313 GC
油圧ショベル

エンジン出力
ISO 14396		
ISO 14396（DIN）		

55.4 kW（74 hp）
75 hp（メートル単位）

運転質量		 12,700 kg（28,000 lbs）
米国EPA Tier 4 Final、EU Stage V、および日本2014年排出ガス基準に適合。
カタログ内の図には、海外仕様に適合する機械およびオプションの品目が含まれる場合があります。

新しくなった

CAT 313 GC
®

所有、操作、メンテナンスが簡単

次世代油圧ショベル

313 GC油圧ショベルは、行う作業
に合わせて性能が調整されます。
大きくなった新型キャブは人間
工学に基づく新しいレイアウト
で、一日中快適性が維持されま
す。313 GCは、燃料節約機能、
メン
テナンス間隔の延長、
メンテナン
ス箇所の簡素化とともに、お客様
が求める信頼性を時間当たりコ
ストを抑えて実現します。

ビジネス上の競争はこれまで以上に激しくなっています。CAT®次世代油圧ショベルの提供する新たな手段によ
り、ほとんどの作業をビジネスに見合ったコストで完了できるようになるため、お客様のビジネスはより強力に
なります。
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+

さらなる燃料節約機能

+

多くの方法で効率向上

313 GC油圧ショベル

低燃費
最大10 % 1
2つの出力モード - パワーモードおよびスマー
トモード - 燃料消費の管理に役立ちます。

メンテナンスコストの削減
最大25 % 1
メンテナンス間隔の延長により、
アップタイムを
増やしてコストを削減します。

作業の
快適性
キャブは大きく、
シートは広くなっており、
コントロ
ール装置に簡単に手が届くため、一日中快適性が
維持されます。
1

313Fとの比較

313 GC油圧ショベル
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CAT機械管理テクノロジ

正確な状況把握に基づく車両管理
CAT機械管理テレマティクステクノロジを活用することで、機器、資材、作業員からデータを収集し、
カスタマイズ可能
なフォーマットで情報を利用できるため、作業現場の複雑な管理作業を楽に行えるようになります。

PRODUCT LINK™
Product Link™（プロダクトリンク）
では、あらゆる資産タイプや
資産ブランドから高精度のデータを自動的に収集します。機
械の位置、稼動時間、燃料消費量、生産性、
アイドル時間、
メン
テナンスアラート、診断コード、機械状態などの情報は、
ウェブ
とモバイルアプリケーションからオンラインで表示できます。

VISIONLINK®
情報には、VisionLink®（ビジョンリンク）を使用して、いつでもど
こからでもアクセスできます。情報に基づいて判断できるた
め、生産性が大幅に高まり、
コスト削減およびメンテナンスの
簡便化が促進され、作業現場の安全性とセキュリティが向上
します。お近くのCatディーラでは、
さまざまなご契約内容のオ
プションを取り揃え、車両を接続して、ビジネスを管理するた
めに何が必要か、お客様に適切な構成を提案いたします。追
加料金がかからない構成もあります。オプションでは、携帯電
話回線または衛星通信回線（あるいはその両方）
での情報送
信が利用できます。
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メンテナンスコストの削減

最大25 %

生産性の向上を
少ないコストで実現

サービスリマインダに
よる容易な運用

耐用年数が長くなった
新しいフィルタ

メンテナンス間隔の延長と同時メンテ
ナンスの促進により、低いコストで稼動
することができます。
フィルタの位置が
集約され、
より迅速に整備サービスを行
うことができます。機械のフィルタ寿命
やメンテナンス間隔をキャブ内のタッチ
スクリーンモニタで追跡することもでき
ます。

先を見越したサービスリマインダにより
生産性が向上します。新しい統合車両状
態管理システムは、オペレータに対し、
整備手順を必要な部品とともに段階を
追って示すため、不要な休車時間が発
生することがありません。

新しい作動油フィルタは優れたろ過性
能を発揮し、逆止弁により、
フィルタ交
換時期までオイルをクリーンに維持し
ます。交換間隔が3,000時間になり、従来
のフィルタ設計比で50 %延長されてい
ます。

313 GC油圧ショベル
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キャブが

作業を
容易に
全周にわたる
視界
ウィンドウが大きくなり、機械レイアウトが改善されているた
め、キャブのシートからの視界が向上しています。
リアビュー
カメラと右サイドビューカメラが標準装備されており、オペ
レータは常に周囲を把握することができます。強力な長寿命
のLEDライトは消費電力が最小限で、夜間の作業でも安全を
確保できます。

キャブが
安全を確保
転倒時運転者保護構造（ROPS、Rollover Protective Structure）
のISO認証を受けたキャブには優れた静粛性と気密性が備
わっています。広いキャブガラス面積と車体前部、右側、後部
のプロファイルが低くなり、
自然な作業姿勢でも車両周囲の
視界が得ることができます。

アクセス、接続、
収納が容易
便利な組込み機能が複数あり、オペレータはより快適に作業
できます。
+

BLUETOOTH®搭載ラジオ

+

12 V DCコンセントとAUXポート

+

後方、頭上、およびコンソール部の収納スペース

+

カップおよびボトルホルダ
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313 GC油圧ショベル

快適性と動作効率により、オペレ
ータは一日中生産性と注意力を
維持できます。
コントロール装置
が人間工学に基づいて配置され
ており、
シートで体をねじったり振
り向いたりする回数が抑えられま
す。標準シートは広く、実質的にあ
らゆるサイズのオペレータに合
わせて調整可能です。

新しいスマートモード
新しいスマートモードでは、最も高い
燃料効率になるように（旋回などの
作業ではより低出力、採掘時にはより
高出力）、エンジンおよび油圧を自動
的に調整します。

キーレスプッシュスタート
313 GCはキーレスでエンジン始動で
きるプッシュスタートボタンを採用し
ています。エンジン始動にはオペレ
ータIDのパスコードを入力するセ
キュリティシステムを採用し、車両アク
セスの制限・確認をすることができま
す。パスコードは、手動で、
またはオプ
ションのBluetoothキーフォブを通じて
入力できます。

カスタマイズできる
ジョイスティック
ジョイスティック機能はモニタからカ
スタマイズできます。
ジョイスティック
のパターンと応答速度は、オペレータ
の好みに合わせて設定できます。す
べての設定はオペレータIDごとに保
存され、ログイン時に復元されます。

タッチスクリーンモニタ
機械に関する多くの設定は、高解像
度の203 mm/8 inタッチスクリーンモニ
タで操作できます。42の言語を利用
できるほか、
シートから簡単に操作で
きる位置にあります。

313 GC油圧ショベル
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作業員と装置に注意を払う

安全機能
グラウンドレベルから
日常メンテナンス可能

上部プラットフォームへの
アクセス

すべての日常メンテナンス点検はグラウンドレベルから
実施できるため、
メンテナンスを迅速、容易かつ安全に
行えます。点検ポイントとして、エンジンオイルレベルゲ
ージ、燃料ウォータセパレータ、燃料タンクの水分および
沈殿物の排出、冷却系統の冷却水レベルチェックなど
があります。

新設計の右側サービスプラットフォームを使えば、上部のサ
ービスプラットフォームへ安全かつ容易に、素早く上れます。
サービスプラットフォームのステップにはパンチ穴付き滑止
めプレートが採用され、滑落を防止します。

安全な始動
自分のPINコードをモニタに入力するか、オプションの
Bluetooth キーフォブを使用して、
プッシュスタートボタン
始動機能を有効にします。

点検用照明
オプションの点検用照明を使用すると、整備作業が
より簡単かつ安全になります。
スイッチをオンにす
ると、照明がエンジン、ポンプ、バッテリ、
ラジエータ
コンパートメントを照らし、視認性が高まります。
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313 GC油圧ショベル

生産性の向上とコストの低減をもたらす

CATアタッチメント

さまざまなCATアタッチメントを活用することで、機械の性能を容易に拡張できます。Catアタッチメント
はそれぞれCat油圧ショベルのスペックに適合するよう設計され、パフォーマンス、安定性、そして安全
性を向上させます。

ピングラバ
カプラ

油圧ブレーカ

標準デューティ
バケット

ブレーカの損耗防止

ブレーカツールを
過熱や急速な摩耗
から保護します。
ブ
レーカ自動停止機
能は、空打ちが15秒
間続くと警告を行
い、30秒後にブレー
カを自動停止させ
て、
ツールの耐用年
数を延ばします。
ヘビーデューティ
バケット

CATロケータ
オプションのCAT PL161ア
タッチメントロケータは、
ア
タッチメントや他のギヤを素
早く簡単に見つけるための
Bluetoothデバイスです。
スマ
ートフォンのCATアプリによっ
て、デバイスの位置が自動的
に特定されます。

スケルトン
バケット

313 GC油圧ショベル
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技術仕様

全仕様については、cat.comをご覧ください。
エンジン

寸法

エンジンモデル

CAT® C3.6

エンジン出力
ISO 14396

55.4 kW

ISO 14396（DIN）

74 hp

75 hp（メートル単位）

定格出力（ネット）
ISO 9249

54.3 kW

ISO 9249（DIN）

73 hp

74 hp（メートル単位）

ブーム

リーチ4.65 m（15 ft 3 in）

アーム

リーチ2.5 m（8 ft 2 in）

バケット

3
GD 0.52 m（0.68
yd3）

全高（輸送時）
（キャブ最上部まで）

2,810 mm

9 ft 2 in

ハンドレール部高さ

2,810 mm

9 ft 2 in

全長（輸送時）

7,690 mm

25 ft 2 in

全長（輸送時）
（ブレード装着時）

7,960 mm

26 ft 1 in

内径

98 mm

4 in

後端旋回半径

2,190 mm

7 ft 2 in

行程

120 mm

5 in

カウンタウエイト下端高さ

916 mm

3 ft 0 in

3.6 L

220 in3

最低地上高

446 mm

1 ft 5 in

トラック全長

3,490 mm

11 ft 5 in

タンブラ中心距離

2,780 mm

9 ft 1 in

クローラ中心距離

1,990 mm

6 ft 6 in

全幅（輸送時）– 500 mm（20 in）
シュー

2,490 mm

8 ft 2 in

総行程容積（排気量）

• 公称出力は、製造時点で有効な指定規格の下で試験した場合の値
です。
• 表示されている定格出力（ネット）は、エンジンにファン、エアインテイ
クシステム、排気システム、およびオルタネータを装備している場合
に、
フライホイール部で得られる出力です。
• エンジン回転数は2,400 rpmです。

作業範囲および力

油圧システム
メインシステム – 最大流量

247 L/分

65 gal/分

最大圧力 - 機器

35,000 kPa

5,075 psi

最大圧力 – 走行時

35,000 kPa

5,075 psi

最大圧力 – 旋回時

26,000 kPa

3,770 psi

旋回機構
旋回速度

11.5 rpm

最大旋回トルク

35 kN∙m

25,888 lbf-ft

質量
運転質量

12,700 kg

28,000 lb

•リーチブーム、R2.5（8 ft 2 in）アーム、GD 0.52 m（0.68 yd ）バケット、
500 mm（20 in）
トリプルグローサシュー、2.14 mt（4,718 lb）カウンタウエイト。
3

3

整備交換時の容量
燃料タンク

258 L

68.2 gal

冷却系統

15 L

4.0 Gal

エンジンオイル

8L

2.1 gal

走行減速機（片側）

3L

0.8 gal

作動油（全量）

85 L

22.5 gal

作動油タンク

70 L

18.5 gal
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ブーム

リーチ4.65 m（15 ft 3 in）

アーム

リーチ2.5 m（8 ft 2 in）

バケット

3
GD 0.52 m（0.68
yd3）

最大掘削深さ

5,540 mm

18 ft 2 in

最大床面掘削半径

8,190 mm

26 ft 10 in

最大掘削高さ

8,580 mm

28 ft 1 in

最大ダンプ高さ

6,150 mm

20 ft 2 in

最小ダンプ高さ

2,090 mm

6 ft 10 in

2,440 mm（8 ft 0 in）のレベルボトムでの
最大切削深さ

5,330 mm

17 ft 5 in

最大垂直掘削深さ

5,030 mm

16 ft 6 in

最小作業半径

2,430 mm

7 ft 11 in

バケット掘削力（ISO）

98.43 kN

22,130 lbf

アーム掘削力（ISO）

65.51 kN

14,950 lbf

エアコンディショニングシステム
•当機のエアコンディショニングシステムにはフッ素系温室効果ガス冷媒
R134a（地球温暖化係数=1,430）を使用。
システムに含まれている冷媒の質量は0.85 kgで、CO2換算で1.216メートルト
ン相当になります。

標準装備品とオプション装備品

標準およびオプション装備品は異なる場合があります。詳細については、
Catディーラにお問い合わせください。
ブームおよびアーム

標準

油圧システム

オプション

標準

ブーム/アーム再生回路



2.5 m（8 ft 2 in）
リーチアーム



自動油圧システム暖機機能



3.0 m（9 ft 10 in）
リーチアーム



自動2速走行



電気式メインコントロールバルブ



ブームおよびスティックドリフト
リダクションバルブ



4.65 m（15 ft 3 in）
リーチブーム

キャブ



標準

転倒時運転者保護構造（ROPS）



コンフォートキャブ: 機械式サスペンショ
ンシート、203 mm（8 in）
タッチスクリーン
モニタ



CATテクノロジ

標準

オプション

オプション

ブームおよびアーム降下防止弁



中圧ライン



高圧ライン



クイックカプラライン



Cat® Product Link™



リモートフラッシュ



安全とセキュリティ

標準

リモートトラブルシュート



リアビューカメラと右サイドビューカメラ



ブレーカ自動停止機能



油圧ロックアウトレバー



エンジン停止スイッチ（地上操作可能）



電気系統

標準

メンテナンスフリーバッテリ



LEDシャーシライト、左ブームライト、
キャブライト



LED右ブームライト
プログラム可能な消灯遅延機能付きLED
作業灯

オプション




360 °照明


エンジン

標準

旋回アラーム

オプション

オプション



滑止めプレートおよび皿頭ボルトを備え
たサービスプラットフォーム



信号/警告ホーン



点検用照明



整備とメンテナンス


集中配置された電気系統ディスコネクト
スイッチ

オプション

標準

統合車両状態管理システム

オプション


エンジンオイルフィルタおよび燃料フィル
タをまとめて配置



サイド乗車式のサービスプラットフォー
ム



Cat C3.6、
シングルターボディーゼルエン
ジン





オートマチックエンジンスピードコント
ロール

エンジンオイルレベルゲージ（グラウン
ドレベル）





オートエンジンシャットダウン機能



定期オイルサンプリング（S • O • SSM）サン
プリングポート

52 °C（125 °F）の高い周囲温度にも対応す
る冷却機能で出力低下なく稼動



足回りと構造

標準

グリース潤滑式トラックリンク



-18 °C（0 °F）の寒冷時始動機能



ベースフレーム上のISO 15818固定箇所



可変スピードファン



500 mm（20 in）
トリプルグローサシュー



シングル燃料ろ過システム
（ウォータセパ
レータおよびウォータインジケータ付き）



プレクリーナ内蔵の2重エレメントエア
フィルタ



オプション

500 mm（20 in）
ラバートラックシュー



600 mm（24 in）
トリプルグローサシュー



700 mm（28 in）
トリプルグローサシュー



2.14 mt（4,718 lb）
カウンタウエイト



2,500 mm（8 ft 2 in）
ブレード



2,600 mm（8 ft 6 in）
ブレード



2,700 mm（8 ft 10 in）
ブレード



ボトムガード



トラベルモータガード



センタートラックガイド用ガード



地域により、
ご使用になれない機能もあります。お客様の地域でご購入いただける具体的な製品については、お近くのCatディーラにお問い合わせください。
詳細情報については、www.cat.comで313 GCの技術仕様カタログをご覧になるか、お近くのCatディーラまでお問い合わせください。

313 GC油圧ショベル
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オフロード法２０１４年
基準適合

国土交通省指定
低騒音型建設機械

CAT製品、ディーラサービス、および産業ソリューションに関する詳細情報について
は、Webサイト
（www.cat.com）をご覧ください。
VisionLinkはCaterpillar社の商標であり、米国およびその他の国で登録されています。
この製品に使用されるマテリアルと仕様は、予告なしに変更されることがあります。写真の車両には
オプション装備品が含まれることがありますご利用いただけます。利用可能なオプションについて
は、Catディーラにお問い合わせください。
© 2022 Caterpillar. All Rights Reserved. CAT、CATERPILLAR、LET’S DO THE WORK、それらの各ロ
ゴ、Product Link、S • O • S、"Caterpillar Corporate Yellow"、"Power Edge"およびCat "Modern Hex"のトレード
ドレスは、
ここに記載されている企業および製品と同様に、Caterpillar社の商標であり、許可なく使用す
ることはできません。
www.cat.com www.caterpillar.com
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