
  P6870D ABG  
  ボルボ ホイール式アスファルトフィニッシャ 2.5〜9m 129kW  
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ようこそ
ボルボの世界へ

ようこそ、業界⾸位の機械の世界へ。想像⼒、勤勉さ、技術⾰新がよりクリーン
な、よりスマートな、そしてよりコネクテッドな未来の整備に向けた道を切り開く
世界。ボルボグループの揺るぎない価値観にサポートされた世界。安定性、持続可

能性、イノベーションの世界。お客さまが全ての中⼼となる世界。
ようこそ、ボルボ建設機械の世界へ。皆様を歓迎いたします。

成功への道
ボルボの道路⼯事機械のベースとなるのは、ブロー・ノックス、インガソール・ラ
ンド、ABGブランドから受け継いだノウハウと、ボルボの⾼い技術⼒。その結晶

として⽣まれたのが、ハイクオリティの舗装⼯事や締め固め⼯事を可能にするボル
ボのアスファルトフィニッシャおよびロードローラ製品シリーズです。

ボルボは、業界での⻑い歴史を⼟台に、常に最善のソリューションを提供するた
めの製品改良を継続。コンパクトアシストおよびペイブアシスト製品は、インテ
リジェントなソリューションの開発を通じ、⻑きにわたって業界の要求に応える
世界トップクラスのパフォーマンスと結果をお届けしたいと願う当社取り組みの

成果の代表例です。

※コンパクトアシスト、ぺイブアシストの機能は⼀部の地域及び国ではご利⽤に
なれない場合がございますので最寄りのボルボディーラーへお問い合わせください。
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お客さまのためのソリューション
ボルボの業界トップクラスの機械は、お客さまとボルボの関
係の起点に過ぎません。お客さまのパートナー企業として、
ボルボはアップタイムを改善し、コストを縮減するための各

種追加ソリューションを開発しました。  

お客さま企業のための製品構成

9ブロックから成るボルボ製品・サービス群は、お客さまの
機械のパフォーマンスを補完し、利益を増強することを⽬的
に構成されています。端的に⾔えば、ボルボは今⽇の業界に
おけるトップクラスの保証および技術ソリューションを提供

します。

必要な時に必要なサポートを

新品・中古の別を問わず、ボルボ製品をご購⼊いただいた際
は、世界規模のディーラ・技術者ネットワークを通じ、機械
モニタリング、世界クラスのパーツの⼊⼿しやすさなどを含
め、サポートを24時間無休で提供いたします。この⽅法論を
基礎に全てを提供するボルボならば、スタート時点からご安

⼼いただけます。
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Services

Financial
Services
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New life
Services
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  ⾼い汎⽤性  
  P6870D ABGは、舗装⼯事のさまざまな場⾯で活躍する取り回しやすいアスファル
トフィニッシャです。コンパクトデザインと抜群の出⼒・けん引⼒を両⽴する機械
として、舗装⼯事のありとあらゆる⽤途で最⾼の結果を出すことができます。  

  舗装機能の信頼性   
独⾃の油圧式セルフレベリング機構付きサスペンションシス
テムにより、3点バランスで機械を安定させるとともに、地⾯
の状態が悪い現場や起伏の多い場所でも、けん引⼒を低下さ
せず、滑らかな舗装に仕上げます。  

  取り回し性   
狭い場所で作業を⾏う際には、内側旋回半径わずか2.5mとい
う抜群の取り回し性を誇る独⾃のステアリングシステムが活
躍します。このスマートなシステムにより機敏で正確な操舵
が可能。限られた空間で舗装作業を⾏う際の時間と労⼒を削
減します。  

  機動性   
最⾼時速20kmの⾛⾏性能により、現場内を素早く楽に移動。
現場間を移動の際も、コンパクトデザインのP6870D ABGな
らば簡単に輸送できます。  

  要求に応えるパワフルさ   
ボルボのプレミアムエンジンは、低回転速度で⾼トルクを引
き出す設計により、優れたパフォーマンスと効率性を実現。
アダプティブECOモードでは、エンジン出⼒を現場要件に合
わせて調節し、燃料消費を抑えます。  
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  ボルボの駆動システムは、地⾯や舗装条件を問わず、抜群のけん引⼒と制御性を発揮します。ドライブモードは6x6または6x4
を選択可能。⼤径リアホイールにより⾼い駆動⼒を⽣み出すとともに、負荷の⼤きさに応じてトルクをコントロールするシステ
ムにより、駆動輪（前輪）間で駆動⼒を調節し、空転を防ぎます。  
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  エレクトロニックペーバーマネジメント（EPM3）システムにより、作業を思いのままに⾏えます。コントロールボタンを1つ
のシステムに統合。それぞれの機能をオペレータが直感的に操作できるよう⾒やすいレイアウトで配置されています。ジョグホ
イールを使⽤し、機能の選択や調整を素早く⾏うことが可能。操作のしやすさと最⼤限の効率を実現しています。  
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  舗装作業が容易に  
  シンプル操作とトップクラスの快適さに配慮した設計により、思いのままに動かせ
る機械です。P6870D ABGに搭載された次世代「エレクトロニックペーバーマネジ
メント」システムは、全⽅向に広がる視界とともに、最⼤限の効率を実現する究極
のソリューションです。  

  すぐに作業に着⼿   
機械のセットアップを簡素化し、すぐに作業に着⼿可能。設
定マネージャにプロジェクト別カスタム設定を保存し、現場
間の違いを考慮することで、施⼯品質を⼀定に保つことがで
きます。類似の作業を⾏う際は、統合機能を利⽤し、EPM3に
保存済みパラメータを読み込むことが可能。舗装作業を開始
後、必要に応じて微調整を⾏い、パフォーマンスと⽣産性を
最⼤限に⾼めることができます。  

  レベリングの容易さ   
画期的なレベリング機能を搭載したボルボの統合システム
は、⼤型スクリードパネルモニタから操作可能。追加レベリ
ングコントローラの利便性はそのままに、ケーブル数を減
らし素早い組み⽴てを可能にしたコントロールユニットによ
り、スクリードオペレータの負担をさらに軽減。  

  ペイブアシスト   
ボルボCo-Pilot（オプション）の機能の⼀つであるペイブアシ
ストは、パワフルなデジタルツールを満載。扱い物マネージ
ャ、熱プロファイリング、天候ビューなどがあり、どれもオ
ペレータが作業を⾏いやすくするよう⽀援し、舗装プロセス
の⽂書化、⽬的で設計され、表層品質の向上を図る⽬的で設
計されています。  
※ぺイブアシストは⼀部地域や国ではご利⽤になれない場合がございますのでお近くの
ボルボディーラーへお問い合わせください。

  オペレータに選ばれる理由   
低騒⾳、フットレスト、アームレスト、暖気吹き出し
⼝、USBポート、カップホルダなど、オペレータに配慮した
設計により、注意⼒を低下させることなく快適に作業を⾏う
ことが可能。ホッパロックハンドルをプラットフォームから
直接操作できるよう改良し、操作性と安全性をさらに⾼めて
います。バッテリ断路器をオンにした際や、イグニッション
をオフにした際、ホームライト照明機能が3分間点灯し、プラ
ットフォームを照らします。   
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  必要に応じてカスタマイズ可能   
最⼤舗装幅9メートルのP6870D ABGに、さまざまな扱い物
を使⽤可能な各種スクリードを取り付けることが可能。ボル
ボ バリオマティックスクリードには、ガイドチューブが8カ
所（各油圧エクステンションに4カ所ずつ）に設置。スクリー
ドテンショニングデバイス（オプション装備）を併⽤するこ
とで、均⼀に圧縮された滑らかな路⾯を施⼯できます。  

  エクステンションの交換も素早く   
ボルボ独⾃のクイックカップリングにより、スクリードエク
ステンションを効率的かつ安全に、特別な⼯具を使わずに交
換することが可能。チャネルプレート、ガイドプレート、オ
ーガエクステンションを含む6.5メートルのスクリードをわず
か55分以内に組み⽴てることができます。  

  調節の容易さ   
油圧式エンドゲート制御（オプション装備: スクリードパネル
に統合）を使⽤すれば、スクリードエンドゲートの⼿動調節
が不要になります。これによりスクリードオペレータの労⼒
が軽減され、側⾯を確実に美しく仕上げることが可能。往来
する⾞両との安全な距離を保ちながら、安全に作業を⾏うこ
とができるというメリットもあります。  

  ⾼耐久性設計   
完全硬化処理を施した抜群の耐久性を誇るボルボの特別設計
タンパバーにより、扱い物の密度が確実に⽬標値になるよう
にすることができます。   

  究極のスクリードパフォーマンス  
  P6870D ABGは、⼀連の⾼パフォーマンススクリードとの互換性があり、要件や好
みに合わせて最適なスクリードを選んで使⽤することができます。ボルボのクイッ
クカップリングシステムや、特殊プロファイル対応ソリューションをはじめ、ボル
ボのスクリードは数⼗年にわたるエンジニアリングの結集であり、最⾼の舗装品質
を実現する機械です。  
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  VB79スクリードは、特定の排⽔要件など、道路⾯に特殊なクラウンプロファイルを舗装する必要がある場合に特に威⼒を発揮
します。伸縮式スクリードには、上下に10％（5.7°）調整可能な屈折関節を2カ所追加。不規則なプロファイルが求められる場
合でも、より容易に少ない材料で舗装が⾏え、コスト削減につながります。  
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  「ケアトラック」テレマティックスシステム（オプション装備）により、想定外のダウンタイムを回避し、効率的稼働を確実に
⾏えます。機械の位置、使⽤状況、⽣産性、燃料消費量、健康状態に関するレポートをオフィス以外の場所からも受信すること
が可能。改善の余地がある領域の特定や、施⼯の最適化に役⽴てることができます。  

※ケアトラックに関しては⼀部地域、国ではご利⽤になれない場合がございますので最寄りのボルボディーラーへお問い合わせください。
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  継続作業  
  素早く容易なメンテナンス作業に加え、ケアトラック、サービスインターバルマネ
ージャなどのスマートシステムを利⽤すれば、働き者のP6870D ABGアスファルト
フィニッシャを常時稼働し、最良のパフォーマンスを引き出すことは難しくありま
せん。  

  最⾼⽔準の整備体制   
素早く安全に整備を⾏い、稼働時間を最⼤限確保します。集
中給脂ポイントや必須点検ポイントは、プラットフォーム上
の⾒つけやすい場所に配置。燃料タンク、エマルジョン溶剤
タンク、AdBlueフィラーネックは、地上⾼からアクセスでき
ます。さらに、フリート管理者が整備ハッチのロックを解除
し、フリート全体にわたって1つの鍵でイグニッションをオン
にすることができる便利な機能もあります。  

  ケアキット   
ケアキットで部品のパフォーマンスを最適化し、機械の寿命
を最⼤限に引き延ばします。全ての部品をまとめて⼿元に⽤
意しておくことで、必要な部品の判断に迷うこともありませ
ん。主要部品や⾒るからに摩耗した部品だけを交換し、周辺
の部品を交換しない場合、交換済み部品に負担がかかる場合
があります。このキットが⼀つあれば、時間の節約コスト削
減だけでなく、最新のテクニカルサポートを受けることがで
きます。  

  常に⽣産性を維持   
13トンのホッパと、10時間の連続舗装作業を可能にする燃料
タンク容量により、常に⾼い⽣産性を維持することができま
す。燃料盗難防⽌システムにより、不慮のダウンタイム発⽣
を防ぐことができます。各種照明キットを取り付け、昼夜を
問わず作業中の視認性を確保可能。  

  状況を逐⼀把握   
サービスインターバルマネージャを使⽤して、必要なメンテ
ナンスを常に把握。機械の稼働時間を最⼤限に延ばすことが
できます。EPM3コントロールパネルにある専⽤メニューが、
予定されている（または適宜必要となった）メンテナンスを
表⽰し、オペレータに早めに警告。実施済み後はシステムに
記録され、整備履歴に残されます。  
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  究極の汎⽤性  

  • ドライブモードの選択肢は6x6と6x4
   の2通り
• ⼤径ホイールによる⾼い駆動⼒
•  負荷に合わせてトルクを調節するシ

ステムにより⾞輪の空転を防⽌
•  油圧式セルフレベリング機構付きサ

スペンションシステムによる3点バ
ランス  

   抜群のけん引⼒   

  • 2.5mの内側旋回半径
• 時速20kmの⾛⾏速度
• 容量13tのホッパ
•  ボルボエンジン: 低回転速度で⾼ト

ルク出⼒を実現、エコモードあり   

   ⾼い汎⽤性   

  •  直感的に操作可能な電⼦アスファル
トフィニッシャマネージャ（EPM）
システム

• 統合レベリング装置
• プラットフォームからホッパのロッ   
  ク操作が可能
•  ペイブアシスト（オプション装備の

Co-Pilotが必要）  
※ぺイブアシストは⼀部の地域、国ではご利⽤にな
れません。詳しくは最寄りのボルボディーラーまで
お問い合わせください。

   舗装作業が容易に   

  • 低騒⾳設計
• スライド式延⻑部付き全天候型ルーフ
• フットレスト、アームレスト、外側にスラ
   イド可能なシート
• 断機吹き出し⼝、カップホルダ、USB
   ポート  

   オペレータに選ばれる理由   
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  • 各種スクリードを使⽤し、最⼤9メートルの舗装
   が可能
• 全てのプロファイル（特殊クラウンを含む）に
   VB79を使⽤可能
• クイックカップリングシステム
• 完全硬化処理を施したタンパバー  

   業界トップクラスのスクリード

  • フラット設計のエンジンフード
• プラットフォームのガラス張りサイド仕切り
• 近距離ミラー
• ホームライト機能
• ボルボ スマートビュー（オプション装備）  

   360度広がる視界   

  •  燃料タンク、エマルジョン溶剤タンク、AdBlueフィラーネ
ックには地上⾼からアクセス可能

• 集中給脂ポイントにはプラットフォームからアクセス可能
• ケアトラックにより簡単に機械をモニタリング
• ケアキット
  ※ケアトラックは⼀部の地域、国ではご利⽤になれません。
詳しくは最寄りのボルボディーラーへお問い合わせください。

   整備・保守作業に配慮した親切設計   
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K₂

T₁ T₂
T₃

T₄

  ボルボP6870D ABG詳細スペック  
エンジン
メーカー ボルボ
型式 D6J
燃料 軽油
出⼒ kW 129

hp 175.4
エンジンスピード r/min 2,000
冷却⽅式 ⽔冷
燃料タンク容量 L 200
排出ガス対応 EU Stage V

オーガ
オーガの数 2
速度（最⼤） 1/min 90
直径 mm 360

舗装
舗装能⼒（理論値）* t/h 700
表層厚（最⼤） mm 300

電気系統
バッテリ電圧 V 24

速度
舗装（最⼤） m/min 40
回⾛（最⼤） km/h 20

⼨法
バリオ スクリード装着時⻑さ（ウォークウェーを上にした状態で） mm 6,152
⻑さ mm 6,402
幅 mm 2,548
⾼さ mm 3,837
⾼さ（回送運搬時） mm 2,970

重量**
トラクタユニット kg 14,300

コンベア
ホッパ容量 トン 13
コンベア数 2
コンベア速度（最⼤） m/min 21.5

最⼤許容登板能⼒***
トラクタユニット+スクリード % 25

騒⾳レベル
運転⼿の⽿の位置で測定、ISO 11201による
LpA dB 84
ISO 6395/指令2000/14/ECによる⾳響出⼒の保証値
LWA dB 104

備考
*実際の舗装出⼒は、表層の厚さ、舗装幅、および舗装速度によって異な
り、個々の作業現場に多く⾒られる条件によって異なります。
当社にご相談くだされば、特定プロジェクトの舗装能⼒を計算するにあた
って必要なお⼿伝いをいたします。
**おおよその重量、オプション装備未装着時。⽔を注⼊したタイヤ、充
塡度5割の燃料タンク、体重75kgのオペレータ、ウェザールーフを含む。
***スクリードVB78 2.5-5.0mに適⽤。拡張機能を使⽤する場合は最⼤
許容登坂能⼒が低下します。

推進⼒
駆動装置後部 数 2
駆動装置前部 数 4

ホイール/タイヤ
後輪
タイプ 空気タイヤ
数 数 2
⼨法 385/95R25
フロントハンドル
タイプ 伸縮タイヤ
数 4
直径 mm 580
幅 mm 340

⼨法
A₁ 作業時の⻑さ mm 6,402
A₂ 運搬時の⻑さ mm 6,152
B₁ 作業時の⾼さ mm 3,837
B₂ ウェザールーフの⾼さ mm 3,837
B₃ 運搬時の⾼さ mm 2,970
C トラクタ幅 mm 2,548
D₁ ⼿すりの⾼さ mm 2,700
D₂ デッキの⾼さ mm 1,605
D₃ スクリードの⾼さ mm 938
E₁ 外側ホッパ幅 mm 3,256
E₂ 内側ホッパ幅 mm 3,176
E₃ 振動梁幅 mm 2,495
F₁ ウェザールーフ延⻑部 mm 770
F₂ 座席コンソールエクステンション mm 317
G₁ 内側床⾯地上⾼ mm 592
G₂ 外側床⾯地上⾼ mm 688
H₁ プッシュローラまでのホッパ⻑ mm 2,118
H₂ ホッパ⻑ mm 1,939
J₁ 後部壁からオーガ中⼼までの⻑さ mm 275
J₂ オーガセンタスクリードの⻑さ mm 265
J₃ スクリードの深さ mm 1,297
K₁ オーガの地上⾼（中⼼） mm 350-60
K₂ オーガ直径 mm 360
L 地上⾼ mm 145
M ホイール直径 mm 540
N プッシュローラ直径 mm 160
O コンベア幅 mm 1,270
S₁ スクリード本体の幅VB78+VB79 m 2.5

スクリード本体の幅VB88 m 3.0
S₂ スクリードエクステンションの幅VB78+VB79 m 5.0

スクリードエクステンションの幅VB88 m 6.0
T₁ 前輪/クローラ前部からプッシュローラまで mm 970
T₂ 前輪間の距離 mm 800
T₃ クローラ⻑さ/ホイールベース mm 2,625
T₄ 後部壁までのクローラ/ホイールの距離 mm 720
U₁ ホイール/トラックゲージ mm 2,076
U₂ クローラパッド幅/ホイール幅 mm 340
W₁ ウォークウェー幅 mm 305
W₂ ウォークウェー⾼さ mm 434

スクリードの重量¹
作業幅 5.0m 6.0m 6.5m 7.5m 8.0m 8.5m 9.0m
VB781 kg 3,600 - 5,222 5,802 6,342 - 6,923
VB791 kg 4,050 - 5,672 6,252 - - -
VB881 kg - 4,050 - 5,772 - 6,352 6,892
VB891 kg - 4,500 - 6,222 - - -

*延⻑オーガ、チャンネルプレート、エンドゲートなどを含む。

振動
ISO 5349:2001に基づく⼿腕振動 m/s² <2.50
ISO 2631:1997に基づく全⾝振動 m/s² <0.50
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  装備  

   ボルボのオプション装備（⼀部）   

   瀝⻘ガス抽出装置      油圧式エンドゲート      スマートドック   

  ⼀部製品は特定市場で発売されていない場合があります。絶えず改良を⾏うことをよしとする⽅針に基づき、当社は、予告なしに仕様や設計を変更する権利
を留保します。図解部分は、機械の標準版を例にしたものとは限りません。  

   レベリング装置 – 主要3Dシステムとの互換性あり      照明キット      電動ウェザールーフ   

標準装備
エンジン
ボルボ純正ディーゼルエンジンEU Stage V

駆動装置
電⼦ドライブコントロール
独⽴後輪駆動
駆動前⽅アクスル2x4
油圧式ライドレベラー
荷重依存型⾼効率駆動系
アクティブ操舵
バラスト込み後輪

扱い物管理
ヘビープッシュローラ
⽐例コンベア制御
⽐例超⾳波オーガ制御
個別油圧駆動式コンベアおよびオーガ（4基）
オーガ逆回転機能
油圧式オーガ⾼さ調整

電気および電⼦系
アスファルトフィニッシャ電⼦管理（EPM3）システム
バックライト付きコントロール部
エコモードアダプティブ
セッティングマネージャ
サービスインターバルマネージャ
ステアリング⾓度表⽰
扱い物前部の表⽰
調節・スライド式制御ステーション
スクリードコントロールパネル（2基）
バッテリマスタスイッチ
電気スイッチキャビネット
バックアップ警報
燃料盗難検知
⼯具キット
MATRISサポート

構造
⼿動折りたたみ式全天候ルーフ、ガラス繊維補強プラスチック（GRP）製
シート2席（外側にスライド）
統合された防犯機能
近距離ミラー（全天候型ルーフに装備)
ボルボ グリーンキー
両シート下に収納コンパートメント
カップホルダ
USB充電ソケット

スクリード
分割式牽引アーム
スクリードロック
油圧式クラウン調整⽤VBスクリード
スクリード配電ボックスに24Vソケット

ライト
オペレータ⽤プラットフォームライト
ホームライト機能
ライトレベリングスケールLED

環境性能
低騒⾳仕様のエンジンコンパートメントおよびオペレータステーション

オプション装備
駆動装置
駆動前⽅アクスル4x4

扱い物管理
ヘビーデューティオーガ
ソフトドック
スマートドック
個別可動式ホッパウィング
油圧式フロントエプロン
オーガシャフト⽤保護ハーフシェル
オーガ延⻑および予備オーガベアリング
ヘビーデューティコンベアカバー
逆回転コンベア
コンベアオーガプリス潤滑機能

電気および電⼦系
統合レベリング
230V電気ソケット4カ所
横⽅向緊急停⽌
トラクションアイソレータスイッチ
CareTrack - GSM機器設置
CareTrack – 衛星機器設置
ペイブアシスト(ボルボ コ・パイロットシステム)
ボルボ スマートビューカメラシステム
レベリング装置
EPM 3コントロールパネル⽤運搬ケース

構造
電動油圧式全天候型ルーフ
ヒータ付きデラックスシート
フロントガラス（ワイパとウオッシャシステムを含む）
防⽔シート製サイドカーテン(全天候型ルーフに装着)
カスタム塗装
フロントバラストウェイト

スクリード
スクリードアシスト
スクリードテンショニングデバイス
スクリード⽤スペーサブロック
油圧式段差調整
VB79、VB89スクリード
油圧調整式パワーフロートスクリード⽤エンドゲート
加熱式スクリード⽤エンドゲート

ライト
基本セット、ハロゲン
基本セット、LED
ワークプラスキット、LED
フルナイトキット、LED
LED灯警告ビーコン
LEDバルーンライト2カ所
道路⾛⾏灯、左側トラフィック
道路⾛⾏灯、右側トラフィック

環境性能
瀝⻘ガス抽出装置
エマルジョン溶剤散布システム（ホースリールを含む）
⾼性能スプレークリーニングユニット
バイオ性油圧作動油
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