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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　動力源からの駆動力によって進行方向に回転する爪軸と、
　該爪軸の半径方向に延設された複数の耕耘爪と、
　該耕耘爪を上方より覆うロータリーカバーと、
　該ロータリーカバーの後端の略中央に取り付けられた、機体の幅方向に揺動可能な揺動
部材を備える左右揺動部と、
　中央部を前記揺動部材に取り付け、前記機体の前後進方向に回動可能なリヤカバー回動
軸と、
　該リヤカバー回動軸に固設されたリヤカバーとを備えるロータリー作業機において、
　前記左右揺動部が備える回動軸に固設された前記揺動部材と、前記リヤカバー回動軸を
支持する連結板とが着脱可能に固定されることを特徴とする、ロータリー作業機。
【請求項２】
　前記ロータリーカバーの両側にそれぞれサイドフレームを固設し、
　前記リヤカバー回動軸の両端を回動自在に支持する一対の回動軸ステーを、前記サイド
フレームから張り出すように取り付け、
　前記回動軸ステーに上下方向に延びた長孔を形成し、該長孔に前記リヤカバー回動軸の
端部を遊嵌させることを特徴とする、請求項１に記載のロータリー作業機。
【請求項３】
　前記回動軸ステーを前記サイドフレームに取り外し可能に取り付けることを特徴とする
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、請求項２に記載のロータリー作業機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、動力源からの駆動力によって回転する爪軸と、爪軸の半径方向外側に向けて
突設された複数の耕耘爪と、耕耘爪を上方より覆うロータリーカバーと、ロータリーカバ
ーの後端に、上下方向に回動自在に取り付けられたリヤカバーとを備えるロータリー作業
機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ロータリー作業機は、トラクタなどの後部に連結して耕耘作業などを行うもので
あり、トラクタからの駆動力によって回転する耕耘爪、耕耘爪を上方および前方から覆う
ロータリーカバー、耕耘爪の後部を覆うリヤカバー、リヤカバーの下端に固設された整地
板などで構成されている。そして、耕耘爪を回転させて圃場の土の耕耘作業を行って不整
地となった耕耘土を整地板で平坦化させていた。しかし、リヤカバーが前後方向（機体の
進行方向）にのみ回動するため、リヤカバーは前後回動することで進行方向の起伏に対し
ては追随可能であるが、車幅方向（進行方向と直交する方向）の起伏に対しては追随する
ことができず、整地する耕耘土の土厚が不均一となってしまうという問題があった。
【０００３】
　そこで、特許文献１のように、ロータリーカバーの後端の略中央に取り付けられた左右
方向（機体の車幅方向）に回動可能な左右揺動部と、中央部を左右揺動部に固設されたリ
ヤカバー回動軸と、リヤカバー回動軸に取り付けられたリヤカバーと、リヤカバーの下端
に連結された整地板を備えるロータリー作業機が開示されている。この技術によると、リ
ヤカバーは、機体の前後左右方向に自在に傾動することができるため、整地板が複雑な起
伏の地形に追随することができ、耕耘土を均一の厚さで整地することを可能にする。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平１０－５６８０３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、この特許文献１の技術では、左右揺動部が前記ロータリーカバーから着脱でき
ない。このため、左右（車幅）方向にスイングする左右揺動部が磨耗した際、これを交換
することができず、ロータリー作業機全体の使用年限を短くしてしまう恐れがあった。そ
こでこの発明は、リヤカバーを左右に揺動自在とする左右揺動部を着脱可能に備えるロー
タリー作業機を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　このため請求項１に記載の発明は、動力源からの駆動力によって進行方向に回転する爪
軸と、
　該爪軸の半径方向に延設された複数の耕耘爪と、
　該耕耘爪を上方より覆うロータリーカバーと、
　該ロータリーカバーの後端の略中央に取り付けられた、機体の幅方向に揺動可能な揺動
部材を備える左右揺動部と、
　中央部を前記揺動部材に取り付け、前記機体の前後進方向に回動可能なリヤカバー回動
軸と、
　該リヤカバー回動軸に固設されたリヤカバーとを備えるロータリー作業機において、
　前記左右揺動部が備える回動軸に固設された前記揺動部材と、前記リヤカバー回動軸を
支持する連結板とが着脱可能に固定されることを特徴とする。
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【０００７】
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載のロータリー作業機において、前記ロータリ
ーカバーの両側にそれぞれサイドフレームを固設し、
　前記リヤカバー回動軸の両端を回動自在に支持する一対の回動軸ステーを、前記サイド
フレームから張り出すように取り付け、
　前記回動軸ステーに上下方向に延びた長孔を形成し、該長孔に前記リヤカバー回動軸の
端部を遊嵌させることを特徴とする。
【０００８】
　請求項３に記載の発明は、請求項２に記載のロータリー作業機において、前記回動軸ス
テーを前記サイドフレームに取り外し可能に取り付けることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　請求項１に記載の発明によれば、動力源からの駆動力によって進行方向に回転する爪軸
と、爪軸の半径方向に延設された複数の耕耘爪と、耕耘爪を上方より覆うロータリーカバ
ーと、ロータリーカバーの後端の略中央に取り付けられた、機体の幅方向に揺動可能な揺
動部材を備える左右揺動部と、中央部を揺動部材に取り付け、機体の前後進方向に回動可
能なリヤカバー回動軸と、リヤカバー回動軸に固設されたリヤカバーとを備えるロータリ
ー作業機において、左右揺動部が備える回動軸に固設された揺動部材と、リヤカバー回動
軸を支持する連結板とが着脱可能に固定される。
【００１０】
　したがって、左右揺動部がロータリーカバーから着脱可能となり、左右揺動部を交換す
ることができる。これによって、左右揺動部の消耗のためにロータリー作業機全体の使用
年限を短くすることがなくなる。よって、リヤカバーを左右に揺動自在とする左右揺動部
を着脱可能に備えるロータリー作業機を提供することができる。
【００１１】
　請求項２に記載の発明によれば、ロータリーカバーの両側にそれぞれサイドフレームを
固設し、リヤカバー回動軸の両端を回動自在に支持する一対の回動軸ステーをサイドフレ
ームから張り出すように取り付け、回動軸ステーに上下方向に延びた長孔を形成し、長孔
にリヤカバー回動軸の端部を遊嵌させる。これによって、リヤカバー回動軸が機体の幅方
向に揺動する範囲を規制することができる。これによって、極端に大きな起伏があった場
合には、リヤカバーがこれに追随して大きく揺動しないようにすることができ、リヤカバ
ーが他の構成部品と接触して破損することを防止することができる。
【００１２】
　請求項３に記載の発明によれば、回動軸ステーをサイドフレームに取り外し可能に取り
付けるので、揺動する範囲を規制されることなく、リヤカバー回動軸を機体の幅方向に揺
動させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】この発明の一例のロータリー作業機の左後方からの斜視図である。
【図２】その、一部拡大図である。
【図３】（ａ），（ｂ）は、左右揺動部の取り付けを説明するための図である。
【図４】（ａ）は左右揺動部の斜視図、（ｂ）は連結板の斜視図、（ｃ）は連結板と円筒
部との取り付けを説明するための図、（ｄ）は回動板の斜視図、（ｅ）は回動部を基板に
取り付けた状態を説明するための図である。
【図５】（ａ）はリヤカバー回動軸を回動軸ステーに遊嵌させた状態を示す図、（ｂ）は
リヤカバー回動軸とサイドリブの取り付けを説明するための図である。
【図６】ロータリー作業機を用いて耕耘作業をする様子を説明するための背面図であり、
（ａ）はリヤカバーが右に傾動した状態を示す図、（ｂ）はリヤカバーが左に傾動した状
態を示す図である。
【図７】ロータリー作業機を用いて耕耘作業をする様子を説明するための側面図であり、
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（ａ）はリヤカバーが前に傾動した状態を示す図、（ｂ）はリヤカバーが後に傾動した状
態を示す図である。
【図８】この例のロータリー作業機の整地レベラーの右側の取付状況を説明するための図
である、（ａ）は組み付けた図、（ｂ）はリヤカバー単体の図、（ｃ）は整地レベラー単
体の図である。
【図９】この例のロータリー作業機の整地レベラーの左側の取付状況を説明するための図
である、（ａ）は組み付けた図、（ｂ）はリヤカバー単体の図、（ｃ）は整地レベラー単
体の図である。
【図１０】整地レベラーが起伏に合わせて回動する様子を示す図である。
【図１１】整地レベラーとリヤカバーの中央部を回動自在に連結する回動連結部を示す図
である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、図面を参照しつつ、この発明を実施するための最良の形態について詳述する。図
１に示すように、この発明の一例としてのロータリー作業機１０には、トラクタのエンジ
ン（動力源）からの駆動力を受ける入力軸１１と、入力軸１１の駆動力を直交方向（車幅
方向）に伝えるギアボックスＧＢと、ギアボックスＧＢから車幅方向の両側に延設された
伝動ケース１２と、伝動ケース１２に内装された伝達軸などを備える。また、伝動ケース
１２の両端にはそれぞれ、側板（サイドフレーム）３０Ａ，３０Ｂを固設する。さらに、
側板３０Ａには、伝動ケース１３を固設する。この伝動ケース１３上部には、前述の伝達
軸の一端を回転自在に貫入して備え、その伝動軸の端部にはギアが固設されている。伝動
ケース１３内の下部には別のギアを備え、２つのギアの間には、チェーンが掛け回されて
いる。なお、符号１３Ａは、伝動ケース１３を路面から保護するための伝動ケースカバー
である。
【００１５】
　伝動ケース１３内の下部に配置されたギアの中心には不図示の爪軸の一端を固設する。
爪軸は車幅方向全域にわたって延設され、爪軸の半径方向外側に向けて複数の耕耘爪（不
図示）を突設する。したがって、入力軸１１から入力された駆動力は、ギアボックスＧＢ
を介して伝達軸に伝えられ、伝達軸からチェーンを介して爪軸に伝達される。
【００１６】
　また、耕耘爪を上方より覆うようにロータリーカバー１６を備える。ロータリーカバー
１６は、耕耘土の跳ね上がりを防止するためのものであり、その後端には、上下左右方向
に対して回動自在に取り付けられたリヤカバー１７を備える。リヤカバー１７の下端には
、整地レベラー（整地板）１８が上下方向に回動自在に取り付けられる。
【００１７】
　なお、ロータリーカバー１６の両側は側板３０Ａ，３０Ｂに固設されている。また、ロ
ータリーカバー１６の外側面には、一対の補強リブ１６Ａ，１６Ａを進行方向に延びるよ
うに固設する。また、ギアボックスＧＢには上リンク部材Ｈ１が固設され、ギアボックス
ＧＢの両側に延設した伝動ケース１２には、それぞれ下リンク部材Ｈ２，Ｈ３が固設され
ている。上リンク部材Ｈ１、下リンク部材Ｈ２，Ｈ３は、トラクタの後部に連結するため
のものである。
【００１８】
　リヤカバー１７の外側面には、一対の補強リブ２１，２１を上下方向に溶接によって固
設する。補強リブ２１の中央付近にはそれぞれ、ステー２２を設ける。また、ロータリー
カバー１６の後端付近には一対のステー２３をボルトで固定し、リヤカバー１７のステー
２２，２２との間に、それぞれサブロッド２４，２４を取り付ける。なお、サブロッド２
４の上端は、保持部材２７を介してステー２３に摺動自在に取り付けられている。保持部
材２７は金属板を側面視で略門型状に折り曲げて形成され、天面にはサブロッド２４が摺
動自在に貫通する貫通孔を設け、両側面には、固定ピンＰ１を貫通させるための貫通孔を
設けてなる。サブロッド２４の上端部外周には、コイルバネ２５が備えられ、このコイル
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バネ２５の抜け止めのためのスナップピンをサブロッド２４の上端に掛け止める。コイル
バネ２５の下端は、保持部材２７の天面に当接している。一方、サブロッド２４の下端は
、ステー２２には回動自在に固定されている。なお、符号２８はサイドカバー、符号２９
は、耕作面にスムーズに追随しやすくするためのスレッド部材である。
【００１９】
　図２に示すように、リヤカバー１７の上端中央部とロータリーカバー１６の後端中央部
とは、左右揺動部６０によって連結されている。また、この左右揺動部６０には、リヤカ
バー回動軸６１が固設されている。リヤカバー回動軸６１はリヤカバー１７の上端の裏側
に機体の幅方向に沿って延設されている。その両端部は、それぞれ回動軸ステー６２，６
２の長孔６２ＬＨに支持されている。回動軸ステー６２は左右それぞれ、側板３０Ａ，３
０Ｂにボルトにて固設されている。長孔６２ＬＨは回動軸ステー６２に上下方向（略鉛直
方向）に延びて直線的に形成される。
【００２０】
　図３，４には、左右揺動部６０の詳細な取り付けと詳細な構造を示す。左右揺動部６０
は金属製で、回動部６０Ａ、基板６０Ｃ、取付板６０Ｂ、回動板（揺動部材）６０Ｄで構
成される。回動部６０Ａは円筒状の外筒６０ＡＯに軸状の回動軸６０ＡＩを回動自在に内
装してなる。回動軸６０ＡＩと外筒６０ＡＯとの間は、作動油によってスベリ軸受を形成
してなる。回動部６０Ａは基板６０Ｃ上に取付板６０Ｂを用いて固設する。詳しくは、外
筒６０ＡＯの外周に沿うように切り欠かれた２つの取付板６０Ｂ，６０Ｂを回動部６０Ａ
の長手方向に一定間隔で配置し、取付板６０Ｂ，６０Ｂの下端を基板６０Ｃに溶接によっ
て取り付ける。
【００２１】
　回動板６０Ｄは、その略中央に貫通孔６０ＤＸを形成するとともに、貫通孔６０ＤＸの
両側に貫通孔６０ＤＨをそれぞれ２つずつ形成してなる。貫通孔６０ＤＸには、回動軸６
０ＡＩを嵌合させて溶接などで固定する。
【００２２】
　リヤカバー回動軸６１の中央部外周には、円筒部６４を備える。円筒部６４は、金属製
の円筒で形成され、リヤカバー回動軸６１を回動自在に支持する。なお、円筒部６４とリ
ヤカバー回動軸６１との間は、作動油によってスベリ軸受を形成してなる。円筒部６４の
外周には連結板６４Ａを固定する。連結板６４Ａは、その略中央に切り欠き６４ＡＸを形
成するとともに、切り欠き６４ＡＸの両側に貫通孔６４ＡＨをそれぞれ２つずつ形成して
なる。また、その下端に斜めに形成された底面６４ＡＡを備える。この底面６４ＡＡを円
筒部６４の外周に溶接などで固設する。
【００２３】
　基板６０Ｃの四隅には貫通孔が形成されており、これと、ロータリーカバー１６の後端
の略中央に形成された貫通孔とを合わせて、ボルトＢＴ１にて基板６０Ｃを介して、左右
揺動部６０をロータリーカバー１６に固定する。また、回動板６０Ｄの貫通孔６０ＤＨと
連結板６４Ａの貫通孔６４ＡＨとを合わせて、ボルトＢＴ２で両者を締め付ける（このと
き、回動軸６０ＡＩの先端は切り欠き６４ＡＸに位置する）。これによって、左右揺動部
６０をリヤカバー１７に固定する。このように、左右揺動部６０は、回動板（揺動部材）
６０Ｄにてリヤカバー回動軸６１と着脱自在に取り付けられている。
【００２４】
　上記のように構成されるので、図３（ａ）において、リヤカバー回動軸６１は、円筒部
６４に対しＡＢ方向（すなわち、ロータリー作業機（機体）１０の前後進方向）に回動可
能である。加えて、リヤカバー回動軸６１は、左右揺動部６０の回動軸６０ＡＩの軸心に
対してＣＤ方向（すなわち、ロータリー作業機（機体）１０の車幅方向）にも回動可能で
ある。すなわち、リヤカバー１７は、ロータリーカバー１６に対して、上下方向（前後進
方向）に回動可能であるとともに、左右方向（車幅方向）にも回動可能である。
【００２５】
　なお、リヤカバー回動軸６１の左右方向（車幅方向）の回動範囲は回動軸ステー６２に
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よって規制されている。回動軸ステー６２は、図５（ａ）に示すように、金属板で形成さ
れ、上下方向に直線的に形成された長孔６２ＬＨを備える。回動軸ステー６２，６２はそ
れぞれ、側板３０Ａ，３０Ｂにボルトによって固定されている。したがって、回動軸ステ
ー６２は、側板３０Ａ，３０Ｂから取り外しが可能である。
【００２６】
　一方、リヤカバー回動軸６１の両側の端部は、図５（ｂ）に示すように、リヤカバー１
７のサイドリブ１７Ａの上端に固設されている。サイドリブ１７Ａは金属板で形成され、
その上端部には貫通孔を備える。この貫通孔にリヤカバー回動軸６１の端部６１Ｔを所定
量だけ貫通させて溶接などで両者を固定する。そして、端部６１Ｔを長孔６２ＬＨに挿入
する。なお、端部６１Ｔは長孔６２ＬＨ内で上下に移動自在、かつ、回動自在である。
【００２７】
　なお、左右揺動部６０は、ボルトＢＴ１にてロータリーカバー１６に取り付けられてい
るので、ボルトＢＴ１を取り外すことによって各構成部材（たとえば、回動軸６０ＡＩな
ど）の交換が容易である。
【００２８】
　このように構成されたロータリー作業機１０を用いて耕耘作業をする動作について、図
１～５を参照しつつ、図６，７を用いて説明する。まず、ロータリー作業機１０をトラク
タと連結する。詳しくは、トラクタのＰＴＯ軸を入力軸１１と連結し、トラクタのエンジ
ンの駆動力をロータリー作業機１０に伝達可能とする。また、トラクタの後部に備えるヒ
ッチと、上リンク部材Ｈ１、下リンク部材Ｈ２，Ｈ３とを連結する。
【００２９】
　そして、トラクタのエンジンをＯＮにして、耕耘作業を開始する。入力軸１１からの駆
動力によって耕耘爪が回転し、圃場を耕耘する。不整地なった耕耘土は、ロータリー作業
機１０の後端に備える整地レベラー１８によって整地される。ここで、地形が機体の車幅
方向（ロータリー作業機１０の車幅方向）に起伏している箇所では、図６（ａ），（ｂ）
に示すように、整地レベラー１８が地形の起伏に追随しようとする。整地レベラー１８と
連結されたリヤカバー１７は、左右揺動部６０の回動軸６０ＡＩの軸心を中心として、整
地レベラー１８の左右傾動に合わせて車幅方向左右に揺動し、圃場の地形の起伏に合わせ
た整地を可能とする。なお、リヤカバー１７の左右への回動角度は、上述のように、回動
軸ステー６２の長孔６２ＬＨの範囲に規制される。
【００３０】
　また、地形が機体の前後方向（ロータリー作業機１０の前後進方向）に起伏している箇
所では、図７（ａ），（ｂ）に示すように、整地レベラー１８が地形の起伏に追随しよう
とする。整地レベラー１８とボルトを介して連結されたリヤカバー１７は、リヤカバー回
動軸６１を中心として、整地レベラー１８の上下動に合わせて前後方向（背面視で上下方
向）に回動し、圃場の地形の起伏に合わせた整地を可能とする。
【００３１】
　なお、リヤカバー１７の両側と整地レベラー１８との取り付けは、図８，９のようであ
ってもよい。リヤカバー１７両側のサイドリブ（ガイド板）１７Ａ，１７Ａの下端にはそ
れぞれ、円弧状の長孔ＬＨと丸孔Ｈ１が形成されている。一方、整地レベラー１８の両側
にはそれぞれ、取付リブ１８１，１８１を直立に形成する。取付リブ１８１には丸孔Ｈ２
，Ｈ３が形成されている。そして、取付リブ１８１の丸孔Ｈ３とサイドリブ１７Ａの丸孔
Ｈ１とを合わせボルトＢＴ２を挿入してナットにて締め付ける。このとき、取付リブ１８
１とサイドリブ１７ＡとがボルトＢＴ２に対して回動自在となるようにする。次に、取付
リブ１８１の丸孔Ｈ２とサイドリブ１７Ａの長孔ＬＨとを合わせ、ボルト（棒状部材）Ｂ
Ｔ１を挿入してナットをネジつける。このとき、取付リブ１８１とサイドリブ１７Ａとが
ボルトＢＴ１に対して回動自在となるようにネジ止めする。したがって、ボルトＢＴ１は
長孔ＬＨ内に遊嵌している。なお、ボルトＢＴ１は、ナットを緩めることで、取り外し可
能である。
【００３２】
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　なお、サイドリブ１７Ａは、リヤカバー１７の側部に沿って上から下まで連続して設け
なくてもよい。例えば、回動支持ピンＰ２を取り付けるためのリブをリヤカバー１７の上
部両側に設けるとともに、長孔ＬＨを形成するための別のリブをリヤカバー１７の下部両
側に設けるようにしてもよい。また、ボルトＢＴ１は、これに限定されるものではなく、
長孔ＬＨに遊嵌する棒状の部材であればどのようなものでもよい。
【００３３】
　また、符号１８Ａ，１８Ｂは、整地レベラーの延長部を示す。延長部１８Ａ，１８Ｂは
、回動連結部５１を介して整地レベラー１８と回動自在に連結されている。延長部１８Ａ
，１８Ｂは、必要に応じて、作業者が必要に応じて、適宜、手で矢印（図８（ａ），（ｃ
）、９（ａ），（ｃ））方向に折り畳んだり、広げたりする（折り畳み自在）ことができ
る。なお、整地レベラー１８の両端と延長部１８Ａ，１８Ｂとの間にはそれぞれ、コイル
バネ５２，５２の両端を取り付け、延長部１８Ａ，１８Ｂを閉じる動作を容易にしている
。
【００３４】
　さらに、整地レベラー１８の後端には複数の溝部１８Ｇが形成され、各溝部１８Ｇの間
に形成された凸部が整地用レーキとして機能し、耕耘土をきめ細かくならすことができる
。
【００３５】
　このように構成された整地レベラー１８は、図１０に示すように、リヤカバー１７のサ
イドリブ１７Ａに形成された長孔ＬＨの範囲内で回動することが可能となる。なお、整地
レベラー１８の左右端の取付リブ１８１，１８１は、左右のサイドリブ１７Ａ，１７Ａと
近接して配置されるので、整地レベラー１８は、車幅方向に偏ることなく、左右均一に上
下回動することができる。
【００３６】
　回動連結部４１は、上記機構によって整地レベラー１８が上下方向に回動する際、これ
をより確実に回動支持するためのものである。回動連結部４１は、図１１に示すように、
回動支持リブ１８３、回動部１８５、固定部１７１などで構成される。回動支持リブ１８
３は、一対の金属板片を所定の間隔で整地レベラー１８に溶接にて固定してなる。回動支
持リブ１８３の前端には貫通孔を備える。一方、固定部１７１は金属板片からなり、ボル
トＢＴ３にてリヤカバー１７の中央後端に固設してなる。固定部１７１の後端には回動部
１８５を固設する。回動部１８５は金属製の円筒からなり、その外周に固定部１７１の後
端を溶接にて固定する。そして、回動部１８５の中心を回動支持リブ１８３の貫通孔と合
わせ、固定ピンＰＮを通して回動部１８５と回動支持リブ１８３とを回動自在に取り付け
る。このようにして、整地レベラー１８は、その両端と中央部にてリヤカバー１７に対し
て、上下方向に回動自在に取り付けられる。なお、符号１８４はハンドル（把持部）であ
る。ハンドル１８４は、金属棒を折り曲げて形成され、その両端部を整地レベラー１８の
表面に溶接によって固定してなる。ハンドル１８４は、整地レベラー１８の後端を上向き
に持ち上げるときに使用するものであり、例えば、整地レベラー１８の裏面の保守点検な
どを行う際に用いる。
【００３７】
　不整地なった耕耘土は、ロータリー作業機１０の後端に備える整地レベラー１８によっ
て整地される。このとき、地形が隆起している（凸状地）箇所では、整地レベラー１８は
、圃場の隆起に追随して上方（前進方向）に向けて回動する。このとき、ボルトＢＴ１が
長孔ＬＨに遊嵌しているため、整地レベラー１８は長孔ＬＨの範囲内で上方に向けて回動
する。
【００３８】
　また、地形が窪んでいる（凹地）箇所では、整地レベラー１８は、圃場の窪みに追随し
て下方（後進方向）に向けて回動する。このとき、ボルトＢＴ１が長孔ＬＨに遊嵌してい
るため、整地レベラー１８は長孔ＬＨの範囲内で下方に向けて回動する。すなわち、整地
レベラー１８は、長孔ＬＨによって回動範囲を規制されている。
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【００３９】
　前記ボルトＢＴ１のナットを緩めてボルトＢＴ１を長孔ＬＨから取り外すことで、整地
レベラー１８は回動範囲の規制を解除することができる。このようにすると、より急傾斜
な起伏の地形に追随して動作することができる。
【００４０】
　また、ボルトＢＴ１を固く締め付けることで、整地レベラー１８をリヤカバー１７に対
して固定するようにしてもよい。
【００４１】
　なお、上述の例では、ボルトＢＴ１を長孔ＬＨに遊嵌して、整地レベラー１８の回動範
囲を規制したが、この発明はこれに限定されるものではなく、ボルトに代えて、ピンなど
を長孔ＬＨに遊嵌させるようにして、整地レベラー１８の回動範囲を規制するようにして
もよい。
【符号の説明】
【００４２】
１０　ロータリー作業機
１６　ロータリーカバー
１７　リヤカバー
３０Ａ，３０Ｂ　側板（サイドフレーム）
４１　回動連結部
６０　左右揺動部
６１　リヤカバー回動軸
６０ＡＩ　回動軸
６０Ｄ　回動板（揺動部材）
６１Ｔ　端部
６２　回動軸ステー
６２ＬＨ　長孔
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