
新世代環境対応型エンジン搭載 ブルドーザ 

● 運転質量 ： 50,900kg（マルチシャンクリッパ仕様） 

● エンジン定格出力 ： 306kW（416PS） 

特定特殊自動車排出ガス基準適合車 

国土交通省第3次基準値排出ガス対策型 



ブルドーザ 

その先の技術へ・・・ 

次代のあるべき姿がある。 

生産性に、コスト低減に、そして環境対応に 

時代が求める性能を搭載して 

新たなる進化を遂げた 

CAT D9T ブルドーザ。 

表紙および上の写真はマルチシャンクリッパ装着車です。 

高効率をきわめた CATパワートレイン 

一歩先を考えた充実の 安全装備 

より快適で使いやすい オペレータステーション 

長期安定稼働を追求した 強じんな機体構造 

手間もコストも低減する メンテナンスサポート 

エレクトロニクスを駆使した 先進の制御システム 

ハイレベルな環境性能の実現 

生産性のあくなき追求 

先進の安全性 

オペレータ環境の向上 

高耐久という優れた価値 

先端技術が創る高い操作性 

イージーメンテナンスという信頼 

社
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特定特殊自動車 
排出ガス基準適合車 

 
特定特殊自動車排出ガス基準適合ラベル貼付前の車両は、 

国土交通省第3次基準値排出ガス対策型のみなし機械となります。 

 国土交通省 
 第3次基準値排出ガス対策型 

新世代環境技術「ACERT 
TM  テクノロジー」 

ア サ ー ト  



CATの新世代環境対応型エンジン 

（アサート） Technology
Advanced Combustion Emission Reduction Technology

CATの新世代電子制御エンジン「ACERT」。最先端のエレクトロニクス
を駆使し、燃焼行程を効率的に制御することで、排出ガスを最小限に抑
えました。クリーン、低コスト、そして高い信頼性を実現したCATの最
先端エンジンです。 

●定着した技術ＥＵＩ* 
●最大2,000気圧の 
  超高圧噴射で低燃費。 
●多段噴射で 
  排気ガス成分を低減。 

新開発ADEM 4 
●超高速の処理速度と大容量のメモリで 
  燃料の噴射量、タイミングをコントロール。 
●コントローラは窒素ガス封入で 
  安定した制御を維持。 

CAT電子制御システム 

燃料噴射システム 

吸気システム 
*ＥＵＩ： Electronic Unit Injection

注）各コンポーネントの写真は イメージです。 

排気を吸気に一切戻さずクリーンな空気だけをシリンダ内に供給し、
電子制御により最適な量の燃料を最適な条件で噴射して、燃焼
させることで排出ガスを飛躍的にクリーンにする最先端技術です。 

新世代環境対応型エンジン搭載 

生産性と環境性能のあくなき追求 高効率をきわめたパワフルな作業性能 

※写真はシングルリッパ装着車です。 ※写真はマルチシャンクリッパ装着車です。 

ブルドーザ 

ウェストゲートターボチャージャ 
●エンジンの負荷と回転数に合わせ吸気量をコント
ロール。より完全に近い燃焼が可能。 

空冷式アフタークーラ 

●吸気温度を下げて、より適正量を燃焼室に供給
可能。完全燃焼と排出ガスの清浄化を両立。 

最先端の走行性能を実現する足回り 

CATブルドーザのシンボル、高位置スプロケットデザイン。ファイナルド
ライブを車体重量支持から開放し、地上からの衝撃を回避するための
独自デザインです。 

ブレードを車体へ大きく近づける
事で強力な押し付け力、引き
起こし力を発揮。メインフレーム
とブレードが直接接続されている
ので、高負荷時でのブレードの
ふらつきや、長期間使用時のガタ
の発生も少なくなっています。 

ピンとブッシュの間にオイルを
密封し、内部摩耗の低減と土砂
などの混入防止によって足回り
寿命の飛躍的な延長を可能にし
ます。 
 
アイドラとトラックローラには独
自のデュオコンシール（対称型）
を採用し、密閉性がさらに向上。 

地上の凹凸に沿ってトラックローラが揺動するため、岩盤のような荒れ
た足場でも確実に地面を捉えた走行が可能です。この弾性足回りは飛躍
的なけん引力の向上と、低振動による乗り心地の良さを実現します。 

CATボギーシステムでは、前後
アイドラも揺動します。これによ
って、より地面に密着した走行が
可能になり、優れたけん引力を持
ちながらサスペンションのように
衝撃を吸収します。 

▲ピンのリンク抜けを防ぐリテーニングリン
グをピン部に装着。 

ピン 
リテーニング 
リング 

オイル 

ブッシュ 

強力なリッピング力 

強固なリッパは、ボギーシステムによる大きな牽引力と合わせて、強力な
リッピング力を発揮します。また、燃料タンク形状、リッパフレーム形状を
工夫し、オペレータからチップ先端を見やすくしています。 

CAT独自の高位置スプロケットデザイン 

CATボギーシステム（弾性足回り） 

密封潤滑式トラック 

タグリンク機構 

CATボギーシステムのメリット 

不整地でも足回りが確実に 
地面を捉える 

実接地面積が向上し 
スリップが減少 

常に広い接地面積を維持 優れたけん引力を発揮 

足回りの揺動で 
地面の凹凸を吸収 

車体やキャブへの振動が 
飛躍的に減少 

タグリンク機構のメリット 

高位置スプロケットのメリット 

スプロケットが重量支持から 
解放され、駆動力伝達だけを 
受け持つ 

走行抵抗が少なく、
省燃費 

パワートレインの 
耐久性に優れる 

スプロケット軸を中心に、 
作業に適した前後バランスにできる 

掘削、押土、 
リッピング性能向上 

ブレードを車体に 
近づけることができる 

ブレードの押付力が 
大きくなり、効率の 
よい掘削作業ができる 

重心 

近い 

18,100cc
総排気量 

306kW
(416PS)

定格出力 

安定したブレードパワー 

車体重量を効果的にブ
レードに伝え、強いブレ
ード掘削力を確保 

ブレード荷重はメインフ
レームに直接伝わるた
めに足回りの狂いが生
じにくくガタも少ない 

CAT C18 ACERTエンジンは、オフロード法※および国土交通省第3次
排出ガス対策型建設機械基準値に適合した高性能な環境対応エンジン
です。 

オフロード法※基準値に適合 

※ オフロード法・・・特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律 

特定特殊自動車 
排出ガス基準適合車 
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●1回の燃焼で多段噴射が可能 
●1000万通りの噴射パターンで
EPA（米国環境保護局）およびEU
の第3次規制に対応 

●CAT独自の技術の応用による高い
信頼性 

●オフロード法※排出ガス基準に適合 
※ オフロード法・・・特定特殊自動車 
排出ガスの規制等に関する法律 

パワートレイン各部への 
地上からの衝撃を回避 

CAT C18 ACERT 

TM

 エンジン搭載 
ア サ ー ト  



最先端の操作性、生産性を実現 エレクトロニクスを駆使した先進のシステム 

省燃費型油圧システム 

冷却効率の向上と修理コストの低減を両立 

2パスシステムにより高い冷却効率を実現
する、定評のAMOCS（Advanced Modu-
lar Cooling System）ラジエータを装備。
分割式ラジエータコアと、アッパータンクの
削除により万一のコア破損時の交換作業も
手間取りません。 

可変容量ピストンポンプの働きで、負荷に応じて必要な油量を供給。
エネルギーロスの低減や燃費向上に役立ちます。 

電子制御シフトを採り入れたディファレンシャルステアリング 

フルタイム両トラック駆動という、オペレーションの革新をもたらした
ディファレンシャルステアリングが、電子シフト式の採用で、さらに使い
やすくなりました。前後進切替と変速操作がより軽く正確に行え、優れ
た操作を体感できます。 

電子制御トランスミッションによる 
イージーオペレーション 

先進の電子制御トランスミッションシステム採用により「イージーオペ
レーション」をさらに促進。より正確なコントロール性と合わせ、操作
性・作業性の飛躍的な向上を実現します。 

ディファレンシャルステアリングのメリット 

旋回時でも直進時の速度を維持 高い機動性を発揮 

高い走行性 

傾斜地でも確実に旋回 
急な下り坂でも 
逆操向不要 

片側履帯を引きずらずに旋回 足場を乱さない 

土場条件によっては、 
スポットターンが可能 

▲1本のハンドル（デュアル
アシストグリップ）で前後
進切替と変速操作、旋回
角度とスピード調整が行
えます。 

前進1速 後進2速モード 
主に重掘削などの 
高負荷作業時に有効 

前進2速 後進2速モード 
一般的な整地・はなかき作業
などの軽・中負荷作業に有効 

あらかじめ前後進の速度段の組合せを設定できる2モードクイックシフ
ト機能を装備。前後進切替えのたびに各モードで設定された速度段に
瞬時に自動シフトし、オペレータの手間を大幅に低減します。 

▲押しながらの旋回（パワ
ーターン）が可能に 

▲片荷ドージング時の直進
維持が容易に 

大型AMOCSラジエータ 

2モードクイックシフト機能 

ブルドーザ 

デュアルチルト式 
セミユニバーサルブレードを標準装備 

ウェアプレート＆ロックガード 

パワーロスの少ない 
電子制御油圧駆動式デマンドファン（可変スピードファン） 

ファンベルトが不要な油圧駆動式冷却ファン。冷却水温に合わせて
ファン回転数を制御でき、過冷却によるパワーロスがなく、燃費低減
に貢献します。 

耐久性に優れた 
電子制御プラネタリ式トランスミッション 

オペレータの変速操作や作業中の負荷の変化を素早く感知し、トランス
ミッションのクラッチ接続を電子制御により最適にコントロールする、
ECPC (Electronic Clutch Pressure Control)を搭載。スムーズ
なシフトを可能にするとともに、シフト時のショックを解消します。 

ECPC（Electronic Clutch Pressure Control） 

耐久性に優れた 
電子制御プラネタリ式トランスミッション 

オペレータの変速操作や作業中の負荷の変化を素早く感知し、トランス
ミッションのクラッチ接続を電子制御により最適にコントロールする、
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なシフトを可能にするとともに、シフト時のショックを解消します。 

ECPC（Electronic Clutch Pressure Control） 

車速をコントローラがモニタし、車両に大きな負荷がかかった時に、自
動的にシフトダウンを行います。しかも作業状況に応じて、タイミング
を3段階の中から選択できます。効率よくシフトダウンをするため、
燃費を低減します。 

3モードオートダウンシフト機能 

アップシフトボタン 

ダウンシフトボタン 

左ステアリング 

右ステアリング 

前後進切替 

パーキング 
ブレーキスイッチ 

1 

2 

3 

4 

5 

6

5

6

1

4

2

3
高い信頼性をもつプラネタリ式トラ
ンスミッションは、負荷をプラネタリ
ギヤで分散して受けることで、高い
耐久性を確保し、ギヤの寿命をのば
します。 

ブレードには、デュアルチルト機構付
セミユニバーサルブレードを採用。岩
板、土などの堅さに応じた適切な切削
角（ブレードピッチ角）が得られます。
ウェアプレートを標準装備して磨耗に
よる本体の損傷を防ぎます。また、岩
などが落下し、シリンダやホースが
損傷することのないよう、ロックガード
を標準装備。安全に効率よく作業が
行えます。 



最新の作業環境をお届け 

世界で初めて大型ブルドーザにキャブを搭載したCAT。その人間重
視の伝統の理念に、最新のテクノロジーを盛り込んだ設備と空間デ
ザインを駆使した、CATの次世代オペレータステーションです。 

電子制御式（E&H）作業機コントロール 

排土 運土 掘削 

ボタン操作 ボタン操作 ボタン操作 ボタン操作 

オペレータ環境の向上 より広くより 便利なオペレータステーション 

従来タイプに比べ、幅が20cm広がり、さらに広くなったキャブ室内。
また、ドアの窓が大きくなり、ガラス面積が25％もの大幅アップ。ドア
形状もブレード作業視界の邪魔にならないよう配慮。ワイドなパノラマ
ビューで抜群の作業視界をお届けします。 

固定マウント式ハンドグリップ
を採用。足場の悪い現場でも
確実に保持できるため、正確
なリッピング作業が行え、誤作
動も防ぎます。リッパ自動格納
機能により、サイクルタイムが
短縮し、生産性が向上します。 

新設計の大型キャブを搭載。ワイド
な視界、電子制御システムにより「疲
れの少ない」操作系など最新のオペ
レータ環境を提供 

▲
 

▲アドバイザリモニタ 

▲ダッシュパネル 

優れた冷暖房能力に加え、キャブ内をクリーンに保つプレッシャライザ機
能付きで、常に快適な室内を維持します。 

たっぷりと厚みのある座面、多段階に調節可能なサスペンション＆リクライ
ニング機能など、人間工学に基づくデザインを採用。長時間座り続けても
疲れの少ない、抜群の快適性を発揮します。 

車両の稼働状況や操作状況を素早く
確認可能。インジケータランプやメッ
セージ表示によって万一の車両の異
常状態も警告します。また、アドバイザ
リモニタからは、様々なオート機能に
対してオペレータ好みのセッティング
を登録できます。 

CATモニタリングシステム 

エンジンエンクロージャが多角形
タイプになり、ブレード部の視界が
さらに広がりました。見やすくなっ
た前方視界により、ますます作業性
も向上します。 

電子式リッパコントロール 

アドバイザリモニタ＆ダッシュパネル 

広く明るくなったキャブ 

ブレードへの視界性向上 

大容量エアコン 

コンフォートシート 

リッパ自動格納機能 

自動格納ボタンを押すと、自動的に
リッパが上がり、好みのシャンク位
置（上げのみ、上げ＋シャンクイン、
上げ＋シャンクアウト）になります。 

ブルドーザ 

ブレードの反応速度（レスポンス）を3段階に切り替え可能。また、ブレ
ードの浮き機能などの調整が容易に行え、思い通りの操作により生産
性が向上します。 

掘削、運土、排土、それぞれの作業に最適なブレードピッチ角度を設定
（＋4.8度から－5.2度）しておくと、スイッチ１つで切り替えることがで
きます。 

オートブレード
アシスト機能 
中断／復帰 

オートブレードア
シスト機能作動時
のピッチ角選択 

ブレードピッチ
角度調整 

ブレードチルト
左傾／右傾 

ブレード 
上げ／下げ 

3モードブレードコントロール 

オートブレードアシスト機能 

無線など様々な自動車用電気機器が使用できます。 

カップホルダ、リヤビューミラーなど、様々なユーティリティ装備を用意し
ました。 

12V電源を標準装備 

便利なユーティリティ装備 

落下物保護構造 

＊2
Falling Object Protective Structure

＊1、＊2はISO（国際標準化機構）及び 
SAE（米国自動車技術協会）の規格に 
よります。　 
＊2は労働安全衛生法によるヘッドガードの 
機能も満たします。 

＊1

転倒時運転者保護構造 
Rollover Protective Structure

最大 
＋4.8° 最大 

－5.2° 

自動格納ボタン 

2スピーカが装備されステレオ放送が楽しめます。（FM） 

AM/FMラジオ 








