
駆動ローラコンベヤ
取扱説明書

• この度は弊社の「駆動ローラコンベヤ」をお買上げ頂きまし
て、誠に有り難うございます。

• この取扱説明書は使用者がいつでも見る事の出来る場所
に大切に保管願い、ご使用前に必ずお読み頂ける様、お
願い申し上げます。

http://www.ocn.ne.jp/voip/050mark/
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この取扱説明書は大切に保管して下さい

お願い

• この取扱説明書が関係する運転作業員の責任者に必ず渡るようにして下さい。

• この取扱説明書が常にこれらの方々の手元にない場合は、その目的がはたされない事にな
ります。

• この取扱説明書は機械の動く限り、保存いただくようお願いいたします。

• お客様が機械を運用された結果につきましては、責任を負いかねる事がございますのでご了
承ください。

• 設計変更、特別仕様の為納入しました機種と本説明書の内容が異なる場合がございますの
でご了承下さい。

• この取扱説明書の著作権はあくまでも弊社にあります。弊社の書面による承認なしに本書の
内容の一部または全部を無断で転載、複製、複写、改ざんすることを禁じます。

• 本書の内容に関しましては将来予告なしに変更する事がございます。

• 本書に関してご不明な点や誤り、記載漏れ等お気づきの際には下記までご一報いただける
と幸いです。

http://www.ocn.ne.jp/voip/050mark/
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• ご使用前に運送途中の衝撃等による商品の破損、取付部品の外れが
ないか、ご使用前に必ずご確認いただき、正規の状態でご使用頂きま
すようお願い致します。

• 異常に気付かれたときは、直ちにご使用を中止願います。
• 作業時は巻き込まれる恐れのある服装や、髪の毛等が巻き込まれない

ようご注意下さい。
• 作業時は作業関係者以外は近づけない様お願い致します。お子様は特

に近づけない様ご注意願います。
• 本機は十分な広さがあり、硬い水平面にてご使用願います。
• ローラの間に手や足等は入れないで下さい、挟まれる恐れがあります。
• ローラの上には絶対に載ったり、座ったりしないで下さい。転倒や巻き込

まれ、挟まれる恐れがあります。
• 許容荷重を超えての搬送はしないで下さい。
• 本機の分解や改造は絶対にしないで下さい。
• 荷物を載せての移動はしないで下さい。
• 本機に水をかけたり、間接的に濡らしたりしないで下さい。
• 荷物を載せる際に投げ込んだり、衝撃を与えないで下さい。
• ローラや部品の交換は弊社純正部品をご使用下さい。
• 保守、点検が不十分ですと故障の原因になりますので、正しい保守点

検を行ってください。
• 保守点検の際には必ず電源を「オフ」して安全な保守、点検を行ってくだ

さい。

作業上の安全注意事項

警告
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1. 試運転調整時は無負荷にて行ってください。
2. 起動に際し、走行部、回転部に異物がない事をご確認下さい。
3. 試運転の為にｺﾝﾍﾞﾔを起動させる場合はﾁｪﾝがﾉｯｷﾝｸﾞを起こさないか確

認する為に1.2度ｽｲｯﾁを押して確かめて下さい。

4. 試運転起動時にｺﾝﾍﾞﾔ自体の音が高い場合は走行しているﾁｪｰﾝとﾛｰﾗ
の上下関係の隙間が悪い為に音が発生するのが一番の原因です。ﾁｪｰ
ﾝﾚｰﾙのﾎﾞﾙﾄを緩めて上下調整して下さい。

5. ﾊﾟﾁﾊﾟﾁとした音が生じる場合はﾁｪｰﾝを張りすぎているのが原因です。
ﾃﾝｼｮﾝを緩めて調整して下さい。

ｺﾝﾍﾞﾔ試運転時の注意事項

第1章
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ｺﾝﾍﾞﾔ運転上の点検

第2章

1. ﾌﾚｰﾑ及び脚関係
①ﾌﾚｰﾑ及び脚は確実に固定されているか →Ａ部
②ｼｬﾌﾄ固定ｷｰﾌﾟﾚｰﾄ、ﾎﾞﾙﾄ類、のゆるみ脱落はないか →Ｂ部

2. ﾁｪｰﾝ及びﾁｪｰﾝﾚｰﾙ
①運転途中で当る部分はないか →Ｃ部
②異音はしないか
③異常振動、発熱はしてないか
④適当な給油はされているか
⑤ﾁｪｰﾝが張りすぎたり、緩んだりしていないか

3. 駆動部
①ﾓｰﾀｰ、変速機、減速機の軸芯は平行度がでてるか
②ﾃﾝｼｮﾝ部の押しねじは十分効いていて運転中緩むことのない
ようにﾎﾞﾙﾄは固定されているか

③変速機、減速機の油室には適正なｵｲﾙが入っているか
④適正な給油はされているか
⑤安全ｶﾊﾞｰはきちんとされているか、干渉はしていないか →Ｄ部

4. 電気配線
①電気配線は確実に接続されているか
②ﾓｰﾀｰのｱｰｽは確実に取ってあるか

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ
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ﾛｰﾗﾁｪｰﾝのﾒﾝﾃﾅﾝｽ第3章

弊社の標準駆動ローラには㈱椿本チエイン製のチェーンを使用しています。
より詳しいチェーンの事をお知りになりたい場合は
下記チェーンCSセンターにお問い合わせ願います。

㈱椿本チエイン チェーンCSセンター (tel)0088-25-1180
ホームページ http://www.tubakimoyo.jp

尚、メンテナンス要項の文面の一部は㈱椿本チエインの文面を抜粋してあります。
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ﾛｰﾗﾁｪｰﾝのﾒﾝﾃﾅﾝｽ第3章



8

ﾛｰﾗﾁｪｰﾝのﾒﾝﾃﾅﾝｽ第3章

10(5)ﾘﾝｸのﾋﾟｯﾁ寸法 = L1 = L－ﾋﾟﾝ径

10(5)ﾘﾝｸの長さをﾉｷﾞｽで測定し、伸びが1.5%を超えるものは新品に交換してください。
測定はﾁｪｰﾝをある程度引っ張った状態にて お願いいたします。
ﾉｷﾞｽで計れない場合は巻尺でも計れますが測定誤差を少なくするためﾘﾝｸ数を10として下さい。

（Ｌ1寸法） （Ｌ1寸法） （Ｌ寸法）

10リンクの長さ（新品） 仕様限界値 使用限界値

Ｎｏ.40 127 ｍｍ 128.9ｍｍ 132.9ｍｍ

Ｎｏ.50 158.8 161.2 166.3

Ｎｏ.60 190.5 193.4 199.3

Ｎｏ.80 5リンクにて測定127 128.9 136.8

バイピッチチェン

（Ｌ1寸法） （Ｌ1寸法） （Ｌ寸法）

5リンクの長さ（新品） 仕様限界値 使用限界値

Ｎｏ.2040 127 ｍｍ 128.9ｍｍ 132.9ｍｍ

Ｎｏ.2050 158.8 161.1 166.2

Ｎｏ.2060 190.5 193.4 199.3

Ｎｏ.2080
3リンクにて測定

152.4
154.7 162.6

チェンサイズ

チェンサイズ
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ﾛｰﾗﾁｪｰﾝのﾒﾝﾃﾅﾝｽ第3章
ﾛｰﾗﾁｪｰﾝとｽﾌﾟﾛｹｯﾄの潤滑
運用に際し、潤滑は非常に重要です。潤滑が不十分では到底寿命を全う出来ません。
使用条件によっては、極めて短時間に寿命の尽きる事もありますから、潤滑においては
特にご注意ください。

給油の 大の目的は、ﾁｪｰﾝとｽﾌﾟﾛｹｯﾄの磨耗をおさえ腐食を防止する事にあります。
ﾁｪｰﾝの伸びは屈折部に起こるﾋﾟﾝとﾌﾞｯｼｭ間の磨耗によって生じますので給油はこの部分
に行わなければなりません。
外ﾌﾟﾚｰﾄと内ﾌﾟﾚｰﾄのすきまに潤滑油が入るようにします。

「給油の位置」
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ﾛｰﾗﾁｪｰﾝのﾒﾝﾃﾅﾝｽ第3章
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ﾛｰﾗﾁｪｰﾝのﾒﾝﾃﾅﾝｽ第3章
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保守、点検項目第4章
日常の作業開始時と終了時には点検を行うことを推奨いたします。
また、毎月1回以上 日を決めて月例点検、毎年1回以上の年次点検を行い、

その記録は保管するようにしてください。
下記の点検表をご参考に点検を行ってください。

※点検は必ず主電源を「オフ｣にして行ってください。

No. 点検 点検部品 点検項目 点検方法 処置 備考

月例 フレーム・脚 ボルト・セットボルトのゆるみ 目視 増締

年次 取付部品 塗装落発錆の有無 目視 塗装

部材の変形損傷 目視 補修

月例 ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ 回転潤滑 目視 給油 給油式のもの

年次 ベアリング 取付ボルトのゆるみ 目視 増締

異常音の有無 聴診

異常振動の有無 触診

月例 ローラチェーン チェーンのゆるみ 計測 調整 チェーン伸限度1.5%以内

年次 スプロケット 潤滑 目視 給油

摩耗・伸び寿命破損 手診 取替 歯の磨耗4%以内

月例 ギヤ 潤滑 目視 給油

年次 摩耗・損傷 目視 取替

月例 ローラ 回転状態 目視

年次 ローラ表面のよごれ 目視 清掃

変形損傷の有無 打診

月例 ベルト 摩耗・亀裂 目視・触診 取替

年次 張り具合 触診 調整

スリップ

蛇行

目視

目視

6

5

4

3

2

1

※ﾓｰﾀｰ(減速機)、空圧機器、油圧装置、ﾘﾌﾀｰ等の付属品は各取扱説明書をご参照ください。
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チェーンのテンション調整第5章
ﾁｪｰﾝが伸びてゆるみが多くなると起動時にｼｮｯｸが出たり、運転中にｼｬｸﾘが生じ
各部に影響いたします。
この緩みを取るためにﾁｪｰﾝの張りの調整を行ってください。

ｺﾝﾍﾞﾔには下記の様なﾃﾝｼｮﾝ部が設けられています。
左右の「調整ﾎﾞﾙﾄ締付ﾅｯﾄ」を緩めて「ﾃﾝｼｮﾝｽﾌﾟﾛｹｯﾄ」の位置を調節して下さい。
全体で約5～6ミリたわむ程度として下さい。

逆に張りすぎますとﾊﾟﾁﾊﾟﾁと異常を生じますのでご注意ください。

※調整は必ず主電源を「オフ｣にして行ってください。

ﾃﾝｼｮﾝｽﾌﾟﾛｹｯﾄ

※上記はｼﾝｸﾞﾙｽﾌﾟﾛｹｯﾄの場合の図ですが、ﾀﾞﾌﾞﾙｽﾌﾟﾛｹｯﾄの場合も基本同じです。

調整ﾎﾞﾙﾄ締付ﾅｯﾄ

ﾛｰﾗﾁｪｰﾝは使い始めてから数十時間までは各接触部のなじみにより少し伸びます。
その為たるみ過ぎる事になりますので調整が必要です。
その後はなじんできますので伸びは極めて少なくなります。
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故障点検第6章

故障発生時には図面、資料をご参照の上チェックして下さい。
故障原因を探求していただく際には制御盤内の制御機器のチェックの他に、外部の
検出器、モーター等の点検も忘れないようにお願いいたします。

また、下記の点をご連絡頂ければ正常運転への復帰時間の短縮が図れますので
ご協力をお願い申し上げます。

1. 異常が起こった操作条件
1）操作の種類 ・・・どのような操作を行ったか
2）異常が起こる前の作業（動作）内容

2. 異常の内容
1）異常現象
2）再発生はあるか
3）規則性はあるか

3. 損傷の状況
異常発生によって目に見える損傷があったかどうか、損傷している場所
名称、定格等をお教え願います。

4. 故障チェック状況
貴社で点検して頂いた内容と結果をお教え願います。
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故障 原因 対策

コンベヤが動かない。 ・モーターが回転しない。 ・メインスイッチが入っているか調べる。

・モータ、減速機の調査。

・起動スイッチの不良。 ・スイッチの点検

・チェーン、スプロケットローラの破損。
・各部品の交換。

・過負荷 ・正常な負荷にする。

異常音が発生する。 ・チェーンカバーが変形している。 ・チェンカバー修理、または交換

・異物が噛込んでいる。 ・異物を取り除く。

・チェーンを張り（ゆるみ）すぎている。 ・テンション調整。→13ページ「第5章」

・取付ボルトがゆるんでいる。 ・ボルトを増締。

・給油切れ。 ・給油。

・脚の高さが不ぞろいである。 ・レベル調整。

・過負荷 ・正常な負荷にする。

製品が蛇行する。 ・コンベヤが傾いている。 ・レベル調整。

・荷が片寄っている。 ・積み直す。

・テンションが不ぞろいである。 ・テンション調整。 →13ページ「第5章」

・一部のボルトがゆるんでいる。 ・ボルトを増締。

製品が適正な位置にて ・検出機の調整が悪い。 ・調整。

停止しない。 ・光電スイッチがホコリをかぶっている。 ・ホコリを除く。

油モレがひどい。 ・給油量が多い。 ・ふき取る。

・排油栓の締付不良。 ・締め直す。

・モーター等のオイルシールの不良。 ・オイルシール交換。

ノッキングを起す。 ・異物の噛込み。 ・異物を取り除く。

・チェーンがゆるんでいる。 ・テンション調整。 →13ページ「第5章」

第6章 故障ﾁｪｯｸﾘｽﾄ
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