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機械 ID
機械の詳細を下記に記録してください。本説明書を交換したときは、この情報を新しい説明書に転記してください。

ユーザまたはディーラーが当初注文されていなかったオプションを追加した場合、または当初注文されていたオプショ
ンを取り外した場合は、機械の重量および寸法が異なります。40 ページのオプション重量を加えた機械重量と測定値
に記録を更新してください。

ディーラー連絡先情報

モデル番号

シリアル番号

全高

全長

全幅

重量

製造年

引き渡し年月日

初回運転

アクセサリ

氏名 :

番地名：

住所（市）:

電話番号：

E メール :

ディーラーの顧客番号：

ディーラー QRC

左の QR コードを利用すれば、Great Plains
製品のディーラー情報を閲覧することがで
きます。詳細は、部品説明書の QR ロケータ
を参照してください。

関連説明書 QRC

左の QR コードを利用すれば、この機械の関
連説明書を閲覧することができます。スマー
トホンやタブレットのアプリを利用して、QR
コードをスキャンしてください。
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安全に関する重要情報

安全記号にご注意ください 
安全警報記号は、人員の安全に影響する障害となる可能性があ
り、特に注意が必要なものに対して使われます。この記号があっ
た場合は注意して、記号に続く指示をよく読んでください。装
備品のデザインや設定状態に加え、操作、輸送、整備および装
備品の保管にあたる担当者の関心度、注意深さ、適切な訓練を
受けているかによって危機管理と事故防止が決まります。

警告表示への注意

警告表示は危険性の深刻さの程度またはレベルによって選定
されています。

「危険」および赤色は、回避しなかった場合に死亡または重傷
の原因となる恐れがある差し迫った危険を示します。 この警告
表示は、機能上の点で機械の構成部品に防護処置を施すことが
できないような危険な状況に限定して使用されます。

「警告」およびオレンジ色は、回避しなかった場合に死亡または
重傷の原因となる恐れがある潜在的な危険を示します。保護装
置を取り外した際に露出する危険物も含みます。安全性に欠け
る操作への警戒や注意喚起のために使われる場合もあります。

「注意」および黄色は、回避しなかった場合に比較的軽度、ま
たは中程度の傷害の原因となる潜在的な危険を示します。安全
性に欠ける操作への警戒や注意喚起のために使われる場合も
あります。

緊急事態への備え
 火災の発生に備えてください。

 救急用品と消火器を手元に用意してください。

 医師、救急センター、病院、および消防署の電話番号を控
えておいてください。

セイフティデカールの内容を熟知する
 「セイフティデカール」（5 ページ）の内容を熟知してくだ

さい。

 デカールに記載されたすべての指示を読んでください。

 デカールはきれいにしておいてください。破損や色あせ、
読みにくくなったデカールは交換してください。
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保護具の着用
 保護服および保護具を着用してください。

 作業に適した衣服と装具を着用してください。だぶだぶの
衣服を着用して作業しないでください。

 大きな騒音に長時間さらされた場合、聴覚の障害または喪
失の原因となることがあるため、耳あてまたは耳栓等の適
切な保護具を着用してください。

 機器の安全な運転に十分な注意を必要とするため、運転中
に音楽用ヘッドフォンを使用することはおやめください。

薬剤の適切な使用
農薬には危険なものがあります。使用方法が正しくないと、人、
動物、植物、土壌および資産に深刻な損害を与える場合があり
ます。

 液体種子コーティング剤はドリルに使用しないでください。

 化学薬品メーカーの指示をよく読み、従ってください。

 保護服を着用してください。

 すべての薬剤は注意して取り扱ってください。

 薬品火災の煙を吸い込まないでください。

 ディスペンサの排水、すすぎ、または洗浄は、水源または
洗車場から100フィート（30m）以上離れて行ってください。

 化学薬品の保管/廃棄は、メーカーの指示どおりに行なって
ください。

 薬剤の容器は適切に廃棄してください。法律では一般的
に、機械すすぎまたはすすぎを 3 回行った後、容器に穴を
空けて再利用できないように義務づけられています。

高圧の液体に触れないこと
加圧された液が飛散すると、皮膚を貫通して重傷を負うことが
あります。

 危険防止のため、油圧ラインを外す前には圧力を開放して
ください。

 漏れを確認する場合は紙または段ボールを使用し、直接触
れないでください。

 油圧系統の作業を行うときは、保護手袋および保護めがね
またはゴーグルを着用してください。

 事故が発生した場合は直ちに、専門医の治療を受けてくだ
さい。

運転者以外は乗らないこと
同乗者は、運転者の視界を妨げます。異物が当たる、または機
械から投げ出される場合があります。

 絶対に子供に操作させないでください。

 操作中は第三者が装置に近づかないようにしてください。
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安全ライトおよび装置の使用
速度の遅いトラクターや牽引作業機は、公道では危険を生じる
ことがあります。特に夜間は見えにくくなります。

 公道を走行する場合は必ず警告灯と方向指示灯を点滅さ
せてください。

 作業機に備えられている照明器具と装置を使用してくだ
さい。

安全な移動
作業機本体のタイヤを使用する移動時の最高速度は 20 mph
（30 km/h）です。荒れた路面では、低速で走行してください。
急ブレーキは積載物が逸脱したり転倒の原因になる可能性が
あります。

 20 mph（30 km/h）を超過しないでください。ステアリング
の制御および停止が十分に行えるスピードで運転してく
ださい。ブレーキの付いていないドリルでは、速度を落と
してください。

 国や自治体の法律に従ってください。

 路上での故障に備えてドリルの印となるリフレクタまた
は旗を備えてください。

 3 ポイント作業機はステアリングタイヤの荷重を減少させ
ます。トラクターのバランスウェイトが適正か確認してく
ださい。ステアリングトラクションが甘くなっていないか
注意してください。

タイヤを踏み台にしない
ゲージホイールやリフトアシストタイヤを踏み台にしないで
ください。タイヤが回転して作業機や地面に落ち、重傷を負う
ことがあります。

 ゲージホイールタイヤは、ドリルを農地に下ろした状態で
あっても、接地状態が不安定です。様々な状況の中で、接
地しているように見えても、回転しやすくなっています。

 リフトアシストタイヤは、ドリルを下ろした状態では、ほ
とんどまたはまったく接地していません。

運転停止と保管
 水平な地面に駐車してください。

 ドリルは外して、通常子供が遊ばない場所に保管してくだ
さい。

タイヤの安全性
タイヤ交換には危険が伴うため、訓練を受けた人員が正しい工
具と装置を使用して行ってください。

 タイヤに空気を充填する場合は、クリップ留めできるチャッ
クおよび、タイヤアセンブリの前または上に立たなくて良い
ように、十分な長さの延長ホースを使用してください。可能
な場合はセーフティーケージを使用してください。

 ホイールの脱着作業を行う場合、ホイール処理装置は重量
に対応したものを使用してください。
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安全整備の実行 
 作業を開始する前に、手順を確認してください。正しい

工具と装置を使用してください。本説明書を参照してく
ださい。

 清潔で乾燥した場所で作業してください。

 整備実行前に、ドリルを下げ、トラクターを駐車し、エ
ンジンを切ってキーを抜いてください。作業機を持ち上
げた状態で作業する場合は、ドリル重量に適したブロッ
クまたはジャッキスタンドを使用してください。

 すべての可動部位が停止し、システム全体の圧力が抜か
れていることを確認してください。

 ドリルを完全に冷却してください。

 電気系統の保守作業や調整を行う前に、バッテリアース
ケーブル（－）を外してください。

 溶接：バッテリーアースを外してください。加熱された
塗装から発生する蒸気を避けてください。

 すべての部品を点検してください。部品の状態が良好で、
適正に取り付けられていることを確認してください。

 グリス、オイル、チリを除去してください。

 ドリルを作動させる前に工具と不要なパーツを遠ざけて
ください。

安全な状態を保つ
操作を行う前に、この説明書の指示をよく読んで理解してくだ
さい。セイフティデカールに記載されているすべての指示を読
んでください。

 ドリルのすべての機能を熟知してください。

 機械の操作はすべて運転席から行ってください。

 トラクターのエンジンを掛けたままドリルから離れない
でください。

 移動中のトラクターとヒッチ中のドリルの間に立たない
でください。

 手足、服を駆動部品に近づけないでください。

 作動部位に巻き込まれないよう、体にぴったり合った衣服
を着用してください。

 作業場所に人がいないことを確認してください。
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セイフティデカール

安全リフレクタとデカール

作業機には、すべてのライト、安全リフレクタおよびデカール
が定位置に装備されています。これらは器具の安全な運転を補
助するために設計されています。

 デカールの指示を読み、従ってください。

 運転中は必ず照明器具を点灯してください。

 すべてのセイフティデカールを清潔に、読めるように保っ
てください。

 破損 / 欠落したデカールは、すべて交換してください。新し
いデカールはのディーラーにご注文ください。この説明を
参考に、デカールを正しい位置に取り付けてください。

 新しい部品や構成品を注文するときは、対応するセイフ
ティデカールも一緒に依頼してください。

リフレクタ：低速走行車（SMV）
818-055C

ウォークボードの裏側：
計 1 枚

「輸送」（20 ページ）を参照。

リフレクタ：赤色（706NT のみ）

838-266C

ウォークボード裏面両端：
計 2 枚

「輸送」（20 ページ）を参照。

リフレクタ：赤色（1006NT S/N 4328XX-）
838-266C

ウォークボード裏面、反射板外側：
計 2 枚

「輸送」（20 ページ）を参照。

新しいデカールの貼り方 ：
1. デカールを貼る場所を清掃してください。

2. デカールの裏地を剥がしてください。デカールの下に気泡
が入らないように注意し、表面を強く押さえてください。

68373B

68373A

21748A
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リフレクタ：赤色（1006NT S/N 4329XX+）
838-266C

軽量ブラケットの裏面、両端：
計 2 枚

「輸送」（20 ページ）を参照。

リフレクタ：黄色

838-265C

ウォークボード両端のサイドフレーム、
下側フロントツールバーのフロント面、両端：
計 4

「輸送」（20 ページ）を参照。

リフレクタ：反射板（1006NT S/N 4328XX-）
838-267C

ウォークボード裏面、赤いリフレクタの内側：
計 2 枚

「輸送」（20 ページ）を参照。

リフレクタ：反射板（1006NT S/N 4329XX+）
838-267C

ウォークボード裏面両端：
計 2 枚

「輸送」（20 ページ）を参照。

68374B

68374D

21748B

68374C
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注意：機械の運転

タンの上：
計 1 枚

注意：一般

タンの上：
計 1 枚

「安全に関する重要情報」（1 ページ）を参照。

注意：タイヤの踏み台禁止

外側フレーム溶接部に各 1 枚、ウォークボードの右端に 1 枚：
全 3 枚

「タイヤを踏み台にしない」（3 ページ）を参照。

818-587C

818-719C

21748B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21748B

 

 

 

 

 

818-398C

68373C
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注意：作動中のチェーン

デュアル種子：ボックス端壁の外側、各カバーの下：
計 2 枚

注意：作動中のチェーン（オプション）

デュアル種子：ボックス端壁の外側、各カバーの下：
計 2 枚

注意：作動中のチェーン（オプション）

ネイティブグラス：ボックス端壁の外側、各カバーの下：
計 2 枚

注意：作動中のチェーン（オプション）

小粒種子：小粒種子オプションのチェーンガード：
計 1 枚

818-518C

68373C

818-518C REV. B

 

818-518C

32763

818-518C REV. B

 

818-518C

32760

818-518C REV. B

 

818-518C
32610

818-518C REV. B
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注意：高圧による危険

838-556C

各ホイール：
計 2 枚

警告：高圧液

タンの上：
計 1 枚

「トラクタにドリルを装着する」（13 ページ）を参照。

警告：速度

タンの上：
計 1 枚

「輸送」（20 ページ）を参照。

警告：ジャッキ角

ジャッキマウント面：
計 1 枚

858-776C

 40psi

 170Ib–ft

818-437C

21748B
818-437C Rev. B

 

 

 

 

 

818-337C

21748B

818-337C Rev. B

20 mph

858-895C

P.N.   858-895c

/
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警告：落下による危険

梯子の左フレーム：
計 1 枚

「農場での運転」（18 ページ）を参照。

警告：手の挟み込み（オプション）

デュアル種子：蓋の下：
計 1 枚

「トラクタにドリルを装着する」（13 ページ）を参照。

警告：手の挟み込み（オプション）

ネイティブグラス：蓋の下：
計 2 枚

「トラクタにドリルを装着する」（13 ページ）を参照。

危険：化学薬品による危険の可能性

小粒種子ボックスの蓋の下：
計 1 枚

「農場での運転」（18 ページ）を参照。

838-102C

68274D

838-102C

 

838-611C

838-611C

32763

838-428C

Do not transport drill with Native Grass

box adgitator and its drive components:

To prevent damage to the Native Grass

box loaded with seed.

32760

838-467C

32761
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はじめに

Great Plains 製品をお買い上げいただき、ありがとうございま
す。お買い上げいただいたドリルは、熟練社員により高品質の
材料を使用して製作されています。適切な設定、整備、および
安全な運転方法によって、長期間、正常に使うことができます。

装置の説明
706/1006NT は、不耕起ドリル能力を実現するため、スプリン
グ付きコルターを取り入れたエンドホイールデザインの穀物
ドリルです。エンドホイールデザインにより、対地構成部がエ
ンドホイールと横一線になり、不均一な地面でも、コルター深
度と種子配置が正確になり、オープナを横乗せしなくても、装
置が農地曲線に追随できるようになります。

用途
このドリルは、主に不耕起条播作業にお使いください。在来の
条播用途に容易に応用可能です。

対象モデル

本説明書は以下のコンパクトドリルに対応しています。

文書体系

播種量図表、キャリブレーション、および播種量の設定に関す
る説明は、706/1006NT エンドホイール、不耕起ドリル播種量説
明書を参照してください。

本書の使用について
本説明書では安全、アセンブリ、操作、調整、トラブルシュー
ティング、および整備について説明します。安全で効率的な運
転のために、本説明書を読み、推奨事項に従ってください。

本書中の情報は、印刷時点で最新の内容です。性能を最大限に
発揮させるため、部分的に変更されることがあります。

定義

本書全般を通じて、以下の用語が使用されます。

現在の項目に関係する重要な情報を示します。器具の損傷を避
け望んだ収穫を得るために、指示を読んで従ってください。

 注：
現在の項目に関係する有用な情報を示します。

本説明書で使用する右方向および左方向
は、指示のない限り、機械の進行方向が基
準です。図中の方向図は、 上（U）、後ろ（B）、
左（L）、下（D）、前（F）、右（R）を示します。

図 1
706/1006NT ドリル

38098

706NT-1075 10 条 7.5 in.（19.1 cm）

706NT-1107 11 条 7 in.（17.8 cm）

706NT-8006 10 条 8 in.（20.3 cm）

1006NT-1408 14 条 8 in.（20.3 cm）

1006NT-1575 15 条 7.5 in.（19.1 cm）

1006NT-1607 16 条 7 in.（17.8 cm）

150-285M 取扱説明書（本書）

150-285P 706/1006NT P 部品説明書

150-285B 播種量説明書

U

D
F

B

L

R
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オーナー支援
カスタマーサービスまたは修理が必要な場合、ディーラーにご
連絡ください。ディーラーには訓練を受けたスタッフがおり、
製品用に特別に設計された修理用部品や装備品がそろってい
ます。

参照：図 2

機械の部品は専用に設計されているので、必ず専用部品を使用
してください。ディーラーに部品を注文するときは、必ず製品
のシリアル番号とモデル番号をお知らせください。シリアル番
号プレートが左ゲージホイールマウントの左側、クロスチュー
ブのフロント上部にあります。

迅速な参照のために、ドリルのモデル番号とシリアル番号を記
録してください：

モデル番号： __________________________

シリアル番号：__________________________

その他のご用命
Great Plains Manufacturing, Inc. とそのディーラーは、お買い
上げになったドリルにお客様が満足していただければ幸いで
す。説明書に不明の部分がある、またはサービスに満足されな
い場合は、以下の方法をとってください。

1. 問題についてディーラーのサービスマネージャーにご相
談ください。お手伝いできるように、問題点が分かるよう
にご説明ください。

2. それでも問題が解決できない場合は、オーナーまたはゼネ
ラルマネージャーにご連絡ください。

ディーラーでは問題を解決できない場合や、部品が関係する問
題の場合は、以下宛でご相談ください。

Great Plains Service Department
1525 E. North St.

P.O. Box 5060
Salina, KS 67402-5060

もしくは、www.greatplainsag.com を開いて、画面下にある当
社サービス部門の連絡情報をご覧ください。

図 2
シリアル番号位置

68374D
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準備と設定

ここではお買い上げになったトラクターおよびドリルの準備
について説明します。農地に出る前に、トラクターをドリル
にヒッチし、油圧部品をフックアップし、油圧が供給されて
いることを確認する必要があります。

設定前チェックリスト
 「安全に関する重要情報」（1 ページ）を読み、理解してく

ださい。

 可動部の動きがスムーズか、ボルトの締め付けは十分か、
コッターピンが開いているか確認してください。

 すべてのグリス注入具の位置が正しく、潤滑されている
ことを確認してください。「潤滑と計画整備」（32 ページ）
を参照。

 すべてのセイフティデカールとリフレクタの位置が正し
く、正確に読み取れることを確認してください。損傷し
ている場合は交換しください。「セイフティデカール」（5
ページ）を参照。

 「付録」（39 ページ）を参照。し、タイヤに空気を充填し
て、ホイールボルトを締めてください。

トラクタにドリルを装着する

トラクターとドリルの間に挟まれると、重傷または死亡の恐
れがあります。ドリルおよび運転中のトラクターの間に立つ、
または体の一部を入れないでください。ヒッチピンを取り付
ける前に、トラクターのエンジンを切り、駐車ブレーキをか
けてください。

ヒッチアセンブリ

参照：図 3

1. ボールスイベル両側のスペーサチューブ を利用して、上
側ヒッチプレート をクレビスヒッチ に差し込みます。

2. 1×5 1/2 in. のボルト 、平ワッシャ 、Nylock ナット で
ボルトを固定します。

図 3
ヒッチアセンブリ

3

1 2

4 5 6
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ヒッチ高

参照：図 4

農地で適切に運転するために、ドリルタンは農地位置と水平
になるようにします。

a. ドリルを農地位置にして、タンジャッキでタンレベ
ルを調整します。

b トラクターのドローバー高を計測し、ドリルの適正
なヒッチ高を求めます。

c 2 本の 3/4×6 in. ボルト 、ロックワッシャ 、ナッ
ト でヒッチをタンに取り付けます。

 注：
ドリルヒッチの取付け穴はオフセットされているので、
ひっくり返して 3 つの位置に取付け可能なため、合計 6
つのヒッチ高が可能です。

 注：
ドリルをほかのトラクターにヒッチするときは、ドロー
バーの高さの違いを確認してください。高さが違う場合、
再調整します。

トラクターへのヒッチ

参照：図 5

1. トラクターをドリルへバックします。スクリュジャッキ
を使用してドリルタンを調整し、ドローバーが上側ヒッ
チプレート の下に来るようにします。

2. 上側ヒッチプレートのリアホールとドローバーの大きな
穴を合わせます。下側ヒッチプレート をドローバーの
下に配置し、2 本の 5/8×4 in. ボルト 、平ワッシャ 、
Nylock ナット で上側ヒッチプレートに取り付けます。

3. 1×5 1/2 in. ボルト を上側ヒッチプレートからドロー
バーの穴に通し、USS 平ワッシャ と Nylock ナット で
下側ヒッチプレートに固定する。

4. 安全チェーンを 3/4×2 1/4 in. ボルト 、安全ワッシャ 、
ロックワッシャ 、ナット でドリルヒッチにしっかり
固定します。チェーンをトラクターのドローバーに取り
付けます。

図 4
ヒッチ高

21703 

1 2

3

トラクター
ドローバー

図 5
トラクターヒッチ

13944

1

4

5 6

7

8

3 2

10 11

12 13
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参照：図 6

5. ジャッキをタン上部に格納します。

油圧フックアップ

高圧液による危険：
油圧配管を外す前に圧力を抜いてください。加圧された液が飛
散すると、皮膚を貫通して重傷を負うことがあります。漏れの
有無を点検するときは、直接触れず、紙や段ボールなどを使用
してください。点検油圧系統の作業を行うときは、保護手袋お
よび保護めがねまたはゴーグルを着用してください。事故が発
生した場合は直ちに、専門医の治療を受けてください。

参照：図 7

Great Plains の油圧ホースコネクタのハンドルグリップは色分
けされており、ホースをトラクターのアウトレットにフック
アップするときに役立ちます。同じリモートバルブに接続する
ホースは同じ色です。

同じ油圧回路にあるホースを区別するには、ハンドルの記号を
参照してください。拡張シリンダの記号のあるホースはシリン
ダベース端に供給しています。 引き込みシリンダ の記号のあ
るホースは、シリンダロッド端に供給しています。

図 6
ジャッキ格納位置

13940

色 油圧機能

青 リフトシリンダの移動

オレンジ マーカーシリンダ

31733

図 7
色分けホースグリップ
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ホースバンドルの配管
参照：図 8

1. ホースバンドル をタンのリアクロスチューブ下からア
クセス穴 に通し、ヒッチそばのタンチューブのフロント
まで配管します。

2. 油圧ホースをタンまで配管する前に、ホース栓と色分けさ
れたホースグリップを外します。

3. 油圧ホースをタンまで配管し、色分けされたグリップを正
しく油圧ホースに取り付けます。シリンダのロッド端に向
かうグリップとホースを格納します。シリンダのベース端
に向かうグリップとホースを展張します。

シリンダの再同期
しばらくすると、各リフトシリンダの時間や位置にずれが生
じることがあります。その結果、片側のドリルの高さが低す
ぎまたは高すぎになります。理由は、片側のリフトシリンダ
が他方よりも過度に展張されているか、格納されていないた
めです。

各シリンダを再同期するには、ドリルを完全に上げ、トラク
タの油圧レバーを数秒握って再同期させます。

ドリルが地面から瞬間的に上がるたびに、再同期後直ちに油
圧レバーをリバースに入れ、シリンダが約 1/2 in. 格納される
ようにします。こうすることでドリルを水平に保つのに役立
ちます。

 注：
シリンダに徐々に時間的なずれが生じるのと、空気抜き
の不備でエアが装置内に残っているのとでは違いがあり
ます。それぞれ修正方法が異なります。

1

3

2

36733

図 8
ホースとハーネスの配管

1
2
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油圧の空気抜き
ドリルリフトシステムには再同期式の油圧シリンダが装備さ
れており、油圧回路の空気抜きには特殊な手順が必要です。手
順をよく読み、従ってください。再同期式シリンダは、油圧
回路にエアがあると正常に機能しません。

1. トラクターの油圧油リザーバーを点検して、適正レベル
まで充填してください。ドリル装置の容量は約 1 ガロン
です。必要に応じて液体を追加してください。リザーバー
レベルが低くなると、エアが装置内に混入して、シリン
ダの動きがぎくしゃくしたり、不均一になります。

2. ドリルをトラクターに取り付け、ドリルをジャッキアッ
プし、ゲージホイール近くの端でフレームを支持します。

3. ドリルを上げて支持した状態で、ゲージホイールアームと
フレームからシリンダのピンを抜きます。シリンダを「ロッ
ドエンドアップ」にします。ロッドエンドにワイヤをかけ
るか、ベース端よりも高くなるよう安全に支持します。

4. トラクターのエンジンをアイドリングしたまま油圧を動
作させ、シリンダロッドを伸ばしてください。シリンダ
ロッドが完全に伸びたところで、リモートレバーを 1 分
間保持してください。

5. シリンダを縮めてください。再度シリンダを伸ばし、リモー
トレバーを 1 分間保持してください。この手順をさらに 2
回繰り返し、システムから完全に空気を抜いてください。

6. 輸送シリンダロックを定位置にして、シリンダをドリル
フレームとゲージホイールにピンで固定します。エアが
まだ片方のシリンダに残っていると、シリンダの動きが
ふわふわして不安定で、ドリルが均一に上がりません。必
要に応じて空気抜き手順を繰り返してください。

7. トラクターの油圧油リザーバーを適正なレベルまで充填
します。

 注：
ドリルを上げた後、シリンダの同期作用による若干の硬
化が生じます。

ドリルの水平
参照：図 9

1. ロックナット を緩め、シリンダのアイボルト を調整
します。アイボルトは出荷時、マウントプレートのねじ
山の 4 3/4 in. 位置に設定されています。

2. 油圧でドリルを上げ、オープナとコルターが地面から 1 ～
2 in. 離れるようにします。

3. ドリル両端で、コルターチューブの高さを地面から測定
します。

4. ドリルの両端が同じレベルになるようにアイボルトを調
整します。

5. ドリルが同じレベルになったら、アイボルトのナットを
締め付けます。

ねじ山がマウントプレートよりも 5 in.（127 mm）を超えない
ようにします。超えると、油圧シリンダを損傷することがあ
ります。

加圧された液が飛散すると、皮膚を貫通して重傷を負うこと
があります。加圧する前に、すべての油圧ラインと付属品を
確認してください。小さな穴から漏出した液体は目に見えな
いことがあります。漏れの疑いを確認する場合は、ボディー
パーツを使用せずに紙または段ボールを使用し、強度のある
手袋を使用してください。事故が発生した場合は直ちに、専
門医の治療を受けてください。体組織に入った液体は、数時
間以内に外科的に排除しないと、壊疽を起こすことがありま
す。トラクター油圧油リザーバーが満タンになっているか確
認してください。

 注：
エアポケットのトラップを防ぐために、空気抜き作業
中、ロッドエンドはシリンダの他の部分より高く保持し
てください。

コルター
チューブの

高さ

約 43/4 ～5インチ

図 9
ドリルのレベリング

20704

2 1



操作手順

ここでは全般的な操作手順について説明します。経験、機械へ
の慣れ、および以下の情報により、効率的な運転と正しい作業
習慣が身につきます。農機具を運転する際は常に安全に留意し
てください。

プリスタートチェックリスト
1. 「安全に関する重要情報」（1 ページ以降）をよく読んでく

ださい。

2. 「潤滑と計画整備」（32 ページ）に従って、ドリルを潤滑し
てください。

3. すべてのタイヤの空気圧が適正か確認してください。「付
録」（39 ページ）を参照。

4. すべてのボルト、ピン、およびファスナを確認してくださ
い。「付録」（39 ページ）に示したトルクに従ってください。

5. ドリルに摩耗や部品の損傷がないか確認してください。農
地に出る前に部品の交換 / 修理を行ってください。

6. 油圧ホース、取付具、シリンダに漏れがないか確認してくだ
さい。農地に出る前に部品の交換 / 修理を行ってください。

7. 各ゲージホイールを回して、ドライブとメーターが正常に
作動し、異物がないことを確認してください。

農場での運転
1. ドリルを適切なトラクターに装着してください。

2. 播種量説明書に示された播種密度を設定します。

3. ボックスには清潔な種子を入れてください。

4. ドリルを上げてください。ゲージホイールを回します。
フィードカップ、種子チューブ、および駆動が適切に動作
しているか、また、異物がないか、それぞれのオープナ下
の種子流れを見て確認してください。

5. エーカーメーターの表示値を記録してください。当初の表
示値を後の表示値から引いて、条播エーカー数を求めてく
ださい。

6. 前方に牽引し、ドリルを下げて播種を開始してください。

7. 条端での方向転換や小回りをする場合は、必ずドリルを地
面から上げてください。ドリルを上げると、自動的に播種
が停止します。

漏出した高圧の液体は、皮膚を貫通するのに十分な圧力にな
る場合があります加圧する前に、すべての油圧ラインと付属
品を確認してください。小さな穴から漏出した液体は目に見
えないことがあります。漏れの疑いを確認する場合は、ボ
ディーパーツを使用せずに紙または段ボールを使用し、強度
のある手袋を使用してください。事故が発生した場合は直ち
に、専門医の治療を受けてください。体組織に入った液体は、
数時間以内に外科的に排除しないと、壊疽を起こすことがあ
ります。

ドリルの梯子やウォークボードを使用するときは、足元に注
意してください。ドリルから転落すると、重傷や死亡事故に
至ることがあります。

トラクターとドリルの間に挟まれると、重傷または死亡事故
に至ることがあります。ドリルと走行中のトラクターの間に
立たず、体の一部を入れないでください。ヒッチピンを取り
付ける前に、トラクターのエンジンを切り、駐車ブレーキを
かけてください。
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エーカーメーターの操作
エーカーメーター1 は、シャフトが回転していればその回転数
をカウントします。通常これは、ドリルが下がった状態で動い
ているときのみ行われます。メーターはすべての条、工場指定
タイヤ、およびタイヤ圧を使用しているときの回転数を、エー
カーまたはヘクタールで表示するようにプログラムされてい
ます。

 注：
通常でない条件、および／または標準でない条間隔での使
用は、エーカーメーターの計算結果が実際に播種したエー
カー数と異なる原因となります。

参照：図 10

装置に付属しているエーカーメーターは、時間が経つと表示が
変化します。操作の詳細（モード、リセット、キャリブレー
ション）は、エーカーメーター附属の説明書をご覧ください。

オープナの操作

オープナを接地したままでバックしないでください。オープナ
の損傷や詰まりが生じることがあります。

オープナの調整については、24 ページを参照。オープナのトラ
ブルシューティングに関する詳細は、「トラブルシューティン
グ」（29 ページ）を参照。

1. 既存ドリルの機械式エーカーメーターを電子式エーカーメーターに換装することができます。

メーターの形と説明書

 194-074M  152-314M

 152-325M  194-209M

図 10
エーカーメーター
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輸送

高速度での牽引または十分な強度のない乗り物で牽引した場
合、制御を失う恐れがあります。制御を失ったことが重大な事
故、傷害、死亡の原因になることがあります。危険防止のため、
20 mph （30 kph）で走行してください。トラクターに取り付け
ているバランスウェイトがドリル重量に対応したものである
ことを確認してください。バランスウェイト条件について、ト
ラクターの取扱説明書を参照してください。

輸送中に油圧シリンダが故障すると、突然ドリルが落下し、重
大な交通事故、負傷、死亡に至りかねません。事故防止のため、
ドリルを輸送する前に必ずシリンダロックを取り付けてくだ
さい。

ドリルの輸送前に、以下の項目を確認してください。

シリンダロック

参照：図 11

シリンダロック は両油圧シリンダの近くにあります。ドリルを
完全に上げた状態で、ロックをシリンダロッドに配置し、ピンと
クリップで定位置に固定します。

 注：
シリンダロックの設置と解放は、ドリルを完全に上げた状態
でのみ可能です。

ドリルボックスの取外し

ドリルは、穀物をボックスに満載した状態で輸送することができ
ますが、重量が増加すると停止距離が延び、操縦性も低下しま
す。特に問題がなければ、ドリルボックスを取り外してください。

クリアランス

ドリルはトラクターよりも幅が広いことに留意してください。安
全クリアランスを保ってください。

交通規則

公道での輸送に際しては、国や自治体安全規則に従ってください。

ロックアウトハブ

参照：図 12

輸送前に、ドリルの両側にあるドライブロックアウトハブが解放
されていることを確認してください。これにより輸送中、駆動装
置の過度の摩耗を防ぐことができます。

1

1

図 11
シリンダロック

21706

1

図 12
ロックアウトハブ
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駐車とアンヒッチ
ドリルの駐車は、以下の手順で行います。長期保管の準備につ
いては、「保管」（31 ページ）を参照。

1. ドリルは平らで固い路面に駐車してください。

2. オープナが地面に接地するまでドリルを下ろします。

3. タイヤに輪留めをかけて、動かないようにします。

4. タンジャッキ（1）をストレージマウントから外します。
ジャッキのタン側にピンを差し込みます。このとき、
ジャッキを延ばさないでください。

参照：図 13

5. ドリルのジャッキにイラストのような角度調整が付いて
いれば、以下のようにします。

ヒッチやトラクターに繋がずにジャッキ角を調整しないでく
ださい。

ジャッキ操作を行う前に、ジャッキの台（2）が地面と平行
になるようにしてください。

台が地面に平行になっていなければ、ジャッキ調整プレート
（4）の 3 本のナット（3）を緩めてください。ジャッキを回し
て、台を地面と平行にしてから 3 本のナットを締め付けます。

台が地面と平行になっている場合は、ジャッキ調整プレート
（4）の 3 本のナット（3）が締まっていることを確認します。

6. 地面が軟弱な場合、台の下に板やプレートを置いてくだ
さい。

7. タンウェイトがトラクタードローバーから離れるまで
ジャッキを上げます。

8. 油圧ホースとワイヤリングハーネスをトラクターから外
します。ホースやハーネスの端が地面に接地しないように
します。

9. ヒッチボルトと安全チェーンをトラクタードローバーか
ら取り外します。

4

1

2

3

図 13
ジャッキ角調整

68330
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コルター調整
不耕起コルター がドリルの各オープナ前方に直接取り付けら
れています。コルターは重い瓦礫を切り裂いて、土壌にオープ
ナ用の溝を刻みます。コルターはドリルのフレームに取り付け
られているため、コルター切り込み量はドリルの上げ下げに応
じて変わります。

ドリルの播種深度の設定は、以下の手順に従ってください。

1. 油圧停止でコルター深度を設定します。

2. オープナ深度をプレスホイールの T 字ハンドルで設定し
ます。

3. 土壌状態によっては、ウェイトを増やしてコルターのダウ
ン圧上げます。

必要ならそれぞれのコルターまたはオープナを調整して、轍に
播種します。「個別 コルター調整」（23 ページ）を参照。

コルター切り込み量は、深さ制御バルブで調整します。

土壌に溝を刻むためのコルターの下げ応力は、土壌の状態に左
右されます。ウェイトの増加やコルタースプリングの短縮化に
より、コルターの下向き圧力と切り込み力が増します。

コルター 深さ制御

ドリルのマスタスレーブリフトシリンダは、コルター深度を制御
します。深度バルブは、それらシリンダの格納長を調節します。

参照：図 15

1. ドリルがバルブに接触しない程度に、ロックシャフトの深
度停止噛み合いアームで若干上げます。

2. 深さ制御ノブを時計回りに回します。1 回転するたびに、コ
ルターがおよそ 1/4 in. 下がります。

3. ドリルを何回か上げ下げして、深さを確認します。

 注：
コルターの深さを変えると、オープナの播種深度に影響し
ます。それに応じてプレスホイールを調整する必要があり
ます。

図 14
コルター

13985

1

深さ制御バルブ

深さ制御バルブのノブを
完全に1回転させると、

コルターの深さが
約1/4インチ変化します。

よ
り
深
く

深さストップ
かみ合いアーム

深さ制御ノブ

よ
り
浅
く

図 15
コルター深度停止
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コルターの下向き圧力
ウェイト

土壌状態によってさらにウェイトが必要な場合、ボックスフ
レームにあるウェイトブラケットにウェイトを足してくださ
い。706 では 1100（片側 550）lbs 以内、1006 では 1500（片
側 750）lbs 以内にしてください。ドリルの各端に等量のウェ
イトを追加してください。参照：図 16。

スプリング長

参照：図 17

コルタースプリングは 9 7/8 ～ 10 in. にプリセットされ、コ
ルターの初期作動応力は 400 lbs になっています。この設定
は、多くの困難な不耕起条件に対応します。

コルタースプリング長を 93/4 in. 未満に変更すると、部品の早
期故障を招くことがあり、その場合保証の対象となりません。
応力を増やす場合は、ウェイトをドリルに追加してください。

岩などの障害物が問題となるものの、それほど困難ではない
不耕起条件では、コルタースプリングを延ばせば、コルター
を衝撃から保護することができます。

個別 コルター調整

参照：図 18

各コルターがトラクターの轍をたどり、深さが不十分な場合、
各コルターを個別に下げることができます。作業手順： 

1. 5/8 in.四角セットスクリュ上の5/8ジャムナットを緩めま
す。次にセットスクリュを緩めます。

2. コルターを必要な深さまで下げます。

3. まずコルタークランプの横にあるセットスクリュを締
め付けます。クランプされたコルターバーと直角になり
ます。

4. コルタークランプ正面にあるセットスクリュを締め付け
ます。次に各セットスクリュ上の 5/8 in. ジャムナットを
両方とも締め付けます。

 注：
5/8 in. セットスクリュは、85-100 ft-lbs のトルクで締め付
け、保持力が適正になるようにします。

コルターあたり lbs

7 in. 7.5 in. 8 in.

空ドリル 274 282 290

300 lbs 追加した
ドリル

304 314 323

600 lbs 追加した
ドリル

334 345 356

図 16
ウェイト図表

図 17
コルタースプリング長

20482

図 18
スプリング長図表

スプリング長 コルターの初期縦方向応力

10-1/2 in. 175 lbs

10-1/4 in. 300 lbs

10 in. 400 lbs

9-5/8 in. 535 lbs
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オープナの調整
オープナの下向き圧力

参照：図 19

オープナスプリングによりオープナディスクに必要な下向き
圧力がかかり、種溝が開きます。障害物があると、スプリン
グの作用でオープナが上下します。

それぞれのスプリングの下向き圧力を調整することができま
す。これは硬質土壌の貫通時や、トラクターの轍への播種時
に便利です。

圧力を調整するには、スプリングの底にある「W」クリップ
を外します。圧を増やすには「W」クリップの位置をスプリ
ングロッドより高く、減らすには低くしてください。

オープナ播種深度
参照：図 20

各オープナ本体に取り付けられたプレスホイールは、播種深
度を調節します。深度を一定に保つには、各オープナの調整
式ストップで、オープナディスクの底とプレスホイールの関
係を上向きに固定します。

参照：図 21

プレスホイールは種溝をふさいで、種子にかぶさる土壌を軽
く押しならします。土壌を均一にならすため、プレスホイー
ルは通常の作動位置から自由に下がるようになっています。
これにより、オープナディスクが障害物や硬質土壌に当たっ
ても、押し付け動作が保持されます。

プレスホイール高を調整して、オープナ播種深度を設定しま
す。調整するには、まずドリルを若干上げて、図 2 に示し
たオープナ上部の T 字ハンドル を持ち上げてスライドさ
せます。

• 深度を浅くするには、T 字ハンドルをドリル側にスライ
ドさせます。

• 深度を深くするには、T 字ハンドルをドリルと反対側に
スライドさせます。

図 19
オープナの最大圧

12103

図 20
オープナの最小圧
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図 21
プレスホイールの調整
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ディスクスクレーパ 調整

参照：図 22

オープナディスクの自由な回転を維持するため、ディスクと
ディスク間にダートスクレーパがあり、ディスクが回転する
と清掃を行います。様々な農地条件に合わせて、スクレーパ
を調整する必要があります。湿り気の多い条件の場合には、
スクレーパを下げる必要があります。オープナが自由に回転
しない場合、スクレーパを上げる必要があります。

3/8 in. ボルト を緩めて、必要に応じてスクレーパを移動し
ます。

ディスクブレードの調整

オープナディスク角とスタガは調整することができませんが、
ディスクとディスク間は調整可能です。またディスクの摩耗に
異常がないか注意を払う必要があります。ブレードを交換した
ときは、スペーサのリセットが必要です。

参照：図 23

理想的な間隔であれば、ブレードが約 1 in. 接触します。ブレー
ド間に紙を 2 枚入れると、両者の間隔は 1/2 ～ 13/4 in.（1.3 ～
4.4 cm）になるはずです。

接触部分の広さに著しい差がある（またはまったく接触してい
ない）場合、スペーサワッシャを 1 個または複数移動して調整
する必要があります。接触部分の広さがブレードの回転によっ
て変化する場合は片方または両方のブレードが曲がっている
可能性があり、交換が必要です。

ディスクコンタクトの調整

先のとがった物による危険：
条ユニットディスクブレードはとがっている可能性がありま
す。この近くで調整作業を行うときは注意が必要です。

参照：図 24

1. ドリルを上げ、リフトアシストシリンダをロックします。

2. オープナディスクを片方に固定しているボルト を取り
外します。ディスクの外側と内側にスペーサ  がそれぞ
れ何個あるか確認して、慎重にディスクを取り外します。
ハブコンポーネントとダストカバー は緩めないでくだ
さい。

3. ディスク間の間隔（ノーマルケース）を狭めるには、ディ
スクの内側から外側にスペーサワッシャを 1 個だけ移動
します。

4. 再度組み立て、ディスクの接触を確認してください。

1

図 22
ディスクスクレーパの調整
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1

図 23
ディスクコンタクトの確認
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図 24
ディスクスペーサの調整
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ゲージホイールアイドラの調整
参照：図 25

左のゲージホイールアーム内部に 2 個のアイドラスプロケッ
トがありますが、ドリルを最初に 100 エーカー分使用した後
で、再調整してください。その後は、それぞれの季節の始め
に再調整してください。

調整するには、ジャムナット を緩めて調整スタッドボルト
を締め込み、チェーン上部のフロントアイドラスプロケッ

トを下げます。

ジャムナットを締め付けて、アイドラ位置を保持してくだ
さい。

 注：
チェーンをきつくしすぎないようにしてください。過度
の摩耗が生じます。

ドライブクラッチ
参照：図 26

ドリルのメインドライブクラッチは、メカニカルリリース式
のジョースタイル設計になっています。適切に噛み合わせる、
または外すためにクラッチを調整してください。

適正に調整されていれば、ドリルを上げたときにカムプレー
ト がクラッチジョーを完全に解放します。農地位置に下げ
ると、クラッチジョーが噛み合います。

調整するには、クラッチタブ のボルトを緩めます。タブを
前後にスライドさせて、カムプレートがミートするポイント
を変えてみます。調整が完了したら、クラッチタブのボルト
を締め付けます。

ドライブトレインの操作
参照：図 27

季節の始まりごとにすべてのチェーンアイドラを点検して、
正しく調整します。各アイドラに過度のチェーン弛緩がない
ことを確認します。アクセスドア がピボット端そばのゲー
ジホイールアーム上部にあります。

最初の 100 時間使用後と各季節の始めに、左側ホイールアー
ムのアイドラスプロケットを再調整してください。アクセス
ドアを外すと、アイドラがあります。

2

1

図 25
ゲージホイールアイドラの調整
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図 26
ドライブクラッチ
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図 27
アクセスドア
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参照：図 28

アイドラスプロケットを調整するには、ジャムナットを緩め
て調整スタッドボルト を締め込み、トップアイドラスプロ
ケット をチェーンに下げます。ジャムナットを締め付けて、
アイドラ位置を保持してください。

 注：
チェーンをきつくしすぎないようにしてください。
チェーンをきつく張りすぎると、アイドラやドライブ構
成部品に過度の摩耗が生じます。チェーンがチェーンコ
ネクタリンクリテーナにより中心線に向かって取り付け
られており、クリップの開口部（スプリット端）がチェー
ンの動作方向と逆向きになっていることを確認します。

スプリングタインハロー
ハロータイン角

参照：図 29

右の図は、不耕起および最小耕起条件での正常なハロー位置
を示しています。土壌の水分、瓦礫のレベルや種類は多様な
ため、チューブフレームやタインの位置を変える必要が生じ
ます。フレームとタインの当初の位置は図のとおりですが、
必要に応じて再調整してください。

3

2

図 28
アイドラスプロケットの調整
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2

図 29
タイン角
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ハローフレームとタインの調整

参照：図 30

ハローフレームを調整するには、Uボルト上の4本の六角ナッ
ト を緩め、フレームチューブ を必要なだけ回します。

タインを調整するには、サポートバー 上の 1/2 in.U ボルト
の 1/2 in. 六角ナット を 4 本緩めます。タインチューブ を

回して、タイン がストップブッシュ に当たり、必要なだ
けバックを向くようにします。U ボルトの六角ナットを締め
付けます。

ハローチェーン

参照：図 31

クリーンで、耕されたきわめて軟弱な土壌では、ハローチェー
ンを短縮して、ハローを地面から離す必要が生じます。

チェーンを調整するには、ハローを支持して、ウェイトをハ
ローアーム から外します。下側のボルト を外して、ほか
のチェーンリンクを選択します。

 注：
ハローアームを同じ長さに保ってください。

図 30
フレームとタインの調整
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図 31
ハローチェーンの調整
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トラブルシューティング

問題 原因 解決策

不均一な種子間隔またはスタンド 農地での作業速度が速すぎる 農地での作業速度を落とす

フィードカップの詰まり フィードカップを清掃する

種子チューブの詰まり 種子チューブを清掃する

オープナディスクが自由に回転していない
このトラブルシューティングの「オープナ
ディスクが自由に回転していない」を参照

オープナが低部位に届かない オープナを調整する（24 ページ）

より速い駆動タイプにし、フィードカップの
溝を狭くする

不均一な種子深度 農地での作業速度が速すぎる 農地での作業速度を落とす

播種条件が多湿すぎる 乾燥した天候を待つ

不均一な条播 再調整する（17 ページ）

不正確なヒッチ高 ヒッチ高を再調整する（14 ページ）

オープナディスクが自由に
回転していない

ディスクスクレーパに瓦礫や泥が付着 スクレーパを調整する（25 ページ）

スクレーパの調整がきつすぎて、動作が限定
されている

スクレーパを調整する（25 ページ）

ディスクベアリングの損傷 ディスクベアリングを交換する

オープナフレームの変形 オープナフレームを交換する

播種条件が多湿すぎる 乾燥した天候を待つ

オープナ下向き圧力が大きすぎる オープナ下向き圧力を再調整する（24 ページ）

プレスホイールの調整不良 プレスホイールを再調整する（24 ページ）

実際の播種量が必要量と異なる 不適正なタイヤサイズ / タイヤ圧
タイヤサイズ / タイヤ圧を確認する

（39 ページ）

種子コーティング剤がフィードカップに沈着 種子コーティング剤を清掃する

播種量の調整が適正ではない
ギアボックス設定と種子播設定を確認する

（播種量説明書を参照）

種子のひび割れが大きすぎる 農地での作業速度が速すぎる 農地での作業速度を落とす

フィードカップの溝が十分に開いていない フィードカップの開きを広くする。

フィードカップドアハンドルが十分に開いて
いない

フィードカップドアハンドルを低い位置に
する。

エーカーメーターの値が不正確 タイヤサイズ / タイヤ圧が不適切
タイヤサイズ / タイヤ圧を修正する

（39 ページ）

パス間のオーバーラップ / 隙間が大きすぎる オーバーラップ / 隙間をなくす

土壌条件
軟弱な土壌とスリップにより記録エーカー数
がばらつく

エーカーメーターがドリル幅に合っていない 部品説明書を参照する

実際の農地サイズが違う 農地サイズを確認する



706/1006NT

プレスホイールが目的どおりに
整地しない

水分 / 泥が多すぎる 天候が乾燥するまで待つかやり直す

不正確なヒッチ高 ヒッチ高を再調整する（14 ページ）

プレスホイール深度とコルター深度が合わない プレスホイール深度を再調整する（24 ページ）

ディスクオープナの下向き圧力が十分では
ない。

オープナの下向き圧力を増やす（24 ページ）

種子ボックスが均一に減らない モデルによっては、各隔壁デバイダ間の
フィードカップ数が異なる

プレスホイールまたはオープナの詰まり 播種条件が多湿すぎる 乾燥した天候を待つ

オープナの下向き圧力が大きすぎる オープナの下向き圧力を減らす（24 ページ）

ドリルを地面に下ろしたままバックした 清掃し、損傷を確認する

ディスクベアリングの損傷 ディスクベアリングを交換する

スクレーパの摩耗 / 損傷 スクレーパを交換する

ドリルの上げ下げが荒い / 不均一 ホイールアームピボットキャスチングの潤滑
が必要

ホイールアームピボットキャスチングを潤滑
する

油圧取付具の漏れ
取付具の漏れを確認する（17 ページの安全
メッセージを参照）

空気抜き不良でシリンダを再同期 詳細については、17 ページを参照

フィードカップスプロケットが固定され
ている、またはフィードカップドライブ
シャフトがねじれている

フィードカップスプロケットのいずれか
または複数に異物

フィードカップスプロケットを清掃する。清
潔な種子を使用する

乾燥した殺虫剤がフィードカップに残っている
各フィードカップを分解し、回転表面から異
物を削り取ることで蓄積物を除去する

コルターの深さが不十分 ウェイト不足 適正ウェイトについては、23 ページを参照

コルターとドリルの深度が過大 ウェイト過多 適正ウェイトについては、23 ページを参照

不適切な深さ制御設定 深さの設定をリセットする（22 ページ）

プレスホイールの調整不良 プレスホイールの深度を浅くする

不耕起条件でのコルターとオープナの
詰まり

条に対し浅い角度で条播する

小粒種子ボックスが均一に減らない 調整式デバイダの設定が不均一
調整式デバイダを移動して、最初になくなる
エリアの容積を増やす

チェーン チリ、保持クリップ
保持クリップがチェーンの動作方向と逆向き
になっていることを確認する

問題 原因 解決策
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整備と潤滑

整備
サービスと整備を適正に行うことが作業機を長く使用する秘
訣です。注意深く系統だった検査により、コストの掛かる整備、
使用できない時間、および修理を避けることができます。

調整や整備作業を行う前に、必ずトラクターのエンジンを切
り、キーを抜いてください。

作業機が落下して挟まれると、重傷または死亡事故に至ること
があります。作業機上で作業を行うときは、必ず輸送ロックを
かけ、フレームをブロックしてください。

漏出した高圧の液体は、皮膚を貫通するのに十分な圧力になる
場合があります。加圧する前に、すべての油圧ラインと付属品
を確認してください。小さな穴から漏出した液体は目に見えな
いことがあります。漏れの疑いを確認する場合は、ボディー
パーツを使用せずに紙または段ボールを使用し、強度のある手
袋を使用してください。事故が発生した場合は直ちに、専門医
の治療を受けてください。体組織に入った液体は、数時間以内
に外科的に排除しないと、壊疽を起こすことがあります。

1. ドリルを数時間使用した後は、すべてのボルトがきちんと

締まっていることを確認してください。

2. 32 ページの「潤滑」に記載されている部位を潤滑してくだ
さい。

3. アイドラを調整して、チェーンに無駄な弛緩がないように
します。すべてのローラーチェーンを清掃し、必要に応じ
てチェーン潤滑油を塗布します。

4. 「タイヤ圧情報」（39 ページ）に従って、タイヤに空気を入
れてください。

5. フィードカップに沈着した種子コーティング剤を清掃し
てください。

6. 摩耗、損傷、または読み取れなくなったセイフティデカー
ルは交換してください。ディーラーを通じて新しいデカー
ルを注文することができます。「セイフティデカール」（5
ページ）を参照。

保管
ドリルは、子供が遊ばない場所に保管してください。可能であ
れば、長く使用するために屋内で保管してください。

1. 種子ボックスを外してください。

2. 種子処理剤の残留物を種子ボックスおよび供給カップか
ら完全に取り除いてください。

3. 湿気を帯びる可能性があり、腐食の原因となる、チリおよ
び残留物を取り除いてください。

4. すべてのローラーチェーンを潤滑および調整してください。

5. 正方形の穴にあるフィードカップドライブスプロケット
に油を差すときは、特に慎重に行ってください。

6. 32 ページの「潤滑」に記載されている部位を潤滑してくだ
さい。

7. ドリルに摩耗または損傷しているパーツがないか検査し
てください。オフシーズンには修理および点検を行ってく
ださい。

8. ドリルの傷、へこみ、摩耗した場所は、金属を保護するた
めにスプレー塗料で覆ってください。

9. 種子ホースをオープナから外してください。接続したまま
保存した場合、永久的な伸びおよび早期のひび割れが発生
する可能性があります。

10. 屋外で保管する場合は、防水シートをかぶせてください。
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潤滑と計画整備

クラッチ

各所のグリスニップル ×2

クラッチ噛み合い歯にスミアグリス

潤滑剤の種類：グリス

量＝グリスが現れるまで

グリスバンク

潤滑剤の種類：グリス

量＝グリスが現れるまで

ドライブチェーン

詳細については、「ドライブトレインの操作」（26 ページ以降）
を参照。

潤滑剤の種類：チェーン潤滑油
量＝十分に塗布する

8 時間

8 時間

必要に
応じて

50
34208

14755

14753

12227
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肥料トレーベアリング

シャフトの両端

潤滑剤の種類：グリス

量＝グリスが現れるまで

ゲージホイールアーム

潤滑剤の種類：グリス

量＝グリスが現れるまで

小粒種子シャフトベアリング（オプション）

計 1 グリスニップル

潤滑剤の種類：グリス
量：グリスが現れるまで

15 時間

15 時間

15 時間

12506

21709

18082
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フェルトバリアシール

各シャフト端の 1 シール（合計 2）

潤滑剤の種類：オイル
量：ソークシール

小粒種子もある場合、シールには端壁の隙間の下または中から
アクセスする。

フィードカップドライブシャフトスプロケット

1 スライディングスプロケット
潤滑剤の種類：オイル
量：完全にコートしてください

播種量調整ハンドルを前後に動かし、正方形の穴にオイルが入
るようにしてください。この作業は、種子ボックスを空にして
行わないと、ハンドルを 100 に設定するのが困難になります。

小粒種子フィードカップドライブスプロケット

潤滑剤の種類：オイル

量＝スプロケットの穴に十分に塗布する

30 時間

50 時間

50 時間

16381

12126

12226
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コルターハブベアリング

コルターごとに 1 グリスニップル：計 15

潤滑剤の種類：グリス
量＝抵抗を感じるまで

グラウンドドライブホイールベアリング

ホイールごとに 2 レース：計 4

潤滑剤の種類：グリス
量＝リパック

ギアボックス

ギアボックスは、工場で潤滑およびシールされています。通常
の状態では、整備または潤滑の必要はありません。

修理目的でギアボックスを開けたときは、すべてのギアをリ
パックし、少なくとも 7 オンスのギア潤滑油をシャフトベアリ
ング周りに使用します（部品番号 788067）。

ギアボックスに水分や泥が入らないようにしてください。ギア
ボックスドライブおよびシフトレバーシャフトのラバーシー
ルを点検（必要に応じて交換）してください。

嫌気性シール剤（Loctite® 525 または同等品）をギアケースの
合わせ面に薄く塗布してから、ボルトで元の状態に戻します。

季節ごと

季節ごと

13879

28299

14757

シール剤の使用は少なくしてください。シール剤が多すぎると
塗布面、ロックベアリング、ギアからしたたり落ちます。



オプション

種子ボックス撹拌機

種子ボックス撹拌機は、計量カップのすぐ上で種子を撹拌で
きるようになっています。軽いふわふわした種子同士の「ブ
リッジ」を断ち切って、接種で粘つく個々の大豆をばらばら
にします。

 注：
種子ボックス撹拌機は、作物残留物が含まれるブルーム
グラスや「bin run」種など、計量困難な種子の安定的播
種を保証するものではありません。

潤滑箇所については、「潤滑と計画整備」（32 ページ）を参照。

種子ボックス撹拌機の注文は、Great Plains のディーラーに
ご連絡ください。

ハローアタッチメント

コイルタインハローの不耕起面仕上げは、種子発芽を促進す
るため、残留物を平らに分散するようになっています。

ハローの調整方法は、「スプリングタインハロー」（27 ペー
ジ）を参照。

ハローアタッチメントの注文は、Great Plains のディーラー
にご連絡ください。

撹拌機パッケージ

条間隔

（ in.）

706

7 7.5 8 部品番号

小
粒

種
子

、
ネ

イ
テ

ィ
ブ

グ
ラ

ス
、

肥
料

な
し

 118-893A

 118-895A

 118-895A

小
粒

種
子

、
ネ

イ
テ

ィ
ブ

グ
ラ

ス
、

肥
料

あ
り

 118-894A

 118-896A

 118-896A

ハローパッケージ 部品番号

706 ハローアタッチメント 116-278A

1006 ハローアタッチメント 116-279A

12682

14024
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施肥装置

施肥装置を使用すれば、播種と施肥を一度の農地通過で同時に
行うことができます。肥料箱は、メインドリル後部に取り付け
ます。肥料ドライブは、乾燥した粒状肥料を計量します。

肥料計量率のキャリブレーションと図表は、播種量説明書の
「肥料計量率」をご覧ください。潤滑箇所については、「潤滑と
計画整備」（32 ページ）を参照。

施肥装置の注文は、Great Plainsのディーラーにご連絡ください。

小粒種子アタッチメント

小粒種子アタッチメントは、各種小粒種子の計量用です。メイ
ン種子ボックスから独立して駆動されます。小粒種子ボックス
は、1 ft あたり 0.24 ブッシェル（27.7ℓ/m）で、総容量は 2.62
ブッシェル（92.3ℓ）です。

小粒種子アタッチメントには、種子リリースポイントとして条
デリバリとサイドデリバリの 2 つのオプションがあります。

条デリバリでは、小粒種子を計量して、ディスクブレード間ま
たはプレスホイールの直前で落とします。

サイドデリバリでは、小粒種子を計量して、オープナ畝間の真
横に落とします。

播種量と小粒種子については、播種量説明書の「小粒種子ア
タッチメント」をご覧ください。潤滑箇所については、「潤滑
と計画整備」（32 ページ）を参照。

小粒種子アタッチメントの注文は、Great Plains のディーラー
にご連絡ください。

Seed-Lok® 種子プレスホイール

スプリング付き Seed-Lok® 種子プレスホイールは、種子を直
接苗代の底に押し込みます。Seed-Lok® オプションにより、播
種と生育が同じ深さになるので、発芽が均一になります。Seed-
Lok® は、ネイティブグラス以外のすべてのユニットで使用す
ることができます。ただし Seed-Lok® 使用時にネイティブグ
ラスチューブを取り外してある場合は別です。

Seed-Lok® 種子プレスホイールの注文は、Great Plains の
ディーラーにご連絡ください。

Seed-Lok® パッケージ 部品番号

Seed-Lok® アセンブリ 122-193K

10986

13734
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シリーズ II ネイティブグラスアタッチメント

ネイティブグラスアタッチメントは、ふわふわした播種困難
なグラスの播種用です。

播種量と調整は、播種量説明書の「ネイティブグラスアタッ
チメント」を参照してください。

ネイティブグラスアタッチメントの注文は、Great Plains の
ディーラーにご連絡ください。

折りたたみタング

折りたたみタングは、ドリルのトレーラ牽引時の幅を狭め、
保管時の場所を節約します。

折りたたみタングの注文は、Great Plains のディーラーにご
連絡ください。

折りたたみタングパッケージ 部品番号

1006 折りたたみタング 151-111A

706 折りたたみタング 151-114A

21783

21825



2018-07-20 150-285M

39

付録

トルク値図表

タイヤ圧情報

25199m

 2 2  5 5  8 8  5.8 5.8  8.8 8.8  10.9 10.9

in-tpia N-mb N-m N-m mm x mm x c N-m N-m N-m
1/4-20 7.4 11 16 M 5 X 0.8
1/4-28 8.5 13 18 M 6 X 1 7 11 15
5/16-18 15 24 33 M 8 X 1.25 17 26 36
5/16-24 17 26 37 M 8 X 1 18 28 39
3/8-16 27 42 59 M10 X 1.5 33 52 72
3/8-24 31 47 67 M10 X 0.75 39 61 85
7/16-14 43 67 95 M12 X 1.75 58 91 125
7/16-20 49 75 105 M12 X 1.5 60 95 130
1/2-13 66 105 145 M12 X 1 90 105 145
1/2-20 75 115 165 M14 X 2 92 145 200
9/16-12 95 150 210 M14 X 1.5 99 155 215
9/16-18 105 165 235 M16 X 2 145 225 315
5/8-11 130 205 285 M16 X 1.5 155 240 335
5/8-18 150 230 325 M18 X 2.5 195 310 405
3/4-10 235 360 510 M18 X 1.5 220 350 485
3/4-16 260 405 570 M20 X 2.5 280 440 610
7/8-9 225 585 820 M20 X 1.5 310 650 900

7/8-14 250 640 905 M24 X 3 480 760 1050

1-8 340 875 1230 M24 X 2 525 830 1150

1-12 370 955 1350 M30 X 3.5 960 1510 2100

11/8-7 480 1080 1750 M30 X 2 1060 1680 2320

11/8-12 540 1210 1960 M36 X 3.5 1730 2650 3660

11/4-7 680 1520 2460 M36 X 2 1880 2960 4100

11/4-12 750 1680 2730

13/8-6 890 1990 3230 a. in-tpi  

13/8-12 1010 2270 3680 b. N·m  

11/2-6 1180 2640 4290

11/2-12 1330 2970 4820

c mm   mm

+ 0%/-15%

5.8 8.8 10.9

25199

ft-lbd ft-lb ft-lb ft-lb ft-lb ft-lb

5.6 8 12

6 10 14 5 8 11

11 17 25 12 19 27

13 19 27 13 21 29

20 31 44 24 39 53

22 35 49 29 45 62

32 49 70 42 67 93

36 55 78 44 70 97

49 76 105 66 77 105

55 85 120 68 105 150

70 110 155 73 115 160

79 120 170 105 165 230

97 150 210 115 180 245

110 170 240 145 230 300

170 265 375 165 260 355

190 295 420 205 325 450

165 430 605 230 480 665

185 475 670 355 560 780

250 645 910 390 610 845

275 705 995 705 1120 1550

355 795 1290 785 1240 1710

395 890 1440 1270 1950 2700

500 1120 1820 1380 2190 3220

555 1240 2010

655 1470 2380

745 1670 2710

870 1950 3160
d. ft- lb  

980 2190 3560

4 3 6 5 9 7

タイヤ圧の上昇図表 タイヤ保証情報

タイヤ
サイズ

空気圧 トルク
すべてのタイヤはタイヤの製造元による保証があります。保証情報は、操作説明書および部品説明書に付
随したブロシュアに記載されているほか、以下に示したメーカーのウェブサイトにもオンライン情報があ
ります。サポートや情報は、お近くの農業用タイヤ正規販売代理店にご相談ください。
メーカー ウェブサイト
Firestone 社 www.firestoneag.com
Gleason 社 www.gleasonwheel.com
Titan www.titan-intl.com
Galaxy www.atgtire.com
BKT www.bkt-tire.com

9.0 x 24" 8-Ply
リブ作業機

40 psi 
（276 kPa）

170 lb ft
（230 Nm）

http://www.firestoneag.com
http://www.gleasonwheel.com
http://www.titan-intl.com
http://www.firestoneag.com
http://www.gleasonwheel.com


706/1006NT

仕様と容積

油圧回路図

706 1006

条間隔、 in. 7 7.5 8 7 7.5 8

ドリルあたり条 11 10 10 16 15 14

おおよその重量（lbs） 3900 3800 3800 4500 4300 3200

作業幅 7 ft 10 ft

輸送幅 9 ft10 in. 12 ft 7 in.

輸送高 6 ft 7 in. 6 ft 7 in.

輸送長 13 ft 10 in. 13 ft 10 in.

おおよその種子ボックス容積 17.1 ブッシェル 23.75 ブッシェル

小粒種子 1.68 ブッシェル 2.4 ブッシェル

ネイティブグラス 7 ブッシェル 10 ブッシェル

肥料 6.5 立方フィート 9.2 立方フィート

デュアル種子 7 ブッシェル 10 ブッシェル

エンドホイールタイヤ 9.00×24 9.00×24

トラクター要件 55HP：リモートバルブ 1 75HP：リモートバルブ 1

トラクターへ

深さストップバルブ

左 右
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種子ボックススプロケット構成

種子ボックス撹拌機スプロケット構成

21754 

15 歯（フィードカップスプロケット）

18 歯

19 歯

19 歯

19 歯

19 歯（ギアボックス出力）

19 歯（ギアボックス入力）

19 歯（ギアボックスドライバ）

25 歯（クラッチ上）

25 歯（クラッチから駆動）

21753

17 歯

12 歯22 歯

14 歯



706/1006NT

デュアル種子ボックススプロケット構成

小粒グラス種子スプロケット構成

38510

 25 歯（カップスプロケット）

 35 歯（撹拌機スプロケット）

30 歯

19 歯

19 歯

19 歯

スプロケット範囲 19 歯

25 歯（ゲージホイールジャッキシャフト）～
25 歯（ギアボックス上）

21755 

27 歯（SGS ボックス上）

17 歯

12 歯22 歯

14 歯
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ネイティブグラススプロケット構成

肥料スプロケット構成

21756 

17 歯（NG カップスプロケット）

35 歯（撹拌機スプロケット）

24 歯

19 歯

19 歯

19 歯

スプロケット範囲 15 ～ 24 歯

25 歯（ゲージホイールジャッキシャフト）～
25 歯（ギアボックス上）

21757 21757

30 歯（肥料ボックス上）

13 歯

12 歯

17 歯

22 歯

14 歯



706/1006NT

肥料 / 小粒グラス種子ボックススプロケット構成

21758 

27 歯（SGS ボックス上）

30 歯（肥料ボックス上）

17 歯

13 歯

17 歯

12 歯22 歯

14 歯
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38112

保証

Great Plains（Great Plains Manufacturing, Inc. の一部門）は最初の購入者に対し、
Great Plains 装置を所期の目的で通常のサービスおよび条件下で使用した場
合、同装置には資材および施工に瑕疵がないことを、個人的用途については
使用開始日から 1 年間、カスタム / 商業用途またはレンタル用途については
90 日間保証します。本保証は、Great Plains に起因する不具合部品の交換と交
換部品ディーラーによる設置に限定されます。Great Plains は、資材および施
工に瑕疵があるとされる装備品または部品の検査を行う権利を留保します。

以下の項目および／または条件は保証されません：装備品の不正または誤っ
た使用から生じた故障、偶発的な損傷または不可抗力に起因する故障、改変
または改修に起因する故障、操作員説明書に概説されている通常の整備不履
行に起因する故障、無許可の人員による修理、正常な摩耗の結果交換または
修理した品目（摩耗品、地面耕作部品等）、不適切な故障診断による反復修理
またはディーラーによる修理、修理サービス依頼電話または顧客現場までの
往復交通費、割増料金、または装置の輸送費。装置を 20mph（32kph）を超え
る速度で牽引した場合、または岩地、切り株その他障害物のある土壌に使用
した場合、保証は無効となることがあります。

Great Plains は、製品の材料または設計を、いつでも通知なしに変更する権利
を有します。本保証は、資産の直接的、結果的、または付随的損害に対し、
いかなる種類のものであれ、Great Plains が賠償責任を負うとは解釈されない
ものとします。また Great Plains は、不可抗力に起因する損害に賠償責任を負
わないものとします。本保証は、作物の損失、播種もしくは収穫の遅延に起
因する損失、または賃金、補給品、レンタル機材その他いかなる理由での出
費もしくは損失にも適用されません。

明示的であれ黙示的であれ、その他いかなる種類の保証も、この売買に関し
て適用されません。また本保証書に定める義務を越えた、市販性および特定
目的との適合性に関する一切の明示的保証は、本保証書により放棄され、本
売買から除外されます。

当初の購入日から 10 日以内に装置を Great Plains に登録しないと、本保証は
無効となります。
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20 mph ......................................................3
30 km/h .....................................................3

525、Loctite ............................................35
788067、ギア潤滑油 ................................35
818-055C、リフレクタ ..............................5
818-578C、高圧による危険 .......................9
838-265C、リフレクタ ..............................6
838-266C、リフレクタ .........................5,6
L
Loctite 525 ...............................................35

S
Seed Lok .................................................37
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U
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ア
赤色リフレクタ .....................................5,6
安全

チェーン

駐車 .........................................21
ヒッチング ...............................14

安全記号 ....................................................1
安全情報

デカール ............................................5
アンバーリフレクタ ...................................6

イ
移動速度 ....................................................3

エ
エーカーメーター、操作 ..........................19
液体コーティング剤 ...................................2

オ
オーナー説明書 ........................................11
オープナ

「W」クリップ ..................................24
下向き圧力 .......................................24
スプリング .......................................24
操作 .................................................19
調整 .................................................24
播種深度 ..........................................24
プレスホイール ................................24

オリエンテーションローズ .......................11

カ
火災 ...........................................................1
カスタマーサービス .................................12
間隔、オープナディスク ..........................25
緩行車両 ....................................................5

キ
ギアボックス ...........................................35
危険、定義された ......................................1
記号、安全 ................................................1

ケ
警告、定義された ...................................... 1
ゲージホイール ......................................... 3

アイドラの調整 ............................... 26
煙 ............................................................. 2

コ
高圧液 ....................................................... 2
小粒種子アタッチメント .......................... 37
子供 .......................................................... 2
コルター

個別調整 .......................................... 23
下向き圧力

ウェイト .................................. 23
スプリング長 ........................... 23

ディスクスクレーパ ......................... 25
深さ制御 .......................................... 22

コルタースプリング

コルター、下向き圧力を参照

サ
サービス ................................................. 12
サポート ................................................. 12

シ
事故、油圧 ................................................ 2
ジャッキ

保管 ................................................ 15
潤滑 ........................................................ 32
修理用部品 .............................................. 12
蒸気 .......................................................... 4
シリアル番号 .......................................... 12
シリンダシンボル .................................... 15

ス
スプリングタインハロー

ハローを参照

セ
清掃 .......................................................... 2
整備の安全性 ............................................ 4
セイフティデカール .................................. 5
説明、ドリル .......................................... 11
説明書 ..................................................... 11
施肥装置 ................................................. 37

ソ
操作停止 ................................................... 3

タ
タイヤ ....................................................... 3
タイヤ圧の上昇 ....................................... 39

チ
注意、定義された ...................................... 1
注記、定義された .................................... 11
駐車とアンヒッチ .................................... 21
聴覚 .......................................................... 2

ツ
通知、定義された ....................................11

テ
ディスク角 ..............................................25
ディスクコンタクト .................................25
ディスクスタガ .......................................25
デカール

危険

薬剤 .........................................10
警告

ジャッキ角 .................................9
速度 ...........................................9
チェーン ....................................8
手の挟み込み ............................10
転落 .........................................10
油圧 ...........................................9

注意

一般 ...........................................7
運転 ...........................................7
チェーン ...............................8,9
踏み台禁止 .................................7

デカール交換 .............................................5
デカール、セイフティ ...............................5

ト
同乗者 .......................................................2

ネ
ネイティブグラスアタッチメント ............38

ハ
廃棄 ..........................................................2
播種量説明書 ...........................................11
ハロー .....................................................36

チェーン ..........................................28
調整 .................................................27

反射板 .......................................................6

ヒ
左方向、定義 ...........................................11
ヒッチング ..............................................13
表

文書 .................................................11
肥料

潤滑 .................................................33

フ
部品 ........................................................12
部品説明書 ..............................................11
踏み台禁止 ................................................3
ブレード、オープナ .................................25

ヘ
ヘッドフォン .............................................2

ホ
方向 ........................................................11
保管 ...................................................3,31
保護衣 .......................................................2



保護具 .......................................................2
保証 .........................................................39

マ
マーカー ..................................................37

ミ
右方向、定義 ...........................................11

メ
面図、方向 ..............................................11

モ
漏れ ...........................................................2
漏れ点検 ..................................................15

ヤ
薬剤 ...........................................................2

ユ
油圧

回路図 ............................................. 40
シリンダの再同期 ............................ 17
駐車 ................................................ 21

油圧配管の取外し .................................... 15
輸送 ........................................................ 20

ヨ
容器 .......................................................... 2
溶接 .......................................................... 4
用途 ........................................................ 11

ラ
ライト ....................................................... 3

リ
リフトアシストタイヤ ...............................3
リフレクタ

SMV ..................................................5

赤色 ..............................................5,6
黄色 ...................................................6
反射板 ...............................................6

リフレクタ、安全 ......................................5

レ
レベリング ..............................................17

ロ
ロックアウトハブ ....................................20
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