
ブルドーザ 

運転質量　　　 

エンジン定格出力　　　　　　　　 

 

D5GLGP 

10,050kg 

67kW（91PS） 

D3GLGP 

7,750kg 

55kW（75PS） 

D4GLGP［受注生産品］ 

8,450kg 

60kW（81PS） 
 

ブルドーザ 



CAT最新のコンパクトブル、その価値がさらにパワーアップ。 
高い汎用性の証、最新の作業性能 

●電子制御HST（ハイドロスタティックトランスミッション）
を搭載。ジョイスティックレバー1本でよりスムーズ
な発進・停止や前後進切替えが可能。 

●エンジンのコンピュータ制御化によって、パワー
の有効活用が可能。けん引性能、燃料効率が
一段とアップ。 

●スポットターン機能（その場旋回）により、狭い現
場での機動性が向上。 

●最適な掘削角調整が可能なVPAT（Variable 
pitch, Power Angle Tilt）ドーザを採用。 

先進のオペレータステーション 

●独自のフォルムが生み出す抜群のブレード視界
とゆったり足元。 

●広く明るい最新型インターナルROPSキャブを
搭載。（D3G、D4Gはオプション） 

●MSS マシンセキュリティシステム（盗難防止装置）
をオプションで用意。 

●体重に合わせたクッション調整が可能なサスペン
ションシートを採用。（キャブ車はファブリックタイプ） 

独自の安全性を確保 

●ROPSキャノピを標準装備（D3G、D4G） 

●強力なHSTブレーキと、湿式ディスクブレーキに
よる信頼性の高いブレーキシステムを装備。 

●駐車ブレーキON時エンジンスタート式を採用。 

さらなるイージーメンテナンスを追求 

●サイクロン式プレクリーナを新採用 

●車体両側にサービスドアを配置。整備ポイント
へのアクセスを容易化。 

●計器パネルにコーションランプを装備。 
　（ウォータセパレータ排出警告、エアクリーナ目詰まり警告） 

●ブレードピン部へのリモート給脂が可能。 

Photo: D3G LGP

Photo: D4G LGP

Photo: D5G LGP

LGP
XL

CATERPILLAR のめざす小型ブルドーザの次なるカタチを具現化した、Gシリーズ ブルドーザ。 

そのコンパクトなボディに新たな価値を宿し、 

信頼性を、メンテナンス性を、そして安全性を一段とアップさせた、 

ブランニューマシンの誕生です。 

次代のクリーン性能を確保する、優れた環境適合性を筆頭に、 

マシンのディテールからトータルに見つめ直し、 

お客様の利益向上にさらに貢献できる充実のラインアップが完成。 

CAT NEW Gシリーズ ブルドーザ、新たな地平に向けて今、発進です。 

LGP
XL

LGP
XL

（受注生産品） 

標準操作方式建設機械 

国土交通省第二次基準値排出ガス対策型 

国土交通省指定低騒音型建設機械 



ホーンボタン 

前進 

右旋回 左旋回 

右スポットターン 左スポットターン 

後進 

Power Train and Electronic Control

作業やスキルを問わない優れた汎用性を実現する、新しい高性能の提案。 

電子制御式HST 
（ハイドロスタティックトランスミッション） 

2組のポンプとモータによって動力伝達を行う画期的な油圧
駆動システムHST。その制御システムにコンピュータを組み込んだ、
最新の電子制御式ハイドロスタティックトランスミッションを搭載。
ECM（エレクトロニックコントロールモジュール）がオペレータの
操作や作業負荷など様 な々状況を感知し、よりきめ細かく正確
にポンプ・モータをコントロール、スムーズで無駄のない走行操作
が誰にでも容易に行えます。 

■走行無段変速 

可変容量型走行モータの採用により、オペレータが任意のスピ
ードを設定できる走行無段変速を実現。 
 
■電子制御によるエンジン出力の有効活用 

十分な掘削・運土性能をより少ない燃料消費量で発揮する高
効率性を実現。誰もが容易に高生産性を獲得でき、稼働経費
の低減をもたらします。 
 
■スポットターン（その場旋回）機能 

左右の履帯を逆回転させその場
旋回するスポットターン機能を
新たに装備。狭い現場やコーナー
部等での機動性がアップします。 
 
■車両直進性の向上 

ECMによる正確な動力制御によって足場状況の影響を受け
にくく、特に車両直進性が向上しました。 

電子制御式HSTの概略図 

湿式ディスクブレーキ 
ファイナルドライブ 

ファイナルドライブ 
湿式ディスクブレーキ 

より操作しやすく進化した、 
新ジョイスティックコントローラ 

前後進切替え、ステアリング、スピードの調節がジョイスティック1本で同時に行える
HST。電子制御システムの採用によりさらに軽くスムーズなレバー操作が可能になり
ました。無段変速の速度調節もレバー上の増・減速ボタンだけでOK。レバーの持ち
かえなども不要です。 

クリーン＆パワフル、排ガス二次基準をクリアする 
最新のCAT3046Tエンジンを搭載 

高出力、高トルクライズ、低排ガスを実現する、新型直列6気筒
ターボ付CAT3046T型エンジンを搭載。国土交通省が定める
排出ガス第二次基準値をクリアする、優れた環境適合性を実
現。滑らかでスムーズな回転、鋭いレスポンス、そして低振動、
低騒音。オペレータはもちろん周囲や環境にもやさしい、これか
らのパワーユニットです。 

多彩な作業に対応する、 
VPAT（掘削角可変式パワーアングルチルトドーザ） 

ブルドーザ装置には、ブレードカッティングエッジの掘削角度が
変更可能なVPAT（Variable pitch, Power Angle Tilt）を
採用。50度から55度の範囲で任意の角度に調整でき、土質や
作業に合わせた最適なドージングフィールが得られます。 

定格出力 

55kW(75PS)

60kW(81PS)

67kW(91PS)

55° 

50° 

ポンプ ポンプ 

モータ 

モータ 

エンジン 

ECM

制御・センシング 

油圧 

増速・減速ボタン 
作業の状況やオペレータの好みに合わ
せ、ボタン操作だけでminからmaxまで
の任意のスピードに設定できます。 

■エアインテークヒータを新装備 

寒冷時のエンジン始動性の向上や、始動後
に発生する白煙防止のためのポストヒーティ
ング機能も備えた、エアインテークヒータを新
たに装備。 

標準操作方式建設機械 

国土交通省 
第二次基準値排出ガス対策型 

国土交通省指定 
低騒音型建設機械 



Operator Station

人に、作業にやさしい、Caterpillarだけの運転環境。 

生産力の起点となる最新のオペレーションフロア 

操作のしやすさ、ゆとりの空間をめざした新デザインの運転席。
ダッシュボードやコンソールのシェイプアップにより、ゆったりとし
た足元スペースとともに、優れた乗降性も実現しました。また計
器パネルの両側に大型フットレストを装備。長距離や下り斜面
でのドージングで体を固定でき、楽な姿勢での作業が可能です。 

ブレード視界の向上 

角を落としたニューデザインボンネットにより、ブレード両端のエ
ッジ部視界が大幅に向上。ゆったりとシートに座ったまま最高
の作業視界が得られ、疲労・ストレスなく作業が行えます。 

マシンセキュリティシステム（オプション） 

ID番号が記録されているICチップ内蔵の専用
キーを使って、車両への不正なアクセスを防
止するMSS（マシンセキュリティシステム）
をオプションで用意。 

■ROPSキャノピを標準装備 
車両転倒時のオペレータへのダメージを最小限に抑える、ROPS
キャノピを新たに標準装備。（D5Gはオプション） 
 
■サスペンションシート 
オペレータの体重に合わせてクッション調節が可能な、サスペン
ションシートを装備。また、前後・高さ調節付きのアームレストと相ま
って、体格や好みに応じたきめ細かなポジション調節が行えます。 
 
■カップホルダ 
ブレード操作レバー横に、便利なカップホルダを装備。 
 
■ラバー製フロアマット 
広 と々した足元にはラバー製のフロアマットを装備。ソフトなイメ
ージとともに、フロア水濡れ時の滑りにくさにも配慮しています。 
 
■収納ボックス 
シート右側の足元に、便利な収納ボックスを装備。工具などの
小物収納にお使いいただけます。 
 
■車両の不具合を知らせるコーションランプ 
ウォータセパレータの水分排出警告と、エアクリーナ目詰まり警
告をランプによってオペレータに知らせます。 

■パノラマ感覚のワイドビュー 

キャブ内のガラス面積が従来タイプキャブに比
べ大幅アップ。特にフロントの左右ドアは、天井
から足元までピラーレスのワイドガラスドアを採用
し、抜群のブレード視界を妨げることなくゆとりの
視認性を確保しました。また、サイドウィンドは左
右ともスライド開閉式で、換気や外との会話など
にも便利です。 
 
■乗降に便利なウォークスルーデザイン 

キャブの左右どちらからでも乗り降りできる、便利
なウォークスルーデザインを採用。 

■プレッシャライザ機能付エアコンディショナ 

大容量のエアコンディショナを標準装備。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。 
 
■ファブリックシート 

キャブ仕様のサスペンションシートはファブリック製。シ
ートベルトやポジション調整機能ももちろん備えています。 
 
■便利なユーティリティ装備 

コートフックや12Ｖ電源コンセントなど、キャブ専用
の様 な々ユーティリティ装備を用意しました。 

さらに快適な作業のための 
高機能キャビン誕生、 
新開発の専用ROPS／FOPSキャブ 

広さ、明るさ、質感や使い勝手など、様々なニー
ズを多角的に反映させたCAT最新の居住空間、
Ｇシリーズ専用インターナルROPS／FOPSキャ
ブを新開発。広 と々した空間の中に静粛性、耐
振動性もトップレベルを確保。インターナルROPS
／FOPS構造に守られた、次世代の快適空間を
お届けします。（Ｄ５Ｇに標準装備、Ｄ３Ｇ、Ｄ４Ｇ
はオプション） 

落下物保護構造 

＊2
Falling Object Protective StructureFalling 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 StructureRollover Protective Structure



Serviceability Durability and Reliability

ディテールにまで行き届いた親切設計。 CATクォリティ。それはロングライフと安全性の証し。 

 
様々な工夫で、シンプル＆イージーメンテナンス 

整備・点検のためのポイントを、車体左右のメンテナンス
ドア内に集中配置。また、エンジン回りのポイントもボンネッ
ト上ドアやサイドカバー内に配置し、地上から容易に各所
へのアクセスが行えるイージーメンテナンスデザインです。 

■長寿命エンジンオイル&純正フィルタ 

ろ過性能に優れ、ロングライフで定評の
CAT純正フィルタを装着。また、エンジ
ンオイルにCH-4を使用した場合、オイル
交換およびフィルタ交換の間隔を従来の2
倍の500時間まで延長しました。 
 
■ハイドロリック検圧ポート 

油圧システム各所の圧力を検出して故障
診断を効率化する、ハイドロリック検圧ポ
ートを装備。 
 
■ウォータセパレータ＆電動フュエル 
　プライミングポンプ 

ウォータセパレータや電動フュエルプライ
ミングポンプ、燃料フィルタを一体化し、
メンテナンス時のアクセス性を向上。 
 
■サイクロン式プレクリーナ 

エンジンへの吸気に含まれるゴミなどを除去するプレクリーナに新型の
サイクロン式を採用。分離されたゴミは遠心力で外部に掃き出すため、
従来のようなメンテナンスが不要です。 
 
■ヘビーデューティバッテリ 

ツインバッテリの大容量で寒冷時などでも
頼もしい信頼性を発揮。補水の手間がい
らないメンテナンスフリータイプです。 

一体型メインフレーム 

車体の根幹を形成する重要なメインフレーム。Ｇシリーズはそ
の構造を一新しました。定評あるＣAT中・大型ブルドーザと同
タイプの溶接一体型構造を採用。従来のボルト連結式に比べ
さらに高い耐久性を発揮します。 

ハードワークでもゆとりで支える、高品質の足回り 

トラクタの要ともいえる足回り。CAT独自の密封潤滑式トラック
をはじめ、長期に渡ってベストコンディションを維持し、稼働経費
を徹底して抑えるための様 な々技術が息づいています。 

●フルレングスリコイルガード 
●トラックガイディングガード 
●セグメントタイプスプロケット 
●スプリットマスタリンク 
●箱型断面構造トラックローラフレーム 

安全にもしっかり配慮した数々の装備 

各所にステップや大型手すりを配置 

ROPSキャノピを標準装備（D3G、D4G）

ON時のみエンジン始動が可能な、
電気式駐車ブレーキスイッチ
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Specifications

■外形寸法 

単位：mm 単位：mm

■外形寸法 

図はＤ３Ｇ LGP／XLを、（　）内はＤ4Ｇ LGP／XLの数値を示します。　D4GはROPSキャノピ。 図はＤ5Ｇ LGPを、（　）内はXLの数値を示します。

（受注生産品） /(      )

■レーザ均平システム装着パッケージ（オプション） 
圃場整備での整地作業などで、優れた精度を実現する 
レーザ均平システム。キャタピラーではシステム一式 
はもちろん、装着を容易に行うための本体各部改造を 
パッケージにしました。 

●レーザ均平システム装着パッケージ 
油圧バルブ／カウンタバランスバルブ／ 
パワーコントロールモジュール／バルブコントロールモジュール／ 
コントローラ取付ブラケット／自動・手動切替スイッチ／ 
ハーネスコネクタ（ラジエータガード） 

●マスト装着用ブラケット付ブレード 
全9種類 

コントローラ 

電動マスト 

レーザ受光機 

●エレクトロニクスキット 
レーザ受光機／電動マスト／ 
コントローラ　（シングル、デュアル両マスト用あり） 

レーザ発光機 
（キットには含まれません） 



ブルドーザ 

運転質量　　　 

エンジン定格出力　　　　　　　　 
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ブルドーザ 


