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トヨタ 電子制御式ＬＰＧ



電⼦制御式ＬＰＧ液体噴射システム
トヨタダイナ等（１TR−FPE型エンジン）



トヨタ ダイナ カーゴ シングルキャブ ロングデッキ フルジャストロー 1.5t積
LPG 5速マニュアル＜2007年11⽉＞

（オプション装着⾞）
新型2.0L LPGエンジン（1TR-FPE）を搭載
燃料をポンプで加圧し、インジェクターで液体噴射する最新の電⼦制御式LPG
液体噴射⽅式（EFI-LP）を採⽤した、「平成17年（新⻑期）排出ガス規制」
に対応すると共に、低排出ガス重量⾞（NOx10％低減レベル）の認定を国⼟交通
省より取得している。

メーカー希望⼩売価格（消費税込み）は、カーゴ シングルキャブ ロングデッキ
フルジャストロー 1.5t積 LPG 2WD 5速マニュアルが226.17万円



概要

LPガスは液化⽯油ガスの略で「完全な⽯油⽣成物」と誤解され
やすいが、実際には⽯油随伴・天然ガス随伴・⽯油精製・天然ガ
ス⽣成など⽯油以外のソースも持つガス体燃料である。2気圧か
ら8気圧という低圧で液化し、体積が250分の1となり携帯性に優
れ、圧縮天然ガス⾞（NGV・CNG⾞）の200気圧と⽐較して積載
性に有利である。

オクタン価は、ブタンで約90RON・プロパンで130RONとなり
実際に流通しているブタン 8：プロパン 2 の⽐率では約105RON
となり、ハイオクガソリン（プレミアムガソリン）並みのオクタ
ン価である。



参考
※１：ガソリン・ＬＰＧ⾞／トラック・バスの重量

⾞は、従来の試験モードである「Ｇ１３モード」が単
純パターン化した⾛⾏条件で排出ガスを測定するのに
対して、新試験モードである「ＪＥ０５モード」では
実⾛⾏を模擬したより厳しい条件で排出ガスを測定す
る。
※２：「平成１７年度排出ガス基準（新⻑期排出ガ

ス規制）」：環境省公⽰及び国⼟交通省令で制定され
平成１７年１０⽉１⽇から適⽤が開始された規制で本
⾞両が該当する種別（ガソリン・ＬＰＧ⾞／トラッ
ク・バス／重量⾞（⾞両総重量３．５t）では、⼀酸化
炭素（CO）＝１６．０ｇ／ｋｍｈ以下、⾮メタン炭化
⽔素（ＮＭＨＣ）＝０．２３ｇ／ｋｍｈ以下、窒素酸
化物（ＮＯｘ）＝０．７ｇ／ｋｍｈ以下の排出量が義
務付けられている。



１ 概要
世界トップレベルの商⽤⾞⽤LPGエンジンを⽬

指して開発された１TR−FPEエンジンは、１R−
FE（２．０Lガソリン）で実績のあるＶＶＴーⅰ
ローラロッカアーム、ロングリーチスパークプラ
グなど信頼性の⾼い構造をベースに、新世代のＬ
ＰＧエンジン制御技術である「電⼦制御式ＬＰＧ
液体噴射システム（ＥＦＬｆｏｒＬＰｇａｓ）」
を採⽤した。

各気筒に配置された電⼦制御のＬＰＧインジェ
クタから液体燃料を噴射するシステムの採⽤によ
り、ガソリンエンジンと同様の精密な空燃⽐制御
を可能にするなど、⾼性能・⾼信頼性・低振動・
軽量・サービス性向上を図ると共に、低燃費・低
エミッション化との両⽴を図り、新試験モード
（ＪＥ０５）における「平成１７年度排出ガス基
準（新⻑期排出ガス規制）」に適合し、更に「窒
素酸化物（ＮＯｘ）１０％低減レベル」を達成し
た。



２）エンジンコントロール全般
電⼦制御式ＬＰＧ液体噴射⽅式（ＥＦＬｆｏ

ｒＬＰｇａｓ）を採⽤し、マルチポイントイン
ジェクター（ＭＰＩ）⽅式などの採⽤により、
ガソリンエンジンと同様の精密な空燃⽐制御を
可能とした。

電⼦制御式ＬＰＧ液体噴射⽅式の採⽤と併せ
て、燃料噴射制御（ＥＦＩ）・点⽕時期制御
（ＥＳＡ）・１弁式電⼦制御スロットル制御
（ＥＴＣＳ−ｉ）・ＶＶＴ−ｉ制御などを総合
的に⾼精度で制御するＴＣＣＳを採⽤すること
で、ＬＰＧエンジンとして⼤幅な⾼性能・⾼出
⼒化、低燃費化及びエミッション性能の向上を
図っている。

外部診断器を使⽤し、ＳＡＥ規格ダイアグ
コードデータを呼び出し、アクティブテストな
ど正確かつ詳細な故障診断を可能とした。エンジン性能曲線図



３）フューエル全般
新世代のＬＰＧ燃料供給システムとなる「電⼦

制御式ＬＰＧ液体噴射システム」を採⽤した。
液体噴射システムの採⽤に伴い、液体燃料の加

圧及び圧送を⾏うフューエルポンプを採⽤し、
フューエルタンク内に配置した。

フューエル配管は循環配管としフィード側配管
とリターン側配管にソレノイドバルブ（タンク
カットバルブプレッシャリターンバルブを配置し
た。

液体ＬＰＧを噴射するＬＰＧインジェクタを各
気筒に配置することによりエンジンコントロール
コンピュータによる⾼精度の燃料噴射制御を可能
とし、⾼出⼒化と低燃費化の両⽴を図っている。

容量９０Ｌのフューエルタンク（ＬＰＧボン
ベ）を採⽤し、⾞両左側に縦置き配置した。

エンジン・コントロール全般



フューエル全般



エンジン・コントロール・システム図



エンジン・コントロール・ブロック図



２）構成部品の構造・配置
（１）フューエルタンク（図１−７）
フューエルタンク（ＬＰＧボンベ）容量９０Ｌとした。
フューエルタンク後部に充てんバルブ（灰⾊ハンドル）を、中央下部に取り出しバルブ（⾚⾊ハンドル：前⽅側）と
リターンバルブ（⾚⾊ハンドル：後⽅側）を配置した。また、タンク側⾯にはフューエルレベルゲージを配置した。
フューエルタンクには液体燃料を圧送・加圧するフューエルポンプが内臓されており、ポンプ下部にはフィード弁と
リターン弁を配置した。そのほかタンク下部にはフューエルフィルタ、安全弁、燃料圧⼒センサー、燃料温度セン
サーを配置した。

フューエル・タンク





（２）フューエルポンプ （図１−８）
ＬＰＧ液体噴射式の採⽤に伴い、液体燃料を加圧して圧送す
る円周流式のインタンクフューエルポンプを採⽤した。
フューエルポンプは2個のモータを直列にして使⽤する構造と
し、⾼燃圧の確保、⾼流量への対応、モータ負荷低減による
⾼寿命化及び静粛性を確保した。またサクションフィルタ、
フューエルプレッシャリリーフバルブ、ＥＦＶ作動バルブを
フューエルポンプに⼀体化し、コンパクト化を図っている。
エンジンコントロールコンピューターによりエンジンの運転
状態に応じてフューエルポンプ流量を３段階に切り替える制
御を採⽤した。
燃料と吐出部にフューエルプレッシャーリリーフバルブを設
定した。タンクカットバルブが閉弁した場合など、フューエ
ル配管内の燃圧が所定値（タンク内圧⼒＋約１．１ＭＰａ）
以上に上昇した場合に開弁し、燃料をフューエルタンクへ戻
すことで配管を保護する。
燃料吐出部にＥＦＶ（過流防⽌弁）作動バルブを設定した。
万⼀、配管が破損した場合など燃料が急激に流れて燃圧が低
下したときに開弁する。これよりポンプ吐出構造が燃料過流
の抵抗とならないようにしてＥＦＶ（過流防⽌弁）が確実に
作動するように配慮した。

フューエル・ポンプ



（３）タンクカットバルブ（緊急遮断側）及びプレッシャリターンバルブ（リターン側電磁弁）図１−９
タンクカットバルブ（緊急遮断弁：ＬＰＧソレノイドバルブ）はフィード側フューエル配管経路に配置さ
れておりエンジンとフューエルタンク間のフィード側燃料通路を開閉する。
タンクカットバルブエンジンコントロールコンピュータの制御によりポンププレ駆動時エンジン始動時〜
運転中に開弁し、エンジン停⽌中は閉弁する。プレッシャーリターンバルブと併せてエンジン停⽌中に閉
弁することにより、フューエルポンプ停⽌時もフューエル配管の圧⼒を保持することでＬＰＧの気化を抑
制（液相維持）し再始動性の確保を図っている。
フューエルシステムの部品交換時など配管内の燃料抜き作業時に使⽤するサービスポートバルブを設定し
た。
プレッシャーリターンバルブはリターン側フューエル配管経路に配置されておりリターン側の燃料通路を
開閉する。
プレッシャーリターンバルブはリターン側経路の配管内が所定以上⾼圧になった場合バルブが開いて燃料
をフューエルタンク側にリリーフする構造を備えている。
プレッシャーリターンバルブはエンジンコントロールコンピューターの制御によりポンププレ駆動時、エ
ンジン始動時〜運転中に閉弁することによりフューエルポンプ停⽌時もフューエル配管の圧⼒を保持する
ことでＬＰＧの液相を維持（気化を制御）し再始動時の確保を図っている。
フューエルシステムの部品交換時など配管内の燃料抜き作業時に使⽤するサービスポートバルブを設定し
た。



タンク・カット・バルブ及びブレッシャ・リターン・バルブ



（４）ＬＰＧインジェクタ（図１−１０）
ＬＰＧ液体噴射⽤のＬＰＧインジェクタを採⽤し、インテー
クマニホールドに搭載した。
ＬＰＧインジェクタは燃料通路構造をボトムフィード、トッ
プリターン構造とした。これによりエンジンの余熱などに
よって気化した燃料の排出性に優れたものとして⾼温時の再
始動性を確保した。
ＬＰＧインジェクタ先端にはインシュレータＡＳＳＹを設定
した。インシュレータＡＳＳＹにはフッ素コート樹脂製の噴
射チューブが通されており液体ＬＰＧが気化する際に周囲の
熱を奪うことによって吸⼊空気中に供給されるよう配慮した。
ＬＰＧインジェクタのバルブニードル先端部にゴム弁を設定
し、⾼いシールド性を確保した。
エンジンコントロールコンピュータからのＬＰＧインジェク
タ駆動信号により電磁弁を駆動することで燃料フィード⼝が
開閉しフィードパイプからの加圧されて液体ＬＰＧが噴射
チューブから噴射される。
余剰に供給された燃料や気化した燃料はインジェクタ上部か
らリターンパイプへ送られフューエルタンクへ戻される。

ＬＰＧインジェクタ



３）電⼦制御式ＬＰＧ液体噴射システム（ＥＦ
ＩＬＰ）（図１−１１）
電⼦制御式ＬＰＧ燃料噴射システムはキャブレ
タで気体燃料を供給するＬＰＧキャブレタ⽅式
とは異なりガソリン⾞と同様な電⼦制御でイン
テークマニホールドの各ポートに液体のＬＰＧ
燃料を噴射する新世代のＬＰＧエンジン制御シ
ステムである
ＬＰＧ燃料の電⼦制御噴射化によりＴＣＣＳに
より精密な空燃⽐制御を可能とし⾼性能・低燃
費・低エミッション化を実現を図った。
フューエルタンク内に設置されたフューエルポ
ンプによってＬＰＧを加圧しプレッシャレギュ
レータにより配管内の圧⼒をフューエルタンク
内＋約０．４ＭＰａに調整され、余剰燃料は
フューエルタンクに戻される循環系システムと
なっている。



電⼦制御式ＬＰＧ液体噴射システム（ＥＦＩＬＰ）



５）ウォーニングランプ及びインジケータ
（１）ＬＰＧインジケータランプの作動
エンジン始動時のフューエルデリバリパイプ内の制御状態に応
じてＬＰＧインジケータランプを点滅させる。また、フューエ
ルタンク内圧が規定値を超えるとＬＰＧインジケータランプを
点滅させて警告を⾏う。
コンビネーションメータはエンジンコントロールコンピュータ
からの信号に応じてＬＰＧインジケータランプの点灯制御を⾏
う。

【⾞両の状態におけるランプ点灯制御】
①ＩＧＯＮで約０．５秒点灯後、消灯→そのままエンジン始動可能
②ＩＧＯＮで０．４秒周期で点滅（最⻑５秒間）→ＩＧＯＮのまま消灯するまで待ちエンジン
始動する。
③０．２秒周期で点滅（タンク内圧が規定値以下になるまで点滅）→約１０分おきにＩＧＯＮ
しランプが消灯していることを確認後エンジンを始動する。

ＬＰＧインジケータ・ランプの作動



３ 点検・整備のポイント
１）ＬＰＧエンジン燃料部品の取扱い
（１）燃圧ゲージ接続時及び切り離し後には燃圧ゲージ及び接続先のバルブ、サービスポート周辺のガス漏れ点検を⾏う。
（２）このシステムは燃料をデリバリパイプで液相維持し液体噴射するシステムの為、フューエルラインを切り離して作業
する場合は配管内の液状ガスをフューエルタンクに戻す「窒素ガス押し戻し作業」を実施する。従来のようにフューエ
ルタンクのメインバルブ（取り出しバルブ）を閉じた状態でエンジンを回しても配管中の液体燃料を完全に抜くことはでき
ない。
（３）安全確保のため作業前及び作業後エンジン始動前及び停⽌後、フューエルタンクのメインバルブ及びリターンバルブ
の開閉状態確認を⾏う
２）燃料系部品の脱着
（１）燃料系部品の脱着作業場所
（イ）⾵通しが良く周囲に溶接機、グラインダ、ドリル、電気モータ及びストーブなどの⽕気のない場所で作業をする。
（ロ）気化した燃料が充満するおそれのあるピットやその近くなどでは作業しない。
（２）燃料系部品の脱着
（イ）作業開始前に消⽕器を準備する。
（ロ）静電気防⽌のため⾞両及びフューエルタンクなどにはアース線を取り付けると共に⾜元が滑らない程度に⽔をまく
（ハ）電動ポンプ及び作業等などの電気機器は⽕花が⾶んだり⾼温になるおそれがあるので使⽤しない。
（ニ）鉄ハンマなどは作業中に⽕花が⾶ぶおそれがあるので使⽤しない。



３）ＬＰＧ⾞燃料系部品のガス漏れ点検
（１）燃料系部品の脱着を⾏った場合ガス漏れの点検を⾏う
（２）点検に必要な機材
ガス検知器はメタンガス濃度が０．２％以下まで検出でき

るものを使⽤すること。
（イ）ガス検知器⼜はガス検知液
計器 ハンディガス検知器（ＳＰ−２０６）油脂・その

他 せっけん⽔、筆など
（ロ）点検鏡、ファイバスコープ
（ハ）作業灯
（ニ）ワイヤブラシ、スクレーパ、ウエスなどの清掃⽤具

（３）点検箇所の清掃
スチームクリーニングを⾏う場合、フューエルタンク内圧⼒
が上昇しないよう４０℃以下の温⽔を使⽤する。
汚れがひどい場合には中性洗剤を使⽤し灯油などの溶剤は使
⽤しない。

検知液によるガス漏れ点検



（４）検知液による気密（ガス漏れ）点検（図１−１３）
（イ）配管、機器の接続部にガス検知液（⽯けん⽔）を塗布
しガス漏れを点検する。
（ロ）エンジンを始動し、アイドリングで１０分間放置する。
（ハ）アイドリング状態でガス検知液を塗布した箇所を、⽬
視にて泡が発⽣（ガス漏れ）していないことを点検する。
注意：配管などの気密（ガス漏れ）点検についてはエン

ジンアイドリング状態で点検を⾏う。
アイドリング状態での点検は、エンジン回転部分への

巻き込み、⽕傷などに充分注意を払って点検を⾏う。
（ニ）ガス漏れのあった箇所は、燃料流出防⽌作業を⾏った
後、増し締め⼜は部品交換を⾏い再度ガス漏れ検査を実施
する。
（ホ）検査終了後ガス検知液を拭き取る。

検知液によるガス漏れ点検



（５）ガス検知器による気密（ガス漏れ）点検
（図１−１４）
（イ）配管、機器の接続部にガス検知器を当ててガス漏
れを点検する。
（ロ）エンジンを始動し、アイドリング状態で、配管、
機器の接続部にガス検知器の検出部を当ててガス漏れを
点検する。
注意：ガス検知器への吸引は1箇所につき１０秒以上
⾏う。
アイドリング状態での点検は、エンジン回転部分への
巻き込み、⽕傷などに充分注意を払って点検を⾏う。
ガス検知器は⾃動⾞の排気ガスにも反応するため、排
気ガスをダクトなどで吸引し排気ガスの影響を受けない
ようにする。
（ハ）ガス漏れのあった箇所は、燃料流出防⽌作業を
⾏った後、増し締め⼜は部品交換を⾏い再度ガス漏れ検
査を実施する。

ガス検知器による気密（ガス漏れ）点検



（６）ガス漏れ点検箇所（図１−１５）

ガス漏れ検査箇所



ダイナ・トヨエースLPG（1TR-FPE）における燃料流出防⽌作業

2007年12⽉のダイナ・トヨエースLPG（1TR-FPE）は、「電⼦制御式LPG液体噴射システ
ム」を採⽤しました。燃料流出防⽌作業につきましては、液体LPG燃料が燃料配管内に⼊っ
ており、フューエルホース等の燃料配管を切り離す際にLPGを⼤気開放させないため、燃料
配管内のLPG燃料を窒素ガスの圧⼒でLPGフューエルタンクに押し戻す必要がありますので、
『窒素ガスを使⽤した燃料流出防⽌作業』をご案内いたします。
【取り扱い・作業上の注意】
・フューエル システムの作業を⾏う場合、必ず燃料流出防⽌作業後バッテリ マイナス

ターミナルを切り離してから⾏う。
・フューエル システムの作業は⽕気のそばでは絶対にしないこと。また作業中には絶対に

喫煙しない。
・燃料流出防⽌作業は窒素ガスを1.OMPa以上で充てん作業を⾏うため⾼圧ガスの製造事業

（第２種）に該当し、都道府県庁等への届出が必要となる。



ＬＰＧガス配管窒素ガス押し戻し
作業⽤⼯具類＜参考＞



【燃料流出防⽌作業について】
１．燃料配管に印加する圧⼒について
a．窒素ガスをLPGフューエルタンク内に流⼊させないために必要最⼩限の窒素ガスを印加させる必要がある。
b．ゲージ（タンク⽤ASSY）を使⽤して、LPGフューエルタンク内の圧⼒を測定後、窒素調整器にて印加させ
る窒素ガスの圧⼒を調整する。
c．印加する圧⼒を調整することによりLPG燃料はLPGフューエルタンク内に押し戻され、窒素ガスは配管のみ
に印加される。
２．燃料流出防⽌作業の留意点
a．ゲージ（タンク⽤ASSY）を使⽤してLPGフューエルタンク内の圧⼒を測定後、印加する窒素ガスの圧⼒を
調整する。
■参考■
・膨張した窒素ガスとLPG燃料の境界点をリターンバルブでつり合うようにするため。
b．ゲージ配管に窒素ガスを印加後、接続バルブAを閉じる。
■参考■
・調圧した圧⼒を保持し、窒素ボンベ内の窒素ガスがLPGフューエルタンク内に流⼊することを防⽌するため。
c．交換する部品により燃料流出防⽌作業を⾏う配管を分ける。



■参考■ ・LPGフューエルタンク内に窒素ガスが流⼊する機会を減らすため。



■注意■
・LPGフューエルタンク圧⼒が⾼い場合は、必ず２回に分けて⾏う。また、２回を限度とする。
e．燃料流出防⽌作業のLPGフューエルタンク内のタンク燃料温度は40℃以下であること。
■注意■
・40℃以上の場合は、タンク燃温が下がるまで冷却する。





【燃料流出防⽌作業】
■注意■

・この作業は窒素ガスを1.OMPa
以上で充てん作業を⾏うため⾼
圧ガスの製造事業（第２種）に
該当し、都道府県庁等への届出
が必要となる。
・窒素ガスで燃料配管からLPG
フューエタンクへ押し戻すとき、
窒素ガスがLPGフューエルタン
クに流⼊することを防⽌するた
め、下記⼿順を必ず遵守し作業
すること。
・［⾼圧ガス作業中・触る
な！］の表⽰を⾏うなど、他の
エンジニアに注意を喚起する。

図ー１



■参考■
・リターン側配管作業のみ必要な場合の⼿順１〜５、９〜13参照
・フィード側配管作業も必要な場合の⼿順１〜13参照
１．窒素ガス注⼊装置を取り付ける。
a．窒素ボンベに窒素調整器を介してゲージ（ポート1 ASSY）を
接続する。図−１
b．ソレノイドLPGエマジェンシバルブのサービスポート１にゲー
ジ（ポート1 ASSY）を接続する。図−１
■注意■
・ゲージ（ポート1 ASSY）のバルブは全て閉状態であること。
c．LPGフューエルタンクのメインバルブおよびリターンバルブを
全閉にする。図−１
d．充てんバルブを全開にする。図−２
e．ゲージ（タンク⽤ASSY）を給油⼝に接続する。図−１
■注意■
・ゲージ（タンク⽤ASSY）のバルブは全て閉状態であること。

図ー２



２．LPGフューエルタンク前点検
a．ゲージ（タンク⽤ASSY）の接続バルブC
を開き、LPGフューエルタンク内圧が
0.61MPa以下であることを確認する。図−３

■注意■
・燃料のプロパン割合により、LPGフューエ
ルタンク内圧は異なるためLPGフューエルタ
ンク燃料温度が40℃以下の場合でも、LPG
フューエルタンク内圧が0.6MPaをこえる場
合がある。LPGフューエルタンク燃料温度が
分からないため、プロパン割合の低い場合
の基準圧0.6MPaを判定基準とする。
・LPGフューエルタンク内圧が1.1Mpaをこ
えると、窒素ガス押し戻し作業が出来ない
場合がある。

図ー３



３．リターン側配管に窒素ガス
を充てんする。
a．LPGフューエルタンク内圧
から、窒素ガス充てん圧⼒を決
める。

表ー１



b．ソレノイドLPGエマジェンシバルブのコネクターを切り離す。
c．DLC1のTE1、TE2およびE1端⼦を短絡する。図−４
d．窒素調整器で、表−１より決定した窒素ガス充てん圧⼒に調圧をする。

図ー４



e．ゲージ（ポート1 ASSY）のバルブA、B
を全開にして窒素ガスを配管に封⼊する。
図−１ 図−５
■注意■
・⽯けん⽔で、サービスポート１とゲージ
（ポート1 ASSY）の接続部に漏れが無い
ことを確認する。図−１ 図−５
f．窒素ガス充てん圧⼒が設定圧⼒まで上
昇したら、ゲージ（ポート1 ASSY）のバ
ルブAを全閉する。図−１ 図−５
■参考■
・窒素ボンベから余分な窒素ガスが流⼊し
ないよう必ず全閉すること

図ー５



４．リターン側燃料配管内の燃料をLPGフューエルタンクに押し戻す。
a．サービスポート１の開閉バルブ（⼆⾯幅６mm六⾓スクリュ）を開く。図−１
■注意■
・⽯けん⽔で、サービスポート１とゲージ（ポート1 ASSY）の接続部に漏れが無いことを確認する。図−１ 図−５
b．IGONして、ソレノイドバルブを開弁させる。図−１
c．LPGフューエルタンクのリターンバルブを開け、約５秒後に全閉する。図−１

５．２回⽬のリターン側燃料配管内の燃料をLPGフューエルタンクに押し戻す場合
a．サービスポート１の開閉バルブ（⼆⾯幅６mm六⾓スクリュ）を全閉する。図−１
b．ゲージ（ポート1 ASSY）のバルブAを全閉であることを確認する。図−１ 図−５
c．窒素調整器で、表−１より決定した２回⽬の窒素ガス充てん圧⼒に調圧をする。
d．ゲージ（ポート1 ASSY）のバルブAを全開にして窒素ガスを配管に封⼊する。図−１ 図−５
■注意■
・⽯けん⽔で、サービスポート１とゲージ（ポート1 ASSY）の接続部に漏れが無いことを確認する。図−１ 図−５
e．窒素ガス充てん圧⼒が設定圧⼒まで上昇したら、ゲージ（ポート1 ASSY）のバルブAを全閉する。図−１ 図−５



■参考■
・窒素ボンベから余分な窒素ガスが流⼊しないよう必ず全閉すること
f．サービスポート１の開閉バルブ（⼆⾯幅６mm六⾓スクリュ）を開く。図−１
■注意■
・⽯けん⽔で、サービスポート１とゲージ（ポート1 ASSY）の接続部に漏れが無いことを確認する。
g．LPGフューエルタンクのリターンバルブを開け、約５秒後に全閉する。図−１
６．フィード側配管に窒素ガスを充てんする。

a．LPGフューエルタンク内圧から、窒素ガス充てん圧⼒および回数を決める。
b．ソレノイドLPGエマジェンシバルブのコネクターを切り離してあることを確認する。
c．IGON状態であることを確認する。
d．DLC1のTE1、TE2およびE1端⼦を短絡してあることを確認する。図−４
e．窒素調整器で、表−２より決定した窒素ガス充てん圧⼒に調圧をする。
f．ゲージ（ポート1 ASSY）バルブA、Bを全開にして窒素ガスを配管に封⼊する。図−１ 図−５
■注意■
・⽯けん⽔で、サービスポート１とゲージ（ポート1 ASSY）の接続部に漏れが無いことを確認する。図−１ 図−５
g．窒素ガス充てん圧⼒が設定圧⼒まで上昇したら、ゲージ（ポート1 ASSY）のバルブAを全閉する。図−１ 図−５
■参考■
・窒素ボンベから余分な窒素ガスが流⼊しないよう必ず全閉すること



表ー２



７．フィード側の燃料配管内の燃料をLPGフューエルタンクに押し戻す。
a．LPGフューエルタンクのメインバルブを開け、約５秒後に全閉する。図−１

８．２回⽬のフィード側配管燃料押し戻し作業を⾏う場合
a．ゲージ（ポート1 ASSY）のバルブAを全閉にする。図−１ 図−５

■注意■
・サービスポート１の開閉バルブ（⼆⾯幅６mm六⾓スクリュ）は開のままにする。図−１
b．窒素調整器で、表−２より決定した２回⽬の窒素ガス充てん圧⼒に調圧をする。
e．ゲージ（ポート1 ASSY）バルブAを全開にして窒素ガスを配管に封⼊する。図−１ 図−５

■注意■
・⽯けん⽔で、サービスポート１とゲージ（ポート1 ASSY）の接続部に漏れが無いことを確認

する。図−１ 図−５
d.窒素ガス充てん圧⼒が設定圧⼒まで上昇したら、ゲージ（ポート1 ASSY）のバルブAを全閉

する。図−１ 図−５
■参考■

・窒素ボンベから余分な窒素ガスが流⼊しないよう必ず全閉すること
e．LPGフューエルタンクのメインバルブを開け、約５秒後に全閉する。図−１



９．窒素ガスを開放する。
a．窒素ボンベにある窒素調整器を全閉する。
b．ゲージ（ポート1 ASSY）の開放バルブ１を開けて、窒素ガスを⼤気開放する。図−１

図−５
c．ソレノイドバルブにあるサービスポート２の開閉バルブ（⼆⾯幅６mm六⾓スクリュ）

を開けて、窒素ガスを⼤気開放する。図−１ 図−５
d．ゲージ（ポート1 ASSY）の開放バルブ１、サービスポート１および２の開閉バルブ

（⼆⾯幅６mm六⾓スクリュ）を全閉する。図−１ 図−５
e．IGOFFする。
f．DLC1のTE1、TE2およびE1端⼦を開放する。図−４
g．ソレノイドLPGエマルジョンバルブのコネクターを接続する。

10.窒素ガス注⼊装置を取りはずす。図−１
11.バッテリマイナスターミナルを切り離す。
12.充てんバルブを締める。図−２
13.部品交換作業開始。



【燃料漏れ点検作業】
１．燃料漏れ点検。
■注意■
・配管燃料を窒素加圧してLPGフューエルタンクに押し戻した場合、エンジン再始動不可になる恐れがある
ため、必ず下記⼿順要領を遵守し作業すること。
・燃料系部品取り付け後、必ず燃料漏れ点検を⾏う。
a．リターンバルブを全開にする。図−１ 図−６
b．メインバルブを全閉より半回転ほど開けて、エンジンを始動する。図−１ 図−６
c．エンジン始動後、メインバルブを全開にする。図−１ 図−６

図ー６



d．配管接続部に⽯けん⽔を塗布して、燃料漏れがないことを確認する。図−７
e．漏れがあった場合は増し締めを⾏い、再度確認する。
■注意■
・増し締めは締め付けトルクを超えてはいけない。（トルク値は修理書を参照願いま
す）
f．塗布した⽯けん⽔を拭き取る。

図ー７




