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2011年排出ガス後処理装置(DPF)
装着車両の正しいご使用について
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DPFについて

※オフロード法2011 年基準適合車には排出ガス後処理装置にDiesel Particulate Filter( 以下DPF) が使用されています

建設機械のオペレータの皆さまへ

2011年排出ガス後処理装置(DPF)
装着車両の正しいご使用について

わが国の排出ガス規制は､1991年以降徐々に強化され､2006年には環境省・経済産
業省・国土交通省3省共管の『特定特殊自動車排出ガスの規制に関する法律』(オフ
ロード法) が施工されました。
その後2011 年基準へとさらに強化され､PM(スス・粒子状物質)の基準値は2006 年
基準に比べ､9割削減した厳しいものとなっており、排出ガス規制に対応する為、
DPF等の排出ガス後処理装置が多くの機械に使われることとなりました。これらの
装置は適正に使用しないと、エンジン停止などの原因になります。
以降の点について、正しいご理解をお願いします。

DPF装置とは
エンジンから排出されるPMをスーツフィルタに捕集し、
フィルタに堆積したPMは酸化触媒により高温となった
排出ガスにより燃焼されます。
尚、エンジンオイル中に微量に含まれるアッシュ(灰分)は
フィルタに徐々に堆積しますのでメーカー指定のインター
バルにてフィルタの洗浄が必要です。
(酸化触媒は、洗浄不要です。)
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各社で装置の名称、表示の色・方法、取り扱い方法などが異なりますので、
詳細については、必ずご使用車両の取扱説明書をご確認ください！

注  意

(1) 2011年排出ガス規制適合機での排出ガス浄化の仕組み(例)

(2) PM捕集と再生制御によるPM除去

■ 建設機械の排出ガス規制(75kW以上130kW未満の場合)



軽油を使用しない場合、エンジン能力を十分発揮できないだけ
でなく、DPF内のディーゼル酸化触媒の劣化、スーツフィルタ
の早期詰まり・破損などさまざまな不具合が発生します。
2007年以降、軽油に含まれる硫黄分は10ppm以下となって
います。

低硫黄軽油について02

参考資料04

DPF付きの建設機械のエンジンオイルには、低アッシュ(灰分)
オイルが指定、または推奨されています。
(JASO：DH2、API：CJ4など)
低アッシュ(灰分)オイルは、DPFの詰まりを抑制するため、
オイル中のアッシュ(灰分)の元となる金属添加剤を低減した
オイルです。
メーカー指定以外のオイルを使用すると、スーツフィルタへ
のアッシュ(灰分)の堆積が早まり、目詰まりが起きやすくなり
ます。

DPF対応エンジンオイルについて03

DPF：
Diesel Particulate Filterの略で、排出ガスを高温にする酸化触媒とPM(粒子状物質)を堆積し再燃焼させるスーツフィ
ルタで構成される排出ガス後処理装置である。
酸化触媒、スーツフィルタの素材は、熱に強いセラミックが用いられそれぞれ触媒が担持されている。

PM(粒子状物質)：
Particulate Matter(粒子状物質)の略で、ディーゼルエンジンの燃焼で排出される黒色の排気物で、一般的にスス(煤)と
も呼ばれている。
PM(粒子状物質)は、ススを中心に燃え残りの燃料や潤滑油に含まれるHC分(炭化水素)と燃料に含まれる硫黄分が酸化さ
れたサルフェート(硫化化合物)で構成され2.5μ前後の大きさに凝集された黒色の粉末である。

再生(PM燃焼除去)：
スーツフィルタに堆積したPMを燃焼除去することを再生と呼んでいる。
再生には、酸化触媒の機能を使わずスーツフィルタ入り口の排気温度が触媒の活性化する温度以上の場合に再生する｢自
己再生｣と、再生用燃料を酸化触媒に供給することで排気温度を上昇させ再生する｢強制再生｣の2つのタイプがあり、さ
らに｢強制再生｣には｢自動再生｣と｢手動再生｣の2種類のタイプがある。

手動再生：
自動再生が完了しない場合やPMの過堆積を検知した場合、再生が必要なことを知らせることにより、オペレータの手動
操作で強制再生を行うこと。
この場合、作業は中断し各メーカー指定の方法で再生を完了させる必要がある。

自動再生：
一定の時間経過またはスーツフィルタ前後の圧力差検知により自動で強制再生を行うこと。
この場合オペレータの操作は不要で通常の作業も可能である。



もくじ05
各社必要な資料は以下をクリックしてください。

【資料制作】
　IHI建機株式会社、コベルコ建機株式会社、酒井重工業株式会社、住友建機株式会社、日立建機株式会社
　一般社団法人日本建設機械施工協会(機械整備技術委員会)

●IH I建機株式会社 ミニショベル クローラクレーン クローラキャリア

●コベルコ建機株式会社 クローラクレーン ラフテレーンクレーン

●酒井重工業株式会社 タイヤローラ

●住友建機株式会社 油圧パワーショベル

●日立建機株式会社 油圧ショベル

(2016年10月)



DPFは、排気ガスに含まれるスス(粒子状物質)をマフラー内の

フィルタに捕集し一定以上堆積すると、作業中に燃焼除去を

行います(DPF自動再生)。

エンジン回転数が低い軽負荷作業などでは、自動再生が完了

しない場合があります。

そのときは、停車して手動で再生を行う必要があります(DPF

手動再生)。

DPF再生警告表示

適用機種： 40V4-F、50V4-F、60V4-F、80V4、55N4　　
※詳細については取扱説明書を参照してください。

DPF搭載ミニショベルの取扱い
I H I建機株式会社
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・DPF警告ランプ、エンジン警告ランプともに点灯または点滅しません。
・機械稼働中に自動的に再生を行います。( 80V4、55N4の場合：排気温度警告ランプが点灯します。）
・通常よりエンジン音が高くなりますが故障ではありません。
・再生中は機械動作に変化はありません。

3000h　ごとに洗浄して下さい。指定サービス工場に
連絡して下さい。
DPFに堆積したアッシュ(オイル添加剤に含まれる金
属分が堆積したもの。)を除去する必要があります。

自動再生02

・下記状態の場合、機械を停車して再生を行って下さい。
・40～60V4-Fの場合：DPF警告ランプが点滅します。さらに稼動し続けているとエンジン警告ランプが点灯します。
・80V4、55N4の場合：DPF警告ランプ、エンジン警告ランプが点灯します。また、操作ロックレバーを上げると、
　DPF手動再生スイッチが点滅します。

手動再生03

警　告 注  意

DPFのメンテナンス04
グレードは､API CJ-4､JASO DH-2。粘度等
級は､SAE10W-30､SAE15W-40を必ず使用
してください。

エンジンオイル05

I H I建機株式会社

・

・

・

屋内などの換気の悪い場所でDPF再生を行うときは､
適切な換気を行って下さい。
DPF再生を行うときは､DPF周辺の燃えやすいゴミな
どを取除いてから再生を行って下さい。
再生中および再生直後のDPFは高温です。やけどの
恐れがあるので触らないで下さい。

・
・

・

水温が低い場合暖機運転を行ってから再生を行って下さい。
エンジンを停止または操作ロックレバーを解除位置にすると再生を中
止します。
手動再生の要求がある状態でさらに稼働し続けると、エンジン警告ラ
ンプ(40～60V4-F)またはDPF警告ランプとエンジン警告ランプ
(80V4・55N4)が点灯し、さらにエンジン機能が制限されます。その
場合手動再生はできません。指定サービス工場に連絡して下さい。



DPFは、排気ガスに含まれるスス(粒子状物質)をマフラー内のフィルタに捕集し一定以上堆積

すると、作業中に燃焼除去を行います(DPF自動再生)。

エンジン回転数が低い軽負荷作業などでは、自動再生が完了しない場合があります。

そのときは、停車して手動で再生を行う必要があります(DPF手動再生)。

DPF再生警告表示

適用機種： CCH1200-6　　※詳細については取扱説明書を参照してください。

DPF搭載クレーンの取扱い
I H I建機株式会社
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DPFは、排気ガスに含まれるスス(粒子状物質)をマフラー内のフィルタに捕集し一定以上堆積

すると、作業中に燃焼除去を行います(DPF自動再生)。

エンジン回転数が低い軽負荷作業などでは、自動再生が完了しない場合があります。

そのときは、停車して手動で再生を行う必要があります(DPF手動再生)。

DPF再生警告表示

適用機種： IC120　　※詳細については取扱説明書を参照してください。

DPF搭載クローラキャリアの取扱い
I H I建機株式会社
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・機械稼働中に自動的に再生を行います。
・再生中はHEST表示ランプが点灯します。
・通常よりエンジン音が高くなりますが故障ではありません。
・再生中はローアイドル回転数が上昇します。

4500h　ごとに洗浄して下さい。指定サービス工場に
連絡して下さい。
DPFに堆積したアッシュ（オイル添加剤に含まれる金
属分が堆積したもの。）を除去する必要があります。

自動再生02

手動再生03

注  意警　告

再生の無効04

DPFのメンテナンス05
グレードは､API CJ-4､JASO DH-2。粘度等
級は､SAE10W-30､SAE15W-40を必ず使用
してください。

エンジンオイル06

I H I建機株式会社

WARNING画面が出た場合は、指定サービス工場に連絡して下さい。

注  意

・DPF警報ランプが点灯したら機械を停車して手動再生を実施して下さい。
・さらに稼動し続けていると、DPF警報ランプが点滅し、WARNING画面に切替り、エンジン警報ランプが点灯し、
　さらにエンジン出力が制限されます。すみやかに機械を停車して再生を行って下さい。

い。

・

・

・

屋内などの換気の悪い場所で再生処理を行うときは､
適切な換気を行って下さい。
再生処理を行うときは、DPF周辺の燃えやすいゴミ
などを取除いてから再生を行って下さい。
再生中および再生直後のDPFは高温です。
やけどの恐れがあるので触らないで下さい。

・エンジン警報ランプが点滅した状
態でさらに稼動し続けると、エン
ジンが停止し再始動ができなくな
ります。その場合手動再生はでき
ません。指定サービス工場に連絡
して下さい。



・機械稼働中に自動的に再生を行います。
・再生中はHEST表示ランプが点灯します。
・通常よりエンジン音が高くなりますが故障ではありません。
・再生中はローアイドル回転数が上昇します。

4500h　ごとに洗浄して下さい。指定サービス工場に
連絡して下さい。
DPFに堆積したアッシュ（オイル添加剤に含まれる金
属分が堆積したもの。）を除去する必要があります。

自動再生02

・DPF警報ランプが点灯したら機械を停車して手動再生を実施して下さい。
・さらに稼動し続けていると、DPF警報ランプが点滅し、エンジン警報ランプが点灯し、
　さらにエンジン出力が制限されます。すみやかに機械を停車して再生を行って下さい。

手動再生03

注  意警　告

再生の無効04

DPFのメンテナンス05
グレードは､API CJ-4､JASO DH-2。粘度等
級は､SAE10W-30､SAE15W-40を必ず使用
してください。

エンジンオイル06

I H I建機株式会社

WARNING画面が出た場合は、指定サービス工場に連絡して下さい。

注  意

い。

・

・

・

屋内などの換気の悪い場所で再生処理を行うときは､
適切な換気を行って下さい。
再生処理を行うときは､DPF周辺の燃えやすいゴミな
どを取除いてから再生を行って下さい。
再生中および再生直後のDPFは高温です。やけどの
恐れがあるので触らないで下さい。

・エンジン警報ランプが点滅した状
態でさらに稼動し続けると、エン
ジンが停止し再始動ができなくな
ります。その場合手動再生はでき
ません。指定サービス工場に連絡
して下さい。



スス堆積ゲージ モード キャンセル クレーン操作 燃焼時間目安 エンジン
(min-1)

ーーー リフレッシ (自動 ) 可 能 可 能 5分 1,000
3 ～ 4 自 動 可 能 可 能 5～ 10分 900
5～ 7 手 動 可 能 不 可 15～ 20分 1,000
8 手 動 不 可 不 可 25分以上 1,000
9 強 制 不 可 不 可 30分以上 1,000
10 エラー 故障の扱いとなるので、弊社指定サービス工場へ連絡下さい

スス堆積量表示と
操作方法について

スス堆積量別動作条件

（1）リフレッシュモード【ゲージ：ーーー】

適用機種： 7050G、7070G、7090G、7120G、7210G(FS)、7200G、BM800G、
BM1000G、BM1500G、SL4500J-2、SL6000J-2

※詳細については、取扱説明書を参照してください。

運転席モニタ画面

スス堆積ゲージ

DPF(排気ガス後処理装置)搭載型
クローラクレーン

コベルコ建機株式会社

排気ガス中のススを堆積しておくＤＰFが排気ガス
フィルタの役割をしており､一定時間経過すると､
溜まったススを燃やします。堆積量はモニタのス
ス堆積ゲージで表示します。
ススの燃焼は自動で始まります。燃焼のキャンセル
はなるべく行わずに運転するようお願い致します。
DPFのリフレッシュ/燃焼中はエンジン回転が一時
的に上昇し､油圧システムからリリーフ音が発生し
ますが機械の異常ではありません。リフレッシュ/
燃焼中はエンジンを停止させないで下さい。

リフレッシュ：

キャンセル：

ローアイドル、低負荷作業を長時間継続すると、排気ガ
ス後処理装置に未燃燃料が溜まるため自動的にリフレッ
シュします。(ススの燃焼は行っておりません。)
リフレッシュモードはスス堆積ゲージのレベルにかかわ
らず作動します

リフレッシュ状態でエンジン回転数が1,100min-1を超え
るとキャンセルとなります。
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操作手順02

リフレッシュには数分間状態維持を必要としますので、一度キャンセルされると初め
からやり直しとなります。可能な限り終了するまでエンジン停止やキャンセルを行わ
ないでください。

注  意

■堆積量ゲージ

白
0～2

黄
3～4

橙
5～9

赤
10



コベルコ建機株式会社

（2）自動【ゲージ：３～４】
燃　焼：

キャンセル：

無操作状態を検出し、ススの燃焼は自動的に開始されます。
スス燃焼ゲージのアイコンが点滅し、消灯したら終了です。

自動再生中にモニタの左下にキャンセルスイッチが
表示されますので押すと、燃焼を中断します。

操作手順02

手動（ゲージ５）以上の状態ではクレーン操作が出来ないなど、制約が多いので、自動で燃焼して下さい。

注  意

（3）手動【ゲージ：５～８】
燃　焼：

キャンセル：

アイドリング状態にして、 　  を押して下さい。
『ＤＰF再生中』と表示され、アイコンが点滅し、消灯し
たら終了です。

（4）強制【ゲージ：９】
機器を保護する為にクレーンの操作が行われていな
い事を検出し、強制的に燃焼が開始されます。
※この時、クレーン操作も出来ません。

（5）エラー【ゲージ：１０】
装置のフィルタ部分に多くのススが蓄積しています。専用
の装置にて洗浄するか、フィルタ部を交換する必要があり
ます。弊社指定のサービス工場へご連絡下さい。

         を押すと燃焼をキャンセルできます。
キャンセル後に燃焼を開始する場合は 　を押すと
燃焼を開始します。

※燃焼中はクレーン操作が出来ません。
※蓄積量『８』となるとキャンセルは出来ません

注  意

■ DPF再生部品番号一覧表

※ 再生部品として再利用できない一例
1．外観に置いて凹み・曲がり・著しい腐食が確認されたもの。
２．DPFのIN側、OUT側のセラミック部に傷があるもの。
３．DPFのOUT側に内部損傷によるススが付着しているもの。

機 種
8-052KR

7050G/7070G/7090G

7120G/7200G/BM800G/BM1000G/BM1500G

SL4500J/SL6000J/MK650

VHS1805E0880CRUS1
VHS1805E0810US1
VHS1805E0830US1
VHS1805E08130US1

4,500時間ごとのDPFメンテナンス03
DPFの4,500時間ごとの清掃にはコベルコの再生部品を
ご使用下さい。
DPF洗浄後は、内部の状態が確認しにくく、清掃作業中
の環境問題などもあり、コベルコでは交換工事がすばや
く完了する事と、安定した品質の確保の観点から再生部
品を設定致しました。
＊お客様のクレーンから取り外したDPFになんらかの理
由で再生部品として使用できない場合は、新品部品価格
となりますのでご了承ください。

DPF対応エンジンオイル使用のお願い04
DPF付エンジンのオイルには、DPFの詰まり
を抑制するために、オイル中のアッシュ(灰分)
の元となる金属添加剤を低減した低アッシュ
オイル【DH-2】が使用されています。
指定以外のオイルを使用するとDPFへのアッ
シュの堆積が早まり、早期目詰まりの原因と
なりますので、コベルコ純正のスーパーマル
チエンジンオイル【DH-2】をご使用下さい。

■ スーパーマルチエンジンオイル『DH-2』部品番号
DH-2 部品番号

20リッター缶 KAPYN01T01077D1
200リッタードラム缶 KAPYN01T01077D2

P11C-VC

E13C-VV

J08E-UV

J08E-UV

エンジン 部品番号



スス堆積ゲージ モード 燃焼要求表示ランプ キャンセル クレーン操作 燃焼時間目安 エンジン
(min-1)

ーーー リフレッシ(自動 ) OFF 可 能 可 能 *1 5 分 制限なし
3～ 4 自 動 OFF 可 能 可 能 *1 10 ～ 15分 制限なし
5～ 7 手 動 ON 可 能 可 能 *2 25 ～ 30分 870
8 手 動 ON・警告音 不 可 可 能 *2 30 分以上 870
9 強 制 ON・警告音 不 可 可 能 *2 30 分以上 870
10 エラー 故障の扱いとなるので、弊社指定サービス工場へ連絡下さい

*1 走行・クレーン操作は可能ですが、クレーン操作中はリフレッシュ /燃焼が一時的に停止する為、スス堆積量が増加する場合があります。
*2 走行・クレーン操作は可能ですが、走行・クレーン操作中は燃焼が一時的に停止する為、スス堆積量が増加していきます。
燃焼中、非常時の退避以外では、走行・クレーン操作は行わないで下さい。
スス堆積量が 5～ 7の間にスス燃焼スイッチにて燃焼を停止させた場合はもう 1度スイッチを押すまでは燃焼が停止します。
停止後は速やかに燃焼スイッチにて燃焼を再開し、完了させてください。

スス堆積量表示と
操作方法について

スス堆積量別動作条件

適用機種： RK250-8
※詳細については、取扱説明書を参照してください。

クレーン運転席

DPF(排気ガス後処理装置)搭載型
ラフテレーンクレーン

コベルコ建機株式会社

排気ガス中のススを堆積しておくＤＰFが排気ガス
フィルタの役割をしており､一定時間経過すると､溜
まったススを自動的に燃やします。
リフレッシュ/燃焼中は排気ブレーキが作動する為､
エンジン音が大きくなりますが、機械の異常ではあ
りません。リフレッシュ/燃焼中はエンジンを停止
させないで下さい。
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● スス燃焼要求ランプ
クローラクレーンのようにスス堆積
量は常時表示されておりません。
堆積量の数値を確認したい場合は項
目2を参照ください。

● スス燃焼スイッチ
ご使用の条件によっては自動で燃焼が完了しない場
合があります。この時にメータパネル内のスス燃焼
要求ランプが点滅しますので、スス燃焼スイッチを
押して手動でススを燃焼して下さい。
(燃焼中にもう一度押すと、”燃焼停止スイッチ”
として機能します。)

スス堆積量： スス堆積量は常時表示されておりません。
必要に応じて上記運転席の操作パネル内選
択スイッチにてスス堆積量を確認すること
が出来ます。

スス堆積量： スス堆積量を０～10の11段階で表示しま
す。スス堆積量が8以上になった際は、堆
積量を赤色で表示します。

モード：DPFの状態を表示します。通常運転、リフレッ
シュモード、自動再生中、手動再生要求など。

スス堆積量確認方法02



コベルコ建機株式会社

操作手順03
(1) リフレッシュモード

リフレッシュ： ローアイドル、低負荷作業を長時間継続すると、排気ガス後処理装置に未燃燃料が溜
まるため自動的にリフレッシュします。(ススの燃焼は行っておりません。)
リフレッシュモードはスス堆積量にかかわらず作動します。
リフレッシュモード実施を知らせる表示はありません。

キャンセル： リフレッシュモード中に走行・クレーン操作をするとキャンセルとなります。

(2) 自動【堆積量：３～４】
燃　焼：ススの燃焼は自動的に開始されます。自動燃焼中を知らせる表示はありません。

キャンセル：燃焼中に走行・クレーン操作を行うと燃焼は一時的に停止されます。走行・クレーン
操作を停止すると燃焼は再度自動的に再開されます。

スス燃焼スイッチ

(3) 手動【堆積量：5～7】
燃　焼：運転席メータパネル内のスス燃焼要求ランプが点滅します。

スス燃焼スイッチを押して下さい。燃焼が開始されるとランプ
は点灯に変わります。燃焼が完了するとランプが消灯します。

キャンセル： 燃焼中に走行・クレーン操作を行うと燃焼は一時的に停止
されます。走行・クレーン操作を停止すると燃焼は再度自
動的に再開されます。燃焼中にスス燃焼スイッチを押すと
燃焼は停止します。再度燃焼スイッチを押すまで燃焼は再
開されませんのでスス堆積量は増加していきます。

走行・クレーン操作を行っている際は、スス燃焼スイッチを押しても燃焼は始まりま
せん。エンジン回転数をアイドル、走行・クレーン操作を停止し、燃焼を開始してく
ださい。

注  意

(4) 手動【堆積量：8】
スス堆積量が8以上になると警告音(プル、プル、プル)が断続的に鳴りま
す。ススが多く堆積している状態ですので、速やかに再生を完了させて下
さい。スス燃焼スイッチによる燃焼の停止は出来ません。

(5) 強制【堆積量：9】
スス堆積量が9以上で、エンジン回転数がアイドル、走行・クレーン操作
が停止すると、排気ガス後処理装置の故障を防止するため、強制的に燃焼
を開始します。

(6) エラー【堆積量：10】
排気ガス後処理装置の故障となり(EDCランプが点灯)エンジン出力がダウ
ンします。速やかに最寄りの弊社指定サービス工場に連絡して下さい。



■ DPF再生部品番号一覧表

※ 再生部品として再利用できない一例
1．外観に置いて凹み・曲がり・著しい腐食が確認されたもの。
２．DPFのIN側、OUT側のセラミック部に傷があるもの。
３．DPFのOUT側に内部損傷によるススが付着しているもの。

機 種
8-052KR

7050G/7070G/7090G

7120G/7200G/BM800G/BM1000G/BM1500G

SL4500J/SL6000J/MK650

VHS1805E0880CRUS1
VHS1805E0810US1
VHS1805E0830US1
VHS1805E08130US1

P11C-VC

E13C-VV

J08E-UV

J08E-UV

エンジン 部品番号

■ スーパーマルチエンジンオイル『DH-2』部品番号
DH-2 部品番号

20リッター缶 KAPYN01T01077D1
200リッタードラム缶 KAPYN01T01077D2

コベルコ建機株式会社

4,500時間ごとのDPFメンテナンス04
一定時間燃焼すると、ススが燃焼して「灰」となって
DPF内部にわずかな残量残る為、4,500時間ごとに取り
外して清掃が必要となります。
DPFの4,500時間ごとの清掃にはコベルコの再生部品を
ご使用下さい。
＊お客様のクレーンから取り外したDPFになんらかの
理由で再生部品として使用できない場合は、新品部品
価格となりますのでご了承ください。

DPF対応エンジンオイル使用のお願い05
DPF付エンジンのオイルには、DPFの詰まりを抑制する
ために､オイル中のアッシュ(灰分)の元となる金属添加剤
を低減した低アッシュオイル【DH-2】が使用されてい
ます。指定以外のオイルを使用するとDPFへのアッシュ
の堆積が早まり､早期目詰まりの原因となりますので､コ
ベルコ純正のスーパーマルチエンジンオイル【DH-2】
をご使用下さい。



レベル
(段階 )

DPF
メータ
目盛

再生ランプ
(緑 )

駐車手動再生
要求ランプ
(橙 )

駐車手動再生
スイッチ
(黒 )

エンジン
ウォーニング
ランプ
(赤 )

自動
再生

駐車
手動
再生

エンジ
ン出力
時制限

操作要領

0
( 再生
不要 )

1 ～ 11

消灯 消灯 消灯

不要 不要 無し

1　
( 自動
再生 )

12
( 最大 )

12 目盛以下
でも再生が必
要になる場合
もあります。

点灯　 消灯

消灯

消灯

可 不要 無し

2
( 駐車手動
再生の
要求 )

点灯 点滅
黒スイッチを
押し再生が始
まると、橙ラ
ンプは点滅か
ら点灯に変わ
ります。

消灯

可 可 無し

3
( 駐車手動
再生の
緊急要求 )

点滅 点滅 点灯

不可 可 有り

4
( サービス
ツールに
よる再生 )

点滅 点灯

不可 不可 有り

DPF再生
時の一般
注意事項

エンジン
オイルに
ついて

1)

2)
3)

4)
5)

一酸化炭素中毒を避けるため､車庫や室内等では再生しない。やむをえず実施する場合には十分に換
気する。
ヤケドを避けるため､再生中および再生後はDPFと排気管に触らず近寄らない。
排風熱による火災､ヤケド､路面の標識(塗料)及び植栽等の変色や焼損等を避けるため､これらを高温
排風から十分離す。
再生中の白い排気煙は水蒸気であり、排気温度の上昇に伴い消滅するため､異常ではありません。 
DPFの再生後はすぐにエンジンを停止せず､約5分間アイドリング運転をしてください。エンジン
が故障する原因となります。

1)

2)
3)
4)
5)

ローラを安全な場所へ移動する。
(排気温度が高いのでヤケド・火災に注意)
前後進レバーを中立にする。
駐車ブレーキスイッチを押す。
エンジンをアイドリングする。
駐車手動再生スイッチを押す。

駐車手動再生要求ランプ(橙)が点滅から点灯に変わったのち、エンジン
回転数が自動的に上がり手動再生が開始されます。約30分後、エンジン
回転数がアイドリングにもどり、駐車手動再生要求ランプ(橙)が消灯し
再生完了です。再生完了後は、必ずエンジンを約5分間アイドリング運
転をしてください。

手動再生は不要です。
通常通りのローラ運転ができます。

通常通りのローラ運転ができます。
ECO MODE(エンジン回転数1,600rpm以上)で使用してく
ださい。

2時間以内に駐車手動再生を実施してください。

速やかに駐車手動再生してください。
再生後、ウォーニングランプが消灯しない場合は、当社営業
所または当社指定工場にご相談ください。

当社営業所または当社指定工場にご相談ください。

1)

2)
3)

毎日の始業点検時､エンジンオイルが上限レベルを超えている場合､直ちにオイルを交換してくださ
い。再生中にエンジンオイルに混入した燃料に因ってエンジンが故障する原因となります。
DPFの自動再生間隔が5時間未満になった場合､エンジンオイルを交換してください。
エンジンオイルには必ずJASO DH-2またはAPI CJ-4を使用してください。

駐
車
手
動
再
生
の
手
順

運転操作装置各部の名称

適用機種： TZ703　　※詳細については取扱説明書を参照してください。

DPF搭載タイヤローラ取扱い
酒井重工業株式会社
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DPFメータ

駐車手動再生スイッチ(黒)

駐車手動再生要求ランプ(橙)
再生ランプ(緑)

■ DPFメータ

■駐車手動再生スイッチ(黒)

DPF(ディーゼルパティキュレートフィルタ)に
堆積したPM(粒子状物質)量を表示します。

■DPF(ディーゼルパティキュレートフィルタ)の取り扱い
DPFは堆積したススを自動、または手動によって燃焼し再生することができます。下記の取扱説明書に従って、DPFお
よびエンジンを適切に取扱いください。

■駐車手動再生要求ランプ(橙)
再生ランプ(緑)点灯後､DPFにPMが一定量堆積
し､手動再生が必要なときに点滅します。

■再生ランプ(緑)
DPFにPMが一定量堆積すると､再生ランプ(緑)
が点滅します。

駐車手動再生要求ランプ(橙)が
点滅したとき､スイッチを押す
とDPFの再生を行います。

注  意
駐車手動再生要求ランプ(橙)消灯時は、駐車手動再生スイッチ(黒)を押し
てもDPFの再生を実施しません。



エンジンオイル
API CJ-4 JASO DH-2

JX 日鉱日石エネルギー ー ディーゼル
DH-2/CF-4

出光興産 ー
アポロイル

クリーンランナー
DH-2

コスモ石油 ー コスモ ECO
ディーゼル (DH-2)

昭和シェル石油 シェルリムラ
R5 LE

シェルリムラ
R4 L-J

EMGマーケティング
(モービル) ー モービル デルバック

スーパーDH-2

推奨油脂銘柄表07

作動油 耐摩耗性 ISO-VG32
VI 140 以上

ISO-VG46
VI 140 以上

ISO-VG68
VI 140 以上 ISO-3448

グリース リチューム系極圧タイプ　NLGI-2
ブレーキ液 SAE J706-70R / DOT 3
燃 料 軽油 JIS・K2204-2 号　ASTM・D975-2D

油脂名 サービス
分類

気温と適用粘度グレード
相当規格-15 ～ 30℃

寒冷地域
0～ 40℃
温暖地域

15～ 55℃
高温地域

エンジン
オイル

API-CJ-4
または

JASO DH-2
SAE10W-30 SAE10W-30 SAE10W-30 ー

酒井重工業株式会社

DPFは排出ガスに含まれるPM(粒子状物質)を捕集し、自動または手動によりPMを燃焼(再生)処理する装置です。
DPFの性能を保つため、必ず次のことをお守りください。

・必ず当社が指定・推奨( 『06.推奨油脂』参照 )の燃料・油脂類を使用してください。
・DPFマフラ､排気管は改造しないでください。
正常な性能を発揮できず､DPFが故障する原因となります。
・落下したDPFは使用しないでください。
DPFはマフラ内にセラミック製の触媒を内蔵している装置です。強い衝撃をあたえるとDPFが故障する恐れがあります。

DPF装置とは02

DPFに一定量のPMが堆積すると､再生ランプ(緑)が点灯し自動でPMを燃焼(再生)します。自動再生条件を充たせない場
合は、駐車手動再生要求ランプ(橙)が点滅し手動再生が可能になります。

DPFの再生03

再生ランプ(緑)点灯時に、水温・排気温度の条件を充たすと、自動的にDPF内に堆積したPMを燃焼(再生)処理します。
自動再生中に1つでも条件から外れると中断します。なお、自動再生中は通常走行が可能です。
再生ランプ(緑)が消灯すると燃焼(再生)が完了します。
※再生ランプ(緑)が点滅してるときは、自動再生は実行できません。

自動再生04

駐車手動再生要求ランプ(橙)点滅時に、下記操作を行うことでDPF内に堆積したPMを燃焼(再生)処理します。手動再生
行わないとDPFの破損につながります。
次の手順で手動再生を行ってください。
1) 安全な場所へ移動する。　2) 前後進レバーを中立にする。　3) 駐車ブレーキスイッチを押す。
4) エンジンをアイドリングにする。　5) 駐車手動再生スイッチを押す。
駐車手動再生要求ランプ(橙)が点滅から点灯に変わったのち、エンジン回転数が自動的に上がり手動再生が開始されま
す。エンジン回転数がアイドリングにもどり、駐車手動再生要求ランプ(橙)が消灯すると手動再生が完了します。手動
再生中に駐車ブレーキスイッチ、前後進レバー、スロットルレバー、アクセルペダルを操作すると、手動再生は中断さ
れます。

手動再生05

警　告

注  意

推奨油脂06

車庫や室内などの囲まれた換気の悪い場所で行わないでください。一酸化炭素中毒になる恐れがあります。
火災を避けるため、排気口付近に可燃物が無いことを確認してください。
再生中や再生後しばらくの間は高温になるため、排気管やマフラ付近に触れず、また人を近づけないでください。
塗装されている路面で再生を行うと変色する恐れがあります。
生垣などの前で再生を行うと枯れる恐れがあります。

・

・

燃焼(再生)処理後は、すぐにエンジンを停止させないでください。約5分間スロットルレバーを”アイドリング”の位置にして、エンジンをアイ
ドリングさせ、エンジンを徐々に冷却してください。エンジンが冷えないうちに急に停止すると、エンジン各部の寿命を縮める恐れがあります。
駐車手動再生要求ランプ(橙)を点滅させたまま、手動再生を行わないで走行し続けるとエンジンウォーニングランプが点灯し、エンジン出力が制
限されます。速やかに手動再生を行ってください。



ＰＭ(粒子状物質)堆積量表示と再生(燃焼)方法について

スス堆積量別動作条件

適用機種： SH *** -6 シリーズ
 (代表機種/SH200-6, SH250-6, SH300-6, SH330-6, SH460-6,)

*DPDは排気ガス中のPM(スス・粒子状物質)を酸化触媒とセラミックフィルタで捕集・燃焼除去する排気後処理装置です。

DPD (Diesel Particulate Diffuser）搭載
油圧パワーショベル

住友建機株式会社

01
〈作動説明〉
　1.DPDバーグラフの表示条件

[1]

[2]

通常時、DPDバーグラフにDPD目詰まり度を表示する。(5段階表示）
5つ目の黄色ランプが点灯したら、DPD再生開始時期を表す。
DPD再生時、DPDバーグラフに再生進捗度を表示する。(5段階表示）
バーグラフが1つずつ減っていき、0になったら再生完了を表す。

　2.DPDグリーンランプの表示条件
[1] DPD自動再生時、グリーンランプを点滅表示する。

　3.DPDアンバーランプの表示条件
[1] DPD手動再生時、アンバーランプ（黄色）を点滅表示する。



パターン別再生状況02
（2）自動【ゲージ：３～４】

操作手順02

住友建機株式会社

手動再生中



部品番号 品 名 メーカー形式 荷 姿
WEB01007 JASO DH-2 10W-30 マルチランナー DH-2 20L 缶
WEB01008 JASO DH-2 10W-30 マルチランナー DH-2 ドラム缶
WEB01009 JASO DH-2 15W-40 マルチランナー DH-2 20L 缶
WEB01010 JASO DH-2 15W-40 マルチランナー DH-2 ドラム缶

住友建機株式会社

スス燃焼メカニズム03

4,500時間ごとのDPDメンテナンス04
フィルタは目詰まり防止のため、オーバーホールが必要

酸化触媒で排気温度を上げる ■排ガス中のＰＭを捕集
■８時間に１回溜まったＰＭを排気で燃やす

・

・

燃料中の燃えにくい成分（アッシュ灰）のため、
フィルタが徐々に目詰まりする
規格をクリアした燃料でも一定レベルのアッシュは
発生する

DPD対応エンジンオイル使用のお願い05
エンジンオイルはローアッシュオイルを推奨：DH-2(JASO規格)
エンジンオイルの定期交換時期：500時間



スス堆積量表示と
操作方法について

動作条件

（1）自動再生【堆積ゲージ 5】

代表機種： ZX120-5B、ZX160LC-5B、ZX200-5B、ZX240-5B、ZX280-5B、
ZX330-5B、ZX470-5B

*Muffler Filterは排気ガスに含まれるPM(スス・粒子状物質)を捕集し減少させる排気ガス浄化処理装置です。

運転席モニタ画面

PM堆積量を表示

Muffler Filter(排気ガス浄化処理装置)搭載型
油圧ショベル
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マフラフィルタは排気ガス(粒子状物質)を浄化する
ものです。マフラフィルタにPMを捕集し、一定量
堆積すると自動的にフィルタを再生(PMを燃焼)さ
せます。
PM堆積量はモニタリングでゲージを表示します。

自動再生：

手動再生：

一定の時間とMFの圧力差を検知し自動で
再生する。
・再生時間約5分間
・通常稼働可能
自動再生が完了しない場合やPMの過堆積
を検知し手動再生要求を表示、オペレータ
により手動で再生する。

自動再生条件を検出し、PM堆積ゲージが“５”
になった場合、PMの燃焼を自動的に開始します。

01

操作手順02

堆積量ゲージ：1～5でPM堆積量を
表示しており、堆積ゲージが5にな
ると自動再生を開始します。

・

・

自動再生は不定期に行われます。作業中に制御が行われる場
合がありますが、そのまま作業を続けても問題ありません。
また、自動再生中にロックレバーを「ロック位置」にすると
エンジン音が変わり、かつエンジン回転速度が上昇すること
がありますが故障ではありません。
やむを得ない場合以外は再生中はなるべくエンジンを停止さ
せないでください。

注  意

※ZX350-5BはZX330-5Bシリーズのうち、ZX350H-5B・ZX350LCK-5B等を指します。



※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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(2) 手動再生【自動再生が完了しない場合やPMの過堆積を検知】

自動再生が完了しない場合やPMの過堆積を検知した場合、
PMを燃焼するため、再生要求をモニターに表示してオペレ
ータへ操作を促します。（図①）
オペレータに下記手順で操作いただきます。

1.状況確認
・車体の周囲に人が居ないこと
・車体のマフラの近くに燃えやすい物が無いこと
・燃料残量警告が出ていないこと
2. 車体を安全な場所に停車させ、フロントを接地させます。
3. ロックレバーを「ロック位置」にします。
4. エンジンコントロールダイヤルをローアイドルにします。
5. マフラフィルタ再生スイッチ(2)を押します。（図②）
6. マフラフィルタ再生スイッチを押すと、右図のような画面
が表示され、手動再生が始まります。（図③）
再生が進むと画面上のバーグラフが進みます。

操作手順02

従来油を使用すると、マフラーフィルタがエンジンオイルに
含まれる添加剤によって目詰まりを起こしてしまいます。そ
の結果、エンジンの出力低下につながり、故障の原因となり
ます。日立純正スーパーワイドDH-2は目詰まりしにくい添加
剤を使用しているため、エンジンの性能を維持することがで
きます。【DH-2】のご使用をお願いたします。

純正エンジンオイル使用のお願い04

警告は上記の（図①）位置に
表示され、警告と同時にブザ
ーでもお知らせします。
異常の際には弊社営業所まで
ご連絡ください。

再生警告03

図 ① 図 ③

図 ②

表示 警告名称 警告内容

マフラフィルタ警告
(点滅 )

マフラフィルタの異常です。
直ちに機体を安全な姿勢にしてエンジンを停止し、最寄りの弊社支店または営
業所にお問い合わせください。
(ブザー：ビーと鳴り続ける )

マフラフィルタ
緊急再生要求
(点滅 )

直ちにマフラフィルタの手動再生が必要です。手動再生を行わないとマフラフィ
ルタが破損します。
点灯の後に点滅 (ブザー：ピッピッピッ・・と鳴り続ける )となり、手動再生を
行わないと上記のマフラフィルタ警告になります。

マフラフィルタ
再生要求
(点灯 )

手動再生は、モニタに掲載されているように、ロックレバーを『ロック位置』に、
エンジン回転数をローアイドルにして、マフラフィルタの手動再生スイッチを
押してください。(再生時間は、約 20分間です。)

マフラフィルタ異常
(点灯 )

マフラフィルタの異常です。
最寄りの弊社支店または営業所にお問い合わせください。
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