出力制限したら・・・

このリーフレットは SCR システムを取扱う上での
最小限のポイントのみ説明しています。
詳細は取扱説明書を参照してください。

SCR システムに、異常が発生すると液晶モニタに警告が表示され、
エンジン出力が制限されます。

尿素水（AdBlue®）残量が不足している
尿素水（AdBlue®）のタンク内残量が不足していると、自動的にエンジン出力が制限されます。

液 晶モニタ

100％

アイコン

50%に制御

ランプ

警告表示のみ

エンジン
出力制限

〈残量 5% 以下〉
●アイコン・ランプが点灯
一定周期毎に警報が断続吹鳴
エンジン出力が 50% に制限

NOx 還元剤の高品位尿素水は、
日本市場ではアドブルー
〈尿素水（AdBlue®）〉の商品名で販売されています。
尿素水（AdBlue®）はドイツ自動車工業会（VDA）の登録商標です。

WRH1200、DR595･6115･6130
液晶モニタ

エンジン回転
アイドリング状態

さらに作業を続けると

〈出力制限から45 分経過〉
●アイコン・ランプが点灯
一定周期毎に警報が断続吹鳴
エンジンがアイドリング状態

WRN6100
尿素水（AdBlue®）
モニタ

尿素水（AdBlue®）残量計

警 告 ラ ン プ

処

置

〈残量 15% 以下〉
●アイコン・ランプが点灯
一定周期毎に警報が断続吹鳴
このまま作業を続けると

その他トラブル
尿素水（AdBlue®）
とは

〈 条 件 〉現 象

15%
5%

▶尿素水（AdBlue®）タンク残量◀

コンバインを
停止し、
尿素水（AdBlue®）
を直ちに補給して
ください

補給

エンジン出力

尿素水（AdBlue®）に不純物が混ざっている

尿素水（AdBlue®）
タンク(青キャップが
目印です)

※尿素水（AdBlue®）残量が少ない場合、警報が鳴る前に直ちに補給してください。

尿素水（AdBlue®）が凍っている
尿素水（AdBlue®）残量が不足している

WRH1200、
DR595･6115･6130

アイコン ランプ

消灯

※尿素水（AdBlue®）補給時には燃料タンク
（黒キャップ）
と尿素水（AdBlue®）
タンク
（青キャップ）
を間違えないよう注意してください。

尿素水（AdBlue®）
に不純物が混ざっている
尿素水（AdBlue®）の中に不純物等が混ざると、自動的にエンジン出力が制限されます。

尿素水（AdBlue®）
残量 / 品質警告ランプ

液 晶モニタ

SCRシステム
異常警告ランプ

アイコン

警告アイコン

ランプ

〈 条 件 〉現 象

〈高品質の尿素水（AdBlue®）に交換せず運転〉
●アイコン・ランプが点灯
一定周期毎に警報が断続吹鳴
エンジン出力が 50% に制限

（

尿素水（AdBlue®）残量計
SCR システム
異常警告ランプ

）

尿素水（AdBlue®）残量 / 品質警告ランプ
SCR システム異常警告ランプ

尿素水（AdBlue®）が凍っている

現

象

処

置

アイコン ランプ

消灯

SCR システムに異常が発生すると、
自動的にエンジン出力が制限されます。

液 晶モニタ

アイコン

解凍

〈 条 件 〉現 象

置

〈SCRシステム異常発生〉
●ランプが点灯
一定周期毎に警報が断続吹鳴

ランプ

このまま作業を続けると

〈異常が継続したまま運転〉
●ランプが点灯
一定周期毎に警報が断続吹鳴
エンジン出力が 50% に制限
さらに作業を続けると

消灯

処

〈出力制限から45 分経過〉
●ランプが点灯
一定周期毎に警報が断続吹鳴
エンジンがアイドリング状態

購入先へ
ご連絡ください

処置

アイコン

コンバインを停止し、
暖機運転をしてください

その他トラブル

ランプ
▶尿素水（AdBlue®）
タンク凍結◀

アイコンのみ点灯
解凍するまで
エンジン出力制限

〈出力制限から45 分経過〉
●アイコン・ランプが点灯
一定周期毎に警報が断続吹鳴
エンジンがアイドリング状態

コンバインを
停止し、
尿素水（AdBlue®）
を直ちに補給して
ください

※尿素水（AdBlue®）補給時には燃料タンク
（黒キャップ）
と尿素水（AdBlue®）
タンク
（青キャップ）
を間違えないよう注意してください。

尿素水（AdBlue®）は-11℃以下になると凍ってしまいます。
尿素水（AdBlue®）が凍っている場合は、
自動的に尿素水（AdBlue®）
を解凍するための制御がはたらきます。
このとき、
エンジン出力が最大で 20％制限されます。
液 晶モニタ

さらに作業を続けると

警告アイコン
（例）尿素水（AdBlue®）残量警告発生時

▶尿素水（AdBlue®）品質劣化◀

交換

尿素水（AdBlue®） 尿素水（AdBlue®）
尿素水（AdBlue®）
残量警告
品質警告
解凍
WRH1200、DR595･
6115･6130 の場合

置

〈低品質の尿素水（AdBlue®）補給〉
●アイコン・ランプが点灯
一定周期毎に警報が断続吹鳴
このまま作業を続けると

尿素水（AdBlue®）残量 /
品質警告ランプ

処

消灯

出力制限したら・・
・
尿素水（AdBlue®）
タンク(青キャップが
目印です)

WRN6100

尿素水（AdBlue®）残量が不足している

※全機種、尿素水（AdBlue®）
タンク容量は 20L になります。

※尿素水（AdBlue®）残量が少ない場合、警報が鳴る前に直ちに補給してください。

〈条 件 〉現 象

処

置

このまま作業を続けると

さらに作業を続けると

〈出力制限から45 分経過〉
●ランプが点灯
一定周期毎に警報が断続吹鳴
エンジンがアイドリング状態

5%

▶尿素水（AdBlue®）タンク残量◀

コンバインを
停止し、
尿素水（AdBlue®）
を直ちに補給して
ください

補給

〈残量 5% 以下〉
●ランプが点灯
一定周期毎に警報が断続吹鳴
エンジン出力が 50% に制限

15%

DR595･6115･6130、WRN6100
※写真は WRN6100

〈残量 15% 以下〉
●ランプが点灯
一定周期毎に警報が断続吹鳴

ランプ

長期保管時（3 ヶ月以上）は、尿素水（AdBlue®）
を必ずタンクから排水してください。
排水箇所はコンバインによって異なります。
※排水した尿素水（AdBlue®）
は再使用不可。

尿素水（AdBlue®）のタンク内残量が不足していると、自動的にエンジン出力が制限されます。

尿素水（AdBlue®）
モニタ

長期保管時の対応

ランプ

排出する際には、
まず給水キャップを取外し、
その後排水プラグ
（ボルト）
を取外し
ロートを使用して、尿素水（AdBlue®）
をバケツなどに排水します。
※排水した尿素水（AdBlue®）
は、使用しないでください。

消灯

※尿素水（AdBlue®）補給時には燃料タンク
（黒キャップ）
と尿素水（AdBlue®）
タンク
（青キャップ）
を間違えないよう注意してください。

尿素水（AdBlue®）
に不純物が混ざっている

給水キャップ

排出箇所

ロートを取付け排水

尿素水（AdBlue®）の中に不純物等が混ざると、自動的にエンジン出力が制限されます。

液 晶モニタ
アイコン

ランプ

〈条 件 〉現 象

処

置

〈低品質の尿素水（AdBlue®）補給〉
●アイコン・ランプが点灯
一定周期毎に警報が断続吹鳴
このまま作業を続けると

さらに作業を続けると

〈出力制限から45 分経過〉
●アイコン・ランプが点灯
一定周期毎に警報が断続吹鳴
エンジンがアイドリング状態

▶尿素水（AdBlue®）品質劣化
品質劣化◀

コンバインを
停止し、
尿素水（AdBlue®）
を直ちに補給して
ください

交換

〈高品質の尿素水（AdBlue®）に交換せず運転〉
●アイコン・ランプが点灯
一定周期毎に警報が断続吹鳴
エンジン出力が 50% に制限

WRH1200

アイコン ランプ

排出する際には、
まずグレンタンク後カバーを開き、給水キャップを取外します。
その後排水プラグ
（ボルト）
を取外し、
プレートからバケツなどに排水します。
※排水した尿素水（AdBlue®）
は、使用しないでください。
排水プラグ締め付け時、締め付け過ぎると、
タンク側ネジ部が破損する恐れがあります。

消灯

※尿素水（AdBlue®）補給時には燃料タンク
（黒キャップ）
と尿素水（AdBlue®）
タンク
（青キャップ）
を間違えないよう注意してください。

その他トラブル

グレンタンク部後部

排水プラグ及びプレート

排水時の様子

SCR システムに異常が発生すると、
自動的にエンジン出力が制限されます。

液 晶モニタ
ランプ

〈条 件 〉現 象

処

置

排 水 時 の 注 意

〈SCRシステム異常発生〉
●ランプが点灯
一定周期毎に警報が断続吹鳴

•尿素水（AdBlue®）
の補給及び交換時には、
エンジンを停止させた状態で実施してください。
ランプ

このまま作業を続けると

さらに作業を続けると

〈出力制限から45 分経過〉
●ランプが点灯
一定周期毎に警報が断続吹鳴
エンジンがアイドリング状態

購入先へ
ご連絡ください

処置

〈異常が継続したまま運転〉
●ランプが点灯
一定周期毎に警報が断続吹鳴
エンジン出力が 50% に制限

•給水・排水の際には、保護メガネ及び手袋を装着してください。
•万が一、尿素水（AdBlue®）が身体に付着したときは、
すぐに水で洗い流してください。
•尿素水（AdBlue®）がこぼれたときは水洗いしてください。
そのまま放置すると結晶化し、
白くなります。
また金属部に付着している場合には、金属部が腐食する恐れがあります。

消灯

尿素水（AdBlue®）廃棄時の重要事項
•尿素水（AdBlue®）
を廃棄するときは、購入先または産業廃棄物処理業者などに相談して、所定の規則にした
がって処理してください。

長期保管後に機械を使用する時の注意点
長期保管後に機械を使用する際には、必ず新しい尿素水（AdBlue®）
を補給して使用してください。万が一
尿素水（AdBlue®）
を補給せずにエンジン始動させると以下の様なエラー内容が表記される場合があります。
※万が一、
尿素水
（AdBlue®）
を補給せずエンジン始動を続けると、
DEFインジェクタやエンジンに悪影響を与える可能性がありますので注意してください。
※尿素水（AdBlue®）
の再利用はしないでください。

補給してくださいの警告表示
WRN6100

WRH1200、DR595･6115･6130

尿素水（AdBlue®）が 15% 以下（約 3L 以下）の時に表示されます。ただちに尿素水（AdBlue®）を補給してください。
※尿素水（AdBlue®）が空の状態でエンジン始動すると、
エンジン回転数が「アイドリング固定」
になります。

その他のエラー
WRH1200、DR595･6115･6130
ENGシステム異常

エンジンECUシステム異常

SCRシステム異常

ACUシステム異常

WRN6100
尿素水（AdBlue®）
補給要求表示
モニタ

品質異常表示

ACUシステム異常表示

尿素水（AdBlue®）
を補給せずエンジン始動を続けた場合、上記エラー内容を表示する場合がありますが、
尿素水（AdBlue®）
を補給すれば、
エラーは表示されなくなります。

重

要

•万が一尿素水（AdBlue®）補給後に上記エラーが表示された場合は、購入店にご連絡ください。

Q＆

A
Q
A

尿素水（AdBlue®）のよくあるご質問
尿素水（AdBlue®）を機体タンクに入れた状態で来年のシーズンまで長期格納する
ことはできますか？
３ヶ月以上格納される際は尿素水（AdBlue®）
を抜いてください。
（補足）本機に尿素水（AdBlue®）
を入れた状態での保管は最大で３ヶ月間です。
但し、保管場所の気温が30℃以上では、保管有効期間を著しく減少させます。

Q

尿素水（AdBlue®）の廃棄方法を教えてください。

A

尿素水（AdBlue®）は、湖沼、河川、海などに廃棄しないでください。
購入先、
または産業廃棄物業者などに相談してください。

Q

尿素水（AdBlue®）を機械のタンクに入れた状態で長期保管するとどうなりますか？

A

保存温度が 40℃で 3 ヶ月となっています。
コンバインやトラクタで真夏の作業であれば 30℃を超して
40℃近くになってきます。機械の保管場所では 30℃でも使用時にそれ以上になっているため 3 ヶ月
と記載しています。
タンクの中で保管したままにすると、尿素水（AdBlue®）が分解されて尿素の濃度
が濃くなりSCR のシステムが、正常に機能しなくなる恐れがあります。

Q

尿素水（AdBlue®）の補給頻度はどれくらいですか？

A

燃料補給5回～10回に1回の補給が必要です。

Q

尿素水（AdBlue®）の種類と購入先を教えてください。

A

ISO22241-1の規格を満たした尿素水（AdBlue®）
を購入してください。
ガソリンスタンドやトラックステーション、専門店で購入できます。

Q

尿素水（AdBlue®）は正規品以外を入れると問題ありますか。

A

尿素タンクに品質センサがあるので粗悪な物を入れると、
エンジンエラーが表示され、出力制限が
かかります。また、DEFインジェクタ・DEFポンプ等の詰まりの原因にもなります。

Q

3ヶ月以内でも機械保管が高温（40℃以上）になる場所の場合でも大丈夫でしょうか？

A

3ヶ月以内でもなるべく40℃以下の場所での機械保管をお願いいたします。

Q

麦刈り6月、稲刈り9月ですと夏場は暑くなりますが大丈夫でしょうか？

A

•高温環境下で連日作業している場合は定期的に尿素水(AdBlue®)の臭いを確認し、
アンモニア臭が
きつい場合は交換してください。
•保管が3ヶ月以上となる場合は排水・交換を実施してください。

