


序文 

本取扱説明書はお客様用の操作ガイドであり、エンジンのメンテナンス・修理に関

するすべての内容を記載されるものではありません。お客様が購入されたエンジン

は複雑な機械です。エンジンの適切なメンテナンス・修理についてご質問がある場

合は、代理店にご相談ください。部品の欠品、サービス、操作、組み立てなどの問

題がある場合は、代理店にお問い合わせください。 

 

エンジンの特徴  

 燃料筒内直噴式  

 リコイルスタータまたは電動スタータ（オプション）  

 強制空冷システム  

 最低限の異音要件を充たすため、スチール製のファンカバーを使用する 

 

本ディーゼルエンジンは、強制空冷及び燃料筒内直接噴射技術を採用しています。 

勢力不滅則に基づき、最適な構造で最大効率を得ることができます。本ディーゼル

エンジンはコンパクトでメンテナンスしやすくて、運びやすくて、工業、農業など

の機械設備の動力源として広く利用できます。主に応用された設備は灌漑施設、デ

ィーゼル式圧力スプレー、草刈り機、採土機があります。その他の応用された設備

は、振動ランマー、衝撃ランマー、軽量輸送車、ポータブルコンプレッサーと軽量

ポータブル発電機などを含んでいます。 

 

本取扱説明書は、ご購入いただいたエンジンの操作とメンテナンスの方法を記載さ

れています。ご使用の前に、本取扱説明書をよくお読みください。 

 

エンジンの運用寿命を保証するために、本取扱説明書に記載されている運転条件に

従ってください。 

 

本取扱説明書についてご質問やご提案がございましたら、お近くの代理店または弊

社までお問い合わせください。 本取扱説明書は、製品の設計または最適化により実

際の製品と異なる場合があり、予告なしに変更されることがあります。 
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安全対策 
以下の留意事項を必ずお守りください。 

 

排煙の留意事項 

 無色、無嗅ぎ、非常に危険な一酸化炭素ガ

スによる昏睡や死傷を避けるために、排

煙を吸わないでください。  

 室内やトンネルや洞窟などの風通しの悪

い場所では、エンジンを運転しないでく

ださい。  

 人や動物の近くでエンジンをかける場合

は、特に注意してください。 排気管の近

くに他の異物がないようにしてください。 

 

燃料充填時の留意事項 

 燃料を充填する前に、エンジンの運転を

停止してください。  

 燃料を入れすぎのないようにしてくださ

い。  

 燃料がこぼれたら、入念してきれいに拭

いて、乾かしたからエンジンを再始動し

てください。  

 燃料を充填した後、燃料漏れを防ぐため

に、燃料タンクのキャップをしっかり締

めてください。 

 

火災時の留意事項 

 直接火の近くでエンジンをかけないでく

ださい。 

 乾いた低木、枝、雑巾やその他の燃えやす

い物の近くでエンジンを使用しないでく

ださい。  

 エンジンをかける場合、建物やその他の

物体と 3フィート（1メートル）以上の距

离を保ってください。 

 エンジンをかける場合、可燃物とその他

の危険物から遠く離れてください。 
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保護カバー 

 回転部分に注意してください。プーリ、ベ

ルト、ヒンジなどの回転部品が露出して

いると、巻き込みが発生しやすくなり、人

命被害や機器破損の原因となります。 す

べての回転部品に保護カバーを取り付け

てください。  

 高温部分に注意してください。マフラー

やその他のエンジン部品は、エンジンを

かける後に温度が上昇します。 安全な場

所でエンジンをかけて、子供を運転中の

エンジンから遠ざけるようにしてくださ

い。 

 

周囲の環境 

 エンジンは平らで、丈夫で、砂利のない

路面で運転してください。  

 エンジンは水平面に置いて使用してくだ

さい。 エンジンが傾いていると、燃料が

タンクからこぼれることがあります。 

 

注意:急勾配でエンジンをかけると、油面が

最大になっていても、潤滑不足によりエン

ジンが故障する可能性があります。 

 

 エンジンの輸送中は燃料がこぼれないよ

うに注意してください。エンジンを動か

す前に、必ず燃料タンクキャップをしっ

かり締めて、タンクスイッチをオフにし

てください。  

 運転中のエンジンは絶対に動かさないで

ください。  

 エンジンを長距離輸送する場合は、燃料

漏れを防ぐために、燃料タンク内の燃料

を全部排出する必要があります。 
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運転前の点検 

 燃料ホースと燃料配管継手の燃料漏れが

あるかどうかを慎重に点検してください。

燃料漏れが火災の原因となります。 

 エンジンのすべてのナットとボルトがし

っかり締まっているかどうかを確認して

ください。ナットやボルトが緩んでいる

と、エンジンに重大な故障が発生し、重大

な人身事故を引き起こす可能性がありま

す。  

 エンジンオイルのレベルをチェックし、

必要な時に補充してください。ただし、絶

対に入れすぎのないようにしてください。  

 必ず燃料のレベルをチェックして、必要

に応じて燃料を補充します。絶対に補充

しすぎないでください。  

 エンジンの回転部に巻き込まれて人身傷

害を引き起こす可能性があるため、ゆる

いエプロン、タオル、ベルトなど、だぶつ

きや長すぎる衣服を身につけないでくだ

さい。 
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第一章 主な技術パラメータ 

1-1 技術パラメータ

エンジンモデル FD192FC/E 

タイプ
単筒、直列、4ストローク、 

空冷、直噴 

シリンダ径×ストロ
ーク(mm) 

92×75 

排気量(ml) 498 

定格回転速度
（r/min） 

3000 3600 

パワ
ー 

連続（kW） 7.8 8.5 

最大値（kW） 8.3 9.0 

平均ピストン速度
(m/s) 

7.5 9 

オイル消費率 

(g/kW.h) 
≤4.08 

燃料タンク容量(L) 5.5 

燃料の種類 
軽油 JIS K2204 

特 3号、3号、2号、1号、特 1号 

潤滑
オイ
ル
(L)

フルロード 1.2 

有効値 1 

エンジンオイル SAE 15W40 CH クラス以上 

クランクシャフトの
回転方向 

フライホイール端から見て、

時計回りに回転する

冷却方法 強制空冷 

潤滑方法 圧力・スプラッシュ複合型 

始動方法 レコイスタータ/電動スタータ

正味重量(リコイル
スタータ) (kg)

49 

正味重量(電動スタ
ータ) (kg) 

55 

サイズ L×W×H
(mm) 

441×427×501 

パッケージサイズ 

L×W×H (mm) 
500×460×555 
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1-2 エンジンの主要寸法

1-2.1 取付条件

ディーゼルエンジンの取付には、運転中の振動や変位を防ぐために、しっかりとし

た固定ベースを持つ必要があります。エンジンの運用寿命を延ばすために、特定の

種類のエンジンマウントの使用を検討してください。 

（1） 出力軸の位置が正しくセンタリングされていることを確認します。

（2） プーリの穴と軸のキー溝の寸法が一致していることを確認します。また、エ

ンジンシャフトのボルトが適切なトルク要件で締め付けられていることを確

認します。

（3） エンジンと他のベルト駆動装置とマッチする場合、計算とマッチングが間違

っていると、従動輪に必要な回転速度も不正確となります。 プーリに必要な

直径の計算式は以下の通りです。

駆動輪（プーリー）の直径の計算式は以下の通り： 

主動エンジンのプーリ径 
= 

従動装置のプーリ径×従動装置の回転数 
（エンジンのプーリ） ディーゼルエンジンの回転数 

（エンジンの回転数）

（4）ベルトの張力が適切な範囲にあることを確認します。

注意:ベルトがきつくなりすぎると、エンジンベアリングが急速に摩耗してエンジ

ンが故障する可能性があります。 ベルトが緩みすぎると、高速や高荷重でベルトが

スリップし、大きな音がします。
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1-2.2 プーリーとエンジン間の許容クリアランス

プーリーはできるだけエンジンに近いところ

に設置してください。 表 1-1に Lの値を示し

ます。 

モデル

項目 
192FC 

ドライ

ブベル

ト 

タイプ A / B 

数量 2 

最小プーリ径 75/125mm 

L ≤70mm 

表 1-1 

1-2.3 クランクシャフトの回転角度

 図 1-1のように、120°未満でなければなりません。

 傾斜角度は、図 1-2 に示す許容値内であることが必要です。

図 1-1許容回転角度 図 1-2 許容傾斜角 

≤  

10° 

≤  

10° 

10° 10° 

10° 10° 

出力軸の傾斜角 

許容傾斜角度 

(連続運転) 

エンジンの傾斜角 

許容傾斜角度 

(連続運転) 
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1-3 ディーゼルエンジンの駆動軸の仕様パラメータ
単位：mm 

図 1-3 ディーゼルエンジンの駆動軸の仕様パラメータ 

図 1-4 動力出力軸接続フランジの寸法とディーゼルエンジンの特性図 

ピストンのセンターライン

クランクシャフトのセンターライン

クランクシャフトのセンターライン

ピ
ス

ト
ン

の
セ

ン
タ
ー
ラ

イ
ン

 

深度 
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1-4 ディーゼルエンジン部品名

1-5 バルブタイミング、初期給油リード角と

バルブクリアランス 

1-5.1 バルブタイミング

モデル

項目 

位相角 

192FC 

吸気バルブ開 上死点前 13° 

吸気バルブ閉 上死点後 52° 

排気バルブ開 下死点前 57° 

排気バルブ閉 下死点前 8.5° 

表 1-3 

1-5.2初期給油リード角

モデル

項目 
192FC 

初期給油リード角(°) 21°±1° 

表 1-4 

マフラー

タンクキャップ

燃料タンク 

燃料ポンプ 

燃料スイッチ 

速度制御システム 

エアフィルタ

リコイルスタータ

エアフローカバー

オイルドレン 

オイルゲージ及び給油口

オイルフィルター

減圧弁 インジェクターノズル

クランクシャフト出力

オイルポンプ

高圧燃料配管 
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1-5.3 バルブクリアランス

モデル

項目 
192FC 

吸気バルブ(mm) 
0.10~0.15 

（冷態時クリアランス） 

排気バルブ(mm) 
0.10~0.15 

（冷態時クリアランス） 

表 1-5 

1-6 温度・圧力パラメータの要件

モデル

項目 
192FC 

排気温度(℃) ≤ 492 

エンジン油温(℃) ≤ 98 

煙濃度（ボッシュ） ≤ 4 

燃料噴射圧力（MPa） 19.6±0.49 

表 1-6 

1-7 モータナット・ボルト締付トルク仕様
国際単位系締付トルク規格(SI) 

モデル

項目 
192FC 注 

コネクティングロッドボルト 43-48

テスト終了後に再

締めてください

シリンダヘッドボルト 70-78

フライホイールボルト 160-190

ノズル固定ボルト 10-12

ロッカーホルダー固定ボルト 22-25

M8ボルト 25-28

Ｍ6ボルト 12-15

表 1-7 
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第二章 ディーゼルエンジンの運転 

2-1 ディーゼルエンジンの安全運転
1. 使用する燃料は、エンジンに使用する前に、フィルタで濾過して 24時間

放置しなければなりません。エンジン運転中にクランクケースにオイルを

入れないでください。

2. エンジン運転中には、可燃性および爆発物をエンジンから遠ざけなければ

なりません。エンジンは換気の良い場所に設置してください。

3. エンジン回転中や停止直後にはマフラーに触れないでください。

4. ディーゼルエンジンは定格回転数で運転してください。 異常な運転状態

が発生した場合は、直ちにエンジンを停止して点検し、障害対応を行って

ください。

5. 新しいエンジンにはなじみ運転の必要があります。最初の 20時間は低負

荷で運転する必要があります。なじみ運転中は、エンジンは高速・高負荷

で運転するのは禁止。

2-2 燃料の選択

エアフィルタエレメント:
エアフィルタエレメントは絶対に洗浄し

ないでください。エレメントのタイプは

乾燥タイプです。エンジン出力が低下し

た場合や排気の色が正常でない場合はフ

ィルタエレメントを交換してください。 

フィルタエレメントなしでエンジンをか

けないでください。 

始動/運転 

停止 

燃料の選択: 

ディーゼルエンジンには軽油のみを使用することができます。 

燃料や燃料タンクにほこりや水が入らないようにしてください。 

モデル

容量 
192FC 

 (Liter）リットル 5.5 

注意:燃料レベルは赤いマークより低くなければなりま

せん 

タンクキャップ

レッドマーク
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SAE 15W-40 

減圧ハンドル 

減圧ハンドルを押し下げてエンジンを始動します。 

ディーゼルエンジンは工場出荷時に機内に燃料とオイルがありませんので、使用す

る前に、必要に応じて燃料とオイルを添え、燃料配管内の空気が完全に排出される

ことを確認してください。配管内に空気がある場合は、それを排出し、燃料ポンプ

と高圧燃料配管の間のナットを緩め、燃料配管内に気泡がなくなるまで空気を排出

します。 

エンジン給油口:

エンジンを水平に置き、給油口にオイルを

入れます。油面をチェックするときは、油

面ゲージを軽くオイルの中に入れ、油面ゲ

ージを締め、ゆっくりと滑らかに回転し、

油面の位置をチェックします。

モデル

容量 
192FC 

リットル（ガロン） 1.2(0.32) 

上目盛り 

下目盛り SAE15W40 CH 以上のオイルの

ご利用をお勧めします。 

 

 

停止 

 

マフラー

油面ゲージ 
ドレンプラグ

ソケ

高圧燃料配管 

始動/運転 
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2-3 エンジンの過負荷の回避  
エンジンが 3 ヶ月以上使用されていない場合は、なじみ運転の手順に従ってくださ

い。 なじみ運転中に過負荷になると、エンジンの運用寿命が短くなります。最初の

20 時間は、テスト運転方法に従ってエンジンを始動・停止しなければなりません。 

 

2-4 オイル交換サイクル 

次の表のように定期的にオイルを交換してください。 

 

 

  

オイル交換サイクル 

開始 

50時間ごと 

エンジンオイル交換: 

初回 20時間、  

2回目 30時間 
 

エンジンオイルフィルタ: 

6ヶ月ごとまたは 200時間ごとに交換 

（必要に応じて変更）
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2-5 ディーゼルエンジンの始動 

2-5.1リコイルスタータ 

注意:エンジンの運転中に、手動リコイルスタータハンドルを絶対に引かないでくだ

さい。違反すると、エンジンを損傷する可能性があります。 

 

  
燃料スイッチをオンにします。 

エンジン回転数制御ハンドル

を RUNの位置に回します。 

スタータハンドル

をしっかりと握り

ます。 

抵抗を感じるまで

ゆっくりとハンド

ルを引きます。 

そしてゆっくりと

引っ込めるように

します。 

減圧ハンドルを押して放

します。 

スタータハンド

ルをしっかりと

握ります。 

 リードロープを力強

くて素早く引っ張っ

て、それをすべて引

き抜きます。 

 必要に応じて両手を

使います。 

エンジンが始動でき

ない場合は、手順③

からやり直してくだ

さい。 

スタート！ 

抵抗を感じるまで。 



 

11 

 
  

ステップ③では、強く引

っ張っていないとエンジ

ンは始動しません。 
ステップ③では、リードコ

ードを完全に引っ張らない

と、エンジンは始動しませ

ん。 

ステップ③では、リード

ロープを引っ張るときに

早すぎたり、強くすぎた

りしないようにします。 

いつもゆっくりとリード

ロープを引きます。 

いつもリードロープを全

部引き抜いてください。 

常にリードロープを強く

て素早く引き抜いてくだ

さい。 
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2-5.2ディーゼルエンジンの電動スタータシステム 

（１）始動 

ディーゼルの電動スタータとリコイルスタータの事前準備の手順は同じです。 

a. 燃料タンクスイッチをオンにします。 

b. 速度制御ハンドルを作動位置に回します。 

c. スタータスイッチを時計回りに回して「Start」の位置にします。 

 
d. エンジン始動後直ちに点火スイッチから手を離します。  

e. 10秒以内にエンジンが始動しない場合は、しばらく（約 15秒）待ってか

らエンジンを再始動してください。 

スタータモータを長時間運転すると、蓄電池電圧が低下し、スタータモータ損

壊する可能性があります。キースイッチを「ON」のままにします。 

 

（2）蓄電池 

蓄電池の電解質は希硫酸です。目、皮膚、衣服を保護するために、電池を使用する

ときは保護具を着用してください。電解液に接触した場合は、すぐに水で洗浄して

ください。目に入った場合は、浄水で十分に洗浄し、すぐに医師の診察を受けてく

ださい。 

a. 蓄電池を長期間使用しない場合は、次の手順に従ってください。  

i. 長時間使用しない前に蓄電池を満充電にしてください。  

ii. 電池を安全な場所に置き、陽極と陰極を絶縁カバーで保護してください。  

iii. 蓄電池を再使用するときは、蓄電池の電圧が 12V 以上であるようにしてく

ださい。 

b. 蓄電池の酸液がこぼれないように、運搬や保管中に割れや錆が発生しないよう

にしてください。 

c. 古い蓄電池を他のゴミと分けて、リサイクルセンターにより環境に配慮した方

法で処理される必要があります。 

 

 

スタートキー 
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2-6 ディーゼルエンジンの運転及び停止 

2-6.1ディーゼルエンジンの運転 

（1）無負荷状態で三分間エンジンを予熱します； 

（2）速度調節レバーを目標スピードの位置に 

設置します。 

速度調節レバーを用いてエンジンの回転

数を制御します。  

速度制御ネジと燃料制御ネジを緩めた

り、再調整したりしないでください！  

 

2-6.2エンジンの運転時検査 

（1）振動による異音の有無を検査します。 

（2）燃焼が良好かどうかを検査して確認します。（エンジンを非常に高い回転数

で動作させることは推奨されていません。これはエンジンの運用寿命を縮める原

因となります） 

（3）排気ガスの色、白煙や濃い黒煙があるかどうかを検査します。このような状

況が検出された場合は、直ちにエンジンを停止し、地元の代理店にて修理サポー

トを求めてください。 

 

2-6.3 運転停止 

（1）まず、ガバナを用いてエンジン回転数を低下させます。停止する前に、空転

モードで 3分間運転します。 

（2）その後エンジンを停止します。 

エンジンが突然停止すると、エンジンシリンダー内の温度が異常に上昇す

ることがあります。  

エンジンを停止するときは、負荷を徐々に下げてください。 減圧レバーを

使用してエンジンを停止しないでください。 

（3）燃料スイッチを「S」位置（停止位置）に回します。 

 
 

速度制御ネジ 

燃料制御ネジ 

燃料スイッチ 



 

14 

（4）エンジンにスタータモータが搭載されている場合は、スタータスイッチを

「OFF」位置に回します。 

（5）抵抗を感じるまでリコイルハンドルをゆっくりと引き、これはピストンが圧

縮ストロークにあることを意味します。この時点で吸気バルブと排気バルブの両

方が閉じた状態になり、 そしてハンドルをエンジンに引っ込めます。この位

置は、長期間保管中のエンジンの錆びを防止することができます。 

注意:手順 5 は、エンジンが停止しているときにのみ実行してください。そうしな

いと、エンジンが損壊する可能性があります。 
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第三章 ディーゼルエンジンのメンテナンス 

3-1 日常点検とメンテナンス 
油面がオイルゲージの上下の刻み線の間にあるかどうかを確認します。  

エンジンオイルが漏れていないか確認します。  

エンジンに付着したホコリや汚れを取り除き、エンジンを清潔に保ちます。 

 

3-2 定期点検とメンテナンス 
定期点検とメンテナンスは、エンジンの正常な動作と運用寿命に不可欠です。次の

表は、特定の期間中に必要なメンテナンスの内容を示します。マークが付いている

場合は、修理に専用工具と専門知識を持っているオペレータが必要とすることを示

します。特別な点検やメンテナンスを行う場合は、地元の代理店にお問い合わせく

ださい。 

内容 

項目 
毎日 

1ヶ月ごとま

たは 20時間

ごと 

3ヶ月ごとまた

は 30時間ごと 

3ヶ月ごと

または 50

時間ごと 

6ヶ月ごと

または 200

時間ごと 

12 ごとま

た は 500

時間ごと 

ボルト・ナットの点

検・締め付け 
○      

オイルの点検・追加 ○      

オイル漏れの確認 ○      

燃料タンクの点検  毎月 

燃料フィルタの点検    ○ 
●  

（交換） 
 

燃料噴射ノズルの点検     ●  

燃料ポンプの点検     ●  

燃料配管の点検     

● 

（必要に応

じて交換） 

 

吸排気バルブのクリア

ランスの調整 
 

● 

（1回目） 
  ●  

吸排気バルブ研磨      ● 

ピストンリングの交換      ● 

エアフィルタエレメ

ントの洗浄 

ほこりの多い使用環境では点

検・メンテナンス期間を短縮す

べきです 

○  

● 

（必要に

応じて交

換） 

オイルの交換 
 ○ 

一回目 

○ 

二回目 
○   

オイルフィルタの洗浄   

● 

（必要に応

じて交換） 

 

● 

（必要に応

じて交換） 

 

燃料タンクの洗浄  毎月 

蓄電池の電解液の点検  毎月 

 「○」は定期点検を示しています。 

 「●」は修理に専用工具とスキルをもっている専門オペレータにより行う必要

とすることを示します。代理店にお問い合わせください。 
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燃料フィルタの洗浄と交換 

エンジンの最大出力を保証するためには、燃料フィルタは清潔に保たれなければな

りません。 

燃料タンクからフィルタを取り出して洗浄します。 

洗浄 3ヶ月ごとまたは 50時間ごと 

交換 6ヶ月ごとまたは 200時間ごと 

 

 

オイルフィルタの洗浄と交換 

 

洗浄 オイル交換のたびに 

交換 200 時間または修理時 

 

 

 

  

燃料ポンプの燃料供給管を取り外します 

ナットを緩めて取り外すします 

フィルタを引き出します 

燃料ネジを緩めます 

燃料を排出します 

オイルフィルタ 
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エアフィルタエレメントの交換 
 

 
エアフィルタエレメントは、さまざまな異物によって汚れている可能性があります。

このような事態が発生すると、エンジンに入る空気の量が少なくなるため、燃料噴

射量が異常に多くなり、空気と燃料との混合状態が悪化し、ひいてはエンジン性能

を低下させます。エアフィルタとカートリッジを常に清潔に保つ必要があります。 

 

 

3-3 ディーゼルエンジンの長期保管 
ディーゼルエンジンを長期保管する場合、エンジンに入る空気の量が少なくなるた

め、燃料噴射量に異常が生じることがあります。  

長期保存するには、次の手順に従ってください。 

（1）エンジンを 3分間運転して、機体内部に残った燃料を消費します。  

（2）速やかにオイルを放出し、エンジンが冷えた後に新しいエンジンオイルを充填

します。オイル充填口の位置を次の図に示します。  

 
       

 

（3）手動リコイルスタータの場合は、減圧レバーを押し下げてリコイルスタータ

装置を 2〜3回引っ張って、全ての空気を燃焼室から排出します。 

（4）スタータモータを搭載したエンジンについては、減圧レバーを押して起動キ

ースイッチをスタータ位置にし、エンジンを約 2~3 秒間回転させます。これをも

う一度行い、すべての空気を燃焼室から排出します。 

（5）この時、減圧レバーを引き上げ、抵抗を感じるまでリコイルスタータをゆっ

くりと引きます。この時点で、吸排気バルブは共に閉じていて、エンジンのピスト

ンは圧縮状態になっています。これにより、シリンダ内に水分が入って錆が発生

することを防ぐことができます。 

 (6) 最後にエンジン上のオイルをきれいにして、干す場所に置いてください。  

交換  

6 ヶ月ごとまたは 200時間ごと  

（必要な場合はできるだけ早く交換し

てください） 

オイルドレンプラグ 

オイル充填口 

フィルタエレメントを洗浄剤で洗浄しないでください。  

柔らかいブラシまたは乾燥した圧縮空気で洗浄します。 

エアフィルターエレメント 
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第四章 エンジンの故障及び解決策 

4-1 エンジンが始動しない 

可能な原因 解決策 

周囲温度が低いため、エ

ンジンオイルの粘度が高

すぎる可能性がある 

予熱済みのオイルをクランクケース内に充填しま

す。 

エンジンの吸気管内にオイルを添えます。 

エンジンの動力出力ベルトを外し、エンジンが暖ま

るまで空転モードで運転します。その後、動力出力

ベルトを接続し直してエンジンを再始動します。 

燃料配管には水がある 
燃料フィルタと燃料配管を洗浄し、新しい燃料を交

換します。 

燃料が濃くなって流れに

くくなる 
指定燃料を使用してください。 

燃料配管内にはガスがあ

る 

燃料配管の継手を緩め、気泡が出ないまで燃料中の

ガスを排出します 

燃料の噴射量が少ないま

たは噴射不良 

ガバナハンドルの位置を確認し、燃料噴射ノズルを

きれいにします。 

燃料ポンプを点検し、必要に応じて燃料ポンプまた

は燃料噴射ノズルを交換します。 

不完全燃焼 

燃料噴射ノズルが破損しているか、燃料ポンプの燃

料噴射タイミングが間違っている可能性がありま

す。シリンダヘッドガスケットがガス漏れで圧縮圧

が維持されていない可能性があります。適切な圧縮

と燃料噴射タイミングを実現するために、各部品を

修理する必要があります。 

料供給量が不安定 

燃料タンク内の油面が低すぎる可能性があるので、

点検して燃料を充填してください。 燃料フィルタ

が詰まっている可能性があるので、交換してくださ

い。 

圧縮圧力が低すぎる 

シリンダヘッドパッキンを交換するか、シリンダヘ

ッドボルトを対角線法で締めます。シリンダヘッド

ガスケットを交換する場合は、エンジンの運転後に

シリンダヘッドのボルトを再度締めてください。 

ピストンリングの摩耗に

よる圧縮圧力の低下 
ピストンリングを交換します 

ピストンリングの開口位

置の合口 

各ピストンリングの開口位置が互いに 120°ずれて

いることを保証します。 

ピストンリングの引っか

かりまたは破損 

ピストンリングとシリンダをディーゼル油で洗浄

し、必要に応じてピストンリングを交換します。 
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可能な原因 解決策 

バルブのガス漏れ 
吸排気バルブを研磨し、痕迹が深すぎる場合は修理

工場に送って交換してください。 

バルブクリアランスが不

良 

技術仕様書の規定に従ってクリアランスを調整しま

す。 

バルブがバルブガイドに

固着 

吸排気バルブを取り外し、吸排気バルブとバルブガ

イドをきれいにします。 

 

4-2 ディーゼルエンジンの出力不足 

可能な原因 解決策 

燃料システムの詰まり 

燃料配管が詰まっている

か、燃料フィルタが詰まっ

ている。 

燃料フィルタと燃料配管をきれいにします。 燃

料スイッチが完全に開いているかどうかを確認し

ます 

燃料ポンプの破損 修理または交換 

ノズルが正常に動作してい

ないか、噴射圧力が正しく

ない。 

修理または交換 

ノズルの噴射孔にカーボン

が溜まる 
修理または交換 

ニードルバルブの接着 修理または交換 

ニードルバルブとニードル

バルブ本体の嵌合不良 
修理または交換 

エアフィルタの目詰まり 
エアフィルタアセンブリを取り外し、フィルタエ

レメントとエアフィルタを洗浄します。 

エンジン回転数が低い 
タコメーターの回転速度を確認し、高速リミット 

スクリューを調整します。 
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4-3 エンジン自動停止 

可能な原因 解決策 

燃料不足 燃料を充填します。 

燃料配管の詰まり 燃料配管を洗浄します 

燃料システム内のオイル

エア 
燃料配管の空気を抜いて新しい燃料を注入します 

ノズルニードルバルブの

接着 

ノズルを洗浄または研磨する場合、必要に応じて

ノズルを交換します。 

エアフィルタの目詰まり エアフィルタを洗浄します。 

負荷の急増 負荷を下げます 

 

4-4 エンジンから黒煙が出る 

可能な原因 解決策 

エンジンの過負荷 
負荷を下げます。駆動される機械がエンジンと一

致しない場合は、エンジンを交換してください。 

燃料噴射不良 
燃料の噴射圧力および噴射状態を確認します。  

ノズルを修理または交換します。 

吸気不足またはガス漏れ 
エアフィルタを洗浄し、ガス漏れの原因を点検し、

必要に応じて修理します。 

 

4-5 エンジンから青い煙が出る 

可能な原因 解決策 

シリンダの中にオイルが

ある 

油面を確認し、過剰なエンジンオイルを排出しま

す。 

ピストンリングが摩耗し

ているか、ピストンリン

グの開口部のクリアラン

スが完全に合うと、オイ

ルが燃焼室内に上向きに

流れ込む 

ピストンリングを点検または交換し、クリアラン

スがずれていることを確認します。 

ピストンまたはシリンダ

の摩耗 
必要に応じて交換します。 

バルブまたはバルブガイ

ドの摩耗 

必要に応じてバルブまたはバルブガイドを交換し

ます。 
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4-6 エンジンから白煙が出る 

可能な原因 解決策 

燃料には水がある 
オイルタンクとディーゼルフィルタを洗浄し、燃

料を交換します。 

 

4-7 エンジンのその他の故障及び解決策 

可能な原因 解決策 

高低速時の変動 

ガバナが緩んでいないかどうかを確認します。 燃

料システムに空気が入っているかどうかを確認しま

す 

突然異音がする 回転部品を点検します 

突然黒煙が出る 燃料システム、特に燃料噴射ノズルを点検します 

シリンダの中でノッキン

グ音がする 

燃料供給リード角が大きすぎるので、正しい要件に

合わせて調整します 
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