A
ボルト B
ボルト C

3. ボルト A、B にマルチ寄せブレードと、取付けステ
ーを共締めします。
4. マルチの状況に応じて、ボルト C の取付穴を変える
ことにより、マルチ寄せブレードの角度を変えるこ
とができます。

(1) 取付穴

(A) 角度を調節できる

5. ナットを締め込んで固定します。
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6. 茎葉カッティング調整方法
1. 抜き上げた大根は搬送ベルトで上に引き上げるように搬送します。
2. 搬送しながらガイドベルトで大根の肩をガイドベルト下面に揃え、カッター刃で茎葉のカッティングを行います。

(1) 搬送ベルト
(2) カッター刃
(3) ガイドベルト

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

搬送テンションプーリー
固定刃ロック M8 ボルト
固定刃
調整バネ
テンションボルト
搬送ベルト
ガイドベルトドライブプーリー

(A) 搬送する

(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)

テンション調整レバー
リンクロック M6 ボルト
テンション調整リンク
ガイドベルトテンションプーリー
ガイドベルト
ガイドベルトアイドラ

(A) 外側のみ

大根肩揃えの調整
• 大根の肩がガイドベルト下面に合わない場合
搬送テンションプーリー（No.1 と No.2）の調整バネを強く（調整ボルトにて調整バネを張ってください）する
か、ガイドベルトテンションプーリーの調整バネを弱くしてください。（リンクロック M6 ボルトを緩め、テンシ
ョン調整レバーを B 方向へずらします）または、その両方を行ってください。
• 大根の肩がガイドベルトに食い込む場合
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上記の逆調整を行ってください。（搬送テンションプーリー弱、ガイドベルトテンションプーリー強）（テンショ
ン調整レバー A 方向）
固定刃の調整
• カッティング後、大根の茎葉が長すぎる場合
固定刃を下げてください（固定刃ロック M8 ボルトを緩め、高さ調整します）。
• カッティング後、大根茎葉が短すぎる場合
固定刃を上げてください（固定刃ロック M8 ボルトを緩め、高さ調整します）。
※固定刃は約 45°後方へ角度を付けて固定してください（異物を逃がすため）。
その他
• 本装置はベルト背面の挟持力を利用するため、茎葉の水分（朝露や雨）はカッティング性能に影響します。
状況に応じ、つど上記調整を行ってください。
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7. ガイドベルト張り調整

b. 調整ナットを回して、搬送ベルトの張りを調整
します。
c. ロックナットを締め付けて、固定します。

ガイドベルトは、茎葉を精密にカッティングする重要な
部分です。
調整不良やガイドベルトが摩耗してくると、大根に傷が
付くことがあります。
カッティング状態を時々チェックし、変化のあるときは
調整または交換してください。
ガイドベルトの張り具合を調整することにより、最適な
カッティングが可能です。
調整のしかた
1. カッターカバーを止めている、ノブボルト 4 個をゆ
るめて、カバーを開きます。

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

(1) ノブボルト
(2) カッターカバー

2. ロックボルトをゆるめます。
3. 工場出荷時には、ベルトの張りはいちばんゆるい[1]
になっています。数字が多い方が張りが強く、いっ
ぱいに張った状態が[5]になります。必要に応じて
調整します。
4. ロックボルトを締め付けて、固定します。
5. 反対側も同じ要領で調整します。

(1) ロックボルト

搬送ベルト
ガイドベルト
ロックナット
調整ナット
テンションボルト

(A) 機体前方

重要 :
• 調整の前に、各プーリーのミゾや、ベルトに付
着している土、茎葉、ゴミなどを取り除いて、
スリップの原因を確認してから行ってくださ
い。
• ベルトは張り過ぎないようにしてください。張
り過ぎるとプーリーの消耗を早めたり、駆動部
分の故障をまねくおそれがあります。

(A) 機体前方

6. カッターカバーを元通りに取り付けます。
補足 :
必要に応じて搬送ベルトの張りも調整してくださ
い。
a. ロックナットをゆるめます。
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メンテナンス
各部の開閉および脱着
警告

• 平たんで安全な場所で、機械の移動および各部を動
かすとき以外はエンジンを必ず止めて、メインスイ
ッチのキーを抜いて、駐車ブレーキを掛けてから開
閉および脱着を行ってください。
• 傾斜地では、開閉および脱着を行わないでくださ
い。
• 取り外したカバー類は、必ず取り付けてください。

1. エンジンルームの開閉
警告

• オーバーヒートなどでエンジンルームを開けて点
検・整備するときは、次の手順に従ってください。
1. 作業を中止する。
2. エンジンを約 5 分間アイドリング回転で運転し
たあと、エンジンを停止する。
3. エンジン停止後 30 分以上経過してから開ける。
4. 点検・整備で内部に触れるときは、ヤケドの危
険性がないことを確認する。
• エンジンが冷えていないとき、エンジンルームを開
けるとラジエータ部より熱湯の噴出のおそれ、ある
いは高温部に接触してヤケドするおそれがありま
す。
• 閉じたときは、クランプで必ずロックしてくださ
い。

(1) ロックレバー

(A) 押す

3. エンジンルームを開きます。

(1) エンジンルーム

(A) 25 度

(1) エンジンルーム

(A) 50 度

開きかた
1. クランプを外します。

(1) クランプ

(A) 外す

2. ロックレバーを押します。
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補足 :
• エンジンルームは、25 度と 50 度の 2 段階開き
ます。25 度でいったん止まったあと、再度ロッ
クレバーを押すと 50 度まで開きます。
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閉じかた
エンジンルームを閉じたあと、2 箇所のクランプを締め
ます。
重要 :
• 閉じたときは、クランプで必ずロックしてくださ
い。

2. カッターカバー右後の開閉
開きかた
カッターカバー右後は 2 箇所のノブボルトを外し、上方
に上げます。

(1) カッターカバー右前
(2) ノブボルト

(A) 上げる

閉じかた
カバーを閉じ、ノブボルト 2 箇所を締めます。
補足 :
• カバーはノブボルトを外した状態で、後方へスライ
ドさせると蝶番の部分で外すことができます。

4. カッターカバー左後の開閉
(1) カッターカバー右後
(2) ノブボルト

(A) 上げる

開きかた
カッターカバー左後は 2 箇所のノブボルトを外し、上方
に上げます。

閉じかた
カバーを閉じ、ノブボルト 2 箇所を締めます。

3. カッターカバー右前の開閉
注意

• 開いたり、取り外したカバーは、掃除・点検を終え
たら必ず取り付けてください。
開きかた
カッターカバー右前は 2 箇所のノブボルトを外し、上方
に上げます。

(1) カッターカバー左後
(2) ノブボルト

(A) 上げる

閉じかた
カバーを閉じ、ノブボルト 2 箇所を締めます。

5. カッターカバー左前の開閉
注意

• 開いたり、取り外したカバーは、掃除・点検を終え
たら必ず取り付けてください。
開きかた
カッターカバー左前は 2 箇所のノブボルトを外し、上方
に上げます。
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(1) カッターカバー左前
(2) ノブボルト

(A) 上げる

閉じかた
カバーを閉じ、ノブボルト 2 箇所を締めます。
補足 :
• カバーはノブボルトを外した状態で、後方へスライ
ドさせると蝶番の部分で外すことができます。

6. サイドカバーの開閉
開きかた
取っ手を引いて、サイドカバーを開きます。

• 掘取部を上げた状態で作業するときは、掘取部下降
ロックスイッチを［ロック］位置にして掘取部とゲ
ージホイール（サブソイラ）の下降防止を行ってく
ださい。
さらに枕木などを使用して落下防止の歯止めをし
てください。
• 空運転するときには必ず各カバーを閉じてくださ
い。
• デッキやフレームに上がって作業を行うときは、転
倒･転落のおそれがありますので、足元がすべらな
いように足場をじゅうぶんに確保し、安定した作業
姿勢で行ってください。
• オイルがこぼれた場合は、きれいにふき取ってくだ
さい。（クローラなどのゴム製品が劣化します）
• バッテリ、マフラやエンジン･燃料タンク周辺部に
ごみや燃料の付着、泥の堆積などがあると火災の原
因になることがありますので、取り除いてくださ
い。
• カッター部の掃除は、手袋を着用し刃部に注意しな
がら行ってください。
重要 :
• 水洗いするときは、電装品に水をかけないようにし
てください。故障の原因になります。
• ほ場で作業したあとは、必ずクローラ部分の泥を取
除いてください。
• 取り外したボルト・ナットは、必ず締付けてくださ
い。

1. 各部の掃除
収穫の合間の休憩時間や、収穫が終わったときには、機
体各部の掃除を行い、茎葉などをきれいに取り除いてく
ださい。
特にカッター部に茎葉がたまると、カッティング不良や
詰まりの原因になりますので、適宜掃除を行ってくださ
い。

1.1 掃除の準備
(1) サイドカバー
(2) 取っ手

(A) 開く

1. 作業機・サブソイラ振動クラッチレバーを[切]位置
にしてエンジンを止めます。

閉じかた
取っ手がロックするまでカバーを押して閉じます。

各部の掃除および注油
機械の故障などトラブルが発生しないように、各部の手
入れをじゅうぶん行ってください。

警告

• エンジンを必ず止めてください。
• 取り外した回転部のカバー類は衣類などが巻込み
危険ですので必ず取り付けてください。
• 搬送駆動チェーンやカッター刃には注意してくだ
さい。ケガをするおそれがあります。
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2. 掃除をするときには、各部を開閉します。

1.2 カッター部の掃除のしかた
1. ノブボルトを外してカッターカバーを開いて掃除し
ます。

(1) アイドラプーリー
(2) テンションプーリー

1.5 デバイダの掃除のしかた
(1)
(2)
(3)
(4)

カッターカバー左前
カッターカバー左後
カッター
ガイドベルト

デバイダのカバー間に泥や茎葉がたまると、かき上げ性
能に影響が出ることがありますので、適宜掃除をしてく
ださい。

2. 掃除後はカバーを閉じます。

1.3 ドライブプーリーの掃除のしかた
ドライブプーリーに泥や茎葉がたまると、茎葉の吐き出
し性能に影響が出ることがありますので、適宜掃除をし
てください。

(1) デバイダカバー

1.6 コンベア下の掃除のしかた
1. 取っ手を引き、サイドカバーを開けて掃除します。

(1) ドライブプーリー

1.4 アイドラプーリー・テンションプーリーの
掃除のしかた
搬送アイドラプーリーやテンションプーリーに泥や茎
葉がたまると、カッティング性能に影響が出たり、ベル
トやプーリーの消耗を早めますので、適宜掃除をしてく
ださい。

(1) サイドカバー
(2) 取っ手

(A) 開く

2. 掃除のあとはカバーを閉めます。
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2. 各部のグリースの塗布
2.1 クローラ張りボルト（左、右）の塗布のし
かた
クローラ張りボルトにグリースを塗布します。

(1) 張りボルト

定期点検
定期点検は、収穫機作業を行う人が定期的に行う点検で
す。

警告

• 各部の調整、点検、および交換を行うときは、各レ
バー類を［切］位置にして回転部を止め、エンジン
を必ず止めて、メインスイッチのキーを抜いてから
作業をしてください。
• 点検および作業するときは、駐車ブレーキを掛けて
ください。また掘取部は一番下まで降ろしてくだ
さい。
もし掘取部を上げた状態で作業するときは、掘取部
下降ロックスイッチを［ロック］位置にして掘取部
とゲージホイール（サブソイラ）の下降防止を必ず
行ってください。さらに枕木などを使用して落下
防止の歯止めをしてください。
• エンジンルーム内の点検のためカバーを外すとき
は、内部がじゅうぶん冷え、ヤケドのおそれがない
ことを確認してください。
• オイル交換中は火気厳禁。
• カッター刃の掃除および調整時は、手袋を着用し刃
部に注意しながら行ってください。
• 機械は平たんで、周りに茎葉くずなどの燃えやすい
ごみのない場所へおいてください。バッテリ、マフ
ラ、およびエンジン周辺部に、ごみおよび燃料の付
着、泥の堆積などがあると火災の原因となります。
• 燃料またはオイルがこぼれた場合は、きれいにふき
取ってください。
• 取り外した回転部のカバー類は、衣服などが巻込み
危険ですので、点検後は必ず取り付けてから作業を
してください。

置しておくと故障および事故の原因となり、ひいては収
穫機の寿命を短くしてしまいます。
収穫機の持つ性能がいつまでもじゅうぶん発揮される
よう、定期的に点検を行いましょう。
重要 :
• エンジンを掛けた状態で長時間放置すると、DPF 装
置に PM（ススなど粒子状物質）が堆積しやすくな
りますのでご注意ください。また、駐車再生要求の
ブザーが鳴った場合、そのまま放置を続けると、
DPF 装置の再生処理能力を超える PM（ススなど粒
子状物質）が堆積し、DPF 装置にトラブルが発生す
る原因になります。
補足 :
• 専門的な技術または特殊工具を必要とする場合お
よび定期点検一覧表（86 ページ）の参照ページ欄
に☆印のある項目は、購入先または整備工場で行っ
てください。
• 点検および交換の時期は、使用条件や環境に大きく
左右されます。したがってひとつの目やすとして
早目の点検をお願いします。

1. オイルおよびフィルタ類の交換時期
およびチェーン、ベルト、およびクロー
ラの張り調整時期
• 新車時は収穫機の回転部およびしゅう動部の各部
品はなじみがついていませんので、ならし運転期間
中に細かい金属粉が生じ、部品の極度な摩耗につな
がるおそれがあります。よって、オイルおよびフィ
ルタ類は初期 50 時間で交換してください。
• チェーン類、ベルト類、およびクローラはならし運
転中に初期伸びが発生します。初期 20 時間また
は、50 時間で張り調整をしてください（交換したと
きも同様です）。

2. 廃棄物の処理についての注意
警告

廃棄物をみだりに捨てるまたは焼却すると、環境汚染に
つながります。廃棄物を処理するときは次の注意事項
を守ってください。
• 機械から廃液を抜く場合は、容器に受けてくださ
い。
• 地面へのたれ流しおよび河川、湖沼、または海洋へ
の投棄はしないでください。
• 廃油、燃料、冷却水（不凍液）、冷媒、溶剤、フィ
ルタ、バッテリ、ゴム類、およびその他の有害物を
廃棄または焼却するときは、購入先または産業廃棄
物処理業者などに相談して、所定の規則に従って処
理してください。

収穫機は、使用時間および使用状況に応じて劣化が進
み、その構造および装置の性能が低下します。これを放
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近距離洗車厳禁

高圧洗車機の使用方法を誤まると人をケガさせるおよ
び機械を破損、損傷、または故障させることがあります
ので、高圧洗車機の取扱説明書およびラベルに従って、
正しく使用してください。

注意

洗浄ノズルを拡散にし、2 m 以上離して洗車してくださ
い。
もし、直射にしするまたは不適切に近距離から洗車する
と、次のような問題が発生するおそれがあります。
• 電気配線部被覆の損傷または断線により、火災を引
起こすおそれがあります。
• マフラ、排気管、またはその周辺の断熱材の破損ま
たははがれにより、火災を引起こすおそれがありま
す。
• 油圧ホースの破損により、高圧の油が噴出して傷害
を負うおそれがあります。
重要 :
• 洗車のしかたが不適切な場合、次のような機械の破
損、損傷、および故障の原因になります。
– シールおよびラベルの剥がれ
– 電装部品、エンジン室内、ラジエータ室内など
への浸入による故障
– クローラ、タイヤ、オイルシールなどのゴム類、
化粧カバーなどの樹脂部品、およびガラスなど
の破損
– 塗装およびメッキ面の皮膜剥がれ
– 断熱材の破損またははがれによる火災
• 洗浄剤を使用して洗車をしないでください。ガイ
ドベルトやコンベアベルトが傷むおそれがありま
す。

(C) 2 m 未満
(D) 2 m 以上

4. 使用者が行ってはいけない修理
次の部位に異常があるときは、購入先に必ず連絡して修
理を依頼してください。
• 電気系統（自動制御関係）
• エンジン本体
• トランスミッションケース
• ギヤ（ベベルギヤを含む）を内蔵したケース類
• 油圧系統
• 電気部品および電気系統
• 掘取部の動力伝達系統
• マフラ、排気管、およびその周辺の断熱材

直射洗車厳禁

(A) 直射
(B) 拡散
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5. 定期点検一覧表
処置項目
点検、調整、掃除、締付け（バンド）、および充電
点検項目

点検、処置、お
よび交換

点検または交換時期（アワメータ表示時間）

参照ページ

エンジン部
ファン駆動ベルト

エアクリーナエレメント

インレットパイプ（エアクリーナ）

調整

初回または、交換後：50 時間後、それ以降 100 時間ごと

交換

250 時間ごと

掃除

50 時間ごと

交換

300 時間ごと（点検･掃除が 6 回目のときに交換）

締付け

300 時間または、2 年ごとの早いほうで交換

フューエルフィルタエレメント

掃除

100 時間ごと

油水分離器（セパレータ）

交換

400 時間ごと

フューエルフィルタカートリッジ

交換

400 時間ごと

エンジンオイルフィルタカートリッジ

交換

燃料こしあみ
オイルドレーンゴムホース

ラジエータホース

排水ホース

オイルクーラホース

締付け

初回：50 時間後、それ以降 200 時間ごと
（エンジンオイルの交換が 2 回目のとき、同時に交換）
150 時間または、6 ヶ月ごとの早いほうで点検･処置

交換

300 時間または、2 年ごとの早いほうで交換

掃除

100 時間ごと

締付け
交換
締付け
交換
締付け
交換
締付け

99

150 時間または、6 ヶ月ごとの早いほうで点検･処置

交換

フューエルパイプ

111
☆

150 時間または、6 ヶ月ごとの早いほうで点検･処置
300 時間または、2 年ごとの早いほうで交換
150 時間または、6 ヶ月ごとの早いほうで点検･処置
300 時間または、2 年ごとの早いほうで交換
150 時間または、6 ヶ月ごとの早いほうで点検･処置
300 時間または、2 年ごとの早いほうで交換
150 時間または、6 ヶ月ごとの早いほうで点検･処置

102

102

104
☆
90
100
☆
100
☆
100
☆
100

交換

300 時間または、2 年ごとの早いほうで交換

防じんあみ、ラジエータフィン、オイルク
ーラフィン

掃除

50 時間ごと

サプライポンプ

点検

3000 時間ごと

☆

オイルセパレータエレメント

交換

1500 時間ごと

106

オイルセパレータ内の PCV バルブ

点検

1500 時間ごと

☆

オイルセパレータのゴムホース

交換

2 年ごと

☆

DPF 差圧センサホース

交換

2 年ごと

☆

ブーストセンサホース

交換

2 年ごと

☆

EX マニホルド

点検

1 年ごと

☆

EX マニホルド取付ボルト

点検

1 年ごと

☆

DPF 差圧配管

点検

1 年ごと

☆

EGR システム配管

点検

1 年ごと

☆

EGR クーラ

点検

1500 時間ごと

☆

インジェクタ、アッシのノズル

点検

1500 時間ごと

102

☆
（次へ続く）
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点検項目

点検、処置、お
よび交換

点検または交換時期（アワメータ表示時間）

参照ページ

ターボチャージャ、アッシ

点検

3000 時間ごと

☆

EGR システム

点検

3000 時間ごと

☆

フィルタ、コンプ(DPF)

点検

3000 時間ごと

☆

調整

初回または、交換後：20 時間後、それ以降 100 時間ごと

交換

300 時間ごと

調整

初回または、交換後：20 時間後、それ以降 100 時間ごと

交換

500 時間ごと

調整

初回または、交換後：50 時間後、それ以降 100 時間ごと

交換

300 時間ごと

ブレーキシュー

交換

500 時間または、２年ごとの早いほうで交換

HST オイルフィルタカートリッジ

交換

ミッション吸入フィルタ

交換

走行部および操作部
ミッション駆動ベルト

油圧ポンプ駆動ベルト

駐車ブレーキワイヤ

油圧オイルタンクフィルタ

洗浄

初回または、交換後：50 時間後、それ以降 100 時間ごと
（油圧オイルタンクオイルの交換と同時に交換）
300 時間ごと
初回または、交換後：50 時間後、それ以降 300 時間ごと
（油圧オイルタンクオイルの交換と同時に洗浄）

111

112
107
☆
☆
105
☆
105

交換

600 時間ごと

調整

初回または、交換後：20 または 50 時間後、それ以降 100 時
間ごと

交換

500 時間ごと

反射器

交換

破損しているとき

ドライブスプロケット、可動ローラ

交換

300 時間ごと

点検

100 時間ごと

交換

500 時間ごとまたは、リブの厚さが 2 mm 以下のとき

テンションローラ（後輪）、キャリアロー
ラ、クローラガイド（前、後）

交換

500 時間ごと

☆

シール（車軸、トラックローラ、テンショ
ンローラ、キャリアローラ）

交換

500 時間ごと

☆

ベアリング（トラックローラ、テンション
ローラ、キャリアローラ）

交換

500 時間ごと

☆

調整

初回または、交換後：20 時間後、それ以降 100 時間ごと

交換

300 時間ごと

点検

200 時間ごと

交換

600 時間ごと

点検

200 時間ごと

交換

600 時間ごと

点検

100 時間ごと

交換

300 時間ごと

点検

100 時間ごと

交換

200 時間ごと

クローラ

トラックローラ

125
☆
125
☆
127

掘取部
搬送ベルト

テンションプーリー Assy

アイドラプーリー Assy

ガイドベルト

カッター刃
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点検項目

点検、処置、お
よび交換

点検または交換時期（アワメータ表示時間）

参照ページ

デバイダ部
デバイダベルト

調整

初回または、交換後：20 時間後、それ以降 100 時間ごと

交換

300 時間ごと

調整

初回または、交換後：20 時間後、それ以降 100 時間ごと

交換

300 時間ごと

調整

初回または、交換後：20 時間後、それ以降 100 時間ごと

111

交換

300 時間ごと

☆

点検

200 時間ごと

117

交換

大根の掘り起こしが悪くなった時

☆

点検

初回または、交換後：20 時間後、それ以降 100 時間ごと

交換

300 時間ごと

充電

インジケータの色が黒色のとき

交換

インジケータの色が透明のとき

点検

50 時間ごと

交換

破損しているとき

点検

100 時間ごと

交換

破損しているとき

点検

100 時間ごと

交換

破損しているとき

点検

100 時間ごと

交換

破損しているとき

113、
114、
115

サブソイラ部
サブソイラ振動ベルト

サブソイラ振動カウンターベルト

サブソイラ

☆

コンベア部
コンベアベルト

☆

電装部
バッテリ

ワイヤハーネス・バッテリコード

ヒューズ･スローブローヒューズ

ランプ（電球）

ホーンスイッチ
•
•

118
122
☆
122
☆
124
☆
125
☆

参照ページに☆印のある整備項目（交換）については、購入先または整備工場で行ってください。
表の時間は作業条件、作物条件、またはメンテナンス（保守および点検）により異なる場合があります。

重要 :
• 各ベルト、各チェーン、または各ワイヤを交換したあとは、ならし運転後の点検および調整を行ってください。
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6. 給油（給水）および注油（注水）点検一覧表
重要 :
各部への補給および交換
• 点検するときは機体を水平な場所において行ってください。傾いていると正確な量を示しません。
• 使用するオイルは、必ず指定のクボタ純オイルを使用してください。また、使用するグリースは、必ず指定のク
ボタ純グリースを使用してください。
• 補給および交換の際は、ゴミまたは水が混入しないようにしてください。

種類
燃料

点検箇所
燃料タンク

処置

点検・交換時期
（アワーメータ表示時間）
点検

交換

補給

－
作業前また 初回
は、作業後
50 時間目
2 回目以降
100 時間ごと

エンジン

初回

オイル

トランスミッション
50 時間目
補給・交換 50 時間ごと
ケース
2 回目以降
100 時間ごと
初回
油圧オイルタンク

水・液

100 時間ごと

容量・規定量(L)

50 時間目
2 回目以降
300 時間ごと

容量

約 55

規定量
オイルゲージの下限と上
限の間
容量
約 4.7～6.8
規定量
検油口からオイルがにじ
むまで
容量
約 12.6
規定量
オイルゲージの下限と上
限の間
容量
30.0～31.3

規定量
タンク側面の[L]（下限）
冷却水（リザーブタン
作業前また ２年ごとまたは、冬期停止時は
補水・交換
と[F]（上限）の間
ク）
は、作業後 排出
L：0.15
F：1.1

種類

参照ペ
ージ

ディーゼル軽
油

90

クボタ純オイ
ル D10W-30
DH-2

91

92
クボタ純オイ
ルスーパー
UDT-2
93

清水

98

クボタ純グリ
ース No.2

94

転輪部
スイングアーム部
フレーム部

200 時間ごと

後輪部
油圧ポンプ部
デバイダ各リンク部
グリース

サブソイラ振動部
ウエイトシリンダー
支点部
ウエイトスライド部
掘取フレーム支点昇
降部

補給

－

適量

100 時間ごと

搬送ガイド駆動チェ
ーン部
ピローブロック部
•

上記の時間は作業・作物条件やメンテナンス（保守・点検）により、異なる場合があります。
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7. 燃料、オイル、およびグリースの点
検、補給、および交換
警告

• 燃料およびオイル補給中は火気厳禁です。
• 燃料を補給する前に給油口およびタンク周辺のご
みを取除いてください。
• 燃料およびオイルを補給または交換したあと、こぼ
れた燃料およびオイルは必ずきれいにふき取って
ください。また、燃料漏れまたは油漏れがあるとき
は購入先に連絡してください。
重要 :
• 点検するときは、水平で平たんな場所に収穫機を移
動して行ってください。収穫機が傾いていると正
しいオイルの量が測定できません。
• 収穫機の故障の原因となりますので次の事項を守
ってください。
– 廃油は使用しないでください。
– オイルを補給するときは、現在使用しているオ
イルと同じメーカおよび同じ品質（粘度など）
のオイルを補給してください。また、異なるメ
ーカまたは異なる品質（粘度など）のオイルを
使用するときは、オイルをすべて排出してから
新しいオイルと交換してください。
– 燃料およびオイルを補給および交換するとき
は、ゴミおよび異物の混入を防ぐため、給油口
付近を掃除してください。また、給油口からゴ
ミなどの異物を入れないでください。
– オイルを補給するとき、規定量の上限以上にオ
イルを補給しないでください。
– 使用するオイルは、必ず指定のクボタ純オイル
を使用してください。クボタ純オイルの入手が
困難な場合は推奨オイルを使用してください。
また、クボタ純オイルおよび推奨オイル以外の
オイルを使用して、収穫機の機能が低下したり
事故が起こった場合は、弊社は責任を負いませ
んので注意してください。

(1)
(2)
(3)
(4)

燃料計
指針
燃料残量警告ランプ
液晶ディスプレイ
燃料の種類

燃料タンク容量

ディーゼル軽油

約 55 L

1. 平たんな場所でエンジンを止めます。

7.1 燃料の補給手順
燃料計が少なくなると、燃料残量警告ランプが点灯する
と同時にマルチナビの液晶ディスプレイに“燃料を給油
して下さい”と表示し、ブザーが鳴ります（燃料警報）。
そのときは給油します。
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7.2 エンジンオイルの点検、補給、および交換
手順
警告

• エンジンオイルの点検、補給、および交換をすると
きは、エンジンを必ず止めて、エンジンがじゅうぶ
ん冷えてから、メインスイッチのキーを抜いて行っ
てください。ヤケドするおそれがあります。

(1) 燃料キャップ

重要 :
• 給油口の燃料こしあみは外さないでください。
燃料タンクにゴミなどの異物が混入するとエン
ジンの故障の原因となります。

重要 :
• エンジンオイルをオイルゲージの上限以上給油し
ないでください。エンジントラブルの原因となり
ます。
• DPF（ディーゼル・パーティキュレート・フィル
タ）付きエンジンでは、再生時に燃料の一部がエン
ジンオイルに混ざり、オイルが希釈（増加）される
場合があります。オイルゲージの上限を超えた場
合は、オイル希釈が限界を超え故障の原因になるの
で直ちにオイルを交換してください。
点検および補給
1. エンジン停止後、数分たってからオイルゲージを抜
いて、先端をきれいにふき取ります。
2. もう一度いっぱいまで差し込んでから抜き、ゲージ
の上限と下限の間にエンジンオイルがあるか点検
します。

(1) 燃料こしあみ
(2) 燃料タンク

3. 燃料を給油します。
メインスイッチのキーを[入]位置にすると燃料が満
タン近くになったとき満タンお知らせ機能がはたら
き、ブザーが鳴ると同時に液晶ディスプレイに“燃
料満タン”と表示します。
補足 :
• 満タンお知らせ機能は、ブザーが 5 回鳴ると停
止します。
• ブザーが鳴ったあと、燃料があふれないように
注意してください。
• 満タンお知らせ機能は次の条件のとき、はたら
かない場合があります。
– エンジン停止後約 20 秒間
– 給油中に機体を揺らすまたは急激に給油し
たとき
– 給油量が少ないとき
– 機体が極端に傾いているとき
4. 給油後は燃料キャップを取り付けます。

GRH1700

(1) オイルゲージ
(2) 給油栓（給油口）

(A) 上限
(B) 下限

3. エンジンオイルが不足しているときは、給油口から
規定量になるまで給油します。
4. さらに、油漏れのないことも調べます。
交換
補足 :
• エンジンオイルの交換と同時に、エンジンオイルフ
ィルタカートリッジも交換してください。
（エンジンオイルフィルタカートリッジの交換手順
（104 ページ）を参照）
排油のしかた
1. 給油栓を外します。
2. 排油プラグを外し、排油口からオイルを排出しま
す。
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4. エンジンを停止したあと、5 分間以上たってからオ
イル量の点検を行います。
5. オイル量が不足しているときは、規定量になるまで
エンジンオイルを追加補給します。

7.3 トランスミッションケースオイルの点検、
補給、および交換手順
警告

• 掘取部を上げて点検、補給、および交換を行うとき
は、掘取部下降ロックスイッチを［ロック］位置に
して、掘取部の下降防止を必ず行ってください。さ
らに枕木などを使用して落下防止の歯止めをして
ください。

(1) 排油プラグ（排油口）

重要 :
• 排油プラグを締め忘れると油漏れが発生し、ク
ローラの劣化やエンジントラブルの原因となり
ます。

(1) 給油栓（給油口）

給油のしかた
重要 :
• 指定以外のオイルを使用すると、出力が低下、エン
ジンオイルが異常に消耗、またはエンジンオイルが
劣化し、エンジントラブルの原因となります。ま
た、気温によりオイルを選んでください。
1. 給油口から規定量になるまで給油します。

(1) 検油窓
(2) トランスミッションケース
(3) 排油プラグ（排油口）

(1) オイルゲージ
(2) 給油栓（給油口）

(A) 上限
(B) 下限

2. 給油後は給油栓を締付けます。
3. エンジンを始動し、アイドリング状態で約 1 分間運
転します。
92

オイルの種類

規定オイル量

クボタ純オイルスーパー UDT-2

約 12.6 L

点検および補給
1. 検油窓からオイル量を点検します。
2. オイル量が不足しているときは、給油口から規定量
になるまで給油します。
3. さらに、油漏れのないことも調べます。
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交換
補足 :
• トランスミッションケースオイルの交換と同時に、
HST オイルフィルタカートリッジおよび油圧オイ
ルタンクフィルタカートリッジも交換してくださ
い。
（HST オイルフィルタカートリッジおよび油圧サク
ションオイルフィルタカートリッジの交換手順
（105 ページ）を参照）
排油のしかた
1. 給油栓を外します。
2. 排油プラグを外します。
3. トランスミッションケースオイルを排出します。
給油のしかた
1. 排油プラグを締付けます。
2. 検油窓を確認し、油面が検油窓で確認できる範囲ま
で、給油口から規定量のトランスミッションケース
オイルを給油します。
3. 給油栓を締付けます。
重要 :
• 給油したあと、エンジンをアイドリング状態で約 1
分間運転してエンジンを停止し、5 分間以上たって
から再度点検を行い、検油窓からオイルが見えない
ときは、オイルを追加補給してください。

(1) サイドカバー
(2) 取っ手

(A) 開く

点検および補給
1. オイルゲージを抜いて、先端をきれいにふき取りま
す。もう一度差込んでから抜き、ゲージの上限と下
限の間にオイルがあるか点検します。
2. オイル量が不足しているときは、給油口から規定量
になるまで給油します。
3. さらに、油もれのないことも調べます。

補足 :
• オイルを規定量以上入れ過ぎて検油窓からオイル
量が確認できないときは、排油プラグを取り外して
オイルを適量排出してください。

7.4 油圧オイルタンクオイルの点検、補給およ
び交換手順
警告

• 掘取部を上げて点検、補給、および交換を行うとき
は、掘取部下降ロックスイッチを［ロック］位置に
して、掘取部の下降防止を必ず行ってください。さ
らに枕木などを使用して落下防止の歯止めをして
ください。
1. 取っ手を引いて、サイドカバーを開きます。
2. 点検、補給および交換後サイドカバーを閉じます。

GRH1700

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

油圧オイルタンク
給油口
オイルゲージ
排油プラグ（排油口）
サクションフィルタ

(A) 上限
(B) 下限

交換
補足 :
• オイルの交換と同時に、サクションフィルタとライ
ンフィルタも交換してください。

93

定期点検

メンテナンス

(1) ラインフィルタ

(1) グリースニップル
(2) キャップ

排油のしかた
1. 給油栓を外します。
2. 排油プラグを外します。
3. 油圧オイルタンクのオイルを排出します。

補足 :
• グリースニップルはストレートタイプと L 字タイ
プがあります。
• グリース注入後は、グリースニップルのキャップを
必ず取り付けてください。洗車時に水が浸入する
おそれがあります。

給油のしかた
1. 排油プラグを締付けます。
2. 給油口から規定量オイルを給油し、オイルゲージを
差込みます。
オイルの種類

規定オイル量

クボタ純オイルスーパー UDT-2

上限線 31.3 L
下限線 30.0 L

補足 :
• 給油したあと、エンジンをアイドリング状態で
約 1 分間運転してエンジンを停止し、5 分間以
上たってから再度点検を行いオイルが不足して
いるときは、規定量になるまでオイルを追加補
給してください。

7.5.1 グリース塗布箇所
7.5.1.1 クローラ張りボルト（左および右）の
グリース塗布
次図の箇所にグリースを塗布します。
グリース塗布箇所

7.5 各部のグリースの塗布および補給
警告

• グリースの塗布および補給を行うときは、エンジン
を必ず止めて、メインスイッチのキーを抜いてから
行ってください。
• クローラ周辺部にグリースを補給するときは、平た
んな場所で車体水平制御の水平操作手動スイッチ
を操作して、機体を最上昇位置にしてください。さ
らに、枕木などを使用して、落下防止の歯止めをし
てください。
クボタ純グリース No.2 をグリースニップルから補給し
てください。また、走行部（転輪、後輪、およびスイン
グアーム各部）にグリースの補給を行うときは、各グリ
ースニップルのキャップを取り外します。また、補給が
終わったあと、各グリースニップルにキャップを取り付
けます。

(1) 張りボルト

7.5.2 グリース補給箇所
グリースを補給するときは、グリースガンなどグリース
を補給する専用工具を使用してください。また、グリー
スがいっぱいまで補給されると、グリースガンのレバー
を押してもそれ以上は入らなくなるため、補給を中止し
てください。

7.5.2.1 転輪部、後輪部、トラックフレーム支
点部、スイングアーム支点部、およびボス支点
部のグリース補給のしかた
指定グリース
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1. 自動車体水平制御の水平自動スイッチを操作して収
穫機を上昇します。
2. エンジンを停止します。
3. グリースをグリースニップルから補給します。

(1) スイングアーム
(2) グリースニップル

(1) 転輪
(2) グリースニップル

7.5.2.2 掘取部、搬送ガイド駆動チェーン部、
デバイダ部、振動部、ウエイト部、ゲージホイ
ール部のグリース補給のしかた
指定グリース

クボタ純グリース No.2

(1) 後輪
(2) グリースニップル
(1) グリースニップル（掘取部）

(1) トラックフレーム
(2) グリースニップル

GRH1700

(1) グリースニップル（デバイダ部）
(2) グリースニップル（掘取部）
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(1) グリースニップル（掘取部）

(1) グリースニップル（掘取部）

(1) グリースニップル（振動部）

(1) グリースニップル（搬送支点昇降シリンダ部）

(1) グリースニップル（振動部）

(1) グリースニップル（掘取部）
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(1) ボルト
(2) カバー

3. グリースニップルに注油します。

(1) グリースニップル（ゲージホイール部支点）

7.5.2.3 油圧ポンプ部、ピローブロック部への
注油のしかた
1. ボルトを外し、カバーを取り外します。

(1) グリースニップル（油圧ポンプ部）
(2) グリースニップル（ピローブロック部）

4. 注油後はカバーを取り付けます。

7.5.2.4 選別コンベア部への注油のしかた
1. ボルトを外し、カバーを取り外します。

(1) ボルト
(2) カバー

2. ボルトを外し、カバーを取り外します。

GRH1700

(1) ボルト
(2) カバー
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2. グリースニップルに注油します。

くなりエンジンやラジエータの故障の原因とな
ります。
補足 :
• [FULL]（上限線）の線以上は補給しないでくだ
さい。
2. 点検･補給後はエンジンルームを閉じます。

8.2 ラジエータ冷却水の交換手順
1. ラジエータの冷却水は排水プラグを外したあと、ラ
ジエータキャップを外して排水します。
(1) グリースニップル（選別コンベア部）

8. ラジエータ冷却水の点検、補給、およ
び交換
警告

• ラジエータキャップは、エンジン運転中および停止
直後に開けると、熱湯が噴出することがありますの
で、エンジン停止後じゅうぶん冷えてからにしてく
ださい。
• 異なるメーカの不凍液を混用しないでください。

8.1 ラジエータ冷却水の点検および補給手順
1. エンジンルームを開き、リザーブタンクの水量が
[LOW]（下限）と[FULL]（上限）の間にあるか確か
めます。[LOW]（下限）の線より下にあるときは、
リザーブタンクのキャップを外して清水を補給しま
す。

(1) 排水プラグ（排水口）

2. リザーブタンクの冷却水はタンクのキャップ（吸引
パイプ付）を取り外したあと、リザーブタンクを上
側に抜いて取り外し、排水します。

(1) リザーブタンク

重要 :
• オーバーヒート時は、ラジエータ内の冷却水の
水量を確認し、水量が不足しているときは、清
水を補給してください。
• 冷却水が自然に不足したときは、必ず清水を補
給してください。不凍液を補給すると濃度が濃
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3. 水道水でごみやさびが出なくなるまで洗います。

メンテナンス
不凍液混合比率表
外気温度
（℃）

(1) ラジエータキャップ
(2) ラジエータ

-5

-8

-11.5

-15

-20

-25

-30

-35

-43

水（%） 85
比
率 不凍液 15
（%）

80

75

70

65

60

55

50

45

20

25

30

35

40

45

50

55

• 出荷標準：不凍液 50 %
• ラジエータ容量：3.7 L
（リザーブタンク容量は含まない）
• 新しい冷却水と交換を行ったあとは、必ず不凍
液を入れて、5 分間エンジンを空回転し、不凍液
の混合を早めます。そのあと、リザーブタンク
の水量を確かめます。
6. ラジエータキャップおよびリザーブタンク、キャッ
プを取り付けます。
7. エンジンルームを閉じます。

9. エアクリーナの点検、掃除、交換手順
エアクリーナエレメントの点検・掃除・交換を行うとき
は、ダストカップを取り外してください。
1. エンジンルームを開きます。
2. ノブボルトをゆるめます。
3. クランプ 3 箇所を外してダストカップの右または、
左側のクランプを外す場合は、ゆるめたノブボルト
を右または、左いっぱいまでスライドして外しやす
い位置にします。
(1) リザーブタンク

4. リザーブタンクを取り付けます。
5. 排水プラグを締付けたあと、目標温度（外気温）の
比率分（混合比）の不凍液をラジエータおよびリザ
ーブタンクに入れます。
重要 :
• 不凍液の混合比を誤まると、冬期には冷却水の
凍結、夏期にはエンジンの故障やラジエータの
破損の原因になります。
• 不凍液を使用する場合は、ラジエータ保浄剤を
投入しないでください。不凍液には防錆剤が入
っていますので、保浄剤を混入するとエンジン
部品に悪影響を与えます。
• クボタ不凍液（ロングライフクーラント）の有
効使用期間は 2 年間です。必ず 2 年で交換して
ください。
• 排水プラグを締め忘れると水漏れが発生し、エ
ンジンが焼付きを起こすおそれがあります。
補足 :
• 不凍液混合比は、寒冷地ほど高くなります。購
入先に相談して、次の表を参照して混合比を決
めてください。また、不凍液はエチレングリコ
ール(EG)タイプのロングライフクーラントをご
使用ください。

GRH1700

(1)
(2)
(3)
(4)

エアクリーナ
クランプ
ダストカップ
ノブボルト

点検・掃除・交換
エアクリーナエレメントの点検を行い、掃除または、交
換を行ってください。エレメントを掃除するときは、エ
レメントを引抜いて取り外したあと、エレメントの内側
から空気を吹きつけるか、または軽く振ってゴミを取除
きます。汚れのひどい場合や 300 時間経過していると
きは、交換します。作業終了後は、ダストカップを取り
付けて、クランプで固定して、ノブボルトを締付けたあ
と、エンジンルームを閉じます。
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(1) エレメント

重要 :
• 高性能サイクロン併用乾式エレメントを使用して
いますので、オイルを使用しないでください。
• エアクリーナにほこりが詰まったまま運転すると、
エンジンの出力が低下したり、エンジンオイルが異
常に消耗または劣化し、エンジントラブルの原因と
なります。点検は運転前に欠かさず行ってくださ
い。
• エレメントは傷がつかないように取り扱ってくだ
さい。特に掃除時は、たたいたりかたい物に当てて
変形させるとエンジンの故障の原因となりますの
でしないでください。
• エレメントを掃除する場合、エアの圧力は 200 kPa
(2.1 kgf/cm2)をこえないよう注意し、エアガンのノ
ズルとエレメントの間は適当にあけてください。
また、エアはエレメントの内側から外側に通してく
ださい。
補足 :
• エアクリーナの点検を行ったときは、ダストカップ
のエバキュエータバルブの先端部をつまんでダス
トカップ内に溜まったゴミを排出してください。

(1) ダストカップ

(A) 上側

10. パイプ類およびホース類の点検手
順
警告

• 運転中ラジエータホースが外れると熱湯が吹出し、
ヤケドをするおそれがあります。
• 燃料系ゴムホースが破損していると燃料漏れを起
こし火災の原因となります。
• 使用者は交換作業を行わないでください。
重要 :
• オイルドレーンゴムホースが破損していると、エン
ジンが焼付きを起こします。
• 油漏れまたは水漏れをしていなくても、2 年経過し
ているときや劣化の激しい場合は購入先に連絡し
て交換してください。
1. エンジン、エアクリーナ、プレクリーナ、ラジエー
タ、リザーブタンク、オイルクーラ、および燃料タ
ンク各部にある各パイプおよびホースを点検しま
す。

(A) エバキュエータバルブの先端部をつまむ

• ダストカップを取り付けるときは[TOP]の文字を上
側にします。（次のイラストどちらでも良い）
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2. 油漏れまたは水漏れが発生しているときおよび各パ
イプおよびホースがゆるんでいるときは、交換また
はバンドを締付けます。

GRH1700
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(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

ラジエータホース
ラジエータ
各バンド
排水ホース
オイルクーラホース
オイルクーラ
燃料ホース
燃料フィルタ
エンジンオイルパン

(10) オイルドレーンゴムホース
(11) エアクリーナ
(12) インレットパイプ（エアクリ
ーナ）
(13) インレットパイプ（ターボ）
(14) ターボ
(15) オイルセパレータホース

(1) エンジンルーム
(2) 防じんあみ

(A) 開く

A 部拡大図

11. 防じんあみおよび各フィンの掃除手
順
重要 :
• 各フィンの掃除を行うときは、ヘラ、ドライバなど
かたいものおよび高圧洗車機を使用しないでくだ
さい。特にラジエータフィンを傷めると、エンジン
の出力を低下させたり故障の原因になります。
• エンジンの防じんあみ、ラジエータフィン、および
エンジンの周囲にごみが詰まったまま運転すると、
エンジンがオーバーヒートするまたは火災が発生
する原因となります。
補足 :
• 防じんカバーの防じんあみにごみの付着が多いと
きは、1 日 2 回～3 回掃除を行ってください。
1. エンジンルームを開きます。
2. 圧縮空気を吹付けるなどして、防じんあみ、ラジエ
ータフィン、オイルクーラフィン、インタークーラ
フィン、燃料クーラフィン、およびエンジン付近に
付着したごみを取除きます。
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(1) ラジエータフィン
(2) オイルクーラフィン

補足 :
• ラジエータフィンのほこりが取れにくい場合
は、オイルクーラを取り外してから掃除してく
ださい。
3. 掃除後はエンジンルームを閉じます。

12. 油水分離器（セパレータ）の点検、
排水、および掃除手順
1. ボルトを外してカバーを取り外します。

GRH1700
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(1) ボルト
(2) カバー

メンテナンス

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

エアプラグ
燃料コック
規定ライン
フロート
ドレーンプラグ

(A) 閉（[OFF]）
(B) 開（[ON]）

補足 :
• 排水後は、メインスイッチのキーを[入]位置にする
と 5 秒～10 秒で自動的にエア抜きされます。
掃除
1. セパレータの燃料コックを閉([OFF])位置にします。
2. エアプラグおよびドレーンプラグをゆるめて水を
排出します。
3. 水位センサのコネクタを外します。
4. カップをゆるめて取り外します。
補足 :
• 赤いフロートを捨てないでください。

(1) 油水分離器（セパレータ）

点検
1. 油水分離器（セパレータ）の点検を行います。
2. セパレータのカップに水が貯まり、赤いフロート
（浮輪）が規定ラインまで上昇したときは排水して
ください。

5. カップおよびエレメントなどを軽油で洗浄します。
6. 取り外した逆の手順でカップを取り付けます。
重要 :
• 組み付けるときは、チリおよびホコリが付着し
ないように注意してください。

排水
1. セパレータの燃料コックを閉([OFF])位置にします。
2. エアプラグおよびドレーンプラグをゆるめて水を
排出します。
3. エアプラグおよびドレーンプラグを締付けたあと、
燃料コックを開([ON])位置にします。

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

GRH1700

O リング
カップ
ドレーンプラグ
エレメント
エレメントカップ
フロート
水位センサのコネクタ
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• O リングは傷付けないようにしてください。ま
た、カップに正しく入れて組み付けてください。
7. エアプラグおよびドレーンプラグを締付けたあと、
燃料コックを開([ON])位置にします。
8. 水位センサのコネクタを取り付けます。
点検、排水、および掃除後は、グレンタンクを閉じま
す。

13. 燃料フィルタカートリッジの交換
のしかた
重要 :
• 燃料内にゴミなどの異物または水が混入すると、フ
ィルタの目詰まりが早くおよびフィルタ内に水が
溜まりやすくなります。また燃料ポンプおよび噴
射ノズルが摩耗し、エンジンの故障の原因となりま
す。
交換は燃料を給油する前に行ってください。
1. 運転席後カバーを取り外します。
2. 専用工具を使ってカートリッジを取り外します。
補足 :
• 取り外しかたや専用工具については、購入先に
ご相談ください。
3. 新しいカートリッジは O リングに燃料を薄く塗布
してから、フィルタレンチを使用せず手で締付けま
す。

(1) O リング

重要 :
• O リングは傷つけないようにしてください。ま
た、溝にきちんと入れて組み付けてください。
4. 交換後は、運転席後カバーを取り付けます。
補足 :
• 交換後は、メインスイッチのキーを[入]位置にす
ると 5 秒～10 秒で自動的にエア抜きされます。

14. エンジンオイルフィルタカートリ
ッジの交換手順
エンジンオイルの交換が 2 回目のとき交換してくださ
い。フィルタカートリッジを交換するときは、運転席後
カバーを取り外してください。交換後は元どおりに取
り付けてください。
（エンジンオイルの交換はエンジンオイルの点検、補給、
および交換手順（91 ページ）を参照）
1. 専用工具を使ってカートリッジを取り外します。
2. 新しいフィルタカートリッジを取り付けます。

(1) 燃料フィルタカートリッジ
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3. オイルゲージの上限線までオイルを補給したあと、
5 分程度エンジンを運転して各部および油圧（オイ
ルランプ）に異常がないことを確認してから、エン
ジンを止め、再度油面がオイルゲージの規定内にあ
ることを確かめます。

メンテナンス
ミッションケースオイルの点検、補給、および交換
手順（92 ページ）参照）
3. 専用工具を使って HST オイルフィルタカートリッ
ジ、油圧サクションオイルフィルタカートリッジを
取り外します。
補足 :
• 取り外しかたや専用工具については、購入先に
ご相談ください。

(1) エンジンオイルフィルタカートリッジ

重要 :
• 新しいカートリッジは O リングにオイルを薄く
塗布してから、フィルタレンチを使用せず手で
締付けてください。
• エンジンオイルフィルタカートリッジを交換す
るときに、ゴミなどの異物が混入するとフィル
タの目詰まりが早くなったり、エンジンの故障
の原因となります。

(1) 給油栓（給油口）
(2) HST オイルフィルタカートリッジ
(3) 油圧サクションオイルフィルタカートリッジ

補足 :
• オイルフィルタカートリッジを交換すると、オ
イルフィルタカートリッジに入る量だけエンジ
ンオイルの油面が下がります。
• 取り外しかたや専用工具については、購入先に
ご相談ください。

15. HST オイルフィルタカートリッジ
および油圧サクションオイルフィルタ
カートリッジの交換手順

(1) 検油窓
(2) トランスミッションケース
(3) 排油プラグ（排油口）

警告

• 掘取部を上げて洗浄および交換を行うときは、掘取
部下降ロックスイッチを［ロック］位置にし、さら
に掘取部下降ロック金具を［ロック］位置にして、
掘取部の下降防止を必ず行ってください。
補足 :
• HST オイルフィルタカートリッジと油圧サクショ
ンオイルフィルタカートリッジは同時に交換を行
ってください。
1. 掘取部を最上昇位置まで上げます。
2. トランスミッションケースの給油栓を外してから、
排油プラグを外し、オイルを排出します。
（トランス

GRH1700

105

定期点検

メンテナンス
4. 新しいオイルフィルタカートリッジを取り付けま
す。

3. ケース内のオイルなどをふき取ります。

重要 :
• 新しいカートリッジを取り付けるときは、フィ
ルタレンチを使用せず手で締付けてください。
また、オイルフィルタカートリッジを交換する
ときに、ごみなどの異物が混入するとフィルタ
の目詰まりが早くなったり、HST の故障の原因
となります。
• 新しいオイルフィルタカートリッジを取り付け
るときは、次の手順で取り付けてください。
※イラストは油圧サクションオイルフィルタカートリ
ッジ
(1) オイルセパレータ

オイルフィルタカートリッジの取付面にオイルを薄く塗る
オイルフィルタカートリッジが傾かないように取り付ける
ゆるまない程度まで締付ける
オイルフィルタカートリッジと取付部にすき間がないことを確
認する

(1)
(2)
(3)
(4)

5. トランスミッションケースの排油プラグを締付けま
す。
6. トランスミッションケースオイルの点検、補給、お
よび交換手順（92 ページ）を参照し、オイルを規定
量給油します。
補足 :
• オイルフィルタカートリッジを交換すると、オ
イルフィルタカートリッジに入る量だけ油圧タ
ンクオイル、トランスミッションオイルの油面
が下がります。

(2) カバー
(3) エレメント
(4) ケース

4. 新しいエレメントを取り付けたあと、カバーを取り
付けます。
5. 運転席後カバーを取り付けます。

17. 各部ワイヤの点検および調整につ
いて
補足 :
• スプリングの取付け長さは、フックの内寸法を測定
してください。

7. 掘取部を下ろします。
重要 :
• 給油したあとエンジンを約 1 分間以上負荷をか
けずに回転させて、検油窓で点検を行い、下限
より少ないときは、オイルを追加補給してくだ
さい。

16. オイルセパレータエレメントの交
換手順
1. 運転席後カバーを取り外します。
2. カバーを外してエレメントを取り外します。
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(A) 内寸法

17.1 駐車ブレーキワイヤの点検および調整手
順
テンションスプリングの長さを適正長さに調整します。

警告

• 掘取部を上げて点検および調整を行うときは、掘取
部下降ロックスイッチを［ロック］位置にし、さら
に掘取部下降ロック金具を［ロック］位置にして、
掘取部の下降防止を必ず行ってください。
1. 駐車ブレーキを掛けます。

(1) 駐車ブレーキワイヤ
(2) テンションスプリング
(3) 調整ナット
(1) 駐車ブレーキペダル

(A) 踏込む
(B) 解除
(C) ロック（駐車ブレーキ位置）

2. 掘取部を上げたあと、掘取部の落下防止を行い、エ
ンジンを停止します。
3. 調整ナット 2 個をゆるめて、調整します。

GRH1700

(A) 75 mm～77 mm

4. 調整ナットを締付けます。
5. 掘取部を下げます。
6. 駐車ブレーキを解除します。

18. 各部ベルトの点検および調整
点検
各部のベルトを点検するときは、次の事項をよく確認し
てください。
• ベルトの焼付き、摩耗、被覆のはがれ、き裂、およ
びひび割れ
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焼付きおよび摩耗

被覆のはがれ

き裂およびひび割
れ

×

×

×

• ベルトの底部とプーリ溝部のすき間
○

×

(1) 引張りスプリング

(A) 内寸法

重要 :
• テンションスプリングの張り調整が終わり、調整ナ
ットまたはロックナットを締付けるとき、テンショ
ンスプリングをねじれた状態で締付けないでくだ
さい。破損の原因となります。
(A) すき間

• ベルトの伸び（たわみ量）

(A) たわみ量

点検事項を確認したとき、異常があればベルト交換また
はベルトの張り調整を行ってください。ベルトの交換
は購入先へ連絡して修理を依頼してください。
重要 :
• ベルトは必ずクボタ純正品を使用してください。
調整
ベルトが伸びているときはスリップが発生しやすくな
るので、張り調整を行ってください。
補足 :
• スプリングの取付け長さは、引張りスプリングの場
合はフックの内寸法、圧縮スプリングの場合は外寸
法を測定してください。
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18.1 各部ベルトの点検および調整箇所一覧表
次表を参照して、各部ベルトの張り調整を行ってください。
張り調整
点検箇所

図番

エンジン周辺部

搬送部

デバイダ部

名称

(1)

ファン駆動ベルト

(2)

サイズ／品番

本数（本/ テンションス
台）
プリング取付
長さ(mm)

40.0 ブイベルト

1

－

ミッション駆動ベルト

特 B56

2

A

(3)

サブソイラ振動カウンターベルト

特 C56

1

(4)

サブソイラ振動ベルト

LB111

(5)

油圧ポンプ駆動ベルト

(6)

搬送ベルト

(7)

ガイドベルト

(8)

テンションボ
ルト取付長さ
たわみ量(mm)
(mm)
※参考
－

5～7

（出代）27
～29

－

－

B

125～130

－

－

1

C

108～113

－

－

特 B59

1

D

113～117

－

－

60-1905

2

E

－

25～30

95～110

70-2405

2

F

－

75～80

25～30

デバイダベルト長（縦）

70-1702

2

G

－

15～20

10～15

(9)

デバイダベルト長（横）

70-1700

2

H

－

25～30

5～10

(10)

デバイダベルト短

70-1701

2

I

－

20～25

5～10

［エンジン部］

(1) ファン駆動ベルト

［エンジン周り］

(2)
(3)
[J]
[K]
[L]

ミッション駆動ベルト
サブソイラ振動カウンターベルト
ミッション駆動
エンジン
サブソイラ振動カウンター
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［デバイダ部］

(4) サブソイラ振動ベルト
[M] サブソイラ振動

(5) 油圧ポンプ駆動ベルト
[N] エンジン
[O] 油圧ポンプ

(8) デバイダベルト長（縦）
(9) デバイダベルト長（横）
(10) デバイダベルト短

［搬送部］

(6) 搬送ベルト
(7) ガイドベルト
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18.2 ファン駆動ベルトの点検および調整手順
指先でベルトの中央部を押したとき（約 100 N～112 N
｛10 kgf～11 kgf｝の荷重）のたわみ量を 5 mm～7 mm
に調整します。
1. エンジンルームを開きます。
2. オルタネータの取付けボルトと調整ボルトをゆるめ
ます。
3. オルタネータを引っ張ります。
4. 調整ボルトを締付けたあと取付けボルトを締付けま
す。
(1)
(2)
(3)
(4)

ミッション駆動ベルト
テンションロッド
調整ナット
ロックナット

(A) 27 mm～29 mm

重要 :
• ロックナットを締付けるとき、圧縮スプリング
をねじれた状態で締付けないでください。破損
の原因となります。

(1)
(2)
(3)
(4)

ファン駆動ベルト
調整ボルト
オルタネータ
取付けボルト

(A) たわみ量：5 mm～7 mm

5. エンジンルームを閉じます。

18.3 ミッション駆動ベルトの点検および調整
手順

18.4 サブソイラ振動カウンターベルトの点検
および調整手順
1. 掘取部を最上昇位置まで上げ、掘取部下降ロックス
イッチを下げて掘取部の下降防止をしたあと、エン
ジンを停止します。
2. エンジンサイドカバーを取り外します。
3. 作業機・サブソイラ振動クラッチレバーを[入]位置
にします。
4. 調整ナット 2 個をゆるめて、調整を行います。

テンションロッドのホルダ上面からの出代を 27 mm～
29 mm に調整します。

警告

• 掘取部を上げて点検および調整を行うときは、掘取
部下降ロックスイッチを［ロック］位置にし、さら
に掘取部下降ロック金具を［ロック］位置にして、
掘取部の下降防止を必ず行ってください。
1. 掘取部を最上昇位置まで上げ、掘取部下降ロック金
具を［ロック］位置にして掘取部の下降防止をした
あと、エンジンを停止します。
2. ロックナットおよび調整ナットをゆるめて、調整ナ
ットで調整を行います。
3. ロックナットを締付けます。

(1) サブソイラ振動カウンター
ベルト
(2) テンションスプリング
(3) 調整ナット

(A) 125 mm～130 mm

5. 調整ナットを締め付けます。
6. エンジンサイドカバーを取り付けます。
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18.5 サブソイラ振動ベルトの点検および調整
手順
1. 掘取部を最上昇位置まで上げ、掘取部下降ロックス
イッチを下げて掘取部の下降防止をしたあと、エン
ジンを停止します。
2. エンジンサイドカバーを取り外します。
3. 調整ナット 2 個をゆるめて、調整を行います。

(1) 油圧ポンプ駆動ベルト
(2) 調整ナット
(3) テンションスプリング

(A) 113 mm～117 mm

3. 調整ナットを締め付けます。
4. リアパネル右を取り付けます。

18.7 搬送ベルトの点検および調整手順
(1) テンションスプリング
(2) サブソイラ振動ベルト
(3) 調整ナット

(A) 108 mm～113 mm

4. 調整ナットを締め付けます。
5. エンジンサイドカバーを取り付けます。

18.6 油圧ポンプ駆動ベルトの点検および調整
手順
1. リアパネル中止めている、ボルト 4 本を外してカバ
ーを取り外します。
2. 調整ナット 2 個をゆるめて、調整を行います。

警告

• 点検・補給・交換するとき、掘取部を上げて行うと
きは、掘取部下降ロックスイッチを［ロック］位置
にして掘取部の下降防止を行ってください。さら
に枕木などを使用して落下防止の歯止めをしてく
ださい。
点検
1. 掘取部を最上昇位置まで上げ、掘取部下降ロックス
イッチを下げて掘取部の下降防止をしたあと、エン
ジンを停止します。
2. カッターカバーを開けます。
3. サイドテンションプーリーの位置で、搬送ベルトを
引いたとき（約 49 N～58.8 N｛5 kgf～6 kgf｝の荷
重）のたわみ量を 95 mm～110 mm であるか、点検
します。

(1) リアパネル中
(2) ボルト

(1) サイドテンションプーリー
(2) 搬送ベルト
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(A) 95 mm～110 mm
(B) 約 49 N～58.8 N｛5 kgf～
6 kgf｝
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調整
1. 掘取フレームカバー前右 3 本・前左 4 本を止めてい
るボルトを外し、カバーを外します。

(1) 掘取フレームカバー前右
(2) 掘取フレームカバー前左
(3) ボルト

2. ロックナットをゆるめ、テンションボルトを回して
調整を行います。
3. ロックナットを締付けます。

メンテナンス
3. ガイドベルトの中心の位置で、ガイドベルトを引い
たとき（約 49 N～58.8 N｛5 kgf～6 kgf｝の荷重）
のたわみ量を 25 mm～30 mm であるか、点検しま
す。

(1) ガイドベルト

(A) 25 mm～30 mm

調整
1. 掘取部を最上昇位置まで上げ、掘取部下降ロックス
イッチを下げて掘取下降防止をしたあと、エンジン
を停止します。
2. カッターカバーを開けます。
3. アイドラロックナットをゆるめ、テンションボルト
を回して調整します。

(1) ロックナット
(2) テンションボルト
(3) 搬送ベルト

4. 掘取フレームカバー前右・前左を取付けます。

18.8 ガイドベルトの点検および調整手順
警告

• 点検・補給・交換するとき、掘取部を上げて行うと
きは、掘取部下降ロックスイッチを［ロック］位置
にして掘取部の下降防止を行ってください。さら
に枕木などを使用して落下防止の歯止めをしてく
ださい。
点検
1. 掘取部を最上昇位置まで上げ、掘取部下降ロックス
イッチを下げて掘取部の下降防止をしたあと、エン
ジンを停止します。
2. カッターカバーを開けます。
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(1) アイドラロックナット
(2) テンションボルト
(3) ガイドベルト

4. アイドラロックナットを締め付けます。
5. カッターカバーを閉じます。

18.9 縦デバイダベルトの点検および調整手順
警告

• 点検・補給・交換するとき、掘取部を上げて行うと
きは、掘取部下降ロックスイッチを［ロック］位置
にして掘取部の下降防止を行ってください。さら
に枕木などを使用して落下防止の歯止めをしてく
ださい。
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点検
1. 掘取部を最上昇位置まで上げ、掘取部下降ロックス
イッチを下げて掘取部の下降防止をしたあと、エン
ジンを停止します。
2. デバイダカバー右･左を止めているボルト各 2 本を
外して、カバーを取り外します。

(1) テンションボルト
(2) ロックナット
(3) ロックボルト

4. カバーを取り付けます。

18.10 横デバイダベルト（短）の点検および調
整手順
警告

(1) デバイダカバー
(2) ボルト

3. デバイダベルトの中心の位置で、ベルトを引いたと
き（約 9.8 N～14.7 N｛1 kgf～1.5 kgf｝の荷重）の
たわみ量を 10 mm～15 mm であるか、点検します。

• 点検・補給・交換するとき、掘取部を上げて行うと
きは、掘取部下降ロックスイッチを［ロック］位置
にして掘取部の下降防止を行ってください。さら
に枕木などを使用して落下防止の歯止めをしてく
ださい。
点検
1. 掘取部を最上昇位置まで上げ、掘取部下降ロックス
イッチを下げて掘取部の下降防止をしたあと、エン
ジンを停止します。
2. デバイダカバ右･左を止めているボルト各 2 本を外
して、カバーを取り外します。

(A) 約 9.8 N～14.7 N｛1 kgf～1.5 kgf｝
(B) 10 mm～15 mm

調整
1. ロックボルト 2 本とテンションボルトのロックナ
ットをゆるめます。
2. テンションボルトを回して、ベルトの張りを規定値
にします。
3. ロックボルト 2 本、ロックナットを締め付けて、固
定します。
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(1) ボルト

3. デバイダベルトの中心の位置で、ベルトを引いたと
き（約 9.8 N～14.7 N｛1 kgf～1.5 kgf｝の荷重）の
たわみ量を 5 mm～10 mm であるか、点検します。
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2. デバイダカバー右･左を止めているボルト各 4 本を
外して、カバーを取り外します。

(A) 約 9.8 N～14.7 N｛1 kgf～1.5 kgf｝
(B) 5 mm～10 mm

調整
1. ロックボルト 2 本とテンションボルトのロックナ
ットをゆるめます。
2. テンションボルトを回して、ベルトの張りを規定値
にします。
3. ロックボルト 2 本、ロックナットを締め付けて、固
定します。

(1) ボルト

3. デバイダベルトの中心の位置で、ベルトを引いたと
き（約 9.8 N～14.7 N｛1 kgf～1.5 kgf｝の荷重）の
たわみ量を 5 mm～10 mm であるか、点検します。

(A) 約 9.8 N～14.7 N｛1 kgf～1.5 kgf｝
(B) 5 mm～10 mm
(1) ロックボルト
(2) ロックナット
(3) テンションボルト

4. デバイダカバーを取り付けます。

18.11 横デバイダベルト（長）の点検および調
整手順

調整
1. ロックボルト 2 本とテンションボルトのロックナ
ットをゆるめます。
2. テンションボルトを回して、ベルトの張りを規定値
にします。
3. ロックボルト 2 本、ロックナットを締め付けて、固
定します。

警告

• 点検・補給・交換するとき、掘取部を上げて行うと
きは、掘取部下降ロックスイッチを［ロック］位置
にして掘取部の下降防止を行ってください。さら
に枕木などを使用して落下防止の歯止めをしてく
ださい。
点検
1. 掘取部を最上昇位置まで上げ、掘取部下降ロックス
イッチを下げて掘取部の下降防止をしたあと、エン
ジンを停止します。
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(1) アイドラプーリー
(2) アイドラナット
(1) ロックボルト
(2) ロックナット
(3) テンションボルト

4. デバイダカバーを取り付けます。

18.12 アイドラプーリーの調整手順
アイドラプーリーは、大根を抜き取る重要な働きをして
います。大根のサイズにより多少の差はありますが、プ
ーリー間の寸法は 20 mm～25 mm です。

(A) 20 mm～25 mm

重要 :
• プーリーやナットを強くたたきすぎないでくだ
さい。破損するおそれがあります。
4. アイドラプーリー間を調整したときは、アイドラス
クレイパーの当たりを点検します。当たりの調整
は、スクレイパー固定ナットをゆるめて行います。
5. 調整後は、ナットを締め込んで固定します。

1. デバイダをいっぱいに上げます。
2. 掘取フレームカバー前右 3 本、前左 4 本を止めてい
るボルトを外し、カバーを外します。

(1) スクレイパー

(1) 掘取フレームカバー前右
(2) 掘取フレームカバー前左
(3) ボルト

3. アイドラナットをゆるめ、アイドラプーリーをハン
マーなどで軽くたたいて、プーリー間の寸法を調整
します。

(1) スクレイパー固定ナット

6. カバーを取り付けます。
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警告
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交換
1. カッターカバーを止めている、ノブボルト 4 個をゆ
るめ、カバーを開きます。

• カッター刃を調整・交換するときは、必ずエンジン
を停止してから行ってください。
• カッター刃を交換するときは、厚手の手袋などを着
用し、素手では行わないでください。
調整
1. カッターカバーを止めている、ノブボルト 4 個をゆ
るめ、カバーを開きます。

(1) ノブボルト
(2) カッターカバー

2. カッターを固定している、ロックナット 2 個をゆる
めて、カッター刃を取り外します。

(1) ノブボルト
(2) カッターカバー

2. ロックナットをゆるめてから、ロックボルトをゆる
めます。
3. カッター刃が上下に動きますので、大根の茎葉の長
さに合わせて調整します。

(1) カッター刃
(2) ロックナット

3. 新しいカッター刃を取付け、ロックナットを締付け
て固定します。
4. カッターカバーを閉めて、ノブボルトで固定しま
す。

18.14 サブソイラの脱着および交換のしかた
(1) カッター刃
(2) ロックナット
(3) ロックボルト

4. ロックボルトを締め込んでから、ロックナットを締
めて固定します。
補足 :
• 刃先が摩耗および損傷するなどして、茎葉の切
れが悪くなってきたときは、カッター刃を交換
してください。
カッター刃を交換しても切れが良くならないと
きは、他の原因が考えられますので、販売店ま
たはサービス工場にご相談ください。
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警告

• 点検・補給・交換するとき、掘取部を上げて行うと
きは、掘取部下降ロックスイッチを［ロック］位置
にして掘取部の下降防止を行ってください。さら
に枕木などを使用して落下防止の歯止めをしてく
ださい。
1. 掘取部を最上昇位置まで上げ、掘取部下降ロックス
イッチを下げて掘取部の下降防止をしたあと、エン
ジンを停止します。
2. サブソイラを止めているナット 2 本を取り外しま
す。
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3. 古いサブソイラを外し、新しいサブソイラを取り付
けます。
4. ナットを取り付けます。

(1) コンベアベルト
(2) 調整ナット
(3) ロックナット
(1) ナット
(2) サブソイラ

18.15 選別コンベアベルトの点検および調整
のしかた
選別コンベアベルトは、次の要領で点検・調整してくだ
さい。

4. エンジンを始動し、5 分～10 分程度コンベアを空回
しして、コンベアが蛇行しないか確認します。
5. コンベアベルトが蛇行する場合は、コンベアベルト
が片寄る方向と反対側のテンションボルトのロッ
クナットをゆるめ、調整ナットを少しずつ調整し
て、コンベアベルトが蛇行しなくなるまで調整を繰
り返します。

点検のしかた
コンベアベルトにたるみがなく、かつスリップおよび蛇
行していないか確認してください。
調整のしかた
1. コンベア前カバーを取り外します。
2. 選別コンベア右側の前後にある、テンションボルト
のロックナットをゆるめます。
3. 調整ナットを、コンベアベルトにたるみがなくかつ
スリップしない程度に調整します。
(1) 反対側のテンションボルト

(A) コンベアベルトが片寄る方
向

補足 :
• コンベアベルトはテンションボルトの張りが弱
い方へ片寄ります。
6. ロックナットを締め付けて、固定します。
7. コンベア前カバーを取り付けます。

19. バッテリの点検および交換
(1) コンベアベルト
(2) 調整ナット
(3) ロックナット
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危険

• バッテリの近くに裸火（マッチ、ライター、タバコ
の火など）を近づけない、および（＋）端子または
（－）端子が金属工具などとの接触によって起こる
スパークをさせないでください。バッテリのガス
で引火爆発するおそれがあります。
• バッテリを取り扱うときは、必ず保護メガネおよび
ゴム手袋を着用してください。バッテリに入って
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•
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いる電解液（希硫酸）により、失明またはヤケドの
原因となります。
充電器およびブースターケーブルを使用するとき
の取扱いは、それぞれの取扱説明書に従って行って
ください。取扱いを誤まると引火爆発するおそれ
があります。
この 12 V バッテリはエンジン始動用ですから、他
の用途には使用しないでください。
急速充電は厳禁です。
開封は厳禁です（密封タイプ）。

警告

• バッテリを乾いた布などで掃除しないでください。
静電気により引火爆発するおそれがあります。

(1) ゴムカバー

バッテリ上面に貼ってある取扱いの注意ラベルをよく
読んでください。

(1) 点検カバー
(2) ボルト
(1) バッテリ
(2) 注意ラベル

補足 :
• 出荷時は、補水不要のバッテリです。

19.1 バッテリの点検、補充電、および交換手
順
点検

3. バッテリの状態を点検し、異常があれば処置しま
す。
• バッテリ上面にあるインジケータの色で充電状
態を確認します。次表を参照し、処置を行って
ください。
表示の色

充電状態

処置

緑

正常

使用可能

黒

放電している

補充電

透明

液減り

交換

警告

バッテリが破損する、傾くなどして、液漏れが発生して
いるときは、次の事項を遵守してください。
• バッテリ液が身体または衣服に付かないようにし
てください。付着したときは、すぐに水で洗い流し
てください。電解液（希硫酸）によってヤケドする
ことがあります。
• バッテリの電解液（希硫酸）が目に入った場合は、
ただちに多量の清水で洗浄したあと、速やかに医師
（眼科医）の治療を受けてください。失明の原因と
なります。
1. ステップのゴムカバーを取り外します。
2. ボルトを取り外して、点検カバーを取り外します。

GRH1700
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メンテナンス

(1) バッテリ
(2) インジケータ

補足 :
– インジケータは真上から確認してください。
• バッテリが破損して液漏れが発生しているとき
は、交換します。
重要 :
– 液漏れが発生すると車体が腐食する原因と
なります。
• ふたの排気口にゴミなどが付着しているときは
掃除します。
重要 :
– 排気口をふさぎますと、バッテリ内部で発生
するガスによりバッテリの内圧が上がり、破
損する原因となります。

(1) （＋）側
(2) （－）側
(3) ケーブル

4. 点検カバーを取り付けたあと、ゴムカバーを取り付
けます。
補充電
次のような状態が発生したときは補充電を行います。
• スタータモータの回転がいつもより弱い。
• アクセルの加減で、ヘッドランプの明るさが変わ
る。
• ホーンの音がいつもより低い。
1. 平たんで風通しの良い場所を選んで補充電を行い
ます。
充電は、バッテリの（＋）を充電器の（＋）側に、
バッテリの（－）を充電器の（－）側にそれぞれ接
続して、普通の充電方法で行います。
2. 補充電を行っても短時間で再発するときおよび状
態が良くならないときは、バッテリの寿命ですので
交換を行います。
交換

危険

• バッテリは、次の順序で取換えてください。順序を
誤まると、ショートによるスパークで引火爆発する
おそれがあります。
– 取り外し時は、
（－）端子側（アース側）から外
す。
– 取り付け時は、
（－）端子側（アース側）を最後
に接続する。
(1) 排気口

• バッテリケーブルの破損および（＋）端子また
は（－）端子のゆるみおよび腐食がないか確認
し、ケーブルの交換または端子の増締めおよび
掃除を行います。
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警告

• バッテリを転倒させる、衝撃を与えるなどしないで
ください。電解液（希硫酸）の漏れにより、失明ま
たはヤケドをするおそれがあります。
• バッテリを機体に取り付けた状態での充電は避け
てください。バッテリの引火爆発または機体損傷
の原因となるおそれがあります。
• バッテリの取付け方向を間違えないでください。
（＋）と（－）が逆に取り付けられると接続ケーブ
ルが損傷し、火災の原因となるおそれがあります。
• バッテリを投げる、落とす、斜めにする、衝撃を与
えるなどしないでください。バッテリに入ってい

GRH1700

定期点検

メンテナンス

る電解液（希硫酸）により、失明またはヤケドの原
因となることがあります。

19.2 補水が必要なバッテリの点検および補水
手順

重要 :
• バッテリを交換するとき、バッテリは次の指定され
たバッテリを使用してください。電圧や容量が違
うと故障の原因となります。

バッテリの状態を点検し、異常があれば処置します。

バッテリ形式

80D26L-MF

• バッテリはエンジン始動用ですから、他の用途には
使用しないでください。
• バッテリはきちんと取り付けてください。傾くな
どすると転倒および液漏れの原因となります。
• 機械にバッテリを搭載した状態で急速充電をしな
いでください。
1. バッテリを機体から取り外します。
a. ゴムバンドの端部金具をフックから外します。
b. ケーブル端子のナットをゆるめて、端子からケ
ーブル端子を取り外します。取り外すときは、
必ず（－）側から取り外します。

警告

バッテリには補水不要なタイプと補水が必要なバッテ
リの 2 種類があります。補水が必要なバッテリについ
ては、次の事項を守ってください。
• バッテリは液面が[LOWER]（最低液面線）以下にな
ったままで使用または充電をしないでください。
[LOWER]以下で使用を続けると電池内部の部位の
劣化が促進され、バッテリの寿命を縮めるばかりで
なく、爆発の原因となることがあります。
すぐに[UPPER LEVEL]と[LOWER LEVEL]の間に
補水してください。
• バッテリ液が身体または衣服に付かないようにし
てください。付着したときは、すぐに水で洗い流し
てください。電解液（希硫酸）によってヤケドする
ことがあります。
補水が不要なバッテリの説明と異なる部分の説明です。
（補水が不要なバッテリの点検はバッテリの点検、補充
電、および交換手順（119 ページ）を参照）
1. バッテリ液の量を点検し、[UPPER LEVEL]（最高
液面線）と[LOWER LEVEL]（最低液面線）の間に
液量があるか確認します。
2. バッテリ液が不足しているときは補水キャップを外
して補水します。

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

ゴムバンド
フック
（＋）側
（－）側
ケーブル
ナット
端子
ケーブル端子

重要 :
• バッテリを斜めにしてまたは横倒しにして
運ばないでください。電解液（希硫酸）がこ
ぼれ、衣服の損傷の原因となります。
2. 補充電が必要な状態である場合は、補充電を行いま
す。
3. 補充電が終わると取り外したときと逆の手順で取
り付けます。
補足 :
• 端子にグリースを塗布してからケーブル端子を
取り付けてください。

GRH1700

(1) 補水キャップ

(A) [UPPER LEVEL]（最高液面
線）
(B) [LOWER LEVEL]（最低液面
線）

重要 :
• バッテリ液が不足して極板が空気中に露出しま
すと、バッテリの寿命は著しく短くなります。
• バッテリ液を補充する場合は、必ず精製水を補
充してください。希硫酸、井戸水、および泥水
などは絶対に入れないでください。
• バッテリに精製水を入れ過ぎないでください。
液漏れして機体を傷めるおそれがあります。
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3. 補水キャップの排気口にゴミなどが付着していると
きは掃除します。
重要 :
• 排気口をふさぐと、バッテリ内部で発生するガ
スによりバッテリの内圧が上がり、破損する原
因となります。

20.1 各配線コードの点検および交換手順
1. 各配線コードのコネクタ（端子）の接続状態を点検
します。
ゆるみまたは外れがあるときは確実に差込みます。
2. 被覆の損傷状態を点検します。
被覆が破れているときは、購入先へ連絡して修理を
依頼します。

20.2 各ヒューズの交換手順
ヒューズ切れによる異常が発生したときは、ヒューズを
交換してください。
重要 :
• 新しいヒューズは必ず指定容量のヒューズを使用
してください。異なる容量のヒューズを使用する
と故障の原因となります。
• ヒューズを交換してもすぐ切れてしまう場合は、購
入先に連絡して修理を依頼してください。
(1) 排気口
(2) 補水キャップ

19.3 補水が必要なバッテリの補充電および交
換手順

補足 :
• ヒューズを交換するときは、ヒューズボックスのカ
バーに設置しているヒューズプーラ（ヒューズ抜
き）を使用してください。

危険

• 補充電中は補水キャップすべてを取り外して行い
ますので裸火は近づけないでください。引火爆発
するおそれがあります。
補水が不要なバッテリの説明と異なる部分の説明です。
（補水が不要なバッテリの補充電および交換は、バッテ
リの点検、補充電、および交換手順（119 ページ）を参
照）
1. 補充電を行うときは、平たんで風通しの良い場所を
選んで補水キャップをすべて取り外します。
2. 充電は、バッテリの（＋）を充電器の（＋）を側に、
バッテリの（－）を充電器の（－）側にそれぞれ接
続して、普通の充電方法で行います。
3. 補充電が終わると補水キャップをすべて取り付けま
す。

(1) 交換するヒューズ
(2) ヒューズプーラ

1. 掘取部を地面に着くまで降ろしたあと、エンジンを
止めます。
2. 運転席（シート）を前方へ倒します。

20. 電気の各配線コードおよび各ヒュ
ーズの点検および交換
警告

• 配線コード被覆の損傷およびコネクタ（端子）の接
触不良によるろう電およびショート（短絡）は火災
の原因となります。
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3. 樹脂ボルトとノブボルトを取り外して運転席後面の
カバーを外します。

(1) カバー
(2) ノブボルト
(3) 樹脂ボルト

4. ヒューズケースのカバーを取り外します。
5. ヒューズが切れた箇所に同じ容量のヒューズと交換
します。

メンテナンス
ヒューズボックス 1
回路

容量(A)

A

ハイサイドスイッチ

5A

B

スイッチ（エンジン始動）

5A

C

ホーン、ブザー

10 A

D

前照灯、作業灯

10 A

E

支点昇降バルブ

7.5 A

F

モータドライバ

10 A

G

電源ソケット

15 A

H

ヒューズ抜き

－

I

マイコン、パネルメータ

5A

J

センサ

5A

K

エンジン制御

10 A

L

オルタネータ、燃料ポンプ

10 A

M

油圧バルブ

15 A

N

屋根昇降シリンダ

15 A

O

作業機クラッチモータ

25 A

ヒューズボックス 2
回路

容量(A)

A

スタータスイッチ

5A

B

EGR バルブ

5A

C

MPROP (SCV)

5A

D

エアフロセンサ

5A

E

ヒューズ抜き

－

F

メインスイッチ（直 B）

G

マイコン、メータ（直 B）

5A

H

作業灯（直 B）

15 A

7.5 A

20.3 スローブローヒューズおよびバッテリ
（＋）コードヒューズの点検および交換手順
スローブローヒューズは、過電流が流れたときに各配線
が損傷しないように保護するためのものです。

(1) ヒューズボックス 1
(2) ヒューズボックス 2

GRH1700
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1. エンジンがかからないときは、スローブローヒュー
ズを点検します。
［バッテリ部］

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

(1) バッテリ
(2) （＋）コード
(3) （－）コード

30 A（スタータ）
20 A（CRS）
100 A（メイン）
40 A（グロー）
60 A（電源 2）
60 A（電源 1）

2. ヒューズが切れているときは、新しいヒューズと交
換します。

［フロント下カバー内］

21. ランプ（LED）の点検および交換の
しかた、およびホーンスイッチの点検の
しかた
ランプ（LED）の点検および交換
1. ランプ（LED）切れがないか点検します。

(1) ボルト
(2) フロント下カバー

(A) 上げる

(1) 作業灯
(2) ヘッドランプ

2. ランプ（LED）が切れているときは交換します。

(1) スローブローヒューズボックス
(2) カバー
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ホーンスイッチの点検
1. ホーンスイッチを押して点検します。
2. ホーンが鳴らないときは、配線およびヒューズを確
認します。
（詳細は各配線コードの点検および交換手順（122 ペ
ージ）および各ヒューズの交換手順（122 ページ）
を参照）

GRH1700
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22. ホーンスイッチの点検手順
1. ホーンスイッチを押して点検します。

(1) ホーンスイッチ

2. ホーンが鳴らないときは、配線およびヒューズを確
認します。
（各配線コードの点検および交換手順（122 ページ）
および各ヒューズの交換手順（122 ページ）を参照）

23. 反射器の点検および交換手順

メンテナンス
• 機体にセットする木材、ブロックなどは、じゅうぶ
んな強度があるものを使用し、セットするときは機
体から外れないように注意しながら行ってくださ
い。
重要 :
• クローラを張り過ぎると車軸の折損の原因になり
ます。
• クローラがゆるみ過ぎると脱輪またはスプロケッ
トおよび芯金が早期に摩耗することがあります。
初期伸びがあるため初期 20 時間目および 50 時間
目に点検してください。
• クローラの劣化が早くなり早期破損の原因となる
ため、次の事項を守ってください。
– 日光および雨による劣化防止のため、屋外に長
期保管しないでください。
– オイル、燃料、農薬、肥料など油脂類の付着に
よる劣化防止のため、クローラに付着した油脂
類はきれいに拭き取ってください。
地面からクローラを約 10 cm 浮かした状態で、機体を
最下降位置にし、クローラ下側上面と第 3、第 4 の揺動
転輪下端のすき間を 10 mm～20 mm に調整します。ま
た、調整は片側ずつ行います。

1. 汚れおよび破損がないか点検し、掃除または交換を
行います。

(1) 揺動転輪

(1) 反射器

24. クローラの点検および調整手順
地面からクローラを約 10 cm 浮かした状態で、機体を
最下降位置にし、クローラ下側上面と第 5 転輪下端のす
き間を適正長さに調整してください。

警告

• 点検および調整を行うときは、エンジンを必ず止め
て、メインスイッチのキーを抜いてから行ってくだ
さい。
• 平たんな場所で掘取部を上げて、掘取部下降ロック
スイッチを[ロック]位置にし、さらに掘取部下降ロ
ック金具を[ロック]位置にして、掘取部の下降防止
を必ず行ってください。
GRH1700

(1) クローラ
(2) 揺動転輪

(A) すき間：10 mm～20 mm

1. 収穫機を平たんな場所に移動します。
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2. クローラを地面から 10 cm 程度浮かせます。
重要 :
• ミッションケースを絶対にジャッキアップしな
いでください。破損するおそれがあります。
• 燃料タンクに木材、ブロックなどを当てないで
ください。破損し燃料漏れを起こすおそれがあ
ります。
a. エンジンを始動したあと、掘取部を最上昇位置
にします。
b. 掘取部下降ロックスイッチを[ロック]位置にし
ます。
c. 水平操作手動スイッチを操作し、機体を上昇さ
せたあと、エンジンを停止します。
d. 掘取部下降ロック金具をロック状態にして掘取
部の下降防止を行います。
e. 前部はトランスミッションケース部後方にある
フレームに木材やブロックをセットします。

(1) 前車軸
(2) 前車軸軸受け
(3) トランスミッションケース

(1) フレーム
(2) 前車軸軸受け

f.

(A) 木材やブロックをセット

後部は機体フレームの次図位置に調整を行う側
のフレームに木材やブロックをセットします。

(1) フレーム

(A) 木材やブロックをセット

g. エンジンを始動したあと、水平操作手動スイッ
チを操作し、機体を最下降位置にします。
h. エンジンを停止します。
重要 :
• 燃料タンクに木材やブロックなどを当てな
いでください。破損し燃料漏れを起こすお
それがあります。
3. クローラ後部にある張りボルトの回り止め金具を、
スナップピンを抜いて取り外します。

(1) 前車軸
(2) 前車軸軸受け
(3) トランスミッションケース
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4. 張りボルトでクローラを張りながら、すき間の調整
を行います。

(1) トラックローラ（転輪）
(1) 張りボルト
(2) 回り止め金具
(3) スナップピン

補足 :
• 交換を行うときは、購入先に連絡してください。

(A) 張る
(B) 左回転

5. 左、右両方ともに行い調整後は、回り止め金具を取
り付けてスナップピンを差込みます。
6. ブロックや木材を取り外します。
a. エンジンを始動したあと、水平操作手動スイッ
チを操作して機体を上げます。
b. エンジンを停止します。
c. 木材やブロックを機体から取り外します。
重要 :
• クローラを張り過ぎると車軸の折損の原因にな
ります。
• クローラがゆるみ過ぎると脱輪したりスプロケ
ットおよび芯金が早期に摩耗することがありま
す。初期伸びがあるため初期 20、および 50 時
間目に点検してください。
• クローラの劣化が早くなり早期破損の原因とな
るため、次の事項を守ってください。
– 日光や雨による劣化防止のため、屋外に長期
保管しないでください。
– オイルや燃料、農薬、肥料など油脂類の付着
による劣化防止のため、クローラに付着した
油脂類はきれいに拭き取ってください。

25. トラックローラ（転輪）の点検手順
1. トラックローラを点検します。
2. トラックローラの、次図の(A)寸法が適正長さ以下に
なったときまたは使用時間が 800 時間経過したと
きの早いほうで交換します。
破損などがあるときも交換します。

(A) 2 mm 以下

掘取作業後の手入れ
掘取作業が終わったあとは、機械の点検および整備を怠
らず、翌日または翌年の掘取作業に備えてください。

1. 毎日の作業後の手入れのしかた
警告

• 機体に本機カバーをかけるときは、エンジンおよび
マフラが冷えてからかけてください。停止直後に
カバーをかけると火災のおそれがあります。
1.
2.
3.
4.

平たんな場所に収穫機を停めます。
機体各部の茎葉やごみを取除きます。
サブソイラを地面に接地させます。
メインスイッチのキーを抜取ります。

2. 長期格納時の手入れ
掘取のシーズンが終了して翌年まで長期間使用しない
ときは、格納する前の各部の点検および整備を念入りに
行ってください。

2.1 長期格納時の各部の掃除、注油、および補
修のしかた
1. 機体を平たんな場所に停めます。
2. 各部に付着した泥などの汚れをきれいに水洗いし、
乾いた布で水分をふき取ります。
重要 :
• 機体を洗う場合は、電装部品に水がかからない
ようにしてください。
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メンテナンス
3. 各回転部分、カッター部、ベルト、チェーンなどに
巻付いた雑草および茎葉くずを、完全に取除きます。
重要 :
• 作業シーズン終了後および長期格納する前に
は、メンテナンスの給油（給水）および注油（注
水）点検一覧表（89 ページ）を参照して、各部
の給油（給水）および注油（注水）を行ってく
ださい。
• 各チェーン、各回転部分、および摩擦しゅう動
部分には、さびが発生しないようにじゅうぶん
注油してください。
• 塗料のはがれた所には補修塗料を塗って、さび
が発生しないようにしてください。

2.2 長期格納時のラジエータ冷却水の保管の
しかた
ラジエータ冷却水は冬期のエンジン凍結割れを防止す
るため、排水または不凍液（ロングライフクーラント）
を清水に混ぜた冷却水を入れておきます。
排水しておくとき
1. ラジエータおよびリザーブタンクの冷却水を排水
します。
（ラジエータ冷却水の点検、補給、および交換（98
ページ）を参照）
2. ラジエータキャップに[水なし]と書いた札を掛けて
おきます。
不凍液を入れておくとき
1. 冷却水の補給または交換を行います。
2. ラジエータおよびリザーブタンクには、不凍液の混
ざった適正な混合比の冷却水を規定量入れておき
ます。
（ラジエータ冷却水の点検、補給、および交換（98
ページ）を参照）
不凍液混合比率表
外気温度
（℃）
水(%)
比率 不凍液
(%)
•
•

•

-5

-8

-11.5 -15

85

80

75

15

20

25

-20

-25

-30

-35

-43

70

65

60

55

50

45

30

35

40

45

50

55

出荷標準
不凍液 50%
ラジエータ容量
約 10.2 L
リザーブタンク容量
約 1.3 L
新しい冷却水と交換を行ったあとは、必ず不凍液を入れて、5 分
間エンジンを空回転し、不凍液の混合を早めてください。そのあ
と、リザーブタンクの水量を確かめておいてください。

重要 :
• 冷却水には、不凍液（ロングライフクーラント）を
適正量入れ（混合比は最高でも 50%以下）、よく水
と混ぜ合せてからお使いください。
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• 不凍液の混合比を誤まると、冬期には冷却水の凍
結、夏期にはエンジンの故障およびラジエータの破
損の原因になります。
• 不凍液を使用する場合は、ラジエータ保浄剤を投入
しないでください。不凍液には防錆剤が入ってい
ますので、保浄剤を混入するとエンジン部品に悪影
響を与えます。
• クボタ不凍液（ロングライフクーラント）の有効使
用期間は 2 年間です。必ず 2 年で交換してくださ
い。

2.3 長期格納時のバッテリの保管
危険

• 保管および持運びの際にバッテリに火気を近づけ
るまたはショートさせると爆発の危険があります
ので注意してください。

警告

• バッテリを点検するときは、エンジンを必ず止め
て、メインスイッチのキーを抜いてください。
長期間使用しない場合は、できるだけバッテリを機体か
ら取り外し、次の点に注意して保管してください。
• 保管前に点検し、必要に応じて補充電を行ってくだ
さい（バッテリ液補水タイプは、補水してから補充
電を行ってください）。
• バッテリは保管中でも自己放電するので、夏は 1 カ
月、冬は 2 カ月に 1 回それぞれ点検し、必要に応じ
て補充電を行ってください。
• 次のような場所に保管してください。
– 直射日光が当らない（温度が低く変化の少ない）
乾燥している場所
– 雨露が少なく、水没のおそれがない場所
– バッテリの有害なガス、液、および粉じんの発
生が起こらない場所
機体に取り付けている場合は、（－）側のケーブルを必
ず取り外してください。

2.4 長期格納時の各レバーその他の処理のし
かた
点検および整備が終わったあと、納屋などに停めておく
ときの手順を示します。
1. サブソイラを地面に接地させます。
2. アクセルダイヤルをいっぱい戻して（
位置）止め
ておきます。
3. 駐車ブレーキを掛けます。
4. 作業機・サブソイラ振動クラッチレバーは[切]位置
にします。
5. 車体水平制御は、機体いっぱいまで下げます。
6. メインスイッチのキーは、必ず抜取って保管します。
7. 本機カバーを掛けます。
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収穫機の不調および処置
警告

• 各部の調整、点検、および交換を行うときは、各レ
バー類を[切]位置にして回転部を止め、エンジンを
必ず止めて、メインスイッチのキーを抜いてから作
業をしてください。
• 点検および作業するときは、駐車ブレーキを掛けて
ください。また掘取部は一番下まで降してくださ
い。
もし掘取部を上げた状態で作業するときは、掘取下
降ロックスイッチを[ロック]位置にし、さらに掘取
下降ロック金具を[ロック]位置にして掘取部の下降
防止を必ず行ってください。
• エンジンルーム内の点検のためカバーを外すとき
は、内部がじゅうぶん冷え、ヤケドのおそれがない
ことを確認してください。
• オイル交換中は火気厳禁。
• 機械は平たんで、周りに排かんくずなどの燃えやす
いごみのない場所へおいてください。バッテリ、マ
フラ、およびエンジン周辺部にごみまたは燃料の付
着、泥の堆積などがあると火災の原因となります。
• カッター刃の掃除は、手袋を着用し刃部に注意しな
がら行ってください。
• 燃料またはオイルがこぼれた場合は、きれいにふき
取ってください。
• 取り外した回転部のカバー類は、衣服などが巻込み
危険ですので、点検後は必ず取り付けてから作業を
してください。
液晶ディスプレイに警報が表示されたときは、表示内容
を確認後、処置内容に従って処置してください。また、
作物およびほ場の状態および条件により、機械の各部の
点検、調節、調整、および交換、および機械の正しい操
作のしかた、点検、および掃除を行ってください。
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掘取部の異常と処置
不調･不具合内容

作物を搬送しない

抜き残しがある

原因
掘取部に雑草、泥、石などをか
み込んでいる。

掘取部

搬送ベルトがスリップしてい
る。

搬送ベルト

油圧ポンプ駆動ベルトがスリッ
プしている。

油圧ポンプ駆動ベル
ト

コンベアスピードコントローラ
ーがいちばん遅い状態になって
いる。

コンベアスピードコ
ントローラー

搬送ベルトのスピードが速すぎ
る。

搬送速度調整ダイヤ
ル

サブソイラが深すぎる。

サブソイラ（ゲージ
ホイール）昇降スイ
ッチ

搬送ベルトを張りすぎている。
搬送ベルトが消耗している。

茎葉のカッティング
が悪い

サブソイラが刺さら
ない
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処置 2

参照ペー
ジ

掘取部を点検して、異物があれ
ば取り除く。

83

張り調整。

112

張り調整。

112

コンベアスピードコントローラ
ーを時計方向に回す。

39

－

搬送ベルトの速度を遅くする。

39

－

サブソイラを上げる。

37

張り調整。

112

交換する。

☆

交換する。

☆

作業をいったん中止
したあと、エンジン
を停める。

作業をいったん中止
したあと、エンジン
を停める。

搬送ベルトのスピードが速すぎ
る。

搬送速度調整ダイヤ
ル

－

搬送ベルトの速度を遅くする。

39

デバイダスピードが合っていな
い。

デバイダ速度調整ダ
イヤル

－

デバイダの速度を調整する。

39

デバイダが上がりすぎている。

デバイダ昇降スイッ
チ

－

茎葉をすくえる位置まで下げ
る。

34

掘取部が上がりすぎている。

マルチワンレバー掘
取昇降スイッチ

－

適切な位置まで下げる。

36

カッター刃が欠けている。ある
いは摩耗している。

カッター刃

交換する。

117

搬送ベルトとガイドベルトの張
り具合のバランスが取れていな
い。

搬送ベルト、ガイド
ベルト

張り調整。

112、
79

張り調整。

112

交換する。

☆

掘取部を点検して、異物があれ
ば取り除く。

83

カッター部を掃除する。

83

張り調整。

112

掘取部

カッター上部に茎葉や泥が詰ま
っている。

カッター部

搬送ベルトが消耗している。

作業をいったん中止
したあと、エンジン
を停める。

搬送ベルト

掘取部に雑草、泥、石などをか
み込んでいる。

搬送ベルトを張りすぎている。

作業機のすべてが動
かない

処置 1

サブソイラ

搬送ベルトが消耗している。

茎葉の排出が悪い

搬送ベルト

処置内容

サブソイラが消耗している。

搬送ベルトを張りすぎている。

大根が詰まる

点検･調整･調節･交
換箇所

搬送ベルト

掘取部のプーリーが摩耗してい
る。

掘取部

油圧ポンプ駆動ベルトがスリッ
プしている。または切れてい
る。

油圧ポンプ駆動ベル
ト

搬送速度調整ダイヤルのコネク
タが抜けている。

搬送速度調整ダイヤ
ル

ヒューズが切れている。

ヒューズボックス

作業機・サブソイラ振動クラッ
チレバーが[切]になっている。

作業機・サブソイラ
振動クラッチレバー

後荷重になっている。

ウエイト前後調整ス
イッチ

作業をいったん中止
したあと、エンジン
を停める。

作業をいったん中止
したあと、エンジン
を停める。

作業をいったん中止
したあと、エンジン
を停める。

交換する。
交換する。

☆

調整する。あるいは交換する。

112

コネクタを繋ぐ。

－

交換する。

122

－

レバーを[入]位置にする。

40

－

ウエイトを前方にスライドさせ
る。

39
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マルチナビによる異常と処置
警告

• 各部の点検や茎葉詰まりを取除くときは、エンジンを必ず止めて、メインスイッチのキーを抜いてください。
• 各搬送チェーンなどには注意してください。ケガをするおそれがあります。
• エンジン停止直後は、エンジンに触ったり、ラジエータキャップを開けないでください。ヤケドをするおそれが
あります。
• 取り外したカバー類は、必ず取り付けてください。
マルチナビの液晶ディスプレイに警報が表示されたときは、次表を参照して処置してください。

(1) 液晶ディスプレイ
(2) 負荷メータ
(3) 燃料計

GRH1700
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1. 異常と処置ガイダンス画面一覧
警報の種類

液晶表示
（液晶ディスプレイ）
異常内容
（表示時間）

処置内容

警報ブザ
ー
（吹鳴時
間）

〇
断続
（約 5 秒
後停止）

燃料警報

現象

燃料が少なくなっていま
す。
そのまま作業を続けると

処置

参照ペー
ジ

燃料を補給します。
－

エンジンが停止します。

（約 5 秒後消灯）
エンジンオイルの圧力が不
足しています。
油圧警報

－

〇
断続
（処置後
停止）

エンジンが焼付きを起こし
停止します。

（処置後消灯）

セパレータ
排水警報

－

〇
断続
（処置後
停止）

（処置後消灯）

（処置後消灯）
交互に表示

油水分離器（セパレータ）
に水がたまり、排水レベル
に達しています。

〇
断続
（処置後
停止）

91

オイルドレーンゴムホース
の点検と処置をします。

140

購入先へ連絡してくださ
い。

－

油水分離器（セパレータ）
の水を排出します。
102

そのまま作業を続けると
燃料に混入した水が燃料イ
ンジェクタに達し、インジ
ェクタが破損します。
エンジンの冷却水温が上昇
しています。

交互に表示

オーバーヒ
ート警報

そのまま作業を続けると

エンジンを停止後、オイル
量を点検します。

“アイドリングにして下さ
い”を表示すると…
アクセルダイヤルを操作し
て、エンジン回転数を最低
回転位置にします。

34

“冷却後点検して下さい”を
表示すると…
エンジンを停止し、30 分以
上たってから点検と処置を
します。

－

（処置後消灯）
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液晶表示
（液晶ディスプレイ）
異常内容
（表示時間）

処置内容

警報ブザ
ー
（吹鳴時
間）

交互に表示

現象

処置

参照ペー
ジ

エンジンの冷却水温が上昇
しています。

“エンジン停止して下さい”
“冷却後点検して下
さい”を表示すると…
エンジンを直ちに停止し、
30 分以上たってから点検
と処置をします。

－

点検と処置
• 冷却水量の点検
不足

（処置後消灯）
オーバーヒ
ート警報

98
ラジエータ・リザーブ
タンクに清水を補給

水漏れ
排水プラグ・ラジエー
タホースのバンドを増
締め

（処置後
停止）

•

－

ファン駆動ベルトの点
検

ゆるみ
張り調整

111

破損など
交換・調整
•

防じんあみ・ラジエー
タフィンの点検

汚れ・詰まり
掃除して取除く
そのまま作業を続けると..
［エンジンが焼付きを起こ
し停止します。］
バッテリに充電されていま
せん。

購入先へ連絡してくださ
い。

－

111

破損など
交換・調整

〇
断続
（処置後
停止）

•

バッテリ

電圧低下
充電

（処置後消灯）
そのまま作業を続けると…
［バッテリ上りとなり、エン
ジンの始動ができなくなり
ます。］

DPF 警報

－

エンジンを停止後、点検と
処置をします。
• ファン駆動ベルトの点
検
ゆるみ
張り調整

充電警報

102

－

〇
断続
（処置後
停止）

バッテリを充電してもエン
ジンが始動しないときは、
交換してください。

DPF 内に PM が堆積してい
ます。

駐車再生処理を行ってくだ
さい。

そのまま作業を続けると…

駐車再生処理が開始できな
いときは、購入先へ連絡し
てください。

［再生処理が不可能となり、
DPF およびエンジンが破損
します。］

119

50

－
（次へ続く）
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警報の種類

液晶表示
（液晶ディスプレイ）
異常内容
（表示時間）

処置内容

警報ブザ
ー
（吹鳴時
間）

〇
断続
（処置後
停止）

傾斜警報

現象

処置

機体が傾いています。
そのまま作業を続けると…

作業を中止し、水平な場所
に移動します。

［転倒するおそれがありま
す。］

参照ペー
ジ

－

（処置後消灯）
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マルチナビによる故障と処置
故障が発生すると、マルチナビの液晶ディスプレイに異常内容を表示します。故障による異常が発生したときは掘取
作業を中止し、購入先に連絡して処置してください。
なお、故障の内容によっては、次表を参照して手動操作で掘取作業を行うことができますが、作業終了後には必ず購
入先に連絡してください。また、次表以外の異常内容が表示された場合は、直ちに購入先に連絡して処置してくださ
い。
補足 :
• 液晶ディスプレイに故障の異常内容が表示されたとき、警報ブザーは鳴りませんので注意してください。
• 手動操作で作業を続ける場合は、次表の処置の欄の内容を良く理解し、注意をしながら作業を行ってください。
• 液晶ディスプレイに表示される異常内容は、エラーコード、異常箇所、処置の指示を表示します。
表示例

(1) 異常個所
(2) エラーコード
(3) 処置の指示

• 異常内容によっては異常箇所または、処置の指示を表示しない場合があります。
• 購入先に連絡する際には、液晶表示のエラーコードおよび異常内容を連絡してください。
• 故障の内容の表示は、異常内容のみの表示と異常内容と処置内容を交互に表示する場合があります。
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マルチナビによる故障と処置

収穫機の不調および処置

1. 故障と処置ガイダンス画面一覧
液晶表示
（液晶ディスプレイ）
交互に表示
異常内容

処置

参照ページ

－

デバイダ昇降スイッチで搬送部の昇
マルチワンレバーを操作しても掘取
降操作を行うことができますが、購
部が昇降しません。
入先に連絡して処置してください。

－

－

モンロ右上げ SW で右旋回、モンロ
旋回レバーを操作しても左右旋回が 左上げ SW で左旋回を行うことが
できません。
できますが、購入先に連絡して処置
してください。

－

－

－

水平制御がはたらきません。

水平操作手動スイッチで機体を最下
降位置にし、作業を続けてください。
水平自動スイッチを[切]にしてくだ
さい。

47

同調速度の調節が行えません。

同調速度が標準となりますが、作業
を続けて行うことはできます。

－

デバイダ回転速度の調節が行えませ デバイダ回転速度が最低回転速度に
ん。
固定されます。

－

手動時の搬送速度が最低速度に固定
されます。

－

－

搬送速度の手動調節が行えません。

（次へ続く）
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その他の不調および処置

収穫機の不調および処置

液晶表示
（液晶ディスプレイ）
交互に表示
異常内容

処置

参照ページ

－

作業を続けて行うことができます
デバイダの回転速度が不安定となる
が、デバイダ回転速度に注意してく
可能性があります。
ださい。

－

－

車速同調機能が正常にはたらきませ
ん。
作業を続けて行うことができます
手動で搬送速度を調整する際、搬送
が、搬送速度に注意してください。
速度が不安定となる可能性がありま
す。

－

－

作業クラッチレバースイッチが故障 購入先に連絡して処置してくださ
しています。
い。

－

その他の不調および処置
1. けん引フックについて
大根収穫機が自力で動けずけん引作業を必要とする場
合は、機体の後側のけん引フックを使用してください。
このとき、後側のロープ掛けフック以外は、けん引作業
に使用しないでください。

(1) けん引フック

重要 :
• この大根収穫機を使って、けん引作業はしないでく
ださい。故障の原因になります。
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主要諸元

付表

付表
主要諸元
型式

機
体

GRH1700

全長

(mm)

5090

全幅

(mm)

2350（収納時）、2750（作業時）

全高

(mm)

2705（収納時）、2975（展開時）

質量

(kg)

型式
エ
ン
ジ
ン

D1803-CR-TE4-C4

排気量

(L [cc])

出力／回転速度

(kW [PS]/rpm)

使用燃料
(L)
(mm)

430 × 1520

(mm)

1010

トレッド

(mm)

980

転輪

HST
固定 + 揺動
4：固定

個数（片側）

走行速度
前進（後進）

2：揺動
低速

(m/s)

0～0.84

標準

(m/s)

0～1.38

走行

(m/s)

旋回方式

2PC（自動）

掘取条数

（条）

適応条間

(mm)

350 以上
振動式サブソイラ（ひねりタイプ）

抜取方式

茎葉挟持引抜方式（車速同調式・手動調節式）
固定刃

適応コンテナ
積載質量

ハーフコンテナ・フレコンバッグ
(kg)

荷受ステージ
搬送部支点昇降
屋根
照明
エンジン回転セット
補助電源
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1

掘起方式

茎葉カット方式

•

0～2.28
ブレーキ・ソフトターン

車体水平制御

そ
の
他

55

クローラ幅 × 接地長

方式

荷
受
部

33.1 [45.0]/2700

クローラ中心距離
トランスミッション変速方式

掘
取
部

1.826 [1826]

ディーゼル軽油

燃料タンク

走
行
部

2526

700
フラット
油圧式
ワイドサイズ（支点部開閉式）
LED：前照灯 1 個、作業灯 3 個
簡単スタート（オートアクセル 2100 rpm 付近）
DC ソケット

この主要諸元は、改良のため予告なく変更することがあります。
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消耗部品

付表

消耗部品

2. ヒューズ一覧

消耗部品は純正部品を使いましょう。

1. バッテリおよびスローブローヒュー
ズ一覧

(1) ヒューズ
図番

品名

品番

1

ヒューズ 5 A

T1065-3043-0

2

ヒューズ 7.5 A

T1065-3048-0

3

ヒューズ 10 A

5H050-4162-0

4

ヒューズ 15 A

5H050-4163-0

5

ヒューズ 20 A

5H050-4164-0

6

ヒューズ 25 A

5H050-4165-0

3. ランプ（LED）一覧

図番

品名

品番

1

バッテリ

07908-2531-0

2

スローブローヒューズ
(100 A)

5H801-4186-0

3

ヒューズ(スローブロー 60 A)

T1156-3050-0

4

スローブローヒューズ(ミニ
40 A)

3C581-7717-0

5

スローブローヒューズ(ミニ
30 A)

3C581-7716-0

6

スローブローヒューズ(ミニ
20 A)

5H801-4185-0

GRH1700

図番
1

品名
作業灯

品番
54-7110A

139

消耗部品

付表

4. エンジンオイルフィルタカートリッ
ジ

図番
1

品名
オイルドレーンホース

品番
5H773-2531-0

7. エアクリーナ

図番

品名

品番

1

オイルフィルタカートリッジ

16414-3243-0
図番

5. ファン駆動ベルト

1

品名
エレメント（アウタ）

品番
R1401-4227-0

8. ラジエータホース

図番
1

品名
ファンベルト(40.0)

品番
17112-9701-0

6. オイルドレーンゴムホース
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図番

品名

品番

1

ホース（1、ウォータ）

5H781-2571-0

2

ホース（2、ウォータ）

5H730-2572-0

GRH1700

消耗部品

付表

9. 排水ホース

図番
1

図番

品名
チューブ（ハイスイ）

10. 燃料ホース

GRH1700

品番

品名

品番

1

フューエルチューブ

09661-71150

2

フューエルチューブ

09661-70440

3

フューエルチューブ

09661-71800

4

フューエルチューブ

5T150-2693-0

5

フューエルチューブ

09661-70500

6

ホース、コンプ（フューエル）

5H781-2678-0

7

ホース、コンプ（フューエル、
2）

1J800-4209-0

8

フューエルチューブ

5T150-2696-0

9

フューエルチューブ

09661-70400

10

フューエルチューブ

09661-40040

11

チューブ（1、フューエルク
ーラ）

5H781-2676-0

5H773-2574-0

11. オイルセパレータホース

図番

品名

品番

1

チューブ（オイルリターン）

5H781-2626-0

2

チューブ（2、セパレータ T）

5H781-2637-0

3

チューブ（1、セパレータ T）

5H781-2635-0
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消耗部品

付表

12. 燃料フィルタカートリッジ

図番

品名

品番

1

油圧サクションオイルフィル
タカートリッジ

33960-8263-0

15. ラインフィルタカートリッジ

図番
1

品名
フィルタ（カートリッジ）

品番
1J800-4317-0

13. HST オイルフィルタカートリッジ

図番

品名

品番

1

ラインフィルタカートリッジ

60-5600

16. インレットパイプ

図番
1

品名
オイルフィルタ(HST)

品番
K7561-1407-0

14. 油圧サクションオイルフィルタカ
ートリッジ
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消耗部品

付表

図番

品名

品番

1

ホース（2、インレット）

5H730-2632-0

2

ホース（1、インレット 1）

5H781-2632-0

3

ホース（1、インレット 2）

5H781-2642-0

4

ホース（インレット）

1J805-1164-0

17. 各ワイヤ

[A] サブソイラ振動

図番
1

品名
ワイヤブレーキ

18. 各ベルト一覧
［エンジン周り］

品番
5H773-3218-0
[A] エンジン
[B] 油圧ポンプ

［搬送ベルト］

[A] サブソイラ振動カウンター
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使用オイルおよびグリース

付表
［ガイドベルト］

エンジン周辺部
図番

品名

品番

1

コグベルト(B56)

5H773-1161-0

2

V ベルト(C56)

5H591-1165-0

3

V ベルト(B111)

54-1111

4

V ベルト(B59)

5H773-1181-0

搬送部
図番
5

品名
搬送ベルト

品番
60-1905

カッターガイド部
［ディバイダベルト］

図番
6

品名
ガイドベルト

品番
70-2405

エンジン周辺部
図番

品名

品番

7

デバイダベルト長（縦）

70-1702

8

デバイダベルト長（横）

70-1700

9

デバイダベルト短（横）

70-1701

コンベア部
図番
10

品名
コンベアベルト

品番
70-2600

使用オイルおよびグリース
1. クボタ純オイル
［コンベアベルト］
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オイルは、収穫機の開発研究から生まれたクボタ純オイ
ルを、必ずお使いください。
市販のオイルをご使用になりますと、あなたの大切な収
穫機の寿命を縮めることがあります。
お買求めは、購入先へご用命ください。
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ガイドベルト
調整..................................................................... 113
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開閉....................................................................... 81
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開閉....................................................................... 81
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開閉....................................................................... 81
カッターカバー右前
開閉....................................................................... 81
カッター刃
交換..................................................................... 117
調整..................................................................... 117
カッター部
掃除のしかた.........................................................83
クボタ純オイル
概要..................................................................... 144
グリース
各部への塗布.........................................................94
各部への補給.........................................................94
クローラ
調整..................................................................... 125
点検..................................................................... 125
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クローラ張りボルト（左、右）
グリース塗布.........................................................94
グリースの塗布のしかた.......................................84
傾斜角手動調節スイッチ
機能....................................................................... 47
茎葉
カッティング調整方法.......................................... 77
けん引フック
けん引作業時の注意............................................137
ゲージホイール昇降スイッチ
機能....................................................................... 37
ご相談窓口.................................................................. 27
コンテナ
降ろしかた............................................................ 75
コンビネーションスイッチ
概要....................................................................... 44
コンベア下
掃除のしかた.........................................................83
コンベアスピードコントローラー
機能....................................................................... 39

さ
サイドカバー
開閉....................................................................... 82
作業機・サブソイラ振動クラッチレバー
機能....................................................................... 40
作業機部手動操作スイッチ
概要....................................................................... 39
サブソイラ
交換..................................................................... 117
脱着..................................................................... 117
サブソイラ昇降スイッチ
機能....................................................................... 37
サブソイラ振動カウンターベルト
調整..................................................................... 111
点検..................................................................... 111
サブソイラ振動ベルト
調整..................................................................... 112
点検..................................................................... 112
自動アクセル制御装置
機能....................................................................... 46
自動化装置
エンジン操作関係のはたらき............................... 45
エンジン操作関係の名称.......................................45
収穫機
異常に気づいたら................................................. 13
移動走行................................................................59
移動走行するとき..................................................11
移動走行前の準備手順.......................................... 60
ウエイト部のグリース補給................................... 95
運転操作部周辺の装置の名称............................... 32
運転操作部の装置の名称.......................................32
運転前の点検.........................................................54
オイルの交換時期................................................. 84
改造禁止..................................................................8
各部の掃除............................................................ 82
ガードチェーンの準備.......................................... 69
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機体後方の装置の名称.......................................... 31
機体前方の装置の名称.......................................... 30
機体方向説明.........................................................29
給油（給水）点検一覧表.......................................89
クローラの張り調整時期.......................................84
茎葉くずの除去..................................................... 10
ゲージホイール部のグリース補給........................ 95
後輪部のグリース補給.......................................... 94
コンテナの準備..................................................... 68
坂道での走行.........................................................12
サブソイラの取り付け.......................................... 69
主要諸元..............................................................138
使用者が行ってはいけない修理............................85
新車時の扱い.........................................................57
振動部のグリース補給.......................................... 95
スイングアーム支点部のグリース補給................. 94
旋回のしかた.........................................................63
洗車時の注意.........................................................85
掃除の準備............................................................ 82
チェーンの張り調整時期.......................................84
駐車のしかた.........................................................63
注油（注水）点検一覧表.......................................89
長期格納時の各部の掃除、注油、および補修のしか
た.................................................................. 127
定期点検................................................................84
定期点検一覧表..................................................... 86
停車のしかた.........................................................63
デバイダ部のグリース補給................................... 95
点検および掃除で外したカバー............................14
転輪部のグリース補給.......................................... 94
飛び乗りおよび飛び降り禁止................................. 8
トラックからの積降ろし.......................................64
トラック上での処置..............................................65
トラック荷台上での固定方法............................... 21
トラックフレーム支点部のグリース補給............. 94
トラックへの積込み..............................................64
トラックへの積込みおよび積降し前.....................20
トラックへの積込みの準備................................... 64
ならし運転............................................................ 57
日常点検項目.........................................................55
認定番号................................................................27
初めての運転...........................................................9
発進のしかた.........................................................61
搬送ガイド駆動チェーン部のグリース補給..........95
フィルタ類の交換時期.......................................... 84
ベルトの張り調整時期.......................................... 84
ほ場の出入り.........................................................13
補助デッキの準備................................................. 68
ボス支点部のグリース補給................................... 94
掘取部の異常と処置............................................130
掘取部のグリース補給.......................................... 95
毎日の作業後の手入れ........................................ 127
主変速レバー
機能....................................................................... 35
シート
概要....................................................................... 37
水平自動スイッチ
機能....................................................................... 46
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水平操作手動スイッチ
機能....................................................................... 47
スローブローヒューズ
交換..................................................................... 123
消耗部品一覧.......................................................139
点検..................................................................... 123
セパレータ
掃除..................................................................... 102
点検..................................................................... 102
排水..................................................................... 102
旋回モード切換ダイヤル
機能....................................................................... 37
選別コンベア部
注油のしかた.........................................................97
選別コンベアベルト
調整..................................................................... 118
点検..................................................................... 118

た
大根
掘取作業の手順..................................................... 70
縦デバイダベルト
調整..................................................................... 113
点検..................................................................... 113
注意事項
DPF 再生処理を行うとき......................................16
あゆみ板の基準..................................................... 64
あゆみ板の使用..................................................... 20
運転してはいけない人............................................ 8
運搬時の注意.........................................................21
オイル交換時.........................................................90
オイル点検時.........................................................90
オイル補給時.........................................................90
屋内で運転するとき................................................9
各カバーを開くとき.............................................. 11
カッター刃の調整および交換時............................17
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