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は じ め に
このたびはクボタ製品をお買上げいただきましてありがとうございました。
この取扱説明書は製品の正しい取扱い方法、簡単な点検および手入れについて説明し
ています。ご使用前によくお読みいただいてじゅうぶん理解され、お買上げの製品が
優れた性能を発揮し、かつ安全で快適な作業をするためこの冊子をご活用ください。
また、お読みになった後必ず大切に保存し、分からないことがあったときには取出し
てお読みください。なお、製品の仕様変更などにより、お買上げの製品とこの説明書
の内容が一致しない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

安 全 第 一
本書に記載した注意事項や機械に貼られた

の表示があるラベルは、人身事故の危

険が考えられる重要な項目です。よく読んで必ず守ってください。
なお、 表示ラベルが汚損したり、はがれた場合はお買上げの購入先に注文し、必ず
所定の位置に貼ってください。

注意表示について

本取扱説明書では、特に重要と考えられる取扱い上の注意
事項について、次のように表示しています。
注意事項を守らないと、死亡または重傷を負うことになるも
のを示します。
注意事項を守らないと、死亡または重傷を負う危険性がある
ものを示します。
注意事項を守らないと、ケガを負うおそれのあるものを示し
ます。
注意事項を守らないと、機械の損傷や故障のおそれのあるも
のを示します。
その他、使用上役立つ補足説明を示します。

仕様について
この取扱説明書では、仕様の異なる製品を下記のように表示していますので、お買上
げの製品の仕様をお確めのうえ、お間違いのないようお願いいたします。
なお、説明は MR1000H を基本とし、MR1000H と取扱いが異なる場合はその都度追加説
明してあります。
A エンジン出力（PS）によって…………………MR800H 仕様、MR900H 仕様、MR1000H 仕様、
MR1050H 仕様
A ワイドキャビン…………………………………Q 仕様
A モンローオート付き……………………………MA 仕様

A 逆転 PTO 付き……………………………………X 仕様
A グランド PTO 付き………………………………V 仕様
A 低回転 PTO 付き…………………………………D 仕様
A ウエイト取付台付き（鋳物製）………………U 仕様
A ワイドトレッド…………………………………W 仕様
A 後輪油圧アジャスタブルトレッド付き………AT 仕様
（ウエイト取付台（鋳物製）、前部ウエイト 45kg ×８枚）
A パワクロ…………………………………………PC 仕様
A アジャスタブルトレッド付きパワクロ………PCAT 仕様

（ウエイト取付台（鋳物製）、前部ウエイト 45kg ×８枚）

本書の見方
この取扱説明書には必要な情報が容易に検索できるよう、一般目次以外に下記３つの
目次を掲載しています。
目的に応じ使い分けの上、必要な情報の検索にご活用ください。
１ . 目的目次

困った事、知りたい事などから関連する項目の説明ページが検索で
きます。
困ったときの参照頁一覧（目的別、場面別）（11 ページ）を参照。

２．絵目次

レバーやスイッチの名称が分からなくても、イラストから確認した
いレバーやスイッチの説明ページが検索できます。
トラクタ装置の名称（38 ページ）を参照。

３．索引
（巻末）

調べたい名称から掲載ページが検索できます。
例えば［エンジンオイルの交換のしかた］のページを調べたい場合、
「あ行」の［エンジンオイルの交換］で説明ページが検索できます。
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困ったときの参照頁一覧（目的別、場面別）

困ったときには

困ったときには
困ったときの参照頁一覧（目的別、場面別）
目的・場面

道路走行時に

55

警告表示と対応

55

尿素水（AdBlue®）の保管と取扱い

59

寒冷時の始動方法について知りたい

オートグロー

126

寒冷時暖機運転時間がどの程度必要か

寒冷時の暖機運転

137

エンジンの回転数が上がらない

エンジン回転上限設定

103

エンジンの調子が悪い

エンジンの不調と処置

250

2WD、4WD、倍速、AD を切換えたい

走行モード切替スイッチ

68

作業機の落下防止を施したい

油圧ロック

116

トレーラ用電源コンセントを接続したい

トレーラ用カプラ

125

旋回時、自動的に作業機を上げたい

オートアップスイッチ

114

後進時、自動的に作業機を上げたい

バックアップスイッチ

115

ほ場作業時の設定を簡単に行ないたい

ワンタッチ作業モード設定スイッチ

117

エンジンの最高回転数を規制したい

エンジン回転上限設定

103

作業時のエンジン回転数を記憶させたい

エンジン回転メモリ設定

103

車速や PTO 回転をできるだけ一定に保ちたい

パワーアシスト制御

104

クラッチペダル

65

シャトルレバー

68

副変速レバー

66

ドラフトコントロールを使いたい

作業機昇降装置

108

モンローマチックの調整要領を知りたい

モンローマチック［MA 仕様］

118

作業機を装着したい

ロアーリンクの取付け穴の選択

148

油圧取出しを使いたい

外部油圧取出し

123

作業機に電源を接続したい

外部電源取出端子

124

作業機用操作ボックスを取付けたい

作業機用操作ボックスの取付

203

作業機の上げ高さを規制したい

高さ規制調整ダイヤル

111

作業機がロックされ下降できない

3 点リンクの安全ロック機能

144

タイヤがスリップする

デフロックの使い方

72

電子メータや液晶表示部の見方を知りたい

電子メータパネル

74

電子メータ内のランプが点灯（点滅）している

ランプ表示一覧

145

電子メータ内の赤色ランプが点灯（点滅）した

イージーチェッカ

139

走行速度が知りたい

パフォーマンス項目の選択

88

PTO 軸回転数が知りたい

パフォーマンス項目の選択

88

PTO 回転数を変更したい

PTO 変速レバー

155

ブザーが鳴り走行できない

作業時に

参照頁

尿素水（AdBlue®）
尿素水（AdBlue®）の取扱い方法を知りたい

エンジン始動時に

項目

（次へ続く）
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困ったときには
目的・場面

メンテナンス時に

参照頁

ボンネットの開け方を知りたい

ボンネットの開閉

211

日常点検ですべきことは

日常点検

211

オイル、冷却水量を知りたい

給油（水）一覧表

209

適切なオイルの種類を知りたい

推奨オイル・尿素水・グリース一覧表

210

電球が切れた時には

主な消耗部品一覧表

266

燃料切れでエンジンが止まった

燃料の空気抜きのしかた

243

日常点検［パワクロ仕様］

219

パワクロ仕様の点検・整備

241

パワクロメンテナンス項目

12
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安全に作業をするために

安全に作業をするために
本機をご使用になる前に、必ず本書をよく読み理解した
うえで、安全な作業をしてください。安全に作業をして
いただくため、ぜひ守っていただきたい注意事項は下記
の通りですが、これ以外にも、本文の中で危険・警告・
注意・重要・補足としてそのつど取上げています。

3. 安全キャブの改造禁止
• 安全キャブを改造しないでください。また、強度に
影響する破損、曲がりなどが発生した場合、交換し
てください。

安全キャブについての注意事項
1. 安全キャブの目的
安全キャブは、万一トラクタが転倒したとき事故の被害
を軽減するものであって、転倒事故を防止するものでは
ありません。
注意事項を守って、安全運転を心がけてください。

運転前の注意事項
1. 正しい運転方法、運転してはいけない
人

(1) 安全キャブ
(2) シートベルト

2. シートベルトを併用すること
• 運転時は安全キャブとシートベルトを常に使用す
るようにしてください。

MR800H,MR900H,MR1000H,MR1050H

• トラクタを動かす前に、トラクタおよび装着してい
る作業機の取扱説明書と機械に貼ってある安全ラ
ベルをよく読み、理解したうえで運転してくださ
い。
• トラクタ、作業機を他人に貸すとき、また、運転さ
せるときは、事前に運転のしかたを教え、本書を読
ませてください。
• 本書およびラベルの内容が理解できない人や子供
には絶対運転させないでください。
• 飲酒時や体調が悪いとき、病気や妊娠しているとき
は、トラクタを運転しないでください。
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安全に作業をするために
2. 作業に適した服装
• ダブダブの衣服やかさばった衣服を着用しないで
ください。
回転部分や操縦装置にひっかかり事故の原因にな
ります。
安全のため、ヘルメット、滑りにくい靴を着用し、
必要に応じて安全靴、保護めがねや手袋などを使っ
てください。
作業時の服装［良い例］

紛失したり損傷した部品は交換してください。
ブレーキ、クラッチ、ステアリングや安全装置など
の日常点検を行い摩耗や損傷している部品があれ
ば、交換してください。
また、定期的にボルトやナットがゆるんでいないか
点検してください。
詳細はトラクタの点検・整備のしかた（204 ページ）
を参照してください。
• トラクタは常に清掃しておいてください。
バッテリ、配線、マフラやエンジン周辺部にゴミや
燃料の付着などがあると火災の原因になります。

始動時の注意事項
1. レバー、スイッチやブレーキの確認

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ヘルメット
活動的な服装
袖口きっちり
スソきっちり
滑りにくい靴

• エンジンを始動する前に、必ずシートに座り、シャ
トルレバー・PTO 変速レバーが中立かどうか、あん
しん PTO スイッチが[切]かどうか、また駐車ブレー
キが掛かっているかを確認してください。
• 地上に立ってエンジンを始動したり、スタータ端子
や安全スイッチを直結してエンジンを始動しない
でください。
トラクタが突然動き出すおそれがあります。

作業時の服装［悪い例］

2. 周囲の安全確認
(1) 巻きタオル
(2) 腰タオル
(3) サンダル

3. トラクタの改造禁止

• トラクタを始動、運転するときは前後左右をよく確
認し、付近に人（特に子供）を近づけないでくださ
い。
もし変速ギヤが入っていると車体が動いたりロー
タリが回転したりして事故になるおそれがありま
す。
また、安全キャブに当たる障害物が無いかも確認し
てください。

• トラクタを改造しないでください。改造すると、ト
ラクタの機能に影響を及ぼすばかりか人身事故に
もつながります。

4. 作業前の点検・確認
• 安全カバー類を外した状態でトラクタ、作業機を使
用しないでください。
14
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安全に作業をするために
3. 屋内で運転するとき
• 換気が不十分な所では、暖機運転や作業はしないで
ください。
排ガスにより一酸化炭素中毒のおそれがあります。

運転時の注意事項
1. 同乗禁止
• 子供はもちろん運転者以外の人を乗せてトラクタ
を運転しないでください。
また、必ずシートに座って運転してください。

4. 運転に不適切な場所
• 溝や穴の近く、路肩などトラクタの重みでくずれや
すい所では運転しないでください。
また、草の繁ったところや水たまりなどには、隠れ
て見えない窪地がある場合があり、トラクタが落ち
込むと転倒することがあります。そういう所は必
ずトラクタから降りて確認してください。

2. けん引作業時の注意
• けん引作業には、けん引ヒッチ（別売）を用い、絶
対に車軸やトップリンクブラケットなどで引張ら
ないでください。
トラクタの破損や転覆の原因となります。

5. 後方転覆の危険、共同作業時の注意
• 溝やぬかるんだ所から前進で脱出したり、急な坂を
前進で登るとトラクタが後方に転覆する危険があ
ります。このような所では、バックで運転してくだ
さい。

MR800H,MR900H,MR1000H,MR1050H
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• 共同で作業をするときは、声をかけあって、お互い
にしようとしている事を知らせてください。

6. ほ場の出入り
• ほ場の出入りなどで、急傾斜の上り降りや溝越え
は、低速にして直角に進行してください。その際、
必ず連結解除ペダルロックレバーをロック位置に
するとともに、デフロックの解除を確認してくださ
い。

7. ほ場外での作業機落下防止
• ほ場外では、油圧ロックレバーで油圧ロック（停
止）をして作業機の落下を防止してください。

(1) 油圧ロックレバー

(A) 解除（速）
(B) 油圧ロック（遅・停）

8. あゆみ板の使用、途中変速の危険
• ほ場の出入りなどで、高低差の大きい急傾斜の登り
降りや、溝越えが必要な場合、あゆみ板を使用し、
確実に固定してから低速で行ってください。
あゆみ板は段差の 4 倍以上の長さのものを使用し
てください。

(1) あゆみ板
(2) 段差

• 急な坂道・車両への積込み積降ろし・ほ場への出入
り・畦の乗越えなどでは途中で変速すると危険です
ので、あらかじめ安全な遅い変速位置に入れて運転
してください。

9. 急旋回禁止
• ほ場以外や高速走行時、倍速ターンおよび AD 倍速
ターンを使用すると、旋回時急に回り事故を引き起
こすおそれがあります。
必ず走行モード切替スイッチを[2WD]に切り換えて
ください。

16
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作業機使用時の注意事項
1. 作業機の着脱
• 作業機の着脱は、平たんで安全な場所で行ってくだ
さい。
• トラクタから降りるときや、ロータリなど PTO 作
業機の装着・取外し・調整・掃除または修理をする
ときは、作業機が完全に止まるまで待ってくださ
い。

2. PTO 軸の保護と回転数
• PTO を使用しないときは、PTO 軸キャップを装着
しておいてください。
• PTO 軸カバーは常に取り付けておいてください。
• PTO 作業機は、その作業機で定められた PTO 回転
以上で使用しないでください。
機械の破損や人身事故のおそれがあります。

(1) PTO 軸カバー
(2) 蝶ボルト
(3) PTO 軸キャップ

3. 転倒防止のための重量バランス
• トラクタ後部用作業機を装着したとき、かじ取り車
輪（前輪）にかかる荷重が総重量の 20%以上になる
ようにバランスウエイトを装備し、使用してくださ
い。
前部が軽くなりすぎると、操縦が難しくなり転倒事
故のおそれもあります。

• 作業機はトラクタに推奨されている物を使用して
ください。
大きすぎたり、小さすぎたりしてバランスの悪い作
業機は機械の破損や人身事故にもつながります。
詳細は購入先にご相談ください。

4. 傾斜地作業、フロントローダ作業時の
注意
• 傾斜地作業、フロントローダ作業などでは、安定を
良くするために、支障の無い範囲で輪距（タイヤ中
心間の距離）を大きくしてください。

MR800H,MR900H,MR1000H,MR1050H
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2. デフロックの禁止、旋回速度注意
• 道路走行時は絶対にデフロックを使用しないでく
ださい。
ハンドル操作ができなくなります。

道路走行時の注意事項
1. ブレーキペダルの使い方
• 道路走行時は、連結解除ペダルロックレバーを下
げ、連結解除ペダルが踏めないことを確認してくだ
さい。
高速走行で誤って片ブレーキをかけるとトラクタ
が振られ、転倒や交通事故のおそれがあります。

(1) 連結解除ペダルロックレバ
ー
(2) ブレーキペダル
(3) 連結解除ペダル

(A) ロック（格納）
[A] 道路走行時は必ず下げる

(1) 前輪デフロックスイッチ

(A) 押す：ランプが点灯［ロッ
ク］
再度押す：ランプが消灯［解
除］

(1) 後輪デフロックペダル

(A) 離す（解除）
(B) 踏む（ロック）

• 旋回する前にはトラクタの速度を落としてくださ
い。
高速で旋回するとトラクタが転倒するおそれがあ
ります。

• 信号待ちなどの一時停止時はブレーキペダルを踏
んだままにしてください。

18
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3. 坂道走行、交通法規遵守
• 坂を降りるとき、クラッチを切ったり、変速を中立
にして惰性で走行しないでください。
操縦ができなくなるおそれがあります。

駐車、格納時の注意事項

1. 駐車場所、レバーの状態、シートのか
けかた
• 駐車するときは、平たんでトラクタが安定する場所
を選び、PTO を“切”、作業機を“下げ”、各変速レバ
ーを“中立”、駐車ブレーキを“掛け”、エンジンを“停
止”してキーを“抜いて”ください。
やむをえず坂道で駐車する場合は、タイヤに車止め
をしてください。
• 乾いた草やワラなど可燃物の堆積した場所には、駐
車しないでください。
• 格納などでトラクタにシートをかける場合は、マフ
ラやエンジンがじゅうぶん冷えてから行ってくだ
さい。

• インプルメントやアタッチメントを装着した状態
では、［道路運送車両法の保安基準］を満たしてい
なければ道路走行することはできません。インプ
ルメントやアタッチメントと、トラクタとの組み合
わせごとに、［保安基準］を満たしていることの確
認が必要です。
• 交通や安全規則を守ってください。
運転免許証（大型特殊自動車）は、必ず携行してく
ださい。
• 作業灯は点灯しないでください。

4. 低速車（SMV）マークの表示
• 公道走行時は後続車に低速農耕車が走行している
事を知らせる低速車（SMV）マークを取付けてくだ
さい。
また、夜間ヘッドライトに低速車（SMV）マークが
よく反射するように、マークは常に清掃しておいて
ください。

点検・給油・整備時の注意事項
1. 適した服装、安全確認
• 点検・整備には帽子と安全な服装を着用してくださ
い。
作業内容によってはヘルメット、安全靴、保護めが
ね、防塵マスク、防音具、保護手袋などの保護具を
着用してください。
各保護具は使用前に機能を確認してください。

(1) 低速車（SMV）マーク

• エンジンを停止し、キーを抜き安全を確認してから
作業を行ってください。

MR800H,MR900H,MR1000H,MR1050H
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2. エンジン停止時の注意
• 平たんな場所に駐車し、作業機を下げ、駐車ブレー
キを掛け、各変速レバーを中立にし、そしてエンジ
ンを停止してください。
• エンジン・マフラ・ラジエータなどがじゅうぶん冷
えてから点検・整備してください。ヤケドのおそれ
があります。

3. バッテリの取扱い
• バッテリを充電しているときは、タバコを吸った
り、火を近づけないでください。
バッテリは充電中可燃性ガスが発生し、引火爆発の
おそれがあります。
• 放電したバッテリにブースタケーブルなどを接続
して始動するときは、取扱方法をよく読みそれに
従ってください。
（詳細はバッテリあがりの処置（138 ページ）を参
照）
• バッテリは液面が LOWER（最低液面線）以下にな
ったままで使用や充電をしないでください。
LOWER 以下で使用を続けると電池内部の部位の劣
化が促進され、バッテリの寿命を縮めるばかりでな
く、爆発の原因となることがあります。
すぐに UPPER LEVEL（上限）と LOWER LEVEL
（下限）の間に補水してください。
（補水可能なバッ
テリ）
• バッテリを外すときは、短絡事故を防ぐため、最初
にバッテリのマイナスコードを外し、接続するとき
は最後に接続してください。
• バッテリ液は希硫酸なので扱いには注意し、体や衣
服に付けないようにしてください。もし目や体に
付着した場合はすぐ水で洗って、速やかに医師の診
療を受けてください。

4. 3 点リンク作業機の注意
• 3 点リンク作業機を上げた状態で点検・整備を行う
場合、必ず油圧ロックレバーで作業機が落下しない
ようにロック（停止）してください。ロック（停
止）するとともに適切なジャッキまたはブロックで
歯止めをし、落下防止を行ってください。

5. タイヤの確認
• タイヤの空気圧は、取扱説明書に記載している規定
圧力を必ず守ってください。
（タイヤの空気圧および摩耗、傷の点検（214 ペー
ジ）参照）
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空気の入れ過ぎは、タイヤ破裂のおそれがあり死傷
事故を引起こす原因になります。
• タイヤに傷があり、その傷がコード（糸）に達して
いる場合は、使用しないでください。
タイヤ破裂のおそれがあります。
• タイヤ・チューブ・リムなどの交換・修理は、必ず
購入先にご相談ください。
（特別教育を受けた人が行うように、法で決められ
ています。）

(1) 高圧ホース
(2) 虫めがね
(3) ボール紙

8. 後輪を浮かせての始動禁止

6. 油圧部品を外すときの注意
• 圧力がかかり噴出した油は、皮膚を貫通するほどの
力があり、傷害の原因になります。油圧部品を外す
ときは、必ず残圧を抜いてください。

• 点検・整備時に、後輪だけを地面から浮かせた状態
にしてエンジンを始動させないでください。ブレ
ーキを踏むと前後輪を連結状態にする機構になっ
ていますので前輪が回転し、トラクタが動き出すお
それがあります。

9. 作業後・高圧洗浄後の注意事項
• 枯草・小枝などがボンネット内に入り込んだり、触
媒や排気管に触れて発火するおそれがあります。
作業後・高圧洗浄後などは、排気管周辺に燃えやす
いものがないかじゅうぶん注意してください。

10. 廃棄物の処理

7. 油漏れの点検
• 見えない小さな穴からの油漏れを探すときは、保護
めがねをかけ、ボール紙などを利用してください。
万一、油が皮膚を貫通したときは、強度のアレルギ
ーを起こすおそれがあるので、すぐ医師の診療を受
けてください。

MR800H,MR900H,MR1000H,MR1050H

• 廃棄物をみだりに捨てたり、焼却すると、環境汚染
につながり、法令により処罰されることがありま
す。
– 機械から廃液を抜く場合は、容器に受けてくだ
さい。
– 地面へのたれ流しや河川、湖沼、海洋への投棄
はしないでください。
– 廃 油 、 燃 料 、 冷 却 水 （ 不 凍 液 ）、 尿 素 水
(AdBlue®)、冷媒、溶剤、フィルタ、バッテリ、
ゴム類、その他の有害物を廃棄、または焼却す
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、所定の規則に従って処理して
ください。

21

安全に作業をするために
• 心臓ペースメーカの装着位置から次の距離以内で
使用しないでください。電波によりペースメーカ
の動作に影響を与えるおそれがあります。
心臓ペースメーカ装着位置からの距離

22 cm 以内

• 分解、改造、または修理をしないでください。感電
による障害または火災のおそれがあります。
• 塗装をしないでください。故障の原因になる可能
性があります。
• 本機に貼られている認証ラベルを剥がさないでく
ださい。
• 有毒ガスが充満する環境で使用しないでください。
ハロゲン系燻蒸剤で燻蒸する場合もこれにあたり
ます。

11. コモンレール仕様の注意事項
• コモンレール仕様エンジンには高電圧や高圧力の
燃料が通る部分があります。
次の注意事項を守らないと、感電事故や高圧燃料の
もれによるケガをするおそれがあります。
– 掃除などでエンジンを制御する電子部品や、そ
のコネクタ、ハーネスを触る場合は、キースイ
ッチを[切]位置にしてください。
– エンジンの高圧燃料が通る部品は、分解や修理
を行わないでください。
付近のボルト・ナット類もゆるめないでくださ
い。
高圧燃料が通るのは、燃料噴射ポンプからイン
ジェクタの間です。
– エンジンの不調時は、購入先にご相談ください。

12. ディーゼルパーティキュレートフ
ィルタについての注意事項
• ディーゼルパーティキュレートフィルタ（以下本文
中では DPF と表記します）再生中は排ガスや DPF
が高温になります。やけどや周囲のわらくず、異物
等の発火、溶解に注意してください。
• 高温の排ガスがあたらないようにトラクタの周囲
に人や可燃物を近づけないようにしてください。
• 火災防止のため、DPF マフラと尿素 SCR マフラの
周囲は可燃物を取除き常にきれいにしておいてく
ださい。
尿素選択触媒還元（Selective Catalytic Reduction）
は、以下本文では尿素 SCR と表記します。
• DPF 再生中は白煙が発生する場合がありますので、
換気の悪い場所では再生を行わないでください。
• DPF 再生中はトラクタから離れないでください。

(1) 直接通信ユニット

パワクロ仕様についての注意事項
本項の内容はパワクロ仕様の場合の特別な注意事項を
記載しています。他項の注意事項と合わせてよく読み
理解したうえで、安全な作業をしてください。

1. 乗り降り時の注意［パワクロ仕様］
• 乗り降りは補助ステップを使ってください。クロ
ーラに足をかけるとすべって転倒するおそれがあ
ります。

13. 直接通信ユニットについての注意
• 身体から次の距離以上離してください。
身体からの距離

55 mm 以上
(1) クローラ
(2) 補助ステップ
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安全に作業をするために
2. 運転時の注意［パワクロ仕様］
• 凹凸やカーブの多い所では絶対に高速走行をしな
いでください。ハンドル操作ができなくなるおそ
れがあります。

作業時
• クローラの構造上、左右に大きな段差のある状態で
作業を行うと、クローラが外れる場合があります。
プラウ作業などで片側のクローラを溝に落として
の作業は行わないでください。
トラックへの積み・降ろし
• トラックは荷台後部にあゆみ板の爪をかけるフッ
クが付いた物を使用してください。

• クローラ部が凸部を乗越えるときは、急に姿勢が変
わりますのでじゅうぶん注意してください。

3. あゆみ板使用時の注意［パワクロ仕
様］
• あゆみ板は左右の先端をそろえ、前後にずれないよ
うに確実に固定してください。
• あゆみ板とあゆみ板をかけた面との段差が大きい
場合、運転には特に注意してください。
• 途中で変速すると危険ですので、あらかじめ安全な
遅い変速位置に入れて低速で運転してください。
• あゆみ板は、じゅうぶんな強度・幅・長さ（傾斜が
15 度以下になる長さ：トラックの荷台高さ、あるい
はほ場乗入れ部高さの 4 倍以上）のあるすべり止め
および爪付きのものを使用し、パワクロの重量であ
ゆみ板が傾いたりしない場所を選んでください。
ほ場への出入り
• クローラの片側だけが段差に引っかかり乗りあが
らない状態になった場合、いったん車両を元に戻
し、あゆみ板をかけ直してはじめからやり直してく
ださい。

(1) あゆみ板

(1) あゆみ板
(2) 爪
(3) フック

• トラックへの積み・降ろしは、必ず左右のブレーキ
ペダルを連結し、前進で積み込み、後進で降ろして
ください。前進で降りると、クローラがあゆみ板の
段差ですべり、前輪が浮いて車体が旋回し、転倒事
故につながるおそれがあります。
パワクロ仕様のみ

(A) 段差

MR800H,MR900H,MR1000H,MR1050H
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安全ラベル

1. 安全ラベルと貼り付け位置
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安全に作業をするために
2. 安全ラベルの取扱い
• ラベルは、いつもきれいにして傷つけないようにしてください。
もしラベルが汚れている場合は、石鹸水で洗い、やわらかい布で拭いてください。
• 高圧洗浄機で洗車すると、高圧水によりラベルが剥がれるおそれがあります。高圧水を直接ラベルにかけないで
ください。
• 破損や紛失したラベルは、製品購入先に注文し、新しいラベルに貼替えてください。
• 新しいラベルを貼る場合は、貼り付け面の汚れを完全に拭き取り、乾いた後、元の位置に貼ってください。
• ラベルが貼り付けられている部品を新部品と交換するときは、ラベルも同時に交換してください。

MR800H,MR900H,MR1000H,MR1050H
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ご相談窓口

サービスと保証

サービスと保証
この製品には、保証書が添付してありますのでご使用前
によくご覧ください。

ご相談窓口
警告

• 機械の改造は危険ですので、改造しないでくださ
い。改造した場合や取扱説明書に述べられた正し
い使用目的と異なる場合は、メーカ保証の対象外に
なるのでご注意ください。
ご使用中の故障やご不審な点およびサービスについて
のご用命は、お買上げいただいた購入先にそれぞれご相
談窓口を設けておりますのでお気軽にご相談ください。
その際銘板に記載している
• 型式名
• 製造（車台）番号
を併せてご連絡ください。
なお、部品ご注文の際は、購入先に純正部品表を準備し
ておりますので、そちらでご相談ください。

(1) 製造（車台）番号

(1) エンジン番号

(1) 安全キャブ銘板

(1) 銘板

MR800H,MR900H,MR1000H,MR1050H
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補修用部品の供給年限について

(1) DPF 番号
(2) SCR 番号

補修用部品の供給年限について
この製品の補修用部品の供給年限（期限）は製造打切り
後 12 年といたします。
ただし、供給年限内であっても特殊部品につきまして
は、納期などについてご相談させていただく場合もあり
ます。
補修用部品の供給は原則的に上記の供給年限で終了致
しますが、供給年限経過後であっても部品供給のご要請
があった場合には、納期および価格についてご相談させ
ていただきます。
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農機型式名一覧表

サービスと保証

農機型式名一覧表
農機型式名

安全性検査合格番号

安全キャブ・フレーム検査合格型式名

小型特殊自動車車両型式名

型式認定番号

クボタ MR800H

取得中

クボタ IC1000HMR

クボタ YDP-MRD

取得中

クボタ MR900H

取得中

クボタ IC1000HMR

クボタ YDP-MRD

取得中

クボタ MR1000H

取得中

クボタ IC1000HMR

クボタ YDR-MRC

取得中

クボタ MR1050H

取得中

クボタ IC1000HMR

クボタ YDR-MRC

取得中

クボタ MR800H-PC

取得中

クボタ IC1000HMR

クボタ YDP-MRD

取得中

クボタ MR900H-PC

取得中

クボタ IC1000HMR

クボタ YDP-MRD

取得中

クボタ MR1000H-PC

取得中

クボタ IC1000HMR

クボタ YDR-MRC

取得中

クボタ MR1050H-PC

取得中

クボタ IC1000HMR

クボタ YDR-MRC

取得中

MR800H,MR900H,MR1000H,MR1050H
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小型特殊自動車としての取扱い

小型特殊自動車取得の届出と標識（ナンバープレート）の取付け

小型特殊自動車としての取扱い
本機は、道路運送車両法の小型特殊自動車に該当しま
す。

小型特殊自動車取得の届出と標識
（ナンバープレート）の取付け
新たに小型特殊自動車の所有者となった者は、市町村条
例により、その取得したことを市町村役所に届けて、標
識（ナンバープレート）の交付を受けなければなりませ
ん。
手続きは市町村により異なりますので、詳細は購入先に
ご相談ください。
1. 小型特殊自動車を購入したときは、販売証明書など
（購入先で発行）に、軽自動車税を添えて市町村役所
に届出ます。
2. 届出が済むと標識（ナンバープレート）が交付され
ます。
3. 標識（ナンバープレート）は、車体の取付け位置に
取付けてください。

(1) 低速車（SMV）マーク

運転免許
重要 :
• 本機は道路運送車両法上の小型特殊自動車に該当
しますが、道路交通法では、大型特殊自動車に該当
します。従って公道を走行する場合は、大型特殊自
動車の運転免許証が必要です。
公道を走行する場合は、大型特殊自動車の運転可能な運
転免許証が必要です。必ず所持してください。

損害賠償保険について
重要 :
• エンジンで封印されている所はさわらないでくだ
さい（封印が外されたと認められる場合は、一切の
保証は致しません）。
(1) 標識（ナンバープレート）取付け位置

万一の交通事故補償に備え、任意保険に加入されること
をお勧めします。

低速車（SMV）マーク

公道走行時の注意

公道走行時は後続車に低速農耕車が走行している事を
知らせる低速車（SMV）マークを取付けてください。
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• インプルメントやアタッチメントを装着した状態
では、［道路運送車両法の保安基準］を満たしてい
なければ道路走行することはできません。インプ
ルメントやアタッチメントと、トラクタとの組み合
わせごとに、［保安基準］を満たしていることの確
認が必要です。
• 作業灯は［道路運送車両法の保安基準］第 42 条（灯
火の色等の制限）において、“走行中に使用しない灯
火”とされ、点灯したまま道路走行すると他の交通車
両の妨害となることから、道路走行中の点灯は禁止
されております。

MR800H,MR900H,MR1000H,MR1050H

直接通信ユニットについて

小型特殊自動車としての取扱い

直接通信ユニットについて
保守および点検サービス全般、および品質向上のため、
メインスイッチのキーを[入]位置にすると、機械の位置
情報ならびに稼働情報を自動的にクボタのサーバに送
信するユニットです。
詳細については購入先にご相談ください。

(1) 直接通信ユニット

• 電波法に基づく認証について
本製品で使用している無線ユニットは、電波法に基
づく小電力データ通信の無線設備として認証を受
けています。従って、本製品を使用するときに無線
局の免許は必要ありません。
ただし、以下の事項を行うと法律により罰せられる
ことがあります。
– 無線ユニットを分解または改造すること。
– 無線ユニットに貼られている認証ラベルをはが
すこと。
• 本製品で使用している無線ユニットは IEEE802.11
に準拠した通信を行っています。そのため環境に
より通信できない場合や周囲の無線機器に影響を
与える場合があります。

MR800H,MR900H,MR1000H,MR1050H
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小型特殊自動車としての取扱い

輪距
公道走行は、必ず指定の輪距で走行してください。指定輪距は次表のとおりです。この輪距どおりでない場合は道路
運送車両法の保安基準違反になり、道路を走行することができません。
前後輪タイヤ組合せ表［ホイール仕様］
前輪

型式

MR800H

MR800H(W)

MR900H
MR1000H
MR1050H

MR900H(W)
MR1000H(W)
MR1050H(W)

タイヤサイズ

後輪
輪距(mm)

タイヤサイズ

輪距(mm)

K

9.5 - 24

13.9 - 36

1400

K1

9.5 - 24RC

12.4 - 38RC

1440

K2

9.5 - 24

16.9 - 30

R

250/85R24

R1

9.5R24RC

12.4R38RC

1430

R2

9.5R24RC

16.9R30

1400

R4

9.5R24RC

270/95R38

1400

K

9.5 - 24

13.9 - 36

K1

9.5 - 24RC

12.4 - 38RC

K2

9.5 - 24

16.9 - 30

L1

11.2 - 24

R

250/85R24

340/85R36

R1

9.5R24RC

12.4R38RC

R2

9.5R24RC

16.9R30

K1

9.5 - 24RC

12.4 - 38RC

1440

K2

11.2 - 24

16.9 - 34

1380

K3

11.2 - 24RC

13.6 - 38RC

1440

R1

9.5R24RC

12.4R38RC

1430

R2

11.2R24RC

420/85R34

1400

R3

11.2R24RC

13.6R38RC

1430

R4

9.5R24RC

270/95R38

1400

K1

9.5 - 24RC

12.4 - 38RC

1500

K2

11.2 - 24

16.9 - 34

1510

K3

11.2 - 24RC

13.6 - 38RC

L1

11.2 - 24

R1

9.5R24RC

12.4R38RC

R2

11.2R24RC

420/85R34

1500

R3

11.2R24RC

13.6R38RC

1500

1400

1520

1400

1520

340/85R36

13.6 - 38H

13.6 - 38H

1400

*1

*2

*3

*1

1500
*2

*3

*1

*3

*1

1500

*3

補足 :
• (W)はワイドトレッド仕様です。
• 表中のタイヤは標準出荷を表記しています。
*1

ブリヂストン製タイヤです。

*2

ラジアルタイヤ（ファイヤストーン製）です。

*3

ラジアルタイヤ（ミシュラン製）です。
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前後輪タイヤ組合せ表［パワクロ仕様］
前輪

型式

タイヤサイズ

輪距(mm)

PC1
PC1N

MR800H
MR900H
MR1000H
MR1050H

*1

クローラ

1430

9.5 - 24

PC1NN

1330

PC2

320/60-26

1530

PC3

360/70R20

1520

クローラサイズ*1

輪距(mm)

450 × 50 × 90

1440

280 × 50 × 90

1320

450 × 50 × 90

1440

クローラサイズの数値は次のとおりです。幅×リンク数×ピッチ(mm)

前後輪タイヤ組合せ表［AT 仕様］
前輪

型式

MR1050H-AT

タイヤサイズ

後輪
輪距(mm)

タイヤサイズ

K1

9.5 - 24RC

12.4-38RC

K3

11.2 - 24RC

13.6-38RC

R1

9.5R24RC

R3

11.2R24RC

13.6R38RC

R4

9.5R24RC

270/95R38

1400

輪距(mm)
*1

1440

12.4R38RC

*2

1400

補足 :
• 表中のタイヤは標準出荷を表記しています。
*1

ブリヂストン製タイヤです。

*2

ラジアルタイヤ（ミシュラン製）です。

前後輪タイヤ組合せ表［PCAT 仕様］
前輪

型式
MR1050H
*1

PCAT

クローラ

タイヤサイズ

輪距(mm)

クローラサイズ*1

輪距(mm)

9.5 - 24

1430

280 × 50 × 90

1440

クローラサイズの数値は次のとおりです。幅×リンク数×ピッチ(mm)

MR800H,MR900H,MR1000H,MR1050H

37

トラクタ装置の名称

装置の名称と取扱い

装置の名称と取扱い
トラクタ装置の名称
1. トラクタの外観
外観［ホイール仕様］

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
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安全キャブ................................................................................... 196
作業灯 .......................................................................................... 198
バックミラー ................................................................................. 62
ボンネット....................................................................................211
前輪タイヤ................................................................................... 214
サイドカバー ................................................................................211

(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

ドア.............................................................................................. 196
後輪タイヤ................................................................................... 214
作業灯 .......................................................................................... 199
ヘッドライト ................................................................................. 63
フットライト ............................................................................... 197

MR800H,MR900H,MR1000H,MR1050H
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外観［パワクロ仕様］

(1) パワークローラ

パワクロ仕様に関する参照頁一覧
内容

参照頁

内容

前後輪タイヤ組合わせ表

36 頁

トラックの積み・降ろし
運転のしかた
前輪タイヤ・クローラ輪距

MR800H,MR900H,MR1000H,MR1050H

参照頁

日常点検箇所一覧

219 頁

141 頁

点検・整備

204 頁

126 頁

主要諸元

256 頁

走行速度表

264 頁

159、184 頁
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トラクタ装置の名称

外観（共通）

(1) リヤウインド ........................................ 196 (4) PTO....................................................... 153 (7) クォータウィンド ................................. 197
(2) 3 点リンク外部操作スイッチ................ 150 (5) 3 点リンク............................................. 146 (8) モンロー外部操作スイッチ［MA 仕様］150
(3) 外部油圧取出し..................................... 123 (6) 作業灯 ................................................... 198 (9) ドローバ ............................................... 152
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(1) 切替えバルブレバー［AT 仕様］........................................................................................................................................................................ 188
(2) 左右切替えレバー［AT 仕様］ ........................................................................................................................................................................... 188
(3) タンクドレーンプラグ［AT 仕様］

MR800H,MR900H,MR1000H,MR1050H
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トラクタ装置の名称

2. メータパネル部

(1)
(2)
(3)
(4)

電子メータ..................................................................................... 74 (5) オート 4WD スイッチ.................................................................... 71
駐車再生スイッチ .......................................................................... 50 (6) 走行モード切替スイッチ ............................................................... 68
再生禁止スイッチ .......................................................................... 52 (7) AD スイッチ................................................................................... 68
前輪デフロックスイッチ ............................................................... 72
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3. ハンドル部

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

ホーンボタン ................................................................................. 64
シャトルレバー.............................................................................. 68
ハザードスイッチ .......................................................................... 63
テレスコレバー.............................................................................. 62
チルトレバー ................................................................................. 62
連結解除ペダルロックレバー ........................................................ 64
クラッチペダル.............................................................................. 65

MR800H,MR900H,MR1000H,MR1050H

(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

連結解除ペダル.............................................................................. 64
ポンパレバー［MA 仕様のみ］ ....................................................113
ヘッドライトスイッチ................................................................... 63
キースイッチ ................................................................................. 64
駐車ブレーキレバー .................................................................... 126
アクセルペダル.............................................................................. 66
ブレーキペダル.............................................................................. 64
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4. 運転席部

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
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シート ............................................................................................ 59
PTO 変速レバー........................................................................... 155
シートベルト ................................................................................. 60
後輪デフロックペダル................................................................... 72
主変速レバー ................................................................................. 66
アクセルレバー.............................................................................. 66
ポジションレバー .........................................................................110

(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)

副変速レバー ................................................................................. 66
油圧補助コントロールレバー ...................................................... 123
あんしん PTO スイッチ ............................................................... 154
油圧ロックレバー .........................................................................116
インストラクタシート（オプション）.......................................... 60
カップホルダ

MR800H,MR900H,MR1000H,MR1050H

トラクタ装置の名称

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

e-アシスト旋回スイッチ.............................................................. 105
パワーアシストスイッチ ............................................................. 104
エンジン回転メモリスイッチ A................................................... 103
エンジン回転メモリスイッチ B................................................... 103
アクセルレバー.............................................................................. 66
主変速レバー ................................................................................. 66
クルーズ車速スイッチ A.............................................................. 133
クルーズ車速スイッチ B.............................................................. 133
3P 内部操作スイッチ....................................................................116
ポンパスイッチ.............................................................................113
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(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)

3P 動作切替スイッチ....................................................................115
ワンタッチ作業モード設定スイッチ ............................................117
スリップ制御スイッチ（オプション）
フロントワイパ・ウォッシャスイッチ........................................ 198
リヤワイパ・ウォッシャスイッチ ............................................... 198
作業灯（前）スイッチ................................................................. 199
作業灯（後）スイッチ................................................................. 199
デフォッガ（オプション）
ディレイオフ機能スイッチ.......................................................... 199
全作業灯火／消灯スイッチ.......................................................... 199
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トラクタ装置の名称

5. 油圧操作パネル
詳細は作業機昇降装置（108 ページ）の項、モンローマチック［MA 仕様］（118 ページ）の項参照。
［MA 仕様］

［MA 仕様以外］
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6. 安全キャブ部

(1) ルームランプ ........................................ 197 (3) オーディオ............................................ 202 (5) マイク（Bluetooth 対応）
(2) エアコンコントロールパネル ............... 201 (4) 夜間照明 ............................................... 197 (6) アシストグリップ

MR800H,MR900H,MR1000H,MR1050H
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排ガス後処理装置
警告

• DPF 再生中は排ガスや DPF が高温になります。火
傷、可燃物への発火や溶解に注意してください。
• 高温の排ガスがあたらないように、トラクタを人や
動物などから離してください。
• 再生中は白煙が発生する場合があります。換気の
悪い納屋等での再生は行わないでください。
• 再生中はトラクタから離れないでください。
デュアル排ガス後処理装置
排ガス中に含まれる粒子状物質(PM)や黒煙は、DPF マ
フラで捕集・除去します。
そして、残る有害な窒素酸化物(NOX)も、尿素 SCR シ
ステムで無害な窒素(N2)と水(H2O)に分解・浄化します。
このデュアル排ガス後処理装置により、クリーンな排ガ
スを実現しています。

1. ディーゼル・パーティキュレート・フ
ィルタ(DPF)マフラ
本機には、ディーゼルエンジン排ガス中の炭化水素、一
酸化炭素や他の有毒ガスを無害な二酸化炭素や水に酸
化すると同時に、PM（微粒子状物質）をフィルタで捕
集する DPF（ディーゼル・パーティキュレート・フィ
ルタ）マフラ付きエンジンを搭載しています。
排ガス後処理装置を正しく取り扱い、環境保全にも努め
てください。

排ガス後処理装置
• 燃料
燃料は必ず低硫黄ディーゼル軽油(S10)を使用して
ください。
重要 :
– 低硫黄ディーゼル軽油以外の軽油を使用した場
合、エンジンや排ガス後処理装置などに悪影響
を与え、故障の原因となります。また、排ガス
の浄化基準に適合しなくなるおそれがありま
す。
• エンジンオイル
DPF 搭載用ディーゼルエンジンオイルクボタ純オ
イル D10W-30 DH-2 をご使用ください。
重要 :
– 指定のエンジンオイル以外を使用すると DPF
の早期目詰まりや燃費の悪化を招くおそれがあ
ります。
• 不必要なアイドリング運転の禁止
一般にエンジン回転が低いほど排ガス温度も低く、
排ガス中の PM（粒子状物質）も燃焼されず堆積し
やすくなります。従って、不必要なアイドリング運
転はしないでください。
• 再生
ランプやブザーで再生の指示サインが出たときは、
速やかに再生を行ってください。
重要 :
– 再生の中断や警告を無視して運転を続行する
と、エンジンや DPF の故障の原因となります。

(1) DPF マフラ

2. DPF マフラの取扱いポイント
DPF マフラ内に捕集した PM（粒子状物質）が一定量堆
積すると、PM を DPF マフラ内で燃焼させ DPF マフラ
をリフレッシュさせる必要があります。この燃焼作業
を再生と呼びます。
この再生に到達するまでの運転時間を延ばし、DPF マ
フラの故障を防ぐため、必ず以下の取扱い事項を守って
ください。
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3. DPF マフラの再生方式
DPF マフラの再生方式は、作業に応じ自動再生または再生禁止のいずれかが選択できます。
再生に伴う排ガスの高温が作業に適さない場合を除き、自動再生の使用を推奨します。

(1) サンバイザ

MR800H,MR900H,MR1000H,MR1050H
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3.1 自動再生モードの操作手順
エンジンを始動すると（スイッチ類の操作不要）自動再生モードが自動的に選択されます。
自動再生モードでは PM が一定量堆積し、再生に必要な条件（DPF の再生に関する豆知識（54 ページ）を参照）が
整うと、トラクタの走行や停車に関係なく自動的に再生処理されるため、作業効率が向上します。

(1) 駐車再生スイッチ
(2) 再生禁止スイッチ

(3) 再生状態ランプ
(4) 駐車再生要求ランプ

(5) エンジン回転上げ要求ランプ
(6) エンジン異常警告灯

1. エンジンを始動します。
（再生禁止スイッチランプ

が消灯していることを確認する）

再生禁止スイッチランプ消灯
自動再生モード選択時
再生禁止スイッチランプ点灯
再生禁止モード選択時
補足 :
• エンジンを始動すると自動的に自動再生モードが選択されます。
• 再生禁止スイッチランプはエンジン始動後、スイッチを押すごとに切り替わります。
2. 再生状態ランプ

が点滅表示した場合、そのまま運転を続行してください。

DPF マフラに一定量の PM が堆積しています。
再生に必要な条件が整うと自動的に再生が開始されます。
DPF や排ガスの温度が上昇しますので安全な場所で作業してください。
3. エンジン回転上げ要求ランプ

が点滅した場合、消灯するまでエンジン回転を上げてください。

補足 :
• 自動再生モードでも、トラクタの運転状態によっては、再生に必要な条件が整わず再生されない場合もあります。
• エンジン負荷が大きい場合、エンジン回転上げ要求ランプが点滅していても再生条件を満たすこともあります。
詳細は DPF の再生に関する豆知識（54 ページ）を参照してください。
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3.2 自動再生モード時の PM 堆積の警告レベルと必要な処置
自動再生モードで運転時、PM が一定量堆積すると自動で再生処理されますが、再生を中断したり再生条件が整わな
かった場合、PM の堆積レベルに応じブザー音やランプの表示を変化させ、オペレータに再生を促します。
重要 :
• 再生が必要なレベルに達したときは、速やかに再生を行ってください。再生を中断したり警告を無視して運転を
続行すると、エンジンや DPF の故障の原因となります。
自動再生モード
状態
警告レベル：1
ブザー音：無し

処置

再生状態ランプが点滅する。

DPF マフラーに一定量の PM が堆積しています。
そのまま運転を続行してください。

エンジン回転数が低いとき、エンジン回転上げ要
求ランプが点滅する。

消灯するまでエンジン回転を上げてください。

再生状態ランプは点滅から点灯に切替わる。

再生が開始され、完了すると消灯します。

警告レベル：2-1
ブザー音：5 秒に 1 回鳴
る

再生の中断や再生条件が整わないと警告レベル 2 になります。
再生状態ランプが点滅する。

警告レベル 1 を参照し再生を行ってください。

警告レベル：2-2
ブザー音：3 秒に 1 回鳴
る

エンジン回転数が低いとき、エンジン回転上げ要
求ランプが点滅する。

駐車再生要求ランプが点滅時、駐車再生も可能で
す。
再生条件が整わない場合は駐車再生を行ってくだ
さい。
• 駐車再生操作は駐車再生の操作（54 ページ）
を参照してください。

駐車再生要求ランプも点滅する。

警告レベル：3
ブザー音：1 秒に 1 回鳴
る
エンジン出力：50%

警告レベル 2 での再生ができなかった場合
エンジン異常警告灯が点滅する。

駐車再生要求ランプも点滅する。

警告レベル：4
ブザー音：1 秒に 1 回鳴
る
エンジン出力：50%

DPF マフラに多量の PM が堆積しています。直ち
に作業を中断し駐車再生を行ってください。
• 駐車再生操作は駐車再生の操作（54 ページ）
を参照してください。
この段階では自動再生モードは作動しません。
これ以上運転を続けると再生操作ができなくなり
ます。

警告レベル 3 での駐車再生を中断、または無視をして運転を続行した場合

MR800H,MR900H,MR1000H,MR1050H

エンジン異常警告灯が点灯する。

直ちにトラクタを安全な場所に移動させ運転を中
断し購入先へ連絡してください。
これ以上運転を続行すると、DPF やエンジンに致
命的なトラブルが生じますので絶対に運転しない
でください。
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3.3 再生禁止モードの操作手順
エンジン始動後、再生禁止スイッチを押しスイッチランプを点灯させると、再生禁止モードに切替わります。このモ
ードに切替えると、PM は DPF 内に堆積され、オペレータの意思で再生操作を行わないかぎり再生されません。換気
の悪いビニールハウス内作業や牛舎内作業に有効です。
補足 :
• いったんエンジンを停止すると自動再生モードに切替わります。

(1) 駐車再生スイッチ
(2) 再生禁止スイッチ

(3) 再生状態ランプ
(4) 駐車再生要求ランプ

(5) エンジン回転上げ要求ランプ
(6) エンジン異常警告灯

1. エンジンを始動します。
2. 再生禁止スイッチを押し、スイッチランプ

を点灯させます。

再生禁止スイッチランプ点灯
再生禁止モード選択時
再生禁止スイッチランプ消灯
自動再生モード選択時
3. 運転中、駐車再生要求ランプ

が点滅表示した場合、DPF マフラに一定量の PM が堆積しています。

トラクタを安全な場所に移動させ、駐車再生の操作（54 ページ）に従い DPF マフラの再生を行ってください。
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3.4 再生禁止モード時の PM 堆積の警告レベルと必要な処置
再生禁止モードで運転時、PM の堆積レベルに応じブザー音やランプの表示を変化させ、オペレータに再生を促しま
す。
重要 :
• 再生が必要なレベルに達したときは、速やかに再生を行ってください。再生を中断したり警告を無視して運転を
続行すると、エンジンや DPF の故障の原因となります。
自動再生モード
状態
警告レベル：1
ブザー音：無し

再生状態ランプが点滅する。

処置
DPF マフラーに一定量の PM が堆積しています。
そのまま運転を続行してください。

警告レベルが［1〜2-2］の範囲内であれば、再生禁止スイッチ
生を行うことも可能です。
警告レベル：2-1
ブザー音：5 秒に 1 回鳴
る

再生の中断や再生条件が整わないと警告レベル 2 になります。
再生状態ランプが点滅する。

駐車再生要求ランプも点滅する。

警告レベル：2-2
ブザー音：3 秒に 1 回鳴
る
警告レベル：3
ブザー音：1 秒に 1 回鳴
る
エンジン出力：50%

トラクタを安全な場所に移動し、駐車再生を行っ
てください。
• 駐車再生操作は駐車再生の操作（54 ページ）
を参照してください。

警告レベル 2 での再生ができなかった場合
エンジン異常警告灯が点滅する。

駐車再生要求ランプも点滅する。

警告レベル：4
ブザー音：1 秒に 1 回鳴
る
エンジン出力：50%

を自動再生モードに切替え、自動再

DPF マフラに多量の PM が堆積しています。直ち
に作業を中断し駐車再生を行ってください。
• 駐車再生操作は駐車再生の操作（54 ページ）
を参照してください。
これ以上運転を続けると再生操作ができなくなり
ます。

警告レベル 3 での駐車再生を中断、または無視をして運転を続行した場合

MR800H,MR900H,MR1000H,MR1050H

エンジン異常警告灯が点灯する。

直ちにトラクタを安全な場所に移動させ運転を中
断し購入先へ連絡してください。
これ以上運転を続行すると、DPF やエンジンに致
命的なトラブルが生じますので絶対に運転しない
でください。

53

排ガス後処理装置

装置の名称と取扱い

4. DPF の再生に関する豆知識

3.5 駐車再生の操作

駐車ブレーキ
シャトルレバー
あんしん PTO スイッチ
アクセルレバー

(1)
(2)
(3)
(4)

1. トラクタを建物、人や動物から離れた安全な場所に
停車させます。
2. 駐車ブレーキを掛けます。
3. シャトルレバーを中立位置にします。
4. あんしん PTO スイッチを[切]にします。
5. エンジン回転をアイドリングにします。
6. 作業機を下げます。
7. 再生禁止スイッチ

を押し消灯させます。

駐車再生手順（上記 2.〜5.と 7.）が整うと駐車再生
スイッチランプ
8. 駐車再生スイッチ

が点滅します。
を押し、再生を開始します

（スイッチランプは点灯に変わる）。
エンジン回転が自動的に上昇し、再生が開始されま
す。
再生中はランプ

、

が点灯し、再生が終

了すると消灯します。
9. ランプが消灯後、作業を開始してください。
なお、再生禁止モードで運転する場合、再生禁止ス
イッチを押しスイッチランプを点灯させてくださ
い。

• 運転
エンジンは高速、高負荷運転するほど、排ガス温度
は高温となるため、排ガス中の PM（粒子状物質）
は DPF マフラ内で燃焼します。その結果、DPF マ
フラは再生に到達するまでの運転時間が長くなり
ます。
逆にエンジン回転が低く負荷も低いほど、排ガス温
度も低くなるため、排ガス中の PM（粒子状物質）
は、DPF マフラ内で燃焼されず堆積しやすくなりま
す。その結果、DPF マフラは再生に到達するまでの
運転時間が短くなるので、不必要なアイドリング運
転等は推奨しません。
• 再生に必要な条件
下記条件がすべて整うと再生が始まります。再生
途中に 1 つでも条件から外れると中断します。
– エンジン冷却水温がじゅうぶん暖まっていると
き
– DPF 温度が高温になっているとき
– エンジン回転数が約 1200 rpm 以上のとき
• 再生は通常 15〜20 分で終了します（再生時間は外
気温度、排ガス温度やエンジン回転数により異なり
ます）。
• 再生は、エンジンがじゅうぶんに暖まっているとき
に行うことを推奨します。
• 不必要な再生・中断操作を繰り返し行わないでくだ
さい。エンジンオイルに微量の燃料が混ざり、オイ
ルの質を低下させます。
• DPF 再生時は、エンジンの空気流入量を自動的に制
限し、排気温度が高くなるように制御されていま
す。このとき、エンジン音が変化しますが異状では
ありません。
• 再生終了直後は、DPF マフラが高温になっています
ので、約 5 分程度エンジンを継続して運転すること
を推奨します。

5. 尿素 SCR マフラ
尿素水（AdBlue® ）をインジェクタでマフラ内に噴射
し、排ガスの熱で加水分解してアンモニア(NH3)を生成
させます。生成したアンモニアを SCR マフラで排ガス
に混ぜ合わせ、排ガス中の窒素酸化物（NOX）をアンモ
ニアで還元して窒素と水蒸気に分解します。

補足 :
• 緊急時以外、再生中は上記のレバーやスイッチ（手
順 2.、3.、4.）、エンジン回転数を操作しないでくだ
さい。もし操作すると、再生が中断されます。
• 駐車再生中はトラクタから離れないでください。
• 駐車再生を中断させた場合、約 30 秒間エンジン回
転がアイドリングで固定されます。この 30 秒間は
アクセルレバーやアクセルペダルをアイドリング
位置で保持し操作しないでください。30 秒経過後
は正常に作動します。
(1) 尿素 SCR マフラ
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5.1 尿素水(AdBlue®)の取扱いポイント
注意

• 尿素水（AdBlue® ）は無色・無臭・無害の液体で
す。
もし、身体に付着したときは、直ぐ水洗いしてくだ
さい。
尿素 SCR の還元剤として用いる尿素水（AdBlue®）は、
尿素 32.5%の水溶液です。また、尿素水（AdBlue®）は
取扱資格も不要で、危険物としての指定もありません。
お買い求めはガソリンスタンド、トラックステーション
や専門店で入手できますが、必ず正規品を使ってくださ
い。粗悪品を使用するとエンジントラブルが生じ故障
の原因となります。一般に尿素水（AdBlue®）の消費は
燃料の約 5 パーセント程度です。燃料給油約 2 回に 1
回の補給が必要となります。

(1) 尿素水（AdBlue®）タンク（青色キャップ）

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

5.2 SCR の警告表示
運転前、電子メータのゲージで残量を確認してくださ
い。
運転中に残量が少なくなるとインジケータが点灯しま
す。そのまま運転を続けると、エンジン出力が約 50%
に制限され、さらに運転を続行するとアイドリング状態
に制限されます。
詳細は下表で確認ください。
なお、このような制限は、日本国内の排ガス規制に沿っ
て行っています。

(1) 尿素水（AdBlue®）ゲージ
(2) 尿素水（AdBlue®）インジケータ
(3) 尿素水（AdBlue®）システム異常警告灯

SCR 警告情報

(1) SCR システムアイコン
(2) エンジン出力レベル
(3) 次の規制が作動するまでの時間

表示される SCR システムアイコンの種類
尿素水
（AdBlue®）残量
警告

尿素水
（AdBlue®）シス
テム異常警告

尿素水
（AdBlue®）品質
不良警告

尿素水
（AdBlue®）解凍

5.3 故障診断コード（DTC：Diagnostic
Trouble Code）
DTC は、エンジンや尿素 SCR マフラの故障診断に使わ
れるコードです。
例：[5435-12]
もし DTC が表示された場合、すぐ購入先に連絡して点
検・整備を受けてください。
補足 :
• 寒冷時、凍結した尿素水（AdBlue®）は運転中に自
動解凍されます。しかし-30 ℃以下では完全には解
凍しない場合があり、その際故障診断コードが液晶
モニタに表示されます。この故障診断コードが表
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示されたときは、エンジンを停止し，10 秒後に再始
動してください。エンジンを再始動すると故障診
断コードの表示が消え、尿素水（AdBlue®）を再度
解凍します。
エンジン再始動を数回繰り返しても故障診断コー
ドの表示が消えないときは購入先に連絡してくだ
さい。

(1) 故障診断コード
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5.4 SCR の警告情報一覧と対応
尿素 SCR システムは、尿素水(AdBlue®)の残量、品質や機械のトラブルを見張っています。もし、運転中に不具合が
生じると下表の警告を発します。警告内容に従って正しく処置してください。
表示アイコン

インジケータ

現象と処置
尿素水(AdBlue®)の残量が

40%になった場合、左記警告表示が点灯します。
尿素水(AdBlue®)を補充すると警告表示が消えます。*1
トラクタの性能を維持するため、点灯後できるだけ早く、尿素水(AdBlue®)を補充してく
ださい。
もし補充を行わず運転を続けるとエンジン出力が制限されます。
尿素水(AdBlue®)の残量が 5%になった場合、左記警告表示が点灯し、エンジン出力が 50%
に制限されます（エンジン出力制限レベル：1）
もし補充を行わず運転を続けると、エンジン出力制限レベル 1 から 2 へのカウントダウ
ンが開始され、ディスプレイにも表示されます。
（エンジン出力制限レベル 2 までの移行時間は最低 30 分間確保していますが、作業条件
により 30 分より延びる場合もあります）
左記警告表示が点灯すると、エンジンがアイドリング状態となります（エンジン出力制限
レベル：2）。
トラクタを安全な場所に止め、尿素水(AdBlue®)を補充してください。*1
ディーゼル軽油や粗悪な尿素水(AdBlue®)を補充すると、左記警告表示が点灯します。
直ぐ良質な尿素水(AdBlue®)と交換してください。
もし交換せずに運転を続けると、エンジン出力制限レベル 1 へのカウントダウン(195 分)
が開始され、ディスプレイにも表示されます。
カウントダウンが終了すると、左記警告表示が点灯し、エンジン出力が 50%に制限され
ます（エンジン出力制限レベル：1）
もし交換せずに運転を続けると、エンジン出力制限レベル 1 から 2 へのカウントダウン
(45 分)が開始され、ディスプレイにも表示されます。
左記警告表示が点灯すると、エンジンがアイドリング状態となります（エンジン出力制限
レベル：2）
トラクタを安全な場所に止め、尿素水(AdBlue®)を補充してください。
*1

尿素水(AdBlue®)の補充や良質な尿素水(AdBlue®)と交換した場合、警告表示が消灯し、エンジンの出力制限も解除されます。
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表示アイコン

インジケータ

現象と処置
SCR システムに異常が生じると、左記警告表示が点灯します。ディスプレイに表示され
る DTC を確認のうえ、購入先へ連絡してください。
エンジン出力は制限されません。
もし処置を行わずに運転を続けると、エンジン出力制限レベル 1 へのカウントダウン(195
分)が開始され、ディスプレイにも表示されます。
重要な排ガス制御部品に故障が生じると、エンジン出力制限レベル 1 に達するまでのカウ
ントダウン中でも、エンジン出力が制限されます。
左記警告例では、エンジン出力が 80%に制限中です（故障内容により制限値(%)は異なり
ます）。
そして、120 分後にはエンジン出力が 50%に制限されます（エンジン出力制限レベル：
1）。
カウントダウンが終了すると、左記警告表示が点灯し、エンジン出力が 50%に制限され
ます（エンジン出力制限レベル：1）。
もし処置を行わずに運転を続けると、エンジン出力制限レベル 1 から 2 へのカウントダ
ウン(45 分)が開始され、ディスプレイにも表示されます。
左記警告表示が点灯すると、エンジンがアイドリング状態となります（エンジン出力制限
レベル：2）。
トラクタを安全な場所に止め、ディスプレイに表示される DTC を確認のうえ、購入先へ
連絡してください。

---

極低温のため尿素水(AdBlue®)が凍結すると、左記表示が点灯します。
トラクタを停止したまま暖機運転を行ってください。

---

尿素水(AdBlue®)が凍結のため、エンジン出力が 80%に制限されています（凍結状態によ
り制限値(%)は異なります）。
作業に支障がなければ運転可能です。

補足 :
• エンジンの出力規制について：
表示アイコンの[Lv.1]と[Lv.2]は、エンジン出力制限レベルを表しています。
[Lv.1](レベル 1)：最大トルクが 50%、エンジン回転数も 60%に制限される。
[Lv.2](レベル 2)：エンジン回転数がアイドリング状態に規制される。
• 故障が生じると、エンジン出力を[Lv.2](レベル 2)に制限する場合もあります。
故障箇所とその内容によって、インジケータでの警告やエンジン出力の制限値等が異なる場合があります。
SCR システム警告は警告順にエンジン出力も下がります。
SCR システムに異常が生じると、エラーコードが表示されエンジン出力をアイドリング状態（[Lv.2]：レベル 2）
に制限する場合もあります。
例：エラーコード[1761-1]が表示されると、エンジン出力は[Lv.2]に制限がかかります。
• 処置後のポイント：
タンクの尿素水(AdBlue®)を交換した場合、補充量が排水量より少なかったときは、SCR システム異常が表示さ
れます。
（[4350-15]エラーコードが表示される）エラーコードが表示されたときは、キースイッチを切にし数分間
待ちます。再度キースイッチを入にするとエラーコードが消えます。
• 尿素水(AdBlue®)の残量不足、品質不良品の補充または、SCR システムに異常が生じた場合、DPF マフラの自動
再生や駐車再生が作動しない場合があります。
• 表示アイコンの右下の時間は規制がかかるまでの最短の時間を表しています。
• SCR システム警告（40 時間内の警告記録）について：
– 基本的に、故障箇所が修復されると警告や制限された運転は解消します。
– ただし、修復から 40 時間内に同じ故障を検出した場合は、前回警告が検出された状態を呼び戻し、カウント
ダウンが再スタートします。
– 40 時間内の警告記録は、修復から 40 時間以上経過すると初期状態に戻ります。
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5.5 尿素水(AdBlue®)の保管と取扱い
1. 尿素水（AdBlue®）は水溶液のため、気温が(-11 ℃)
以下になると凍結が始まります。冬季の取扱にはじ
ゅうぶん注意してください。
2. 尿素水（AdBlue®）は最大 4 ヶ月、トラクタのタン
クに入れておくことができますが、保管場所の気温
が 30 ℃以上では、保存寿命を著しく減少させます。
保管方法
• 密閉された容器に入れて保管する。
• 直射日光を避けて保管する。
• 換気の良い場所に保管する。
• 温度変化の少ない場所に保管する。
• ガソリンや軽油と一緒に保管しない。

トラクタ装置各部の取扱い
1. 運転席周りの調節
1.1 シート

(1) スイベル調節レバー

リクライニング調節レバー
リクライニング調節レバーを上げると、背もたれの角度
が調節できます。
左アームレスト
左アームレストは、後方へ向けられます。
シートベルト巻き取りボタン
シートベルト巻き取りボタンを押し、シートベルトを引
出して装着します。
シートベルトを外した後、シートベルト巻取りボタンを
押して巻取ります。

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

前後調節レバー
(A) 固定
前後サスペンションレバー
(B) 解除
スイベル調節レバー
リクライニング調節レバー
左アームレスト
シートベルト巻取りボタン
シート高さ / 体重調整レバー

前後調節レバー
前後調節レバーを引くと、シートが前後に調節できま
す。
前後サスペンションレバー
前後サスペンションレバーを解除位置にすると、シート
が少し前後にスライドできます。固定位置にすると、シ
ートが固定されます。
スイベル調節レバー
スイベル調節レバーを上げると、シートが右に回転しま
す。
• 常に後方を見ながらの作業時に使用します。
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シート高さ / 体重調整レバー
シートに座った状態で、キースイッチ[入]位置にした
後、シート高さ / 体重調整レバーを上げ側に操作する
と、エアコンプレッサが作動し、シート高さとクッショ
ンがオペレータの体重に応じ調整範囲の最下位置に自
動調整されます。
微調整が必要な場合は、レバーを上または下に操作し調
整してください。
補足 :
• シート高さ / 体重調整レバーでシート高さを調節範
囲以下に下げた場合には、レバーから手を離すと自
動的に調節範囲の下限位置までシートが上がりま
す。
• シート高さが調節範囲内より下に位置している場
合、キースイッチを[入]位置にすると、エアコンプ
レッサーが作動し、シートが調節範囲の下限位置ま
で自動的に上がります｡
重要 :
• エアコンプレッサは 1 分以上連続作動させないで
ください。
右アームレスト
右アームレストの位置は工具を使用せずに前後および
上下に調節できます。上下調節はノブボルトを取外し
ノブナットを緩め、アームレストを上下にスライドさ
せ、レバーやスイッチ類が操作しやすい位置でノブボル
トを取付けてノブボルト、ノブナットをそれぞれ固定し
てください。前後調節はレバーを上に持ち上げてアー
ムレストを前後にスライドさせて行います。
上下調節は 5 段階となります。
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1.3 インストラクタシート（オプション）
インストラクタシートは、機械の操作を教える人、教わ
る人、またはサービスを行う人が、ほ場内での教習を目
的に供給されているものです。転倒する可能性がまっ
たくない平たんで安全な場所で使用してください。公
道で走行するときは使用しないでください。

(1)
(2)
(3)
(4)

右アームレスト
ノブナット
レバー
ノブボルト

(A)
(B)
(C)
(D)

高い
低い
前側
後側

1.2 安全キャブとシートベルト
安全キャブは、万一トラクタが転倒したときに事故の被
害を軽減するものです。シートベルトは、作業者をシー
トに固定するためのベルトです。

警告

転倒・転落による死傷事故防止のため、下記のことを
守ってください。
• トラクタを使用するときは、必ずシートベルトを着
用してください。
• 安全キャブの改造を絶対にしないでください。ま
た、強度に影響する破損、曲がりなどが発生した場
合、交換してください。
• シートベルトは作業者の身体に合わせ長さを調節
してください。
補足 :
• 安全キャブは、万一のときに少しでも被害を軽くす
るためのものであって、すべての傷害を防げるもの
ではありません。

主な禁止事例
• 教える人、教わる人、またはサービスを行う人以外
の人間や動物は乗せないでください。
– 子供は絶対に乗せないでください。
– 物を運搬する用途に使用しないでください。
• 人を運搬するなど教習以外の目的では使用しない
でください。
• 転倒のおそれがある場所や使い方は絶対に行わな
いでください。
– 傾斜地、凸凹の多い場所、ハイスピード、急旋
回、牽引、急発進や急停車など。
• 悪天候（雨・霧など）や夕方など周囲の視界が悪い
場合は使用しないでください。

1.3.1 インストラクタシート使用時の注意と手
順
警告

インストラクタシート使用時は下記のことを守ってく
ださい。
• 必ずシートベルトを締め、安全キャブ内の手すりを
持ってください。
• どのような理由があっても子供や大人の移動手段
として使用しないでください。
• シートに着座時は常に安全キャブの左ドアは施錠
してください。
• シートに着座した人以外は乗せないでください。
• 運転者の視界をさえぎったり運転操作の妨げにな
らないよう注意してください。
• 急発進、急停止や急旋回は行わないでください。
• シートベルトやドアロックが破損時は、使用しない
でください。
• このシートを運搬用に使用しないでください。
• シートを使用しないときは、乗降時の障害にならな
いように折りたたんでください。
• シートに座ってのドアの開閉は、ゆっくりと静かに
行い、手や身体をドアに挟まないようにしてくださ
い。

(1) シートベルト
(2) 巻取りボタン
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2. 乗車前にシートが確実に固定されていることを確
認してください。また、乗車時操作レバー類に体が
触れないようにしてください。
3. シートベルトを装着してからドアを閉め、ドアロッ
クを施してください。
運転中の注意事項
• オペレータの運転の妨げにならないように配慮し、
シートに座って教習を進めてください。
• 教習中は、シートベルトを装着し、常時手すりをつ
かみ、身体の揺れを防いでください。
• トラクタは低速で運転してください。

(1) インストラクタシート
(2) シートベルト
(3) 手すり

組立て手順
1. シート裏面のロッドがブラケットで固定される位
置までシートを持ち上げます。
2. シート上面を押し、シートが確実に固定されている
ことを確認してください。

降車時の手順
1. 平たんな場所で駐車ブレーキを掛けトラクタを確
実に停車させてから、降りてください。
2. ドアにシートベルトが挟まれないように、左右のシ
ートベルトはつなぎ、ホルダに収納してください。

(1) シートベルトホルダ
(2) シートベルト（左）
(3) シートベルト（右）

(1) シート

(A) 持ち上げる

(A) 差し込む

収納手順
シートを折りたたみ時，手や指を挟まないように注意し
てください。
1. シートの前部とレバーを同時に上方へ引き上げま
す。
2. シート下部のロッドをブラケット部より解放し,そ
のままシートを下方へ折りたたみます。

(1) シート
(2) ロッド
(3) ブラケット

乗車時の手順
1. 平たんな場所で駐車ブレーキを掛けトラクタを確
実に停車させてから、乗車してください。
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(1) シート
(2) レバー

(A) 持ち上げる
(B) レバーを上げる
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(1) シート
(2) ロッド
(3) ブラケット

(1) チルトレバー
(2) テレスコレバー

(A) 解除
(B) 固定

1.5 バックミラー
後方の状況を確認するための鏡です。
• バックミラーは、上下・左右に角度調節できます。
運転席に座って見やすい位置に調節してください。
• 狭い場所へ格納時は折りたたんでください。

(1) シート

1.4 チルトステアリングハンドル
作業者の体格や運転姿勢に合わせて、ハンドルの角度を
変える機能です。

注意

• 走行中の調節はしないでください。
• 調節後、ハンドルがロックされていることを確認し
てください
チルトステアリングハンドルの調整はチルトレバーま
たはテレスコレバーを解除して行い、適切な位置でレバ
ーを固定してください。
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(1) バックミラー

(A) 左右
(B) 上下
(C) 格納位置

1.6 テレスコミラー（オプション）
バックミラーの位置を伸ばすことができます。ノブボ
ルトをゆるめて見やすい位置に調節してください。
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[OFF]
ヘッドライト消灯位置
ヘッドライト下向き照射位置
ヘッドライト上向き照射位置
補足 :
• ヘッドライトが上向き照射時、電子メータ内の
ランプが点灯します。
• キースイッチが[切]位置でも点灯します。

(1) ノブボルト

1.7 ワイドサイドミラー（オプション）
後方の状況を確認するための鏡です。
• バックミラーは、上下・左右に角度調節できます。
運転席に座って見やすい位置に調節してください。
• 狭い場所へ格納時は折りたたんでください。

重要 :
• ヘッドライトスイッチの切り忘れによるバッテリ
あがり防止のため、必ずスイッチを[OFF]位置にし
てください。

2.2 ウインカスイッチ
ウインカランプを点滅するためのスイッチです。
• スイッチを操作すると、ウインカランプおよび電子
メータ内のパイロットランプが点滅します。
• スイッチはハンドルを戻すと、自動的に中立に戻
る、オートリターン機構になっています。

2. 灯火類の操作
2.1 ヘッドライトスイッチ
ヘッドライトを点灯するためのスイッチです。
ノブを回すとスイッチが入り、位置によって次のランプ
が点灯します。

(1) ウインカスイッチ

(A) 中立
(B) 左折
(C) 右折

補足 :
• ハンドルを切る角度が小さいとスイッチが中立に
戻らない場合があります。戻らないときはスイッ
チを手で戻してください。

2.3 ハザードスイッチ

(1) ヘッドライトスイッチ

故障などで停止した場合、事故を防止するため、非常停
止中を知らせるときに使用します。
スイッチを押すとウインカ前後および電子メータ内の
ウインカ作動パイロットランプが点滅します。
再度スイッチを押すと消灯します。
(A) OFF
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2.7 車幅灯・尾灯
車幅灯は、夜間などの視界が悪い状況で周囲にトラクタ
の大きさを知らせるためのランプです。尾灯は、後方に
トラクタの存在を知らせるためのランプです。
ヘッドライトに連動して点灯します。

3. キースイッチ

(1) ハザードスイッチ

(A) 押す

補足 :
• ハザードランプはキースイッチが[切]位置でも作動
します。

2.4 ホーンボタン
警笛を鳴らすためのボタンです。
ホーンボタンを押すとホーンが鳴ります。

(1)
(2)
(3)
(4)

[切]

[切]
[ACC]
[入]
[始動]

エンジンが停止し、キーが抜き差しできる位置で
す。

[ACC]
エンジン停止中、オーディオや作業灯などのアクセ
サリが使えます。
この位置で長時間使用しないでください。バッテ
リあがりの原因になります。
[入]
(1) ホーンボタン

(A) 押す

補足 :
• ホーンはキースイッチが[切]位置でも作動します。

2.5 バックランプ
後進を知らせるためのランプです。
シャトルレバーを後進の位置に入れると、バックランプ
が点灯します。

2.6 ブレーキランプ
ブレーキ踏み込み時に点灯するランプです。
ブレーキペダル左右を連結金具で連結し、ブレーキペダ
ルを踏むと、ブレーキランプが点灯します。
補足 :
• 駐車ブレーキをかけるとブレーキランプは消灯し
ます。
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燃焼室内を予熱する位置です。
エンジン回転中の位置、すべての電気装置が使えま
す。

[始動]
エンジンを始動する位置です。手を離せば自動的
に[入]位置に戻ります。

4. ブレーキペダル
ブレーキは、強制的に機体を停止させる装置です。

警告

• 道路走行中・登り坂・下り坂およびあぜ越え中は、
連結解除ペダルロックレバーを下げ、連結解除ペダ
ルが踏めないことを確認してください。
道路走行中に片ブレーキを踏むと車体が振られ、転
倒や交通事故のおそれがあります。
本機の場合、一般車両と異なり、ブレーキペダルは左右
それぞれ独立しています。連結解除ペダルを踏み込ま

MR800H,MR900H,MR1000H,MR1050H

トラクタ装置各部の取扱い

装置の名称と取扱い

ないときは、左右のブレーキペダルは連結されており、
左右両輪のブレーキが同時に働きます。
連結解除ペダルロックレバーを上げて、連結解除ペダル
を解除位置まで踏込んだときのみ、後輪の片輪だけにブ
レーキをかけることができます。

道路走行時などでは連結解除ペダルロックレバーを下
げて、ブレーキ連結ロック解除警告灯の消灯を確認して
から、走行してください。

ブレーキ連結時（両ブレーキ）
• 道路走行時、片ブレーキ操作が不要な農作業時。
• 左右両輪のブレーキが同時に働きます。
ブレーキ非連結時（片ブレーキ）
• 片ブレーキ操作が必要な農作業時。
• 連結解除ペダルロックレバーを上げて連結解除ペ
ダルを引出し、連結解除ペダルを踏込むと、片ブレ
ーキ操作が可能です。
左右両輪のブレーキが同時に働く
(1) ブレーキ連結ロック解除警告灯
(2) システム異常警告灯

電子メータメッセージ
• 連結解除ペダルロックレバーを上げたまま、車速が
10 km/h を超えるとブザーが 1 回鳴ります。同時に
システム異常警告灯が点灯し、下記メッセージも
表示されます。

(1) 連結解除ペダル
(2) 連結解除ペダルロックレバ
ー
(3) ブレーキペダル

(A) ロック（格納）
(B) 連結

連結解除ペダルを踏込めば、片ブレーキ操作が可能

5. クラッチペダル
クラッチは、エンジンの動力を走行部（車輪）に断続す
る装置です。
ペダルを踏み込む
クラッチが切れる。
(1) 連結解除ペダル
(2) 連結解除ペダルロックレバ
ー
(3) ブレーキペダル

(A) ロック（格納）
(B) 連結
(C) 解除（踏込む）

ペダルから足を離す
クラッチがつながる。

4.1 ブレーキ連結ロック解除警告灯
連結解除ペダルロックレバーを上げるとブレーキ連結
ロック解除警告灯が点灯します。
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7. アクセルペダル
アクセルペダルはエンジン回転を調整するためのペダ
ルです。主に走行時に使用します。

(1) クラッチペダル

6. アクセルレバー
アクセルレバーはエンジン回転を調整するためのレバ
ーです。主に農作業時に使用します。

(1) アクセルペダル

ペダルを踏込む
エンジン回転が上がる。
ペダルから足を離す
アイドリング状態。

8. トランスミッションシフトレバー
8.1 主変速レバー・副変速レバー
主変速レバーと副変速レバーは主変速と副変速を操作
するレバーです。

警告

(1) アクセルレバー

(A) 高速
(B) 低速

レバーを前側に押す
エンジン回転が上がる。
レバーを手前に引く
エンジン回転が下がる。
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• 急発進はしないでください。
• 安全のため、急激な変速は避けてください。変速は
ゆっくり行ってください。
• 緊急停止時や、作業機の取り付け・取り外しなど狭
い場所での作業時には、クラッチペダルの操作で
行ってください。
• 主変速レバーを手前にいっぱい引いても、トラクタ
は微速で動きます。
トラクタを停車させるときは、シャトルレバーを中
立（[N]）にして必ず駐車ブレーキを掛けてくださ
い。
• シャトルレバーを前進や後進に入れたまま、ブレー
キ停車状態（駐車ブレーキでトラクタの動きを止め
ること）でトラクタより降りないでください。
• 走行中は、主変速レバー・副変速レバーに手を置い
たままにしないでください。
• 急な坂道、車両への積み・降ろし、ほ場への出入
り、あぜの乗り越えなどでは、途中で変速すると危
険ですので、あらかじめ安全な遅い変速位置に入れ
ておいてください。
• クラッチボタンを押している間は、クラッチが切れ
た状態となっています。クラッチボタンを戻すと
トラクタが動き出します。
• 急傾斜地で副変速の切り換えをクラッチボタンの
操作のみで行うと、クラッチボタンを押したときト
ラクタの自重で自走し、危険な場合が予測されま
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す。必ずクラッチペダルとブレーキペダルを踏み
込んでから、切り換えを行ってください。
• 低温始動時、ミッションオイルが暖まるまでは、発
進までに時間がかかる場合があります。
（発進遅れ）
• じゅうぶんに暖機運転をしてください。
• 低温時の発進遅れは異常ではないので、主変速レバ
ーを変速に入れたままトラクタから降りないでく
ださい。遅れて動き出すおそれがあります。
重要 :
• 油圧クラッチの寿命を保つため、次の点に注意して
ください。
– 作業に合った車速とエンジン回転を選んでくだ
さい。
– トラクタの使い始めの変速時に、油圧クラッチ
のつながり音がする場合がありますが、油温が
上がってくると正常になります。
• 副変速レバーの変速は必ずクラッチペダルとブレ
ーキペダルを踏み、トラクタが完全に停止してから
行ってください。走行中の副変速レバーの変速操
作やクラッチボタンを押さずに変速すると、ミッシ
ョンの損傷につながります。
主変速レバーはクラッチ操作なしで車速を無段階に変
えることができ、あらゆる作業機を最適の速度で運転で
きます。副変速レバーで副変速レンジを[H]位置、[M]位
置または[L]位置に切替えた後、主変速レバーを前方に
倒すと増速され、手前に引くと減速されます。
補足 :
• 電子メータパネルに表示される車速を参考に、主変
速レバー位置を決めてください。常に一定車速が
得られます。
（電子メータパネルの表示については液晶画面の通
常画面とアームレスト操作部（75 ページ）を参照
してください。）

2. クラッチボタンを指で押しながら、副変速レバーを
[H]位置、[M]位置または[L]位置へ動かした後、クラ
ッチボタンから指を離します。
副変速レバーが[L]位置で低速、[M]位置で中速、[H]
位置で高速が得られます。
補足 :
• 走行中にクラッチボタンを押すと、押している間ク
ラッチが切れます。
ボタンを解放するとクラッチがつながり発進しま
す。
• クラッチがつながっているときに、シャトルレバー
が前進・後進に入った状態で、クラッチボタンを押
さずに副変速レバーを[H]位置、[M]位置または[L]位
置に変速すると、警告ブザーが鳴り発進しません。
この場合、ブザーを止め再発進するには次の手順で
行ってください。
1. 副変速レバーを中立（[N]位置）に戻します。
2. 副変速レバーのクラッチボタンを押しながら
[H]位置、[M]位置または[L]位置に変速します。
3. クラッチボタンを離すと発進します。
（別法）
1. クラッチペダルを踏込後、クラッチペダルを離
しても発進します。

8.1.1 アクセル連動
本機は副変速レバーが[H]位置または、副変速レバーが
[M]位置あるいは[L]位置でなおかつアクセルレバーが
アイドリング位置のとき、アクセルペダルの踏み込み加
減に応じてエンジン回転数と車速を同時に制御できま
す（アクセル連動）。
ペダルを踏み込む

エンジン回転数の上昇に応じて車速も
速くなる。

ペダルを離す

エンジン回転数の減少に応じて車速も
遅くなる。

アクセル連動中はアクセル連動灯が点灯し、最高車速表
示のみになります。

(1) 主変速レバー
(2) 副変速レバー
(3) クラッチボタン

(A)
(B)
(H)
(N)
(M)
(L)

増速（＋）
減速（－）
高速
中立
中速
低速

(1) アクセル連動灯

1. クラッチペダルとブレーキペダルを踏み、トラクタ
を完全に停止させてください。
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んで切り換えを行い、クラッチペダルで発進してく
ださい。

(1) 最高車速表示

なお、希望最高速度は主変速レバー、最高車速設定、エ
ンジン上限回転設定により決まります。

(1) 主変速レバーを最高速位置
にセット時の速度
(2) 主変速レバーを中間位置に
セット時の速度

(A)
(B)
(C)
(D)

車速
最高速
1/2 速
エンジン回転数(rpm)

補足 :
• 走行中はアクセルレバーを動かしても、アクセル連
動へ切り替わりません。
切り替えは次の手順で行ってください。
1. シャトルレバーを中立（[N]位置）に戻す。
2. アクセルレバーを動かす。

8.2 シャトルレバー
トラクタの進行方向を選択するレバーです。

警告

• 高速（11 km/h 以上）で前進・後進の切り換えを行
うとクラッチが切れ、警告ブザーが鳴る装置を設け
ていますが 10 km/h 前後のスピードでもたいへん
危険です。必ずエンジン回転を低速にしてから切
り換えるようにしてください。
• 急傾斜地で前進・後進の切り換えをシャトルレバー
のみの操作で行うと、前進・後進が切り換わるとき
トラクタの自重で自走し、危険な場合が予想されま
す。必ずクラッチペダル・ブレーキペダルを踏み込
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• シャトルレバーを持上げて、前進（後進）から後進
（前進）に操作すると、マイコンコントロールでス
ムーズな切換えを行い前進（後進）と同じスピード
で後進（前進）します（切換え時のショックが少な
く、タイヤがスリップしないので草地作業にも適し
ています）。
• クラッチペダルを踏まなくてもシャトルレバーの
操作で前進・後進の切換えができます。
• 坂道で前進・後進の切換えを行うときは、必ずブレ
ーキペダルを踏み込んでトラクタが停止してから
行ってください。ブレーキを使用しないで前進・後
進の切換えを行うとシャトルクラッチの寿命の低
下や損傷の原因になります。

(1) シャトルレバー

(F) 前進
(N) 中立
(R) 後進

補足 :
• トラクタの速度が 11 km/h 以上の状態で、シャトル
レバー前進・後進の切換えを行うと、自動的にクラ
ッチが切れ、警告ブザーが鳴ります。
• もしブザーが鳴ったときには、シャトルレバーを元
の位置に戻してください。ブザーが止まりクラッ
チもつながります。警報ブザーが鳴ったままの状
態で放置しないでください。

9. 走行モード切替スイッチ
AD スイッチと走行モードスイッチによる選択
• AD スイッチと走行モードスイッチの組合せによ
り、8 種類の走行モードから作業に適した状態を選
択してください。
（一般ロータリ耕うんは AD[入]・倍速が最も効果が
あります）
• 各スイッチはトラクタの走行・停止に関係なく操作
できます。
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9.1.1 4 輪駆動の使い方
4 輪駆動は、次のような場合に威力を発揮します。
• 傾斜地、湿田、トレーラの運搬・フロントローダ作
業時で、けん引力が必要な場合。
• 砂地で作業をする場合。
• 固いほ場で、ロータリ耕うん時の飛出しを防止する
場合。
• ほ場への出入りおよび、あぜ越えを行う場合。
補足 :
• 舗装道路や高速走行時の 4 輪駆動は避けてくださ
い。思わぬ事故の原因にもなります。走行モード
スイッチを[2WD]、AD スイッチを[切]に切り換え全
モニタランプが消えていることを確認してから走
行してください。
また、タイヤの摩耗を早める原因にもなります。た
だし、走行時ブレーキ性能向上のため、左右ブレー
キペダルを連結した状態でブレーキを踏むと自動
的に 4 輪駆動が入ります。

(1) 走行モードスイッチ
(2) AD スイッチ

9.1.2 倍速ターンの使い方
警告

(1)
(2)
(3)
(4)

• 倍速ターンに入れたままでは、ほ場以外を走行しな
いでください。ほ場から出る前に走行モードスイ
ッチを[2WD]または[4WD]、AD スイッチを[切]に切
り換えてください。
• 倍速ターンは、畑、水田などのロータリ耕作業に役
立ちますが、使用法を誤ると転倒などのおそれや故
障の原因にもなります。

4WD ランプ
倍速ランプ
AD ランプ
旋回 2WD ランプ
走行モードスイッチ

AD スイッチ

[2WD]

[4WD]

[倍速]

[旋回
2WD]

[入]

○

○

○

○

[切]

○

○

○

○

9.1 走行モードスイッチ
ス イ ッ チ を 押 す ご と に 、 2WD → 4WD → 倍 速 → 旋 回
2WD→2WD の順に切り換わり、スイッチでの選択状態
を電子メータ内のモニタランプで表示します。
電子メータ
2WD 選択時
（2 輪駆動）

4WD、倍速、AD ランプ消灯

4WD 選択時
（4 輪駆動）

4WD ランプ点灯

倍速ターン選択時

倍速ランプ点灯
4WD ランプ点灯

旋回 2WD 選択時

旋回 2WD ランプ点灯
4WD ランプ点灯（直進時）
4WD ランプ消灯（旋回時）
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重要 :
• トレーラけん引作業などの速度の速い作業には、使
用しないでください。
• フロントローダを装着した場合は、使用しないでく
ださい。
倍速ターンの作動は次図のようになっています。
倍速モードで旋回動作に入り、ステアリングハンドルを
切っていくと、前輪の切れ角が、直進状態からある一定
の角度になるまでは、通常の 4 輪駆動の回転数で前輪が
駆動されます。さらにステアリングハンドルを切ると、
倍速ターンが作動し、前輪の回転数がそれまでの約 2 倍
の回転数で駆動され、小さくスムーズな旋回が行えま
す。
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(A) 通常の 4 輪駆動
(B) 倍速ターン作動

(A) AD が作動しない範囲
(B) AD が作動する範囲

補足 :
• 倍速は、危険防止のため、旋回開始時の車速段数が
副変速[M]または[L]で車速が約 12 km/h 以下のと
きのみ作動します。

補足 :
• AD は危険防止のため、車速段数は副変速[M]または
[L]で旋回開始時の車速が約 0.2～5 km/h の範囲の
ときのみ作動します。

9.2 AD スイッチ
スイッチを押すごとに AD[入]・[切]が切り換わり、スイ
ッチでの選択状態を電子メータ内のモニタランプで表
示します。
電子メータ
AD[入]時
（オートブレーキ）
AD[切]時

AD ランプ点灯
AD ランプ消灯

9.2.1 AD の使い方
隣接耕うん作業をする場合に、枕地で軽く片ブレーキを
踏み、旋回を小さくする操作が行われますが、AD はこ
の操作を自動的に行うものです。

警告

• AD[入]のままでほ場以外を走行すると、旋回時急に
回り事故の原因になります。ほ場から出る前に AD
スイッチを[切]に切り換えてください。
AD の作動は下図のようになっています。
AD[入]で旋回動作に入り、ステアリングハンドルを直進
状態からある一定の角度以上に切ると、AD が作動し、
内側後輪に軽くブレーキがかかり小さくスムーズな旋
回が行えます。
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9.2.2 AD の強弱設定
AD の強弱を 101 段階（100（強）→0（弱））設定する
ことができます。ほ場条件や作業の内容に合わせて変
更してください。

警告

• 設定する場合はトラクタを停止して行ってくださ
い。走行しながら設定をすると傷害事故を引き起
すおそれがあります。
補足 :
• エンジン回転上限設定やエンジン回転メモリ設定
が[入]の場合、設定を[切]に切換えてください。
電子エンジン制御（103 ページ）の項を参照。
AD の強弱設定手順
例：AD 強弱を 5 に変更する
1. HOME/MENU スイッチを押し、メニュー画面を表示
します。
2. メニュー画面より[旋回]→[AD 強弱調整]の設定項目
を開きます。
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3. 電子メータ(DBM)設定ジョグダイヤルを回し、[5]を
選択します。
4. HOME/MENU スイッチを押し、通常画面に戻りま
す。
補足 :
• 工場出荷時の AD 強弱の設定は 100 です。

装置の名称と取扱い
度になるまでは 4WD で走行します。このとき電子メ
ータの 4WD ランプが点灯します。
ステアリングハンドルをさらに切ると、旋回 2WD が作
動し 2WD 状態となります（4WD ランプは消灯）。
ステアリングハンドルを戻していくと、4WD に戻りま
す（4WD ランプは点灯）。

9.3 旋回 2WD
旋回 2WD は、畑作管理作業などの枕地旋回時に、作物
やほ場をいためたくない場合に威力を発揮します。

警告

• 転倒や衝突による死傷事故を防ぐため、道路・傾斜
地走行では旋回 2WD を使用しないでください。

(A) 4WD
(B) 2WD

9.4 旋回角度の調整
倍速ターン、旋回 2WD の作動角度を任意に調整しま
す。
ほ場条件等にあわせて作動タイミングを遅く、もしくは
早くしたい場合に値を調整します。
(1) 旋回 2WD ランプ

設定方法
1. トラクタを停車します。
2. [メニュー画面]→[旋回]→[旋回角度調整]を開き、調
整値を設定します。

(1) 走行モードスイッチ

9.3.1 旋回 2WD の使い方
重要 :
• トレーラけん引作業などの速度の速い作業には、使
用しないでください。
• フロントローダを装着した場合は、使用しないでく
ださい。

10. オート 4WD スイッチ
オート 4WD スイッチを押すと、4 輪駆動中 20 km/h 以
上になると自動で 2 輪駆動に切り替わるよう設定でき
ます。

旋回 2WD の作動は下図のようになっています。
旋回 2WD モードで旋回動作に入り、ステアリングハン
ドルを切っていくと、前輪切れ角が直進状態からある角
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(1) オート 4WD スイッチ

11. デフロック
警告

• デフロックを入れたままで旋回できません。旋回
の前に必ず解除してください。
• 道路走行時には絶対にデフロックを使用しないで
ください。ハンドル操作ができなくなります。

11.1 後輪デフロックペダル
左右の後輪が同じ回転速度で駆動される装置で、スリッ
プ防止に効果があります。
重要 :
• デフロックを入れるときは、エンジン回転を下げて
から行ってください。
• デフロックが抜けにくいときは、ブレーキペダルを
左右交互に軽く踏んでください。
• 使用しないときは、足をペダルにのせないでくださ
い。
• 片ブレーキを効かせるときは、後輪デフロックを必
ず解除してください。
ペダルを踏込む
ロックされる。

(1) デフロックペダル

(A) 離す（解除）
(B) 踏む（ロック）

デフロックは、下記のような場合に役立ちます。
• ほ場への出入りやフロントローダ作業時など、片車
輪がスリップして直進できないとき。
• ほ場の一部軟弱なところに片車輪が入り込み、スリ
ップして走行がしにくくなったとき。
• プラウ作業などけん引力を必要とする作業で、片側
車輪がスリップしたとき。

11.2 前輪デフロックスイッチ
左右の前輪が同じ回転速度で駆動される装置で、スリッ
プ防止に効果があります。
重要 :
• デフロックを入れるときは、エンジン回転を下げて
から行ってください。
2WD または倍速ターン[入]の状態で、
スイッチを押す
スイッチランプが点灯し、前輪がロックされる。
スイッチを再度押す
スイッチランプが消灯し、前輪デフロックが解除さ
れる。

ペダルから足を離す
ロックが解除される。

(1) 前輪デフロックスイッチ

デフロックは、下記のような場合に役立ちます。
• 農場への出入りやフロントローダ作業時など、片車
輪がスリップして直進できないとき。
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• 農場の一部軟弱なところに片車輪が入り込み、スリ
ップして走行がしにくくなったとき。
• プラウ作業などけん引力を必要とする作業で、片側
車輪がスリップしたとき。
• 軟弱な農場内で旋回するときに、前輪がスリップし
て旋回が困難になったとき。
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12. 電子メータ
12.1 電子メータ
電子メータは、トラクタの運転に必要な各種情報を的確なタイミングでオペレータに提供するとともに、各種警報や
万一故障した場合にも故障箇所を表示しますので、表示に従って正しく取扱ってください。
なお、次表のメッセージ以外が表示された場合は、不調と処置（250 ページ）を参照してください。

(1) 液晶表示部（メッセージ）
(2) ウインカパイロットランプ（左） .......... 63
(3) バッテリチャージランプ
（バッテリ充電警告灯） .......................... 95
(4) エンジンオイル油圧警告灯..................... 95
(5) エンジン異常警告灯 ............................... 95
(6) システム異常警告灯 ............................... 63
システム異常警告灯 ............................... 95
(7) PTO ランプ........................................... 154
(8) 上向き照射ランプ ................................... 63
(9) ウインカパイロットランプ（右） .......... 63
(10) エンジン回転計....................................... 96
(11) 水温計 ..................................................... 96
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(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)

燃料計 ..................................................... 96
燃料残量警告灯....................................... 95
尿素水（AdBlue®）システム異常警告灯 55
尿素水（AdBlue®）インジケータ........... 55
モンローランプ..................................... 119
再生状態ランプ....................................... 48
駐車再生要求ランプ ............................... 48
エンジン回転上げ要求ランプ ................. 48
オートアップランプ ............................. 114
バックアップランプ ............................. 115
ポンパランプ ........................................ 113
4WD（4 輪駆動）ランプ ........................ 68
倍速ターンランプ ................................... 68

旋回 2WD ランプ .................................... 71
ｅ-アシスト旋回ランプ......................... 105
ウォータセパレータ警告灯................... 213
エアクリーナ目詰まり警告灯 ................. 95
エンジン予熱ランプ ............................. 126
アップオフ PTO ランプ........................ 155
AD ランプ ............................................... 68
オート 4WD ランプ ................................ 68
スリップ制御ランプ
駐車ブレーキ警告灯 ............................... 95
ブレーキ連結ロック解除警告灯 ............. 64
ブレーキ連結ロック解除警告灯 ............. 95
(36) アクセル連動灯....................................... 67
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
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12.1.1 液晶画面の通常画面とアームレスト操作部
液晶表示部 通常画面

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

シャトルレバー位置
副変速レバー位置
指示車速表示
車速表示
アワーメータ
走行車速
パフォーマンスモニタ
尿素水(AdBlue®)ゲージ
作業選択状態
モンローモード

*1

[モンロー]スイッチは[MA 仕様]のみ

アームレスト操作部

(1)
(2)
(3)
(4)

電子メータ(DBM)設定ジョグダイヤル
戻るスイッチ
HOME / MENU スイッチ
メータパネルショートカットスイッチ

12.1.2 メニュー画面と設定画面
エンジン回転メモリ設定などの各種設定を電子メータ(DBM)の液晶表示部で操作します。

12.1.2.1 メニュー画面の操作
No.

液晶表示メッセージ

操作手順・状態説明
•

1
•

2

参照ページ

メニュー画面を開く
1. 通常画面表示中、HOME / MENU スイッチを押すと左
記画面が開かれます。
（[モンロー]は MA 仕様のみ表示
されます。）

－

メニュー画面の操作
1. 電子メータ(DBM)設定ジョグダイヤル右回転で、カー
ソル(文字の反転表示)が[ミッション]→[エンジン]→
[旋回]…のように移動し、[モンロー]の次は[ミッショ
ン]へカーソルが移動します。
2. 電子メータ(DBM)設定ジョグダイヤル左回転で、カー
ソル（文字の反転表示）が右回転の逆順に移動し、[ミ
ッション]の次は[モンロー]へカーソルが移動します。
3. 通常画面へ戻る場合は戻るスイッチ、または HOME /
MENU スイッチを押します。

－

（次へ続く）
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No.

液晶表示メッセージ

操作手順・状態説明
•

3

•

4

•

5

•

6

•

7

項目選択画面への移動
（例：[ミッション]設定の項目選択画面を表示させる）
1. 通常画面時に HOME / MENU スイッチを押してメニ
ュー画面を開きます。
2. [ミッション]にカーソルを合わせて電子メータ(DBM)
設定ジョグダイヤルを押します。
3. [ミッション]設定の項目選択画面が表示されます。

ショートカット機能を使用した項目選択画面への移動
1. 通常画面またはメニュー画面表示時に、メータパネル
ショートカットスイッチを押すと、スイッチに対応し
た項目選択画面が表示されます。
（左記は[ミッション]のメータパネルショートカット
スイッチを押した状態の画面。）

項目選択画面の操作
（例：[ミッション]の項目選択画面）
1. 電子メータ(DBM)設定ジョグダイヤル右回転で表示中
の項目名と番号が順次切り替わります（3 項目表示さ
れている場合は[1/3]→[2/3]→[3/3]→[1/3]と切り替わ
ります）。
2. 電子メータ(DBM)設定ジョグダイヤル左回転で項目が
右回転の逆順で切り替わります。
3. 設定したい項目が表示されている状態で電子メータ
(DBM)設定ジョグダイヤルを押すと設定画面が開きま
す。
設定画面の操作（1 項目の設定変更を行う画面）
（例：[ミッション]の[車速 / PTO 設定]）
1. [車速 / PTO 設定]にカーソルを合わせて電子メータ
(DBM)設定ジョグダイヤルを押すと[車速 / PTO 設定]
の設定画面が開きます。
2. 電子メータ(DBM)設定ジョグダイヤル右回転で設定が
[-5] か ら 1 刻 み で [5] ま で 切 り 替 わ り 、 電 子 メ ー タ
(DBM)設定ジョグダイヤル左回転で設定が右回転の逆
順に切り替わります。この電子メータ(DBM)設定ジョ
グダイヤル操作による設定の切り替えは即時反映され
ます。
3. 項目選択画面へ戻る場合は電子メータ(DBM)設定ジョ
グダイヤルまたは戻るスイッチを押します。

設定画面の操作（2 項目以上の設定変更を行う画面）
（例：[旋回]の[e 旋回開始設定]）
1. [e 旋回開始設定]にカーソルを合わせて電子メータ
(DBM)設定ジョグダイヤルを押すと[e 旋回開始設定]
の設定画面が開きます。
2. 電子メータ(DBM)設定ジョグダイヤル左右回転でカー
ソル（反転表示位置）が切り替わります。
3. 電子メータ(DBM)設定ジョグダイヤルを押すと反転表
示部の端に矢印が表示され任意の値に設定できます。
値を選択するには、電子メータ(DBM)設定ジョグダイ
ヤルを回転します。
4. 電子メータ(DBM)設定ジョグダイヤルか戻るスイッチ
を押すと値を確定します。
5. 項目選択画面へ戻る場合は、値を確定した状態で戻る
スイッチを押します。

参照ページ

－

－

－

－

－

（次へ続く）
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液晶表示メッセージ

No.

操作手順・状態説明
•

8

参照ページ

すき込み高さ調整画面の操作
1. メニュー画面を開き[3P]にカーソルを合わせて電子メ
ータ(DBM)設定ジョグダイヤルを押します。
2. [すき込み高さ調整]を選択し電子メータ(DBM)設定ジ
ョグダイヤルを押します。
3. すき込み高さ調整の設定画面が開いた後、3 点リンク
を任意の高さに動かし電子メータ(DBM)設定ジョグダ
イヤルを押します。
4. 項目選択画面に戻り、すき込み高さが更新されます。
5. 設定を中断したい場合は戻るスイッチを押すとすき込
み高さが更新されず、項目選択画面に戻ります。

153

12.1.2.2 ミッション関連の設定項目の表示条件
ミッション関連の設定項目は以下の表の並びの通りに画面に表示されます。副変速の状態、GPS の有無、ミッション
設定の有効化で表示される項目がそれぞれ存在し、表示条件を満たさない場合は項目選択画面に表示されません。表
示条件が変化した際の項目の表示・非表示は即座に画面に反映されます。
設定項目名

No.

表示条件

1

最高車速設定

副変速の位置が[H]、[M]、[L]のいずれかの場合に表示されます。

2

クルーズ車速 A 設定

副変速の位置が[M]、[L]のいずれかの場合に表示されます。

3

クルーズ車速 B 設定

副変速の位置が[M]、[L]のいずれかの場合に表示されます。

4

車速/PTO 設定

常時表示されます。

5

パワー/エコ設定

常時表示されます。

6

負荷変速設定

常時表示されます。

7

スリップ感度設定

GPS が有りの場合に表示されます。

12.1.2.3 ミッション関連の設定項目の設定可能範囲
ミッション関連の設定項目について設定可能な値の範囲は以下の表の通りです。項目 2 は設定画面上で左右 2 項目が
表示される項目のみ参照ください。
No.

設定項目名

項目 1
数値範囲または選択肢

単位

項目 2
数値範囲または選択肢

単位

参照ページ

1

最高車速設定

H 0.6〜（0.1 刻み）*1
M 0.3〜（0.1 刻み）*1
L 0.2〜（0.1 刻み）*1

km/h

－

－

133

2

クルーズ車速 A 設定

M 0.3〜（0.1 刻み）*1
L 0.2〜（0.1 刻み）*1

km/h

－

－

134
134

3

クルーズ車速 B 設定

M 0.3〜（0.1 刻み）*1
L 0.2〜（0.1 刻み）*1

km/h

－

－

134
134

4

車速/PTO 設定

-5〜+5

－

－

－

135

5

パワー/エコ設定

-5〜+5

－

－

－

135

6

負荷変速設定

0〜100

－

OFF/ON

－

135
136

7

スリップ感度設定

0〜100

%

－

－

－

*1

最大値は機械ごとに異なります。
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12.1.2.4 エンジン関連の設定項目の表示条件
全項目が常に表示されます。

12.1.2.5 エンジン関連の設定項目の設定可能範囲
エンジン関連の設定項目について設定可能な値の範囲は以下の表の通りです。
設定項目

No.

数値範囲または選択肢

単位

参照ページ

1

エンジン回転上限

830〜（10 刻み） *1

n/min

103

2

回転メモリ A 設定

830〜（10 刻み） *2

n/min

103

3

回転メモリ B 設定

830〜（10 刻み） *2

n/min

103

*1

最大値は機械ごとに異なります。

*2

最大値は機械ごとに異なります。回転上限と同値、または回転上限から-10 した値となります。

12.1.2.6 旋回関連の設定項目の表示条件
全項目が常に表示されます。

12.1.2.7 旋回関連の設定項目の選択可能範囲
旋回関連の設定項目について設定可能な値の範囲は以下の表の通りです。項目 2 および項目 3 は設定画面上で左右 3
項目が表示される項目のみ参照ください。
No.

設定項目名

項目 1
数値範囲または選択肢

単
位

項目 2
数値範囲または選択肢

単
位

項目 3
数値範囲または選択肢

単
位

参照ペー
ジ

1

オートアップ入切

OFF/ON

－

－

－

－

－

114

2

バックアップ入切

OFF/ON

－

－

－

－

－

115

3

旋回角度調整

-5〜+5

－

－

－

－

－

-

4

AD 強弱調整

0〜100

－

－

－

－

－

70

5

e 旋回開始設定

0.0〜6.0（0.5 刻み）

秒

メモリ切/メモリ A/メモ
リB

－

クルーズ切/クルーズ A/
クルーズ B

－

105

6

e 旋回終了設定

0.0〜6.0（0.5 刻み）

秒

メモリ切/メモリ A/メモ
リB

－

クルーズ切/クルーズ A/
クルーズ B

－

105

12.1.2.8 3P 関連の設定項目の表示条件
全項目が常に表示されます。

12.1.2.9 3P 関連の設定項目の選択可能範囲
3P 関連の設定項目について設定可能な値の範囲は以下の表の通りです。
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設定項目

No.

1

条件

数値範囲または選択肢

単位

参照ページ

MA 仕様

ポジション
オート *1
E オート
ドラフト
レーザ *2

－

110

MA 仕様以外

ポジション
ドラフト

－

110

-

*3

－

153

3P 制御モード
2
3

すき込み高さ調整

*1

カバーセンサ接続時のみ表示されます。

*2

レーザレベラ接続時のみ表示されます。

*3

電子メータ(DBM)設定ジョグダイヤル左右回転による調整値編集は行わず、電子メータ(DBM)設定ジョグダイヤルを押した時点の 3 点リンク
の高さに従い記憶します。

12.1.2.10 PTO 関連の設定項目の表示条件
全項目が常に表示されます。

12.1.2.11 PTO 関連の設定項目の選択可能範囲
PTO 関連の設定項目について設定可能な値の範囲は以下の表の通りです。
設定項目

No.
1

PTO モード

数値範囲または選択肢

単位

参照ページ

クラッチ独立/クラッチ連動

－

153

12.1.2.12 モンロー関連の設定項目の表示条件［MA 仕様］
モンロー関連の設定項目は次の表の通りです。表示条件を満たさない場合は項目選択画面に表示されません。また、
モンロー無し仕様の場合は[モンロー]設定自体が表示されず、常時表示と記載している項目も選択できません。
設定項目名

No.

表示条件

1

モンローモード

常時表示されます。

2

モンロー穴位置

常時表示されます。

3

傾斜補正調整

モンローモードを[傾斜]に設定している場合のみ表示

12.1.2.13 モンロー関連の設定項目の設定可能範囲［MA 仕様］
モンロー関連の設定項目について設定可能な値の範囲は以下の表の通りです。
設定項目

No.

数値範囲または選択肢

単位

参照ページ

1

モンローモード

位置/水平/傾斜

－

119
120

2

モンロー穴位置

前穴・上穴/後穴・上穴/前穴・中穴

－

119
120

3

傾斜補正調整

0〜300

－

121
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12.1.3 各種設定選択画面
時計の時刻設定やタイヤ径など、ユーザー設定が可能な項目を操作する画面です。

12.1.3.1 ユーザー設定画面の操作
No.

液晶表示メッセージ

操作手順・状態説明
•

1

•

2

No.

80

表示画像

項目名

参照ページ

ユーザー設定画面を開く
1. 駐車ブレーキを入れ副変速を[N]位置、シャトルレバーを中立
位置にしてキーを[切]にします。
2. HOME / MENU スイッチを押したままキーを[入]にした状態を
2 秒間継続します。
3. 画面が切り替わり左記のような設定画面が表示されます。

－

ユーザー設定画面の操作
1. 電子メータ(DBM)設定ジョグダイヤル右回転で、カーソル（文
字の反転表示）が下記表の番号順に移動し、最終項目(No.7)の
次は先頭項目(No.1)へカーソルが移動します。
2. 電子メータ(DBM)設定ジョグダイヤル左回転で、カーソル（文
字の反転表示）が右回転の逆順に移動し、先頭項目(No.1)の次
は最終項目(No.7)へカーソルが移動します。

－

No.

表示画像

項目名

1

時計設定

2

時計 ON/OFF 設定

3

タイヤ周長設定

4

作業機幅設定

5

単位設定

6

メンテナンス

7

盗難防止設定
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12.1.3.2 時計設定
No.

液晶表示メッセージ

操作手順・状態説明
•

時計設定の操作
1. ユーザー設定画面から時計設定にカーソルを合わせて電子メ
ータ(DBM)設定ジョグダイヤルを押し、設定画面を表示しま
す。
2. 電子メータ(DBM)設定ジョグダイヤル右回転でカーソル(文字
の反転表示)が[右矢印]→[上矢印]→[下矢印]→[set]→[右矢印]
と移動します。
3. 電子メータ(DBM)設定ジョグダイヤル左回転でカーソルが右
回転と逆順に移動します。
4. 右矢印を選択中、電子メータ(DBM)設定ジョグダイヤルを押す
と反転表示の数字（時/分）が切替わります。
5. 上矢印を選択中、[時]または[分]の数値が反転表示されている
とき、電子メータ(DBM)設定ジョグダイヤルを押すと時間が+1
されます。電子メータ(DBM)設定ジョグダイヤルを長押しす
ると時間が繰り返し+1 されます。
6. 下矢印を選択中、[時]または[分]の数値が反転表示されている
とき、電子メータ(DBM)設定ジョグダイヤルを押すと時間が-1
されます。電子メータ(DBM)設定ジョグダイヤルを長押しす
ると時間が繰り返し-1 されます。
7. 入 力 が 完 了 し た ら [set] に カ ー ソ ル を 合 わ せ て 電 子 メ ー タ
(DBM)設定ジョグダイヤルを押します。
8. ユーザー設定画面上の時刻表示が更新されていれば設定完了
です。
－

1

•

2

MR800H,MR900H,MR1000H,MR1050H
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時計設定のキャンセル
戻るスイッチを押すと時計設定を中断しユーザー設定画面へ戻り
ます。
－
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12.1.3.3 時計 ON / OFF 設定
No.

液晶表示メッセージ

操作手順・状態説明
•

参照ページ

時計 ON / OFF 設定の操作
1. ユーザー設定画面から時計 ON / OFF 設定にカーソルを合わ
せて電子メータ(DBM)設定ジョグダイヤルを押し、設定画面を
表示します。
2. 電子メータ(DBM)設定ジョグダイヤル右回転でカーソルが[上
矢印]→[下矢印]→[set]→[上矢印]と移動します。電子メータ
(DBM)設定ジョグダイヤル左回転で電子メータ(DBM)設定ジョ
グダイヤル右回転の逆順にカーソルが移動します。
3. 矢印を選択中、電子メータ(DBM)設定ジョグダイヤルを押すと
画面中央の[ON/OFF]が切り替わります。
4. [OFF]に切り替えて[set]にカーソルを合わせて電子メータ
(DBM)設定ジョグダイヤルを押すと、ユーザー設定画面上の表
示も[OFF]になります。
5. [ON] に 切 り 替 え て [set] に カ ー ソ ル を 合 わ せ て 電 子 メ ー タ
(DBM)設定ジョグダイヤルを押すと、ユーザー設定画面上の表
示も[ON]になります。

－

1

•

2

82

時計 ON / OFF 設定のキャンセル
戻るスイッチを押すと時計 ON / OFF 設定を中断しユーザー設定画
面へ戻ります。
－
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12.1.3.4 タイヤ周長設定
No.

液晶表示メッセージ

操作手順・状態説明
•

1

•

タイヤ周長設定画面の操作
1. ユーザー設定画面からタイヤ周長設定にカーソルを合わせて
電子メータ(DBM)設定ジョグダイヤルを押し、設定画面を表示
します。
2. 電子メータ(DBM)設定ジョグダイヤル右回転でカーソルが[上
矢印]→[下矢印]→[set]→[上矢印]と移動します。電子メータ
(DBM)設定ジョグダイヤル左回転で電子メータ(DBM)設定ジョ
グダイヤル右回転の逆順にカーソルが移動します。
3. 上矢印を選択中、電子メータ(DBM)設定ジョグダイヤルを押す
とタイヤ周長が+1 mm され、長押しをするとタイヤ周長が繰
り返し+10 mm されます。
4. 下矢印を選択中、電子メータ(DBM)設定ジョグダイヤルを押す
とタイヤ周長が-1 mm され、長押しをするとタイヤ周長が繰り
返し-10 mm されます。
5. 任意の数値を入力後、[set]にカーソルを合わせて電子メータ
(DBM)設定ジョグダイヤルを押すとユーザー設定画面上のタ
イヤ周長が更新されます。

－

•

タイヤ周長のメータ表示範囲について
表示されているタイヤ周長が 8000 mm を超えると 0 mm となり、
0 mm を超えると 8000 mm になります。
－

3

•

MR800H,MR900H,MR1000H,MR1050H

94

タイヤ周長設定のキャンセル
戻るスイッチを押すとタイヤ周長設定を中断しユーザー設定画面
へ戻ります。

2

4

参照ページ

タイヤ周長の設定可能範囲について
タイヤ周長の設定限界は下限が 2000 mm で上限が 6000 mm です。
設定限界を超えて入力し[set]を押した場合は下限・上限の値で設定
が更新されます。

－
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12.1.3.5 作業機幅設定
No.

液晶表示メッセージ

操作手順・状態説明
•

1

•

参照ページ

作業機幅設定画面の操作
1. ユーザー設定画面から作業機幅設定にカーソルを合わせて電
子メータ(DBM)設定ジョグダイヤルを押し、設定画面を表示し
ます。
2. 電子メータ(DBM)設定ジョグダイヤル右回転でカーソルが[上
矢印]→[下矢印]→[set]→[上矢印]と移動します。電子メータ
(DBM)設定ジョグダイヤル左回転で電子メータ(DBM)設定ジョ
グダイヤル右回転の逆順にカーソルが移動します。
3. 上矢印を選択中、電子メータ(DBM)設定ジョグダイヤルを押す
とタイヤ周長が+1 cm され、長押しをするとタイヤ周長が繰り
返し+10 cm されます。長押しを継続すると+100 cm されま
す。
4. 下矢印を選択中、電子メータ(DBM)設定ジョグダイヤルを押す
とタイヤ周長が-1 cm され、長押しをするとタイヤ周長が繰り
返し-10 cm されます。長押しを継続すると-100 cm されます。
5. 任意の数値を入力後、[set]にカーソルを合わせて電子メータ
(DBM)設定ジョグダイヤルを押すとユーザー設定画面上の作
業機幅が更新されます。

作業機幅設定のキャンセル
戻るスイッチを押すと作業機幅設定を中断しユーザー設定画面へ
戻ります。
－

2

•

作業機幅のメーター表示範囲について
表示されている作業機幅が 4999 mm を超えると 0 mm となり、
0 mm を超えると 4999 mm になります。
－

3

•

4

84

－

作業機幅の設定可能範囲について
作業機幅の設定限界は下限が 0 cm で上限が 4999 mm です。

－
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12.1.3.6 単位設定
No.

液晶表示メッセージ

操作手順・状態説明
•

単位設定の操作
1. ユーザー設定画面から単位設定にカーソルを合わせて電子メ
ータ(DBM)設定ジョグダイヤルを押し、設定画面を表示しま
す。
2. 電子メータ(DBM)設定ジョグダイヤルを回転すると表示中の
単位が切り替わります。
3. [Inch]に切り替えて[set]にカーソルを合わせて電子メータ
(DBM)設定ジョグダイヤルを押すと、ユーザー設定画面上の単
位表示も[Inch]になります。
4. キーを[切]にしてから[入]にして通常画面に戻ると車速表示の
単位が[mph]になっています。
5. 元の表示に変更するには単位設定画面で[cm]に切り替えて
[set]にカーソルを合わせて電子メータ(DBM)設定ジョグダイ
ヤルを押します。

－

1

•

2

MR800H,MR900H,MR1000H,MR1050H

参照ページ

単位設定のキャンセル
戻るスイッチを押すと単位設定を中断しユーザー設定画面へ戻り
ます。
－
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12.1.3.7 メンテナンス設定
No.

液晶表示メッセージ

操作手順・状態説明
•

1

•

2

参照ページ

メンテナンス画面の操作
1. ユーザー設定画面からメンテナンスにカーソルを合わせて電
子メータ(DBM)設定ジョグダイヤルを押し、設定画面を表示し
ます。
2. 電子メータ(DBM)設定ジョグダイヤル右回転で選択行（●表示）
が下に移動します。最終の項目を選択しているときに電子メ
ータ(DBM)設定ジョグダイヤルを右回転すると最初の項目に
戻ります。
3. 電子メータ(DBM)設定ジョグダイヤル左回転で選択行（●表示）
が上に移動します。最初の項目を選択しているときに電子メ
ータ(DBM)設定ジョグダイヤルを左回転すると最後の項目に
戻ります。
メンテナンス時間をリセットする
1. 項目を選択中に電子メータ(DBM)設定ジョグダイヤルを押す
とリセット実行確認が表示されます。
2. [いいえ]を選択状態（反転表示）、あるいは戻るスイッチを押す
とリセットせずに元のメンテナンス画面に戻ります。
3. [はい]を選択状態で電子メータ(DBM)設定ジョグダイヤルを押
すとメンテナンス画面に戻りリセットを実行した項目の時間
が[0h]になります。
4. メンテナンス画面で戻るスイッチを押すとユーザー設定画面
に戻ります。

－

－

各メンテナンス項目とアイコンの対応は以下の表の通りです。
No.

アイコン

項目名称

初回時間(h)

インターバル時間
(h)

参照ページ

1

エンジンオイルフィルタ

50

400

234

2

燃料フィルタ

－

400

234

3

油圧オイルフィルタ

50

200

229

4

ミッションオイル

50

600

235

5

前部デフケースオイル

50

600

235

6

前輪ケースオイル

50

600

236

7

タイヤ取付ボルトの締付

－

50

222
（次へ続く）
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アイコン

項目名称

初回時間(h)

インターバル時間
(h)

参照ページ

8

オイルセパレータエレメント

－

1500

237

9

エンジンオイル

50

400

233

12.1.3.8 盗難防止設定
盗難防止の設定については、エンジン始動セキュリティ機能（99 ページ）を参照ください。

12.1.4 パフォーマンスモニタ
パフォーマンスモニタは各種パフォーマンス値を任意に選択して通常画面に表示する機能です。

MR800H,MR900H,MR1000H,MR1050H
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12.1.4.1 パフォーマンス項目の選択
No.

液晶表示メッセージ

操作手順・状態説明
•

1

•

参照ページ

通常画面の操作
1. キーを[切]にし駐車ブレーキをかけます。副変速を[N]位置、シ
ャトルレバーを中立位置にします。HOME / MENU スイッチ
や戻るスイッチを押さずにキーを[入]にし起動します。
2. 電子メータ(DBM)設定ジョグダイヤルを押すと画面にカーソ
ル（反転表示）が表示されます。
3. 電子メータ(DBM)設定ジョグダイヤル右回転でカーソルが(1)
→(2)→(3)→(1)と移動し、電子メータ(DBM)設定ジョグダイヤ
ル左回転で右回転の逆順でカーソルが移動します。
4. カーソルは戻るスイッチを押すか約 1 分間無操作状態を維持
すると解除されます。

パフォーマンス選択画面への移動の不可条件
駐車ブレーキが[切]かシャトルレバーを[F]位置に動かして上記操
作を行うと、ブザーが 2 回鳴りパフォーマンス選択の画面へ移動し
ません。
－

2

•

3

－

パフォーマンス選択画面への移動
1. カーソルを(2)または(3)の位置に動かします。
2. 電子メータ(DBM)設定ジョグダイヤルを押します。
3. パフォーマンス選択の画面に移動します。
4. 駐車ブレーキを[切]にするか、シャトルレバーを[F]位置に動か
すとブザーが 2 回鳴り通常画面へ移行します。

－

（次へ続く）
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液晶表示メッセージ

操作手順・状態説明
•

4

MR800H,MR900H,MR1000H,MR1050H

パフォーマンス画面の操作
1. 電子メータ(DBM)設定ジョグダイヤル右回転によりカーソル
位置が(1)→(2)→(3)→…→(9)→(1)のように移動します（(1)〜
(6)のうち、アイコン非表示箇所はスキップします）。
2. 電子メータ(DBM)設定ジョグダイヤル左回転で右回転の逆順
にカーソルが移動します。
3. カーソルを(7)の位置に動かします。
4. 電子メータ(DBM)設定ジョグダイヤルを押すとアイコンの一
覧とページ番号が切り替わります（ページは[6/6]→[5/6]→…
[1/6]→[6/6]のように移動します）。
5. カーソルを(8)の位置に動かします。
6. 電子メータ(DBM)設定ジョグダイヤルを押すとアイコンの一
覧とページ番号が切り替わります（ページは[1/6]→[2/6]→…
[6/6]→[1/6]のように移動します）。
7. それぞれのページで、下表の No.順にパフォーマンス項目のア
イコンが表示されています。
8. カーソルを(9)の位置([cancel])に動かして電子メータ(DBM)設
定ジョグダイヤルを押すと通常画面に戻ります。

参照ページ

－
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12.1.4.2 パフォーマンス項目の一覧
ページ

No.

アイコン

項目名称

備考
•

1

車速

2

平均車速

3

クルーズ車速 A 設定

4

クルーズ車速 B 設定

5

エンジン回転数

6

回転メモリ A 設定

7

回転メモリ B 設定

8

上限設定回転数

9

瞬間負荷率

10

瞬間負荷率グラフ

11

平均負荷率

12

PTO 回転数

13

燃費

14

燃費グラフ

15

平均燃費

16

総燃料消費量

平均車速は前回リセット時からの平均車速です。

補足 :
• 車輪スリップ時の表示車速は実際の車速とは異なります。

1

•
•

2

3

燃費は 1 時間当りの燃料消費量です。
• 平均燃費は前回リセット時からの 1 時間当りの燃料消費量
の平均値です。
• 燃費グラフは燃費をリアルタイムにグラフィック表示しま
す（グラフは右に伸びるほど燃費が悪くなります）。

•
•
•
17

瞬間作業面積燃費

平均負荷率は前回リセット時からの負荷率の平均値です。
瞬間負荷率グラフは瞬間負荷率をリアルタイムにグラフィ
ック表示します（グラフは右に伸びるほど高負荷です）。

•

総燃料消費量は前回リセット時からの総燃料消費量を表示
します。
表示できる最大値は 999 L です。
平均作業面積燃費は前回リセット時からの作業面積当りの
平均燃費です。
各種設定モードで作業機幅をセットしておいてください。
未設定の場合、正しく表示されません。
（次へ続く）
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ページ

No.

アイコン

項目名称

3

18

平均作業面積燃費

19

瞬間作業距離燃費

20

平均作業距離燃費

21

瞬間作業面積効率

22

平均作業面積効率

23

作業面積

24

DPF 温度

25

PM 堆積量

26

PM 堆積量グラフ

27

移動距離

28

積算距離計（オドメータ）

29

距離測定

30

3P 高さ

31

充電電圧

32

車速(GPS)

33

スリップ率

34

平均スリップ率

35

ブランク

備考
•
•

平均作業面積燃費は前回リセット時からの作業面積当りの
平均燃費です。
各種設定モードで作業機幅をセットしておいてください。
未設定の場合、正しく表示されません。

•

平均作業距離燃費は前回リセット時からの使用燃料当りの
平均作業距離です。

•

平均作業面積効率は前回リセット時からの時間当りの平均
作業面積です。
各種設定モードで作業機幅をセットしておいてください。
未設定の場合、正しく表示されません。

•

4

•
•

前回リセット時からの作業面積を表示します。
各種設定モードで作業機幅をセットしておいてください。
未設定の場合、正しく表示されません。

•

DPF マフラの温度を表示します。

•
•
•

DPF マフラ内の PM 堆積量を表示します。
100%に達すると再生が必要です。
グラフは右に伸びるほど PM が堆積しています。

•

前回リセット時からの移動距離を表示します。

•

パフォーマンス項目「距離測定機能」の操作（92 ページ）
を参照してください。

•

平均スリップ率は前回リセット時からの平均スリップ率を
表示します。

•

パフォーマンス項目を非表示にしたい場合選択します。

5

6
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12.1.4.3 パフォーマンス項目のデータリセット
No.

液晶表示メッセージ

操作手順・状態説明
•

1

参照ページ

パフォーマンス項目のデータリセットについて
1. データリセット可能な項目の場合は行全体が点滅表示されま
す。
2. データリセット不可能な項目の場合はアイコン部分のみ点滅
表示されます。
3. カーソルを合わせて電子メータ(DBM)設定ジョグダイヤルを
押すと、データリセット可能な項目の場合はブザー音とともに
表示データがリセットされカーソル表示が解除されます。
4. データリセット不可能な項目の場合は長押ししてもデータリ
セットされません。

－

12.1.4.4 パフォーマンス項目「距離測定機能」の操作
No.

液晶表示メッセージ

操作手順・状態説明
•

1

•

2

•

3

参照ページ

距離測定機能を表示する
1. 通常画面を表示しパフォーマンス表示で電子メータ(DBM)設
定ジョグダイヤルを押します。
2. 項目 No.27[距離測定]をカーソル選択し電子メータ(DBM)設定
ジョグダイヤルを押します。
3. 通常画面に移動し距離測定アイコンが表示されます。
4. 電子メータ(DBM)設定ジョグダイヤル右回転で距離測定機能
を行全体が点滅表示します。
5. 電子メータ(DBM)設定ジョグダイヤルを右回転すると距離測
定機能が反転表示固定になります。この状態では無操作状態
が 1 分以上経っても反転表示が解除されません。
6. 電子メータ(DBM)設定ジョグダイヤルを右回転すると別の項
目へカーソルが移動します。

－

距離測定のスタート/ストップ
1. カーソルを動かして距離測定の行を反転表示に固定します。
2. 電子メータ(DBM)設定ジョグダイヤルを押すと距離測定機能
の表示が変化しアイコンのみ反転表示固定になります。
3. トラクタを走行させると測定距離がカウントされます。
4. カウントを止める場合は電子メータ(DBM)設定ジョグダイヤ
ルを押します。距離測定の行全体が反転表示固定となり、走行
してもカウントされません。
5. 電子メータ(DBM)設定ジョグダイヤルを左回転しても距離測
定を止めることができます。その場合は距離測定の行全体が
点滅表示になります。

－

測定値のリセット
1. カーソルを表示・移動させ距離測定機能の行を点滅表示させま
す。
2. 電子メータ(DBM)設定ジョグダイヤルを長押すとブザー音が
鳴り表示データがリセットされます。
3. 距離測定機能の行が反転表示で固定になっている場合も同様
の操作で表示データをリセットできます。反転表示状態はそ
のまま維持されます。

－

12.1.4.5 表示項目の重複抑止
パフォーマンス項目は上下段で同じ項目を選択できません。

12.1.5 アワメータ/トリップ/時計表示
通常画面の右上はアワメータ、トリップ A、トリップ B、時計表示の切り替えが可能です。
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液晶表示メッセージ

No.

操作手順・状態説明
•

1

(1)
(2)
(3)
(4)

アワメータ
トリップ A
トリップ B
時計
•

2

表示の切り替え
1. 通常画面表示時に電子メータ(DBM)設定ジョグダイヤルを押
すと(1)にカーソルが表示（点滅表示）されます。
2. 電子メータ(DBM)設定ジョグダイヤルを押すと反転表示で固
定されます。
3. 電子メータ(DBM)設定ジョグダイヤル右回転で[アワメータ]→
[トリップ A]→[トリップ B]→[時計]→[アワメータ]の順に変化
します。
4. 電子メータ(DBM)設定ジョグダイヤル左回転で右回転の逆順
で表示が変化します。
5. 電子メータ(DBM)設定ジョグダイヤルを押すと表示を決定し
ます。

トリップのリセット操作
1. 上記手順で[トリップ A]を表示させ電子メータ(DBM)設定ジョ
グダイヤルを押します。
2. [トリップ A]が点滅している状態で電子メータ(DBM)設定ジョ
グダイヤルを長押します。
3. カーソル選択が解除され[トリップ A]の数値がリセットされま
す。
4. [トリップ B]も同様の手順で数値をリセットできます。

参照ページ

－

－

12.1.6 エンジン回転上限設定・エンジン回転メモリ設定の一時解除
上限設定中やメモリ回転の動作中にアワメータを表示することができます。
No.

液晶表示メッセージ

1

操作手順・状態説明
（例：エンジン回転上限設定を 1500 n/min に設定）
1. エンジンアイドル状態にし通常画面を表示させてください。
2. メニュー画面でエンジン回転上限設定を 1500n/min に設定します。
3. 戻るスイッチを押します。
4. 回転数表示が解除されて通常のアワメータ部表示に戻ります。
5. 戻るスイッチを押すか 5 秒待機状態を維持すると再度回転数が表
示されます。

参照ページ

－

12.1.7 故障・メンテナンス情報表示の一時解除
故障情報(SPN/ FMI)や警告メッセージがある場合に、パフォーマンスモニタの代わりに表示されます。
故障情報は戻るスイッチを押すことで一時的に表示を解除して、通常のパフォーマンスモニタやメニュー画面の表示
を行えます。
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12.1.7.1 故障メッセージの一時解除
No.

液晶表示メッセージ

操作手順・状態説明
1.
2.
3.

参照ページ

いずれかの故障が発生しているとき、SPN / FMI 表示がされます。
戻るスイッチを押します。
SPN / FMI 表示が一時解除され通常画面が表示されます。

251

1

12.1.7.2 メンテナンス表示メッセージの一時解除
No.

液晶表示メッセージ

操作手順・状態説明
1.

1
2.
3.

参照ページ

アワメータがエンジンオイルのメンテナンス時間に到達している
場合、キーを[入]直後にメンテナンス情報のメッセージが表示され
ます。
5 秒経過するか戻るスイッチを押すことでメッセージが消えます。
表示されていたメッセージはキーを[入]時に再度表示されます。

12.1.8 燃費計の上手な使い方
• 瞬間燃費
– 作業条件（アクセル回転数・速度段・PTO 速度
段など）を変更し、瞬間的な燃費を確認するこ
とで、より省燃費な作業条件を選択できます。
– アクセルワークなどによる燃費の差を確認する
ことで、より省燃費な運転のしかたを把握でき
ます。
• 平均燃費
– 1 シーズン、1 日、1 つのほ場、給油時などの決
めた間隔で平均的な燃費を把握できます。
• 総燃料消費量
– 1 シーズン、1 日、1 つのほ場で使用した燃料消
費量を把握できます。

タイヤ外周長一覧表
型式

MR800H(W)

12.2 車速係数の入力について
サイズの異なるオプション採用のタイヤに交換した場
合、スピードが正しく表示されません。次表を参考にタ
イヤ外周長を入力してください。
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MR900H(W)
MR1000H(W)
MR1050H(W)

後輪タイヤサイズ

入力値（周長）mm

K

13.9-36

4411

K1

12.4-38RC

4504

K2

16.9-30

4432

L1

13.6-38H

4709

R

340/85R36

4453

R1

12.4R38RC

4477

R2

16.9R30

4417

R4

270/95R38

4355

K1

12.4-38RC

4504

K2

16.9-34

4736

K3

13.6-38RC

4670

L1

13.6-38H

4709

R1

12.4R38RC

4477

R2

420/85R34

4716

R3

13.6R38RC

4671

R4

270/95R38

4355
（次へ続く）
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後輪タイヤサイズ

入力値（周長）mm

K1

12.4-38RC

4504

K3

13.6-38RC

4670

R1

12.4R38RC

4477

R3

13.6R38RC

4671

R4

270/95R38

4355

12.3 イージーチェッカ
運転中イージーチェッカ内の下記警告ランプが点灯し
たとき、速やかにエンジンを止め、点灯した箇所の点検
をしてください。もし原因がわからないときは、購入先
にご相談ください。

バッテリチャージランプ（バッテリ充電警告灯）
充電系統に異常があれば、エンジン回転中にランプが点
灯して警告します。
エンジン異常警告灯
この警告灯は下記 2 つの機能を持っています。もし警
告灯が点灯した場合、原因がどちらにあるかを調べ、適
切な処置を行ってください。
エンジン・コントロールシステムの異常
運転中、水温計の指針が常温範囲内を示しているが、エ
ンジン異常警告灯が点灯した場合、いったんエンジンを
止め、再始動を行ってください。警告灯が消灯しない場
合、購入先へご相談ください。
重要 :
警告灯が点灯時、エンジンの故障箇所により下記現象が
現れます。
• エンジンが突然止まった。
• エンジンが再始動できない。または始動してもす
ぐ止まる。
• エンジン出力がじゅうぶんでない。
• エンジン出力はじゅうぶんあるが、警告灯が点灯す
る。
エンジン出力がじゅうぶんでない場合、ただちに作業を
中断し、安全な場所にトラクタを移動させ、エンジンを
止めてください。

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

燃料残量警告灯
バッテリチャージランプ（バッテリ充電警告灯）
エンジン異常警告灯
ブレーキ連結ロック解除警告灯
駐車ブレーキ警告灯
エアクリーナ目詰まり警告灯
エンジンオイル油圧警告灯
システム異常警告灯
ウォータセパレータ警告灯
尿素水（AdBlue®）インジケータ
尿素水（AdBlue®）システム異常警告灯

燃料残量警告灯
燃料の残量が約 13 L 以下になったとき点灯して警告し
ます。
点灯したままのときは燃料を補給してください。
尿素水 (AdBlue®) インジケータ
尿素水 (AdBlue®) の残量が少なくなったとき、ディーゼ
ル軽油や粗悪な尿素水 (AdBlue®) を補充した場合、点灯
して警告します。
点灯したままのときは尿素水 (AdBlue®) の補充や良品
と交換を行ってください。

エンジンのオーバーヒート
水温計の指針がレッドゾーンを示し、警告灯が点灯した
場合、エンジンのオーバーヒートが予測されます。
エンジンの不調と処置（250 ページ）の項を参照し、ト
ラクタを点検してください。
ブレーキ連結ロック解除警告灯
連結解除ペダルロックレバーが解除位置の場合、警告灯
が点灯します。
道路走行時などは連結解除ペダルロックレバーをロッ
ク位置にして、警告灯の消灯を確認してから走行してく
ださい。
電子メータメッセージ
• 連結解除ペダルロックレバーを上げたまま、車速が
10 km/h を超えるとブザーが 1 回鳴ります。同時に
システム異常警告灯が点灯し、下記メッセージも
表示されます。

尿素水 (AdBlue®) システム異常警告灯
尿素水 (AdBlue®) システムに異常が生じると、点灯して
警告します。
インジケータが消灯しない場合、購入先へご相談くださ
い。

MR800H,MR900H,MR1000H,MR1050H
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駐車ブレーキ警告灯
駐車ブレーキが掛かっているとき、点灯して警告しま
す。
点灯したままのときは、駐車ブレーキが掛かった状態に
なっていないか確認してください。

タンクの残量が 40%未満になると、電子メータの尿素
水 (AdBlue®) インジケータと残量警告アイコンが点灯
します。トラクタの性能を維持するため、点灯後できる
だけ早く、尿素水 (AdBlue®) を補給してください。

エアクリーナ目詰まり警告灯
フィルタの目詰まりが多くなったとき点灯して警告し
ます。
点灯したままのときは、フィルタの点検・清掃をしてく
ださい。
（充電系統に異常があるときも点灯します。）
エンジンオイル油圧警告灯
エンジン回転中、潤滑系統が異常のとき点灯して警告し
ます。
点灯したままのときは、直ちにエンジンを止めてエンジ
ンオイル量および潤滑油系統を点検してください。
システム異常警告灯
エンジン、ミッション、油圧などの制御部品関係に異常
が生じるとランプが点滅して警告します。
再始動を行っても回復しない場合、購入先にご相談くだ
さい。

(1) 尿素水 (AdBlue®) ゲージ
(2) 尿素水 (AdBlue®) インジケ
ータ
(3) 尿素水 (AdBlue®) 残量警告
アイコン

(A) 満タン
(B) 空

12.6 エンジン回転計

12.4 燃料計
燃料タンクの残量を表示します。
指針が下方向に近づいたら早めに燃料を補給してくだ
さい。
燃料タンクを空にすると燃料系統に空気が入るので、空
気抜きが必要です。
空気抜きは燃料の空気抜きのしかた（243 ページ）を参
照してください。

1 分間のエンジン回転数を示します。

(1) エンジン回転計

補足 :
• PTO 回転数は、液晶表示部に表示させることができ
ます。
パフォーマンス項目の選択（88 ページ）の項を参
照。
(1) 燃料計

(A) 満タン
(B) 空

12.5 尿素水(AdBlue®)ゲージ
尿素水 (AdBlue®) タンクの残量を液晶ゲージで表示し
ます。
尿素水 (AdBlue®) が少なくなるとエンジン出力制限が
かかりますので、タンクが空にならないように注意して
ください。
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12.7 水温計
冷却水の水温を表示します。

警告

• ラジエータキャップは、エンジン運転中および停止
直後に開けると、熱湯が噴出しヤケドをするおそれ
があります。停止後 30 分以上たって、冷えてから
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最初のストップ位置までキャップをゆっくり回し、
余圧を抜いてからキャップを外してください。
重要 :
• ラジエータのオーバーフローパイプから蒸気が噴
き出たら、オーバーヒートしたときの処置を行って
ください。
指針がレッドゾーンを示すときは、オーバーヒート状態
であるため下記に従って点検してください。

(1) 水温計

(A) レッドゾーン

オーバーヒートしたときの処置
水温計の針がレッドゾーンを示したときは、作業を中止
し、エンジンを約 5 分間アイドリング回転にしてからエ
ンジンを停止します。停止後 30 分以上たって冷えてか
ら、次の点検・整備をしてください。
• リザーブタンク、ラジエータの冷却水の量（不足）、
および水もれがないか。
• フロントグリル、防虫網およびラジエータフィンと
チューブの間に、泥やごみが付着していないか。
• ファンベルトのゆるみがないか。

MR800H,MR900H,MR1000H,MR1050H
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12.8 モニタランプ
重要 :
• ランプに異常があるときは、購入先に点検・整備を依頼してください。
キースイッチを[入]位置にすると、ランプ切れチェックのため下記の消灯ランプが約 1 秒間点灯します。
• (6)ランプが点灯し続けているときは、PTO スイッチを[切]にしてください。
• (33)ランプが点灯し続けているときは、ブレーキペダル連結金具を掛けてください。

(1) 液晶（メッセージ）表示部
(2) バッテリチャージランプ（バッテリ充電警
告灯）
(3) エンジンオイル油圧警告灯
(4) エンジン異常警告灯
(5) システム異常警告灯
(6) PTO ランプ
(7) 燃料残量警告灯
(8) 駐車再生スイッチランプ
(9) 再生禁止スイッチランプ
(10) 前輪デフロックスイッチランプ
(11) オート 4WD スイッチランプ

(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)

尿素水（AdBlue®）システム異常警告灯
尿素水（AdBlue®）インジケータ
モンローランプ
再生状態ランプ
駐車再生要求ランプ
エンジン回転上げ要求ランプ
オートアップランプ
バックアップランプ
ポンパランプ
4WD（4 輪駆動）ランプ
倍速ターンランプ
旋回 2WD ランプ

(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)

ｅ-アシスト旋回ランプ
ウォータセパレータ警告灯
エアクリーナ目詰まり警告灯
エンジン予熱ランプ
アップオフ PTO ランプ
AD ランプ
オート 4WD ランプ
スリップ制御ランプ
駐車ブレーキ警告灯
ブレーキ連結ロック解除警告灯
アクセル連動灯

補足 :
• 各スイッチの状態によりランプ切れチェック後、消灯や点灯のままのランプもあります。
• (14)のランプは機種、仕様により点灯しない場合があります。
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13. エンジン始動セキュリティ機能
本機能はお客様があらかじめ設定した暗証番号を入力
しないとエンジンが始動しないシステムです。トラク
タの自走による盗難を抑制する効果があります。
重要 :
• 本機能はトラクタ盗難そのものを防止するもので
はありません。本機能が作動しているにもかかわ
らず、トラクタ盗難が発生したとしても当社では責
任を一切負いかねますのでご了承ください。
• 本機能は入 / 切の切替えが可能です。[切]状態では
トラクタの自走による盗難を抑制する効果はあり
ません。
• 暗証番号を連続して 10 回誤入力すると、暗証番号
入力を拒否しエンジンを始動することができなく
なります。この状態になったり、暗証番号を忘れた
場合は、お客様では対応できませんので、購入先に
連絡してください。
• 暗証番号入力によってエンジン始動セキュリティ
を解除したあとは、キースイッチを[切]位置にして
も 10 分間は本機能が解除状態になり、暗証番号を
入力しなくても再始動が可能です。ただし、バッテ
リを取外した場合は 10 分以内でも暗証番号の入力
が必要です。
• 本機能の入 / 切を確認する場合は、エンジン始動セ
キュリティの入/切設定（ON / OFF）（102 ページ）
を参照してください。
• 暗証番号は定期的に変更し、他人から類推されやす
い番号（連番など）を避けるなどしていただくと、
盗難を抑制するのに効果的です。また暗証番号そ
のものや、簡単に推測できるものをトラクタに貼り
付けるなどの表示をしないように注意してくださ
い。

装置の名称と取扱い
2. 暗証番号を 100 の位から順番に入力します。
なお、暗証番号は 3 桁の数字になります。
電子メータ(DBM)設定ジョグダイヤル回転
数字の入力、位の送りで使います。数字が点滅表示
中にダイヤルを右に回すとカーソルが右に移り、左
に回すとカーソルが左に移ります。

(1) 点滅

数字が反転表示中にダイヤルを右に回すと数字が 1
繰り上がり、左に回すと 1 繰り下がります。

操作や設定は電子メータ(DBM)設定ジョグダイヤルで
行い、暗証番号やメッセージは電子メータのモニタに表
示されます。

13.1 暗証番号の入力方法
1. キースイッチを[入]にすると暗証番号入力画面が液
晶モニタに表示されます。

(1) 暗証番号入力画面

MR800H,MR900H,MR1000H,MR1050H

1 の位が点滅表示中に右回転、または 100 の位が点
滅表示中に左回転すると[OK]へカーソルが移りま
す。

電子メータ(DBM)設定ジョグダイヤル短押し
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数字の入力、位の送りを切り替えます。また、[OK]
を選択中の短押しで暗証番号入力を確定します。
例：暗証番号を｢234｣に設定している場合。
a. 電子メータ(DBM)設定ジョグダイヤルを短押し
して 100 の位を点灯表示にします。
b. 電子メータ(DBM)設定ジョグダイヤルを回して
100 の位に｢2｣を入力します。

k. 電子メータ(DBM)設定ジョグダイヤルを短押し
して 1 の位を点滅表示に戻します。
3. 電子メータ(DBM)設定ジョグダイヤルを回して[OK]
を選択し、電子メータ(DBM)設定ジョグダイヤルを
短押しして、暗証番号を確定します。
c. 電子メータ(DBM)設定ジョグダイヤルを短押し
して 100 の位を点滅表示に戻します。
d. 電子メータ(DBM)設定ジョグダイヤルを回して
10 の位を点滅表示にします。
e. 電子メータ(DBM)設定ジョグダイヤルを短押し
して 10 の位を点灯表示にします。
f. 電子メータ(DBM)設定ジョグダイヤルを回して
10 の位に｢3｣を入力します。

g. 電子メータ(DBM)設定ジョグダイヤルを短押し
して 10 の位を点滅表示に戻します。
h. 電子メータ(DBM)設定ジョグダイヤルを回して
1 の位を点滅表示にします。
i. 電子メータ(DBM)設定ジョグダイヤルを短押し
して 1 の位を点灯表示にします。
j. 電子メータ(DBM)設定ジョグダイヤルを回して
1 の位に｢4｣を入力します。
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暗証番号が一致すると、「ピピッ」と音が鳴り、約 2 秒
後通常の電子メータ表示となり、エンジンを始動するこ
とができます。
暗証番号が一致しないと、[暗証番号を間違えています]
と表示され、その後、手順 1.の表示に戻ります（数字は
誤入力した数字）ので、暗証番号が一致するまで手順
2.以降の操作を繰返してください。
なお、暗証番号の入力は連続して 10 回間違えると、暗
証番号入力を拒否しエンジンを始動することができな
くなり、液晶モニタは[暗証番号エラー 購入先へ連絡し
て下さい]と表示されます。この場合お客様では対応で
きませんので、購入先に連絡してください。
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暗証番号が正しくない場合

暗証番号を連続して 10 回間違った場合

13.2 エンジン始動セキュリティの設定
エンジン始動セキュリティ機能の入と切は下記の状態
となります。

(1) 入
(2) HOME/MENU スイッチ

2. 電子メータ(DBM)設定ジョグダイヤル回転で盗難防
止機能を選択し、ダイヤルを短押しします。

3. 液晶モニタにエンジン始動セキュリティの入/切設
定とエンジン始動セキュリティの暗証番号設定が表
示されますので、それぞれ設定してください。

入の場合：
暗証番号を入力しないとエンジンは始動しません。
ただし、キースイッチを[切]にしてから 10 分以内で
あれば暗証番号を入力しなくても再始動が可能で
す。ただし、バッテリを取外した場合はキースイッ
チを[切]にしてから 10 分以内でも暗証番号の入力
が必要です。
切の場合：
暗証番号入力を必要とせず、キースイッチを[入]に
してからすぐにエンジンの始動が可能です。
補足 :
• 工場出荷時、エンジンセキュリティ機能は[切]に設
定しています。
エンジン始動セキュリティの入 / 切設定と暗証番号設
定は、次の手順で行ってください。
1. HOME / MENU スイッチを押しながらキースイッチ
[入]位置にし、各種設定選択画面を表示させます。

MR800H,MR900H,MR1000H,MR1050H

(1) エンジン始動セキュリティの入 / 切設定
(2) エンジン始動セキュリティの暗証番号設定

4. キースイッチを[切]位置に戻すと終了します。
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13.3 エンジン始動セキュリティの入/切設定
（ON / OFF）
1. 電子メータ(DBM)設定ジョグダイヤルを回転させ、
エンジン始動セキュリティの入/切設定を反転表示
させてから、ダイヤルを長押しすると、暗証番号の
入力画面が表示されます。

(1) エンジン始動セキュリティの入 / 切設定画面

4. ダイヤル回転で[ON]または[OFF]を反転表示させま
す。
5. ダイヤルを長押しすると約 2 秒後に、エンジン始動
セキュリティの画面に戻ります。
(1) エンジン始動セキュリティの入 / 切

2. 暗証番号を入力します。
（詳細は暗証番号の入力方法（99 ページ）を参照）
補足 :
• 出荷時の暗証番号は｢000｣です。

(1) 暗証番号の入力画面

13.4 エンジン始動セキュリティの暗証番号設
定
1. 選択スイッチでエンジン始動セキュリティの暗証番
号設定を反転表示させてから、ダイヤルを長押しす
ると、旧暗証番号の入力画面が表示されます。

(1) エンジン始動セキュリティの暗証番号設定

3. 暗証番号が一致すると、約 2 秒後に“エンジン始動
セキュリティの入 / 切設定画面”が表示されます。

(1) 旧暗証番号の入力画面
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2. 旧暗証番号を入力します。
（詳細は暗証番号の入力方法（99 ページ）を参照）
3. 暗証番号が一致すると、約 2 秒後に新暗証番号の入
力画面が表示されます。

装置の名称と取扱い

14.1 エンジン回転上限設定
上限回転数を規制しておくと、アクセルレバーやアクセ
ルペダルを操作しても設定回転数以上には上昇せず、誤
操作による作業機のトラブルなどが防止できます。
回転数の設定方法
設定はエンジン回転中または停止中のどちらでも行え
ます。
1. [メニュー画面]→[エンジン]→[エンジン回転上限]を
選択します。
2. 電子メータ(DBM)設定ジョグダイヤルを左右に回し
回転数を設定します。
3. 設定回転数を最大にすると上限規制回転数が非表示
になります。

14.2 エンジン回転メモリ設定
(1) 新暗証番号の入力画面

4. 新暗証番号を入力します。
（詳細は暗証番号の入力方法（99 ページ）を参照）
5. 新暗証番号は 2 回入力が必要ですので、手順 2.と同
じ要領で、再度新暗証番号を入力・確定します。
6. 1 回目と 2 回目に入力した暗証番号が一致しない場
合は設定が完了できませんので、手順 2.以降の操作
を再度行ってください。
2 回入力した新暗証番号が一致すると、約 2 秒後に
[暗証番号を変更しました]と液晶モニタに表示さ
れ、さらに約 2 秒後にエンジン各種設定選択画面に
戻ります。

エンジン回転メモリスイッチ A/B を用いると、エンジン
回転数をワンタッチで設定することができ、面倒なアク
セル操作が不要となります。

(1) エンジン回転メモリスイッチ A
(2) エンジン回転メモリスイッチ B

補足 :
• エンジン回転上限の設定値より、メモリ設定回転数
の値を高く設定した場合、メモリ設定回転数まで上
昇しません（上限設定が優先する）。
• たとえばエンジン上限設定を 1230 rpm、メモリ設
定回転数を 2000 rpm に設定した場合、液晶表示部
に次図のように表示され、エンジン回転は
1230 rpm までしか上昇しません。

14. 電子エンジン制御
このトラクタに搭載している電子制御式エンジンは下
記 3 つの制御を行っています。
必要に応じ正しく設定の上ご使用ください。
• エンジン回転上限設定
• エンジン回転メモリ設定
• パワーアシスト制御

MR800H,MR900H,MR1000H,MR1050H
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(1) 点滅表示

エンジン回転メモリの設定方法（設定回転数の変更）
設定はエンジン回転中/停止中のどちらでもできます。
1. HOME/MENU スイッチを押し、電子メータ(DBM)設
定ジョグダイヤルを操作して[メニュー画面]→[エ
ンジン]→[回転メモリ A 設定]または[回転メモリ B
設定]を選択します。
2. 電子メータ(DBM)設定ジョグダイヤルを左右に回し
回転数を設定します。

作業時
エンジン回転メモリスイッチ A を押すことで自動的に
2000 回転にセットされます。
旋回時
旋回時、エンジン回転メモリスイッチ B を押すことで
1000 回転に下がり、低速で旋回が行えます。旋回後に
再度スイッチ B を押すと 2000 回転となります。
補足 :
• アクセルレバーはアイドリングより少し高くして
ください。アイドリングではスイッチは作動しま
せん。
• アクセルペダルを踏込んで、設定回転数以上に回転
を上げることもできます。
• 工場出荷時の設定は回転メモリ A 設定が 2000 回
転、回転メモリ B 設定が 1500 回転です。
解除方法
下記のいずれかでエンジン回転メモリ設定を解除して
ください。
• 作動中のエンジン回転メモリスイッチを再度押す。
• アクセルレバーをアイドリング位置に戻す。
• キースイッチを[切]位置にする。

エンジン回転メモリの設定方法（現在回転数の記憶）
現在指示しているエンジン回転数を、[回転メモリ A 設
定]または[回転メモリ B 設定]に記憶できます。
1. アクセルレバーを操作して、記憶したいエンジン回
転数まで回転数を上昇させます。
2. エンジン回転メモリスイッチ A またはエンジン回
転メモリスイッチ B を長押しします。
3. 「ピピッ」と音が鳴り、エンジン回転数が[回転メモ
リ A 設定]または[回転メモリ B 設定]に記憶されま
す。

14.3 パワーアシスト制御
パワーアシストスイッチを押すとパワーアシスト制御
の[入]／[切]が切替わります。

補足 :
• キースイッチを[切]位置にしても、設定回転数を記
憶しています。
使用例
たとえば回転メモリ A 設定に 2000 回転、回転メモリ B
設定に 1000 回転をセットしたとします。
(1) パワーアシストスイッチ
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補足 :
• 機械式制御エンジンでは、負荷の増減によりエンジ
ン回転数が変化します。
たとえば丘陵地での作業時、丘を登る場合負荷が増
加しエンジン回転がドロップします。逆に丘を下
るときは負荷が減ります。このエンジン回転数の
増減が車速や PTO 駆動作業機に影響を及ぼしま
す。この影響を最小限に留めるためオペレータは
車速やアクセルレバーの微調整が必要でした。
この電子制御エンジン付トラクタに採用したパワ
ーアシストスイッチを[入]にすると、ある一定レベ
ルの負荷変動にはエンジン回転をほぼ一定に保つ
事ができ、車速やアクセルレバーの煩わしい操作を
することなく作業精度の向上が図れます。
• 一定回転が保てる範囲には限界があります。エン
ジン性能以上の負荷が加わった場合、エンジン回転
がドロップします。
• パワーアシストによりエンジン出力が増加するも
のではありません。
• E オートを併用する場合は次のようになります。
（詳細は 3P 制御モード（110 ページ）を参照）
パワーアシスト[切]で作業したほうが、仕上がりの
精度は向上します。どうしてもパワーアシスト[入]
で作業するときは、感度調整ダイヤルを敏感にして
ください。
また、作業中にパワーアシストスイッチの[入]、[切]
を切換えると、仕上がりが変わる場合があります。
パワーアシスト[入]時
負荷変動によるエンジン回転数の変動を抑え、車速や
PTO 回転をほぼ一定に保つため、安定した作業が行え
ます。
パワーアシストが[入]の場合、スイッチランプが点灯し
ます。
パワーアシスト[切]時
従来のエンジン同様、負荷の増減に応じエンジン回転も
増減します。
オペレータはエンジンの回転数やエンジン音などから
負荷の大きさを判断し、作業機への過負荷防止のため車
速や耕深調整を行う事ができます。

14.4 e-アシスト旋回
e-アシスト旋回は、ポンパ操作と連動し、エンジン回転
数および車速をエンジン回転メモリ設定の値、クルーズ
車速設定の値に自動的に変更する機能です。ポンパで
作業機を下降させると、エンジン回転数および車速がメ
モリ設定回転数、クルーズ設定車速まで上がります。ポ
ンパで作業機を上昇させると、エンジン回転数および車
速がメモリ設定回転数、クルーズ設定車速まで下がり、
低速で旋回が行えます。

装置の名称と取扱い
2. e-アシスト旋回スイッチを押して、e-アシスト旋回
の作動状態を有効にします。（e-アシスト旋回ラン
プが点灯し、スイッチランプがオレンジ色で表示さ
れます）
解除方法
1. e-アシスト旋回スイッチを押して、e-アシスト旋回
の作動状態を解除します。（e-アシスト旋回ランプ
が消灯し、スイッチランプが白色で表示されます）
補足 :
• アクセルレバーをアイドリング状態より少し高く
しないと、メモリ回転になりません。
• 主変速レバーを最低速位置より少し高くしないと、
クルーズ車速になりません。
• 最高車速設定のほうが、クルーズ設定車速よりも小
さい場合は、クルーズ設定車速になりません（最高
車速設定に規制されます）。
• エンジン回転上限設定回転数のほうが、エンジン回
転メモリ設定回転数よりも小さい場合は、エンジン
回転メモリ設定回転数になりません（エンジン回転
上限設定回転数に規制されます）。
• e-アシスト旋回ランプが点滅時、3 点リンクの安全
ロックを解除してください。安全ロックを解除す
ると、e-アシスト旋回ランプが点灯に変わり、e-ア
シスト旋回モードになります。

14.4.1 e-アシスト旋回の回転数設定
回転数には回転メモリ A 設定、回転メモリ B 設定、回
転メモリ設定切のいずれかの状態をセットできます。
出荷時設定では開始（ポンパ上昇）時にメモリ B、終了
（ポンパ下降）時にメモリ A がセットされています。
設定方法
例 作業時は 2600 回転、旋回時は 1500 回転に設定した
い場合
1. キースイッチを[入]位置にして、回転メモリ A 設定
に 2600 回転、回転メモリ B 設定に 1500 回転をセ
ットします。
（詳細はエンジン回転メモリ設定（103 ページ）を参
照）
2. HOME/MENU スイッチを押し、電子メータ(DBM)設
定ジョグダイヤルを操作して[メニュー画面]→[旋
回]→[ｅ旋回開始設定]を選択します。

設定方法
1. メモリ回転を使用する場合は、エンジン回転メモリ
スイッチ A または B を押し、エンジン回転メモリ設
定を有効にします。クルーズ車速を使用する場合
は、クルーズ車速スイッチ A または B を押し、クル
ーズ車速設定を有効にします。
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3. 右側のエンジン回転メモリ部に[メモリＢ]を指定し
ます。

4. [メニュー画面]→[旋回]→[ｅ旋回終了設定]を選択し
ます。
5. 右側のエンジン回転メモリ部に[メモリＡ]を指定し
ます。

3. [メニュー画面]→[旋回]→[ｅ旋回終了設定]を選択し
ます。
4. 左側の応答時間設定部に[2.0 秒]を指定します。

14.4.3 e-アシスト旋回のクルーズ車速設定
14.4.2 e-アシスト旋回の応答時間設定
作業や好みによって、ポンパ操作からエンジン回転数切
替までの応答時間を変更することができます。上昇、下
降とも応答時間を 0.0〜6.0 秒の範囲、0.5 秒間隔で設定
可能です。
設定方法
ポンパ上昇時の応答時間を 1.5 秒、下降時の応答時間を
2.0 秒に設定したい場合
1. キースイッチを[入]位置にして、HOME/MENU スイ
ッチを押し、電子メータ(DBM)設定ジョグダイヤル
を操作して[メニュー画面]→[旋回]→[ｅ旋回開始設
定]を選択します。
2. 左側の応答時間設定部に[1.5 秒]を指定します。
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クルーズ車速にはクルーズ車速 A 設定、クルーズ車速
B 設定、クルーズ車速設定切のいずれかの状態をセット
できます。
設定方法
作業時はクルーズ車速 1.0 km/h、旋回時はクルーズコン
トロール切に設定したい場合
1. キースイッチを[入]位置にして、クルーズ車速 A 設
定に 1.0 km/h をセットします。
（詳細はクルーズ車速の設定方法（設定車速の変更）
（134 ページ）を参照）
2. HOME/MENU スイッチを押し、電子メータ(DBM)設
定ジョグダイヤルを操作して[メニュー画面]→[旋
回]→[e 旋回開始設定]を選択します。
3. カーソルを右に 2 度回してクルーズ車速設定部を選
択し、[クルーズ切]を指定します。
4. [メニュー画面]→[旋回]→[e 旋回終了設定]を選択し
ます。
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5. カーソルを右に 2 度回してクルーズ車速設定部を選
択し、[クルーズ A]を指定します。
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15. 作業機昇降装置
15.1 作業機昇降装置の各部の名称
［MA 仕様］

［MA 仕様以外］

(1) 耕深調節ダイヤル
(2) 電子メータ(DBM)設定ジョグダイヤル
(3) 感度調整ダイヤル
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(4) 作業機落下速度調整ダイヤル
(5) 高さ規制調整ダイヤル
(6) ワンタッチ作業モード設定スイッチ

(7) ワークランプ集中操作スイッチ
(8) 平行復帰スイッチ
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(9) 下限ストッパ
(10) ポジションレバー
(11) ポンパスイッチ

装置の名称と取扱い

(13) ポンパレバー（MA 仕様)

(12) 油圧ロックレバー
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15.2 3P 制御モード
作業に応じた 3 点リンク制御に切替えます。作業の選
択状態は画面下部に表示されます。

モード別作業例
制御モード
[オート]

作業例
オート耕うんが可能なロータリを装着して
の、一般耕うん、代かき作業に使用します。

[E オート]

ロータリカバーを上げたままで行う、オー
ト作業に使用します。
（オート未対応の一般ロータリも使用可）

[ドラフト]

プラウ、サブソイラなどのけん引作業に使
用します。

[レーザ]

オプションのレーザ作業機を装着しての均
平作業に使用します。

[ポジション]

[オート]、[E オート]、[ドラフト]、[レー
ザ]の自動が解除されポジションコントロ
ールになります。
オート耕うん 切での一般ロータリ耕作業
などに使用します。

(1) 作業選択状態

設定方法

15.3 ドラフトストッパピン

1. HOME/MENU スイッチを押し、電子メータ(DBM)設
定ジョグダイヤルを操作して[メニュー画面]→[3P]
→[3P 制御モード]を選択します。

プラウ作業などドラフトコントロールを使用する場合
は、トップリンクブラケットのストッパピンを抜いてく
ださい。
ドラフトコントロールを使用しない場合は、ストッパピ
ンを入れてください。

2. 電子メータ(DBM)設定ジョグダイヤルを回し、[ポジ
ション]⇔[オート]⇔[E オート]⇔[ドラフト]⇔[レー
ザ]から使用する制御モードを選択します。
補足 :
• オート用作業機（ロータリ）やレーザ用信号が
接続されていない場合、[オート]や[レーザ]は選
択できません（設定項目から除外されます）。

(1) ロックピン
(2) ストッパピン
(3) トップリンクブラケット

補足 :
• ストッパピンを外したまま、ロータリ耕うんを行う
と、オートが正常に作動しない場合があります。

15.4 ポジションレバー
ポジションコントロールとして使用の場合
• (A)、(B)ポジション範囲では、作業機が任意の位置
に保たれます。
• (C)フローティング範囲では、作業機はいっぱいに下
がります。
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• 耕深ダイヤルで設定した位置よりも、ポジションレ
バー位置が浅側にあるときは、ポジションレバー位
置まで下降します。

15.5 下限規制
3 点リンクの下降下限位置を変えるときに使用します。
• ストッパを[UP]側に倒すと、ポジションレバーの下
限高さが高くなります。
• ストッパを[DOWN]側に倒すと、ポジションレバー
の下限高さが低くなります。
(1) ポジションレバー
(2) ストッパ

(A)
(B)
(C)
(D)

上がる
下がる
フローティング
走行ロック位置

補足 :
• 走行時はポジションレバーを(D)走行ロック位置に
して、ストッパをロックしてください。不意の操作
による急落下を防いでください。

(1) ストッパ
(2) ポジションレバー

(A) 高くなる[UP]
(B) 低くなる[DOWN]

15.6 高さ規制調整ダイヤル
3 点リンクの上昇上限位置を変えるときに使用します。
• ダイヤルを(A)方向に回すと、3 点リンクの上昇規制
高さが高くなります。
• ダイヤルを(B)方向に回すと、3 点リンクの上昇規制
高さが低くなります。
(1) ストッパつまみ

(A) 締まる
(B) 緩む
(C) 倒す

ストッパ先端のつまみを回転させることでストッ
パを緩めたり締めたりできます。
任意の向きにつまみを数回回転させたら、つまみを
倒してください。
ポジションレバーの取扱い特性
• エンジン停止後、キースイッチを[入]位置にしてポ
ジションレバーを前方に倒すと、作業機は下降しま
す。
• 高さ規制調整ダイヤルで上昇高さを制限している
ときは、制限位置までしか上昇しません。
• 詳細は高さ規制調整ダイヤル（111 ページ）の項を
参照。
各作業モード（[オート]、[E オート]、[ドラフト]、[レ
ーザ]）を使用の場合
• ポジションレバーを(C)フローティング範囲に下げ
ても、作業機は耕深調節ダイヤルで設定した位置以
下には下がりません。
（レーザモードは受光位置）

MR800H,MR900H,MR1000H,MR1050H

(1) 高さ規制調整ダイヤル

(A) 高くなる
(B) 低くなる

補足 :
• 高さ規制調整ダイヤルにより、ポンパレバーおよび
ポジションレバーでの上げ位置を任意の高さに規
制できます。
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15.7 作業機落下速度調整ダイヤル
3 点リンクの落下速度を変えるときに使用します。
• ダイヤルを(A)方向に回すと、3 点リンクの落下速度
が速くなります。
• ダイヤルを(B)方向に回すと、3 点リンクの落下速度
が遅くなります。

• ポジションモードでは、耕深調節ダイヤルは作動し
ません。
ドラフト耕深調節ダイヤルとして使用する場合
• ポジションレバーを下げ、ダイヤルを[浅]方向へ回
すと、プラウの耕深が浅く保持され、[深]方向へ回
すと、プラウの耕深が深く保持されます。
• 旋回時など作業機を上げるときは、ポジションレバ
ーまたは、ポンパレバーで行ってください。
ワンタッチフローティング機能
ポンパレバーを下げ続けている間はフローティング状
態となり、プラウ作業のスキ込み時などに使用すると有
効です。
またポンパレバーから手を離すと、ドラフト制御位置ま
で戻ります。

(1) 作業機落下速度調整ダイヤ
ル

(A) 速くなる
(B) 遅くなる

ミックスコントロール（ドラフト＋ポジション）
ポジションレバーで作業機の降下位置を規制し、耕深調
節ダイヤルでけん引抵抗に応じた制御をするという 2
つのコントロールをします。軟弱な土質でのプラウ・サ
ブソイラなどの作業に適しています。
ドラフト

補足 :
• このダイヤルでは、油圧ロックはできません。
• 走行時やロータリなどの作業機を点検する場合は、
必ずシート後ろの油圧ロックレバーでロックして
ください。

15.8 耕深調節ダイヤル
各作業モード（[オート]、[E オート]、[ドラフト]、[レ
ーザ]）を使用の場合、このダイヤルで作業機の耕深を
設定してください。
(A)
(B)
(C)
(D)

地表面
ポジションレバー位置
作業機の耕深
軟弱な地質

ポジション

(1) 耕深調節ダイヤル

• ダイヤルを[浅]方向へ回すと、プラウ・ロータリな
どの耕深が浅く保持されます。
• ダイヤルを[深]方向へ回すと、プラウ・ロータリな
どの耕深が深く保持されます。
補足 :
• ダイヤルを[深]方向へいっぱい回すと、フローティ
ング範囲になります。また[浅]方向へいっぱい回す
と作業機が上端近くまで上昇します。
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(A)
(B)
(C)
(D)

地表面
ポジションレバー位置
作業機の耕深
軟弱な地質
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ミックス

感度調整ダイヤル

左回し

右回し

耕深

浅く起こす←―→深く起こす

土質

軽い←―→重い

ほ場の起伏

小←―→大

（感度の目安）

（鈍）←―→（敏）

補足 :
– 感度調整ダイヤルを調整すると、耕深が多少変
化します。
調整後は、耕深調節ダイヤルで耕深を再設定し
てください。
(A)
(B)
(C)
(D)

地表面
ポジションレバー位置
作業機の耕深
軟弱な地質

15.10 ポンパレバー（スイッチ）
ポンパレバー（スイッチ）のワンタッチ操作で作業機を
上下させる装置です。ほ場内での旋回操作が便利にな
ります。

15.9 感度調整ダイヤル
各作業モード（[オート]、[E オート]、[ドラフト]、[レ
ーザ]）を使用の場合、感度調整ダイヤルにより、負荷
の変化量に対する作業機の動き量を調整することがで
きます。

警告

• 走行中は必ずポジションレバーを走行ロック位置
にして、油圧ロックレバーを油圧ロック位置にして
ください。
• ほ場内作業以外では、ポンパを使用しないでくださ
い。
MR800H・MR900H・MR1000H・MR1050H の MA 仕様
と PC 仕様は、ポンパレバー、ポンパスイッチ共に標準
装備。
MR800H・MR900H・MR1000H・MR1050H の V 仕様
と PCAT 仕様は、ポンパスイッチのみ標準装備、ポンパ
レバーはオプション。
ポンパレバーとスイッチは同じ作動をします。また、こ
の機能は併用できます。
作業機上昇
レバー上げるまたはスイッチの[上げ]を押す（ポン
パランプ点灯）

(1) 感度調整ダイヤル

• [オート]や[E オート]選択時、一般耕起作業では下記
を目安に調整してください。
感度調整ダイヤル
3 点リンクの動き

左回し

右回し

作業機下降
レバー下げるまたはスイッチの[下げ]を押す（ポン
パランプ消灯）

鈍感←―→敏感

– 敏感で作業をしてうねりが生じる場合、感度を
鈍感側に調節してください。
• ドラフト選択時、一般けん引耕起作業では下記を目
安に調整してください。

MR800H,MR900H,MR1000H,MR1050H
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またレバー（スイッチ）から手を離すと、ドラフト
制御位置まで戻ります。
• ポンパレバー（スイッチ）による上昇および下降途
中でのポンパレバー（スイッチ）の操作
– ポンパによる上昇途中、ポンパレバー（スイッ
チ）を[下げ]側に操作すると、その位置で停止し
ます。（ポンパランプ点灯）その後再度レバー
（スイッチ）を操作すると昇降します。
– ポンパによる上昇途中に 3 点リンクを下げたい
ときは、ポンパレバー（スイッチ）を下降側に
1 秒間押し続けるか、続けて 2 度押します。
– ポンパによる下降途中にポンパレバー（スイッ
チ）を[上げ]側に操作すると上昇します。
(1) ポンパランプ
(2) ポンパレバー

(A) 上げる
(B) 下げる

15.11 オートアップの使い方
警告

(1) ポンパスイッチ上げ
(2) ポンパスイッチ下げ

補足 :
• ポンパレバー（スイッチ）はスイッチですので軽い
操作力で作動します。無理な力を加えないでくだ
さい。
• 新しい作業機を装着したときは、ポンパレバー（ス
イッチ）ではなく、ポジションレバーを使って作業
機を上げて、作業機がトラクタに当たらないことを
確認してください。
• ポンパレバー（スイッチ）操作時、ブザー音が 1 回
鳴ります。
• ポンパランプが点滅している場合、ポジションレバ
ーはまたはポンパレバー（スイッチ）を操作し、ポ
ンパランプの点滅を解除してから使用してくださ
い。
ポンパレバー（スイッチ）で解除時、ブザーが 2 回
鳴ります。
ポンパの上手な使い方
• 3 点リンク作動範囲の規制
ポジションレバーで下限位置、高さ規制調整ダイヤ
ルで上限位置を設定しておくと、ポンパ制御はその
設定した範囲内で上昇・下降します。
• ワンタッチフローティング機能
作業切替スイッチで[ドラフト]選択時、ポンパレバ
ー（スイッチ）を下げ側に押している間はフローテ
ィング状態となり、プラウ作業のスキ込み時などに
使用すると有効です。
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• 危険防止のため、オートアップの使用は、ほ場内作
業のみにしてください。
• オートアップで作業する場合は、ランプが点灯して
いることを確認してください。ランプが消灯して
いるときは、作業機は自動で上昇しません。この状
態で旋回すると、作業機を引きずり、障害事故を引
き起すおそれがあります。
• オートアップ入切の操作はエンジンを始動したあ
とに行ってください。エンジン始動によりバッテ
リ電圧が一瞬下がりますので、操作が無効になる場
合があります。
補足 :
• 隣接耕うん作業以外では、オートアップを[切]にし
てください。
• 3 点リンクが安全ロック状態では作動しません。
オートアップの作動条件
作業切替スイッチ

シャトルレバー

あんしん PTO スイッチ

[オート]
[E オート]

前進

[入]
または
[入 自動]

[ドラフト]
[レーザ]
[ポジション]

前進

－

1. HOME/MENU スイッチを押し、電子メータ(DBM)設
定ジョグダイヤルを操作して[メニュー画面]→[旋
回]→[オートアップ入切]の選択項目を開き、[ON]を
選択します。
オートアップ[ON]のとき、電子メータのオートアッ
プランプが点灯します。
2. 隣接耕うん作業での旋回時、ステアリングハンドル
を回し、作業機を自動で上昇させます。
ほ場内での旋回操作が簡単にできます。
（上昇時ブザー音が 1 回鳴ります。）
3. 作業機を下げるときは、ポンパレバーまたはポジシ
ョンレバーで行ってください。
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4. オートアップを解除するときは [オートアップ入切]
を開き、[OFF]を選択します。
（オートアップランプ消灯）
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3. 作業機を下げるときは、ポンパレバーまたはポジシ
ョンレバーで行ってください。
4. バックアップを解除するときは [バックアップ入切]
を開き、[OFF]を選択します。
（バックアップランプ消灯）

(1) オートアップランプ

15.12 バックアップの使い方
バックアップを[ON]にしておくと、後進時作業機が自
動的に上昇し、うっかりバックからの作業機の損傷を防
ぎます。

警告

• バックアップ入切の操作はエンジンを始動した後
に行ってください。エンジン始動によりバッテリ
電圧が一瞬下がりますので、操作が無効になる場合
があります。

(1) バックアップランプ

15.13 3P 動作切替スイッチ
ロアーリンク高さを変えるときに使用します。
3P 動作切替スイッチのインジケータが消灯のときは 3
点リンクキープモード、点灯または点滅のときは 3 点リ
ンクリターンモードになります。
3P 動作切替スイッチを押すたびに消灯、点灯、点滅と
切り替わります。

補足 :
• 3 点リンクが安全ロック状態ではバックアップは作
動しません。
1. HOME/MENU スイッチを押し、電子メータ(DBM)設
定ジョグダイヤルを操作して[メニュー画面]→[旋
回]→[バックアップ入切]の選択項目を開き、[ON]を
選択します。
バックアップ[ON]のとき、電子メータのバックアッ
プランプが点灯します。
2. シャトルレバーを後進に入れると、作業機が自動で
上昇します。

MR800H,MR900H,MR1000H,MR1050H

(1) 3P 動作切替スイッチ
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15.13.1 3 点リンクキープモード
3P 内部操作スイッチ上昇側または下降側を押してる
間、ロアーリンクは昇降し、スイッチを離した位置でロ
アーリンクが停止し安全ロックが働きます。電子メー
タ内のポンパランプが点滅し、その位置をキープしま
す。
（解除方法の詳細は 3 点リンクの安全ロック機能（144
ページ）を参照ください。）
• ロアーリンクの作動範囲は全ストロークです。

• ロアーリンクの作動範囲はポジションレバーでの
作動範囲です。
• 高さ規制調整ダイヤルで上限を制限しているとき、
高さ規制調整ダイヤル位置が上限となります。

15.13.4 作業機の各作業モード
作業モードは“オート”、“E オート”、“ドラフト”、“レー
ザ”があります。
走行を開始し、安全ロックを解除し、液晶画面の 3P 状
態を点灯（耕深制御が作動可能な状態）にしてくださ
い。インジケータが点滅から点灯にかわり、スイッチ操
作により、動作が可能となります。
• ロアーリンクの作動範囲は耕深調整ダイヤルでの
作動範囲です。
• 高さ規制調整ダイヤルで上限を制限しているとき、
高さ規制調整ダイヤル位置が上限となります。
• ポジションレバーで下限を制限しているとき、ポジ
ションレバー位置が下限となります。

15.14 油圧ロックレバー
(1) 3P 内部操作スイッチ（上昇側）
(2) 3P 内部操作スイッチ（下降側）

15.13.2 3 点リンクリターンモード
3P 内部操作スイッチ上昇側または下降側を押してる
間、ロアーリンクは昇降し、スイッチを離すと耕深調整
ダイヤルまたはポジションレバーで設定されている位
置に復帰します。
• 作業中での耕深調整が不要です。
• 安全ロックはかかりません。
• スイッチを押している間に、作動範囲の上限または
下限に達するとその位置をキープします。

3 点リンクの下降ロックと解除を切り換えるときに使
用します。

警告

• ロータリなど作業機を点検する場合は、必ず油圧ロ
ックレバーで、作業機が落下しないようにロック
（停止）してください。
• 油圧ロックレバーでロックした後、ポジションレバ
ーを前方に倒して、作業機が落下しないことを必ず
確認してください。
• ロックするとともに適切なジャッキまたはブロッ
クで歯止めをし、落下防止を行ってください。
作業時
[速]位置にします。
走行時や作業機を上げて点検するとき
[遅]・[停]位置にします。

(1) 3P 内部操作スイッチ（上昇側）
(2) 3P 内部操作スイッチ（下降側）

15.13.3 ポジションモード
走行を開始し、安全ロックを解除してください。インジ
ケータが点滅から点灯にかわり、スイッチ操作により、
動作が可能となります。
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(1) 油圧ロックレバー

(A) 解除（速）
(B) 油圧ロック（遅・停）
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補足 :
• 作業機落下速度の調節は、油圧操作パネルの作業機
落下速度調整ダイヤルで行います。

15.15 ワンタッチ作業モード設定スイッチ
作業と移動を繰り返すことが多い場合は、ワンタッチ作
業モードを使用すると便利です。
一般的なほ場で耕うん作業を行う場合には、ワンタッチ
作業モード設定スイッチを 1 回押すだけで、トラクタの
自動装置はすべて標準的な設定（※）オート、モンロー
水平 1、オートアップ（入）、バックアップ（入）、倍速
（入）、AD（入）になり、ワンタッチ作業モード設定ス
イッチのランプが点灯します。
※ワンタッチ作業モードの設定変更方法（117 ページ）
により変更できます。
作業終了後、再度ワンタッチ作業モード設定スイッチを
押して、ワンタッチ作業モード設定スイッチのランプを
消灯させると自動装置はすべて[切]、2WD の状態にな
り、道路走行に適した設定になります。

装置の名称と取扱い

15.15.2 ワンタッチ作業モードの設定変更方
法
よく使用する設定をワンタッチ作業モードとして記憶
させることができます。
1. ワンタッチ作業モード設定スイッチを押し、ワンタ
ッチ作業モード設定スイッチのランプを点灯させま
す。
2. 自動装置の設定を変更します。
（たとえばバックアップが不要な場合、メニューより
バックアップ入切を[OFF]にします。）
3. ワンタッチ作業モード設定スイッチを 2 秒間長押し
し、2 秒後電子メータから「ピ」音がすれば設定が
記憶されます。

(1) ワンタッチ作業モード設定スイッチ

15.15.1 ワンタッチ作業モードの任意変更
ワンタッチ作業モードで作業中に自動装置の設定を変
更したい場合、アームレスト操作部の電子メータ(DBM)
設定ジョグダイヤルにより自動装置の設定を変更でき
ます。
再びワンタッチ作業モードを[入]にすると、作業中に変
更した設定ではなく、あらかじめ設定された状態になり
ます。
補足 :
• ワンタッチ作業モード状態でエンジンを停止（キー
オフやエンスト）させた場合、再びキーオンすると
エンジン停止直前の自動装置の設定になります。
• キーオフ状態で、ワンタッチ作業モード設定スイッ
チを[入]にした場合、あらかじめワンタッチ作業モ
ードで設定された自動状態になります。
• キーオフ状態で、ワンタッチ作業モード設定スイッ
チを[切]にした場合、自動装置はすべて[切]、2WD
の状態になります。

MR800H,MR900H,MR1000H,MR1050H
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16. モンローマチック［MA 仕様］
16.1 モンローマチック［MA 仕様］の各部の名称

(1) モンロー角度調節ダイヤル
(2) モンロー手動スイッチ[縮]
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(3) モンロー手動スイッチ[伸]
(4) 平行復帰スイッチ
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16.2 モンローモード切替
16.2.1 モンローモード［水平］
トラクタ本体の傾きにかかわらず作業機を常に水平、ま
たは地面に対し一定の角度に保ちたいときに使用しま
す。
重要 :
• モンローマチックが不要の場合（フロントローダ作
業などの場合）や走行時には、[位置]で作業してく
ださい。
• チェックチェーンを張りすぎると、モンローマチッ
ク作業時に 3 点リンクに無理な力が加わるので、チ
ェックチェーンは手で軽く締める程度にしてくだ
さい。

2. [メニュー画面]→[モンロー]→[モンロー穴位置]を
開き、 [前穴・上穴][後穴・上穴][前穴・中穴]より 3
点リンクの取付け状態に対応する設定を選択しま
す。

• モンロー角度調節ダイヤルが[水平]の場合、作業機
は常に水平に保たれます。
• モンロー角度調節ダイヤルが[水平]以外の場合、作
業機は水平面に対して常に一定の角度に保たれま
す。
作業機によって定まる 3 点リンクの取付け状態（ロアー
リンク幅、ロアーリンク穴、およびリフトロッド穴）に
応じて、次表を参考にモンロー穴位置を切換えてくださ
い。
選択状態は液晶画面右下に表示されます。
設定方法
1. HOME/MENU スイッチを押し、電子メータ(DBM)設
定ジョグダイヤルを操作して[メニュー画面]→[モ
ンロー]→[モンローモード]を開き、[水平]を選択し
ます。

No.

液晶表示

ロアーリンク穴
位置

1

[水平 1]

前穴

2

[水平 2]

後穴

3

[水平 3]

前穴

MR800H,MR900H,MR1000H,MR1050H

リフトロッド穴
位置
上穴

モンローランプ

モンロー動作

3 点リンク

ロアーリンク内
側寸法

点灯

水平制御

JIS 2 型

825 mm

中穴
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装置の名称と取扱い

(1) モンローランプ

トラクタ装置各部の取扱い

(1) ロアーリンク
(A) ロアーリンク前穴
(2) リフトロッド（リフトシリン (B) ロアーリンク後穴
ダ）
(P) 上穴
(Q) 中穴
(R) 下穴

補足 :
• モンローランプが点滅しているときは、ポンパ・モンロー・3 点リンク制御の表示（145 ページ）を参照してくだ
さい。
• 位置制御の取扱いはモンローモード［位置］（手動）（122 ページ）の取扱いの項を参照してください。

16.2.2 モンローモード［傾斜］
傾斜のあるほ場で作業機を常にほ場面と平行に保ちたいときに使用します。
設定方法
1. HOME/MENU スイッチを押し、電子メータ(DBM)設定ジョグダイヤルを操作して[メニュー画面]→[モンロー]→
[モンローモード]を開き、[傾斜]を選択します。

2. [メニュー画面]→[モンロー]→[モンロー穴位置]を開き、[前穴・上穴][後穴・上穴][前穴・中穴]より 3 点リンクの
取付状態に対応する設定を選択します。
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トラクタ装置各部の取扱い

装置の名称と取扱い

モンローモードを[傾斜]、モンロー角度調節ダイヤルを[水平]にすればほとんどの場合きれいに仕上げられますが、や
わらかいほ場やかたいほ場では作業機と斜面の傾きが合わない場合があります。そのときは、傾斜地モンローの微調
整設定を行ってください。
設定手順は傾斜地モンローの微調整設定（121 ページ）参照。
No.

液晶表示

ロアーリンク穴
位置

1

[傾斜 1]

前穴

2

[傾斜 2]

後穴

3

[傾斜 3]

前穴

リフトロッド穴
位置

モンローランプ

モンロー動作

3 点リンク

ロアーリンク内
側寸法

点灯

水平制御

JIS 2 型

825 mm

上穴
中穴

16.2.2.1 傾斜地モンローの微調整設定
補足 :
• 凹凸が激しいほ場で、じゅうぶんな精度が得られな
い場合は[位置]（手動）で使用してください。
• 調整幅いっぱい動かしても傾きの差が大きいとき
は、[位置]（手動）で使用してください。
• 左右のオフセット量が大きく、左右の重量バランス
が悪い作業機の場合は[位置]（手動）で使用してく
ださい。
1. トラクタを停車します。
2. [メニュー画面]→[モンロー]→[モンローモード]を開
き、[傾斜]を選択します。
3. モンロー手動スイッチを押すことで傾き量が変化し
ますので、斜面と作業機の傾きを合わせてください。
または[メニュー画面]→[モンロー]→[傾斜補正調整]
を開き、電子メータ(DBM)設定ジョグダイヤルを回
して補正値を調整します。
調整値は、値の変更時に液晶画面右下に 2 秒間点滅
表示されます。

(1) モンロー角度調節ダイヤル
(2) モンロー手動スイッチ

(1) 補正値

MR800H,MR900H,MR1000H,MR1050H
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装置の名称と取扱い
補足 :
• 傾斜地では作業機を上端から下ろしたときの車
体角度が基準となるため、作業する進行方向を
向いた状態で作業機を上端から下ろしてくださ
い。
• トラクタが水平状態にあるときは、補正値は変
わりますが作業機は動きません。
• キースイッチを[切]位置にしても補正値を記憶
しています。
• モンローモードを切替えると補正値は標準値
(100)に戻ります。

16.2.3 モンローモード［位置］（手動）
重要 :
• 手動で作業機を傾斜させるとき作業機を上端に上
げると、ジョイントの騒音が高くなる場合がありま
すので注意してください。
モンローモード[位置]選択時、モンローマチックの自動
制御が解除されます。
プラウ作業などで常にモンローリフトシリンダ長さを
一定に保ちたい場合に位置制御を使用します。
設定方法
1. HOME/MENU スイッチを押し、電子メータ(DBM)設
定ジョグダイヤルを操作して[メニュー画面]→[モ
ンロー]→[モンローモード]を開き、[位置]を選択し
ます。

2. [モンロー手動スイッチ]またはモンロー外部操作ス
イッチを操作し、リフトシリンダ長さを調整しま
す。

(1) モンロー手動スイッチ[縮]
(2) モンロー手動スイッチ[伸]

16.3 モンロー角度調節ダイヤル
モンローモードが[水平]、[傾斜]の場合、作業機の姿勢
を調節するときに使用します。
• ダイヤルを中央の位置にすると、作業機は[水平]に
保持されます。
• ダイヤルを[左下]方向に回すと、作業機が左下りに
保持されます。
• ダイヤルを[右下]方向に回すと、作業機が右下りに
保持されます。
なお、モンローモードが[水平]、[傾斜]の場合、作業機
を高さ規制調整ダイヤルでの設定高さ付近まで上げた
ときは、作業機の姿勢は本機に平行に保持されます。

(1) モンロー角度調節ダイヤル

16.4 モンロー手動スイッチ
作業機を左右に傾斜させるときに使用します。
重要 :
• スイッチですので軽い操作力で作動します。無理
な力を加えないでください。

122

MR800H,MR900H,MR1000H,MR1050H

トラクタ装置各部の取扱い

装置の名称と取扱い
補足 :
• モンロー安全ロックの解除をしたときは、モンロー
角度調節ダイヤルで設定した位置までシリンダが
動きます。
解除後モンローランプの点灯を確認してください。

16.6 平行復帰制御

(1) モンロー手動スイッチ[縮]
(2) モンロー手動スイッチ[伸]

モンローモード［位置］（手動）（122 ページ）のとき、
[モンロー手動]スイッチでリフトシリンダを適切な長
さに合わせ、リバーシブルプラウなどでの口開け作業を
行った後通常に耕起する場合、[平行復帰]スイッチを押
すだけで常にプラウはトラクタと平行状態（微調整記憶
値）に保たれます。

• [縮]方向へスイッチを押すと、作業機の右側が上が
ります。
• [伸]方向へスイッチを押すと、作業機の右側が下が
ります。
補足 :
• モンローモード[水平]で運転中、モンロー手動スイ
ッチまたはモンロー外部操作スイッチを操作する
と、自動水平制御が停止し保持制御となり、モンロ
ーランプが点滅します。
• モンローモード[傾斜]の場合、キースイッチを[切]位
置にして、再度キースイッチを[入]位置にしたとき、
作業機の傾きが変わっていると保持制御となり、モ
ンローランプが点滅します。
• 再度自動水平制御に戻すには、モンロー安全ロック
の解除方法（123 ページ）の項を参照してください。

16.5 モンローの安全ロック機能
モンロー安全ロック
モンローモードが[水平]、[傾斜]のとき、モンロー角度
調節ダイヤル位置とモンローリフトシリンダ位置が異
なる状態で、以下の操作を行ったときには、モンロー安
全ロックが働き、自動制御が停止し、モンローランプが
点滅（0.6 秒周期）します。
• エンジン始動時
• モンロー外部操作スイッチ操作時
• モンロー手動スイッチ操作時
安全ロック機能の解除方法は、モンロー安全ロックの解
除方法（123 ページ）参照。

16.5.1 モンロー安全ロックの解除方法
モンロー安全ロックが働いたときには、以下のいずれか
の操作で安全ロックを解除してください。

(1) モンロー手動スイッチ[縮]
(2) モンロー手動スイッチ[伸]
(3) 平行復帰スイッチ

(A) 押す

17. 外部油圧取出し
補助コントロールバルブ
• 1 連目：複動バルブ
2 連目：単/複切り換え式バルブ
• オプションで最大 4 連まで装着可能

17.1 油圧補助コントロールレバー
重要 :
• 補助コントロールバルブを使用するときは、切替え
バルブレバーをトレッド固定位置にしてください。
レバーの操作方向と油の流れは下記のようになってい
ます。
作業機側油圧ホース（吐出、戻り）の方向を確認し、接
続してください。

• 平行復帰スイッチを押す。
• モンローモードをいったん[位置]にセットし、モン
ローランプ消灯状態にしたのち、再度[水平]、[傾
斜]に入れる。

MR800H,MR900H,MR1000H,MR1050H
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油圧補助コントロールレバー

複動
ポート(C)

ポート(D)

吐出

戻り

戻り

吐出

(X)方向
1 連目
(Y)方向

複動
単動
油圧補助コントロール
レバー
ポート(A) ポート(B) ポート(A) ポート(B)
(X)方向
2 連目
(1) 油圧補助コントロールレバー（1 連目）
(2) 油圧補助コントロールレバー（2 連目）

(Y)方向

吐出

戻り

吐出

戻り

吐出

戻り

―
―

ネジサイズ
ポート(A)、(B)、(C)、(D)

G3/8

17.2 補助コントロールバルブ単複切換えつま
み
重要 :
• 単動の作業機を複動の位置で使用するとトラクタ
の故障の原因になります。
ご使用になる作業機に合わせて、切換えてくださ
い。
(1) 補助コントロールバルブ（1
連目）
(2) 補助コントロールバルブ（2
連目）

(A)
(B)
(C)
(D)

ポート(A)
ポート(B)
ポート(C)
ポート(D)

［AT 仕様］

(1) 単複切換えつまみ

(A) 単動
(B) 複動

18. 外部電源取出端子
(1) 切替えバルブレバー

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

ポート(A)
ポート(B)
ポート(C)
ポート(D)
トレッド固定位置

18.1 電源取出し
シート後部に電源取出しコネクタとカプラおよび作業
機に車速信号を伝達する車速信号カプラがあります。

補足 :
• 作業機の油圧シリンダが複動の場合、油圧シリンダ
の圧力側（負荷がかかったとき高圧となる側また
は、漏れを発生させたくない側）をポート(A)、(C)
に接続してください（ポート(A)、(C)のみにチェッ
クバルブが入っています）。
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(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

予備電源カプラ(30 A)
トレーラカプラ
電源取出しコネクタ➀(15 A)（白）
車速信号カプラ
GPS 信号カプラ
AG-PORT コネクタ
レーザレベル
電源取出しソケット（(9)と合わせて 10 A）
電源取出しコネクタ➁（(8)と合わせて 10 A）（黒）

補足 :
• 車速信号カプラおよび AG-PORT（アグ・ポート）
は接続を必要とする専用作業機にのみ使用してく
ださい。出荷時にはキャップがしてありますので、
作業機を使用しないときは必ずキャップを装着し
てください。故障の原因になります。
コネクタ
電源カプラ(15 A)用コネクタが必要な場合は、下記品番
でお買い求めください。
キット、コネクタ：3F999-0222-0
（下図部品が 1 個ずつ入っています）

装置の名称と取扱い

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

穴(1)
穴(2)
穴(3)
穴(4)
穴(5)
穴(6)
穴(7)
穴

トレーラハーネス

トレーラハーネス
（ヨーロッパタイプ）

(1)

アース

方向指示器左(23 W)

(2)

尾灯(8 W)
車幅灯(8 W)
駐車灯(8 W)

後退灯(10 W)

(3)

方向指示器左(23 W)

アース

(4)

制動灯（23 W×2）

方向指示器右(23 W)

(5)

方向指示器右(23 W)

尾灯(8 W)
車幅灯(8 W)
駐車灯(8 W)

(6)

予備

制動灯（23 W×2）

(7)

後退灯(10 W)

予備

18.2 トレーラ用カプラ（オプション）
• トレーラと連結時に用いる電源カプラは別途購入
してください。
（オプション）
• 電源は図のとおりです。

MR800H,MR900H,MR1000H,MR1050H
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運転前の点検

運転のしかた

運転のしかた
運転前の点検
警告

• 運転前にブレーキ・クラッチ・ステアリングや安全
装置などの日常点検を行い、摩耗や損傷している部
品があれば交換してください。また、定期的にボル
トやナットがゆるんでいないか点検してください。
• 点検をするときは、必ず作業機を降ろしエンジンを
停止してから行ってください。
• 燃料補給時は、くわえタバコ・裸火照明はしないで
ください。
• 燃料・オイルがこぼれた場合は、きれいにふき取っ
てください。
• 運転中および停止直後は、ラジエータの圧力キャッ
プを絶対に開けないでください。熱湯が噴出して
ヤケドをするおそれがあります。
• エンジン周囲のカバー類を開けて点検・整備すると
きは、次の手順に従ってください。
1. エンジン停止後 30 分経過してから開ける。
2. 点検・整備で内部に触れるときは、ヤケドのお
それがないことを確認する。
重要 :
各部への給油と交換
• 点検するときはトラクタを水平な場所に置いて行
ってください。傾いていると正確な量を示さない
ことがあります。
• 使用するエンジンオイル、ミッションオイルは、必
ず指定クボタ純正オイルを使用してください。
故障を未然に防ぐためには、機械の状態をいつもよく
知っておくことが大切です。日常点検は 1 日 1 回、運転
前に欠かさず行ってください。
点検方法の詳細は、トラクタの点検・整備のしかた
（204 ページ）を参照してください。

トラクタへの乗降
1. トラクタへの飛び乗りや飛び降りは行わないでくだ
さい。
2. 乗降はトラクタ側に顔を向けて、アシストグリップ
を掴んで行ってください。トラクタの不意の動きを
防ぐため、変速操作レバー類をつかまないでくださ
い。
3. スリップ事故を防ぐため、ステップやフロアマット
は常に清掃してください。
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(1) アシストグリップ

エンジンの始動と停止
警告

• 本書前編の黄色のページの“安全に作業をするため
に”の内容を必ずお読みください。
• トラクタに貼ってある安全ラベルの内容を必ずお
読みください。
• エンジンを始動する前に、必ずシートに座り、副変
速レバー、シャトルレバーや PTO 変速レバーが中
立（[N]位置）かどうか、また駐車ブレーキが掛かっ
ているかを確認してください。
• あんしん PTO スイッチも[切]にしてください。
• トラクタが突然動き出すおそれがあるため、地上に
立ってエンジンを始動したり、スタータ端子や安全
スイッチを直結してエンジンを始動しないでくだ
さい。
• 室内やビニールハウス内などで運転する場合は、換
気をじゅうぶんに行ってください。
換気が不十分であると排ガスにより、一酸化炭素中
毒になるおそれがあります。
“安全に作業をするために”の詳細は、安全に作業をする
ために（13 ページ）の章を参照してください。

1. 始動のしかた
補足 :
• シャトルレバーを中立（[N]位置）、あんしん PTO ス
イッチを[切]にしないと、安全スイッチが作動して
エンジンは始動しません。
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エンジンの始動と停止

運転のしかた

1. 連結解除ペダルロックレバーを下げ、連結解除ペダ
ルが踏めないことを確認してください。

(1) 燃料コック
(1) 連結解除ペダル
(2) 連結解除ペダルロックレバ
ー
(3) ブレーキペダル

(A) 閉
(B) 開

(A) ロック（格納）
(B) 連結

重要 :
• 道路走行時は、必ず連結解除ペダルロックレバ
ーを下げてください。
2. 駐車ブレーキをかけます。
a. 左右を連結したブレーキペダルを踏込みます。
b. レバーを引いたまま足をはなすと駐車ブレーキ
が掛かります。
キースイッチ[入]位置のとき、駐車ブレーキを掛け
るとメータパネル内の
ランプが点灯します。

(1) ブレーキペダル
(2) 駐車ブレーキレバー
(3) 駐車ブレーキ警告灯

(A) 踏込む
(B) 引く

3. 燃料コックを開にします。
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4. シャトルレバー、PTO 変速レバーを中立（[N]）に
します。
［シャトルレバー］

(1) 副変速レバー
(2) クラッチボタン

(F) 前進
(N) 中立
(R) 後進

(H)
(N)
(M)
(L)

高速
中立
中速
低速

6. あんしん PTO スイッチを[切]にします。

［PTO 変速レバー］

(1) あんしん PTO スイッチ

(A) PTO [入]
(B) アップオフ PTO モード
[入 自動]
(C) [切]

補足 :
• 出荷時は独立 PTO が設定されています。
• 連動 PTO に設定したときは、[入 自動]でも連動
します。

[A]
[B]
[C]
(N)
(R)
(G)
(低)

逆転 PTO 仕様
グランド PTO 仕様
低回転 PTO 仕様
中立
逆転 PTO
グランド PTO
低回転 PTO

5. 副変速レバーを中立（[N]）にします。
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7. キースイッチにキーを差し込み[入]位置にします。

(1) エンジン予熱ランプ

補足 :
• キースイッチをいきなり[始動]位置にして、アク
セルレバーを急激に高速にしたり、アクセルペ
ダルを急激に踏み込むと青白煙を排出すること
がありますが、異常ではありません。
青白煙が気にかかる場合は、燃料をじゅうぶん
に行き渡らせるため、キースイッチを[入]位置で
5 秒程度保持し、[始動]位置にしてください。
• キースイッチを[入]位置にすると、ランプ切れチ
ェックのため約 1 秒間点灯するランプがありま
す。
各ランプの詳細については、モニタランプ（98
ページ）の項を参照してください。

補足 :
冷却水温が低いとき、キースイッチを[入]位置にす
ると、エンジン予熱ランプが点灯し、予熱が完了す
ると、自動的に消灯します。
10. 作業機を下げます。
a. ポジションレバーをいったん最上昇位置まで上
げた後、前方に倒すと作業機が下がります。

8. 液晶（メッセージ）表示部に暗証番号入力画面が表
示された場合は、電子メータ(DBM)設定ジョグダイ
ヤルで 3 桁の暗証番号を入力してください。
セキュリティ機能の[入]と[切]の切替えや暗証番号
入力方法や変更についての詳細は、エンジン始動セ
キュリティ機能（99 ページ）の項を参照してくださ
い。
補足 :
• 工場出荷時は、セキュリティ機能は[切]になって
います。
• 暗証番号を連続して 10 回誤入力すると、液晶
（メッセージ）表示部に[暗証番号エラー 購入先
へ連絡して下さい]と表示され、エンジン始動が
不可能となります。この場合は購入先に連絡し
てください。
• エンジン停止後、10 分以内であれば、エンジン
再始動が可能です。

(1) ポジションレバー

(A) 上げ
(B) 下げ

補足 :
• 油圧ロックされている場合は下がりません。
作業機昇降装置（108 ページ）の項を参照。
• ポンパランプが点滅している場合は、ポジショ
ンレバーを後方に引き点滅を解除してくださ
い。

オートグロー
9. 冷却水温が低い寒冷時の場合は、エンジン予熱ラン
プが消灯したことを確認し、セルモータを回してく
ださい。
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11. アクセルレバーを低速(B)に合わせます。
エンジン回転上限設定ダイヤルを
方向にセッ
トしている場合、アクセルレバーを操作しても規定
値以上には回転が上がりません。ダイヤルを右方向
位置までいっぱいに回してください。

15. バッテリチャージランプ、エンジンオイル油圧警告
灯が消灯したか確認します。

(1) バッテリチャージランプ（バッテリ充電警告灯）
(2) エンジンオイル油圧警告灯
(1) アクセルレバー

(A) 高速
(B) 低速

12. クラッチペダルを踏み込みます。
補足 :
• エンジンはクラッチペダルを踏込まなくても始
動できますが、安全確保のため踏み込んでくだ
さい。

16. エンジン回転を下げ、クラッチペダルからゆっくり
足を離し、そのまま 5 分程度暖機運転しましょう。
寒冷時は、寒冷時の暖機運転（137 ページ）の項を
参照。
補足 :
• 寒冷時の始動直後約 1 分程度、青白煙を排出す
ることがありますが、異常ではありません。ま
た、それ以上に青白煙を排出し続ける場合でも、
エンジンがじゅうぶんに加熱されれば、インジ
ェクタのつまりなどの故障でないかぎり青白煙
は消えます。

1.1 尿素水（AdBlue®）解凍不良警告

(1) クラッチペダル

13. キーを[始動]位置に回します。

寒冷時、凍結した尿素水（AdBlue®）は運転中に自動解
凍されます。しかし-30 ℃以下では完全には解凍しな
い場合があり、その際故障診断コードが液晶モニタに表
示されます。この故障診断コードが表示されたときは、
エンジンを停止し，10 秒後に再始動してください。エ
ンジンを再始動すると故障診断コードの表示が消え、尿
素水（AdBlue®）を再度解凍します。
エンジン再始動を数回繰り返しても故障診断コードの
表示が消えないときは購入先に連絡してください。

重要 :
• セルモータは、大電流を消費しますので、10 秒
以上の連続使用は避けてください。
10 秒以内で始動しなかった場合は、いったんス
イッチを切って、30 秒以上休止した後、手順 7.
からの操作をくり返してください。
14. エンジンが始動したら、キーから手をはなしてくだ
さい。
[入]にもどります。
重要 :
• エンジン回転中は、キーを始動位置にしないで
ください。セルモータの故障原因になります。
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2. 停止のしかた
1. アクセルレバーをいっぱい後へ引き、アイドリング
状態にします。

(1) キーリング
(2) キーナンバー票

(1) アクセルレバー

(A) アイドリング

2. キースイッチのキーを[切]位置にすると、エンジン
は停止します。

重要 :
• キースイッチの切り忘れによるバッテリあがり
防止のため、必ずキーは抜いてください。
• キーリングに付属しているキーナンバー票は、
キーを紛失した際必要となります。キーナンバ
ーを裏表紙のおぼえに記入し控えておくか、キ
ーナンバー票を大切に保管してください。
補足 :
• キースイッチを[切]位置にしてエンジンを停止
すると、SCR システムが自動でシステムを冷却
し、尿素水（AdBlue®相当）を配管から抜取り
ます。エンジンの停止後に、SCR システム（た
とえば尿素水タンクまたは尿素水ポンプ）から
作動音が継続して聞こえることがありますが、
SCR システムの作動音であり異常ではありませ
ん。

重要 :
• エンジンの停止は、5 分間アイドリング運転して
からにしてください。
高速負荷運転後、急にエンジンを停止するとタ
ーボチャージャに悪い影響を与えます。
3. キーを必ず抜きます。
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警告

• トラクタを発進するときは前後左右をよく確認し、
付近に人（特に子供）を近づけないでください。
また、安全キャブや安全フレームに当たる障害物が
ないかも確認してください。
• 子供はもちろん、運転者以外の人を乗せてトラクタ
を運転しないでください。また、必ずシートに座っ
て運転してください。
• 溝や穴の近く、路肩などトラクタの重みでくずれや
すい所では運転しないでください。転落事故のお
それがあります。
• 急な坂道の登坂はバックで行うか、作業機をできる
だけ下げ、転倒防止に心がけてください。
• 下り坂は、エンジンブレーキを使用してください。
ブレーキペダルを踏むだけで降りないでください。
• 負荷の高いけん引をする場合や湿田脱出の場合に
は、徐々に発進し、トラクタが後へ転倒しないよう
に注意してください。
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• 高速で旋回すると、横転するおそれがあります。デ
フロックペダルの解除を確認して、必ずスピードを
落としてゆっくりと回ってください。
• 後進は前進とほぼ同じ速度が出ます。周囲の状況
をよくみて、安全であることを確認してからシャト
ルレバーを後進位置に入れて、安全な速度で後進し
てください。また後進中は、特に周囲の状況によく
注意して運転してください。
• 運転席足元に空缶、部品などの物を置くとブレーキ
ペダルやクラッチペダルの下にはさまり、ブレーキ
操作、クラッチ操作ができなくなり危険です。
1. 運転席の位置を調節してください。
運転席周りの調節（59 ページ）の項を参照。
2. 灯火類のスイッチの位置を確認してください。
灯火類の操作（63 ページ）の項を参照。
3. エンジンを始動してください。
始動のしかた（126 ページ）の項を参照。
4. ポジションレバーを後方に引き作業機を上げます。
詳細は作業機昇降装置（108 ページ）の項を参照。

(1) ポジションレバー

(1) 主変速レバー

(A) 高速
(B) 低速

補足 :
• 副変速レンジが[L]（低速）時のみクリープ速度
（クリープ入）が得られます。
• 発進時より希望車速（高速）で走行したい場合、
主変速レバー位置を電子メータパネルに表示 さ
れる車速に合わせてから、クラッチペダルで発
進してください。
• ブレーキペダル操作のみで発進・停車が行えま
す。ブレーキペダルより足を離すと、主変速レ
バーで設定した車速まで スムーズな増速を行い
ます。
• ブレーキペダル連結状態でペダルを踏み込む
と、ペダルの踏込み量に応じ減速や停車を行う
ことができ、 坂道発進もトラクタがバックする
ことなくスムーズに行えます。
• ブレーキ停止を行う際、トランスミッション部
の前側からの音が大きくなる場合があります。

(A) 上げる

5. クラッチペダルを踏込みます。

警告

• 急にクラッチを離すと、急に飛出すおそれがあ
ります。
ゆっくり行ってください。
クラッチペダル（65 ページ）の項を参照。
6. 走行モード（2WD、4WD、倍速、AD、旋回 2WD）
を選択します。
走行モード選択スイッチ（68 ページ）の項を参照。
7. 主変速レバーを前方方向に倒すと、トラクタが動き
始めます。
電子メータパネルで車速を確認しながら希望車速ま
で増速してください。
アクセルレバー（66 ページ）、アクセルペダル（66
ページ）の項を参照。
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8. 駐車ブレーキを解除します。
a. 連結解除ペダルを踏込まないで、ブレーキペダ
ルを踏み込むと駐車ブレーキが解除され、電子
メータ内の
ランプが消灯します。

1. 最高車速設定
不用意に車速を上げ過ぎないよう最高車速を制限でき
ます。

1.1 最高車速の設定方法

1. 副変速を[H]位置、[M]位置または[L]位置のいずれか
に設定します。
2. HOME/MENU スイッチを押し、電子メータ(DBM)設
定ジョグダイヤルを操作して[メニュー画面]→[ミッ
ション]→[最高車速設定]を選択します。
3. 電子メータ(DBM)設定ジョグダイヤルを左右に回し
最高車速を設定します。

(1) ブレーキペダル
(2) 駐車ブレーキ警告灯

(A) 踏込む

補足 :
• 駐車ブレーキを掛けたまま、発進しようとする
と警告ブザーが鳴ります。
• もしブザーが鳴ったときには、次のいずれかの
操作を行うとブザーが止まります。
– 駐車ブレーキを解除する。
– シャトルレバーを中立（[N]）に戻す。
– 副変速レバーを中立（[N]）に戻す。
9. クラッチペダルをゆっくり離し発進します。
重要 :
• クラッチの寿命を伸ばすため、半クラッチの使
用時間・回数を少なくするように、次の点にご
注意ください。
– 速度調節はクラッチで行わないようにして
ください。
– 作業に応じた車速およびエンジン回転を選
択してください。
– クラッチペダルの上に足を乗せたまま運転
しないでください。
知らないうちに半クラッチを使用している
ことになります。
• トレーラけん引作業時などの発進は、低速度段
で行い、次に必要な車速段に入れて走行してく
ださい。
（クラッチの寿命が長くなります。）
• 通常作業で頻繁に警告ブザーが鳴る場合は、ト
ラクタの再設定が必要です。
購入先で点検をしてもらってください。
• 運転中、メータ類に異常がないか、またイージ
ーチェッカランプが点灯していないかを、たえ
ず注意してください。
イージーチェッカ（95 ページ）の項参照。

MR800H,MR900H,MR1000H,MR1050H

2. クルーズ車速設定
クルーズ車速スイッチ A または B を使用すると、車速
をワンタッチで設定することができ、面倒な主変速レバ
ー操作が不要となります。

(1) クルーズ車速スイッチ A
(2) クルーズ車速スイッチ B

補足 :
• 副変速レバーが[H]位置のときは使用できません。
• アクセル連動中は使用できません。
• 最高車速設定値よりクルーズ車速の値を高く設定
した場合、クルーズ車速まで上昇しません（最高車
速設定が優先されます）。この場合、液晶表示部に
次図のように表示されます。
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旋回時
旋回時、クルーズ車速スイッチ B を押すことで、
2.0 km/h に下がり、低速で旋回が行えます。旋回後に再
度スイッチ A を押すと 8.0 km/h となります。
補足 :
• 主変速レバーは最低速位置より少し高くしてくだ
さい。最低速位置ではスイッチは作動しません。
• 工場出荷時の設定は、次表のとおりです。
クルーズ車速 A
設定

クルーズ車速 B
設定

[M]位置

8.0 km/h

5.0 km/h

[L]位置

4.0 km/h

2.0 km/h

副変速レバー位置

(1) 点滅
(2) 2 秒間表示

• エンジン回転数が低い場合、クルーズ車速まで上昇
しない場合があります。この場合、液晶表示部に次
図のように表示されます。

解除方法
下記のいずれかでクルーズ車速設定を解除してくださ
い。
• 作動中のクルーズ車速スイッチを押す。
• 主変速レバーを最低速位置に戻す。
• キースイッチを[切]位置にする。

2.1 クルーズ車速の設定方法（設定車速の変
更）
1. HOME/MENU スイッチを押し、電子メータ(DBM)設
定ジョグダイヤルを操作して[メニュー画面]→[ミッ
ション]→[クルーズ車速 A 設定]または[クルーズ車
速 B 設定]を選択します。
2. 電子メータ(DBM)設定ジョグダイヤルを左右に回し
車速を設定します。
(1) 点滅
(2) 2 秒間表示

使用例
たとえばクルーズ車速 A 設定に 8 km/h、クルーズ車速
B 設定に 2 km/h をセットしたとします。

2.2 クルーズ車速の設定方法（現在車速の記
憶）

作業時
クルーズ車速スイッチ A を押すことで自動的に
8.0 km/h にセットされます。
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主変速レバーやアクセルによって現在指示している車
速を[クルーズ車速 A 設定]または[クルーズ車速 B 設
定]に記憶できます。
1. 主変速レバーやアクセルを操作して、記憶したいク
ルーズ車速にします。
2. クルーズ車速スイッチ A またはクルーズ車速スイ
ッチ B を長押しします。
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3. 「ピピッ」と音が鳴り、車速が[クルーズ車速 A 設
定]または[クルーズ車速 B 設定]に記憶されます。

2.3 車速／PTO 設定
クルーズ使用時のエンジン回転変動による車速変動に
対して、変速を自動制御し、車速を一定にすることを優
先するか、PTO 回転を一定にすることを優先するかを
設定します。
設定方法
1. HOME/MENU スイッチを押し、電子メータ(DBM)設
定ジョグダイヤルを操作して[メニュー画面]→[ミッ
ション]→[車速/PTO 設定]を選択します。
2. 電子メータ(DBM)設定ジョグダイヤルを左右に回し
設定値を選択します。車速を優先したい場合はプラ
ス側に、PTO 回転数を優先したい場合はマイナス側
に設定します。

(1) パワー動作時表示
(2) エコ動作時表示

設定方法
1. HOME/MENU スイッチを押し、電子メータ(DBM)設
定ジョグダイヤルを操作して[メニュー画面]→[ミッ
ション]→[パワー/エコ設定]を選択します。
2. 電子メータ(DBM)設定ジョグダイヤルを左右に回し
設定値を選択します。負荷が大きい作業を行うとき
はプラス側に設定し、負荷が小さい作業を行うとき
はマイナス側に設定します。

補足 :
• PTO 優先（マイナス側）を設定する場合は、パ
ワーアシストモードを推奨します。
• 工場出荷時の設定は-5 です。

2.4 パワー/エコ設定
クルーズ使用時に作業負荷に応じて、エンジン回転数と
変速を自動制御します。
• パワー（プラス）側に設定すると作業負荷が大きい
場合に、車速が一定のままエンジン回転数が上がり
牽引力がアップします。
• エコ（マイナス）側に設定すると作業負荷が小さい
場合に、車速が一定のままエンジン回転数が下がり
省エネで作業が行えます。

補足 :
• PTO 回 転 の 変 動 が 作 業 精 度 に 影 響 を 与 え る
PTO 回転数指定作業機（収穫機や播種機など）
では 0 設定を推奨します。
• 工場出荷時の設定は 0 です。

3. 負荷変速設定
ほ場の起伏や土質の変化などにより負荷が大きい場合
に車速を自動で減速し、負荷が軽減すると自動で元の車
速まで復帰します。

3.1 負荷変速の ON/OFF 設定

1. HOME/MENU スイッチを押し、電子メータ(DBM)設
定ジョグダイヤルを操作して[メニュー画面]→[ミッ
ション]→[負荷変速設定]を選択します。
2. 設定項目右側の ON/OFF 設定を選択します。
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トラクタの発進と走行

運転のしかた
3. 負荷変速を ON または OFF に切り替えます。

トラクタの停止と駐車
警告

(1) 負荷変速減速動作時表示

補足 :
• 工場出荷時の設定は OFF です。

3.2 負荷変速感度の設定
負荷に対する減速動作の感度を設定します。
1. HOME/MENU スイッチを押し、電子メータ(DBM)設
定ジョグダイヤルを操作して[メニュー画面]→[ミッ
ション]→[負荷変速設定]を選択します。
2. 設定項目左側の負荷変速感度設定を選択します。
3. 電子メータ(DBM)設定ジョグダイヤルを左右に回し
負荷変速感度の値を選択します。値が大きいほど負
荷に対して車速が変わりやすく、値が小さいほど負
荷に対して車速が変わりにくいです。

• 本機はブレーキ操作のみで発進や停車が行えます
が、駐車するときは必ずシャトルレバーを中立（[N]）
にし、確実に駐車ブレーキを掛けてください。駐車
ブレーキのみで駐車するとトラクタが動き危険で
す。
• 急ブレーキ時はブレーキペダルとクラッチペダル
を踏み込んでください。
• 本機は油圧ミッションのため、変速ギヤを入れてエ
ンジンを止めても、エンジンブレーキはききませ
ん。駐車後トラクタが動き出さないよう、必ず駐車
ブレーキを掛けてください。
• 駐車するときは、平たんでトラクタが安定する場所
を選び、変速レバーを中立（[N]位置）、あんしん
PTO スイッチを[切]、作業機を下げ、駐車ブレーキ
を引き、エンジンを停止してキーを抜いてくださ
い。
やむをえず坂道で駐車する場合は、タイヤに車止め
をしてください。
• 乾いた草やワラなど可燃物の堆積した場所には、駐
車しないでください。
• 格納などでトラクタにシートをかける場合は、マフ
ラやエンジンがじゅうぶん冷えてから行ってくだ
さい。
• トラクタから降りるときは、ロータリなどの PTO
作業機が完全に止まるまで待ってください。

補足 :
• 工場出荷時の設定は 50 です。
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寒冷時の暖機運転

運転のしかた

1. アクセルレバーをいっぱい後へ引き、アイドリング
状態にします。

(1) アクセルレバー

(A) アイドリング

2. クラッチおよびブレーキペダルを踏込みます。
3. 完全に停止してから、シャトルレバー、副変速レバ
ーを中立（[N]）にします。
4. PTO を使用している場合は、あんしん PTO スイッ
チを[切]にして、PTO を停止させます。
5. 作業機を取付けている場合は、ポジションレバーを
ゆっくり前方に倒し作業機を下げます。
6. 連結解除ペダルロックレバーを下げて、左右のブレ
ーキペダルを確実に連結します（連結解除ペダルを
ロックします）。

(1) ブレーキペダル
(2) 駐車ブレーキレバー
(3) 駐車ブレーキ警告灯

(A) 踏込む
(B) 引く

8. キースイッチのキーを[切]位置にすると、エンジン
は停止します。

寒冷時の暖機運転
警告

(1) 連結解除ペダル
(2) 連結解除ペダルロックレバ
ー
(3) ブレーキペダル

(A) ロック（格納）
(B) 連結

7. 駐車ブレーキを確実に掛けてください。
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• 換気が不十分な所では、暖機運転はしないでくださ
い。
換気が不十分であると排ガスにより、一酸化炭素中
毒のおそれがあります。
• 暖機運転中は必ず駐車ブレーキを掛けてください。
重要 :
• 始動後、約 10 分間は負荷をかけずにアイドリング
で暖機運転をしてください。オイルを各メタルに
じゅうぶんゆきわたらせるためで、始動してからす
ぐ負荷をかけると、焼付きや破損など故障の原因に
なりますのでご注意ください。
• 本機には油圧クラッチが採用されており、油圧オイ
ルはトランスミッションオイルを兼用しています。
そのためアイドリングでの暖機運転終了後は、アク
セルレバーを低速にして必ず下記の要領で暖機運
転を行い、トランスミッションオイルを暖めてくだ
さい。暖機運転を行わないと、満足な性能が得られ
ないばかりか故障の原因になります。
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トランスミッション低温規制

運転のしかた
気温

暖機運転時間

0 ℃〜10 ℃

0〜10 分間

-10 ℃〜0 ℃

10〜20 分間

-20 ℃〜-10 ℃

20〜30 分間

-20 ℃以下

30 分間以上

補足 :
• エンジン始動後、エンジン回転を安定させるため、
自動的に回転数が上がることがあります。
• 寒冷時の暖機運転では、マフラパイプ内で結露した
水分が、水滴となって飛散することがあります。
アイドリング以外で暖機運転をすると、水滴の飛散
量が多くなります。

トランスミッション低温規制
潤滑不良などによるトランスミッションの損傷を防ぐ
ため、トランスミッション油温が約-10 ℃以下のとき、
油温に応じ下表の規制が作動し、規制中はインジケータ
でオペレータに知らせます。
規制中は副変速レバーとシャトルレバーを[N]位置にし
駐車ブレーキを掛けて暖機運転を行ってください。下
表の規制時間を超えるとインジケータが消灯し、変速操
作が行えます。なお、規制中においても緊急時の移動な
どのため、副変速レバー[L]位置で MAX 約 1 km/h、[M]
位置で MAX 約 2 km/h で走行可能となります。
油温

規制時間

規制

-10 ℃〜-15 ℃

約 1〜3 分間

•

-16 ℃〜-20 ℃

約 3〜6 分 30 秒間

•

-21 ℃〜-25 ℃

約 6 分 30 秒〜8 分間

-26 ℃以下

約 8 分間

暖機中はエンジン回転
2000 rpm に保持。
暖気中においても副変
速が[L]速、[M]速での
み発進可。ただし、エ
ンジン回転はアイドリ
ング回転に保持。

(1) メッセージ

補足 :
• 低温規制中はトランスミッション低温規制インジ
ケータが表示され、シャトルレバー位置と副変速レ
バー位置が点滅します。
• 低温規制中に緊急時の移動などで走行する場合、副
変速レバーやシャトルレバーのニュートラル状態
を解除したり、駐車ブレーキを解除することでメッ
セージが表示され暖機運転は中断されます。
副変速レバーを[L]位置または[M]位置にすることで
走行可能となり、停車した際にはメッセージに従い
操作することで再度暖機運転が行われます。

バッテリあがりの処置
ブースタケーブル（別売）があれば、他車のバッテリを
電源としてエンジンを始動することができます。
重要 :
• 救援車は必ず 12 V バッテリ車を使用してくださ
い。
• ケーブル接続の際には、（＋）と（－）端子を絶対
に接触させないでください。
• ケーブルが冷却ファンなどに巻込まれないように
してください。
• ケーブル接続の際には、（＋）と（－）をよく確認
し、絶対に逆に接続しないでください。
逆に接続すると、トラクタや救援車の電子機器類が
破損する場合があります。
• 救援車に本機を使用する場合は、必ず作業機を降し
てください。

(1) シャトルレバー位置
(2) 副変速レバー位置
(3) トランスミッション低温規制インジケータ
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ならし運転（最初の約 50 時間）
1. ブースタケーブルを図の番号順で接続します。
a. トラクタのキースイッチを[切]位置にします。
b. バッテリの（＋）端子同士を接続します。
c. マイナスケーブルの他端[4]の接続位置は、バッ
テリから離れたエンジン本体または車体に接続
します。
（マイナスケーブルの他端[4]を直接バッテリの
（－）端子に接続すると、バッテリから発生する
可燃ガスに引火するおそれがありますので接続
しないでください。）

(1) 放電したトラクタバッテリ
(2) 救援車バッテリ
(3) ブースタケーブル

[1]
[2]
[3]
[4]

プラスケーブルの他端[1]
プラスケーブルの他端[2]
マイナスケーブルの他端[3]
マイナスケーブルの他端[4]

2. 救援側の車を始動し、少しエンジン回転を高めに保
ちます。
3. トラクタのエンジンを始動します。
始動手順は始動のしかた（126 ページ）を参照して
ください。
4. ブースタケーブルを接続順序の逆で外します。

ならし運転（最初の約 50 時間）
この期間中は、特に次のことを厳守してください。
• 急なスタート、急ブレーキは慎んでください。
• 必要以上のスピードや負荷をかけないようにしま
しょう。
• 運転は、エンジンがじゅうぶん暖まってから行うよ
うにしましょう。
• 悪路や傾斜地では、速度を落とし安全を確認しなが
ら走行しましょう。
• 50 時間使用後、定期点検一覧表に従い各部の点検、
オイル交換などを行ってください。
（詳細は定期点検箇所一覧表（206 ページ）を参照）

運転のしかた

運転中の作動確認
トラクタの運転中は、各部が円滑に作動しているかどう
かを、たえず注意してください。
重要 :
• 運転中、メータ類に異常がないか、またイージーチ
ェッカランプが点灯していないかを、たえず注意し
てください。
（詳細はイージーチェッカ（95 ページ）を参照）

(1) 燃料残量警告灯
(2) 充電異常警告灯
（チャージランプ）
(3) エンジン異常警告灯
(4) 連結解除ペダルロックレバー解除警告灯
(5) 駐車ブレーキ警告灯
(6) エアクリーナ目詰まり警告灯
(7) エンジンオイル油圧警告灯
(8) システム異常警告灯
(9) ウォータセパレータ警告灯
(10) 尿素水（AdBlue®）インジケータ
(11) 尿素水（AdBlue®）システム異常警告灯

次の場合は、直ちにエンジンを止めてください。
• 回転が急に下降したり上昇したりする。
• 突然、異常な音がした。
• 排気色が急に黒くなった。

状況に応じた操作
1. 片側の車輪がスリップするとき
前輪デフロック、後輪デフロックを使用してください。
（詳細はデフロック（72 ページ）を参照）

2. 旋回のしかた
警告

• 高速で旋回すると、横転するおそれがあります。デ
フロックペダルの解除を確認して、できるだけエン
ジン回転を落とし、ゆっくりと旋回してください。
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状況に応じた操作

運転のしかた

3. 坂道での運転
警告

• 必ず連結解除ペダルロックレバーをロック位置に
するとともに、デフロックの解除を確認してくださ
い。
• 坂道では変速を中立にしたり、クラッチを切ったり
して惰性で走行（惰性運転）しないでください。
惰性運転をすると、スピードが出すぎて制動不能
や、転倒事故を引き起こすおそれがあります。
• 急な坂では途中で変速しないでください。あらか
じめ安全な車速に変速してから走行してください。
• 坂道状況に応じた安全なスピードで、エンジンにで
きるだけ負担をかけないように走行しましょう。
• 登り坂ではノッキングさせないように早めに遅い
変速位置にしましょう。
• 下り坂ではエンジンブレーキを活用しましょう。
車速を下げるほどエンジンブレーキはよくききま
す。

4. ほ場への出入り時の注意
警告

• 必ず連結解除ペダルロックレバーをロック位置に
するとともに、デフロックの解除を確認してくださ
い。
• ほ場への出入りは、高低差が大きいと危険です。あ
ゆみ板などを利用してください。
• ほ場への出入りは、トラクタをあぜと直角にして
行ってください。
• ほ場への出入りの際は、あらかじめ遅い車速で運転
し、途中で変速しないでください。
• 走行モード切替スイッチは[2WD]または[4WD]にし
てください。
• AD スイッチは[切]にしてください。
• 作業機を下げて進むと、前輪が浮き上がりません。
常に前・後輪のバランスを考えながら操作してくだ
さい。
• あぜを上がるとき、4 輪駆動の特色を生かして、バ
ックで上がってください。
格段に上がる能力が増します。

5. 道路走行中の注意
警告

• 道路を走行するときは、連結解除ペダルロックレバ
ーをロック位置にし、連結解除ペダルが踏めないこ
とを確認してください。
連結を解除してブレーキを踏むと、ブレーキが片ぎ
きになり、車体が急旋回して、転倒・転落・衝突な
どの事故を引起こすおそれがあります。
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(1) 連結解除ペダル
(2) 連結解除ペダルロックレバ
ー
(3) ブレーキペダル

(A) ロック（格納）
(B) 連結
[A] 道路走行時は必ず下げる

警告

• 道路を走行するときは、関係法規を守り安全運転を
してください。
• 急ブレーキ時はブレーキペダルとクラッチペダル
を踏み込んでください。
• 運転者のほかは乗せないようにしてください。
転落事故の原因になります。
• 溝のある農道や両側が傾斜している農道を通ると
きは、特に路肩に注意してください。
• インプルメントやアタッチメントを装着した状態
では、［道路運送車両法の保安基準］を満たしてい
なければ道路走行することはできません。インプ
ルメントやアタッチメントと、トラクタとの組み合
わせごとに、［保安基準］を満たしていることの確
認が必要です。
• 作業機を装着して道路走行する場合には、他の車・
電柱またはガードレールなどに作業機を引掛けて、
事故の原因になるので、注意してください。
• 道路走行時にはモンロー切替スイッチを必ず切（位
置制御）にして走行してください。［MA 仕様］
• ポジションレバーを走行ロック位置にして、油圧ロ
ックレバーを油圧ロック位置にしてください。
• ポンパランプの消灯を確認してください。
• 作業切替スイッチをポジション位置にしてくださ
い。
補足 :
• 作業灯は道路運送車両法の保安基準第 42 条（灯火
の色等の制限）において、走行中に使用しない灯火
とされ、点灯したまま道路走行すると他の交通車両
の妨害となることから道路走行中の点灯は禁止さ
れております。
• あんしん PTO スイッチを[入]または[入 自動]にし
たとき、走行中に、電子メータの液晶表示部に[PTO
切にして下さい]と表示されたときは、速やかにトラ
クタを止め、あんしん PTO スイッチを[切]にしてく
ださい。この表示は車速が 15 km/h を超えたとき
に表示されます。

MR800H,MR900H,MR1000H,MR1050H

状況に応じた操作

運転のしかた

• ブレーキ停止を行う際、トランスミッション部の前
側からの音が大きくなる場合があります。
• 公道走行中進路方向を変えるときは、方向指示器で
進路方向を他の自動車に知らせてください。
• 夜間走行中、対向車とすれちがうときは、ヘッドラ
イトを下向き照射にし、対向車の妨害にならないよ
うに注意してください。
• 踏切では、必ずいったん停止し、左右の確認をして
から、速やかに渡ってください。
• 公道走行時は後続車に低速農耕車が走行している
事を知らせる低速車[SMV]マークを取付けてくださ
い。

6. トラックへの積み・降ろし

(1) 爪
(2) フック
(3) あゆみ板

警告

• あゆみ板は、じゅうぶんな強度・幅・長さ（傾斜が
15 度以下になる長さ：トラック荷台高さの 4 倍以
上）のあるすべり止め付きのものを使用し、トラク
タの重量であゆみ板が傾いたりしない場所を選ん
でください。
• 積み・降ろしはあらかじめ遅い車速で運転し、途中
での変速はしないでください。
• 道路交通法規定により、トラック運搬時は地上高
3.8 m 以下で運行してください。
［タイヤ仕様］の場合
1. トラックへの積込みは、必ず左右のブレーキペダル
を連結しバックで行ってください。
2. 万一、途中でエンストした場合は、すぐブレーキペ
ダルを踏込み、その後徐々にブレーキをゆるめ、い
ったん道路まで降ろし、あらためてエンジンを始動
してから行ってください。
［パワクロ仕様］の場合

警告

• トラックは荷台後部にあゆみ板の爪を掛けるフッ
クが付いたものを使用してください。
• トラックへの積み・降ろしは、必ず左右のブレーキ
ペダルを連結し、前進で積み込み、後進で降ろして
ください。前進で降りると、クローラがあゆみ板の
段差ですべり、前輪が浮いて車体が旋回し、転倒事
故につながるおそれがあります。
1. トラックへの積込みは、前進で積み込み、後進で降
ろしてください。
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[A] 前進で積み込み、後進で降ろす［パワクロ仕様］

2. 万一、途中でエンストした場合は、すぐブレーキペ
ダルを踏込み、その後徐々にブレーキをゆるめ、い
ったん道路まで降ろし、あらためてエンジンを始動
してから行ってください。

7. パワーステアリングの取扱い
注意

• パワーステアリングはエンジン運転中、ハンドル操
作がたいへん軽くなりますので、走行は慎重に行っ
てください。
重要 :
• パワーステアリングは、エンジン運転中だけ作動し
ます。ただし、エンジン回転が低速のときは多少ハ
ンドルが重くなります。なお、エンジン停止時は、
ハンドルの遊びが大きくなりますが、機能上問題は
ありません。
• ローダなどの前部装着作業機を使用し、トラクタを
止めたままハンドルを操作すると、途中重くなるこ
とがあります。このときは、低速でトラクタを移動
させながらハンドルを操作してください。
• ハンドルをいっぱい切ると、安全弁の作動音（リリ
ーフ音）が出ます。この音が鳴ったまま使用しない
でください。（短い時間ではかまいません。）また、
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ハンドルのフル回転状態での連続使用は、できるだ
け避けてください。
• 不必要なハンドルのスエ切り（走行しないでハンド
ルを切る）は、タイヤおよびリムなどの損耗を早め
るので避けてください。
• 冬期は暖機運転をじゅうぶん行ってから使用して
ください。

8. パワクロ仕様の運転のしかた
パワクロ仕様の特別な運転のしかたを記載しています。
これ以外の取扱い操作はタイヤ仕様のトラクタと同じ
です。

警告

• 凹凸やカーブの多い所では絶対に高速走行をしな
いでください。ハンドル操作ができなくなるおそ
れがあります。
• クローラ部が凸部を乗越えるときは、急に姿勢が変
わりますのでじゅうぶん注意してください。
重要 :
• 溝引きプラウ作業を行うと、ゴムクローラが外れた
り、足回り（ゴムクローラ、転輪、遊輪、ガイド）
の早期破損のおそれがありますので、溝引きプラウ
は使用しないでください。
• あぜごえはあぜに対して垂直方向に走行し、途中で
旋回しないでください。ゴムクローラが外れるお
それがあります。
• 道路走行でカーブを曲がったり、右左折する場合は
速度を落してください。
クローラは直進性が優れるために、曲がりきれなく
なる場合があります。
補足 :
• 長距離の移動の際には、前輪タイヤおよびゴムクロ
ーラの早期摩耗防止のためにトラックやトレーラ
に積んで輸送することをお奨めします。
• 道路交通法規定により、トラック運搬時は地上高
3.8m 以下で運行してください。
• クローラ部分に土がたまらないよう、定期的に清掃
してください。
固まった土が遊輪、転輪のシールをいためる可能性
があります。

• 走行速度は、タイヤ仕様とは異なります。
（詳細は走行速度表（264 ページ）を参照）
• ほ場で旋回する場合は、速度を下げてください。
• 片側クローラをロックして急旋回すると、ほ場を荒
らします。状況に応じて、切返しで方向転換してく
ださい。
補足 :
– パワクロは直進性に優れる分、旋回半径は大き
くなります。ほ場での作業中は、必要に応じ旋
回する側のブレーキを操作すれば、小さい旋回
半径で旋回できます。

9. ローダ作業を安全に行うための注意
事項
ローダ作業時の転倒事故を防止するために、次のことが
らを必ず守ってください。
• トラクタ後部にカウンタウエイトを取付ける！
トラクタ後部に、3 点リンクを利用して適性量のカ
ウンタウエイトを取付け、前・後のバランスを保つ
ようにしてください。
適正カウンタウエイト量（ロアーリンク先端）
800 kg
※純正フロントローダ装着時

(A) カウンタウエイトを取り付
ける
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(B) ウエイトを外す
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• 運搬はローダを低く下げてゆっくり走行する！
運搬・走行するときは、積荷の高さを地上から 30〜
50 cm にし、速度も 5 km/時以下で走行してくださ
い。
特に傾斜地・悪路では、速度をひかえめに慎重に走
行してください。

(A) 視界良好

• フロントローダ作業中は AD や倍速ターンを絶対に
使用しないでください。
以上、ローダ作業での転倒事故を未然に防いでいただく
ために、主だった注意事項を挙げました。これ以外にも
ローダの取扱説明書をよく読んで安全に作業をしてく
ださい。

(B) 30～50 cm

• 片持ち作業をしない！
片持ち作業はトラクタ横転の原因になりますので、
荷物は左・右片寄らないようにバランスよく載せて
ください。

• 後輪トレッドはできるだけ広げる！
作業時はトラクタの安全性を増すため、後輪トレッ
ドはできるだけ広げてください。

(A) できるだけ広げる
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3 点リンクの安全ロック機能
安全ロック
ポジションレバー位置とロアーリンク位置が異なる状
態で以下の操作を行ったときには、安全ロックが働き、
自動制御が停止し、ポンパランプが点滅（1 秒間に約 1
回点灯）します。
1. エンジン始動時
2. 3 点リンク外部操作スイッチ操作時
3. 作業切替スイッチ切換え時
4. 3P 内部操作スイッチ（3 点リンクキープモード時の
み）

5. ポジションレバーで作業機を持ち上げ、必要に応じ
高さ規制調整ダイヤルで作業機の上限高さを設定す
る。
6. 再度ポジションレバーで作業機を下げる。
7. 耕深調節ダイヤルを[浅]方向に回し、作業機の耕深
設定を行う。

安全ロックの解除
安全ロック状態のときには、ポジションレバーをロアー
リンク高さに一致する位置まで動かし解除してくださ
い（ポンパランプ消灯）。
解除後は、ポンパランプの消灯または、点灯を確認して
ください。
補足 :
• ポジションレバーで解除する場合は、解除と同時に
3 点リンクが上昇または下降するため、じゅうぶん
に注意してください。
• ポンパレバー（スイッチ）[上げ]操作でも解除でき
ますが、状態により解除できない場合があります。
なお、ポンパレバー（スイッチ）[上げ]で解除する
場合は、高さ規制調整ダイヤルで設定した位置まで
上昇するため、じゅうぶん注意してください。
• 耕深調節ダイヤルが[浅]く、高さ規制調整ダイヤル
が[低]く設定されていると、上記の 1.、2.で解除で
きない場合があります。そのときはエンジンを停
止（キースイッチを[切]位置にする）させ、耕深調
節ダイヤルを[深]、高さ規制調整ダイヤルを[高]に設
定してからエンジンを始動して、上記の安全ロック
の解除法で解除してください。

作業モードの切替
作業機を交換した場合、スイッチやダイヤルの切換えと
調整を行ってください。
（レーザ使用時は、レーザ取扱説明書で確認してくださ
い。）
1. 3P 制御モードをポジションモードに切り換え、作業
機を装着する。
2. ポジションレバーで作業機を下げる。
3. 耕深調節ダイヤルを[深]、高さ規制調整ダイヤルを
[高]位置に回す。
4. 3P 制御モードを作業機に合わせ切り換える。
（[オー
ト]→[E オート]→[ドラフト]）
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ポンパ・モンロー・3 点リンク制御の表示
ポンパ制御、ドラフトコントロール、モンローコントロールなどの作動状態を、電子メータのモンローランプ、ポン
パランプ、液晶画面下部の 3P 状態表示で表します。
下表の各表示に基づき、適切な取扱いを行ってください。
液晶画面
３ P 状態

モンロー

ポンパ

システム異常

オート*1

備考

－

－

－

オートモード状態

－

－

－

E オートモード状態

ドラフト*1

－

－

－

ドラフトモード状態

レーザ*1

－

－

－

レーザモード状態

ポジション*1

－

－

－

ポジションモード状態

－

○

－

－

モンローモード状態

－

－

○

－

ポンパアップ状態

オート*2

－

◎

－

オートモードでオートが作
動しない状態
3 点リンク安全ロック状態*3

E オート*2

－

◎

－

E オートモードで E オート
が作動しない状態
3 点リンク安全ロック状態*3

ドラフト*2

－

◎

－

ドラフトモードでドラフト
が作動しない状態
3 点リンク安全ロック状態*4

レーザ*2

－

◎

－

レーザモードでレーザが作
動しない状態
3 点リンク安全ロック状態*5

－

◎

－

－

モンローの安全ロック状態

モンローの安全ロック機能
（123 ページ）の項を参照

ポジション*1

－

◎

－

ポジションモードの 3 点リ
ンク安全ロック状態

3 点リンクの安全ロック機能
（144 ページ）の項を参照

オート*2

－

－

●

オート*2

－

－

●

ドラフト*2

－

－

●

レーザ*2

－

－

●

－

●

－

●

－

－

●

●

E

*1

状態

オート*1

E

•
•

ランプ

異常検出時
• 購入先に点検・整備を依
頼してください。

3P 制御モード（110 ページ）
の項を参照

モンローモード切替（119 ペ
ージ）の項を参照
ポンパレバー（スイッチ）
（113 ページ）の項を参照

3P 制御モード（110 ページ）
の項を参照
3 点リンクの安全ロック機能
（144 ページ）の項を参照

3 点リンク外部操作スイッチ
で作業機を昇降させてくだ
さい。
位置制御または手動スイッ
チで操作してください。
－

○は点灯、◎は遅い点滅（0.3 秒 ON-0.3 秒 OFF）、●は早い点滅（0.1 秒 ON-0.1 秒 OFF）を示します。
早い点滅時には警告ランプも点灯し、液晶画面にはエラーコードが表示されます。
点灯状態で表示されます。

*2

液晶表示が点滅します（0.5 秒 ON-0.5 秒 OFF）。

*3

ポジションレバーを操作し、まず 3 点リンク安全状態を解除してください（ポンパランプが消灯する）。その後、ポジションレバーを手前方
向（作業機が最大上昇する位置）に操作してオートと E オートランプが点灯状態になり作業が行えるようになります。また、ポンパレバー
を上げる操作で 3 点リンク安全状態を解除とオートと E オートランプが点灯状態になり作業が行えるようになります。

*4

ポジションレバーを操作して 3 点リンク安全状態を解除してください（ポンパランプが消灯する）。ドラフトコントロール作業を行えるよう
になります。また、ポンパレバーを上げる操作で 3 点リンク安全状態を解除でドラフトコントロール作業が行えるようになります。

*5

レーザ装置の取扱説明書を参照してください。
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3 点リンク
1. 3 点リンクの各部の名称

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
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トップリンク
リフトロッド左
チェックチェーン
ターンバックル
ロアーリンク

(6) 振止めゴム
(9) オートワイヤ
(7) リフトロッド右
(10) ホルダ
(8) ドローバ
(11) リフトシリンダ
（ロータリ付き仕様はオプショ
ン）

[A] MA 仕様
[B] MA 仕様以外
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2. 作業機の取付け
警告

• 作業機を着脱する前、必ずエンジンを止めてくださ
い。また、ロータリなどの PTO 作業機は完全に止
まるまで待ってください。
• 駐車ブレーキがかかっていないときは、トラクタと
作業機の間に入らないでください。
• 作業機の着脱は、固い平たんな場所で行ってくださ
い。
• 作業機を取り付けたとき、油圧で作業機を上下さ
せ、トラクタとの接触やユニバーサルジョイントの
外れがないか点検してください。
• ポジションモードで着脱を行ってください。
作業機取付け前の準備
• オートワイヤを取付けます。［MA 仕様］
オートワイヤの取付け方［MA 仕様］（148 ページ）
参照。
• ロアーリンク取付け穴を選択します。
ロアーリンク取付け穴の選択（148 ページ）参照。
• リフトロッドの長さを調整します。
リフトロッドの長さ調整［MA 仕様以外］
（149 ペー
ジ）参照。
• 必要であれば、フローティング機構を調整します。
フローティング機構［MA 仕様以外］（149 ページ）
参照。
クイックヒッチ（フック式）
［AT 仕様］による作業機の
取付け（例）
1. 3 点リンク外部操作スイッチ、およびモンロー外部
操作スイッチ［MA 仕様］を操作してロアーリンク
高さを調整します。
3 点リンク外部操作スイッチは 3 点リンク外部操作
スイッチ（150 ページ）を参照。
モンロー外部操作スイッチ［MA 仕様］はモンロー
外部操作スイッチ［MA 仕様］（150 ページ）を参
照。
2. 装着する作業機にボールジョイントを組み付けま
す。
ボールジョイントの組付け（151 ページ）参照。
3. ロアーリンク幅を調整します。
ロアーリンク幅の調整（151 ページ）参照。
4. 各フックのレリーズレバーを操作して解除位置に保
持します。

MR800H,MR900H,MR1000H,MR1050H

(1) ロアーリンク
(2) ラッチ
(3) レリーズレバー

[A] ロック状態
[B] 解除位置

5. ロアーリンクを下げトラクタを後退します。
6. ゆっくりロアーリンクを上げ、作業機側ボールジョ
イントとロアーリンクのクイックヒッチ部を接続し
ます。
7. 各フックのレリーズレバーを操作してロック状態に
します。
8. トップリンクを装着します。
トップリンクの取付け（150 ページ）参照。
9. リフトロッド（右）を調整します。
モンロー手動スイッチ（122 ページ）、モンロー外部
操作スイッチ［MA 仕様］（150 ページ）参照。
10. チェックチェーンを調整します。
チェックチェーンの調整（152 ページ）参照。
補足 :
• 作業機を取り付けないときは、振止めゴムを取
り付けます。
作業機を取付けないときの注意（152 ページ）
参照。
作業機の取外し（例）
補足 :
• トラクタから降りて作業機を外す場合、レリーズレ
バーを解除位置に保持してください。
1. 作業機を下げ、トップリンクおよびリフトロッドを
調整し、作業機を安定させます。
2. トップリンクを外します。
3. ロアーリンクのレリーズを解除し、ロアーリンクを
下げます。
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2.1 作業機取付け前の準備
2.1.1 オートワイヤ［MA 仕様］
2.1.1.1 オートワイヤの取付け方［MA 仕様］
1. オートヒッチフレームにオートワイヤを取り付ける
場合、ワイヤを 2 カ所のガイドに通し正しく取り付
けてください。

(1) オートワイヤ
(2) ホルダ
(3) スナップピン

(A) ワイヤを挟み込む

2.1.2 ロアーリンク取付け穴の選択
一般作業機を使うときは、ロアーリンクの前穴を使って
ください。特別な作業（重作業機）のみ後穴を使ってく
ださい。
［MA 仕様］

(1) ロアーリンク
(2) リフトシリンダ

(A) 前穴
(B) 後穴

［MA 仕様以外］

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

オートワイヤ
ガイド
ワイヤ受け部
平座金
スナップピン
オートヒッチフレーム

2.1.1.2 オートワイヤの格納方法［MA 仕様］
1. オートヒッチフレームを外した場合、オートワイヤ
をホルダに掛け、スナップピンで挟み込むように格
納してください。
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(1) ロアーリンク
(2) リフトロッド右

(A) 前穴
(B) 後穴
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［AT 仕様］

警告

• 後輪トレッドを 1260 mm に設定すると、ロアリン
クとタイヤのクリアランスが小さくなり干渉しま
す。使用する際はチェックチェーンを張って、作業
機が振れないようにしてください。
MA 仕様
リフトロッド下ピン穴を一番下または下から 2
番目を使用してください。
MA 仕様以外
リフトロッド長さを 670 mm（ピン間寸法）以
上で使用してください。
• リフト高さは低くなるため、作業前にじゅうぶん確
認してください。

2.1.3 リフトロッドの長さ調整［MA 仕様以外］
リフトロッド穴位置で長さを調整します。
1. 調整ハンドルで作業機の傾きを調整してください。
2. 調整後は、ハンドルをストッパで固定してください。

(1) ピン（上に入れる）
(2) ピン（下穴に入れる）

2.1.4 フローティング機構［MA 仕様以外］
フローティング機構を働かすと、作業機が地面や耕地の
状況に応じて自由に追随します。トラクタより幅の広
い作業機での作業に便利です。

(1) ピンを外す
(1)
(2)
(3)
(4)

リフトロッド左
リフトロッド右
ネジ部
調整ハンドル

3. ピンの着脱およびネジ部により長さを調整します。
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(A) ネジ部
[A] 伸ばして使用する場合
[B] 縮めて使用する場合

(A) 上下に動く

2.2 作業機の着脱
警告

• 作業機を着脱する前、必ずエンジンを止めてくださ
い。また、ロータリなどの PTO 作業機は完全に止
まるまで待ってください。
• 駐車ブレーキがかかっていないときは、トラクタと
作業機の間に入らないでください。
• 作業機の着脱は、かたい平たんな場所で行ってくだ
さい。
• 作業機を取り付けたとき、油圧で作業機を上下さ
せ、トラクタとの接触やユニバーサルジョイントの
外れがないか点検してください。
• ポジションモードで着脱を行ってください。
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2.2.1 3 点リンク外部操作スイッチ
ロアーリンク高さを変えるときに使用します。

警告

• 作業機を装着しているときは、特に機械に巻き込ま
れるおそれがありますので、操作しないでくださ
い。

モンロー自動水平制御のときにこのスイッチを操作す
ると、電子メータ内のモンローランプが点滅します。解
除方法はモンローの安全ロック機能（123 ページ）の項
を参照。

2.2.3 トップリンクの取付け
補足 :
• トップリンクの取付け穴および長さは、取り付ける
作業機の取扱説明書をご覧ください。
• ドラフトを使用するときは、一番下の穴を使用しな
いでください。
取付け穴の選択
1. トップリンクの取付け穴を選択します。
2. 選択した取付け穴(A)に取り付けます。

(1) 3 点リンク外部操作スイッチ（上昇側）
(2) 3 点リンク外部操作スイッチ（下降側）

3 点リンク外部操作スイッチ上昇側または下降側を押
すと、3 点リンクが昇降します。
このスイッチを操作すると、電子メータ内のポンパラン
プが点滅します。解除方法は 3 点リンクの安全ロック
機能（144 ページ）を参照。

2.2.2 モンロー外部操作スイッチ［MA 仕様］
モンロー用リフトシリンダを伸縮するときに使用しま
す。

警告

• 作業機を装着しているときは、特に機械に巻き込ま
れるおそれがありますので、操作しないでくださ
い。

(1) モンロー外部操作スイッチ（上昇側）
(2) モンロー外部操作スイッチ（下降側）

(1) トップリンク
(2) ハンドル
(3) ロックスプリング

(A) 取付け穴

3. ロックスプリングを外し、ハンドルを回します。
トップリンク長さの調整
4. トップリンクを伸縮させて、作業機の傾きを調整し
てください。
5. 調整後はロックスプリングでハンドル部を確実に固
定してください。

(A) 固定状態

モンロー外部操作スイッチ“上昇側”または“下降側”を押
すと、モンロー用リフトシリンダが伸縮します。
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トップリンクホルダの向きの変更
6. トップリンクを使用するときは、トップリンクホル
ダを下向きにしてください。
トップリンクを使用しないときは、トップリンクを
トップリンクホルダで格納してください。

(1) ボールジョイント

2.2.5 ロアーリンク幅の調整
(1) トップリンクホルダ

[A] トップリンク格納時
[B] トップリンク使用時

1. ロアーリンク幅を作業機取付け幅に調整します。

ドラフトストッパピンの着脱
7. プラウ作業などドラフトコントロールを使用する場
合は、トップリンクブラケットのストッパピンを抜
いてください。また、ロータリ作業などポジション
コントロールを使用する場合は、ストッパピンを入
れてください。

(1) ロックピン
(2) ストッパピン
(3) トップリンクブラケット

2.2.4 ボールジョイントの組付け
1. 装着する作業機に、ボールジョイントを組み付けま
す。

(1) 作業機

(A) ロアーリンク幅
(B) 作業機取付け幅

2.2.6 リフトロッド（右）の調整
• リフトロッド（右）はモンロー手動スイッチまたは
モンロー外部操作スイッチで調整します。
（詳細はモンロー手動スイッチ（122 ページ）または
モンロー外部操作スイッチ［MA 仕様］（150 ペー
ジ）を参照）

MR800H,MR900H,MR1000H,MR1050H
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2.2.7 チェックチェーンの調整
重要 :
• チェックチェーンを張りすぎると、モンローマチッ
ク作業時に 3 点リンクに無理な力が加わりますの
で、チェックチェーンは手で軽く締める程度にして
ください。
作業機の種類によってチェックチェーンの張り具合を
調整してください。
作業機

チェーンの張り具合

プラウ、ハロー、サブソイラ、
ディガー

ゆるめる
作業機が横方向に 5 cm〜6 cm
動く程度

モーア、ヘイレーキ、テッダ、
リッジャ、カルチベータ

軽く締める

ロータリ

作業機が横方向に 1 cm〜2 cm
動く程度

1. ターンバックルを回して、作業機の横振れを制限し
てください。
2. 調整後はロックスプリングでターンバックルを固
定してください。

(1) ターンバックル
(2) ロックスプリング
(3) チェックチェーンブラケット

2.2.8 作業機を取付けないときの注意
作業機を取付けないときは、ロアーリンクが後輪に当ら
ないように、左右振止めゴムをしてください。

重要 :
• ターンバックルを次図のようにしてからロックス
プリングで固定してください。逆向きにするとロ
ックスプリングが変形します。

(1) 振止めゴム

けん引ヒッチ（ドローバ）
警告

(1) ターンバックル
(2) ロックスプリング

［AT 仕様］
1. ターンバックルを回して、作業機の横振れを制限し
てください。
2. 調整後はロックスプリングでターンバックルを固
定してください。

• けん引作業をするときは、必ずけん引ヒッチ（ドロ
ーバ）を使用し、トップリンクブラケットや車軸な
どで引っ張らないようにしてください。転倒事故
を引き起こすおそれがあります。
• 3 点リンクに取り付け、PTO 軸からユニバーサルジ
ョイントで動力を取出す作業機（ロータリ、ブロー
ドキャスタなど）を使用するときは、けん引ヒッチ
（ドローバ）を外してください。そうしないと、ユ
ニバーサルジョイントがけん引ヒッチ（ドローバ）
に当って破損し、事故を起こすおそれがあります。
けん引は、このトラクタ用に採用している作業機のみに
してください。
他の物をけん引する場合は、必ず購入先にご相談くださ
い。
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すき込み開始高さの調整
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2. HOME/MENU スイッチを押し、電子メータ(DBM)設
定ジョグダイヤルを操作して[メニュー画面]→[3P]
→[すき込み高さ調整]を開きます。

(1) けん引ヒッチ（ドローバ）

すき込み開始高さの調整
オートや E オートを用いてロータリ耕うん作業時、す
き込み時の仕上がり向上や代かき時の泥水飛散を防ぐ
ため、耕うん爪が地面や水面に接する直前から希望耕深
に達するまでロータリがゆっくり下降するすき込み制
御が作動します。
なお、この機能は工場出荷時、クボタ純正ロータリでの
乾田一般耕うん用に調整されています。
従ってタイヤが沈む湿田や代かき時では、すき込み開始
高さの設定変更（153 ページ）ですき込み開始高さの設
定変更をお奨めします。

1. すき込み開始高さの設定変更
補足 :
• 途中でキースイッチを[切]位置にするとキャンセル
されます。
• スイッチ操作が 5 秒間以上途切れると初期状態に
戻ります。
1. トラクタを平たん面に停め、希望すき込み開始位置
に作業機（ロータリ）の高さを合せます。

(A)
(B)
(C)
(D)

速く下降
ゆっくり下降
すき込み開始高さ設定位置
耕深設定位置

MR800H,MR900H,MR1000H,MR1050H

3. 電子メータ(DBM)設定ジョグダイヤルを短押しする
ことで、現在の位置がすき込み開始高さ位置に設定
されます。

PTO
1. PTO の種類とあんしん PTO スイッ
チの操作
警告

• 巻き込まれによる死傷事故を防ぐため、あんしん
PTO スイッチが[入]のときは作業機に近づかないで
ください。
• 独立 PTO 設定時、走行クラッチを踏んだだけでは
PTO は止まりません。PTO を止めるには、あんし
ん PTO スイッチを[切]にしてください。
• アップオフ PTO モードは、ほ場作業以外のときは
[切]にしてください。
• アップオフ PTO モードは、ロータリ、ハロー作業
のみで使用してください。
• アップオフ PTO モードをロータリ、ハロー以外の
作業に使うと作業機の破損、思わぬトラブルが起こ
るおそれがあるので使わないでください。
（ハーベスタの草わらつまり、バイブロサブソイラ
の地中でのロックなど。）
• あんしん PTO スイッチが[入]のときは、PTO 軸に
は触れないでください。レバー操作などで PTO 軸
が回転し巻込まれによる傷害事故を引き起こすお
それがあります。
• アップオフ PTO モードが[入]のときは、作業機の昇
降操作（ポンパ含む）で PTO が回転します。周囲
の確認をじゅうぶんに行って作業をしてください。
補足 :
• あんしん PTO スイッチが[切]の位置でないとエン
ジンは始動できません。
• クラッチペダル連動 PTO 設定時は、走行クラッチ
を踏むと PTO は停止します。PTO を止めずに走行
を停止したい場合は、クラッチを踏まずにシャトル
レバーを操作してください。
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• 出荷時は独立 PTO が設定されています。

1.1 あんしん PTO スイッチ
［[PTO]‐[入]］
1. スイッチを押しながら[入]方向に回すと[PTO]が
[入]になります。
2. スイッチを押すと[切]に戻ります。

(1) あんしん[PTO]スイッチ

(A) [切]
(C) アップオフ PTO モード [入
自動]

1.2 独立 PTO
走行に関係なく PTO を回転させることができます。
通常の作業は独立 PTO を使用してください。
(1) あんしん[PTO]スイッチ

(A) [切]
(B) [PTO] [入]

［アップオフ PTO モード‐[入]］
1. スイッチを押しながら[入 自動]方向に回すとアップ
オフ PTO モードが[入]になります。
電子メータ内の PTO ランプと電子メータ右横のア
ップオフ PTO ランプが点灯します。
2. スイッチを押すと[切]に戻ります。

1.3 クラッチペダル連動 PTO
クラッチペダルを踏込むと PTO 軸は停止し、クラッチ
ペダルを放すと PTO 軸は回転します。かたいほ場でロ
ータリ耕うんする際にダッシングが気になる場合にご
使用ください。

(1) クラッチペダル
(1) PTO ランプ
(2) アップオフ PTO ランプ
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設定方法
1. トラクタを停車します。
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PTO
2. [メニュー画面]→[PTO]→[PTO モード]を開き、[ク
ラッチ連動]を選択します。

作業のしかた
エンジン始動後、アップオフ PTO モードを[入]にした
ときに PTO が回転するか停止するかは、エンジン始動
時の 3 点リンクの高さで決まります。
（高さ規制調整ダイヤルを[低]にすると、PTO 回転が始
まるポジションレバー高さも低くなります。）

3. 独立 PTO に戻すときは、[メニュー画面]→[PTO]→
[PTO モード]を開き、[クラッチ独立]を選択します。

1.4 アップオフ PTO モード
ポンパレバー（スイッチ）またはポジションレバーの
[上げ]操作により PTO 回転が自動停止し、ロータリ、
ハロー作業での旋回時における泥、ほこりの飛散、うっ
かりミスによる障害物の破損を軽減させることができ
ます。また、ポンパレバー（スイッチ）またはポジショ
ンレバーの[下げ]操作により PTO 回転が始まります。
重要 :
• アップオフ PTO モードが[入]で油圧ロックをして
いる場合、ポンパレバー（スイッチ）またはポジシ
ョンレバーの[下げ]操作により作業機が下がらなく
ても、PTO は回転します。
油圧ロックレバー（116 ページ）の項を参照。
• アップオフ PTO の動作タイミングは、高さ規制調
整ダイヤルにより下記のように変化します。
補足 :
• アップオフ PTO 機能により PTO 回転が停止して
いる間は、ブザーが鳴り続けるとともに、PTO ラン
プが点滅します。
• アップオフ PTO モードが[入]のときも、独立 PTO
とクラッチペダル連動 PTO は設定どおりに PTO
が回転します。
• アップオフ PTO モードが[入]のとき、3 点リンク外
部操作スイッチを押すと、電子メータのメッセージ
表示部に[PTO N]と表示され、PTO ランプが消灯
し、PTO は回転しません。PTO を回転させるため
には、再度、アップオフ PTO モードを[入]にしてく
ださい。
• ポジションレバーの位置によってはポンパレバー
（スイッチ）による PTO の停止・回転が行えない場
合があります。
ポジションレバーが図のように PTO 回転位置にあると
きのみポンパレバーの[上げ]操作により PTO 回転が停
止し、[下げ]操作により PTO 回転が始まります。
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(1) ポジションレバー

(A) PTO 回転
(B) PTO 停止

2. PTO 変速レバー
警告

• 作業機に指定された PTO 回転速度を厳守してくだ
さい。低速回転で使用すべき作業機を、高速回転で
使用しないでください。
重要 :
• 変速が入りにくいときは、あんしん PTO スイッチ
を[入]、[切]し、スムーズに入る位置を探してくださ
い。
無理に変速を入れようとすると故障の原因になり
ます。
• PTO 変速レバー操作時に変速が抜けにくい場合は、
作業機を上昇させてあんしん PTO スイッチを[入]、
[切]し、ゆっくり変速操作をしてください。
無理に変速レバーを操作すると故障の原因になり
ます。

(1) PTO 変速レバー

PTO 変速は、仕様により次の 3 種類あります。製品仕
様をよく確認のうえ、正しく取り扱ってください。な
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お、どちらの仕様も変速操作時は、必ずあんしん PTO
スイッチを切ってから行ってください。
逆転 PTO 付（X 仕様）

3. PTO 軸カバー、PTO 軸キャップ
• 使用できる作業機
– メーカ指定のロータリに限ります。
重要 :
– メーカ指定以外のロータリを使用すると、作業
機の故障の原因になります。
• 使用できる作業
– 土寄せ作業
– 草やわらなどの巻付きをほぐすとき
• 使用できない作業
– 未耕地での耕うん作業
– ロータリの爪を逆に取付けて行う耕うん作業

警告

• PTO 軸を使わないときは、PTO 軸にグリースを塗
布した後、PTO 軸キャップを取り付けておいてくだ
さい。そうしないと、巻込まれによる傷害事故を引
き起こすおそれがあります。
• PTO 軸キャップを使用しないときは、PTO 軸キャ
ップを紛失しないように大切に保管してください。
• PTO 軸カバーは常に取り付けておいてください。
• PTO 軸カバーの上に乗らないでください。

グランド PTO 付（V 仕様）
重要 :
• グランド PTO は、ロータリ耕うん、フォーレージ
ハーベスタなど負荷の大きい作業には使用しない
でください。
クラッチペダルを踏込みトラクタを停止し、PTO 変速
レバーを[G]の位置にするとグランド PTO が使えます。

(1) PTO 軸カバー
(2) PTO 軸キャップ
(3) 蝶ボルト

タイヤ
警告

低回転 PTO 付（D 仕様）
PTO 回転数を低速（230 - 300 rpm 程度）で行うポテト
ハーベスタやスプレイヤ作業でも DPF が自動再生可能
なエンジン回転数に上げられます。
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• タイヤの空気圧は、取扱説明書に記載している規定
圧力を必ず守ってください。空気の入れ過ぎは、タ
イヤ破裂のおそれがあり死傷事故を引き起こす原
因になります。
• タイヤに傷があり、その傷がコード（糸）に達して
いる場合は、使用しないでください。タイヤ破裂の
おそれがあります。
• タイヤ、チューブ、リムなどの交換、修理は、必ず
購入先にご相談ください。
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タイヤ

作業のしかた

（特別教育を受けた人が行うように、法で決められ
ています。）

1. タイヤの空気圧
前輪・後輪の空気圧が適正であるかを調べます。
外観から判断する目安は次のとおりです。

kPa
(kgf/cm2)

前輪

後輪

250/85R24

160 [160]
(1.6 [1.6])

340/85R36

360/70R20

160 [240]
(1.6 [2.4])

－

kPa
(kgf/cm2)
160 [160]
(1.6 [1.6])
－

補足 :
– [ ]内はローダ装着時の値です。

• ラジアルタイヤ（ミシュラン製）
kPa
(kgf/cm2)

前輪

後輪

kPa
(kgf/cm2)

12.4R38

9.5R24

16.9R30
160 [160]
(1.6 [1.6])

11.2R24

13.6R38

160 [160]
(1.6 [1.6])

420/85R34
270/95R38

(1) 空気が不足
(2) 標準
(3) 空気が多い

補足 :
– [ ]内はローダ装着時の値です。

(A) 接地面

標準空気圧
• バイアスタイヤ（ブリヂストン製）
前輪

kPa
(kgf/cm2)

220 [240]
(2.2 [2.4])

13.9-36

11.2-20

11.2-24

180 [200]
(1.8 [2.0])

120
(1.2)

16.9-30

120
(1.2)

13.6-38
13.6-38H

80
(0.8)
［ローダ不可］

140
(1.4)

補足 :
– [ ]内はローダ装着時の値です。
– H はハイラグタイヤを示します。

• ラジアルタイヤ（ファイヤストーン製）

MR800H,MR900H,MR1000H,MR1050H

重要 :
• 決められた輪距以外では使用しないでください。

120
(1.2)

－

警告

• けん引作業・傾斜地作業・フロントローダ作業など
の場合は、左右の安定を良くするため、支障のない
範囲で輪距を広くして使用してください。
• 輪距を前輪 1200 mm、1210 mm、後輪 1210 mm、
1260 mm にした場合は、安定性確保のため作業時
以外の移動では必ず輪距を広くして使用してくだ
さい。

140
(1.4)

16.9-30

16.9-34

320/60-26

kPa
(kgf/cm2)

後輪
12.4-38

9.5-24

輪距の調整

－

補足 :
• タイヤは、両側の矢印が前進時の回転方向に合うよ
うに取り付けてください。
• 後輪ウエイトは、すべての輪距で取り付けられま
す。
前輪
可変タイヤ仕様の場合、リムとディスクの取り付け位置
変更により、輪距の調整が行えます（固定タイヤ仕様の
場合、変更できません）。
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• ボルト、ナット、スタッド、皿バネやリム、ディス
クの締め付け面に油やグリースが付着していると、
規定トルクまで締め付けられませんので、シンナー
などで油分をふきとってください。

(1) 前輪ディスク
(2) 前輪リムブラケット

(A) 輪距

後輪
リムとディスクの取付け位置変更により、輪距の調整が
行えます（タイヤの仕様により異なります）。

(1) 後輪ディスク
(2) 後輪リムブラケット

(A) 輪距

• 皿バネの取り付け方向にはじゅうぶん注意し、図の
ようにしてください。

(1) 皿バネ
(2) ナット

(A) ディスク側

• フロントローダ作業など重作業時、タイヤのボル
ト、ナットは規定トルクでじゅうぶん締め付け、締
め忘れのないよう注意してください。また、しばら
く作業した後、再度トルクチェックを行い、増し締
めを行ってください。
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輪距の調整

作業のしかた

1. 前輪輪距一覧表
1.1 前輪輪距一覧表［MR800H(W)・MR900H(W)・MR1000H(W)・MR1050H(W)ホイール仕様］
MR800H

MR800HW

MR900H
MR1000H
MR1050H

MR900HW
MR1000HW
MR1050HW

9.5-24
250/85R24
（可変）

9.5-24
11.2-24
250/85R24
（可変）

11.2-24

11.2-24

[1]

－

1,330 mm

－

1,330 mm

[2]

1,310 mm

1,430 mm

1,310 mm

1,430 mm

[3]

1,300 mm

1,420 mm

1,300 mm

1,420 mm

[4]

1,400 mm
［出荷時］

1,520 mm
［出荷時］

1,400 mm
［出荷時］

1,520 mm
［出荷時］

型式
タイヤサイズ
輪距(A)

補足 :
• 輪距の図は左前輪タイヤを示します
• タイヤサイズはタイヤの側面に掲載されています。

MR800H,MR900H,MR1000H,MR1050H
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1.2 前輪輪距一覧表［MR800H(W)・MR900H(W)・MR1000H(W)・MR1050H(W)前輪 RC タイヤ仕
様］
型式
タイヤサイズ
輪距(A)

[1]

MR800H
MR900H
MR1000H
MR1050H

MR900H
MR1000H
MR1050H

MR800HW
MR900HW
MR1000HW
MR1050HW

9.5-24

11.2-24

9.5-24
11.2-24*1

1,210 mm

－

1,330 mm

1,300 mm

1,300 mm

1,420 mm

1,260 mm

－

1,380 mm

1,250 mm

－

1,370 mm

1,310 mm

1,310 mm

1,430 mm

(1) 外側リブ
(2) バルブの向き

[2]

(1) 内側リブ

[3]

(1) 内側リブ

[4]

(1) 外側リブ

[5]

(1) 外側リブ
（次へ続く）
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型式
タイヤサイズ
輪距(A)

[6]

MR800H
MR900H
MR1000H
MR1050H

MR900H
MR1000H
MR1050H

MR800HW
MR900HW
MR1000HW
MR1050HW

9.5-24

11.2-24

9.5-24
11.2-24*1

1,400 mm
［出荷時］

1,400 mm
［出荷時］

1,520 mm
［出荷時］

1,360 mm

1,360 mm

1,480 mm

1,350 mm

1,350 mm

1,470 mm

(1) 内側リブ

[7]

(1) 内側リブ

[8]

(1) 外側リブ
補足 :
• 輪距の図は左前輪タイヤを示します。
• タイヤサイズはタイヤの側面に掲載されています。
*1

MR800HW には採用していません。

(1) 内側リブ
(2) 外側リブ

MR800H,MR900H,MR1000H,MR1050H
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1.3 前輪輪距一覧表［MR1050H-AT 前輪 RC タイヤ仕様］
型式

MR1050H-AT
タイヤサイズ

輪距(A)

[1]

9.5-24

11.2-24

1,200 mm

－

1,260 mm

－

1,320 mm

1,320 mm

1,380 mm

1,380 mm

1,400 mm
［出荷時］

1,400 mm
［出荷時］

1,440 mm

1,440 mm

(1) 外側リブ
(2) スペーサ（短）
(3) バルブの向き

[2]

(1) 内側リブ

[3]

(1) 外側リブ

[4]
(1) 内側リブ
(2) スペーサ（短）

[5]

(1) 外側リブ

[6]
(1) 外側リブ
(2) スペーサ（長）
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補足 :
• 輪距の図は左前輪タイヤを示します。
• タイヤサイズはタイヤの側面に掲載されています。
• スペーサを使用する[1]、[4]、[6]の時、リムディスク取付け用ボルトは付属のボルトを使用してください。

(1) 内側リブ
(2) 外側リブ

MR800H,MR900H,MR1000H,MR1050H
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1.4 前輪輪距一覧表［MR800H・MR900H・MR1000H・MR1050H-AT 前輪 RC タイヤ仕様］
MR800H
MR900H
MR1000H
MR1050H-AT

型式
タイヤサイズ
輪距(A)

[1]

9.5R24

11.2R24

1,210 mm

－

1,260 mm

－

1,310 mm

1,340 mm

1,360 mm

1,370 mm

1,250 mm

1,400 mm
［出荷時］

(1) 外側リブ
(2) バルブの向き

[2]

(1) 内側リブ

[3]

(1) 外側リブ

[4]

(1) 内側リブ

[5]

(1) 内側リブ
（次へ続く）
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MR800H
MR900H
MR1000H
MR1050H-AT

型式
タイヤサイズ
輪距(A)

[6]

9.5R24

11.2R24

1,300 mm

1,440 mm

1,350 mm

1,500 mm

1,400 mm
［出荷時］

1,540 mm

(1) 外側リブ

[7]

(1) 内側リブ

[8]

(1) 外側リブ
補足 :
• 輪距の図は左前輪タイヤを示します。
• タイヤサイズはタイヤの側面に掲載されています。

(1) 内側リブ
(2) 外側リブ
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1.5 前輪輪距一覧表［MR800HW・MR900HW・MR1000HW・MR1050HW 前輪 RC タイヤ仕様］
MR800HW
MR900HW
MR1000HW
MR1050HW

型式
タイヤサイズ
輪距(A)

[1]

9.5R24

11.2R24

1,330 mm

1,360 mm

1,380 mm

1,400 mm

1,430 mm

1,460 mm

1,480 mm

1,500 mm

1,370 mm

1,520 mm
［出荷時］

(1) 外側リブ
(2) バルブの向き

[2]

(1) 内側リブ

[3]

(1) 外側リブ

[4]

(1) 内側リブ

[5]

(1) 内側リブ
（次へ続く）
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MR800HW
MR900HW
MR1000HW
MR1050HW

型式
タイヤサイズ
輪距(A)

[6]

9.5R24

11.2R24

1,420 mm

－

1,470 mm

－

1,520 mm
［出荷時］

－

(1) 外側リブ

[7]

(1) 内側リブ

[8]

(1) 外側リブ
補足 :
• 輪距の図は左前輪タイヤを示します。
• タイヤサイズはタイヤの側面に掲載されています。

(1) 内側リブ
(2) 外側リブ
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1.6 前輪輪距一覧表［パワクロ仕様の前輪タイヤ］
MR800H
MR900H
MR1000H
MR1050H

型式
タイヤサイズ

9.5-24
（可変）
-PC1
-PC1N
-PC1NN
-PCAT

320/60-26
-PC2

360/70R20
-PC3

[1]

1,330 mm
［-PC1NN 出荷時］

－

－

[2]

1,430 mm
［-PC1、-PC1N、-PCAT
出荷時］

1,530 mm
［出荷時］

1,520 mm
［出荷時］

[3]

1,420 mm

－

－

[4]

1,520 mm

－

－

輪距(A)

補足 :
• 輪距の図は左前輪タイヤを示します。
• タイヤサイズはタイヤの側面に掲載されています。
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2. 後輪輪距一覧表
2.1 後輪輪距一覧表［MR800H(W)・MR900H(W)・MR1000H(W)・MR1050H(W)ホイール仕様］
型式

MR900H(W)
MR1000H(W)
MR1050H(W)

MR800H(W)
タイヤサイズ

13.6-38H
13.9-36

16.9-30

13.6-38H

16.9-34*1

[1]

－

－

－

－

[2]

1,300 mm

－

1,300 mm

－

[3]

1,400 mm
［出荷時］

1,400 mm
［出荷時］

1,400 mm
［出荷時］

1,380 mm
［出荷時］

[4]

1,500 mm*2
［出荷時］

1,500 mm*2
［出荷時］

1,500 mm*2
［出荷時］

1,510 mm*2
［出荷時］

[5]

1,600 mm

1,600 mm

1,600 mm

1,660 mm

[6]

1,700 mm

1,700 mm

1,700 mm

1,790 mm

輪距(A)

（次へ続く）
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型式

MR900H(W)
MR1000H(W)
MR1050H(W)

MR800H(W)
タイヤサイズ

13.6-38H
13.9-36

16.9-30

13.6-38H

16.9-34*1

[7]

1,800 mm

1,800 mm

1,800 mm

1,860 mm

[8]

1,900 mm

1,900 mm

1,900 mm

1,990 mm

輪距(A)

補足 :
• 輪距の図は左後輪タイヤを示します。
• タイヤサイズはタイヤの側面に掲載されています。
*1

ディスクは鋳物製です。

*2

ワイドトレッド(W)仕様の出荷時トレッドです。
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型式
タイヤサイズ
輪距(A)

[1]

MR900H(W)
MR1000H(W)
MR1050H(W)

MR800H(W)

340/85R36

16.9R30

420/85R34

－

－

－

1,300 mm

－

－

1,400 mm
［出荷時］

1,400 mm
［出荷時］

1,400 mm
［出荷時］

1,500 mm*1
［出荷時］

1,500 mm*1
［出荷時］

1,500 mm*1
［出荷時］

1,600 mm

1,600 mm

1,610 mm

1,700 mm

1,700 mm

1,710 mm

(1) バルブの向き

[2]

(1) バルブの向き

[3]

(1) バルブの向き

[4]

(1) バルブの向き

[5]

(1) バルブの向き

[6]

(1) バルブの向き
（次へ続く）
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型式
タイヤサイズ
輪距(A)

[7]

MR900H(W)
MR1000H(W)
MR1050H(W)

MR800H(W)

340/85R36

16.9R30

420/85R34

1,800 mm

1,800 mm

1,800 mm

1,900 mm

1,900 mm

1,900 mm

(1) バルブの向き

[8]

(1) バルブの向き
補足 :
• 輪距の図は左後輪タイヤを示します。
• タイヤサイズはタイヤの側面に掲載されています。
*1
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2.2 後輪輪距一覧表［MR800H・MR900H・MR1000H・MR1050H 後輪 270/95R38 タイヤ仕様］
MR800H
MR900H
MR1000H
MR1050H

型式
タイヤサイズ
輪距(A)

270/95R38

1,210 mm

[1]

(1) バルブの向き

[2]

1,310 mm

(1) バルブの向き

1,400 mm
［出荷時］

[3]

(1) バルブの向き

[4]

1,500 mm

(1) バルブの向き

[5]

1,610 mm

(1) バルブの向き

[6]

1,710 mm

(1) バルブの向き
（次へ続く）
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MR800H
MR900H
MR1000H
MR1050H

型式
タイヤサイズ
輪距(A)

[7]

270/95R38

1,800 mm

(1) バルブの向き

[8]

1,900 mm

(1) バルブの向き
補足 :
• 輪距の図は左後輪タイヤを示します。
• タイヤサイズはタイヤの側面に掲載されています。

(1) 内側リブ
(2) 外側リブ
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2.3 後輪輪距一覧表［MR800H(W)・MR900H(W)・MR1000H(W)・MR1050H(W)後輪 RC タイヤ仕
様］
型式
タイヤサイズ
輪距(A)

[1]

MR800H(W)
MR900H(W)
MR1000H(W)
MR1050H(W)

MR900H(W)
MR1000H(W)
MR1050H(W)

12.4-38
12.4R38

13.6-38
13.6R38

－

－

1,320 mm*1

1,320 mm*2

1,310 mm*3

1,310 mm*4

1,380 mm

1,380 mm

1,500 mm*5
［出荷時］

1,500 mm*2
［出荷時］

1,600 mm

1,600 mm

(1) 外側リブ

[2]

(1) 外側リブ

[3]
(1) 外側リブ
(2) バルブの向き

[4]

(1) 外側リブ

[5]

(1) 外側リブ
（次へ続く）
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型式
タイヤサイズ
輪距(A)

[6]

MR800H(W)
MR900H(W)
MR1000H(W)
MR1050H(W)

MR900H(W)
MR1000H(W)
MR1050H(W)

12.4-38
12.4R38

13.6-38
13.6R38

1,720 mm*1

1,720 mm*2

1,710 mm*3

1,710 mm*4

1,780 mm*1

1,780 mm*2

1,790 mm*3

1,790 mm*4

1,900 mm

1,900 mm

(1) 外側リブ

[7]

(1) 外側リブ

[8]

(1) 外側リブ
1,260 mm*1

[9]

1,270 mm*3

－

(1) 内側リブ

[10]

1,380 mm

1,380 mm

1,320 mm

1,320 mm

(1) 内側リブ

[11]

(1) 内側リブ
（次へ続く）
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型式
タイヤサイズ
輪距(A)

[12]

MR800H(W)
MR900H(W)
MR1000H(W)
MR1050H(W)

MR900H(W)
MR1000H(W)
MR1050H(W)

12.4-38
12.4R38

13.6-38
13.6R38

1,440 mm*1
［出荷時］

1,440 mm*2
［出荷時］

1,430 mm*3
［出荷時］

1,430 mm*4
［出荷時］

1,780 mm

1,780 mm

1,660 mm*1

1,660 mm*2

1,670 mm*3

1,670 mm*4

1,720 mm

1,720 mm

1,840 mm*1

1,840 mm*2

1,830 mm*3

1,830 mm*4

(1) 内側リブ

[13]

(1) 内側リブ

[14]

(1) 内側リブ

[15]

(1) 内側リブ

[16]

(1) 内側リブ
補足 :
• 輪距の図は左後輪タイヤを示します。
• タイヤサイズはタイヤの側面に掲載されています。
*1

12.4-38 タイヤのトレッドです。

*2

13.6-38 タイヤのトレッドです。

*3

12.4R38 タイヤのトレッドです。

*4

13.6R38 タイヤのトレッドです。

*5

ワイドトレッド(W)仕様の出荷時トレッドです。

MR800H,MR900H,MR1000H,MR1050H
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(1) 内側リブ
(2) 外側リブ
(3) バルブ

178

MR800H,MR900H,MR1000H,MR1050H

輪距の調整

作業のしかた

2.4 後輪輪距一覧表［MR1050H-AT 後輪 RC タイヤ仕様］
型式

MR1050H-AT
タイヤサイズ

輪距(A)

[1]

12.4-38
12.4R38

13.6-38
13.6R38

－

－

1,320 mm〜1,560 mm*1

1,320 mm〜1,560 mm*2
［出荷時 1,440 mm］

1,310 mm〜1,550 mm*3

1,310 mm〜1,550 mm*4

1,380 mm〜1,620 mm*1

1,380 mm〜1,620 mm*2

1,390 mm〜1,630 mm*3

1,390 mm〜1,630 mm*4

1,500 mm〜1,740 mm

1,500 mm〜1,740 mm

1,600 mm〜1,840 mm

1,600 mm〜1,840 mm

(1) 外側リブ

[2]

(1) 外側リブ

[3]
(1) 外側リブ
(2) バルブの向き

[4]

(1) 外側リブ

[5]

(1) 外側リブ
1,260 mm〜1,500 mm*1
［出荷時 1,440 mm］
[6]

1,270 mm〜1,510 mm*3
［出荷時 1,440 mm］

－

(1) 内側リブ
（次へ続く）

MR800H,MR900H,MR1000H,MR1050H
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輪距の調整

作業のしかた
型式

MR1050H-AT
タイヤサイズ

輪距(A)

[7]

12.4-38
12.4R38

13.6-38
13.6R38

1,380 mm〜1,620 mm

1,380 mm〜1,620 mm

(1) 内側リブ
1,320 mm〜1,560 mm*2

[8]

1,320 mm〜1,560 mm

1,320 mm〜1,560 mm*4
［出荷時 1,440 mm］

1,440 mm〜1,680 mm*1

1,440 mm〜1,680 mm*2

1,430 mm〜1,670 mm*3

1,430 mm〜1,670 mm*4

1,660 mm〜1,900 mm*1

1,660 mm〜1,900 mm*2

1,670 mm〜1,910 mm*3

1,670 mm〜1,910 mm*4

(1) 内側リブ
(2) バルブの向き

[9]

(1) 内側リブ

[10]

(1) 内側リブ
補足 :
• 輪距の図は左後輪タイヤを示します。
• タイヤサイズはタイヤの側面に掲載されています。
• AT 仕様の輪距はアジャスタブル範囲を示します。
*1

12.4-38 タイヤのトレッドです。

*2

13.6-38 タイヤのトレッドです。

*3

12.4R38 タイヤのトレッドです。

*4

13.6R38 タイヤのトレッドです。
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MR800H,MR900H,MR1000H,MR1050H

輪距の調整

作業のしかた

(1) 内側リブ
(2) 外側リブ
(3) バルブ

MR800H,MR900H,MR1000H,MR1050H
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輪距の調整

作業のしかた

2.5 後輪輪距一覧表［MR1050H-AT 後輪 270/95R38 タイヤ仕様］
型式

MR1050H-AT
タイヤサイズ

輪距(A)

270/95R38

1,210 mm〜1,450 mm
［出荷時 1,450 mm］

[1]

(1) バルブの向き

[2]

1,310 mm〜1,550 mm

(1) バルブの向き

[3]

1,400 mm〜1,640 mm

(1) バルブの向き

[4]

1,500 mm〜1,740 mm

(1) バルブの向き

[5]

1,610 mm〜1,850 mm

(1) バルブの向き
補足 :
• 輪距の図は左後輪タイヤを示します。
• タイヤサイズはタイヤの側面に掲載されています。
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MR800H,MR900H,MR1000H,MR1050H

輪距の調整

作業のしかた

(1) 内側リブ
(2) 外側リブ

MR800H,MR900H,MR1000H,MR1050H
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輪距の調整

作業のしかた

2.6 後輪輪距一覧表［クローラ輪距］
型式

輪距(A)
-PC1

MR800H
MR900H
MR1000H
MR1050H

-PC2
-PC3

1,440 mm

-PC1N
-PC1NN

型式
MR800H
MR900H
MR1000H
MR1050H

（ストッパの接触面の位置決めをするため。）
3. その後、ストッパボルトを締め込みますが、ストッ
パの位置がずれないようにするため、モンキーレン
チでストッパの回り止めをしてからストッパボルト
を強く締め込んでください。

輪距(A)
-PC1N
-PC1NN

1,320 mm

補足 :
• 輪距の変更については購入先にご相談ください。

前輪切れ角の調整
1. ストッパ交換要領
1. 従来のストッパボルトとカラーを取り外し、ストッ
パまたは、カラーを取り付け、ストッパボルトを軽
く締めてください。
2. エンジンを回転させステアリングハンドルを回して
ストッパを 2 回〜3 回ベベルギヤケースに接触させ
てください。
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MR800H,MR900H,MR1000H,MR1050H

前輪切れ角の調整

作業のしかた

2. ストッパボルトの調整
前輪輪距を変更した場合、前輪切れ角の調整が必要となります。
必ず下表に基づき、前輪切れ角の調整を行ってください。
重要 :
• 前側ストッパボルトは輪距変更による調整は不要ですが、購入時のタイヤからサイズを変更した場合には前側ス
トッパボルトの調整を行ってください。

(1) 前側ストッパボルト
(2) 後側ストッパボルト

(A) トラクタ前方

前側ストッパボルトの調整要領
前側ストッパボルトの調整番号と調整要領
1

(1) ヒラザガネ 1 枚

2

(1) ヒラザガネ 2 枚

3

(1) ヒラザガネ 4 枚

型式

タイヤサイズ

対応する調整番号

MR800H(W)

9.5-24
11.2-24
9.5R24
250/85R24

1 [1]

9.5-24
9.5R24

1 [1]

11.2-24

2 [1]

11.2R24

3 [1]

型式

タイヤサイズ

対応する調整番号

MR800H
MR900H
MR1000H
MR1050H

9.5-24
320/60-26
360/70R20

1

MR900H(W)
MR1000H(W)
MR1050H(W)
[ ]内はワイドトレッド(W)仕様

［パワクロ仕様］

MR800H,MR900H,MR1000H,MR1050H
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前輪切れ角の調整

作業のしかた
［AT 仕様］
型式

MR1050H-AT

タイヤサイズ

対応する調整番号

9.5-24
9.5R24

1

11.2-24

2

11.2R24

3

後側ストッパボルトの調整要領
後側ストッパボルトの調整番号と調整要領
A

(1) ストッパ
ボルト
(2) カラー 2
枚
(3) ヒラザガ
ネ1枚

B

C

(1) ストッパ
ボルト
(2) カラー 3
枚

(1) ストッパ
ボルト
(2) カラー 3
枚
(3) ヒラザガ
ネ2枚

D

(1) ストッパ
ボルト
(2) バネザガ
ネ
(3) ストッパ
* 左側に取り付
けた状態

E

F

(1) ストッパ
ボルト
(2) バネザガ
ネ
(3) カラー 1
枚
* 左側に取り付
けた状態

G

(1) ストッパ
ボルト
(2) バネザガ
ネ
* 左側に取り付
けた状態

(1) ストッパ
ボルト
(2) バネザガ
ネ
(3) カラー 1
枚
* 左側に取り付
けた状態

H

(1) ストッパ
ボルト
(2) バネザガ
ネ
(3) カラー 1
枚
(4) ヒラザガ
ネ1枚
* 左側に取り付
けた状態

輪距と対応する調整番号
型式

タイヤサイズ

MR800H

MR900H
MR1000H
MR1050H

型式

MR800HW

MR900HW
MR1000HW
MR1050HW
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1210 mm

1250 mm
1260 mm

1300 mm
1310 mm

1350 mm
1360 mm

1400 mm

9.5-24
9.5R24
250/85R24

F

E

D

C

A

9.5-24
9.5R24

F

E

D

C

A

11.2-24

G

F

E

D

B

11.2R24

H

G

F

E

C

タイヤ
サイズ

輪距と対応する調整番号
1330 mm
1340 mm

1370 mm
1380 mm

1420 mm
1430 mm

1470 mm
1480 mm

1520 mm

9.5-24
9.5R24
250/85R24

D

C

A

A

A

11.2-24

D

－

B

－

A

9.5-24
9.5R24

D

C

A

A

A

11.2-24

D

D

B

A

A

11.2R24

E

D

B

B

A

MR800H,MR900H,MR1000H,MR1050H

前輪切れ角の調整

作業のしかた

［AT 仕様］
輪距と対応する調整番号
型式

MR1050H-AT

タイヤサイズ

1200 mm
1210 mm

1250 mm
1260 mm

1310 mm
1320 mm

1370 mm
1380 mm

1400 mm
1440 mm

1500 mm
1540 mm

9.5-24
9.5R24

F

E

D

C

A

－

11.2-24

－

－

E

D

B

－

11.2R24

－

－

F

E

C

A

補足 :
• C～H に輪距変更するときは(A)が 45 mm のストッパボルト（付属品）を使用してください。出荷時は(A)が
40 mm のストッパボルトとなっています。

(1) ストッパボルト

MR800H,MR900H,MR1000H,MR1050H
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作業のしかた

後輪油圧アジャスタブルトレッド
の取扱い［AT 仕様］
警告

• トレッド調整は、必ず 1910 mm を越えないように
してください。
• 道路走行時は前輪・後輪トレッドを出荷トレッドに
してください。
出荷トレッドは前輪輪距一覧表（159 ページ）
・後輪
輪距一覧表（169 ページ）を参照。
• トレッド調整後は、切替えバルブレバーを必ずトレ
ッド固定位置にしてください。
• トレッド調整を行うときは、周りにじゅうぶん注意
してください。

後輪油圧アジャスタブルトレッドの取扱い［AT 仕様］
変更レバー（補助コントロールレバー（1 連目））で
操作してください。
• トレッドを広くしたいときは、後輪油圧トレッ
ド変更レバー（補助コントロールレバー）を引
きます。
• トレッドを狭くしたいときは、後輪油圧トレッ
ド変更レバー（補助コントロールレバー）を押
します。
4. トレッドゲージを見ながら希望する位置に調整して
ください。

1. 後輪油圧アジャスタブルトレッドの
調整［AT 仕様］
重要 :
• トレッドを調整する前に、車軸のメッキ部分を水洗
いしてください（土が付着した状態でトレッド調整
を行うと、オイルシールの寿命が低下する原因にな
ります）。

(1) 切替えバルブレバー
(2) 左右切替えレバー

(A)
(B)
(C)
(D)

トレッド固定位置
トレッド調整位置
左
右

(1) メッキ部

• エンジン回転は、必ずアイドリング状態で調整して
ください。
• ワイヤを曲げたり傷つけたりしないでください。
トレッドゲージが正常に作動しなくなるおそれが
あります。
• 寒冷地で使用する際、ワイヤが凍結しているおそれ
があるため、トレッドを変更する際、ワイヤが凍結
していないことを確認して作動させてください。
ワイヤゲージを破損させるおそれがあります。
1. エンジンを始動し、エンジン回転をアイドリング状
態にします。
2. 切替えバルブレバーを[トレッド調整]位置にしま
す。
3. 左右切替えレバーを[右]または[左]に切り替え、低速
（約 1 km/h 以下）で進みながら、後輪油圧トレッド
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(1) トレッドゲージ
(2) 後輪油圧トレッド変更レバー
（油圧補助コントロールレバー（1 連目））

5. 手順 3.、4.の操作で、もう一方のトレッドも同じ位
置に調整してください。
6. トレッド調整後は、切替えバルブレバーを[トレッド
固定]位置にしてください。

2. ミッションオイル量の点検［AT 仕
様］
1. オイル量は、後輪油圧アジャスタブルトレッドを
1440 mm にした状態で点検してください（適量はオ
イルゲージ下限）。

MR800H,MR900H,MR1000H,MR1050H

後輪油圧アジャスタブルトレッドの取扱い［AT 仕様］

3. 後輪輪距［AT 仕様］
警告

• トレッド調整は、必ず前輪は 1440 mm、後輪は
1910 mm を越えないようにしてください。
• トレッドは、必ず左右同じ位置になるように調整し
てください。
• 狭い輪距で傾斜地作業する場合は転倒にじゅうぶ
ん注意してください。
重要 :
• 12.4-38、12.4R38、270/95R38 以外のタイヤではロ
アリンクを上げた際、ロアリンクとタイヤが接触し
ます。できるだけ使用しないでください。
• 使用するときは必ずリフトロッド長さを 670 mm
（ピン間寸法）以上にしてください。
その際リフト高さは低くなるため、作業前にじゅう
ぶん確認してください。
• 重けん引作業は極力控えてください。
重けん引作業をする場合は後輪トレッドを
1440 mm 以下にセットしてください。無理な負荷
をかけると故障の原因になります。
補足 :
• 下図のトレッドは出荷時のリム・ディスクの組み合
わせ位置による、アジャスタブルトレッド寸法を表
示しています。
[ ]内は 13.6-38、13.6R38 タイヤ装着時の寸法です。
( )内は 270/95R38 タイヤ装着時の寸法です。

作業のしかた
• リム・ディスクによる輪距の調整は、タイヤ（156
ページ）・ウエイト（オプション）（194 ページ）の
章を参照してください。
後輪トレッド 1260 mm への切替え
（12.4-38、12.4R38 タイヤ装着時のみ）
後輪トレッド 1210 mm への切替え
（270/95R38 タイヤ装着時のみ）
後輪トレッドを 1260 mm、1210 mm に設定する際は、
ロアリンクとタイヤのすきまが少なくなるため、必ずチ
ェックチェーンを張って作業機が振れないようにして
ください。

アジャスタブルトレッド付きパワ
クロの取扱い［PCAT 仕様］
警告

• トレッド変更のクローラ回転操作時は、左右のブレ
ーキペダルを一緒に踏むと前後輪が連結されて前
輪が回転し、トラクタが動き出すおそれがあるた
め、片ブレーキで操作してください。

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

警告

前後左右に人がいないことを確認してください。
両前輪に確実に車止めを実施してください。
左右のクローラを同時に浮かせてください。
トレッド変更時は必ず 2WD で作業してください。
トレッド変更作業中に車軸を回す場合は、主変速を
低速、副変速を[L]（低速）、エンジンアイドリング
状態で操作してください。
トレッドは必ず左右同じ位置に調整してください。
トレッド変更作業は必ず作業機を外して実施して
ください。
トレッド変更作業は片側のクローラユニットずつ
実施してください。
トレッド調整後は必ずトレッド調整カラー、取付け
ボルトの装着を確認してください。
トレッド調整後は左右ブレーキペダルを連結して
ください。
タイヤレンチ丸棒を取り付けたまま、車軸を回さな
いでください。

1. 定期点検項目［PCAT 仕様］

(1) 1200 mm～1440 mm
(2) (1450 mm)1500 mm[1560 m
m]
(3) (1210 mm)1260 mm[1320 m
m]

(A) この間はトレッドを無段階
で調整できます。

MR800H,MR900H,MR1000H,MR1050H

日常点検
• トレッド調整カラーのボルト緩み、損傷、摩耗はな
いか点検します。
• AT シリンダ、油圧ホースに油もれはないか点検しま
す。
作業都度確認項目
• 揺動支点軸（トレッド調整カラー取付け軸）に傷、
摩耗はないか確認します。
• ディスクに異常な摩耗はないか確認します。
• ハブに異常な摩耗はないか確認します。
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作業のしかた
• トレッド調整カラーに損傷、摩耗はないか確認しま
す。
• トレッド変更ステーに損傷はないか確認します。
• ハブのスライド面にグリースがじゅうぶん塗布さ
れているか確認します。
スムーズなトレッド変更を行うための確認項目
トレッド変更がスムーズにいかない場合は下記を確認
してください。
• ディスクはスライドできる位置にあるか。
• タイヤレンチ丸棒のセット位置は車軸中心にある
か。
• ハブのスライド面に泥や錆はないか。
• ハブのスライド面にグリースがじゅうぶん塗布さ
れているか。
• ディスク側がフレームと同位置までスライドして
動いているか。

2. 前輪の調整［PCAT 仕様］
• 前輪トレッドと前輪切れ角の調整については、スト
ッパボルトの調整（185 ページ）のタイヤサイズ
9.5-24 の欄を参照して、調整を行ってください。
• 前輪トレッドを狭く(1330 mm)して使用するとき
は、タイヤが本体に接触するおそれがありますの
で、ストッパボルトの調整（185 ページ）欄を参照
して、ストッパボルトの調整を行ってください。

3. トレッド変更作業用油圧ホースの取
扱い
標準出荷時、1 連目油圧補助コントロールバルブの油圧
カプラには、トレッド変更作業用油圧ホース（AT 用油
圧ホース）が接続されています。

アジャスタブルトレッド付きパワクロの取扱い［PCAT 仕様］
3. AT 用油圧ホースの先端にゴムキャップを付け、下図
のように AT 用油圧ホースを取り付けます。

(1) ガイドバー
(2) ゴムキャップ

重要 :
• 油圧ホース側の継手部先端が、ガイドバーより
内側に向いていない場合、リフトアームと接触
する可能性があります。図のように確実に、先
端をガイドバーより内側に向けてください。
4. 蝶ボルトとホース固定金具で、AT 用油圧ホースを固
定します。

4. トレッド変更操作［PCAT 仕様］
警告

• 車軸回転操作時は、左右のブレーキペダルを同時に
踏まないでください。同時に踏むと前後輪が連結
されて前輪が回転し、トラクタが動き出すおそれが
あります。
1. ディスクの長穴部が下側にくるように停車します。

(1)
(2)
(3)
(4)

油圧ホース
ホース固定金具
蝶ボルト
ガイドバー

他のアタッチメントを装着して、1 連目油圧カプラから
外部油圧取出しを行う場合は、以下の手順で AT 用油圧
ホースを確実に固定してください。
1. 蝶ボルトを緩め、ホース固定金具を取り外します。
2. 油圧カプラから AT 用油圧ホースを取り外します。
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(1) 長穴部

2. 前輪タイヤ左右に確実に車止めを行ないます。
（後工程 9.、11.、20.、22.でトラクタが動くおそれ
）
があります。

MR800H,MR900H,MR1000H,MR1050H

アジャスタブルトレッド付きパワクロの取扱い［PCAT 仕様］

作業のしかた

3. 前車軸ケース左右に木片などを入れ、揺動を固定し
ます

(1) トレッド調整カラー巾広(60 mm)
(2) トレッド調整カラー巾狭(30 mm)
(3) 揺動支点軸

(1) 木片など

4. 下側のスプロケットを 1 枚（ボルト 4 箇所）外しま
す。

［右クローラユニット側］
1500 mm
↓
1320 mm

縮める

1500 mm
↓
1440 mm

1440 mm
↓
1320 mm
(1) 長穴部
(2) ディスク
(3) スプロケット

(A) ボルト 4 箇所
1320 mm
↓
1500 mm

補足 :
• 外したボルト類は全て後で使用しますので、無
くさないように注意してください。
5. 変更するトレッドに応じて、トレッド調整カラーを
外します。

拡げる

1500 mm トレッド

1320 mm
↓
1440 mm

1440 mm
↓
1500 mm
(A)
(B)

MR800H,MR900H,MR1000H,MR1050H
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アジャスタブルトレッド付きパワクロの取扱い［PCAT 仕様］

作業のしかた
［トレッド調整カラー着脱方法］

(1) 揺動支点軸

(A)
(B)
(C)
(D)

回す
拡げる
取付
取外し

補足 :
• トレッド調整カラーが外しにくいときは、カラ
ー間のすき間が拡がるように、油圧補助コント
ロールレバーで油圧シリンダを動かして微調整
してください。

(A) すべて消灯 2WD
(B) 点灯 連結解除可能

8. 主変速を低速、副変速を[L]（低速）、エンジンアイ
ドリング状態にセットします。
9. 車軸を回してクローラの張りを緩めます。スプロケ
ットを外した箇所が上側にくるように、シャトルレ
バーを前進[F]にセットし、必ず連結解除ペダルを踏
み込みながら、回したい後車軸の反対側の片ブレー
キを踏み、車軸を低速で回転させます。

6. 後輪をジャッキアップして両輪を浮かせます。
（微調整は手順 14.で実施）
参考高さ：後遊輪中心 400 mm

(1) 長穴部

(A) 回転

10. エンジンを停止し、ハブとディスクを固定している
角根ボルト 5 本を外します
(1) 後遊輪

(A) 400 mm

7. エンジンを始動し、走行モードを 2WD、連結解除ペ
ダルロックレバーを上げて連結解除可能にします。

(1) 角根ボルト
(2) ハブ
(3) ディスク
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作業のしかた

11. エンジンを始動し、車軸を回して、ディスク取付け
部をトレッド変更が可能な位置にあわせます。
ディスク取付け部が下図範囲(A)内にくるように、回
したい後車軸の反対側の片ブレーキを踏みながら、
車軸を低速で回転させます。

(1) トレッド変更ステー（下側） (A) 前
(2) 頭付きピン
(B) 後
(3) 蝶ボルト

(1) ディスク取付部
(2) ディスク R 部

(A) トレッド変更できる範囲

14. トレッド変更ステーの上側から下側に向かって、タ
イヤレンチ丸棒を挿入します。このとき、タイヤレ
ンチ丸棒が車軸中心を通るように、ステー取付位置
とジャッキアップ高さを微調整します。

重要 :
• A の範囲内にない場合、トレッド変更ができま
せん。
• ディスク R 部が、ハブと強く接触していないこ
とを確認してください。
シャトルレバーはトレッド変更する左右の違いに応
じてセットしてください。
• 左クローラ変更時は前進[F]にセットします。
• 右クローラ変更時は後進[R]にセットします。
12. エンジンを停止し、トレッド変更ステー（上側）を
ディスクの長穴部に取り付けます。
(1) タイヤレンチ丸棒

15. トレッド変更ステーに蝶ボルトをつけ、遊びをつめ
ます。

(1) トレッド変更ステー（上側） (A) 回す

13. トレッド変更ステー（下側）を頭付きピンと蝶ボル
トでフレーム（前面）に取り付けます。

MR800H,MR900H,MR1000H,MR1050H
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ウエイト（オプション）

作業のしかた
16. エンジンを始動し、油圧補助コントロールレバーを
操作してトレッドを変更します。
重要 :
• トレッド変更ステーやフレームが、変形や破損
するおそれがありますので、タイヤレンチ丸棒
を取り付けた状態で車軸を回さないでくださ
い。
• 油圧補助コントロールレバー操作でディスク側
の動きが悪い場合は、ハブ側のスライド面への
グリースを追加塗布してください。

(1) 長穴部

(1) スライド面

17. エンジンを停止し、フレームが左右に動くのを固定
するため、手順 5.で取り外したトレッド調整カラー
を確実に取り付けます。
ボルト締め付けの目安として、手でしっかり締めつ
けてから、1/2 回転まわします。
18. タイヤレンチ丸棒が地面に対して、垂直になってい
るかを確認してください。
垂直でない場合、垂直位置になるように動かしてく
ださい。

(A) 右クローラ変更時：シャトル
レバー前進[F]
(B) 左クローラ変更時：シャトル
レバー後進[R]

重要 :
トレッドを変更するユニットの左右の違いに応じ
て、以下のようにシャトルレバーをセットし、車軸
を回転させてください。
• 左クローラ変更時は、シャトルレバーを後進[R]
にセットします。
• 右クローラ変更時は、シャトルレバーを前進[F]
にセットします。
21. エンジンを停止し、ディスクとハブを固定します。
角根ボルトの挿入が浅いとディスク穴部が損傷しま
す。
22. エンジンを始動し、スプロケットを外した箇所が下
側にくるまで、回したい後車軸の反対側の片ブレー
キを踏みながら、車軸を低速で回転させます。
23. エンジンを停止し、外したスプロケットを取り付け
ます。
24. 周囲の安全を確認して、後輪のジャッキアップを下
ろします。
25. 反対側のクローラも同様に手順 4.〜21.の作業をし
ます。
重要 :
• クローラトレッドは必ず左右同じ位置になるよ
うに調整してください。

(1) タイヤレンチ丸棒

19. トレッド変更ステー（上下共）、タイヤレンチ丸棒を
取り外します。
20. エンジンを始動し、回したい後車軸の反対側の片ブ
レーキを踏みながら、車軸を低速で回転させて、デ
ィスクとハブの取付穴を合わせます。
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26. 連結解除ペダルロックレバーを下げます。
27. 前車軸ケース左右の揺動の固定を解き、前輪タイヤ
左右の車止めを外します。
28. 最後にハブ、ディスク、スプロケット、トレッド調
整カラーのボルトに締め忘れがないことを確認して
ください。

ウエイト（オプション）
警告

• トラクタ後部用作業機を装備したとき、かじ取り車
輪（前輪）にかかる荷重が総重量の 20%以上になる

MR800H,MR900H,MR1000H,MR1050H

ウエイト（オプション）

作業のしかた

ようにバランスウエイトを装備し、使用してくださ
い。
• 装着可能な最大ウエイトを装備してもかじ取り車
輪（前輪）にかかる荷重が総重量の 20%以上を確保
できない作業機は装着しないでください。前部が
軽くなりすぎると、操縦が難しくなり転倒事故のお
それもあります。
• フロントローダを使用するときは、安定性を高める
ためトラクタ後部に作業機や適切なウエイトを装
着してください（詳細は購入先にご相談ください）。

1. 前部ウエイト（オプション）
ウエイトの必要枚数は使用する作業機の取扱説明書や
購入先にご相談ください。
重要 :
• タイヤに過負荷を加えないでください。
• 次表に示した以上にウエイトを追加しないでくだ
さい。
ウエイト取付台

最大ウエイト

板金タイプ

45 kg×12 枚

鋳物タイプ

45 kg×12 枚

(1) 後輪ウエイト

補足 :
• ウエイトの着脱は、オプションキット内の要領書を
参照してください。

(1) 前部ウエイト
(2) フロントウエイト取付台

［AT 仕様、PCAT 仕様］
ウエイト取付台（鋳物タイプ）
ウエイト 45 kg×8 枚が標準装備です。

2. 後輪ウエイト（オプション）
ウエイトの必要枚数は使用する作業機の取扱説明書や
購入先にご相談ください。
重要 :
• タイヤに過負荷を加えないでください。
• 下表に示した以上にウエイトを追加しないでくだ
さい。
最大ウエイト

MR800H,MR900H,MR1000H,MR1050H

50 kg×3 枚/片側タイヤ
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ドア・窓の開閉とロック

安全キャブ装備品の取扱い

安全キャブ装備品の取扱い
ドア・窓の開閉とロック
注意

• リヤウインド後方で作業機を着脱・調整する場合
は、リヤウインドの開閉に注意してください（開放
時頭などを打つおそれがあります）。
• ガラスを破損させるおそれがありますので安全キ
ャブ内には物を載せないでください。
• ガラスの取扱いはていねいに行ってください。

1. ドア
ドアの開閉とロックのしかた
車外から
キーを回すと施錠、解錠されます。ドアアウタハン
ドルを引き、開けます。

(1) ロックノブ
(2) インナハンドル

(A) 解錠
(B) 施錠
(C) 開く

補足 :
• ドアにぶらさがったり、作動範囲以上に無理に押し
開かないでください。

2. リヤウインド

(1) ドアキー
(2) ドアアウタハンドル

(A) 施錠
(B) 解錠

車内から
ロックノブを下げると施錠、上げると解錠されま
す。インナハンドルを引き、開けます。

重要 :
• 作業機によってはリヤウインドの開閉ができない
場合がありますので、開閉するときにはじゅうぶん
確認して行ってください。
• リヤウインドを開放したままで、作業機を上げると
リヤウインドを破損するおそれがありますので、作
業機を上げるときには安全をじゅうぶん確認して
ください。
• リヤウインドを開放したままで、高速走行や悪路走
行をしないでください。
リヤウインドハンドルを時計方向に回し、そのまま押す
と、ダンパの作用で容易に開くことができます。

(1) リヤウインドハンドル
(2) ハンドル
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(A) 開
(B) 閉
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また、リヤウインド半開き機構を使用することでリヤウ
インドを半開きのままにしておくことができます。

(1) フットライト
(1) リヤウインド半開き機構
(2) ハンドル

(A) 上げる
(B) 閉める

3. クォータウインド
重要 :
• クォータウインドを開放したままで、悪路走行をし
ないでください。
止め金具を手前に引き、ガラスと共に外側へ押すと開き
ます。

ルームランプ
必要に応じてスイッチを切替えてください。
重要 :
• ルームランプの点灯によるバッテリ上がり防止の
ため、左ドアは必ず閉めてください。
[OFF]
常時消灯。ドアを開けてもランプは点灯しません。
[●]

左ドアを開けるとランプが点灯し、閉めるとランプ
は消灯します。

[ON]
ドアの開閉に関係なく、ランプが点灯します。

(1) 止め金具

(A) 引く

フットライト
夜間の作業時に足元を確認しながら昇降できるよう、ド
ア開閉と連動して左側昇降ステップを照らすフットラ
イトを装備しています。また、ドアの締め忘れでのフッ
トライトの消し忘れを防止する為、フットライトは 3 分
で自動消灯します。

(1) ルームランプ
(2) スイッチ

(A) [OFF]
(B) [●]
(C) [ON]

夜間照明
夜間、右側のスイッチ・レバー類を照らすライトです。

MR800H,MR900H,MR1000H,MR1050H
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• スイッチの上側を押込むと、ウォッシャ液が噴射し
ます。

(1) 夜間照明

ワイパ
1. フロントワイパ・ウォッシャスイッチ
重要 :
• からぶきはガラスを傷つけることがあります。
必ずウォッシャ液を噴射してからワイパを作動さ
せてください。
• スイッチの下側を 1 段押すとワイパが作動します。
さらに 2 段目を押すと、押している間のみ、ワイパ
が作動したままウォッシャ液が噴射します。
• スイッチの上側を 1 段押すと、間欠ワイパが作動し
ます（少雨時使用）。
さらに 2 段目を押すと、押している間のみワイパが
作動したまま、ウォッシャ液が噴射します。

(1) リヤワイパ・ウォッシャスイッチ

3. 寒冷時のワイパの使用
重要 :
• 寒冷時には、ワイパブレードおよびワイパモータに
過大な負担がかかることがあります。そのため、ワ
イパブレードおよびワイパモータの故障につなが
るおそれがあります。このようなことをなくすた
め、下記のことを必ず守ってください。
• 寒冷時には、ワイパブレードを立ててガラスとの氷
着をさけてください。
• ガラスに雪が積もっているときには、雪を取除いて
からワイパを使用してください。
• ワイパブレードがガラスに氷着して作動しなかっ
たときは、必ずキースイッチを[切]位置にしてブレ
ード部の氷を取除いてから再度起動させてくださ
い。
• 市販の寒冷地用ワイパブレードを使用する際は、標
準装着品と同サイズか、それ以下のサイズのものを
使用してください。

作業灯
警告

(1) フロントワイパ・ウォッシャスイッチ

2. リヤワイパ・ウォッシャスイッチ
重要 :
• からぶきはガラスを傷つけることがあります。
必ずウォッシャ液を噴射してからワイパを作動さ
せてください。

• 作業灯は道路運送車両法の保安基準第 42 条（灯火
の色などの制限）において、走行中に使用しない灯
火とされています。点灯したまま道路走行すると
他の交通車両の妨害となるので道路走行中は点灯
しないでください。
重要 :
• バッテリがあがりますので、ヒータ・作業灯・ヘッ
ドライトなど電装品を使用する場合は、エンジン回
転を 1800 rpm 以上にしてください。

• スイッチの下側を 1 段押すとワイパが作動します。
さらに 2 段目を押すと、押している間のみ、ワイパ
が作動したままウォッシャ液が噴射します。
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2. 作業灯（前）

1. 作業灯スイッチ
作業灯スイッチを押すと作業灯が点灯し、もう一度スイ
ッチを押すと消灯します。作業灯の点灯状態を示す
LED ランプがスイッチの近くに内蔵されています。全
作業灯スイッチで前後の作業灯の点灯・消灯を操作でき
ます。
また、納屋等の暗所で移動しやすくする為、キーオフ後
の一定時間、作業灯とフットライトを点灯するように設
定できます（ディレイオフ機能）。設定時間は 3 種類（1
分、3 分、5 分）あり、ディレイオフ機能スイッチで設
定できます（工場出荷時は OFF 状態）。

(1) 作業灯（前）

3. 作業灯（後）

(1)
(2)
(3)
(4)

作業灯（前）スイッチ
作業灯（後）スイッチ
ディレイオフ機能スイッチ
全作業灯スイッチ

(1) 作業灯（後）

その他のアクセサリ
1. サンバイザ
注意

(1) ディレイオフ機能スイッチ
(2) インジケータ LED

[A]
[B]
[C]
[D]

上 LED 点灯：1 分
下 LED 点灯：3 分
上下 LED 点灯：5 分
上下 LED 消灯：OFF

• サンバイザを適切な位置で使用しないと、前方視界
がさえぎられたり、頭にあたったりするおそれがあ
ります。
• サンバイザと天井の間に物をはさまないでくださ
い。発進・停止時に物が落ちるおそれがあります。
直射日光などでまぶしいときに使用します。
サンバイザは、収納位置より下げて使用してください。

MR800H,MR900H,MR1000H,MR1050H
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(1) サンバイザ

(A) 使用位置
(B) 収納位置

2. ルーフパネル

(1) ルームミラー

オートエアコン
このエアコンは、フロン排出抑制法に定める第一種特定
製品です。
• フロン類をみだりに大気中に放出することは禁じ
られています。
• この製品を廃棄・整備する場合には、フロン類の回
収が必要となります。
• 冷媒の種類および数量
種類

冷媒番号

GWP 値

数量(kg)

HFC

R134a

1430

1.0±0.05

1. 空気の流れ
(1) 天窓
(2) サンシェード

(A) 引く

フロントローダ持上げ時、先端アタッチメント（バケッ
ト、フォークなど）の位置や角度が運転席より目視確認
できます。
サンシェードを開けるときは、レバー部を持ち、後方へ
スライドさせてください。

このエアコンは、マイコン制御により風量調整、吹出口
温度調整を自動的に行います。
エアコンコントロールパネルの風量ダイヤルを[AUTO]
位置にするだけの操作でオールシーズン車内を快適に
保ちます。

3. ルームミラー
ルームミラー全体を動かして、後方視界を確認しながら
調節してください。
ルームミラーの調節は、必ずトラクタを運転する前に行
い、走行中には行わないでください。

(1) 外気フィルタ

(A) 外気導入口

重要 :
• 洗車時は外気導入口に、直接放水しないでくださ
い。
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2. コントロールパネル

(1) コントロールパネル
(2) 内気フィルタ

(A) 内気導入口
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ファンスイッチ
吹出し口切換えスイッチ
温度コントロールつまみ
エアコンスイッチ（インジケータランプ付）
内外気切換えスイッチ（インジケータランプ付）

2.1 内外気切換えスイッチ

(1)
(2)
(3)
(4)

前方吹出口
足元吹出口
側方吹出口
デフロスタ吹出口

(A) 開ける（吹出し角度が調整で
きます）
(B) 閉める（吹出しを止めます）
(C) 方向調整（矢印方向に 360 度
方向を調整できます）

補足 :
• 空気吹出口は図の(A)、(C)で角度・方向を調整でき
ます。運転者に合った向きでご使用ください。
• (1)、(2)は上半身、足元に、(3)は運転席後方に送風
したいときに使用します。
［空気の流れ］（イメージ）

スイッチを押すごとに内気循環と外気導入が切り換わ
ります。
• 外気導入（インジケータランプ消灯）
安全キャブ室内に外気が入ってきます。ほこり
が多い作業やガラスが曇る場合に使用します。
• 内気循環（インジケータランプ点灯）
安全キャブ室内に外気は入りません。早く冷暖
房をきかせたいときや強くきかせたいときに使
用します。
補足 :
• 内気循環での長時間暖房は避けてください。ガラ
スが曇りやすくなります。
• ほこりが多発する作業では、外気導入で使用してく
ださい。外気を採り入れることにより室内の圧力
が上昇し、安全キャブ室内にほこりが入りにくくな
ります。

2.2 温度コントロールつまみ
温度を調節するためのつまみです。
好みの位置にセットして適宜調節します。
設定温度は 1 ℃刻みで調節できます。

2.3 吹出し口切換えスイッチ
デフロスタ吹出し口より吹き出します。フロント
ガラスの曇りおよび凍結を除去するときや、安全キ
ャブの室内温度を調整したいときに使用します。
デフロスタ吹出し口とフロント吹出し口より吹き
出します。

MR800H,MR900H,MR1000H,MR1050H
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オートエアコン

安全キャブ装備品の取扱い
フロント吹出し口より吹き出します。上半身や足
元に送風したいときに使用します。

2.4 ファンスイッチ

4. 温度コントロールつまみを調節し、快適な温度にし
ます。
補足 :
• キャブ内に入り込む日射をリヤサンシェード
（オプション）などで遮ると、冷房効率がアップ
します。

2.7 デフロストの手順
フロントガラスの曇りおよび凍結除去をする方法です。
デフロスタ位置にし
1. 吹出口切換えスイッチを
ます。
2. 内外気切換えスイッチを外気位置にします。
（イン
ジケータランプ消灯）
3. ファンスイッチを右端、温度コントロールつまみを
右端にします。
(A) 風量切換

[AUTO]位置：
オートエアコンが作動します。
風量切換位置：
風量を 5 段階に調節できます。
右端は最も風量の多い位置です。
補足 :
• [AUTO]位置で暖房の際、エンジンが冷えていると
きは冷風が出るのを防ぐため、しばらくの間ファン
が作動しないことがあります。

2.5 エアコンスイッチ
エアコンを使うときは、このスイッチを押して[入]
にします。[入]のとき、インジケータランプが点灯
します。
重要 :
• トラクタを 1 週間以上、長期放置後にエアコンを使
うときは、エンジン回転をアイドリングにして
エアコンスイッチを[入]にし、1 分間運転してくだ
さい｡
エンジン回転が高いままで、
エアコンスイッチ
を[入]にするとコンプレッサが故障するおそれがあ
ります。

2.6 暖房・冷房・除湿暖房の調節
1. 内外気切換えスイッチを押してインジケータランプ
を消灯させ外気導入にします。早く冷暖房したいと
きは内気循環にします。
2. エアコンスイッチを押し ON（入）にします。
（イン
ジケータランプ点灯）
3. ファンスイッチを[AUTO]位置にします。
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3. ヒータ使用上の注意
警告

• ウォータホースおよびヒータユニットに直接ふれ
ないようにしてください。ヤケドなどの傷害事故
につながります。
• 異常を認めたとき、修理をおこたるとヤケドなどの
傷害事故やエンジンの焼付などの重大な故障につ
ながります。
• 冬期は外気温に適した濃度の不凍液を使用してく
ださい。
また、有効期限の切れた不凍液を使用しないでくだ
さい。
• 冬期において不凍液を使用しない場合は、運転終了
時トラクタ本体から冷却水を排水してください。
（詳細は冷却水の交換（239 ページ）を参照）
• ウォータホースは 4 シーズンごとに交換を受けて
ください。
日常点検
次のような異常を認めたときは速やかに修理を受けて
ください。
（ヤケドなどの傷害事故やエンジンの焼付などの重大な
故障につながります。）
• ウォータホースの傷付き、ひびわれ、ふくらみ
• ウォータホースジョイント部の水漏れ
• ウォータホースの保護ブッシュおよびグロメット
の外れ、破損
• 本体取付けボルトの緩み、ブラケットの破損

オーディオ機器の取扱いについて
別冊の『取扱説明書』をよくお読みのうえ、正しくお使
いください。
また、パイオニア（株）のホームページから取扱説明書
を PDF ファイルでダウンロードしてご覧いただけま
す。
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オーディオ機器の取扱いについて

警告

• 安全のため、運転中はオーディオ操作をしないでく
ださい。
• 安全のため、運転中は車外の音が聞こえる音量にし
てください。
重要 :
• オーディオ機器を本機から取外したり、分解・改造
したりすると保証の対象外となりますのでご注意
ください。

安全キャブ装備品の取扱い
• ステアリングリモコンの設定
など
その他、ご不明点がありましたら、本機をお買上げいた
だいた購入先もしくは、メーカー窓口へご相談くださ
い。

アンテナ
重要 :
• アンテナは角度調節ができませんので動かさない
でください。

補足 :
• オーディオ機器の付属品については、別冊の『取扱
説明書』に記載している内容とは異なる場合があり
ます。

1. お問合せについて
• オーディオ機器の修理故障に関しては、本機をお買
上げいただいた購入先にご相談ください。
• また、オーディオ機器の取扱いに関するお問合せ
は、メーカー窓口でもご相談いただけます。
パイオニア（株）カスタマーサポートセンター
固定電話から

0120-944-111（無料）

携帯電話・PHS から

0570-037-600（ナビダイヤル・有料）
上記の電話番号がご利用いただけない
場合
050-3820-7540（IP 電話・有料）

ファックス

0570-037-602（ナビダイヤル・有料）

受付時間 *1
月曜〜金曜

9：30〜18：00

土曜

9：30〜12：00、13：00〜17：00

*1

(1) アンテナ

作業機の装着
1. 作業機用操作ボックスの取付け
1. ゴムキャップまたはコーナープラグに穴を開け、作
業機用操作コードなどを安全キャブ室内に導入して
ください。

日曜・祝日・パイオニア（株）休業日は除く

2. オーディオ機器の電源が入らない時
の対応
本機のヒューズボックスの中に、オーディオ(ACC)用ヒ
ューズがあります。このヒューズが切れていないか確
認してください。切れている場合はヒューズを交換し
てください。
本機のヒューズは切れていないが、オーディオ機器の電
源が入らない場合、本機をお買上げいただいた購入先に
ご相談ください。

(1) ゴムキャップ
(2) コーナープラグ

3. 本機で利用できない機能について
本機の仕様上、別冊の『取扱説明書』に記載している機
能の一部にはご利用頂けない機能がありますので、あら
かじめご了承ください。
（ご利用頂けない機能例）
• 前後スピーカーの音量バランス調整
MR800H,MR900H,MR1000H,MR1050H
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廃棄物の処理について

トラクタの点検・整備のしかた

トラクタの点検・整備のしかた
警告

給油および点検整備するときは
1. トラクタを平たんな広い場所に置き
2. 作業機を降ろし
3. 駐車ブレーキをかけ
4. エンジンを止め
5. キーを抜き、安全を確認してから行ってください。
そうしないと死傷事故を引き起すおそれがあります。

重要 :
• 安全キャブのガラス部、ルーフ部の洗車の際には、
圧力水をかけないでください。（圧力を下げるか水
流を広げてください。）
安全キャブ室内の水もれ、電気部品の故障の原因に
なります。

廃棄物の処理について
警告

廃棄物をみだりに捨てたり、焼却すると、環境汚染につ
ながり、法令により処罰されることがあります。
廃棄物を処理するときは
• 機械から廃液を抜く場合は、容器に受けてくださ
い。
• 地面へのたれ流しや河川、湖沼、海洋への投棄はし
ないでください。
• 廃油、燃料、冷却水（不凍液）、冷媒、溶剤、フィ
ルタ、バッテリ、ゴム類、その他の有害物を廃棄、
または焼却するときは、購入先、または産業廃棄物
処理業者などに相談して、所定の規則に従って処理
してください。

洗車時の注意
注意

機械を損傷させないように洗浄ノズルを拡散にし、2 m
以上離して洗車してください。もし、直射にしたり、不
適切に近距離から洗車すると、
1. 電気配線部被覆の損傷・断線により、火災を引き起
こすおそれがあります。
2. 油圧ホースの破損により、高圧の油が噴出して傷害
を負うおそれがあります。
3. 機械の破損・損傷・故障の原因になります。
例）
• シール・ラベルの剥がれ
• 電子部品、エンジン・トランスミッション室内、
安全キャブ室内などへの浸入による故障
• タイヤ、オイルシール等のゴム類、樹脂類、ガ
ラスなどの破損
• 塗装、メッキ面の皮膜剥がれ
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(A) 高圧洗車禁止

補足 :
• 市販のワックスを樹脂部品に使用すると樹脂の変
形、割れ、曇りが発生する場合があります。特に電
子メータなどの透明樹脂部にはワックスを使用し
ないでください。
• 高圧洗車機の取扱説明書・ラベルに従って、正しく
使用してください。
高圧洗車機の使用方法を誤ると人を怪我させたり、
機械を破損・損傷・故障させることがあります。
直射洗車厳禁
直射

拡散

MR800H,MR900H,MR1000H,MR1050H

トラクタの点検・整備のしかた
近距離洗車厳禁

2 m 未満

MR800H,MR900H,MR1000H,MR1050H

2 m 以上
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定期点検箇所一覧表

トラクタの点検・整備のしかた

定期点検箇所一覧表
次の定期点検箇所に従って、定期点検を実施しましょう。
アワーメータ表示時間

項目

No.

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700

それ以降

参照ページ

1 エンジンオイル

交換

◎

○

400 時間ごと

233

2 エンジンオイルフィルタ

交換

◎

○

400 時間ごと

234

3 エンジンの始動確認

点検

○

○

○

○

○

○

○ 100 時間ごと

227

4 エンジンの排気の状態

点検

○

○

○

○

○

○

○ 100 時間ごと

227

点検

○

○

○

○

○

○

○ 100 時間ごと

227

○

600 時間ごと

235

○

200 時間ごと

229

5

エキゾーストパイプおよびマ
フラの状態

6 ミッションオイル

交換

○

7 油圧オイルフィルタ

交換

○

8 前部デフケースオイル

交換

○

○

600 時間ごと

235

9 前輪ケースオイル（左右）

交換

○

○

600 時間ごと

236

○

○

10 エンジン始動システム

点検

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○ 50 時間ごと

222

11 タイヤ取付けボルト

点検

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○ 50 時間ごと

222

12 クラッチハウジング

水抜き

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○ 50 時間ごと

222

－

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○ 50 時間ごと

220

点検

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○ 50 時間ごと

223

2 年ごと

240

○ 50 時間ごと

240

2 年ごと

240

13 グリースの注入
14 パワーステアリングホース

交換
点検

15 燃料ホース

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

交換

16 バッテリ電解液
エアクリーナエレ アウター
17
メント
インナー

点検

○

○

○

○

○

○

○ 100 時間ごと

224

清掃

○

○

○

○

○

○

○ 100 時間ごと

225

交換
交換

1 年ごと

238

○

○

○

○

○ 100 時間ごと

225

○

○

○

○

○

○

○ 100 時間ごと

226

○

○

○

○

○

○

○ 100 時間ごと

226

○

○

200 時間ごと

231

○

○

200 時間ごと

227

2 年ごと

240

19 クラッチペダル

調整

20 ブレーキペダル

点検

21 トーイン、タイロッド

点検

○

点検

○

23 燃料タンク
24 オイルクーラホース
25 吸気ホース
26 燃料フィルタ

238

○

調整
◎

1 年または 6 回清掃
後
○

18 ファンベルト

22 ラジエータホース

○

交換
水抜き

○

○

○

200 時間ごと

231

点検

○

○

○

200 時間ごと

229

2 年ごと

240

○

○

○

200 時間ごと

228

交換
点検
交換
交換

○

27 セパレータ

清掃

○

28 前部デフケース前後遊び

調整

○

2 年ごと

240

400 時間ごと

234

400 時間ごと

234

600 時間ごと

236

29 エンジンバルブクリアランス

点検

800 時間ごと

236

30 インジェクタ

点検

1500 時間ごと

236

31

尿素水（AdBlue®）インジェ
クタ

清掃

1500 時間ごと

236

点検

3000 時間ごと

238

32 尿素水（AdBlue®）ホース

点検

1500 時間ごと

236

33 PCV バルブ

点検

1500 時間ごと

237
（次へ続く）
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トラクタの点検・整備のしかた
アワーメータ表示時間

項目

No.

それ以降

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700

参照ページ

34 EGR クーラー

点検
清掃

1500 時間ごと

237

35 サプライポンプ

点検

3000 時間ごと

237

36 ターボチャージャ

点検

3000 時間ごと

237

37 インテークエアヒータ

点検

3000 時間ごと

237

38 EGR システム

点検
清掃

3000 時間ごと

237

39 DPF マフラ

清掃

3000 時間ごと

237

尿素水（AdBlue®）ポンプエ
40
レメント

交換

3000 時間ごと

238

尿素水（AdBlue®）タンクエ
レメント

交換

9000 時間ごと

238

42 キャブマウントゴム

点検

1 年ごと

239

43 エキゾーストマニフォールド

点検

1 年ごと

239

44 DPF 差圧センサパイプ

点検

1 年ごと

240

45 EGR パイプ

点検

1 年ごと

239

46 ラジエータ

洗浄

2 年ごと

240

47 冷却水

交換

2 年ごと

239

48 メインシリンダホース

交換

2 年ごと

240

モンローシリンダホース［MA
交換
仕様］

2 年ごと

240

41

49

50 デフロックホース

交換

2 年ごと

240

51 PCV バルブホース

交換

2 年ごと

240

52 DPF 差圧センサホース

交換

2 年ごと

240

53 ブーストセンサホース

交換

2 年ごと

240

補充

補給時ごと

218

必要に応じて

243

54

尿素水（AdBlue®）

55 燃料系統の空気抜き

－

56 ヒューズ類

交換

必要に応じて

244、246

57 ランプ類

交換

必要に応じて

247、247

重要 :
• ◎はならし運転の 50 時間後に必ず行ってください。
• バッテリ電解液は年間使用時間が 100 時間以内の場合、1 年ごとに点検を行ってください。
専門的な技術や特殊な工具を必要とするときは、購入先にご相談ください。

•

［安全キャブ仕様］
No.

•

時期
項目

アワーメータ表示時間
50

100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700

それ以降

参照ページ

1

内気（室内エア）フィ
清掃
ルタ

○

○

○

200 時間ごと

231

2

外気フィルタ

○

○

○

200 時間ごと

232

清掃

3

エアコンコンデンサ

清掃

○

○

○

200 時間ごと

232

4

エアコンベルト

調整

○

○

○

200 時間ごと

233

5

エアコンの簡易点検

点検

3 ヶ月ごと

238

6

エアコン配管、ホース 点検

1 年ごと

239

7

ウォッシャ液

必要に応じて

248

補充

専門的な技術や特殊な工具を必要とするときは、購入先にご相談ください。

MR800H,MR900H,MR1000H,MR1050H
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トラクタの点検・整備のしかた
［パワクロ仕様］
No.

時期
項目

50

1

グリースの注入

－

2

転輪・遊輪のオイル交
換とオイルシール点検

－

•
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アワーメータ表示時間
○

100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700
○

○

○
○

○

○

○

○
○

○

○

○

○
○

○

○

それ以降

参照ページ

50 時間ごと
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200 時間ごと
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給油（水）一覧表
1. トラクタの給油（水）
No.

給油（水）項目

容量

1

燃料

120 L

2

尿素水（AdBlue®）

12.9 L

冷却水

10 L

リザーブタンク

1.0 L

清水（不凍液を入れた場合は、その量だけ少なく清水を入れて
ください。）

4

ウォッシャ液

2.0 L

自動車用ウォッシャ液

5

エンジンオイル（フィルタ含む）

10.7 L

6

ミッションオイル（油圧オイル）

60 L

7

ミッションオイル（HST 部）

7L

8

前輪デフケース

5L
(6 L *1)

9

前輪ケース左・右

各 3.5

10

転輪

0.10 L *2

11

遊輪

0.13 L *2

12

各操作レバー・ペダル支点

注油

13

3 点リンク

注入・塗布

14

バッテリターミナル

塗布

15

油圧シリンダ
ステアリングジョイント軸
前輪ケースサポート
前車軸受

注入

3

16

• ［パワクロ仕様］
クローラサポート
転輪揺動部
ヨーク摺動部
• ［PCAT 仕様］
AT シリンダピン部

備考
超低硫黄ディーゼル軽油 (S10)

クボタ純オイル
（詳細は推奨オイル・尿素水・グリース一覧表（210 ページ）参
照）

クボタ純オイル スーパー UDT-2

極圧（万能）グリース

注入（左右各 1）

補足 :
• グリースポンプは手動のハンドガン式のものを使用してください。
*1

W 仕様を示します。

*2

パワクロ仕様を示します。
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推奨オイル・尿素水・グリース一覧表
必ず下記の推奨品を使ってください。
エンジンオイル・ミッションオイル
エンジンオイル

ミッションオイル・前車軸オイル

クボタ純オイル
（DPF 搭載機専用ディーゼルエンジンオイル）
D10W-30 DH-2

クボタ純オイル
スーパー UDT-2

エンジンオイルについて
DPF 搭載のディーゼルエンジンには、クボタ純正ディーゼルエンジンオイル D10W-30 DH-2 を必ず使用してくださ
い。他のオイルを使用するとオイルに含まれる金属系添加剤の燃え残り（灰分）が DPF に堆積してフィルタの詰まり
が助長され、DPF が機能しなくなるまでの時間が極端に早まります。
尿素水（AdBlue®）
ISO 22241-1 規格に適合した尿素水（AdBlue®）を使用してください。
補足 :
• AdBlue はドイツ自動車工業会（VDA）の登録商標です。
グリース

極圧（万能）グリース

クボタ純グリース No.2
入手できない場合は下記メーカ製品または JCMAS GK 規格品をご使用ください。
• JX 日鉱日石エネルギー：エピノックグリース AP2、リゾニックス EP2
• コスモ石油ルブリカンツ：ダイナマックス No.2
• 出光興産：ダフニーエポネックス SR2

ホーン接点用グリース

協同油脂マルテンプ PS2
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2. サイドカバーの取り外し
1. 図で示すボルトを外してください。

警告

• エンジン回転中は絶対にボンネットを開けないで
ください。
• マフラが熱いときはさわらないでください。ヤケ
ドすることがあります。

1. ボンネットの開閉
1.1 ボンネットの開け方
1. 片手でボンネットを軽く押えながら、ロック解除レ
バーを引きロックを解除します。
2. 両手でボンネットを持ち上げます。

(1) 解除レバー
(2) ボンネット

(1) サイドカバー
(2) ボルト

(A) 引く

1.2 ボンネットの閉め方
1. ストラップを引き、ボンネットを閉めます。
2. 両手でボンネットを上から押え、ロックします。
3. ボンネットを持ち上げロックされているか確認しま
す。

(1) サイドカバー
(2) ボルト

日常点検
警告

• 火気厳禁
• 点検をするときは、必ず作業機を降ろしエンジンを
停止してから行ってください。
• 燃料・オイルがこぼれた場合は、きれいにふき取っ
てください。
• トラクタは常に清掃しておいてください。バッテ
リ、配線、マフラやエンジン周辺部にごみや燃料の
付着などがあると、火災の原因になります。
• 運転中および停止直後は、ラジエータの圧力キャッ
プを絶対に開けないでください。熱湯が噴出して
ヤケドをすることがあります。
• エンジン周囲のカバー類を開けて点検・整備すると
きは、内部がじゅうぶんに冷え、ヤケドのおそれが
ないことを確認してから行ってください。

(1) ストラップ
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1. 前日の異常箇所の点検
• 前日の作業中に異常を感じたところがあれば、使用
前に支障がないか点検してください。

2. トラクタの周囲の点検
トラクタの周りを歩いて、異常がないか点検します。
• ボルトやナットのゆるみおよび作業機取付けピン
の脱落がないか、点検してください。
• 車体各部の変形や損傷がないか、点検してくださ
い。
• 油や水もれなどの異常がないか、点検してくださ
い。

3. エンジンオイル量の点検および補給

増えることもありますが、これは故障ではあり
ません。

4. ミッションオイル量の点検および補
給
警告

• 点検をするときは、必ずエンジンを止めてから行っ
てください。
1. オイルゲージを抜いて先端をきれいにふき、差込ん
でから再び抜き下限と上限の間にオイルがあるかを
調べます。作業機（ロータリ）付の場合は、作業機
（ロータリ）を下げて確認してください。
2. 下限以下の場合は補給してください。ただし、上限
以上には入れないでください。

警告

• 点検をするときは、必ずエンジンを止めてから行っ
てください。
重要 :
• 点検するときは、トラクタを水平な場所に置いてく
ださい。傾いていると正確な量が示されません。
• オイル量はエンジン始動前か、エンジンを止めてか
ら約 5 分以上たってから点検してください。そう
でないと、オイルがまだエンジン各部に残っており
正確なオイル量は測れません。
1. オイルゲージを抜いて先端をきれいにふき、差込ん
でから再び抜き下限と上限の間にオイルがあるかを
調べます。
2. 下限以下の場合は補給してください。ただし、上限
以上には入れないでください。
エンジンオイルの入れすぎは出力不足につながりま
す。

(1) 給油口
(2) オイルゲージ

(A) 上限
(B) 下限

5. 冷却水量の点検および補給
警告

• ラジエータキャップは、エンジン運転中および停止
直後に開けると、熱湯が噴出しヤケドをすることが
あります。停止後 30 分以上たって、冷えてから最
初のストップ位置までキャップをゆっくり回し、余
圧を抜いてからキャップを外してください。
補足 :
• ラジエータ本体のキャップは、冷却水点検および交
換するとき以外開けないでください。

(1) 給油口
(2) オイルゲージ

(A) 上限
(B) 下限

補足 :
• DPF の再生に用いる微量燃料の一部がエンジン
オイルに混ざり、エンジンオイルが注入時より
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ラジエータには、リザーブタンクが付いており、ラジエ
ータ内の冷却水が少なくなると、リザーブタンクから自
動的に補給される構造になっています。
1. 冷却水の量はリザーブタンク内の量を点検してくだ
さい。
[FULL]から[LOW]の範囲であれば正常です。
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2. 冷却水が[LOW]以下の場合は、[FULL]のレベルまで
補給してください。
重要 :
• [FULL]以上は入れないでください。
3. リザーブタンクの量が[LOW]以下の場合は、ラジエ
ータキャップを外してラジエータの口元まで冷却水
が入っているか確認し、少ない場合は口元まで補給
してください。

(1) ウォータセパレータ警告灯

2. このような場合、燃料コックを閉め、エアプラグと
ドレーンプラグを数回転させて緩めてください。
3. 水を排出してください。水の排出が終わり、燃料が
流出し始めたとき、エアプラグとドレーンプラグを
締め付けてください。
4. 水の排出後は必ず空気抜きをしてください。
燃料の空気抜きのしかた（243 ページ）の項を参照。
(1) ラジエータキャップ

(1) リザーブタンク

(A) 上限 [FULL]
(B) 下限 [LOW]

6. セパレータの水の排出
1. セパレータにたまった水が規定ラインを超えたと
き、電子メータのウォータセパレータ警告灯が点灯
し、ブザーが鳴ります。

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

赤色フロート
燃料コック
エアプラグ
カップ
ドレーンプラグ

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

開
閉
燃料
規定ライン
水

補足 :
• 赤色のフロートが上昇し規定ラインに達したと
きは、上記の手順 2 からの操作を行ってセパレ
ータの水を排出してください。
重要 :
• 水が燃料ポンプに入ると、重大な故障が発生す
るおそれがあります。

7. バキュエータバルブの清掃
1. バキュエータバルブを開き、ごみを取除いてくださ
い。
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2. 水分があるときは、エアクリーナを掃除してくださ
い。

9. タイヤの空気圧および摩耗、傷の点検
警告

• タイヤの空気圧は、取扱説明書に記載している規定
圧力を必ず守ってください。空気の入れ過ぎは、タ
イヤ破裂のおそれがあり死傷事故を引き起こす原
因になります。
• タイヤに傷があり、その傷がコード（糸）に達して
いる場合は、使用しないでください。タイヤ破裂の
おそれがあります。
• タイヤ、チューブ、リムなどの交換、修理は、必ず
購入先にご相談ください（特別教育を受けた人が行
うように、法で決められています）。
(1) バキュエータバルブ

8. ワイヤハーネス、バッテリ（＋）コー
ドの点検・交換

標準空気圧
• バイアスタイヤ（ブリヂストン製）
前輪

kPa
(kgf/cm2)

12.4-38
9.5-24

220 [240]
(2.2 [2.4])

13.9-36

警告

• 配線の端子や接続部のゆるみおよび配線の損傷は、
電気部品の性能を損なうだけでなく、ショート（短
絡）・漏電の原因となり、火災事故になるおそれが
あり大変危険です。傷んだ配線は、早めに交換・修
理してください。
ヒューズを交換してもすぐ切れてしまう場合は、針
金などで代用せず、購入先に点検・整備を依頼して
ください。
• また、本機の配線は、防水性などじゅうぶん考慮し
て配線してありますのでむやみに修理して使用せ
ず、購入先に点検・整備を依頼してください。
• バッテリおよび電気配線の周辺部は、マフラやエン
ジン周辺部と同様、ワラくず・ごみ・燃料の付着が
あると火災の原因になるので、毎日作業前に清掃し
てください。
補足 :
• 点検時、3 点リンクに装着している作業機は取外し
てください。
• 配線の損傷がないか、点検してください。
配線被覆が破れているときは、購入先に点検・整備
を依頼してください。
• 配線のクランプのゆるみがないか、点検してくださ
い。
配線がクランプより外れているときは、所定のクラ
ンプに配線をセットしてください。
• ターミナル（端子）、カプラ（ソケット）の接続部
のゆるみがないか、点検してください。
• 各スイッチ、メータが確実に作動するか、点検して
ください。
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11.2-24

120
(1.2)

16.9-30

120
(1.2)

13.6-38H
16.9-34

320/60-26

80
(0.8)
[ローダ不可]

360/70R20

160 [240]
(1.6 [2.4])

140
(1.4)

16.9-30

13.6-38

180 [200]
(1.8 [2.0])

kPa
(kgf/cm2)

後輪

140
(1.4)
120
(1.24)

－

－

補足 :
– [ ]内はローダ装着時の値です。
– H はハイラグタイヤを示します。

• ラジアルタイヤ（ファイヤストーン製）
前輪
250/85R24

kPa
(kgf/cm2)
160 [160]
(1.6 [1.6])

後輪
340/85R36

kPa
(kgf/cm2)
160 [160]
(1.6 [1.6])

補足 :
– [ ]内はローダ装着時の値です。

• ラジアルタイヤ（ミシュラン製）
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kPa
(kgf/cm2)

前輪

後輪

kPa
(kgf/cm2)

12.4R38

9.5R24

16.9R30
160 [160]
(1.6 [1.6])

13.6R38

11.2R24

160 [160]
(1.6 [1.6])

420/85R34
270/95R38

補足 :
– [ ]内はローダ装着時の値です。

1. 前輪・後輪の空気圧が適正であるかを調べます。
外観から判断する目安はつぎのとおりです。

(1) 空気が不足
(2) 標準
(3) 空気が多い

4. ラジエータ用防虫網を清掃します。
（詳細はエンジン前周りの清掃（216 ページ）を参
照）
5. エアコンコンデンサ用防虫網とオイルクーラを清掃
します。
（詳細はエンジン前周りの清掃（216 ページ）を参
照）

10.1 パネルの開閉
1. サイドカバーを外します。
2. パネル前部を外方向へ引き開きます。
3. 閉める時は内側へロックされるまで押してくださ
い。
4. サイドカバーを取り付けます。

(A) 接地面

10. ラジエータ用防虫網とエアコンコ
ンデンサ用防虫網およびオイルクーラ
の清掃
水田や夜間作業に使用すると、防虫網に実や昆虫が付着
し詰まることがあります。目詰まりがないよう点検、清
掃してください。

(1) パネル

10.2 パネルの着脱
1. ピンが抜けるまでパネルを引き上げ、カバーを外し
ます。
2. 組付けは逆手順で行ってください。

警告

• エンジンを必ず停止して清掃してください。
• エアコン使用時コンデンサやレシーバは熱くなり
ます。じゅうぶん冷えてから点検・清掃を行ってく
ださい。
重要 :
• 高圧洗車機を使用する場合には、ラジエータ・オイ
ルクーラのフィンを損傷させないように、注意して
ください。
1. パネルを開きます。
（詳細はパネルの開閉（215 ページ）を参照）
2. パネルを取外します。
（詳細はパネルの着脱（215 ページ）を参照）
3. エアコンコンデンサを引出します。
（詳細はエアコンコンデンサの引出し（215 ページ）
を参照）
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(1) パネル
(2) ピン
(3) 穴

10.3 エアコンコンデンサの引出し
1. 蝶ナットをゆるめます。
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2. ハンドルを持ち手前に引きます。

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

コンデンサ
レシーバ
ハンドル
蝶ナット
エアコンホース

(A) 引く

10.4 エンジン前周りの清掃
重要 :
• 高圧洗車機を使用する場合は、ラジエータやオイル
クーラのフィンを損傷させないように注意してく
ださい。

(1) 防虫網（コンデンサ用）
(2) エアコンコンデンサ

11. DPF と SCR の点検
警告

• 点検・清掃を行うときは、必ずエンジンを停止して
じゅうぶん冷えてから行ってください。
1. DPF マフラと SCR マフラの周辺に可燃物が堆積し
ていないか点検してください。
可燃物が堆積すると火災のおそれがあります。

1. 防虫網を取外して、エアブローで清掃してください。
2. 防虫網にごみが詰まっている場合は、水道水などで
取除いてください。

(1) DPF マフラ
(2) SCR マフラ

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

防虫網（ラジエータ用）
燃料クーラ
インタークーラ
オイルクーラ
バッテリまわり

12. ブレーキペダルの遊びの点検
警告

• ブレーキの調整が悪いと、人身事故にもつながりま
す。常に作動状態に注意してください。
1. ペダルを踏んで遊び量が 30〜45 mm かどうか、ま
た左右ブレーキの踏込み量の差が 5 mm 以内かどう
かを調べます。
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2. ブレーキのきき、片ぎきを調べます。
調整のしかたはブレーキペダルの点検・調整（226
ページ）の項を参照。

(1) ブレーキペダル

(A) 遊び
(B) この位置での左右差 5 mm
以内（踏込み量）

13. 駐車ブレーキの作動点検
1. 連結解除ペダルを踏み込まないで、ブレーキペダル
を踏み込み、駐車ブレーキレバーを引いたまま足を
はなします。
このとき、キースイッチが[入]位置では、電子メー
タの駐車ブレーキ警告灯が点灯します。
駐車ブレーキが掛かります。

(1) ブレーキペダル
(2) 駐車ブレーキレバー
(3) 駐車ブレーキ警告灯

(A) 踏込む
(B) 引く

2. 駐車ブレーキを解除するときは、ブレーキペダルを
踏み込みます。
駐車ブレーキが解除されます。
補足 :
• ブレーキ解除時、電子メータの駐車ブレーキ警告灯
が消灯することを確認してください。

14. メータ・ランプ類の作動点検
1. 下記メータおよびランプ類が正しく作動するか点検
してください。
MR800H,MR900H,MR1000H,MR1050H
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日常点検

トラクタの点検・整備のしかた
種類

超低硫黄ディーゼル軽油(S10)の流動点

特1号

＋ 5 ℃以下

1号

－2.5 ℃以下

2号

－7.5 ℃以下

3号

－20 ℃以下

特3号

－30 ℃以下

流動点付近以下の温度になると燃料の流動性が悪くな
り、始動が困難になります。

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)

燃料計
水温計
エンジン回転計
ホーン
イージーチェッカ
ヘッドライト
ウインカ/ハザード（前・後）
バックランプ
尾灯、ブレーキランプ
車幅灯
作業灯（前・後）
ワイパ
ウォッシャ

15. 燃料の補給時の注意点
警告

(1) 燃料給油口
(2) こし網

燃料の盗難やいたずら防止のため、本機はキー付燃料タ
ンクキャップを採用しています。

• 燃料を補給するときは、エンジンを必ず停止してく
ださい。
• 火気厳禁。
重要 :
• コモンレール仕様エンジンの燃料噴射部品は超精
密仕上げになっています。これらの部品の作動不
良を防ぐため、ドラム缶やホームタンクなどから燃
料を補給される場合、水や砂など異物が混入しない
ようじゅうぶん注意してください。
また補給時は、こし網を外さないでください。
• 燃料キャップの空気穴が土やごみでふさがれてい
ないか点検してください。
• 補給後は、燃料キャップが締まっているか確認して
ください。
燃料には、超低硫黄ディーゼル軽油(S10)を使用してく
ださい。
ディーゼル軽油には次表の種類があります。地域・季節
に見合ったものを使用してください。
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(1) 燃料タンクキャップ
(2) キー

16. 尿素水（AdBlue®）の点検と補給
重要 :
• ISO 22241-1 規格に適合した尿素水（AdBlue®）を
使用してください。
• タンクに燃料やオイル等を混入させないでくださ
い。
• タンクは空にならないよう常にゲージで残量を確
認してください。
• 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金属部が損傷します。

MR800H,MR900H,MR1000H,MR1050H

日常点検［パワクロ仕様］

トラクタの点検・整備のしかた

1. 電子メータのレベルゲージで残量を確認し、少ない
時は尿素水（AdBlue®）を補給してください。
重要 :
• 残量が少なくなった時や粗悪品を補給した場
合、電子メータに警告表示されます。もし、警
告を無視して作業を続けるとエンジン出力が制
限されます。
（詳細は SCR の警告情報一覧と対応（57 ペー
ジ）参照）
補足 :
• 尿素水（AdBlue®）タンクのキャップは青色で
す。 燃料用タンクと間違えないでください。

(1) ドレーンプラグ

日常点検［パワクロ仕様］
メンテナンスを行うことで、パワクロ機の寿命アップと
当用機のトラブルを未然に防ぐことができます。
日常点検箇所一覧［パワクロ仕様］（219 ページ）に従
ってメンテナンスを実施してください。
交換要領の詳細についてや、不具合があれば、購入先に
ご連絡ください。
また、パワクロ機を安心してご使用いただくため、1 年
に 1 度の入庫定期点検をおすすめします。
(1) 尿素水（AdBlue®）タンク
(2) タンクキャップ（青色）

1. 日常点検箇所一覧［パワクロ仕様］
次表に従ってメンテナンスを実施してください。
点検箇所

点検内容
•

ゴムクローラ

転輪
遊輪
スプロケット
転輪
遊輪
(1) 尿素水（AdBlue®）ゲージ
(2) 尿素水（AdBlue®）インジケータ
(3) 尿素水（AdBlue®）システム異常警告灯

MR800H,MR900H,MR1000H,MR1050H

各部のボルト・ナット
揺動部
ヨーク摺動部

•
•
•

クローラの張りは適正ですか。
ゴムクローラの張り調整（241 ペー
ジ）の項を参照。
クローラに大きな損傷はありませ
んか。
草の巻付き、石のかみこみ、泥の付
着はありませんか。
極端な摩耗、偏摩耗はしていません
か。

•

オイルもれはありませんか。オイ
ルもれがある場合は、購入先にて点
検を受けてください。

•

緩みはありませんか。

•

グリースアップを適宜行ってくだ
さい。使用条件により異なります
が、目安は 50 時間ごとです。
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50 時間ごとの点検・整備

トラクタの点検・整備のしかた

(1)
(2)
(3)
(4)

スプロケット
ゴムクローラ
遊輪
転輪

(1) トップリンクブラケット

50 時間ごとの点検・整備
1. グリースの注入
グリースは、クボタ推奨グリースを使用してください。
グリースポンプは手動のハンドガン式のものを使用し
てください。高圧のエアーポンプ式のものは使用しな
いでください。
代かき作業などで泥水の中に入ったときは、1 日の作業
が終ったあと必ずグリースアップをしておきましょう。
1. 図で示された箇所にグリースを注入します。

(1) 油圧アーム軸

(1) トップリンク
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50 時間ごとの点検・整備

(1) 油圧シリンダ

トラクタの点検・整備のしかた

(1) バッテリターミナル

AT 仕様

(1) ステアリングジョイント軸
(1) 油圧シリンダ（左・右）

MA 仕様以外

(1) 前輪ケースサポート（左・右）
(1) リフトロッド

MR800H,MR900H,MR1000H,MR1050H
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トラクタの点検・整備のしかた

(1) 前車軸受（前）

(1) あんしん PTO スイッチ
(2) シャトルレバー
(3) クラッチペダル

3. タイヤ取付けボルトの点検
警告

• タイヤ取付けボルトやナットがゆるんだ状態でト
ラクタを運転しないでください。ゆるんだまま走
行すると、傷害事故を引き起こすおそれがありま
す。

(1) 前車軸受（後）

1. 図で示された箇所のタイヤ取付けボルトやナットが
ゆるんでいないか点検してください。

2. エンジン始動システムの点検
警告

• 点検中、トラクタに人を近づけないようにしてくだ
さい。
• 装置に異常があれば必ず整備をした後、ご使用くだ
さい。
1. 運転席に座り、シャトルレバーを中立（[N]）、あん
しん PTO スイッチを[切]にします。
2. 駐車ブレーキを掛け、エンジンを停止します。
3. アクセルレバーを最低速位置にします。
4. クラッチペダルをいっぱい踏み込み、キースイッチ
を瞬時[始動]位置に回します。
このとき、エンジンが回れば正常です。
5. キースイッチを[切]位置にしてエンジンを停止しま
す。
6. シャトルレバーを前進（[F]）または後進（[R]）ま
たはあんしん PTO スイッチを[入]にし、キースイッ
チを瞬時に[始動]位置に回します。
このとき、エンジンが回らなければ正常です。
もし、不良の場合は、購入先へご相談ください。
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(1) ボルト、ナット

締付けトルク
前輪

後輪

234〜274 N⋅m
（23.9〜28.0 kgf⋅m）

309〜362 N⋅m
（31.5〜36.9 kgf⋅m）

4. クラッチハウジングの水抜き
代かき作業・洗車・雨降りなどで、クラッチハウジング
に多量の水がかかった場合、または 50 時間使用ごとに
クラッチハウジングの水抜きをします。

MR800H,MR900H,MR1000H,MR1050H

50 時間ごとの点検・整備
1. クラッチハウジング底のドレーンプラグを外して、
水の浸入がないことを確認してください。

トラクタの点検・整備のしかた

6. 燃料ホースの点検・交換
警告

• ホース類の傷みや締付けバンドのゆるみは、必ず点
検してください。異常があれば交換・整備を行って
ください。
燃料もれなどによる火災や傷害事故などの原因に
なります。
ゴム製のホースは、使わなくても劣化する消耗品です。
4 年ごとにまたは傷んだときには、締付けバンドと共に
ホースを新品と交換する必要があります。

(1) ドレーンプラグ

2. もし水が入っていれば、完全に抜いて、内部をよく
乾燥してください。

1. 燃料ホースや締付けバンドがゆるんだり、傷んでい
ないか点検してください。異常があれば交換・整備
を行ってください。
2. 交換する場合は、購入先で交換および点検をしても
らってください。

5. パワーステアリングホースの点検・交
換
警告

• ホースの傷みは、必ず点検してください。ホースが
破損しハンドル操作ができなくなり、死傷事故を引
き起こすおそれがあります。
ゴム製のホースは、使わなくても劣化する消耗品です。
4 年ごとにまたは傷んだときには、ホースを新品と交換
する必要があります。
1. パワーステアリングホースが傷んでいないか点検し
てください。異常があれば交換・整備を行ってくだ
さい。
2. 交換する場合は、購入先で交換および点検をしても
らってください。

(1) 燃料ホース
(2) 締付けバンド

(1) 燃料ホース
(2) 締付けバンド

(1) パワーステアリングホース

MR800H,MR900H,MR1000H,MR1050H
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100 時間ごとの点検・整備

トラクタの点検・整備のしかた

100 時間ごとの点検・整備
1. バッテリ電解液の点検
危険

• バッテリ液は希硫酸なので扱いにはじゅうぶん注
意し、身体や衣服に付けないようにしてください。
もし付着した場合は、すぐに水で洗い流してくださ
い。状況により医師の診断を受けてください。
• バッテリの点検および取り外し時は、エンジンを必
ず停止し、キースイッチを[切]位置にしておいてく
ださい。
• バッテリを取り外すときは、短絡（ショート）事故
を防ぐため、最初にバッテリ（－）コードを外し、
接続するときは、最後にバッテリ（－）コードを接
続してください。
• バッテリを充電しているときは、タバコを吸ったり
火を近づけないでください。バッテリは充電中、可
燃性ガスが発生し、引火爆発のおそれがあります。
重要 :
• バッテリ液が不足するとバッテリを傷め、多過ぎる
と液がこぼれて車体の金属部を腐食させます。
バッテリは補水不要のタイプを使用しています。
1. 上面のインジケータの表示状態を点検します。

(1) インジケータ
(2) （＋）コード
(3) （－）コード

インジケータ表示状態
緑

電解液比重、電解液量共に良好です。

黒

要充電です。
11 A の普通充電電流で補充充電を行ってください。

白

交換が必要です。

2. インジケータの表示状態により補充電が必要なとき
は、バッテリを取外します。
（詳細はバッテリの取付け・取外し時の注意点（224
ページ）を参照）
3. バッテリを補充電します。
（詳細はバッテリの補充電のしかた（224 ページ）を
参照）
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1.1 バッテリの取付け・取外し時の注意点
警告

• バッテリを取り外すときは、バッテリ（－）コード
を最初に外し、次に（＋）コードを外してくださ
い。
• 取り付けるときは、必ず（＋）側から取り付けま
す。逆にすると、工具が当たった場合にショートし
ます。
重要 :
• 新品のバッテリと交換する場合には必ず指定のク
ボタ純正バッテリを使用してください。
交換用バッテリ品番

呼称

07908-89320

31-900(BCI サイズ-CCA)

• バッテリを外し、再度取付けるときにはバッテリの
（＋）、（－）のコードを元どおりに配線し、まわり
に接触しないように締付けてください。

1.1.1 エンジン停止時の尿素 SCR システムの
注意
キースイッチを[切]位置にしてエンジンを停止すると、
SCR シ ス テ ム が 自 動 で シ ス テ ム を 冷 却 し 、 尿 素 水
（AdBlue®）を配管から抜取ります。
バッテリまたは主要な電気接続を点検、修理または長期
保管のためにバッテリ回路を切断するときは、SCR シ
ステムがこの機能を完了するまで少なくとも 15 分間待
ってください。この機能の完了前にバッテリを外すと
システムエラーやシステム機器の損傷が起こる場合が
あります。
エンジンの停止後に、SCR システム（例えば尿素水タ
ンクまたは尿素水ポンプ）から作動音が継続して聞こえ
ることがあります。これは、SCR システムの冷却と尿
素水（AdBlue®）を配管から抜取る機能の作動音であり
異常ではありません。

1.2 バッテリの補充電のしかた
危険

• バッテリを充電しているときは、タバコを吸ったり
火を近づけないでください。バッテリは充電中、可
燃性ガスが発生し、引火爆発のおそれがあります。
バッテリは必ず車体から取外して充電してください。
電装品の損傷の他に配線などを傷めることがあります。
なお急速充電は行わないでください。
1. バッテリコードを充電器に接続します。
（＋）と（－）をまちがえないようにしてください。
まちがえるとバッテリと電気系統が故障します。
バッテリの（＋）を充電器の（＋）に、バッテリの
（－）を充電器の（－）にそれぞれ接続します。

MR800H,MR900H,MR1000H,MR1050H
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トラクタの点検・整備のしかた

2. 充電は、急速充電ではなく、普通充電を行ってくだ
さい。

2. ダブルエアクリーナエレメントの清
掃
重要 :
• エレメントは、清掃・交換以外は不必要にさわらな
いでください。
• 乾式エレメントを使用していますので、オイルを使
用しないでください。
• 清掃時、エレメントをたたいて変形させないでくだ
さい。変形するとほこりがエンジンに侵入し、エン
ジンを損傷することがあります。変形したときは、
すぐに新しいエレメントと交換してください。
• ダストカップの（
マーク）を必ず上向きになる
ように取り付けてください。
1. ダストカップを外します。
2. アウターエレメント、バキュエータバルブを外しま
す。
インナーエレメントは交換時以外は外さないでくだ
さい。

2.1 アウターエレメントの清掃・交換
1. 乾いたちりやほこりの場合は、エレメントを傷めな
いように注意しながら、エアで吹き飛ばしてくださ
い。（エアの圧力は 205 kPa (2.1 kgf/cm2)を越えな
いように注意し、ノズルとエレメントの間は適当に
あけてください。）
2. エレメントがカーボンや油分で汚れている場合は、
中性洗浄剤をご使用ください。
アウターエレメントの交換
アウターエレメントは、1 年間使用後、または 6 回掃除
ごとに交換が必要です。

2.2 バキュエータバルブの清掃
1. バキュエータバルブを開きます。
2. 大きなごみを取り除いてください。

3. ファンベルトの点検・調整
(1)
(2)
(3)
(4)

インナーエレメント
アウターエレメント
バキュエータバルブ
ダストカップ

3. アウターエレメント、バキュエータバルブを清掃し
ます。
アウターエレメントの清掃・交換（225 ページ）、バ
キュエータバルブの清掃（225 ページ）を参照。
4. アウターエレメント、バキュエータバルブを取り付
けます。
5. ダストカップは次図の角度になるように組み付けて
ください。

MR800H,MR900H,MR1000H,MR1050H

警告

• 点検をするときは、必ずエンジンを止めてから行っ
てください。
重要 :
• ベルトの張りがゆるいと、オーバーヒートや充電不
足の原因になります。
• ファンベルトにき裂やはがれがあれば交換してく
ださい。
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1. ブレーキペダルの遊び量が適正か点検します。
適正遊び量

ペダルで 30 mm〜45 mm

2. ブレーキペダルの遊び量が適正でないときは調整し
ます。
ブレーキペダルの調整方法（226 ページ）参照。

4.1 ブレーキペダルの調整方法

(1) 調整ボルト
(2) オルタネータ取付けボルト

(A) 押す
(B) 張る

1. ファンベルトの張り強さが適正か点検します。
適正張り強さ

1. 駐車ブレーキを解除します。
2. ロックナットをゆるめターンバックルを回して、ペ
ダルの遊びを調整します。
3. 調整後はロックナットを確実に締め付けておいてく
ださい。
4. ブレーキペダルを踏み込んだとき、駐車ブレーキレ
バーが確実に作動するか確認してください。

ベルトの中央部を 10 kgf の荷重で押えて、
約 6~8 mm たわむ程度

2. ファンベルトの張り強さが適正でないときは、調整
します。
ファンベルトの調整方法
1. オルタネータ取付けボルトをゆるめます。
2. ベルトの張りを調整する前に、ベルトをオルタネー
タプーリーの先端にそろえます。

(1) ロックナット
(2) ターンバックル

(A) 遊び
(B) この位置でのペダルの左右
差 5 mm 以内（踏込み量）

5. クラッチペダルの点検・調整
重要 :
• クラッチの調整が悪いと、クラッチ切れ不良や、ス
リップを起こし損傷につながります。
(1) ベルト
(2) オルタネータプーリー

(A) プーリーの先端

3. 調整ボルトで張ります。
4. オルタネータ取付けボルトを締めます。

4. ブレーキペダルの点検・調整
警告

• 点検・調整をするときは、必ずエンジンを止めて
行ってください。
• ブレーキの調整が悪いと、人身事故にもつながりま
す。常に作動状態に注意してください。
• 調整時左右のペダルの踏込み量の差を必ず 5 mm
以内にしてください。差が大きいとブレーキが片
ぎきになります。ブレーキが片ぎきになると、死傷
事故を引き起こすおそれがあります。
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1. クラッチペダルを手で軽く押し、ペダルと当りボル
トのすき間が適正であるか点検します。
当りボルトとペダルのすき間の適正な値

10 mm〜12 mm

7. エンジンの排気状態の確認
1. エンジンを始動し、排気色に異常がないか確認して
ください。
（詳細はエンジンの不調と処置（250 ページ）を参
照）

8. エキゾーストパイプおよびマフラの
状態の確認
• エキゾーストパイプ、マフラに破損、取付けボルト
のゆるみなどがないか確認してください。
• 排気音に異常がないか確認してください。

200 時間ごとの点検・整備
1. ラジエータホースの点検・交換
(1)
(2)
(3)
(4)

クラッチペダル
当りボルト
ナット（運転席側）
ナット（ボンネット側）

(A) 押す
(B) すき間
(C) 断面図

2. すき間が適正でなければ、調整します。
クラッチペダルの調整方法（227 ページ）参照。

5.1 クラッチペダルの調整方法
1. ボンネット側のナットをスパナで固定した状態で、
運転席側のナットで調整してください。

(1)
(2)
(3)
(4)

クラッチペダル
当りボルト
ナット（運転席側）
ナット（ボンネット側）

警告

• ラジエータホースの傷みや締付けバンドのゆるみ
がないか点検してください。異常があれば交換・整
備を行ってください。熱湯もれによるヤケドなど
の原因になります。
ゴム製のホースは、使わなくても劣化する消耗品です。
4 年ごとにまたは傷んだときには、締付けバンドと共に
ホースを新品と交換する必要があります。
1. ラジエータホースホースや締付けバンドがゆるんだ
り、傷んでいないか点検してください。異常があれ
ば交換・整備を行ってください。

(A) 押す
(B) すき間
(C) 断面図

6. エンジンの始動確認
• エンジンを始動し、かかり具合、異音がないかを確
認してください。
• アクセルペダルを操作し、加速・減速がスムーズか
確認してください。

MR800H,MR900H,MR1000H,MR1050H
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2. 交換する場合は、購入先で交換および点検をしても
らってください。

(1) ラジエータホース
(2) 締付けバンド

(1) ラジエータホース
(2) 締付けバンド

(1) ラジエータホース
(2) 締付けバンド

2. 吸気ホースの点検・交換
ゴム製のホースは、使わなくても劣化する消耗品です。
4 年ごとにまたは傷んだときには、締付けバンドと共に
ホースを新品と交換する必要があります。
1. 吸気ホースや締付けバンドがゆるんだり、傷んでい
ないか点検してください。異常があれば交換・整備
を行ってください。
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2. 交換する場合は、購入先で交換および点検をしても
らってください。

(1) 吸気ホース
(2) 締付けバンド
(1) 吸気ホース
(2) 締付けバンド

3. オイルクーラホースの点検・交換
ホースが傷んでないか常に注意してください。
オイルクーラホースなどのゴム製品は、使わなくても劣
化する消耗品です。締付けバンドと共に 2 年ごとにま
たは傷んだときには新品と交換する必要があります。
1. ホースや締付けバンドがゆるんだり、 傷んでないか
点検してください。
2. 交換する場合は、購入先で交換および点検をしても
らってください。

(1) 吸気ホース
(2) 締付けバンド

(1) オイルクーラホース
(2) 締付けバンド

(1) 吸気ホース
(2) 締付けバンド

4. 油圧オイルフィルタカートリッジの
交換
警告

• 交換をするときは、必ずエンジンを止めてじゅうぶ
ん冷えてから行ってください。ヤケドのおそれが
あります。
重要 :
• 油圧オイルフィルタが目詰まりするとインジケー
タに油圧オイルフィルタ交換のメッセージが約 5

MR800H,MR900H,MR1000H,MR1050H
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トラクタの点検・整備のしかた

200 時間ごとの点検・整備

秒間表示されますので、早めに油圧オイルフィルタ
を交換してください。

(1) 油圧オイルフィルターカートリッジ(HST)
(2) 車体右側後輪
(1) メッセージ

純正部品のカートリッジと交換してください。

3. カートリッジを外して中のマグネットフィルタに付
着したごみをふき取ります。

1. ドレーンプラグを外してオイルを容器に排出しま
す。

(1) 油圧オイルフィルタカートリッジ
(2) マグネットフィルタ

(1) ドレーンプラグ

2. ドレーンプラグを取り付けた後に、フィルタレンチ
でフィルタカートリッジを取外します。

(1) 油圧オイルフィルターカートリッジ(HST)
(2) マグネットフィルタ

(1) 油圧オイルフィルタカート
リッジ
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(A) 車体右側後輪付近の車体下
部図

4. 新しいカートリッジの O リングにオイルを薄く塗
布してから、フィルタレンチを使用せず手で確実に
締付けます。
5. ミッションオイルを規定量まで補給します。
6. 約 2 分間運転し、作業機の昇降に異常がないか確認
してからエンジンを止めます。
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7. 再びオイルゲージで油面を確認し、不足していれば
補給してください。
ミッションオイルの抜き方、補給のしかたはミッシ
ョンオイルの交換（235 ページ）を参照してくださ
い。

5. トーインおよびタイロッドの点検・タ
イロッドのトーイン調整
警告

• トーインの調整が悪いと、ハンドルを取られたり、
異常に振れることがあります。
補足 :
• トーインの点検・調整時、タイロッドエンド（関節
球）やリンクに摩耗や変形がないか調べてくださ
い。
• 標準空気圧で、トーインの点検・調整を行ってくだ
さい。
• 測定はタイヤ高さの 1/2、タイヤ幅の中央部間を測
ります。
1. 前輪の前幅(B)と後幅(A)を測り、(A)の値が(B)の値よ
り大きいトーイン状態であることを点検し、また、
その差分が基準値であるか点検します。

(1) スナップストッパ
(2) ロックナット
(3) タイロッドジョイント

3. 調整後はロックナットを確実に締付けておいてくだ
さい。

6. 燃料タンクの水抜き
重要 :
• 水分が多く含まれている粗悪燃料を使用した場合
は、水抜きの間隔は更に短くしてください。
• トラクタを長時間格納後使用する前に行ってくだ
さい。
1. 燃料タンク下部のドレーンプラグを外します。
2. 沈澱している不純物や水分を容器に排出します。
3. ドレーンプラグを元通りに締めます。

(A) 後幅
(B) 前幅
(C) 前
トーインの基準値 (A)－
(B)

2 mm〜8 mm
(1) 燃料タンク
(2) ドレーンプラグ

2. 前輪の前幅(B)と後幅(A)の差分が基準値でない場
合、調整します。
（詳細はタイロッドのトーイン調整手順（231 ペー
ジ）を参照）

7. 室内エアフィルタの清掃

5.1 タイロッドのトーイン調整手順

フィルタが目詰まりするとエアコンの効率が低下しま
す。

1. スナップストッパをゴムブーツより外してロックナ
ットをゆるめます。
2. タイロッドジョイントのネジ部を回してトーインの
調整をします。
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1. ノブボルトを外し、フィルタを外します。

(A) 風の流れ
(1) 内気フィルタ
(2) ノブボルト

(A) 引く

2. 風の流れ方向の逆方向よりエアブローしてくださ
い。
（エアの圧力は 205 kPa(2.1 kgf/cm2)を越えないよ
うに注意し、ノズルとエレメントの間は適当にあけ
てください。）

8. 外気フィルタの清掃
1. ノブボルトを外し、カバーとフィルタをいっしょに
外します。

重要 :
• エレメントをたたかないでください。
エレメントが変形すると、エアコンユニットに
ほこりが浸入し、エアコンを損傷する場合があ
ります。
3. 汚れが著しいときは、家庭用中性洗剤を溶かしたぬ
るま湯につけて上下左右に動かしながら洗浄し、清
水でよくすすいだ後、完全に自然乾燥させてくださ
い。
重要 :
• 洗浄にガソリン、シンナなどを使用しないでく
ださい。
補足 :
• カバーを元に戻すときは、カバーの空気導入口を外
側に向けて組付けてください。

9. エアコンコンデンサの清掃
警告

(1) 外気フィルタ
(2) カバー
(3) ノブボルト

(A) 空気導入口

2. 風の流れ方向の逆方向よりエアブローしてくださ
い。
（エアの圧力は 205 kPa(2.1 kgf/cm2)を越えないよ
うに注意し、ノズルとエレメントの間は適当にあけ
てください。）
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• 点検をするときは、必ずエンジンを止めてから行っ
てください。
• エアコン使用時コンデンサやレシーバは熱くなり
ます。じゅうぶん冷えてから点検・清掃を行ってく
ださい。
重要 :
• 高圧洗車機を使用する場合には、コンデンサのフィ
ンを損傷させないように、注意してください。
1. 蝶ナットをゆるめ、ハンドルを持ちコンデンサを手
前に引出します。
（詳細はエアコンコンデンサの引出し（215 ページ）
を参照）
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2. 防虫網を外し、コンデンサフィンにごみが詰まって
いれば水道水などで取除いてください。

重要 :
• 今まで使用していたオイルと異なるメーカ、あるい
は粘度 NO.の異なるものを使用する場合は、オイル
を全部容器に排出してから、新しいオイルと交換し
てください。
注ぎ足し使用は絶対しないでください。
• オイルは必ずクボタ純オイルを使用してください。
D10W-30 DH-2（DPF 搭載機専用ディーゼルエンジ
ンオイル）
• 点検するときは、トラクタを水平な場所に置いてく
ださい。傾いていると正確な量が示されません。
• オイル量はエンジン始動前か、エンジンを止めてか
ら約 5 分以上たってから点検してください。そう
でないと、オイルがまだエンジン各部に残っており
正確なオイル量は測れません。

(1) エアコンコンデンサ用防虫網
(2) コンデンサ

1. ドレーンプラグを外してオイルを排出します。

10. エアコンベルトの張りの点検・調整
警告

• 点検をするときは、必ずエンジンを止めてから行っ
てください。
1. エアコンベルトの張り強さが適正か点検します。
適正張り強さ

ベルトの中央部を指先で約 98 N (10 kgf)の
力で押えて、10 mm〜12 mm たわむ程度

2. 調整はナットをゆるめ、調整ボルトで張ります。

(1) ドレーンプラグ

2. ドレーンプラグを取り付けます。
3. エンジンオイルを給油口から、規定量まで入れてく
ださい。
このときオイルをこぼさないように注意してくださ
い。

(1) 調整ボルト
(2) テンションプーリ取付けナ
ット

(A) 押す
(B) 張る

400 時間ごとの点検・整備
1. エンジンオイルの交換
警告

• 交換をするときは、必ずエンジンを止めてじゅうぶ
ん冷えてから行ってください。ヤケドのおそれが
あります。
MR800H,MR900H,MR1000H,MR1050H

(1) 給油口
(2) オイルゲージ
エンジンオイル規定量

(A) 上限
(B) 下限
10.7 L
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2. エンジンオイルフィルタカートリッ
ジの交換
警告

• 交換をするときは、必ずエンジンを止めてじゅうぶ
ん冷えてから行ってください。ヤケドのおそれが
あります。
補足 :
• オイルフィルタは、カートリッジタイプです。この
オイルフィルタが詰まると、バイパスバルブが作動
して、オイル系統からこのオイルフィルタを通らず
に送油されるので、ろ過されないオイルで潤滑が行
われます。これを防ぐため、オイルフィルタの詰ま
りがないように、規定時間で、新しい純正部品のカ
ートリッジと交換してください。
1. フィルタレンチでフィルタカートリッジを取外しま
す。
2. 新しいカートリッジの O リングにオイルを薄く塗
布してから、フィルタレンチを使用せず手で確実に
締付けます。
3. エンジンオイルを規定量まで補給します。
4. 約 5 分間運転し、オイルランプの作動に異常がない
かまた、油漏れがないか確認してからエンジンを止
めます。
5. 再びオイルゲージで油量を確認し、不足していれば
補給してください。

(1) 燃料フィルタカートリッジ

重要 :
• 組付けるときは、チリやホコリが付着しないよ
うに注意してください。
3. カートリッジ交換後は、必ず空気抜きをしてくださ
い。
（詳細は燃料の空気抜きのしかた（243 ページ）を参
照）

4. セパレータの清掃
この作業はほ場では実施せず、きれいな場所で行ってく
ださい。
1. 水位センサのコネクタを外してください。
2. 燃料コックを閉にしてください。
3. カップをゆるめ、取り外し、内側を軽油で洗浄して
ください。
4. エレメントを取り出し、軽油に浸して洗浄してくだ
さい。
5. 洗浄後、チリやホコリが付着しないようにセパレー
タを組み付けてください。
6. 水位センサのコネクタを取り付けてください。

(1) エンジンオイルフィルタカートリッジ

3. 燃料フィルタカートリッジの交換
1. フィルタレンチでフィルタカートリッジを外してく
ださい。
2. 新しいフィルタカートリッジの組付けは、パッキン
に燃料を薄く塗布してからフィルタレンチを使用せ
ず手で確実に締付けてください。
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7. 作業後は必ず空気抜きをしてください。
燃料の空気抜きのしかた（243 ページ）の項を参照。

(1) ドレーンプラグ
(1)
(2)
(3)
(4)

水位センサのコネクタ
燃料コック
ドレーンプラグ
カップ

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

O リング
エレメント
エレメントカップ
赤色フロート
カップ
ドレーンプラグ
水位センサのコネクタ

(A) 閉
(B) 開

重要 :
• セパレータや燃料フィルタがじゅうぶん点検・
整備されていない場合、サプライポンプやイン
ジェクタの部品寿命が早まる可能性がありま
す。

2. ドレーンプラグを取り付けます。
3. ミッションオイルを給油口から規定量まで入れてく
ださい。
4. エンジンを始動して 2〜3 分運転してから止め、再
度油量を点検して規定量まで補給してください。

(1) 給油口
(2) オイルゲージ
ミッションオイル規定量

(A) 上限
(B) 下限
60 L

2. 前部デフケースのオイル交換
1. ドレーンプラグと給油プラグを外してオイルを容器
に排出します。
2. ドレーンプラグを取り付けます。

600 時間ごとの点検・整備
1. ミッションオイルの交換
警告

• 交換をするときは、必ずエンジンを止めてじゅうぶ
ん冷えてから行ってください。ヤケドのおそれが
あります。
1. ドレーンプラグを外してオイルを容器に排出しま
す。
MR800H,MR900H,MR1000H,MR1050H
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3. 給油口から新しいオイルを規定量（検油プラグ位置
まで）入れてください。

(1) 調整ボルト
(2) ロックナット
(1) 給油口
(2) 検油プラグ
(3) ドレーンプラグ

3. 前輪ケース左・右のオイル交換
1. 左右のドレーンプラグと給油プラグを外してオイル
を容器に排出します。
2. ドレーンプラグを取り付けます。
3. 給油口から新しいオイルを規定量入れてください。

800 時間ごとの点検・整備
1. エンジンバルブクリアランスの点検
• 購入先へ点検を依頼し、必要に応じて交換をしても
らってください。

1500 時間ごとの点検・整備
1. 燃料インジェクタの点検
• 購入先へ点検を依頼し、必要に応じて交換をしても
らってください。

2. 尿素水（AdBlue®）インジェクタの
清掃
• 購入先へ点検および清掃を依頼し、必要に応じて交
換をしてもらってください。

3. 尿素水（AdBlue®）ホースの点検
(1) 給油（検油）プラグ
(2) ドレーンプラグ

尿素水(AdBlue®) ホースに傷みや締付けバンドのゆる
みがないか点検してください。もし、異常があれば購入
先へ整備を依頼してください。

4. 前部デフケースの前後遊びの点検・調
整
前部デフケース支持部の調整が悪いと、前輪が著しく振
れたり、ハンドルに振動が伝わってきます。
1. ロックナットをゆるめ、調整ボルトを前輪デフケー
スに接するまで締め込みます。
2. その位置より調整ボルトをさらに 1/6 回転締め込
み、ロックナットで固定します。
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1500 時間ごとの点検・整備

トラクタの点検・整備のしかた

[A]の拡大図

尿素水(AdBlue®)ホース

(1)
(2) 締付けバンド

4. オイルセパレータエレメントの交換
警告

• 点検をするときは、必ずエンジンを止めてじゅうぶ
ん冷えてから行ってください。ヤケドのおそれが
あります。
1. カバーを外してエレメントを外します。ケース内の
オイルやカーボンをきれいな布でふき取ります。
2. エレメントを新しいものに交換します。
3. カバーを取付けます。

(1)
(2)
(3)
(4)

本体
エレメント
ガスケット
カバー

5. PCV バルブの点検
• 購入先へ点検を依頼し、必要に応じて交換をしても
らってください。

6. EGR クーラの点検・清掃
• 購入先へ点検および清掃を依頼し、必要に応じて交
換をしてもらってください。

3000 時間ごとの点検・整備
1. ターボチャージャの点検
• 購入先へ点検を依頼し、必要に応じて交換をしても
らってください。

2. サプライポンプの点検
• 購入先へ点検を依頼し、必要に応じて交換をしても
らってください。

3. インテークエアヒータの点検
(1) オイルセパレータ

• 購入先へ点検を依頼し、必要に応じて交換をしても
らってください。

4. EGR システムの点検・清掃
• 購入先へ点検および清掃を依頼し、必要に応じて交
換をしてもらってください。

5. DPF マフラの清掃
DPF には灰（燃えカス）が堆積していきます。堆積し
た灰は DPF の性能を低下させます
• 灰（燃えカス）の除去は、購入先で DPF の清掃を
してもらってください。
MR800H,MR900H,MR1000H,MR1050H
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3000 時間ごとの点検・整備

トラクタの点検・整備のしかた
重要 :
– DPF は専用機での洗浄が必要です。分解したり
せず購入先で専用機による洗浄をしてもらって
ください。

6. 尿素水（AdBlue®）インジェクタの
点検
• 購入先へ点検を依頼し、必要に応じて交換をしても
らってください。

7. 尿素水（AdBlue®）ポンプエレメン
トの交換
1. 尿素水（AdBlue®）タンクの下にスタンドを設置し
ます。
2. タンク下側の 3 つのナットと、タンク上側のボルト
を 2 つ外します。
3. スタンドを押し、尿素水（AdBlue®）タンクを前に
出します。

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

フィルタ
フィルタカバー
Ｏリング
尿素水(AdBlue®)ポンプ
尿素水(AdBlue®)タンク

補足 :
• エンジン停止時、インジェクタ冷却用尿素水
(AdBlue®)が数分間回路内を循環します。冷却
用循環が停止後、交換作業を行ってください。
（冷却中は尿素水(AdBlue®)の循環音がします）
• Ｏリングにはオイルを塗布しないでください。

9000 時間ごとの点検・整備
1. 尿素水（AdBlue®）タンクエレメン
トの交換
• 購入先で点検および交換をしてもらってください。

3 ヶ月ごとの点検・整備
1. エアコン機器の簡易点検
• 当機搭載のエアコン機器は、フロン排出抑制法によ
り 3 ヶ月に 1 回以上の簡易点検が義務付けられて
います。点検を行い、その記録を残してください。
点検記録は、当機を廃棄するまで保存してくださ
い。当機を譲渡する場合は、譲渡先に点検記録を渡
してください。
冷媒（ガス）の漏えいを発見した場合は、速やかに
購入先に漏えい箇所の修理を依頼してください。

1 年ごとの点検・整備
尿素水(AdBlue®)タンク

(1)
(2) ナット
(3) ボルト

4.
5.
6.
7.

(A) 移動

ポンプカバーを外します。
フィルタの取付け部を清掃します。
フィルタカバーをゆるめ、フィルタを外します。
新しいフィルタと交換します。
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1. ダブルエアクリーナエレメントの交
換時期
アウターエレメントの交換は 1000 時間または 1 年間
使用ごとに交換が必要です。
インナーエレメントは 1 年ごとに交換が必要です。
重要 :
• エレメントは、清掃・交換以外は不必要にさわらな
いでください。
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1 年ごとの点検・整備
• ダストカップの（
マーク）を必ず上向きになる
ように取付けてください。

トラクタの点検・整備のしかた
1. ラジエータのドレーンプラグとラジエータキャップ
を開き、冷却水を容器に排出します。

1. ダストカップを外します。
2. アウターエレメントを外し、新しいエレメントに交
換します。
3. インナーエレメントを外し、新しいエレメントに交
換します。

2. エアコン配管、ホースの点検
ゴム製のホースは、使わなくても劣化する消耗品です。
4 年ごとにまたは傷んだときには、ホースを新品と交換
する必要があります。
1. エアコン用ホースや配管に損傷がないか点検してく
ださい。異常があれば交換・整備を行ってください。
2. 交換する場合は、購入先で交換および点検をしても
らってください。

(1) ドレーンプラグ

3. キャブマウントゴムの点検
• 購入先へ点検を依頼し、必要に応じて交換をしても
らってください。

4. エキゾーストマニフォールドの点検
• 購入先へ点検を依頼し、必要に応じて交換をしても
らってください。

5. DPF 差圧センサパイプの点検

(1) ラジエータキャップ

1. 購入先で点検および交換をしてもらってください。

6. EGR パイプの点検
• 購入先へ点検を依頼し、必要に応じて交換をしても
らってください。

2 年ごとの点検・整備
1. 冷却水の交換
警告

• ラジエータキャップは、エンジン運転中および停止
直後に開けると、熱湯が噴出しヤケドをすることが
あります。停止後 30 分以上たって、冷えてから最
初のストップ位置までキャップをゆっくり回し、余
圧を抜いてからキャップを外してください。
重要 :
• 冷却水交換作業では、冷却水系統にエアが混入する
可能性があります。心配な時は、購入先にご相談く
ださい。
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(1) リザーブタンク

(A) 上限 [FULL]
(B) 下限 [LOW]

2. ポンプなどを用いリザーブタンクから容器に排水し
ます。
3. 水道の水でラジエータ内を容器で受けながら洗浄
し、ドレーンプラグを締めます。
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2 年ごとの点検・整備

トラクタの点検・整備のしかた
4. ラジエータおよびリザーブタンクに冷却水を注入し
たのち、ラジエータキャップを確実に閉めてくださ
い。
重要 :
• 冷却水補給後エンジンを運転し、リザーブタン
ク内の量およびラジエータの給水口のすぐ下ま
で冷却水があることを確認してください。冷却
水の量が不足している場合、エンジンの破損に
つながるおそれがあります。
5. 安全キャブ仕様はヒータに冷却水が循環するため、
冷却水が約 1.5 L ヒータ部に必要となります。冷却
水を交換した場合、冷却水をリザーブタンクの注入
口までいっぱいにし、ヒータ ON（温度コントロー
ルつまみを WARM（右端）に回して、しばらくエン
ジンを回し、冷却水を暖め、エンジンを止めてくだ
さい。
このとき吹出口より温風が出ることを確認してくだ
さい。温風が出ない場合は購入先にご相談くださ
い。
冷却水が冷えると、リザーブタンクの冷却水が吸込
まれ、リザーブタンクの冷却水が適量になります。

1.1 不凍液
不凍液は水の凍結温度を下げる効果をもっており、冷却
水凍結によるシリンダやラジエータの損傷を防ぎます。
重要 :
• 冷却水には、不凍液（ロングライフクーラント）を
50%入れ、よく水と混ぜ合せてからお使いくださ
い。
• 不凍液の混合比を誤ると、冬期には冷却水の凍結、
夏期にはオーバーヒートの原因になります。
• 不凍液を使用する場合は、ラジエータ保浄剤を投入
しないでください。不凍液には防錆剤が入ってい
ますので、保浄剤を混入すると沈積物が生成するこ
とがあり、エンジン部品に悪影響を与えます。
• クボタ不凍液（ロングライフクーラント）の有効使
用期間は 2 年間です。必ず 2 年で交換してくださ
い。
冬期気温が 0 ℃以下になるようなときは、必ず不凍液
（ロングライフクーラント）を清水と混合しラジエータ
およびリザーブタンクに補給するか、または冷却水を完
全に排水してください（工場出荷時は、不凍液（ロング
ライフクーラント）が入っています）。
不凍液の保証不凍結温度
原液混合比
（%）
保証不凍結温
度（℃）

15

20

-5

-8

25

30

35

40

45

50

55

-11.5 -15

-20

-25

-30

-35

-43

2. ラジエータ洗浄剤

ラジエータ洗浄剤は、次のような場合に使用してくださ
い。
• 2 年使用ごと
• 不凍液を混入するとき
• 不凍液混入から水だけに変えるとき

3. ラジエータホースの交換
• 購入先で交換および点検をしてもらってください。

4. パワーステアリングホースの交換
• 購入先で交換および点検をしてもらってください。

5. 吸気ホースの交換
• 購入先で交換および点検をしてもらってください。

6. 燃料ホースの交換
• 購入先で交換および点検をしてもらってください。

7. モンローシリンダホースの交換［MA
仕様］
• 購入先で交換および点検をしてもらってください。

8. メインシリンダホースの交換
• 購入先で交換および点検をしてもらってください。

9. デフロックホースの交換
• 購入先で交換および点検をしてもらってください。

10. オイルクーラホースの交換
• 購入先で交換および点検をしてもらってください。

11. PCV バルブホースの交換
• 購入先で交換および点検をしてもらってください。

12. DPF 差圧センサホースの交換
• 購入先で交換および点検をしてもらってください。

13. ブーストセンサホースの交換
• 購入先で交換および点検をしてもらってください。

ラジエータの洗浄には、ラジエータ洗浄剤を使用すれ
ば、水アカなどきれいに洗浄できます。
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パワクロ仕様の点検・整備
1. ゴムクローラの張り調整
ゴムクローラが緩んだままで使用すると、クローラ内周
面ゴムが早期に摩耗し、クローラの寿命が短くなるおそ
れがあります。また走行中に異音が発生したり、脱輪の
原因となるおそれがありますので、定期的に点検を行っ
てください。
1. ゴムクローラの張り調整は、トラクタを前進で停止
させ、調整ボルトにて行います。
2. 調整後は確実にロックナットで固定してください。
3. ゴムクローラの適正な張りを保つため、カバーのゲ
ージ面とヨーク板が一致していることを確認してく
ださい（次図参照）。

補足 :
• ゴムクローラ交換後、ゴムがなじむまでの間ゴムク
ローラの張りがゆるみやすくなるので、必要に応じ
てクローラの張りの点検と調整を行ってください。

2. パワクロのグリースアップ
• 50 時間使用ごとおよび、1 シーズン終了後に次の箇
所にグリースアップを実施してください。

(1) 揺動軸部

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ロックナット
調整ボルト
ヨーク板
カバー
ゲージ面

(A) 一致

［参考］
(B)部のたわみが 196〜245 N (20〜25 kgf)の荷重で
3〜8 mm になります（次図参照）。
(1) 転輪揺動部
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(1) ヨーク摺動部

(1) 遊輪
(2) クローラガイド
(3) 転輪

4. クローラガイドの点検
1. クローラガイドに著しい摩耗があれば交換してくだ
さい。
摩耗したままで使用すると脱輪の原因となるおそれ
があります。

5. 転輪・遊輪のオイル交換
(1) 油圧シリンダ左端［PCAT 仕様］

1. オイルの排出は転輪・遊輪端面のプラグを真下の位
置にします。
2. 排出する側と反対側の車体を持ち上げます。
3. プラグを外し、オイルを排出します。このときオイ
ルがクローラにかからないよう処置を行ってくださ
い。

(1) 油圧シリンダ右端［PCAT 仕様］

3. クローラの転輪・遊輪のオイル交換と
オイルシール点検
• クローラの転輪・遊輪のオイルは、200 時間ごとに
交換してください。また、点検の上、オイルもれな
どの異常があればオイルシールを交換してくださ
い。
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(1) プラグ

4. 給油する場合はプラグ穴を真上に向けて油さしなど
で給油してください。
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5. 給油後はプラグをもと通り固定してください。

(1) プラグ

補足 :
• プラグ穴を水平にしたとき、オイルが出てくれ
ば規定量です。

(A) スプロケット取外し位置
(B) 回転

3. 1 枚のスプロケットを残したまま次図に示す位置ま
で車軸をゆっくり回転させ、古いゴムクローラを外
します。

6. スプロケットの交換
スプロケットは 3 枚で構成されています。
以下の手順により、一枚ずつスプロケットを交換してく
ださい。
1. 図の(A)で示した下側のスプロケットを新しいスプ
ロケットに交換します。
2. 車軸をゆっくり回転させ、順次下側に来たスプロケ
ットを新しいものに交換して行きます。
(1) ロックナット
(2) 調整ボルト

(A) 回転

4. 新しいゴムクローラに置き換えた後、車軸を回転さ
せ、スプロケットにゴムクローラを掛けます。
5. 外した 2 枚のスプロケットを取り付けた後、最後に
ゴムクローラの張り調整を行ってください。
調整方法はゴムクローラの張り調整（241 ページ）
の項を参照。

(A) スプロケット交換位置
(B) 回転

3. 3 枚のスプロケットを交換した後、ゴムクローラの
張り調整を行ってください。
ゴムクローラの張り調整（241 ページ）参照。

7. ゴムクローラの交換
1. ロックナットを緩め、調整ボルトを回転させ、クロ
ーラの張りを緩めます。
2. 図の(A)で示した下側のスプロケットから順次 2 枚
のスプロケットを外します。

MR800H,MR900H,MR1000H,MR1050H

補足 :
• ゴムクローラ交換後、ゴムがなじむまでの間ゴムク
ローラの張りがゆるみやすくなるので、必要に応じ
てクローラの張りの点検と調整を行ってください。
• オイル、オイルシール、クローラガイド、スプロケ
ットおよびゴムクローラ交換要領の詳細について
は、購入先にご相談ください。

必要に応じた点検・整備
1. 燃料の空気抜きのしかた
燃料の空気抜きは、次のようなときに行う必要がありま
す。
• セパレータより排水および分解洗浄したとき
• 燃料フィルタおよび配管を取外したとき
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• 燃料切れが起きたとき
• トラクタを長時間使用しなかったとき
1. タンクに燃料を満たします。
2. 燃料コックが開になっているか確認します。

(1) キースイッチ

(1) 燃料コック

(A) 閉
(B) 開

3. ヒータ（予熱）用コネクタを外します。

(A) [入]
(B) [切]

5. ヒータ（予熱）用コネクタを接続します。
6. アクセルレバーを最高回転位置でエンジンを始動
し、アクセルレバーを中速回転（約 1500 rpm）位置
に戻します。
（スタータを連続 10 秒間回しても始動しない場合
は、30 秒間休み、この操作を再度 1〜2 回くり返し
ます）
7. エンジンをふかす操作をし、燃料系統の中に残って
いる微量の空気を追い出します。
8. 以上の操作後、まだ空気が抜けずにエンストする場
合は、手順 1.〜7.で再度空気抜きを行います。

2. ヒューズの交換
補足 :
• トラクタに作業灯やラジオなどを取付けるときの
電源取出しは、購入先にご相談ください。
(1) コネクタ

1. シート右側にあるヒューズボックスのふたを外す。

重要 :
• バッテリが放電しますので、コネクタを接続し
たまま空気抜きを行わないでください。
4. 下記インターバルでキースイッチの切換えを 10 回
程度繰り返し行います。
a. キースイッチを[入]位置にして 30 秒間保ちま
す。
b. キースイッチを[切]位置にして 15 秒間保ちま
す。
(1) ヒューズボックス（上側）
(2) ヒューズボックス（下側）

2. ヒューズを外す。
3. 切れたものと同容量のヒューズと交換する。
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重要 :
• ヒューズを交換してもすぐ切れてしまう場合は、針
金や銀紙などで代用せず、購入先で点検、修理して
ください。
ヒューズボックス（上側）

ヒューズボックス（下側）

番号

容量

保護回路

(1)

10 A

(2)

-

(3)

5A

作業灯スイッチパネル（+B）

(4)

20 A

作業灯（前）

(5)

15 A

作業灯（後）

(6)

15 A

作業灯ヘッドランプサイド

(7)

10 A

ブレーキランプ

(8)

-

(9)

20 A

ヘッドランプ

(10)

20 A

ハザード

(11)

10 A

ECU (+B)

(12)

5A

メータ (+B)

(13)

10 A

ホーン

(14)

10 A

ルームランプ

オーディオ（ACC）
-

-

番号

容量

保護回路

(15)

10 A

アームレスト（+B）

(16)

10 A

オプションターミナル（+B）

(17)

10 A

診断コネクタ（+B）

(18)

5A

WIFI (+B)

(19)

20 A

デフォッガ（横）

(20)

20 A

デフォッガ（後）

(21)

20 A

予備

(22)

15 A

予備

(23)

10 A

予備

(24)

5A

予備

(25)

5A

予備

(26)

10 A

予備

(27)

20 A

予備

(28)

25 A

予備

(29)

5A

エンジン始動

(30)

10 A

ライタ

(31)

15 A

電源取出（ローダ）

(32)

5A

デフォッガリレー

(33)

15 A

ワイパ

(34)

10 A

A/C スイッチ

(35)

5A

デフロックスイッチ

(36)

10 A

作業灯リレー 電源取出（1P）リレー

(37)

10 A

スイッチ 1

(38)

10 A

スイッチ 2

(39)

5A

油圧操作パネル

(40)

25 A

ECU (IG)

(41)

10 A

KAG GPS

(42)

5A

WIFI (IG)

(43)

10 A

バックランプ

(44)

10 A

エンジンコントロール PTO

(45)

25 A

ライタ電源取出（2P）

(46)

20 A

シートサスペンション

(47)

25 A

A/C ブロアモータ

(48)

10 A

A/C コンプレッサ

（次へ続く）
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(A) ボンネット前方エンジンル
ーム
保護回路

番号

容量

保護回路

ヒューズ構造

(1)

60 A

作業灯

ボルトタイプ

番号

容量

(1)

30 A

CRS システム

(2)

60 A

ヘッドランプ

ボルトタイプ

(2)

5A

EGR バルブ

(3)

40 A

デフォッガ

プラグインタイプ

(3)

10 A

センサ

(4)

50 A

SCR システム

プラグインタイプ

(4)

30 A

SCR ヒータ

(5)

120 A

予熱（グロー）

ボルトタイプ

(5)

20 A

SCR システム

(6)

60 A

キースイッチ

ボルトタイプ

(6)

-

(7)

50 A

エンジン

プラグインタイプ

(7)

30 A

予備

(8)

50 A

エアコン

プラグインタイプ

(8)

20 A

予備

(9)

150 A

オルタネータ

ボルトタイプ

-

3. スローブローヒューズの交換
スローブローヒューズは、配線を保護するためのもので
す。もし切れた場合は、切れた原因を必ず調べ、決して
代用品を使用せず、純正部品を使用してください。
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［プラグイン（差込みタイプ）のスローブローヒューズ］
の交換手順
1. バッテリの（－）コードを外します。
2. ケースからヒューズを引抜きます。
3. 同じ容量（アンペア）のヒューズを取付けます。
［ボルトタイプ（ボルトで固定）のスローブローヒュー
ズ］の交換
• 交換は購入先へ依頼してください。
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(1)
(2)
(3)
(4)

コネクタ
ゴムブーツ
固定金具
電球

(A) 幅の広い突起部を上側に向
け組み付ける

5. ランプ一覧

(1)
(2)
(3)
(4)

ヒューズケース
ボルト
ボルトで固定しているスローブローヒューズ
プラグインタイプのスローブローヒューズ

ヘッドランプ

60 W

ウインカランプ（前）

21 W

ウインカランプ（後）

21 W

車幅灯

5W

作業灯

24 W（3 W × 8）

作業灯（ヘッドライト上）

12 W（3 W × 4）

尾灯、ブレーキランプ
バックランプ

4. ヘッドランプの交換
注意

• 電球を落としたり、キズをつけたりしないでくださ
い。破損した場合、ガラス片が飛散しケガの原因と
なります。特にハロゲン電球は、ガラス内部の圧力
が高いため、注意してください。
• 電球を交換するときは、じゅうぶん冷えてから行っ
てください。ヤケドの原因となることがあります。

5 W / 21 W
21 W

6. ドアヒンジ部とリヤウインドヒンジ
部の注油
1. ドアやリヤウインドの開閉がうまくいかないとき
は、図で示された箇所に注油してください。

重要 :
• ワット数の大きい電球を取り付けないでください。
• 素手でガラス面を触らないでください。指紋や油
脂が付着すると電球が破損するおそれがあります。
1. コネクタを抜き、ゴムブーツを外します。
2. 電球固定金具を解除し、電球を外します。

(1) ドアヒンジ部
(2) リヤウインドヒンジ部

MR800H,MR900H,MR1000H,MR1050H
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7. ウォッシャ液の補充
重要 :
• 凍結を避けるため、清水のみの使用はしないでくだ
さい。
• 空回しはポンプを損傷させる原因となりますので
空運転をしないでください。
• ウォッシャノズルの詰まりを防ぐために、ごみが入
らないようにしてください。
1. ウォッシャタンク内のウォッシャ液が少なくなって
きたら、自動車用ウォッシャ液を適量補充してくだ
さい。

適正

流れの中にほとんど気泡
が含まれていない。

不足

流れの中に気泡が含まれ
ている。
（気泡が断続的に通過）

なし

無色透明

3. 冷媒が不足しているときは、速やかに購入先に漏え
い箇所の修理を依頼してください。

格納
1. 長期格納時の手入れ
警告

(1) ウォッシャタンク

8. 冷媒（ガス）量の点検・充てん
冷媒が不足するとエアコンの冷えが悪くなります。
1. エアコンを以下の条件で運転します。
• エンジン回転数：約 1500 rpm
• 温度コントロール：最強冷位置
• ファンスイッチ：最強風
• エアコンスイッチ：ON
2. サイトグラスにより、冷凍サイクルを流れている冷
媒の状態を確認します。

(1) サイトグラス
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• シートをかける場合、マフラやエンジン自体の冷却
状態を確認してからにしてください。火災を起こ
す原因になります。
重要 :
• 洗車するときは、以下の点に注意して行ってくださ
い。
– エンジンを止めてから行ってください。もしエ
ンジンをかけて行うときはエアクリーナの吸入
口から水が入らないよう注意してください。も
し水が入ると故障の原因となります。
– 灯火類は消灯した状態で行ってください。もし
点灯した灯火類に直接水がかかるとランプのバ
ルブが切れるおそれがあります。
– 3 点リンク外部操作スイッチ、モンロー外部操
作スイッチには直接水がかからないようにして
ください。もし水が入ると故障の原因となりま
す。
– 高圧洗車機を使用するときは、ノズルの先端を
ドア、リヤウインドなどに近づけすぎないでく
ださい。近づけすぎると水圧が高いため、室内
に水が入るおそれがあります。
• 格納時は、必ず[切]位置でキーを抜いておいてくだ
さい。
• バッテリの取付けの際には、（＋）と（－）をよく
確認し、絶対に逆に接続しないでください。逆に接
続すると、トラクタの電子機器類が破損する場合が
あります。
トラクタを長い間使用しない場合は、次の要領で整備し
てから格納しましょう。
• 不具合箇所は整備してください。
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格納
• エンジンオイルを交換し、2000 rpm 以上で 10 分〜
15 分間の防錆運転をし、各部にオイルをゆきわたら
せてください。
その後も 1 ヵ月〜2 ヵ月ごとに同様に防錆運転をし
てください。
• 定期点検箇所一覧表の項目を確認するようにして
ください。
定期点検箇所一覧表（206 ページ）
• 車体のさびやすい部分には、グリースかオイルを
塗っておいてください。
• 周囲の安全を確認した後エンジンを始動させ、各油
圧シリンダの防錆運転を 1 ヶ月〜2 ヶ月ごとに行っ
てください。
1. ステアリングハンドルを左右にパワーステアリ
ングシリンダがストロークエンドに達するまで
1 回〜2 回まわす。
2. 油圧（ポジション）レバーで 3 点リンク（作業
機）を最上昇位置まで 1 回〜2 回上下させる。
3. モンロー手動スイッチまたは角度調節ダイヤル
で、リフトシリンダ（右）を 1 回〜2 回全スト
ローク伸縮させる（作業機が装着されていると
きは作業機を上げてから行ってください）。
• 燃料コックを“閉”にしておいてください。
• 冷却水は抜いておいてください。
ただし、オールシーズンタイプのクーラントであれ
ば抜かなくても構いません。
• クラッチハウジング底のドレーンプラグを外して、
水が浸入していないことを確認してください。
• タイヤの空気圧は、標準より少し多めにしてくださ
い。
• バッテリを本機から取り外し風通しの良い冷暗所
に保管してください。またトラクタに取り付けた
まま保管するときは必ずアース側（－側）を外して
ください。
• ウエイトは取り外し、作業機は、外すか地面に降ろ
した状態にしてください。
• 後輪の前後に車止めをしておいてください。
• 各部の配線・バッテリコード・燃料配管などのキレ
ツ・被覆の破れ・コードクランプの外れは、確実に
点検・整備してください。
• 格納中バッテリは、1 ヵ月に 1 回充電器で完全充電
するようにしましょう。
• 格納場所は、周囲にワラなど燃えやすいものがない
雨のかからない乾燥した場所を選定し、シートをか
けるようにしましょう。
• 燃料は満タンにしてください。
空にしておくと水滴ができ、燃料系統故障の原因に
なります。
• 尿素水（AdBlue®）は水溶液のため、外気温が-11 ℃
以下になると凍結が始まり、30 ℃以上の高温では品
質の劣化が進行します。
そのため、長期保管時は尿素水（AdBlue®）タンク
より排水を推奨します。タンクより排水を行わず
に保管する場合は、風通しのよい屋内で格納してく
ださい。
尿素水（AdBlue®）の詳細は尿素水(AdBlue®)の保管
と取扱い（59 ページ）を参照してください。
• ドアを確実に閉め、キーを抜いておいてください。
MR800H,MR900H,MR1000H,MR1050H
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2. 長期格納後の運転
オートエアコン付トラクタで長期放置（1 ヶ月以上）
後、オートエアコンを使用する場合は、コンプレッサ保
護のため、必ずエンジンアイドリングにてファンスイッ
チ[1]、エアコンスイッチを ON（入）にし、5 分以上エ
アコンを作動させてください。
（AUTO スイッチでの起動ではコンプレッサが作動しな
い場合があります。）
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不調と処置
1. エンジンの不調と処置
もしエンジンの調子が悪い場合があれば、次の表により診断し、適切な処置をしてください。
現象

原因
燃料が流れない。

処置
•
•

燃料送油系統に、空気や水が混入している。

•

ホース・プラグ・袋ナットおよび締付けバンドを
点検し、ゆるみがあれば締め、損傷があれば新品
と交換または補修しておく。
空気抜きをする。
燃料の空気抜きのしかた（243 ページ）の項を参
照。

寒冷時にオイル粘度が高く、エンジン自体の回転が重
い。

•

ラジエータに熱湯をそそぐ。

バッテリがあがり気味で、回転力が弱くなって圧縮を
越す勢いがない。

•

バッテリを充電する。

燃料不足

•
•

燃料を補給する。
（特に空気混入に注意）
燃料系統を調べる。

燃料の流れ不足

•

燃料フィルタの清掃をする。

エアクリーナの目詰まり

•

エレメントを清掃する。

尿素水（AdBlue®）不足

•

尿素水（AdBlue®）を補給する。

燃料不足

•
•

燃料を補給する。
燃料系統を調べる。
（特に空気混入に注意）

燃料が流れない。

•

燃料フィルタを点検し、汚れていれば交換する。

燃料が悪い。

•

良質の燃料に交換する。

エンジンオイルの入り過ぎ。

•

正規のオイル量にする。

エアクリーナの目詰まり

•

エレメントを清掃する。

冷却水が 125 ℃付近になったため。

•
•
•

冷却水の量（不足）および水もれの点検
ファンベルトの張り（ゆるみ）の点検
フロントグリル、ラジエータの防虫網にごみの詰
まりがないか点検する。

前の作業が長時間にわたるアイドリング運転で終わ
っている場合、または冷機時アイドリング運転の繰返
しであった場合、マフラ内部に湿りが残っている。

•

負荷をかけてマフラをじゅうぶんに加熱する。
冷機時アイドリング運転の繰返し、および、長時
間にわたるアイドリング運転は極力避ける。

ノズル不良

•

ノズルを点検する。

燃料不良

•

良質の燃料に交換する。

始動困難な場合

出力不足の場合

突然停止した場合

排気色が異常に黒い場合

水温計が H 付近を示すとき

始動時青白煙が消えない。

•
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燃料タンクを点検し、沈殿している不純物や水分
を除く。
燃料フィルタを点検し、汚れていれば交換する。

•

わからない場合は、購入先にご相談ください。
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2. モンロー・オート・ドラフト・レーザ・AD・倍速・トランスミッションの故障と
処置
異常が生じた場合、電子メータに異常箇所を示す下記エラーコードが表示されます。
もし表示された場合、すぐ購入先に連絡して点検・整備を受けてください。
なお、故障箇所によっては緊急避難処置として一部使用制限をした使い方ができる場合もあります。詳細はエラーコ
ードと処置の欄を確認してください。

(1) 表示エラーコード 上段
(2) 表示エラーコード 下段

MR800H,MR900H,MR1000H,MR1050H
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表示エラーコード
上段
リフトアーム

ストローク

ポジション

カバー

モンロー角度

3P 高さ規制

ドラフト

シャトルセンサ

下段
VCU

1873-3

VCU

1873-4

VCU

521403-3

VCU

521403-4

VCU

6075-3

VCU

6075-4

VCU

521401-3

VCU

521401-4

VCU

521405-3

VCU

521405-4

VCU

11024-3

VCU

11024-4

VCU

11031-3

VCU

11031-4

VCU

521414-3

落下速度調整

ピッチングセンサ

ポジションレバーセンサ異常

作業切替スイッチを切（モードランプ消灯）に
し、3 点リンク外部操作スイッチで操作してくだ
さい。

カバーセンサ異常

作業切替スイッチをポジションまたは[E オート]
に切り替えて使用してください。

モンロー角度調節ダイヤル異常

モンロー切替スイッチを切（モンローランプ消
灯）にし、モンロー手動スイッチで操作してくだ
さい。

3P 高さ規制調整ダイヤル異常

購入先に連絡してください。

ドラフトセンサ異常

作業切替スイッチを切（モードランプ消灯）に
し、3 点リンク外部操作スイッチで操作してくだ
さい。

VCU

521415-3

シャトルレバーセンサ異常
（正･副の位相のズレ）

購入先に連絡してください。

シャトルレバーセンサ異常
521415-4 （副側の出力）
29-3

VCU

ハンドアクセルセンサ異常
（正側の出力）
29-4

VCU

29-8

VCU

2625-3

ハンドアクセルセンサ異常
（正･副の位相のズレ）

購入先に連絡してください。

ハンドアクセルセンサ異常
2625-4 （副側の出力）
91-3

VCU

アクセルペダルセンサ異常
（正側の出力）
91-4

VCU

91-8

VCU

2623-3

VCU

3P 感度調整

モンロー切替スイッチを切（モンローランプ消
灯）にし、モンロー手動スイッチで操作してくだ
さい。

521414-8

VCU

VT 通信

ストロークセンサ異常

VCU

VCU

アクセルペダル

作業切替スイッチを切（モードランプ消灯）に
し、3 点リンク外部操作スイッチで操作してくだ
さい。

シャトルレバーセンサ異常
521414-4 （正側の出力）

VCU

処置

リフトアームセンサ異常

VCU

VCU

ハンドアクセル

状態

アクセルペダルセンサ異常
（正･副の位相のズレ）

購入先に連絡してください。

アクセルペダルセンサ異常
（副側の出力）
2623-4

VCU

521587-19

VCU

11036-3

VCU

11036-4

VCU

11034-3

VCU

11034-4

VCU

3318-3

VCU

3318-4

サブモニタ(VT)通信異常

購入先に連絡してください。

感度調整ダイヤル異常

購入先に連絡してください。
作業精度が調整できません。

落下速度調整ダイヤル異常

購入先に連絡してください。
下げ速度が調整できません。

ピッチングセンサ（オプション部品）
異常

購入先に連絡してください。
（次へ続く）
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不調と処置

トラクタの点検・整備のしかた
表示エラーコード

上段

下段
VCU

主変速レバー

クラッチペダル

耕深調整

前輪切れ角

3P 上げ SOL

モンロ縮 SOL

前進 SOL

レーザーセンサ

3P 下げ SOL

モンロ伸 SOL

後進 SOL

PTO SOL

PTO SW

処置

520257-3

VCU

主変速レバーセンサ異常
520257-4 （正側の出力）

VCU

520257-8

VCU

521409-3

VCU
副変速レバー

状態

主変速レバーセンサ異常
（正･副の位相のズレ）

購入先に連絡してください。
主変速が調整できません。

主変速レバーセンサ異常
521409-4 （副側の出力）

VCU

5131-3

VCU

5131-4

VCU

5110-3

VCU

5110-4

VCU

521404-3

VCU

521404-4

VCU

522017-3

VCU

522017-4

VCU

11011-5

VCU

11011-8

VCU

11011-12

VCU

521472-4

VCU

521472-5

VCU

521472-12

VCU

741-4

VCU

741-5

VCU

741-12

VCU

521402-3

VCU

521402-4

VCU

11012-5

VCU

11012-8

VCU

11012-12

VCU

521473-4

VCU

521473-5

VCU

521473-12

VCU

4216-4

VCU

4216-5

VCU

4216-12

VCU

5360-4

VCU

5360-5

VCU

5360-12

VCU

3452-14

副変速レバーセンサ異常

速やかに停止し、購入先に連絡してください。
（[L]、[M]または[H]時は走行可、[N]時は走行不
可）

クラッチペダルセンサ異常

購入先に連絡してください。

耕深調節ダイヤル異常

作業切替スイッチを切（モードランプ消灯）に
し、ポジションレバーで操作してください。

切れ角センサ異常

走行モード切替スイッチを[切]または[4WD]に切
り替えてください。
オートアップスイッチを[切]にしてください。

3P 昇降バルブ（上昇側）異常

購入先に連絡してください。
作業機が上昇できません。

モンローバルブ（縮側）異常

購入先に連絡してください。
モンローシリンダが縮みません。

前進バルブ異常

購入先に連絡してください。

レーザレベルセンサ異常

購入先に連絡してください。

3P 昇降バルブ（下降側）異常

購入先に連絡してください。
作業機が下降できません。

モンローバルブ（伸側）異常

購入先に連絡してください。
モンローシリンダが伸びません。

後進バルブ異常

購入先に連絡してください。

PTO バルブ異常

購入先に連絡してください。

PTO スイッチ異常

PTO 回転不可
購入先に連絡してください。
（次へ続く）
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不調と処置

トラクタの点検・整備のしかた
表示エラーコード
上段

下段

状態

処置

ECU 通信

VCU

520352-19

エンジン制御ユニット(ECU)通信異常

購入先に連絡してください。

ACU 通信

VCU

520358-19

排ガス後処理制御ユニット(ACU)通信
異常

購入先に連絡してください。

VCU

521457-5

VCU

521457-8

シャトルバルブ異常

購入先に連絡してください。

VCU

521457-12

VCU

521584-19

アームレスト通信異常

購入先に連絡してください。

VCU

521567-3

VCU

521567-4

シャトルバルブ中立スイッチ異常

購入先に連絡してください。

VCU

2612-4

VCU

2612-5

4WD バルブ異常

走行モード切替スイッチを[切]に切り替えてくだ
さい。

VCU

2612-12

VCU

521452-4

VCU

521452-5

倍速バルブ異常

走行モード切替スイッチをモンローバルブ（伸
側）異常または[4WD]に切り替えてください。

VCU

521452-12

シャトルレバー

VCU

604-14

シャトルレバー中立スイッチ異常

購入先に連絡してください。

内部 5 Ｖ

VCU

3509-1

アナログセンサ
電源(+5 V)異常

購入先に連絡してください。

VCU

521406-12

VCU

521406-19

VCU

1321-4

VCU

1321-5

アクセル記憶

VCU

DBM 通信

シャトル SOL

ARU 通信
シャトルスプール

4WD SOL

倍速 SOL

STG センサ

スタータリレー

AD 左 SOL

AD 右 SOL

ブレーキペダル

斜板センサ

STG センサ異常

購入先に連絡してください。
（ただし、水平精度は落ちるが耕うん作業は可能
です。）
（[水平]、[傾斜]のとき、モンローが使えないので
モンロー手動スイッチで操作してください。）

スタータリレー異常

購入先に連絡してください。

520400-13

アクセルセンサ調整値異常

購入先に連絡してください。

VCU

520350-19

メータパネル異常

購入先に連絡してください。

VCU

521454-5

VCU

521454-8

AD（左）比例減圧弁異常

AD スイッチを[切]に切り替えてください。

VCU

521454-12

VCU

521453-5

VCU

521453-8

AD（右）比例減圧弁異常

AD スイッチを[切]に切り替えてください。

VCU

521453-12

VCU

521-3

VCU

ブレーキペダルセンサ異常
521-4 （正側の出力）

VCU

521-8

VCU

521410-3

ブレーキペダルセンサ異常
（正･副の位相のズレ）

VCU

ブレーキペダルセンサ異常
521410-4 （副側の出力）

VCU

521407-3

VCU

斜板センサ異常
（正側の出力）
521407-4

購入先に連絡してください。

購入先に連絡してください。
（次へ続く）
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不調と処置

トラクタの点検・整備のしかた
表示エラーコード

上段

斜板センサ

下段

状態

VCU

521407-8

VCU

521408-3

斜板センサ異常
（正･副の位相のズレ）

VCU

斜板センサ異常
（副側の出力）
521408-4

VCU

524107-5

VCU

524107-8

VCU

524107-12

VCU

524108-5

VCU

524108-8

VCU

524108-12

VCU

521492-4

VCU

521492-5

VCU

521492-12

VCU

521493-4

VCU

521493-5

VCU

521493-12

VCU

521568-3

VCU

521568-4

VCU

521570-3

VCU

521570-4

VCU

521569-3

VCU

521569-4

Lo クラッチ圧力
（メータパネルでの表
示 “Lo クラッチ圧力
確認してください”）

VCU

521571-3

VCU

521510-4

後進クラッチ圧力
（メータパネルでの表
示 “後進クラッチ圧
力確認してください”）

VCU

521534-3

VCU

521534-4

VCU

521425-4

VCU

521425-14

VCU

521426-4

VCU

521426-14

VCU

191-4

VCU

191-14

HST 増速 SOL

HST 減速 SOL

Hi SOL

Lo SOL

Hi スプール

Lo スプール
Hi クラッチ圧力
（メータパネルでの表
示 “Hi クラッチ圧力
確認してください”）

HST 回転センサ

HMT 回転センサ

車速センサ

MR800H,MR900H,MR1000H,MR1050H

処置

購入先に連絡してください。

HST 増速比例減圧弁異常

購入先に連絡してください。

HST 減速比例減圧弁異常

購入先に連絡してください。

Hi バルブ異常

購入先に連絡してください。

Lo バルブ異常

購入先に連絡してください。

Hi バルブ中立スイッチ異常

購入先に連絡してください。

Lo バルブ中立スイッチ異常

購入先に連絡してください。

圧力スイッチ（Hi クラッチ）異常

購入先に連絡してください。

圧力スイッチ（Lo クラッチ）異常

購入先に連絡してください。

圧力スイッチ異常（シャトル後進側）

購入先に連絡してください。

HST 回転センサ異常

購入先に連絡してください。

HMT 回転センサ異常

購入先に連絡してください。

車速回転センサ異常

購入先に連絡してください。
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主要諸元

付表

付表
主要諸元
1. トラクタの主要諸元
型式

MR800H

MR900H

駆動方式
4035 mm
1830 mm [1930 mm]

1810 mm [1940 mm]

全高

2570 mm

2615 mm

軸距

2250 mm
1400 mm（1310 mm〜1400 mm 3 段）
前輪

輪距

*1

［1500 mm（1330 mm〜1520 mm 4
段）］*1
1400 mm（1400 mm〜1900 mm 6 段）

後輪
最低地上高
質量（重量）

*1

［1500 mm（1400 mm〜1900 mm 6
段）］*1

2355 mm
1400 mm（1310 mm〜1400 mm 3 段）*1
］*1
［1520 mm（1330 mm〜1520 mm 4 段）

1380 mm （1380 mm〜1990 mm 6 段）*1
［1510 mm （1380 mm〜1990 mm 6 段）
］*1

430 mm

475 mm

3410 kg [3420 kg]

機関型式

3600 kg [3610 kg]

3610 kg [3620 kg]

クボタ V3800-TIEF4

形式

水冷 4 サイクル 4 気筒立形ディーゼル

総排気量
出力（ネット）／
回転速度

エンジ
使用燃料
ン

3.769 L
58.8 kW/2600 rpm
(80 PS/2600 rpm)

66.2 kW/2600 rpm
(90 PS/2600 rpm)

73.5 kW/2600 rpm
(100 PS/2600 rpm)

燃料タンク容量

115 L

尿素水タンク容量

12.9 L

始動方式

セルモータ式

バッテリ

31-900（BCI サイズ-CCA）

前輪

9.5-24-6PR

後輪

16.9-30-6PR

制動装置

11.2-24-6PR
16.9-34-6PR
電子油圧式湿式多板
一系統左右独立（連結装置付き）、湿式ディスクブレーキ（機械式）

かじ取り方式

全油圧式パワーステアリング

差動方式

4 ピニオンかさ歯車式（デフロック付き）

変速方式

無段変速 KVT

変速段数
走行速度

前進・後進

副変速：3 段、主変速：無段

前進

0.1 km/h〜32.5 km/h

0.1 km/h〜34.7 km/h

後進

0.1 km/h〜27.7 km/h

0.1 km/h〜29.6 km/h

最小旋回半径（ブレーキ使
用時）

3.2 m [3.5 m]以下

3.3 m [3.5 m]以下

3.4 m [3.6 m]以下

標準

PTO 回転速
度

589 回転/分、828 回転/分、1170 回転/分（エンジン 2600）

選択

逆転 PTO 仕
様

523 回転/分（エンジン 2600）

PTO

77.2 kW/2600 rpm
(105 PS/2600 rpm)

ディーゼル軽油

クラッチ方式
車体

4085 mm

全幅

機体寸
法

MR1050H

4 輪駆動

全長

タイヤ

MR1000H

（次へ続く）
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主要諸元

付表
型式

選択
PTO

グランド
PTO 仕様

MR800H
2.71 回転/トラクタ走行 1 m につき
（タイヤ 16.9-30）

低回転（D 仕様）
軸寸法

作業機
昇降装置

MR900H

MR1000H

MR1050H

2.59 回転/トラクタ走行 1 m につき（タイヤ 16.9-34）

406 回転/分、537 回転/分、760 回転/分、1015 回転/分（エンジン 2600）
JIS 35

制御方式

ポジション・ドラフトミックスコントロール

装着方式

3 点リンク JIS 2 形

補足 :
• ［ ］内はワイドトレッド(W)仕様の値です。
• 質量、全長は鋳物ウエイト台装備状態の値です（前部ウエイトは含みません）。
• この主要諸元は、改良のため予告なく変更することがあります。
*1

最初の輪距は、工場出荷時の輪距値です。()内は調整範囲と段数を示します。

MR800H,MR900H,MR1000H,MR1050H
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主要諸元

付表
型式

MR1050H-AT

駆動方式

機体寸法

4 輪駆動
全長

4085 mm

全幅

1800 mm

全高

2580 mm

軸距

2355 mm

輪距

前輪

1200 mm〜1440 mm（6 段）

後輪

1260 mm〜1840 mm（無段）

最低地上高

440 mm

質量（重量）

3480 kg
機関型式

クボタ V3800-TIEF4

形式

水冷 4 サイクル 4 気筒立形ディーゼル

総排気量

3.769 L
77.2 kW/2600 rpm
(105 PS/2600 rpm)

出力（ネット）／回転速度
エンジン

タイヤ

使用燃料

ディーゼル軽油

燃料タンク容量

115 L

尿素水タンク容量

12.9 L

始動方式

セルモータ式

バッテリ

31-900（BCI サイズ-CCA）

前輪

9.5-24-6PR

後輪

12.4-38-6PR

クラッチ方式
制動装置
車体

電子油圧式湿式多板
一系統左右独立（連結装置付き）、湿式ディスクブレーキ（機械式）

かじ取り方式

全油圧式パワーステアリング

差動方式

4 ピニオンかさ歯車式（デフロック付き）

変速方式

無段変速 KVT

変速段数

前進・後進

走行速度

副変速：3 段、主変速：無段

前進

0.1 km/h〜33.0 km/h

後進

0.1 km/h〜28.1 km/h

最小旋回半径
（ブレーキ使用時）

PTO

3.3 m

標準

PTO 回転速度

選択

グランド PTO 仕様

低回転 PTO 仕様

589 回転/分、828 回転/分、1170 回転/分（エンジン 2600）
2.62 回転/トラクタ走行 1 m につき
（タイヤ 13.6-38）
406 回転/分、537 回転/分、760 回転/分、1015 回転/分（エンジン 2600）

軸寸法
作業機
昇降装置

JIS 35
制御方式

ポジション・ドラフトミックスコントロール

装着方式

3 点リンク JIS 2 形

補足 :
• 質量、全長は鋳物ウエイト台装備状態の値です（前部ウエイトは含みません）。
• この主要諸元は、改良のため予告なく変更することがあります。
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主要諸元

付表

型式
機種

MR800H-PC
販売型式
仕様

PC1

PC2

標準仕様

PC3

前輪扁平仕様

MR900H-PC
PC1N

PC1NN

PC1

駆動方式
全幅

1890 mm

1980 mm

1940 mm

1770 mm

1890 mm
2625 mm

軸距

2250 mm

最低地上高
機体質量（重量）

PC1NN

1980 mm

1940 mm

1770 mm

3935 kg

3930 kg

3850 kg

470 mm
3900 kg

3935 kg

3930 kg

3850 kg

機関型式

3900 kg

クボタ V3800-TIEF4

種類

水冷 4 サイクル 4 気筒立形ディーゼル

総排気量

3.769 L

出力（ネット）
／回転速度

58.8 kW/2600 rpm
(80 PS/2600 rpm)

66.2 kW/2600 rpm
(90 PS/2600 rpm)

エンジン 使用燃料

ディーゼル軽油

燃料タンク容量

115 L

尿素水タンク容
量

12.9 L

始動方式

セルモータ式

バッテリ

31-900（BCI サイズ-CCA）

前輪タイ
ヤ
前輪タイヤ

前輪輪距

幅×接地長

9.5-24

320/60-26 360/70R20

1430 mm
(1330 mm
〜
1530 mm
1520 mm
4 段)

9.5-24

450 mm×1310 mm

320/60-26 360/70R20

280 mm×1310 mm

輪距

1440 mm

450 mm×1310 mm

280 mm×1310 mm

1320 mm

1440 mm

1320 mm

7340 cm2

11790 cm2

7340 cm2

20.8 kPa
(0.212 kgf/cm2)

32.7 kPa
(0.333 kgf/cm2)

20.8 kPa
(0.212 kgf/cm2)

32.7 kPa
(0.333 kgf/cm2)

緩衝方式
制動方式
かじ取方式

揺動式（+9°, -7°）
電子油圧式湿式多板
一系統左右独立（連結装置付き）、湿式ディスクブレーキ（機械式）
全油圧式パワーステアリング

差動方式

4 ピニオンかさ歯車式（デフロック付き）

変速方式

無段変速 KVT

変速 前進・後
段数 進
走行 前進
速度 後進

選択

1430 mm 1330 mm
(1330 mm (1330 mm
〜
1520 mm
〜
1520 mm 1520 mm
4 段)
4 段)

11790 cm2

クラッチ方式

標準

9.5-24

50×90 mm

接地面積
接地圧

9.5-24

1430
1330
1430 mm
(1330 mm (1330 mm (1330 mm
〜
1530 mm
〜
1520 mm
〜
1520 mm 1520 mm 1520 mm
4 段)
4 段)
4 段)

リンク数×ピッ
チ

PTO

PC1N

N（幅狭クローラ）仕様

4035 mm

機体寸法 全高

車体

PC3

前輪扁平仕様

半装軌式
全長

クローラ

PC2

N（幅狭クローラ）仕様 標準仕様

副変速：3 段、主変速：無段
0.1 km/h〜27.7 km/h
0.1 km/h〜22.7 km/h

PTO 回転
速度

589 回転/分、828 回転/分、1170 回転/分（エンジン 2600）

逆転 PTO
仕様

523 回転/分（エンジン 2600）

グランド
PTO 仕様

3.12 回転/トラクタ走行 1 m につき

低回転（D 仕様）

406 回転/分、537 回転/分、760 回転/分、1015 回転/分（エンジン 2600）
（次へ続く）

MR800H,MR900H,MR1000H,MR1050H
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主要諸元

付表
型式
PTO
作業機
昇降装置

MR800H-PC
軸寸法

MR900H-PC
JIS 35

制御方式

ポジション・ドラフトミックスコントロール

装着方式

3 点リンク JIS 2 形

補足 :
• 質量、全長は鋳物ウエイト台装備状態の値です（前部ウエイトは含みません）。
• この主要諸元は、改良のため予告なく変更することがあります。
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MR800H,MR900H,MR1000H,MR1050H

主要諸元

付表

型式
機種

MR1000H-PC
販売型式
仕様

PC1

PC2

標準仕様

PC3

前輪扁平仕様

MR1050H-PC
PC1N

PC1NN

駆動方式
全幅

1890 mm

1980 mm

PC1N

PC1NN

N（幅狭クローラ）仕様

4085 mm

1940 mm

1770 mm

1890 mm

1980 mm

2250 mm
470 mm
3900 kg

3935 kg

3930 kg

3850 kg

機関型式

3910 kg

3945 kg

3860 kg

水冷 4 サイクル 4 気筒立形ディーゼル

総排気量

3.769 L

出力（ネット）
／回転速度

73.5 kW/2600 rpm
(100 PS/2600 rpm)

77.2 kW/2600 rpm
(105 PS/2600 rpm)

エンジン 使用燃料

ディーゼル軽油

燃料タンク容量

115 L

尿素水タンク容
量

12.9 L

始動方式

セルモータ式

バッテリ

31-900（BCI サイズ-CCA）

前輪タイ
ヤ

前輪輪距

幅×接地長

9.5-24

320/60-26 360/70R20

1430 mm
(1330 mm
〜
1530 mm
1520 mm
4 段)

9.5-24

450 mm×1310 mm

320/60-26 360/70R20

280 mm×1310 mm

9.5-24

1430 mm 1330 mm
(1330 mm (1330 mm
〜
1520 mm
〜
1520 mm 1520 mm
4 段)
4 段)

450 mm×1310 mm

280 mm×1310 mm

50×90 mm

輪距

1440 mm

接地面積
接地圧

9.5-24

1430 mm 1330 mm 1430 mm
(1330 mm (1330 mm (1330 mm
〜
1530 mm
〜
1520 mm
〜
1520 mm 1520 mm 1520 mm
4 段)
4 段)
4 段)

リンク数×ピッ
チ

1320 mm

1440 mm

1320 mm

11790 cm2

7340 cm2

11790 cm2

7340 cm2

20.8 kPa
(0.212 kgf/cm2)

32.7 kPa
(0.333 kgf/cm2)

21.1 kPa
(0.215 kgf/cm2)

33.3 kPa
(0.339 kgf/cm2)

緩衝方式
クラッチ方式
制動方式
かじ取方式

揺動式（+9°, -7°）
電子油圧式湿式多板
一系統左右独立（連結装置付き）、湿式ディスクブレーキ（機械式）
全油圧式パワーステアリング

差動方式

4 ピニオンかさ歯車式（デフロック付き）

変速方式

無段変速 KVT

変速 前進・後
段数 進
走行 前進
速度 後進

選択

3940 kg

クボタ V3800-TIEF4

種類

標準

1770 mm

2355 mm

最低地上高
機体質量（重量）

前輪タイヤ

1940 mm

2625 mm

軸距

PTO

PC3

前輪扁平仕様

4035 mm

機体寸法 全高

車体

PC2

半装軌式
全長

クローラ

PC1

N（幅狭クローラ）仕様 標準仕様

副変速：3 段、主変速：無段
0.1 km/h〜27.7 km/h
0.1 km/h〜22.7 km/h

PTO 回転
速度

589 回転/分、828 回転/分、1170 回転/分（エンジン 2600）

逆転 PTO
仕様

523 回転/分（エンジン 2600）

グランド
PTO 仕様

3.12 回転/トラクタ走行 1 m につき

低回転 PTO 仕
様

406 回転/分、537 回転/分、760 回転/分、1015 回転/分（エンジン 2600）
（次へ続く）
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主要諸元

付表
型式
PTO
作業機
昇降装置

MR1000H-PC
軸寸法

MR1050H-PC
JIS 35

制御方式

ポジション・ドラフトミックスコントロール

装着方式

3 点リンク JIS 2 形

補足 :
• 質量、全長は鋳物ウエイト台装備状態の値です（前部ウエイトは含みません）。
• この主要諸元は、改良のため予告なく変更することがあります。

262

MR800H,MR900H,MR1000H,MR1050H

主要諸元

付表

型式
機種

MR1050H-PCAT
販売型式

PCAT

仕様

N（幅狭クローラ）仕様

全長

4085 mm

全幅

1770 mm

全高

2625 mm

軸距

2355 mm

最低地上高

430 mm

駆動方式

機体寸法

半装軌式

機体質量（重量）

3840 kg
機関型式

クボタ V3800-TIEF4

種類

水冷 4 サイクル 4 気筒立形ディーゼル

総排気量

3.769 L
77.2 kW/2600 rpm
(105 PS/2600 rpm)

出力（ネット）／回転速度
エンジン

使用燃料

ディーゼル軽油

燃料タンク容量

115 L

尿素水タンク容量

12.9 L

始動方式

セルモータ式

バッテリ

31-900（BCI サイズ-CCA）
前輪タイヤ

前輪タイヤ

前輪輪距

9.5-24
1430 mm
(1330 mm〜1520 mm 4 段)

幅×接地長

280 mm×1310 mm

リンク数×ピッチ
クローラ

50×90 mm
1440 mm
（1320 mm、1440 mm、1500 mm 3 段）

輪距
接地面積

7340 cm2
33.2 kPa
(0.338 kgf/cm2)

接地圧
緩衝方式

揺動式（+9°, -7°）

クラッチ方式
制動方式

一系統左右独立（連結装置付き）、湿式ディスクブレーキ（機械式）

かじ取方式
車体

全油圧式パワーステアリング

差動方式

4 ピニオンかさ歯車式（デフロック付き）

変速方式

無段変速 KVT

変速段数 前進・後進
走行速度

PTO

電子油圧式湿式多板

副変速：3 段、主変速：無段

前進

0.1 km/h〜27.7 km/h

後進

0.1 km/h〜22.7 km/h

標準

PTO 回転速度

589 回転/分、828 回転/分、1170 回転/分（エンジン 2600）

選択

逆転 PTO 仕様

－

グランド PTO 仕
様

低回転 PTO 仕様

3.12 回転/トラクタ走行 1 m につき
406 回転/分、537 回転/分、760 回転/分、1015 回転/分（エンジン 2600）

軸寸法
作業機
昇降装置

JIS 35
制御方式

ポジション・ドラフトミックスコントロール

装着方式

3 点リンク JIS 2 形

補足 :
• 質量、全長は鋳物ウエイト台装備状態の値です（前部ウエイトは含みません）。
• この主要諸元は、改良のため予告なく変更することがあります。

MR800H,MR900H,MR1000H,MR1050H
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主要諸元

付表

2. 走行速度表
（エンジン最高回転時）
MR900H
MR1000H
MR1050H

MR800H

副変速
前進

後進

前進

後進

L
（低速）

0.1 km/h〜7.8 km/h

0.1 km/h〜6.4 km/h

0.1 km/h〜8.3 km/h

0.1 km/h〜6.8 km/h

M
（中速）

0.2 km/h〜13.8 km/h

0.2 km/h〜11.4 km/h

0.2 km/h〜14.8 km/h

0.2 km/h〜12.1 km/h

H
（高速）

0.5 km/h〜32.5 km/h

0.5 km/h〜27.7 km/h

0.5 km/h〜34.7 km/h

0.5 km/h〜29.6 km/h

補足 :
• タイヤが K2 サイズのときの値です。
• 上記速度の値は、トラクタ単体状態における基準値であり、作業機の装着状態やほ場条件により変化します。

［パワクロ仕様］
（エンジン最高回転時）
MR800H-PC
MR900H-PC
MR1000H-PC
MR1050H-PC

副変速
前進

後進

L
（低速）

0.1 km/h〜6.4 km/h

0.1 km/h〜5.2 km/h

M
（中速）

0.2 km/h〜13.6 km/h

0.2 km/h〜11.1 km/h

H
（高速）

0.5 km/h〜27.7 km/h

0.5 km/h〜22.7 km/h

補足 :
• 上記速度の値は、トラクタ単体状態における基準値であり、作業機の装着状態やほ場条件により変化します。
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MR800H,MR900H,MR1000H,MR1050H

主要諸元

付表

3. 標準付属品
品名

数量／台

取扱説明書

1

取扱説明確認カード

1

保証書

1

メンテナンスブック

1

前輪切れ角調整ボルト類

1

燃料タンク給油口キー

1

ニップル（油圧取出用）

4

O リング（油圧取出用）

4

ジョイント（ロアリンク）

2

セットピンアッシ

2

スペーサ（小）

12(*1)

スペーサ（大）

12(*1)

リムディスクボルト

12(*1)

チョウボルト(M6)

1(*1)

チョウボルト(M8)

3(*1)

ステー（スライド、ウエ）

1(*1)

ステー（スライド、シタ）

1(*1)

アタマツキピン

1，2(*2)

スナップピン

1，2(*2)

*1

AT 仕様にのみ付属しています。

*2

PCAT 仕様にのみ付属しています。

MR800H,MR900H,MR1000H,MR1050H
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主な消耗部品一覧（純正部品を使いましょう）

付表

主な消耗部品一覧（純正部品を使
いましょう）
1. 消耗部品一覧（エレメント、フィル
タ、ベルト類）
エアクリーナエレメント

図番
(3)

品名
セパレータエレメント

品番
V0521-5194-0

フューエルフィルタカートリッジ

図番

品名

品番

(1)

エアクリーナエレメント（アウタ
ー）

59700-2611-2

(2)

エアクリーナエレメント（インナ
ー）

55231-2615-0

セパレータエレメント

図番
(4)
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品名
フューエルフィルタカートリッジ

品番
16631-4356-0

MR800H,MR900H,MR1000H,MR1050H

主な消耗部品一覧（純正部品を使いましょう）

付表

エンジンオイルフィルタカートリッジ

図番
(6)

品名
オイルセパレータエレメント

品番
1J508-0581-2

油圧オイルフィルタカートリッジ

図番
(5)

品名
エンジンオイルカートリッジ

品番
1C020-3243-4

オイルセパレータエレメント

MR800H,MR900H,MR1000H,MR1050H
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主な消耗部品一覧（純正部品を使いましょう）

付表

エアコンベルト

図番

品名

品番

(7)

油圧オイルフィルタカートリッジ

3L900-8262-0

(8)

油圧オイルフィルタカートリッジ
(HST)

3D950-5873-0

ファンベルト

図番
(10)

図番
(9)
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品名
ファンベルト

品名
エアコンベルト

品番
3B791-7932-0

品番
3B791-1625-0

MR800H,MR900H,MR1000H,MR1050H

主な消耗部品一覧（純正部品を使いましょう）

付表

2. 消耗部品一覧（ヒューズ、ランプ類）
ヒューズ

図番

(2)

品名

品番

スローブローヒューズ（50 A）（プ
ラグインタイプ）

T1060-30531

スローブローヒューズ（40 A）（プ
ラグインタイプ）

T1060-3052-0

スローブローヒューズ［ネジ止めタイプ］

図番

(1)

品名

品番

ヒューズ（ミニ 30 A）

T1060-3047-0

ヒューズ（ミニ 25 A）

TD069-3066-0

ヒューズ（ミニ 20 A）

T1060-3046-0

ヒューズ（ミニ 15 A）

T1060-3045-0

ヒューズ（ミニ 10 A）

T1060-3044-0

ヒューズ（ミニ 5 A）

T1060-3043-0

スローブローヒューズ［プラグインタイプ］

図番

(2)

MR800H,MR900H,MR1000H,MR1050H

品名

品番

スローブローヒューズ（120 A）
（ネ
ジ止めタイプ）

3N300-7556-0

スローブローヒューズ（150 A）
（ネ
ジ止めタイプ）

3S205-77781

スローブローヒューズ（60 A）（ネ
ジ止めタイプ）

3W999-0007-0
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主な消耗部品一覧（純正部品を使いましょう）

付表
電球

ブレード（ワイパ）

図番

品名

(12)

ブレード（ワイパ）

品番
3Y205-5402-0

ブレード（リヤ、ワイパ）

図番
(13)

図番

品名

ブレード（リヤ、ワイパ）

品番
3P300-5417-2

品番

(3)

デンキュウ（60 W）（ヘッドライ
ト）

3B291-7581-0

(4)

デンキュウ（21 W）（ウインカ前）

T1880-9911-0

(5)

デンキュウ（21 W）（ウインカ後）

T1880-9911-0

(6)

デンキュウ（5 W）（車幅灯）

T1880-9914-0

(7)

デンキュウ（5 W/21 W）
（尾灯、ブ
レーキランプ）

T1880-9912-0

(8)

デンキュウ（21 W）（バックラン
プ）

T2255-9912-0

(9)

デンキュウ（10 W）（ルームラン
プ）

3C581-5422-0
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品名

MR800H,MR900H,MR1000H,MR1050H

アタッチメント一覧表（純正部品を使いましょう）

付表

アタッチメント一覧表（純正部品を使いましょう）
分類

品名

品番

ブラケットアッ
3R700-1700-0
シ

用途・仕様

併用アタッチメント

フロントウエイト取付台

―

板金ウエイト取付台

―

鋳物ウエイト台に併着して
使用することで、フロント
ウエイトを 14 枚まで装着
可能

サイドプレート
3D950-2181-0
キット

サイドプレート 2 枚

99651-1200-0

ウエイト 25 kg×4 枚

―

前部ウエイトア 3F860-1210-0
ッシ
3R600-1210-2

ウエイト 45 kg×4 枚

―

3R900-1210-2

ウエイト 45 kg×8 枚
ウエイト 45 kg×12 枚

14 枚ウエイト・
サイドプレート 3D950-1210-0
キット

―

固定用部品一式付

―

―

―

前部ウエイト単
99651-1211-0
体 25 kg

25 kg

―

―

前部ウエイト単
3F860-1208-2
体 45 kg

45 kg

―

―

ボルト（ウエイ
99651-1213-0
ト 4 枚用）
ボルト（ウエイ
99651-1212-0
ト 6 枚用）
ボルト（ウエイ
35452-2181-2
ト 8 枚用）
ウエイト

ボルト（ウエイ
3A259-2179-0
ト 10 枚用）

―

【別途必要な固定用部品】
フロントウエイト固定用ボ 座金（2 個） ： RP301-4812-0
ルト
バネ座金（1 個） ： 04512-50160
ナット（1 個） ： 02174-50160

ボルト（ウエイ
36710-9718-2
ト 12 枚用）

―
―
―
―

ボルトキット
（ウエイト 4 枚 3R600-9730-0
用）

―

―

ボルトキット
（ウエイト 6 枚 3R600-9731-0
用）

―

―

―

―

―

―

ボルトキット
（ウエイト 12 枚 3R900-9734-2
用）

―

―

ボルトキット
（ウエイト 14 枚 3D950-9735-0
用）

ボルト（ウエイト 14 枚用）、座金、バネ
座金、ナット

―

ボルトキット
（ウエイト 8 枚 3R600-9732-2
用）
ボルトキット
（ウエイト 10 枚 3R600-9733-0
用）

その他

備考

フロントウエイト固定用
（部品一式付）

後輪ウエイトア
99881-1500-0
ッシ

ウエイト 50 kg×4 枚
取付ボルト含む

後輪ウエイト単
99881-1511-0
体 50 kg

50 kg 単体

ポンパレバーキ
3D900-9750-0
ット

ハンドル下用

モンローキット
3D950-9712-3
（KVT 用）
サブモニタ(VT)
3D950-9781-2
キット（KVT 用）

―
後輪ウエイトアッシに追加用
―

板金ディスク用
取付ボルト付
―

水平制御

ホイール AT 仕様はモンロパイプキット
必要 ： 3L908-9722-0

―

機能設定用

カメラ（VT 接続）キット： 3D900-9782-0

―
（次へ続く）

MR800H,MR900H,MR1000H,MR1050H
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付表
分類

その他

272

品名

品番

用途・仕様

併用アタッチメント

備考

フロント作業灯 3D900-9771-0

夜間作業用

―

LED・2 灯

リヤ作業灯

夜間作業用

―

LED・1 灯

インストラクタ
3B796-9750-4
シート

キャブ左室内設置

―

―

トレーラ用コネ
3L900-9743-0
クタキット

トラクタ側（メス）

トレーラ側オスカプラ
33740-9751-0

―

トレーラ用コネ
3L910-9743-0
クタキット

トラクタ側（メス）

トレーラ側オスカプラ
3G715-9747-0

インプルメント
3D900-9758-0
ステー

コントローラおよびサブモ
ニタ(VT)

―

オルタネータキ
3D900-9720-0
ット

150A

―

―

GPS ステー・ス
リップ制御キッ 3D900-9798-0
ト

GPS ユニットステー付

―

―

3D900-9772-2

ヨーロッパタイプ
右側面ピラーに取付

ミラーキット➀ 3D900-9740-0

ワイドサイドミラー

―

―

ミラーキット➁ 3Y200-9764-0

テレスコミラー

―

―
―

ガラスキット
（リアデフォッ
ガ）

3D900-9765-0

熱線ガラス

―

AD シリンダ
(34)キット

3D900-9791-0

ボア径 34 mm

―

AD 強弱調整不可
ホイル・PC 共通
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補助コントロールバルブ一覧表

付表

補助コントロールバルブ一覧表
No.

区分

1

品名

品番

補助コントロールバルブ
1 連目

2 連目

3 連目

4 連目

複動バルブ

3R600-9782-6

標準装備

―

〇

〇

備考

単複切り替えバルブ

3R600-9781-6

―

標準装備

〇

〇

セルフキャンセルデテント
バルブ

3R600-9783-4

―

―

〇

〇

4

フローティングバルブ

3R600-9784-5

―

―

〇

〇

5

レバーキット（ロック用）

3D950-9791-0

〇

〇

〇

〇

レバーロック機構付き（1〜
4 連目で使用可）

6

レバーキット（3 連目取付
用）

3D950-9710-0

―

―

〇

―

3 連にする場合必要（M な
し）

―

―

―

〇

4 連にする場合必要（M な
し）

―

―

〇

―

M 仕様 3 連目用
M 仕様 4 連目用

2
3

7

バルブ

レバーキット

レバーキット（4 連目取付
用）

3D950-9711-0

カプラは No.10〜13 から選
択

8

レバーキット（モンロ 3 連目
取付用）

9

レバーキット（モンロ 4 連目
3D960-9711-0
取付用）

―

―

―

〇

10

カプラキット（3/8）

3G700-9790-0

〇

〇

〇

〇

11

カプラキット（1/2）

3G700-9799-4

〇

〇

〇

〇

12 カプラ

カプラキット P（クイックタ
3G900-9790-4
イプ 1/2）

〇

〇

〇

〇

13

カプラアッシメス（クイック
3Y201-8201-0
タイプ 1/2）

〇

〇

〇

〇

メスカプラ 1 バルブ 2 個必
要

油圧取出しニップル（3/8 用）3G700-9793-0

〇

〇

〇

〇

エルボ（45°）No.10 用

油圧取出しニップル（1/2 用）3G700-9794-0

〇

〇

〇

〇

エルボ（45°）No.11〜13 用

14
15
•
•
•
•

エルボ

メス・オスカプラ各 2 個で 1
セット

〇は追加装着可、－は装着不要または不可を示します。
上記表より、バルブ、パーツキットおよびカプラキットを組合せて選定してください。
バルブと油圧カプラは、使用する作業機に合わせて選択してください。
流量調整バルブ（フローコントロールバルブ）は、制御するバルブの下に装着してください。
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作業ごとの一般的な調整要領

付表

作業ごとの一般的な調整要領
操作調整箇所

作業内容

(1) 耕深調整ダイヤル
(2) 感度調整ダイヤル

(3) 落下速度調整ダイヤル
(4) 高さ規制調整ダイヤル

(5) モンロー角度調整ダイヤル

耕深調整ダイヤ 感度調整ダイヤ 落下速度調整ダ 高さ規制調整ダ モンロー角度調 3P 制御モード モンローモード
*1
*1
ル(1)
ル(2)
イヤル(3)
イヤル(4)
整ダイヤル(5)
一般耕うん
ロータリカバ
ロータリ耕う ー（オート金
ん（モンロ・ 具）を使用し
オート入） ない耕うん
代かき湿田
傾斜地

仕上がりに応じ
調整
（クボタ純正ロ
作業機・作業に [水平]（必要に応
希望耕深になる ータリは中央〜
じて調整）
2〜3 秒に調整 応じて適切な位
ように調整
敏感右方向）
置に調整
他社作業機は中
央〜鈍感左方向
を目安に調整）
[水平]

プラウ耕（その他けん引作 希望耕深になる
通常作業位置は
土質に応じ調整 1〜2 秒に調整
業機）
よう調整
[高]

一般作業機（ポジションコ
ントロール）

－

－

－

[オート]
[E オート]

クボタ純正ロー
タリの場合[水
平 1]
ロアーリンク
幅、取り付け穴
により適宜選択
*2

[オート]

[傾斜]
モンロ 切
（位置制御）

[ドラフト]

[水平]
（必要に応じて
作業にあわせて 作業機に合わせ
調整）
調整
調整

[ポジション]

モンロ 入
ロアーリンク
幅、取付穴によ
り適宜選択

－
*1

電子メータ(DBM)に表示される画面で設定する内容です。メニュー画面と設定画面（75 ページ）の項を参照してください。

*2

モンローモード切替（119 ページ）の項を参照してください。
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モンロ 切
（位置制御）
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付表
操作調整箇所

作業内容

(6) モンロー手動スイッチ[縮]
(7) モンロー手動スイッチ[伸]

(8) モンロー手動スイッチ[平行復帰]

モンロー手動スイッチ *1
[縮](6)

[伸](7)

オートアップ

[平行復帰](8)

*1

バックアップ*1 ポジションレバー

ドラフトストッパ
ピン

備考

すき込
み高さ
調整位
置*3

一般耕
うん

ロータ
リ耕う
ん（モン
ロ・オー
ト入）

ロータ
リカバ
ー（オー
ト金具）
を使用
しない
耕うん

隣接耕うん時
は[入]（選択）
*2

[入]
（作業に応じ
て）

最下位置

ピンを入れる

切

[入]
（作業に応じ
て）

最下位置
耕盤が軟弱な場合
下限位置を設定す
る

ピンを抜く

作業にあわせ
て選択

作業にあわせ
て選択

作業に合わせ高さ
を調整

ピンを入れる

－

代かき
湿田

切
隣接耕うん時
は[入]（選択）

傾斜地

*2

左右のリフト
プラウ耕（その他 任意の角度に作業機を傾斜させ
ロッドが同じ
けん引作業機）
る
長さになる
－
一般作業機（ポジ
ションコントロ 任意の角度に作業機を傾斜させ
ール）
る

－
－

補足 :
レーザモードはレーザの取扱説明書を参照してください。
*1

電子メータ(DBM)に表示される画面で設定する内容です。メニュー画面と設定画面（75 ページ）の項を参照してください。

*2

作動しない場合があります。オートアップの使い方（114 ページ）の項を参照してください。

*3

すき込み開始高さの調整（153 ページ）の項を参照してください。
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索引
記号・数字
3P 制御モード
機能..................................................................... 110
3P 動作切替スイッチ
機能..................................................................... 115
3 点リンク
安全ロック機能................................................... 144
各部の名称.......................................................... 146
作業機の取付け................................................... 147
3 点リンク外部操作スイッチ.................................... 150
3 点リンクキープモード
概要..................................................................... 116
3 点リンク作業機
注意事項................................................................20
3 点リンク制御
表示..................................................................... 145
3 点リンクリターンモード
概要..................................................................... 116
4 輪駆動
使い方................................................................... 69

アルファベット
AD

強弱設定................................................................70
故障と処置.......................................................... 251
使い方................................................................... 70
AD スイッチ
機能....................................................................... 70
DPF 差圧センサ
ホースの交換.......................................................240
DPF 差圧センサパイプ
点検..................................................................... 239
DPF マフラ
取扱いポイント..................................................... 48
PM 堆積の警告レベルと必要な処置（再生禁止モー
ド時）............................................................. 53
PM 堆積の警告レベルと必要な処置（自動再生モー
ド時）............................................................. 51
再生禁止モードの操作.......................................... 52
再生に関する豆知識..............................................54
再生方式................................................................49
自動再生モードの操作.......................................... 50
清掃..................................................................... 237
注意事項................................................................22
点検..................................................................... 216
DTC：Diagnostic Trouble Code..................................55
e-アシスト旋回
応答時間設定.......................................................106
解除..................................................................... 105
回転数設定.......................................................... 105
クルーズ車速設定............................................... 106
設定..................................................................... 105
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EGR
クーラの点検・清掃............................................237
システムの点検・清掃........................................ 237
パイプの点検.......................................................239
PCV バルブ
点検..................................................................... 237
ホースの交換.......................................................240
PTO 軸カバー............................................................156
PTO 軸キャップ........................................................ 156
PTO 設定...................................................................135
PTO 変速レバー
機能..................................................................... 155

あ
アウターエレメント
交換..................................................................... 225
清掃..................................................................... 225
アクセルペダル........................................................... 66
アクセルレバー........................................................... 66
アクセル連動...............................................................67
アジャスタブルトレッド付きパワクロ
定期点検項目.......................................................189
アジャスタブルトレッド付きパワクロ［PCAT 仕様］
取扱注意事項.......................................................189
アタッチメント一覧表.............................................. 271
アップオフ PTO モード
機能..................................................................... 155
油漏れ
点検....................................................................... 21
あゆみ板使用時の注意................................................ 23
あゆみ板の使用........................................................... 16
あんしん PTO スイッチ
機能..................................................................... 154
操作の注意事項................................................... 153
安全確認......................................................................19
安全キャブ.................................................................. 60
改造禁止................................................................13
目的....................................................................... 13
安全キャブ部...............................................................47
安全ラベル
取扱い................................................................... 29
貼り付け位置.........................................................24
アンテナ....................................................................203
インストラクタシート................................................ 60
使用時の注意と手順..............................................60
インテークエアヒータ
点検..................................................................... 237
イージーチェッカ
機能....................................................................... 95
ウインカスイッチ....................................................... 63
ウエイト（オプション）...........................................194
後輪..................................................................... 195
ウォッシャ液
補充..................................................................... 248
MR800H,MR900H,MR1000H,MR1050H

運転時の注意...............................................................23
運転席部......................................................................44
運転免許......................................................................34
エアコン
外気フィルタの清掃............................................232
機器の簡易点検................................................... 238
空気の流れ.......................................................... 200
コントロールパネル............................................201
エアコンコンデンサ
清掃..................................................................... 232
エアコンスイッチ
機能..................................................................... 202
エアコンコンデンサ
引出し................................................................. 215
エアコン配管
点検..................................................................... 239
エアコンベルト
張りの調整.......................................................... 233
張りの点検.......................................................... 233
エアコンホース
点検..................................................................... 239
エキゾーストパイプ
点検..................................................................... 227
エキゾーストマニフォールド
点検..................................................................... 239
エコ設定....................................................................135
絵目次
安全キャブ部.........................................................47
運転席部................................................................44
電子メータ............................................................ 74
ハンドル部............................................................ 43
エレメント
消耗部品一覧.......................................................266
エンジン
始動確認..............................................................227
始動のしかた.......................................................126
停止時の注意.........................................................20
停止時の尿素 SCR システムの注意.................... 224
排気状態の確認................................................... 227
バッテリあがりの処置........................................ 138
不調と処置.......................................................... 250
前周りの清掃.......................................................216
エンジンオイル
交換..................................................................... 233
点検..................................................................... 212
補給..................................................................... 212
エンジンオイルフィルタカートリッジ
交換..................................................................... 234
エンジン回転計........................................................... 96
エンジン回転上限設定.............................................. 103
一時解除................................................................93
エンジン回転メモリ
設定..................................................................... 103
エンジン回転メモリ設定の一時解除
一時解除................................................................93
エンジン始動システム
点検..................................................................... 222
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エンジン始動セキュリティ
暗証番号設定.......................................................102
暗証番号の入力方法..............................................99
入/切設定.............................................................102
概要....................................................................... 99
設定..................................................................... 101
エンジンの始動と停止
注意事項..............................................................126
エンジンバルブクリアランス
点検..................................................................... 236
オイルクーラ
清掃..................................................................... 215
オイルクーラホース
交換.............................................................. 229,240
点検..................................................................... 229
オイルセパレータ
エレメントの交換............................................... 237
温度コントロールつまみ
調節..................................................................... 201
オーディオ機器
お問合せ..............................................................203
電源が入らない時の対応.....................................203
取扱い................................................................. 202
本機で利用できない機能について...................... 203
オート
故障と処置.......................................................... 251
オート 4WD スイッチ
概要....................................................................... 71
オートアップスイッチ
使い方..................................................................114
オートエアコン
概要..................................................................... 200
オートワイヤ［MA 仕様］
格納..................................................................... 148
取付け................................................................. 148

か
外気フィルタ
清掃..................................................................... 232
外部油圧
取出し................................................................. 123
下限規制.................................................................... 111
片側の車輪がスリップするとき................................139
感度調整ダイヤル
機能..................................................................... 113
寒冷時の暖機運転..................................................... 137
寒冷時のワイパの使用.............................................. 198
キャブマウントゴム
点検..................................................................... 239
吸気ホース
交換.............................................................. 228,240
点検..................................................................... 228
キースイッチ
機能....................................................................... 64
クォータウインド
開閉のしかた.......................................................197
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クラッチハウジング
水抜き................................................................. 222
クラッチペダル
機能....................................................................... 65
調整.............................................................. 226,227
点検..................................................................... 226
クラッチペダル連動 PTO
機能..................................................................... 154
グリースの注入......................................................... 220
クルーズ車速.............................................................133
現在車速の記憶................................................... 134
設定車速の変更................................................... 134
設定方法..............................................................134
クローラガイド
点検..................................................................... 242
クローラの転輪
オイル交換.......................................................... 242
オイルシール点検............................................... 242
クローラの遊輪
オイル交換.......................................................... 242
オイルシール点検............................................... 242
傾斜地モンロー
微調整設定.......................................................... 121
けん引作業時の注意....................................................15
けん引ヒッチ（ドローバ）....................................... 152
高圧洗浄後
注意事項................................................................21
耕深調節ダイヤル
機能..................................................................... 112
交通法規遵守...............................................................19
公道走行時
注意....................................................................... 34
後輪ウエイト（オプション）................................... 195
後輪デフロックペダル
機能....................................................................... 72
後輪油圧アジャスタブルトレッド［AT 仕様］
調整..................................................................... 188
取扱い注意事項................................................... 188
後輪輪距一覧表
MR1050H-AT 後輪 270/95R38 タイヤ仕様......... 182
MR1050H-AT 後輪 RC タイヤ仕様..................... 179
MR800H ・ MR900H ・ MR1000H ・ MR1050H 後 輪
270/95R38 タイヤ仕様..................................173
MR800H(W) ・ MR900H(W) ・ MR1000H(W) ・
MR1050H(W)後輪 RC タイヤ仕様................175
MR800H(W) ・ MR900H(W) ・ MR1000H(W) ・
MR1050H(W)ホイール仕様.......................... 169
クローラ輪距.......................................................184
後輪を浮かせての始動禁止......................................... 21
後輪［AT 仕様］
輪距..................................................................... 189
小型特殊自動車取得の届出......................................... 34
故障診断コード（DTC：Diagnostic Trouble Code）. 55
故障メッセージ
一時解除................................................................94
ご相談窓口.................................................................. 31
困ったときの参照頁一覧............................................. 11

278

ゴムクローラ
交換..................................................................... 243
張りの調整.......................................................... 241
コモンレール仕様の注意事項..................................... 22

さ
最高車速
設定方法..............................................................133
最高車速設定.............................................................133
サイドカバー
取り外しかた.......................................................211
取り外しの注意事項............................................ 211
坂道走行......................................................................19
坂道での運転.............................................................140
作業機昇降装置
名称..................................................................... 108
作業機の着脱...............................................................17
作業機用操作ボックス
取付け................................................................. 203
作業機落下速度調整ダイヤル....................................112
作業切替スイッチ
機能..................................................................... 111
作業機を取付けないときの注意................................152
作業後
注意事項................................................................21
作業ごとの一般的な調整要領................................... 274
作業灯
後側..................................................................... 199
注意事項..............................................................198
前側..................................................................... 199
作業灯スイッチ......................................................... 199
作業に適した服装....................................................... 14
作業モード
概要..................................................................... 116
切替..................................................................... 144
サプライポンプ
点検..................................................................... 237
サンバイザ................................................................ 199
室内エアフィルタの清掃...........................................231
車速係数の入力について.............................................94
車速設定....................................................................135
シャトルレバー
機能....................................................................... 68
車幅灯
機能....................................................................... 64
周囲の安全確認........................................................... 14
主変速レバー
使い方................................................................... 66
純正部品....................................................................271
除湿暖房....................................................................202
シート
機能....................................................................... 59
シートのかけかた
注意事項................................................................19
シートベルト...............................................................60
シートベルトを併用すること..................................... 13
水温計......................................................................... 96
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推奨オイル・尿素水・グリース一覧表..................... 210
スイッチ
確認....................................................................... 14
すき込み開始高さ
設定変更..............................................................153
調整..................................................................... 153
ストッパ
交換..................................................................... 184
ストッパボルト
調整..................................................................... 185
スプロケット
交換..................................................................... 243
スローブローヒューズ
交換..................................................................... 246
清掃........................................................................... 225
セパレータ
清掃..................................................................... 234
水の排出..............................................................213
旋回 2WD
機能....................................................................... 71
使い方................................................................... 71
旋回角度
調整....................................................................... 71
前日の異常箇所の点検.............................................. 212
洗車時の注意.............................................................204
前部ウエイト
概要..................................................................... 195
前部デフケース
オイル交換.......................................................... 235
前後遊びの点検・調整........................................ 236
前輪ケース
左・右のオイル交換............................................236
前輪デフロックスイッチ
機能....................................................................... 72
前輪の調整［PCAT 仕様］
調整..................................................................... 190
前輪輪距一覧表
MR1050H 前輪 RC タイヤ仕様...........................162
MR800H・MR900H・MR1000H・MR1050H-AT 前
輪 RC タイヤ仕様......................................... 164
MR800H(W) ・ MR900H(W) ・ MR1000H(W) ・
MR1050H(W)前輪 RC タイヤ仕様................160
MR800H(W) ・ MR900H(W) ・ MR1000H(W) ・
MR1050H(W)ホイール仕様.......................... 159
MR800HW・MR900HW・MR1000HW・MR1050HW
前輪 RC タイヤ仕様......................................166
パワクロ仕様の前輪タイヤ................................. 168
走行速度表................................................................ 264
走行モード切替スイッチ
機能....................................................................... 68
走行モードスイッチ
機能....................................................................... 69
損害賠償保険...............................................................34

た
タイヤ....................................................................... 156
確認....................................................................... 20
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空気圧................................................................. 214
空気圧の設定.......................................................157
損傷..................................................................... 214
取付けボルトの点検............................................222
摩耗..................................................................... 214
タイロッド
点検..................................................................... 231
トーイン調整手順............................................... 231
ダブルエアクリーナエレメント................................225
交換時期..............................................................238
暖房........................................................................... 202
ターボチャージャ
点検..................................................................... 237
チェックチェーン
調整..................................................................... 152
注意
直接通信ユニット................................................. 22
注意事項
PTO 軸の保護........................................................17
PTO の回転数........................................................17
運転に不適切な場所..............................................15
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燃費計
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使い方..................................................................115
バックミラー...............................................................62
バックランプ
機能....................................................................... 64
バッテリ
電解液の点検.......................................................224
取扱いの注意事項................................................. 20
取付け・取外し時の注意点................................. 224
補充電のしかた................................................... 224
バッテリ（＋）コード
交換..................................................................... 214
点検..................................................................... 214
パネル
開閉..................................................................... 215
着脱..................................................................... 215
パフォーマンスモニタ
距離測定機能の操作..............................................92
パフォーマンス項目の一覧................................... 90
パフォーマンス項目の選択................................... 88
パフォーマンス項目のデータリセット................. 92
表示項目の重複抑止..............................................92
パワクロ
グリースアップ................................................... 241
パワクロ仕様..........................................................22,23
パワクロ仕様についての注意事項.............................. 22

MR800H,MR900H,MR1000H,MR1050H
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パワーアシスト
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パワーステアリング
取扱い................................................................. 141
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点検..................................................................... 226
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フロントワイパ・ウォッシャスイッチ
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ヘッドライトスイッチ
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ヘッドランプ
交換..................................................................... 247
ベルト
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防虫網（ラジエータ用、エアコンコンデンサ用）
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ポジションモード
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安全ロック機能................................................... 123
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モンローシリンダホース［MA 仕様］
交換..................................................................... 240
モンローマチック［MA 仕様］
名称..................................................................... 118
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モンローモード［水平］
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確認....................................................................... 14
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