クボタ純正部品ガイドブック
KUBOTA GENUINE PARTS GUIDE BOOK

フィルタ編

1 はじめに

2 本誌について

いつもクボタ製品をご愛顧頂きまして、
誠にありがとうございます。

クボタ純正部品宣言
クボタ製品を末長くご愛用頂くために、
クボタ純正部品の継続使用を自信をもってお勧めいたします。

高い品質が導き出す高い信頼性
クボタ純正部品は厳しい品質基準をクリアし、実機搭載による耐久試験を経て、その効能が
証明された、確かで信頼性の高いサービス専用部品です。

製品のベストパフォーマンスを約束
製品の特性に合わせて採用された純正部品を使用することにより、愛機のパフォーマンスは
最大限に発揮されます。

お客様が農業機械をより長く、安心・快適にご使用頂くためには
機械のメンテナンス、定期交換部品・消耗部品の定期的な点
検・交換が欠かせません。
本誌におきましては、
フィルタに特化した内容で、

□ フィルタの基本
□ クボタ純正フィルタの特徴
□ フィルタ交換のチェックポイント
を、
ご提案することで、
お客様の安心、安全な農作業のお手伝いが
できれば幸いです。

クボタ純正部品は、
クボタ製品の性能を最大限に引き出し、
安全で快適な作業を保証するために選び抜かれた専用部品です。

クボタユーザー様の
農作業をバックアップ。
クボタ純正部品のお問い合わせや、
ご購入の際はお近くのクボタのお店やJAまで、
お気軽にお声がけください。
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3 フィルタの基本
クボタ農業機械に使用されるフィルタの種類
農業機械には、内部を流れる燃料やオイル等をろ過（砂じんや金属粉を除去）
し、各装置（エンジン、油圧装置等）を
正常に作動させるため複数のフィルタが設置されています。使われる装置によりフィルタ種類と役割が異なります。
※トラクタ
（M135GE）
とコンバイン
（ER6120）
を例に代表的なフィルタを紹介しています。機種により使われるフィルタの設置箇所や数量は異なります。

燃料フィルタ

エンジンオイルフィルタ
エンジンオイルをろ過するフィルタです。

燃料をろ過するフィルタです。

エンジンオイルは、燃焼時に発生する異物
（コンタミナント）

水や異物（ゴミ、砂、金属）を取除き、エンジンを保護する役

や、
摺動部から発生する微細な金属粉等で汚れていきます。

割を持っています。

エンジンオイルが汚れると、その機能が低下し、エンジント

高 圧 燃 料を噴 射 するコモンレー ルシステムを搭 載し

ラブルの原因になるため、
エンジンオイルフィルタでエンジ

たエンジンには、高耐圧の燃料フィルタを使用してい

ンオイルの不純物をろ過することで、
エンジン本来の性能を

ます。

維持、
発揮させる役割を持っています。

コモンレールエンジン用

エンジンオイルフィルタの構造

チューブ エレメントアッシ

スプリング

カバー

バイパス
バルブ
ろ紙

ボトムアッシ

純正品はバイパスバルブが付いているので、エレメントが目詰まりした時でも
バルブを通してオイルを流すことが可能なのでエンジンの焼損を防ぎます。

メカ式エンジン用（ER320）

油圧オイルフィルタ

エアクリーナ
（エレメント）
エンジンに供給される空気をろ過するフィルタです。

HSTフィルタ

有害な空気中の浮遊ダストを取除き、エンジンに常にク

HSTに供給されるオイルをろ過するフィルタです。

リーンな空気を供給することで、エンジンの保護と高い

油圧オイルに混入した砂じんや金属粉をろ過し、電磁弁や

性能を維持する役割を持っています。

コントロールバルブ等を保護する役割を持っています。

さらに吸音抑制や排ガス規制対策の役割も持っています。
エアクリーナー（エレメント）の構造

ミッション
（サクション）
フィルタ

セーフティーエレメント
（インナー）

トランスミッションから油圧ポンプに排出されるオイルを

カバー

ろ過するフィルタです。
オイルに混入した砂じんや金属粉を取除き、油圧ポンプ

入口管
出口管
（エンジンへ）
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プライマリエレメント
（アウター）

を保護する役割を持っています。

バキュエーター
バルブ
（M135GE）
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エアクリーナ（エレメント）
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ダストを99.9%除去

クボタ純正フィルタの特徴

クボタ純正エアクリーナ（エレメント）にテストダスト1000gを投入した場合のダス

テストダスト1000 g投入

ト侵入量は、わずか1g。

クボタではより高機能かつ、環境に配慮した農業機械の開発、製造、販売を行ってきました。

高いろ過性により、エンジンの出力や燃費の低下、故障を防ぎます。

フィルタも環境規制に対応するとともに、機械の性能を最大限に発揮できる様、高い品質をクリアしたフィルタのみ

エンジンへのダストや異物の侵入リスクを低減できるので、補給部品費、修理費用、ダ

採用しています。

ウンタイムの低減が図れます。
侵入量1 g

機械に最適な設計

※クボタ調べ

フィルタごとに最適なバランスで設計しています。
ろ過性

（マルチパス）

耐圧性

※

インパルス 圧力損失

燃料フィルタ
水分離

濾材

設計の考え方

エンジンオイルフィルタ

必要以上に細かな粒子を捕捉
せず、油圧変動に耐えられる
ハウジング構造が重要。

エアクリーナ（エレメント）

高い清浄効率を実現。低圧損
によって、吸気を妨げず、エン
ジンを保護することが重要。

燃料フィルタ

コモンレールシステム保護の
ため、微粒子を捕捉する
ろ過性能、燃料中の水分離性
能が重要。

HST
フィルタ
油圧オイル
フィルタ

耐圧性が重要であるとともに、
ろ過性能も重要。

コモンレールエンジン用

メカ式エンジン用

細かいろ紙

粗いろ紙

高圧燃料を噴射するコモンレールエンジンには、
搭載するフィルタ

エンジンに水が入り込むとパワーが低下するだけでなく、破損

に耐圧性が求められます。クボタ純正燃料フィルタは、
ろ過効率を

の原因にもなります。クボタ純正燃料フィルタは撥水性能の高

高めるためメカ式エンジン用のフィルタより目の細かいろ紙を使

いろ材を使用することで、
燃料から確実に水分を分離します。

用することで、
エンジンの始動性、
パワーの低下を防ぎます。

サクション
フィルタ

低圧損が重要。

高い耐圧性（HSTフィルタ）
HSTとの接合部分を耐圧性の高い構造にすることで、HSTを
流れる高圧のオイルを漏らさず供給します。
HSTフィルタ

エンジンオイルフィルタ

高い耐圧性

クボタ純正エンジンオイルフィル

クボタ純正エンジンオイルフィルタは、金属製のフィ

タは、高いろ過効率を設定し厳し

ルタキャップと、
ろ材がしっかりと接合しているため、

い規準をクリアしています。

耐久性が高くオイル漏れによるろ過性能の低下を防

スピンオンタイプの交換方

また、エンジンに最適なフィルタを

ぎます。加えて、破裂・つぶれ等に対し厳しい品質管

式を採用。1パーツ交換です

理が行われており、様々な油圧変動に高い耐久性を

ばやく簡単に交換できるの

有しています。

で、交換時のダスト侵入を最

寿命のバランスが高い次元で成

高性能な開口部（サクションフィルタ）
開口部に設けたマグネットが金属粉を捕捉

サクションフィルタ

耐久性の高い構造

高いろ過効率

専用開発することで、ろ過効率と

金属製のフィルタキャップ

高い清浄性

（HSTフィルタ）

小限に抑えるため、高い清浄
性を保ちます。
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撥水ろ材

油圧オイルフィルタ

※油圧変動に対しての耐圧性、油圧繰返し負荷によるケースの疲労耐久性を評価する指標

立します。

水分離性について

高い耐圧性（コモンレールエンジン用）

使用前

使用後

開口部にマグネットを設けることで、
ろ紙以外に開口部でも多
くの金属粉を捕捉することが可能です。
また開口部が大きいため圧力損失が少なく、スムーズにオイ
ルを供給します。
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5 フィルタ交換のチェックポイント

フィルタは、
カバーに覆われており目視での劣化の判断が難しいため、取扱説明書をご確認の上、各フィルタに応じた交換の

オイル交換の際はフィルタも正しく交換しましょう

目安時間をお守りください。

交換時間の目安

交換せずにフィルタを使い続けていると、
フィルタ本来の役割を果たせなくなり機械の故障原因となってしまいます。
※下記の交換時期はコンバインのものです。機種ごとに交換時間が異なるため詳しくは取扱説明書をご確認ください。

エンジンオイルフィルタ
50時間。 2回目以降は200時間ごとに交換。

交換時間の目安

最初の交換は

交換しないと…

エンジンオイル

異物や金属粉が混入したエンジンオイルが各部に供給されることで、エンジンの性能を最大限に発揮できないとともに、
エンジン寿命を縮めます。

2回交換

エンジンオイルフィルタ

１回交換

油圧オイル

2回交換

油圧フィルタ

１回交換

エンジンオイル：1年間の使用で目安の交換時間に達しない場合は、1年ごとの交換を推奨いたします。
油圧オイル：3年間の使用で目安の交換時間に達しない場合は、3年ごとの交換を推奨いたします。
※オイルの交換目安は各機種の取扱説明書をご確認ください。

エアクリーナ
（エレメント）
交換時間の目安

1年ごとの交換を推奨。 50時間ごとに清掃。

※エアクリーナ目詰まり警告灯付の機種をお持ちの場合、車両運転席のメータをご確認の上、点灯している場合はエアクリーナの点検・清掃をしてください。

交換しないと…
エンジン内部へダストが侵入し、エンジンのパワー低下、
シリンダやピストンの焼きつきや摩耗を発生させます。

オイルフィルタとオイルの機能は
相互に密接な関係にあるため、
同時交換が理想的です。
機械の性能を最大限に引き出すために、
クボタ純正オイルフィルタ交換時は
クボタ純正オイル をご使用ください。

燃料フィルタ
交換時間の目安

クボタ製品の
ベストパフォーマンスのために

４00時間ごとに交換。

交換しないと…
エンジンの始動性、パワーの低下、エンジン各部の破損が発生します。

油圧オイルフィルタ
交換時間の目安

50時間。 2回目以降は200時間ごとに交換。

最初の交換は

交換しないと…
砂じん、金属粉が侵入し、走行・油圧装置やパワステ等に異常が発生するとともに稼働効率を低下させ、
かつ、油圧機器の寿命を縮めます。
油圧オイルが汚れることで、早期のオイル交換が必要となります。
※HST用油圧フィルタは、特に高圧下での使用となるため、必ず取扱説明書に記載の通りに組付けてください。締付トルクが低いと油漏れの原因になる恐れがあります。
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クボタ純正フィルタを安心、安全にご使用頂くためのお願い

フィルタの注意点
フィルタの交換については、取扱説明書に記載の内容に従い正しくご使用ください。

農業ソリューション製品サイト
クボタのアフターサービス

YouTube
クボタチャンネル
クボタのアフターサービス
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