D8T
ブルドーザ

＊写真は海外仕様機でオプション品を含みます。

エンジン
名称
排出ガス規制
エンジン出力（最大）
SAE J1995
ISO 14396

Cat® C15 ACERT™
オフロード法2014年基準
271 kW
268 kW

エンジン（続き）
正味出力（定格）
ISO 9249/SAE J1349
正味出力（最大）
ISO 9249/SAE J1349
運転質量
標準
LGP

オフロード法２０１４年
基準適合

233 kW
252 kW
40,550 kg
37,420 kg

D8Tの特長
高い生産性
Cat C15 ACERTエンジンは、パワートレーン
と応答性に優れた油圧システムが統合さ
れ、地面に伝わる力が増加するため、必要
な作業を確実に完了できます。
容易な操作
D8T最新モデルでは、静かなキャブ、ヒー
タ/ベンチレータ付きシートのオプション、
刷新されたカラータッチスクリーンディス
プレイなど、快適性が向上しています。
統合されたテクノロジ
Cat Connect（Catコネクト）は、Catグレードコ
ントロール3D、AccuGrade™（アキュグレード）
®
、Product Link™/VisionLink（プロダク
トリン
ク/ビジョンリンク）
といったテクノロジやサー
ビスをスマートに使用し、作業現場での作業
の監視、管理、改善をサポートします。
高い効率
従来モデル比で燃費が改善されています。
さらに、尿素水を適切に使用して、非常に優
れた燃料効率を実現しています。また、改
良型オートシフト、油圧デマンドファンなど
の機能により、燃料をさらに節約できます。

目次
パワーと性能.......................................................5
オペレータ環境..................................................6
排出ガス低減技術.............................................7
統合されたテクノロジ......................................8
作業性を高めるための装備........................10
特別仕様............................................................12
安全性.................................................................13
サスティナビリティ.........................................13
サービス性とカスタマーサポート.............14
D8Tブルドーザの仕様...................................16
D8Tの標準装備品...........................................21
D8Tのオプション装備品...............................22

2

*写真は海外仕様機でオプション品を含みます。

Cat D8Tドーザは長きに渡り、優れた汎用性、生産性、再販価値を提供してきました。
幅広い作業で優れた機能を発揮するD8Tドーザは、押土、
リッピング、
スクレーパ作
業、造成作業から仕上げ整地に至るあらゆる用途でお客様に選ばれています。ま
た、D8Tは、快適性、生産性、燃料効率がさらに向上するよう設計されており、お客様
のビジネスに貢献します。D8Tはオフロード法2014年基準に適合しています。
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Cat C15 ACERTエンジンは作業に必要なパワーと信頼性を実現
します。従来モデル比で燃費が改善されています。
さらに、尿素
水を適切に使用して、非常に優れた燃料効率を実現しています。

ディファレンシャルステアリング
ディファレンシャルステアリングは、両トラックへの最大駆動力
を維持し、
ブレードに全負荷をかけた状態でもクラス最高レベ
ルの旋回性能を発揮します。1つのトラックが加速すると、その
分もう一方のトラックが減速するため、操作性が向上するととも
に、サイクルタイムが短縮されます。また、旋回中も両トラックに
出力が伝わるため、足場の柔らかい条件下でも大きな押土能力
を発揮し、出力/速度のコントロール性も向上します。

ロードセンシング油圧システム
現場で実績のあるロードセンシング油圧システムが、荷重に合
わせて油圧パワーを継続して調整するため、作業装置の効率を
最大限まで高められます。

トルクディバイダ
1段トルクディバイダがコンバータを通じてエンジントルクの
70 %を、
ダイレクトドライブシャフトを通じて残りの30 %を伝達
するため、地面に伝わる駆動力と効率が高まります。

クーリングシステム
ラジエータ、エアツーエアアフタクーラ
（ATAAC、Air To Air
Aftercooler）および油圧オイルクーラが並列配置されており、清
掃が簡単です。耐久性の高いアルミニウム製バープレート構造
は、優れた熱伝達と耐食性を実現します。標準コアは1 インチ当
たり6フィンで、異物が通過するので目詰まりが少なくなります。
低温条件では、油圧駆動デマンドファンが回転数を落として出
力を維持し、燃料を節約して、騒音レベルを低減します。オプ
ションのリバースファンは、異物の多い現場に対応します。

オートアイドルストップ機能
機械のアイドリング状態があらかじめセットした時間に達する
と、警告音の後にエンジンが停止します。この機能により、エン
ジンが自動停止するため、燃料を節約できます。
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パワーと性能

作業をするデザイン

アドバンストプロダクティビティエレクトロ
ニックコントロールシステム（APECS、Advanced
Productivity Electronic Control System）
プラネタリ式パワーシフトトランスミッションには統合電
子制御が採用され、
負荷や稼動条件に合わせてシフトポイ
ントを自動的に変更します。そのため、全体的にシフト動
作がスムーズになり、改良型オートシフトの効果がさらに
高まります。

改良型オートシフト
改良型オートシフトは標準装備の機能で、オペレータは作
業に最適な走行速度を選択できます。また、負荷に基づい
て最も効率の良いギヤが自動的に選択されるため、燃料
が節約できます。

選択可能な電気油圧マッピング
カスタマイズ可能な電気油圧マッピングは、オペレータの
好みに合わせて作業装置の反応速度を設定し、個々のアプ
リケーションに応じて機械を調整できます。
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オペレータ環境
快適性と生産性

最新のD8Tには静かなキャブ、調節可能なアームレスト、ヒータ/ベンチレータ付き
シートのオプションが装備されており、オペレータの快適性が向上しています。シート
ベルトインジケータライトがシートベルトの着用し忘れがないよう教えてくれるので、
オペレータは安全に作業できます。
新しいカラータッチスクリーンディスプレイにはプログラム可能なコントロール機能
が装備され、指先で簡単に操作できます。外部ライトのコントロール、
リバースファン
の起動、Autocarry™、オートリッパ、改良型オートシフトなどの生産性機能の設定も、
すべてここから可能です。さらに、車両性能設定、診断などにもアクセスできます。
機能とプログラミングの詳細については、D8T取扱説明書を参照してください。

作業装置およびステアリング装置
• 人間工学に配慮したハンドルにはサムローラが採用されており、ハンドル1本だけ
で方向、旋回、前進/後進切り替えおよびギヤの選択ができます。チラー式コント
ロールなので、狭い空間でも高い精度で作業ができます。
• 軽い力で操作できるドーザレバーには電気油圧式コントロールが装備されており、
快適な作業と正確な作業機操作が可能です。装備されている場合、AccuGradeや
デュアルチルトのような機能もハンドル1本で便利にコントロールできます。
• 強固に取り付けられたハンドグリップにより、非常に起伏の多い場所でリッピング作
業を行う場合にも、オペレータを安定的にサポートします。
• オペレータの操作、
またはオペレータが不在の時に自動的に作動した場合、作業機
ロックが油圧アタッチメントの偶発的な動作を防止します。
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排出ガス低減技術

定評ある統合ソリューション

D8Tに採用されている排出ガス低減技術は、オペレータによる操
作が不要です。再生は、作業時にバックグラウンドで自動的に実行
されます。

後処理システム
オフロード法2014年基準で義務づけられる、NOxの排出量をさら
に80 %低減する条件に適合させるため、Caterpillar社のエンジニ
アは、定評ある後処理ソリューションに、選択式触媒還元
（SCR、Selective Catalytic Reduction）を追加しました。

尿素水
選択式触媒還元では尿素水を使用します。尿素水の補充は燃料補
給時にできるので便利です。液量はダッシュボード上のゲージに
表示されます。D8Tは、燃料効率をより高めることができます。
様々なアプリケーションにおけるD8Tのこれまでの一般的な尿素
水使用率は、燃料消費量の2～3 %です。
機械が停止すると、ポンプが尿素水配管を自動的に排出し、配管
やポンプ内での液体類の凍結を防ぎます。排出が完了すると、
ダッシュボード上のシンボルとグラウンドレベルサービスセンタの
ライト/シンボルによって、電気系統ディスコネクトスイッチをオフ
にしても安全であることが通知されます。エンジンおよび後処理
装置の温度が高い場合には、ディレイエンジンシャットダウンが自
動的に作動し、機械が冷えてから、配管内をパージします。後処理
の詳細については、取扱説明書を参照してください。
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統合されたテクノロジ

作業現場の作業の監視、管理、改善

Cat Connect（Catコネクト）は、
テクノロジとサービスを賢く使
用して、作業現場の効率性を向上させます。テクノロジを装備
した車両から得られるデータを活用することで、従来よりも車
両や作業に関する多くの情報や見通しを得ることができます。
Cat Connectテクノロジは主に次の領域で改善を実現します。

エクイップメントマ
ネージメント

生産性

安全性
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エクイップメントマネジメント – 稼働時間を増加さ
せ、運転経費を削減します。

生産性 – 出来高をモニタして、作業現場の効率性
を管理します。

安全性 – 作業現場での視認性を高め、作業員と車
両の安全を確保します。

LINKテクノロジ
LINK（リンク）テクノロジにより、車両にワイヤレスで接続し、
ビジネスに必要な情報にアクセスすることが可能です。LINK
データによって、稼働中の機械状況に関する情報が入手でき
るため、事実に基づいた判断を適時に下し、現場の効率や生
産性を向上させることができます。

Product Link/VisionLink
機械にProduct Link（プロダクトリンク）を搭載することによ
り、車両管理において憶測による判断を排除することができ
ます。オンラインのVisionLink（ビジョンリンク）ユーザインタ
ーフェースから、機械のある場所、時間、燃料消費量、
アイドリ
ング時間、警告などのタイムリーな情報に簡単にアクセスで
き、機械の効果的な管理やオペレーティングコストの削減に
役立てることができます。

GRADEテクノロジ
Cat Connect（Catコネクト）のGRADE（グレード）テクノロジは、整地
作業する場所を迅速かつ正確に定める上で役立ちます。オペレータ
の負担を軽減しながら、
できるだけ少ない回数で作業を完了できる
ので、時間を節約し、利益を増加させることができます。

Cat Slope Indicate
Catスロープ表示機能（S）により、機械の横断勾配と縦断勾配がモニ
タに表示されるため、傾斜地での作業精度が向上します。

Catグレードコントロール3D
Catグレードコントロール3D（O）は工場装着のグレードコントロール
システムで、オペレータは整地作業の効率、精度、生産性を高めるこ
とができます。このシステムによりブレードの動きが自動化され、
オペレータによる手動操作入力を最大80 %削減します。熟練したオ
ペレータは、一日を通じて最高の効率を維持して作業できるようにな
ります。
また、経験の浅いオペレータでも、短い期間で高い生産性を
上げられるようになります。
一体型設計で、
アンテナがキャブ上部に移動したため、
これまでブレ
ード上にあったマストやケーブルが排除されました。ブレードとトラ
ックの3Dマッピングにより、勾配チェックや杭打ちが減るため、安全
性が向上し、経費の削減につながります。
Catグレードコントロールは、仕上げ整地や掘削押土作業において使
用できます。3つの運転モード
（ラフグレード、
グレード保護、
グレード
コントロール）により、均一な整地が可能です。また、統合された生産
性強化機能（オートキャリー、
オートブレードアシスト、
オートリッパ）
を
備えたおかげで、D8Tは生産性の高い押土システムとなっています。

Cat AccuGrade
AccuGrade（アキュグレード）
（O）はディーラ装着の後付けグレードコ
ントロールシステムで、必要に応じてレーザ、GPS、UTSを追加して精
度を高めることができます。工場装着のAccuGrade対応仕様では、最
適な搭載位置、
ブラケット、ハードウェアが用意されており、取付けが
容易になっています。統合を深めることで、機械とシステムの性能を
最適化し、生産性を最大限に高めます。
（S）= 標準
（O）= オプション
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作業性を高めるための装備
頑丈の代名詞

D8Tのメインフレームは頑丈な設計で、高い衝撃荷重やねじ
れ力を吸収します。サスペンション付きのアンダキャリッジ
により、特に固く、起伏の多い地面で、接地面積が大きくなり
ます。優れたトラクション性能によってスリップが低減され、
バランスが向上し、
よりスムーズな運転が可能になります。
高位置スプロケットデザインは、主要コンポーネントを激し
い衝撃から保護するのに役立っています。
また、整備に便利
なモジュラ構造を採用しています。タグリンクによって、
ブ
レードを機械の近くに取り付けることができるため、
ブレー
ドの高さに関係なく、精度、側面方向の安定性、掘削力が高
まります。

ブルドーザ
強力な箱型断面構造になった高張力鋼は、最も過酷な用途に
も耐えることができます。重量のあるブレード構造、硬化ボルト
オンカッティングエッジ、エンドビットによって、強度と耐久性が
向上しています。オプションのロックガードおよびデフレクタ
シールドは、
シリンダの保護に役立ちます。大容量ユニバーサ
ル、セミユニバーサル、
アングルブレードだけでなく、石炭およ
び木材チップ向けの特殊ブレードも用意しています。
オプションのデュアルチルトによって、負荷コントロールが向上
し、オペレータはブレードピッチ角を最適化してバランスと生
産性を高めることができます。ブレードを前方に傾けると貫入
力が高まり、傾きを戻すと運土量が増えます。オートブレードア
シストはデュアルチルトに標準で装備されており、効率を高め、
オペレータの作業負荷を低減します。
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アンダキャリッジ（足回り）
ヘビーデューティアンダキャリッジは標準装備で、伐採作業、横断勾配、あるいは岩石の多い場所や起伏の多い場所での作業な
ど、過酷な用途に適しています。
シューのタイプと幅を各種取り揃えており、お客様の作業に合わせて足回りを最適化できます。

リア作業装置
作業内容に合わせて、
シングルシャンクリッパ、マルチシャンクリッパ、
ウインチ、
ドローバ、
リアカウンタウエイトなどの装置を
D8Tに装着できます。
作業に合わせ、機械を最適化するのに役立つオプションについては、最寄りのCatディーラにお問い合わせください。
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特別仕様

高性能を実現する特別設計

D8T WH産廃仕様
処分場の構築/閉鎖、廃棄物の転圧、覆土材のならし作業まで、D8T WHは、特有の困難を伴う埋立て作業に対応できるよう、
フ
レームから設計され、製造されています。
• 専用のガード、
ストライカバーおよびシールが衝撃や空気中の異物から機械を保護します。
• 断熱式排出ガス低減装置とサーマルシールドが高いレベルの遮熱を実現します。
• ボトム/ファイナルドライブガードは、重要なコンポーネントに異物が巻きつき、損傷を与えないよう保護します。
• クーリングシステムは異物の多いアプリケーション向けに開発され、清掃時のアクセスも容易です。
• 異物による損傷を防ぐため、異物が少ない高所にライトを配置しながら、作業エリアに十分な明るさを提供します。
• 専用のエア処理機能によって、機械とキャブに清浄な空気が送られます。
• ランドフィルブレードと穴あきシューは、産廃処理の作業に最適です。

D8Tストックパイル仕様
Caterpillar社は、石炭や木材チップなどのばら荷移動で最高の生産性を発揮するよう設計した、D8Tストックパイル仕様をご用
意しました。
• 専用のガードおよびシールが衝撃や異物の集積から機械を保護します。
• 断熱式排出ガス低減装置とサーマルシールドが高いレベルの遮熱を実現します。
• クーリングシステムは異物の多いアプリケーション向けに開発され、清掃時のアクセスも容易です。
• スクリーン付きプレクリーナやルーフに取り付けられたフィルタなどのその他の機能も、異物の多い状況で機械とオペレータ
の両方を保護します。
• 特殊な木材チップ/石炭ブレードと特殊なシューを合わせて使用すれば、作業に適した機械の環境を整えることができます。
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安全性

保護性能を考慮した設計

サスティナ
ビリティ
次世代のために

• ステップ、ハンドル、
ガードレールが装備されているため、機械への乗降も楽に
できます。アクセスライトは地上からスイッチで点灯できます。
• 新しいシートベルトインジケータは、
ライト/アラームでオペレータにシートベ
ルトの装着を促し、安全性が向上します。機械のギヤが入り、オペレータがシー
トベルトを締めていない場合、Product Link（プロダクトリンク）から故障コー
ドが記録されます。
• 始動時に、冷却水、パワートレーン、エンジンオイルのレベルを確認できるた
め、キャブへの乗降回数を減らせます。
• 標準装備のオペレータ着座感知システムにより、オペレータが席にいない時に
は機械をアイドリング状態にでき、パワートレーンとフロント作業機をロックし
て、偶発的な作動を防止できます。
• リアビューカメラと、
シリンダに取り付けられたミラーにより、機械後方の視認
性が向上しています。

• D8Tエンジンはオフロード法2014年
基準に適合しています。
• 従来モデル比で燃費が改善されてい
ます。
さらに、尿素水を適切に使用し
て、非常に優れた燃料効率を実現して
います。
• 改良型オートシフトや油圧デマンド
ファンなどの機能により、
さらに燃料
を節約できるとともに、機械の摩耗や
損傷を低減します。
• AccuGrade（アキュグレード）、Catグレ
ードコントロール3D、Product Linkな
どのテクノロジにより、
さらに燃料コス
トを節減します。
• 主要コンポーネントは、車両を2回ある
いは3回まで使用できるよう設計され
ており、再生利用を通じて廃棄物を抑
制し、お客様のコストを削減できます。
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サービス性とカスタマーサポート
長時間の稼動にも対応

容易なサービス
Catのすべての機械と同様に、D8Tは、定期点検を迅速かつ効率よく行えるよう設計さ
れているため、すぐに作業に取り掛かることができます。D8Tでは、補給口、
レベル
ゲージ、エアクリーナ、燃料フィルタ、オイルフィルタ、冷却水のレベルチェックなど、エ
ンジンの整備をすべて左側で行えるようにしています。クーリングシステムにも楽に
手が届くため、点検と清掃を短時間で実施できます。エンジンエンクロージャドアも
楽に開閉でき、常に3点で支持できるため、安全性が向上しています。オプション装備
の急速オイル交換アタッチメントを使用すると、整備時間をさらに短縮できます。
エンジン、
トランスミッション、
ファイナルドライブなどの主要コンポーネントはモジュー
ル式で、整備時に早く取り外せるため、
コストと休車時間を低減できます。グランドレベ
ルサービスセンタからは、
アワーメータ、バッテリディスコネクトスイッチ、エンジン非常
停止スイッチ、尿素水パージ警告灯、
ライトスイッチに楽に簡単にアクセスできます。
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Cat EMSolutions
（エクイップメントマネージメントソリュー
ション）
EMSolutionsを使用すると、車両の管理ニーズに合
わせた個別のソリューションで保有車両全体を把
握できます。
包括的でテクノロジベースの車両管理をCatディー
ラの知識や技能と組み合わせることにより、利益を
得るための支援を提供することができます。
• 稼働率の向上
• 保有経費と運転経費を削減
• 保守整備の合理化
• 機械の耐用年数を最大限に延長
• 再販価値の向上
EMSolutionsには、車両データへの遠隔アクセスか
ら機械の予防管理に至るまで5段階のサポートが
用意されており、用途に合わせて最適なサポートレ
ベルをお選びいただけます。

高い評価を受けているCatディーラサポート
経験豊富なCatディーラは、卓越した販売とサービスの提供で世界的に定評があ
ります。お客様のビジネスニーズに合わせてカスタマイズしたカスタマサポート
契約を通じて、車両への投資を最大限にご活用ください。カスタムトラックサー
ビス、定期オイルサンプリング（S·O·SSM）分析、保証付きメンテナンス契約など、
さ
まざまな予防メンテナンスプログラムをご利用いただけます。また、オペレータト
レーニングから収益向上まで、
さまざまな支援を提供しています。
修理が必要なときには、Catディーラおよび比類のないCaterpillar社の流通ネット
ワークを通じて、必要な部品を迅速にお届けします。
お近くのCatディーラは、Cat Reman部品やCat Certified Rebuildなどのサービス
により、お客様の機械への投資を最大限に高めるお手伝いもしています。再生部
品は、非常に割安なコストで新品部品と同一の保証と信頼性を提供します。
「認
定リビルド」は、お客様の機械に最新の技術的な更新を組み込み、“第二のライフ
サイクル”を提供します。新品同様の機械と新しい機械の保証が手に入ります。
Caterpillar社は、機械の耐用年数全体にわたって機械の保有経費および運転経
費が最小限になるように努力しています。
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D8Tブルドーザの仕様
エンジン
名称

交換時の容量
C15 ACERT

エンジン出力（最大*）

燃料タンク

627 L

尿素水タンク

24 L

SAE J1995

271 kW

クーリングシステム

86 L

ISO 14396

268 kW

エンジンクランクケース*

38 L

パワートレーン

155 L

233 kW

ファイナルドライブ（各）

12.5 L

ローラフレーム
（各）

65 L

252 kW

ピボットシャフト

40 L
75 L

正味出力（定格**）
ISO 9249/SAE J1349
正味出力（最大*）
ISO 9249/SAE J1349
ボア

137 mm

ハイドロリックタンク

ストローク

172 mm

*オイルフィルタ含む

排気量

15.2 L

**エンジン回転数1,700 rpm
**定格回転数1,900 rpm
• 表示されている定格出力は、エンジンにファン、エアクリーナ、マフ
ラ、およびオルタネータが装備された状態でフライホイール部から
得られる出力です。
• 標高3,566 mまで、エンジンの出力低下は生じず、標高3,566 mを
超えると、
自動的に定格出力が下がります。
• オフロード法2011年基準及び2014年基準に適合するディーゼル
エンジンは、硫黄の含有量が15 ppm（mg/kg）以下のULSD（Ultra
Low Sulfur Diesel、超低硫黄ディーゼル）燃料のみを使用できま
す。Cat DEO-ULS™またはCat ECF-3、API CJ-4、ACEA E9仕様
に適合するオイルが必要です。機械に固有の推奨燃料について
は、OMM（Operation and Maintenance Manual、取扱説明書）
をご覧ください。
シス
• Cat選択式触媒還元（SCR、Selective Catalytic Reduction）
テムで使用する尿素水は、国際標準化機構（ISO、International
Organization for Standardization）規格22241の要件を満たして
いる必要があります。

16

質量
運転質量
標準

40,550 kg

LGP

37,420 kg

輸送質量
標準SUブレード

30,070 kg

LGP

31,160 kg

• 運転質量 – 標準: 油圧コントロール装置、
ブレード、チルトシリンダ、
冷却水、潤滑油、燃料100 %、ROPS、FOPSキャブ、SU‑ブレード、
シング
ルシャンクリッパ、610 mmの標準シュー、
オペレータが含まれます。
• 運転質量 – LGP: 油圧装置、
ブレード、チルトシリンダ、
ドローバ、冷
却水、潤滑油、燃料100 %、ROPS、FOPSキャブ、SUブレード、
965 mmの標準シュー、
オペレータが含まれます。
• 輸送質量 – 標準:冷却水、潤滑油、燃料20 %、ROPS、FOPSキャブ、
610 mmの標準シューが含まれます。
• 輸送質量 – LGP: 冷却水、潤滑油、燃料20 %、ROPS、FOPSキャブ、
および965 mmの標準シューが含まれます。

D8Tブルドーザの仕様
アンダキャリッジ（足回り）

油圧コントロール装置
ポンプ形式

可変容量ピストン式

シュータイプ

標準仕様

ポンプ出力（ステアリング）

284 L/min

シュー幅

610 mm

ポンプ出力（作業装置用）

244 L/min

シュー枚数/片側

44

チルトシリンダロッドエンド流量

132 L/min

トラックローラ/片側

8

チルトシリンダヘッドエンド流量

170 L/min

グローサ高さ

78 mm

ブルドーザリリーフバルブ設定

24,000 kPa

ピッチ

216 mm

チルトシリンダリリーフバルブ設定

24,000 kPa

最低地上高

613 mm

リッパ（リフト）
リリーフバルブ設定

24,000 kPa

クローラ中心距離

2,083 mm

リッパ（ピッチ）
リリーフバルブ設定

24,000 kPa

接地長

3,206 mm

ステアリング

39,200 kPa

接地面積

3.91 m

機械総質量（運転質量）/接地面積

101.7 kPa

• ステアリングポンプの出力は、2,364 rpm（ポンプ回転数）
、
30,000 kPaでの値です。
• 作業装置ポンプの出力は、1,900 rpm、6,895 kPaでの値です。
• 電気油圧式パイロットバルブがリッパやドーザのコントロール装置
の作動を補助します。標準のハイドロリックシステムには、4つのバ
ルブがあります。
タンク、
フィルタ、
オイルクーラ、バルブ、配管、
コ
• システムは、ポンプ、
ントロールレバーで構成されています。

2

LGP
シュータイプ

標準仕様

シュー幅

965 mm

シュー枚数/片側

44

トラックローラ/片側

8

グローサ高さ

78 mm

ピッチ

216 mm

最低地上高

613 mm

クローラ中心距離

2,337 mm

接地長

3,206 mm

接地面積

6.19 m2

機械総質量（運転質量）/接地面積

59.3 kPa

トランスミッション
前進1速

3.4 km/h

前進2速

6.1 km/h

前進3速

10.6 km/h

後進1速

4.5 km/h

後進2速

8 km/h

後進3速

14.2 km/h

ドローバのけん引力
前進1速

661.1 kN

前進2速

363.1 kN

前進3速

197.5 kN

kg ×
1,000
70

ドローバのけん引力

標準

1

60
50
40

2

30

3

20
10
0

0

2

4

6

8

10

12 km/h

速度
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D8Tブルドーザの仕様
ブレード

リッパ

8SU

平行リンク式アジャスタブルシングルシャンク

容量（SAE J1265）

8.6 m3

幅（エンドビットを含む）

3,931 mm

高さ

1,690 mm

掘削深さ

511 mm

最低地上高

1,310 mm

最大チルト

861 mm

質量*（油圧コントロール装置なし）

4,260 kg

総運転質量**
40,550 kg
（ブレードおよびマルチシャンクリッパを含む）
8U
容量（SAE J1265）

11.8 m3

幅（エンドビットを含む）

4,251 mm

高さ

1,741 mm

掘削深さ

567 mm

最低地上高

1,239 mm

最大チルト

996 mm

質量*（油圧コントロール装置なし）

4,895 kg

総運転質量**
41,185 kg
（ブレードおよびマルチシャンクリッパを含む）
8A
容量（SAE J1265）

5.2 m3

幅（エンドビットを含む）

5,045 mm

高さ

1,177 mm

掘削深さ

625 mm

最低地上高

1,323 mm

最大チルト

733 mm

質量*（油圧コントロール装置なし）

5,121 kg

総運転質量**
41,411 kg
（ブレードおよびマルチシャンクリッパを含む）
8SU LGP
容量（SAE J1265）

9.9 m3

幅（エンドビットを含む）

4,531 mm

高さ

1,622 mm

掘削深さ

513 mm

最低地上高

1,308 mm

最大チルト

908 mm

質量*（油圧コントロール装置なし）

4,703 kg

総運転質量**
37,742 kg
（ブレードおよびマルチシャンクリッパを含む）
**ブレードチルトシリンダを含みます。
**運転質量: 油圧コントロール装置、
ブレードチルトシリンダ、冷却
水、潤滑油、燃料100 %、ROPS、FOPSキャブ、
ブレード、
シングルシ
ャンクリッパ、610 mmの標準シュー、
オペレータが含まれます。
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ポケット数
上昇時最大クリアランス
（チップ下、一番下のピン位置）

1
636 mm

最高貫入深さ
（標準チップ）

1,130 mm

最高貫入力（シャンク垂直）

127.3 kN

掘起力

222.7 kN

質量*（油圧コントロール装置なし）
総運転質量
（SUブレードおよびリッパを含む）

4,085 kg
40,015 kg

平行リンク式アジャスタブルマルチシャンク
ポケット数

3

ビーム全幅

2,464 mm

上昇時最大クリアランス
（チップ下、一番下のピン位置）

593 mm

最高貫入深さ
（標準チップ）

780 mm

最高貫入力（シャンク垂直）

124.2 kN

掘起力（マルチシャンクリッパ、
ツース1個付き）

222.9 kN

質量
シャンク1本を含む

4,877 kg

追加シャンク
（1本）

332 kg

総運転質量*
（SUブレードおよびリッパを含む）

40,550 kg

ブレードチルトシリンダ、冷却
*総運転質量: 油圧コントロール装置、
水、潤滑油、燃料100 %、ROPS、FOPSキャブ、
ブレード、
シングル
シャンクリッパ、610 mmの標準シューおよびオペレータを含みます。

D8Tブルドーザの仕様
ウインチ

規格

ウインチモデル

PA 140OVS

質量*

1,790 kg

オイル容量

15 L

トラクタ全長の増加

563 mm

ウインチの長さ

1,430 mm

ウインチケース幅

1,160 mm

ドラム幅

320 mm

フランジ直径

457 mm

推奨ケーブルサイズ

29 mm

最適ケーブルサイズ

32 mm

ドラム容量 ‐ 推奨ケーブルサイズ

84 m

ドラム容量 ‐ オプションケーブル

59 m

ケーブルフェルールサイズ – 外径

60 mm

ケーブルフェルールサイズ – 長さ

70 mm

• 可変速度、油圧駆動、デュアルブレーキシステム、3ローラフェアリード。
* 質量: ポンプとオペレータコントロール装置を含む。

• 公示されている動作時の運転者音圧レベルは75 dB（A）
です。
これ
は、"ISO 6396:2008"を適用し、密閉したキャブで測定した場合の
値です。オプションの騒音パッケージを装備する機械での公示され
ている動作時の運転者音圧レベルは74 dB（A）
です。
これは、"ISO
6396:2008"を適用し、密閉したキャブで測定した場合の値です。
この測定は、エンジン冷却ファンを最高速度の70 %にして行われ
ました。騒音レベルは、エンジン冷却ファンの回転数により異なる
場合があります。この測定はキャブのドアとウィンドウを閉めた状態
で実施されています。キャブが適切に取り付けられ、整備されてい
る状態で測定されました。
• 開放された運転室で長時間、
あるいは騒音が大きい環境で機械を
運転する場合は、聴覚保護具が必要な場合があります。整備が適
切になされていないキャブで運転している場合、聴覚保護具が必
要になることがあります。
• 公示されている外部音響出力レベルは113 dB（A）
です。
これは、動
作時の試験手順および“ISO 6395:2008”に規定された条件で測定
した場合の値です。
この測定は、エンジン冷却ファンを最高速度の
70 %にして実施しています。騒音レベルは、エンジン冷却ファンの
回転数により異なる場合があります。
ROPS/FOPS
• 転倒時運転者保護構造（ROPS、Rollover Protective Structure）
は、ISO 3471:2008の基準に適合しています。
• 落下物保護構造（FOPS、Falling Objects Protective Structure）
は、ISO 3449:2005 Level IIの規格に適合しています。
ブレーキ
• クローラ機械ブレーキ要件は、ISO 10265:2008の基準に適合し
ています。
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D8Tブルドーザの仕様
寸法
寸法はすべて概算値です。

3

7
1

4

2

5

6

標準

サスペンションなし

LGP*

2,083 mm

2,083 mm

2,337 mm

トラニオン含む

3,057 mm

3,057 mm

3,311 mm

トラニオンなし
（標準シュー幅）

2,693 mm

2,693 mm

3,302 mm

3,472 mm

3,463 mm

3,295 mm

1 クローラ中心距離
2 トラクタの幅

3 グローサ先端からの車両高さ**
マフラ

3,566 mm

3,575 mm

3,566 mm

4 接地長

EROPS（レール頂点まで）

3,206 mm

3,258 mm

3,206 mm

5 トラクタ単体の長さ
（タグリンクトラニオンからリアグローサ先端まで）

4,647 mm

4,647 mm

4,647 mm

シングルシャンクリッパ（チップを地上に置いた状態）

1,519 mm

1,519 mm

—

マルチシャンクリッパ（チップを地上に置いた状態）

1,613 mm

1,613 mm

—

SUブレード

1,844 mm

1,844 mm

1,844 mm

Uブレード

2,241 mm

2,241 mm

—

Aブレード
（傾斜なし）

2,027 mm

2,027 mm

—

Aブレード
（25度傾斜）

各アタッチメントを含む長さは下記の長さを加算:

3,068 mm

3,068 mm

—

ドローバ

406 mm

406 mm

406 mm

6 グローサの高さ

78 mm

78 mm

78 mm

613 mm

606 mm

613 mm

7 最低地上高

**D8T LGPの標準シュー幅は965 mm（サスペンションなしのアンダキャリッジ装備の場合）。
**Catグレードコントロール3Dアンテナが取り付けられている場合は、全高は約82 mm高くなります。
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D8Tの標準装備品
標準装備品
標準装備の内容は異なる場合があります。詳細については、Catディーラにお問い合わせください。
パワートレーン
• C15 ACERTディーゼルエンジン
––電子ユニット噴射（EUI、Electronic
Unit Injection）
––後処理
––オフロード法2014年基準に適合
• 24 V スタータ
• 高性能並列クーリングシステム
• エアツーエアアフタクーラ
（ATAAC）
• エアフィルタ
（エレクトロニックサービス
インジケータ付き）
• エクステンドライフクーラント
• 油圧駆動式ファン
• 電動燃料プライミングポンプ
• 防音式排気システム
• 電気式パーキングブレーキ
• プレクリーナ
（ストラータチューブダスト
イジェクタ）
• プレスクリーナ
• シフト制御
––自動方向変換/自動シフトダウン機能
––スロットル制御（負荷補正機能搭載）
––改良型オートシフト
• 自動エーテル始動補助装置
• トルクディバイダ
• 電子制御式トランスミッション
––パワーシフト
（前進3速、後進3速）
• 4プラネタリ式2段減速
––プラネタリファイナルドライブ
• 電子制御トランスミッションコントロール
モジュール
• ターボチャージャ
• ウォータセパレータ

アンダキャリッジ（足回り）
• サスペンション付きPPRアンダキャリッジ
• 永久潤滑式ローラおよびアイドラ
• スプロケットリムセグメント
（交換可能）
• サスペンション付きアンダキャリッジ
• 8ローラチューブトラックローラフレーム
（キャリアローラ対応）
• 油圧式トラックアジャスタ
• トラックガイド
• 610 mm PPR標準仕様グローサシュー
（密封潤滑式トラック
（44セクション））
• 2ピースマスターリンク
油圧システム
• ステアリングと作業装置用に独立した油圧
システム
• 電子制御油圧システム
（ロードセンシング
ドーザリフト/チルト）
• 電子作動式クイックドロップバルブ
スタータ、バッテリ、オルタネータ
• オルタネータ
（150 A）
• ヘビーデューティバッテリ
• 始動補助用ソケット
電気系統
• 後進警報アラーム
• コンバータ
（24 Vから12 V）
• 診断コネクタ
• グラウンドレベルサービスセンタ
（アワーメータ付）
• ホーン（前方警告）

オペレータ環境
• ROPSマウントエアコン
• 調節式アームレスト
• アドバイザオペレータインターフェイス
––エレクトロニックモニタリングシステム
––診断サービス情報
––オペレータ設定
• ROPS/FOPSキャブ（騒音低減）
• 油圧ロックスイッチ
• シャットダウンタイマ付き乗降用ライト
• デセルペダル
• 電子制御ガバナスイッチ
• ヒータおよびベンチレータ
• リアビューミラー
• ラジオ対応
• キャブ関連ハーネス
• LED車内灯
• 布製エアサスペンションシート
• 巻取り式シートベルト
• ステアリングコントロール（方向および
速度コントロールサムスイッチ、
リコール
ボタン付き）
• 間欠式ワイパ
その他の標準装備品
• CD ROMパーツブック
• エンジンエンクロージャ
• イコライザバー（ピン固定）
• フロントけん引装置
• ヒンジ式ボトムガード
• グレードコントロール対応
• 耐腐食性HVACボックス
• リフトシリンダマウント
• 油圧オイルクーラ
• Product Link（プロダクトリンク）
• S∙O∙Sサンプリングポート
• ステアリング（電子制御式パワーディファ
レンシャル）
• 液体コンパートメント用の盗難防止システム
• エンジンルーム整備用ライト
• 6ライトパッケージ
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D8Tのオプション装備品
オプション装備品
オプション装備の内容は異なる場合があります。詳細については、Catディーラにお問い合わせください。
パワートレーン
• リバースファン
• 高速オイル交換システム
• スクリーン付プレクリーナ
• 高速燃料給油システム
• サービスパッケージ（パワートレーンおよ
びアワメータ、エコロジードレーン付）
• サーマルシールド
（遮熱CEMを含む）
• 高耐久サービスブレーキ
エンジン
• EU向け騒音低減エンジン
• サーマルシールド
• サーマルシールド
（EU向け騒音低減装置
付）
• エンジン冷却水 – 極寒冷地用（–51 °
C）
ラジエータ
• 8.5フィン/インチ（EU）
• 6.35フィン/インチ（粗目パッケージ）
（北米では標準装備）
油圧システム
• デュアルチルト用油圧システム
• ピンプーラ用油圧システム
• リッパ用油圧システム
• ウインチ用油圧システム
• 油圧作業装置けん引アレンジメント
• 油圧バルブファン – 寒冷地向け
スタータ、バッテリ、オルタネータ
• バッテリ
（極寒冷地向け）
• エンジンクーラントヒータ
（240 V）
• ダクト付150Aオルタネータ
電気系統
• プレミアムライトパッケージ（LED 10個）
• スイープライトパッケージ（ハロゲン8個）
• ライト
（警告ストロボ）
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オペレータ環境
• 視認性向上アレンジメント
• 強化二重ガラス
• 加圧式キャブ
• クイックオープンフロアプレート
• 布製エアサスペンションシー
（ヒータ/ベンチレータ付）
• サンバイザ
統合されたテクノロジ
• AccuGrade（アキュグレード）対応仕様
• AccuGrade（ディーラ装着）
• Catグレードコントロール3D
アンダキャリッジ（足回り）
• LGP仕様
• PPRアンダキャリッジ（サスペンションなし）
• 電動ボトムガード
（標準またはLGP）
• トラックペア
（44セクション、密閉潤滑式、
シングルグローサシュー）
ポジティブピンリテンショントラック
• PPRトラック
• PPRトラック – ガード付き
• PPRトラック – 極寒冷地向け
• 高耐久仕様トラック –
610 mm、660 mm、710 mm、965 mm
• 標準仕様トラック –
610 mm、660 mm、710 mm、965 mm
• 超高耐久仕様トラック – 610 mm
• 高耐久仕様トラック
（台形穴付き）–
610 mm、660 mm、710 mm、965 mm
• 超高耐久仕様トラック
（台形穴付き）–
660 mm
• 標準仕様トラック
（台形穴付き）– 710 mm

ローラオプション
• キャリアローラ
––サスペンション付き
––サスペンションなし
• シール（極寒冷地向け、
アイドラ/ローラ）
• ローラ
（極寒冷地向け/ピン）
• カートリッジピン（極寒冷地向け）
ガード
• ガード
（燃料タンク）
• ガード
（高速燃料給油）
• ガード
（センタトレッドアイドラシール）
• ガード
（ファン）
• フロントストライカバー
• スイープグループ
• 密閉式ボトムガード
その他のアタッチメント
• グラブハンドル（プッシュアーム）
ブレード
• 8Aアングルブレード
• 8Uユニバーサルブレード
• 8SUセミユニバーサルブレード
• 8SU LGPセミユニバーサルブレード
• 8SUランドフィルブレード
• 8SU LGPランドフィルブレード
• 石炭用ブレード
• 木材チップ用ブレード
• ロックガードやランドフィルガード、
さらに
プッシュプレートやウエアプレートも用途
に合わせて用意されています。

D8Tのオプション装備品
オプション装備品
オプション装備の内容は異なる場合があります。詳細については、Catディーラにお問い合わせください。
ブルドーザパッケージ
• 8Aブルドーザ
• 8 SU/Uドーザ（シングルチルト）
• 8 SU/Uドーザ（シングルチルト、
ガード付き）
• 8 SU/Uドーザ（デュアルチルト、
ガード付き）
• 8 LGPドーザ（シングルチルト）
• 8 LGPドーザ（シングルチルト、
ガード付き）
• 8 LGPドーザ（デュアルチルト、
ガード付き）

その他のブルドーザアタッチメント
• デュアルチルトアレンジメント
リアアタッチメント
• 固定式ドローバ
• リアカウンタウエイト
• 追加リアカウンタウエイト
• リアストライカバー
• リッパ（シングルシャンク）
• リッパ（マルチシャンク）
• リッパ（シングルまたはマルチシャンク、
ストライカバー付き）
• ピンプーラ
• ツース
（マルチシャンクリッパ）
• ツース
（シングルシャンクリッパ）
• ツース
（深堀用リッピング）
• ウインチ – 速度調整

特別仕様
• 産廃アレンジメント
• ストックパイルアレンジメント
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Cat製品、ディーラのサービス、各業界向けソリューションの詳細については、www.cat.comをご覧ください。
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CAT、CATERPILLAR、SAFETY.CAT.COM、それらの各ロゴ、"Caterpillar Yellow"および"Power Edge"のトレー
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労働安全衛生法に基づき、機体質量3トン未満の建設機械の運転には、事業者が実施する
「小型車両系建設
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「技能講習」を受講し修了証の
取得が必要です。
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