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この翻訳はこの翻訳はこの翻訳はこの翻訳はデザートエアクラフトデザートエアクラフトデザートエアクラフトデザートエアクラフト社の承認を受けているものではありません。社の承認を受けているものではありません。社の承認を受けているものではありません。社の承認を受けているものではありません。    

この翻訳は間違っているかもしれません。この翻訳は間違っているかもしれません。この翻訳は間違っているかもしれません。この翻訳は間違っているかもしれません。    

自己責任のもと自己責任のもと自己責任のもと自己責任のもとででででご参照ください。ご参照ください。ご参照ください。ご参照ください。    
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警告警告警告警告!!!!    
このこのこのこのエンジンエンジンエンジンエンジンは誤った使い方をした場合は誤った使い方をした場合は誤った使い方をした場合は誤った使い方をした場合、、、、またはこれらの安全上の注意と指示を守らなかった場合、またはこれらの安全上の注意と指示を守らなかった場合、またはこれらの安全上の注意と指示を守らなかった場合、またはこれらの安全上の注意と指示を守らなかった場合、

あなたや他の人に重大な危害を与える可能性があります。あなたや他の人に重大な危害を与える可能性があります。あなたや他の人に重大な危害を与える可能性があります。あなたや他の人に重大な危害を与える可能性があります。    デザートデザートデザートデザートエアクラフトエアクラフトエアクラフトエアクラフトは製品を誤って使用は製品を誤って使用は製品を誤って使用は製品を誤って使用

したことによる損失、怪我、損害については一切の責任を負いません。したことによる損失、怪我、損害については一切の責任を負いません。したことによる損失、怪我、損害については一切の責任を負いません。したことによる損失、怪我、損害については一切の責任を負いません。    

エンジンエンジンエンジンエンジンの安全運転については、あなた一人の責任でお願いします。の安全運転については、あなた一人の責任でお願いします。の安全運転については、あなた一人の責任でお願いします。の安全運転については、あなた一人の責任でお願いします。    

このエンジンは様々な理由でいつでも停止する可能性があります。このエンジンは様々な理由でいつでも停止する可能性があります。このエンジンは様々な理由でいつでも停止する可能性があります。このエンジンは様々な理由でいつでも停止する可能性があります。    エンジンが停止した場合、損傷エンジンが停止した場合、損傷エンジンが停止した場合、損傷エンジンが停止した場合、損傷

や危害を与えるような飛行はしないでください。や危害を与えるような飛行はしないでください。や危害を与えるような飛行はしないでください。や危害を与えるような飛行はしないでください。    何らかの理由でエンジンが停止何らかの理由でエンジンが停止何らかの理由でエンジンが停止何らかの理由でエンジンが停止してもしてもしてもしても安全に飛行機安全に飛行機安全に飛行機安全に飛行機

を飛ばすことができを飛ばすことができを飛ばすことができを飛ばすことができるのでなければるのでなければるのでなければるのでなければ、飛行機を飛ばさないでください。、飛行機を飛ばさないでください。、飛行機を飛ばさないでください。、飛行機を飛ばさないでください。    

安全に使用するために安全に使用するために安全に使用するために安全に使用するために    

お読みくださいお読みくださいお読みくださいお読みください！！！！    

    

 運転中に発生した、または引き起こされた損害や怪我について完全な責任を負いたくない場合はエ

ンジンを運転しないでください。 
 

 エンジンを操作する前に、すべての説明書をお読みください。 
 

 このエンジンの操作について質問がある場合は、エンジンの始動や操作を試みないでください。 
 

 絶対に１人でエンジンを操作したり、飛行しないでください。 
 

 エンジンを操作するときは、絶対にプロペラの前や横に立ったり、誰かを立たせたりしないでください。 

必ずプロペラの後ろに立ってください。 
 

 エンジンを操作している間は、プロペラに近づかないようにしてください。 エンジンやプロペラの近く

ではヒラヒラするような服を着ないでください。 泥、砂利、電源コード、ロープ、砂などのふわふわした

ものの近くでエンジンを運転しないでください。 ふわふわしたものは回転するプロペラに引き込まれ、

怪我や損傷の原因となることがあります。 
 

 エンジンは必ずオープンな場所で運転してください。 屋内では運転しないでください。 
 

 このエンジンは非常に大きな推力を発生させることがあります。 エンジンの始動や操作を行う際には、

機体が適切に固定されていることを確認してください。 
 

 エンジンを運転する前に、エンジンのマウントボルトと防火壁が完全な状態であることを点検してくだ
さい。 
 

 エンジンのすぐ近くにいる人は、エンジンの運転中は目の保護具を使用してください。 
 

 エンジンを作動させる際には、他の人を少なくとも10メートル以上離してください。 
 

 エンジンを停止してから、いろいろな調整を行ってください。 
 

 常に適切なサイズのプロペラを使用してください。 損傷したプロペラ、改造されたプロペラ、修理さ
れたプロペラは絶対に使用しないでください。 
 

 プロペラボルトは必ず正しい長さのものを使用してください。 プロペラの後ろにスペーサーを使用し
ないでください。 
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 スピンナーコーンをプロペラに接触させてはいけません。 
 
 薄いプロペラを使用する場合、特にスピンナーのバックプレートを使用しない場合は、短いプロペラ

ボルトを使用する必要があるかもしれません。 プロペラボルトがプロペラハブの中で底に接触してい

ないことを確認してください。 
 

 フライトの前に、毎回、プロペラボルトが締まっていることを確認してください。 
 

 エンジンを停止させるために、必ずイグニッションキルスイッチを取り付けてください。 
 

 キャブレターが完全に閉じたときにエンジンが停止するように、キャブレターリンケージを調整してくだ
さい。 
 

 ガソリンは非常に可燃性が高いです。 燃料ポンプやバッテリー充電器などの電気接点からの火花

に注意してください。 燃料やエンジンのある場所では喫煙しないでください。 燃料は認可された容

器に入れて換気の良い場所で保管してください。 
 

 エンジンに触れたり燃料を補給したりする前に、エンジンを冷ましてください。 
 
 イグニッションシステムを放電させるために、エンジンを運転させた後は必ずプロペラを数回転させて

ください。 
 

 イグニッションシステムは非常に高い電圧を発生します。 運転中は触らないでください。 
 

 破損したプロペラや修理したプロペラ、地面や他の物に接触したプロペラは絶対に使用しないでくだ

さい。 目に見えない損傷は、プロペラが数千回転で回転している時に大きな被害を発生する可能

性があります。 
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エンジンエンジンエンジンエンジンの取り付けの取り付けの取り付けの取り付け    

 ファイアウォールの後部にワッシャーとロッキングナットを使って、高品位の直径1/4インチまたは6mm

のボルトでエンジンを取り付けてください。 ファイアウォールが構造的に頑丈であることを確認してく

ださい。 クランクシャフトの中心線は、リアマウントプレートのボルトパターンの正確な中心にあります。 
 

 キャブレターのアイドルセットスクリューを外すか、トリムを下げた時にスロットルサーボでキャブが完全

に閉まるようにセットしてください。 スロットルには高品質のサーボを使用してください。 質の悪いサ

ーボやリンケージでは正確で再現性のあるスロットルセッティングができません。 金属同士のリンケ

ージは使用しないでください。 
 

 エンジンをベンチ台以外で回す場合はスロットルを戻すスプリングは取り外さないでください。取り外さないでください。取り外さないでください。取り外さないでください。    ただ

しフックを外すことはできます。 スプリングは振動によるシャフトの摩耗を抑えるのに役立ちます。 
 

 マウンティングブロック上でキャブレターを180度回転させたり、バタフライシャフトアセンブリを取り外

そうとしないでください。 
 

 キャブレターは、吸気口とカウルの間に少なくとも1インチ(25mm)の隙間が必要です。 1インチ以下

の場合はキャブの下のカウルに、少なくともキャブの吸気口の直径と同じくらいの大きさの開口部を

作ってください。 
 

 カウルを付けた状態と外した状態ではキャブレターの調整が異なることが多いので、カウルに小さな

穴を開けて、細長いドライバーでニードルバルブを調整することをお勧めします。 ニードルバルブは

カウルの排気装置用の開口部から届くこともあります。 
 

 50オンス(1,479cc)の燃料タンク（約10分間の飛行時間）が推奨される最小のサイズです。   の燃料

タンクを推奨します。 タンクには必ずベントが必要です。 キャブには強力なポンプが付いている

ので、タンクは機体内のほとんどどこにでも取り付けられます。 燃料チューブとタンクのストッパー

は、ガソリンに対応したものでなければなりません。 燃料系にはシリコン製のシーリングは使用しな

いでください。 ガソリンはそれを溶かしてキャブレター内に運ぶ可能性があります。 
 

 燃料チューブの内径は、キャブレターの燃料流入口の内径と同じかそれ以上でなければなりませ

ん。 1/8インチ(3.2mm)の内径をお勧めします。 すべての燃料系の接続が確実であることを確認

してください。 小さなナイロン製のジップタイは、金属の配管の上に燃料ラインを固定するためにう

まく機能します。 燃料ラインがしっかりしていて排気系やシリンダー･フィンに触れていないことを確

認してください。 インライン燃料フィルターを使用することもできますが、私達は燃料携行缶から燃

料タンクに入る間にフィルターを入れる方を好みます。  
 

 エンジンエンジンエンジンエンジンの性能と寿命には冷却が非常に重要です。の性能と寿命には冷却が非常に重要です。の性能と寿命には冷却が非常に重要です。の性能と寿命には冷却が非常に重要です。    カウルの前面の流入口から可能な限り多く

の冷却空気を取り入れてください。 カウルの後部下部には吸気口の約2.5倍の大きさの出口を開

けて、熱気を逃がしてください。 ほとんどの場合、もともとの空気の出口の開口部は十分な大きさ

ではありません。 空気の出口の先端から、下方および後方に突出するリップまたはエアダムは、空

気の負圧（吸引）を発生させて、熱気をカウルから引き抜くのを助けます。 エンジンエンジンエンジンエンジンを適切に冷却を適切に冷却を適切に冷却を適切に冷却

するためには、するためには、するためには、するためには、空気をただ空気をただ空気をただ空気をただカウルの内側カウルの内側カウルの内側カウルの内側を通すのではなくを通すのではなくを通すのではなくを通すのではなく、シリンダーフィンを通って空気、シリンダーフィンを通って空気、シリンダーフィンを通って空気、シリンダーフィンを通って空気を流すを流すを流すを流す

必要があります。必要があります。必要があります。必要があります。    空気が簡単に逃げてしまわないようにしてください！ ダクトを使用してシリンダ

ーフィンを通過させてください。 正面の開口部が大きい丸いカウルの場合でも、シリンダーフィンに

空気を通すためのダクトが必要です。 
 

 エアダクトは薄いベニヤ、バルサ、グラスファイバー、またはアルミシートで作ることができ、前面の空

気流入口からシリンダーフィンを通すように空気を誘導することができます。 
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 排気系の位置やカウルの空気の流れによっては、キャブレターも空冷が必要になることがあります。 

キャブレターが高温になると飛行中に不安定になったり、エンジンの再始動が困難になったりするこ

とがあります。 排気系とキャブレターの間に遮熱材を挟むことで解決することもあります。 
 

 イグニッションシステム、燃料タンク、燃料ライン、受信機などをキャニスターやチューンドパイプなど

の排気系から発生する熱から遮蔽してください。 高温の燃料タンクや燃料ラインはチューニングをイ

ライラさせる原因となり、電子部品の過熱は間欠的な問題や完全な故障の原因となります。 
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イグニッションシステム 

 イグニッションシステムへ電気的接続を行う場合は、バッテリーから全て、イグニッションモジュールに

付いている赤と黒の電源ケーブルと同じかまたはそれ以上の太さのケーブルを使用してください。 

ケーブルの長さは最小限にしてください。 コネクターは、イグニッションモジュールに付いていたもの

のような、あるいは電動の車や飛行機で使用されるような頑丈なものをお勧めします。 
 

 ヘビーデューティーな受信機スイッチなどの高品質なスイッチを使用してください。 
 

 充電のための電流がイグニッションモジュールに流れないようにしてください。 つまりイグニッション

モジュールを「充電」しないでください。 
 

 受信機、受信機のバッテリー、サーボ、配線、スイッチなどは、できるだけイグニッション系の部品や

配線から離してください。 
 

 スロットルコントロールに金属同士のリンケージを使わないでください。 
 

 飛行前には必ず無線の距離チェックを行ってください。 到達距離は、飛行機を地面に置いてエン

ジンを回した状態で少なくとも300フィート（91.4m）あるべきです。 もし異常があれば飛行しないでく

ださい！ 編組シールドに穴が開いていないか、コネクターが緩んでいないかなどをチェックしてくだ

さい。 
 

 イグニッションには4セル（4.8V）または5セル（6V）のNiCd電池やNiMH電池を直接使用できます。 ま

た6.6VのA123/LiFeバッテリーも使用できます。 6.6V以上のバッテリーを使用する場合は5.5Vまた

は6Vのレギュレーターを使用する必要があります。 それより高い電圧はイグニッションシステムを損

傷させ、保証を無効にします。 
 

 1800mAh以上のバッテリーをお勧めします。 このサイズのバッテリーを使用するとイグニッションはあ

なたの受信機バッテリーよりも長持ちするはずです。 バッテリーチェッカーでイグニッションモジュー

ルにおける電圧が5.0V以下の場合は飛ばさずに再充電してください。 
 

 赤色のピックアップセンサーをイグニッションモジュールに接続する場合は、コネクターに入る赤色のピックアップセンサーをイグニッションモジュールに接続する場合は、コネクターに入る赤色のピックアップセンサーをイグニッションモジュールに接続する場合は、コネクターに入る赤色のピックアップセンサーをイグニッションモジュールに接続する場合は、コネクターに入るケーブケーブケーブケーブ

ルルルルの極性が正しいことを確認してくださいの極性が正しいことを確認してくださいの極性が正しいことを確認してくださいの極性が正しいことを確認してください。。。。（茶色は茶色に。オレンジはオレンジに。）（茶色は茶色に。オレンジはオレンジに。）（茶色は茶色に。オレンジはオレンジに。）（茶色は茶色に。オレンジはオレンジに。）    
 

 他のイグニッションとは異なり、デザートエアクラフトのイグニッションは、プロペラが速く回された時だ

けスパークするように設計されています。 始動のための十分な速度でプロペラを回さない場合はイ

グニッションはスパークを発生しません。 これはエンジンを誤って点火させてしまうのを防ぐのに役

立ちます。 イグニッションコイルはイグニッションをoffにした後は短時間しかエネルギーを蓄えていま

せん。 イグニッションをoffにした状態でプロペラを数回しっかりと回転させると、1回転分の発火によ

ってコイルに蓄えられたエネルギーは消費されます。 
 

 スパークプラグのキャップを外すときはキャップを上にまっすぐ引っ張ってください。 イグニッションのイグニッションのイグニッションのイグニッションの

シールドケーブルを引っ張らないでくださいシールドケーブルを引っ張らないでくださいシールドケーブルを引っ張らないでくださいシールドケーブルを引っ張らないでください！！！！    
 

 無線への干渉を防ぐために、スパークプラグキャップには、そのキャップの周りにきつく確実にフィット

させるためのスプリット保持リングが付いている必要があります。 これが付いていない状態では飛行

をさせないでください。 スパークプラグキャップが緩んでいるように見える場合や、スパークプラグと

確実に金属同士が接触していない場合は、プラグキャップに小さなホースクランプを用いて、プラグ

キャップをしっかりとプラグに接触させてください。 
 

 プラグのプラグのプラグのプラグのシールドシールドシールドシールドケーブルがケーブルがケーブルがケーブルがグラスファイバーや木や金属の鋭利なグラスファイバーや木や金属の鋭利なグラスファイバーや木や金属の鋭利なグラスファイバーや木や金属の鋭利な角と角と角と角と擦れないように擦れないように擦れないように擦れないように保護保護保護保護してくだしてくだしてくだしてくだ
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さい。さい。さい。さい。 自動車用品店や電子用品店で販売されているゴム製のグロメットやプラスチック製の「スパイ

ラルラップ」被覆などが効果的です。 編組シールドに穴があるとノイズが発生したり、スパークプラグ

のキャップやコネクター、スイッチなどの接触を悪くする可能性があります。 
 

 タイミングは工場で設定されていますので調整の必要ありません。 タイミングに関してご質問がある

場合はデザートエアクラフトにお問い合わせください。 
 

 NGK製のCM-6スパークプラグのみを使用してください。 他のプラグはプラグキャップにしっかりとフ
ィットしない場合があります。 
 

 プラグギャップは0.38mm～0.50mm （0.018インチ～0.020インチ）です。 
 

 プラグキャップにスパークプラグが入っていない状態でイグニッションを動作させないでください！ こ

れはイグニッションコイルを永久的に損傷させる可能性があります。 
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燃料とオイル混合燃料とオイル混合燃料とオイル混合燃料とオイル混合    

 DA-215にはオクタン価91～93などのプレミアムガソリンを使用してください。 
 

 燃料は有名ブランドのガソリンスタンドで購入することをお勧めします。 いくつかの安売りのガソリン

スタンドで安いガソリンを購入した場合に、よく問題が発生します。 
 

 飛行機へ燃料を入れる際に、ガソリン携行缶と飛行機の燃料タンクの間にフィルターを入れることを

お勧めします。  
 

 飛行機の燃料タンクにエア抜きが付いていることや、燃料タンク内のおもりが自由に動くことを確認し
てください。 
 

 ニトロフォーミュラ、航空ニトロフォーミュラ、航空ニトロフォーミュラ、航空ニトロフォーミュラ、航空ガソリンガソリンガソリンガソリン、ホワイト、ホワイト、ホワイト、ホワイトガソリンガソリンガソリンガソリンなどの他の燃料や添加物を使用すると、などの他の燃料や添加物を使用すると、などの他の燃料や添加物を使用すると、などの他の燃料や添加物を使用すると、エンジンエンジンエンジンエンジンにににに

悪影響を与え、保証が無効になる可能性があります。悪影響を与え、保証が無効になる可能性があります。悪影響を与え、保証が無効になる可能性があります。悪影響を与え、保証が無効になる可能性があります。    
 

 燃料系にシリコン製のシーリングを使用しないでください。 ガソリンはそれを溶かしてキャブレター内
に運ぶ可能性があります。 
 

 高品質の合成オイルを使用してください。 40対1の割合で混合されたレッドライン２ストロークレーシ

ングオイルを強くお勧めします。 私達は、我々のエンジンにとってレッドライン２ストロークレーシング

オイルより良いオイルをテストしたことがありません。 （レッドラインスモークレスオイルは推奨しませ

ん。） レッドライン２ストロークレーシングオイルを入手できない場合は、短期間であればMOTUL 

800（50対1）も選択肢の一つです。  慣らし運転の時も、それ以降も、これらのオイルを使用してくだ

さい。 エンジンの慣らしを早めるために低品質のオイルを使用する、ということをしないでください。 
 
 

慣らし運転慣らし運転慣らし運転慣らし運転    

 テストベンチでのエンジンの慣らし運転はお勧めしません。 変化のない負荷と空冷の不足により、エ

ンジンの深刻なオーバーヒートにつながる可能性があります。 
 

 慣らし運転用のプロペラというのは必要ありません。 ただ、推奨サイズを超えたプロペラから始めな

いでください。 エンジンに負荷をかけすぎると過度の熱が発生します。 慣らし運転中のピーク回転

数は5,400回転以上にすべきです。 
 

 必要に応じてニードルを調整し、数回の簡単なフライトをしてください。 ハンマーヘッドのような演技

は、慣らし運転中のエンジンの温度を変化させるのに役立ちます。 エンジンが落ち着いてきたり、プ

ロペラや排気、天候、高度などが変化すると、ニードルの調整が必要になることがあります。 
 

 エンジンは最初からよく回り、飛行時間の蓄積とともに更に改善されていくはずです。 
 

 

エンジンの温度エンジンの温度エンジンの温度エンジンの温度    

 エンジンの温度は部分によって大きく異なり、またスロットルによっても急激に変化します。 スパーク

プラグ付近のフルスロットル時の最高温度は約162℃です。 他の部分の温度はこれより低くなります。     
 

 

推奨されるプロペラ推奨されるプロペラ推奨されるプロペラ推奨されるプロペラ    
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 フライト前には必ずプロペラボルトをチェックし、締め付けてください！締め付けてください！締め付けてください！締め付けてください！    プロペラボルトが緩んでいる

とプロペラはズレ、ボルトはせん断されます。 
 

 プロペラボルトは必ず正しい長さのものを使用してください。 スピンナーのバックプレートを使用しな

い場合、ボルトが長すぎて、プロペラワッシャーを完全に締め付ける前にボルトがハブの中で底を突

くことがあります。 
 

 特別な、あるいは小さな慣らし運転用のプロペラは必要ありませんが、回転数が5,400rpm以上に上

がらなくなるような大きなプロペラを使用してエンジンに過大な負荷をかけたり、オーバーヒートさせ

ないでください。 慣らし運転時に推奨される最高回転数は約5,800rpmです。 
 

 慣らし運転時も、その後についても、推奨されるプロペラは次のものです： 

木製プロペラ： 34x12,  32x14 

カーボン： 32x14, 33x13, 34x12 
 

 より直径が小さくて、よりピッチが大きいプロペラ、特に3枚プロペラは、プロペラ先端のスピードと騒音
を低減させます。 
 

 プロペラにボルト用の穴を開ける際は必ずドリルガイドを使用してください。 
 

 常にプロペラのバランスをチェックしてください。 
 

 安全のため、プロペラの先端の表と裏を明るい色で塗装することをお勧めします。 黒いプロペラの

場合は特にお勧めします。 
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始動始動始動始動    

1. プロペラボルトがしっかりと締められているか、スピンナーがしっかりと固定されているかを確認してく

ださい。 
 

2. エンジンを始動する場所に土、砂、砂利、その他のふわふわしたゴミがないことを確認してください。 
 

3. 無線機の電源を入れ、スロットルの位置と動きを確認してください。 
 

4. 誰かに、目のプロテクターを付けた上で、しっかりと飛行機を保持してもらってください。 
 

5. チョークを完全に閉じてください。 
 

6. スロットルを約1/4の位置まで開いてください。 
 

7. イグニッションをオンにします。 イグニッションスイッチがオンであろうとオフであろうと、プロペラをフ

リップすればいつでもエンジンが始動することに備えてください！ 
 

8. エンジンを始動する際には、必ず厚手の革手袋を着用してください。 
 

9. 大型エンジンですので、プロペラをフリップするのにかなりの力が必要です。 プロペラを素早くしっ

かりと反時計回りにフリップしてください。 プロペラの軌道からすぐ手が離れるように素早く手を振っ

て、プロペラをフリップしてください。 エンジンが点火するか、「ボッ」と音がするまで繰り返してくだ

さい。 
 

10. チョークを開いてださい。 
 

11. スロットルをアイドリング位置にセットしてください。 (キャブレターのバタフライプレートが少し開いて

いる状態です。) 
 

12. エンジンが始動するまでプロペラを再びフリップしてください。 
 

13. スロットルを上げる前に15～20 秒間エンジンを暖めてください。 
 

ニードル調整ニードル調整ニードル調整ニードル調整    

 エンジンから遠い方が高回転用のニードル（ハイニードル）です。 エンジンに近い方が低回転用ニ

ードル（ローニードル）です。 ニードルを時計回りに回すと燃料の混合気が薄くなり、反時計回りに

回すと濃くなります。 
 

 DA215のキャブレターのニードルの初期値は：    

ローニードルはローニードルはローニードルはローニードルは    5/85/85/85/8回転回転回転回転    オープン、ハイニードルはオープン、ハイニードルはオープン、ハイニードルはオープン、ハイニードルは    1111とととと7/87/87/87/8回転回転回転回転    オープンです。オープンです。オープンです。オープンです。    
 

 排気システムの違いや、高度、温度、湿度、燃料、キャブの違いなどで設定が若干異なる場合があり
ます。（通常は1/8回転以下） 
 

 どちらかのニードルを調整すると、もう一方のニードルに少し影響が出ます。 例：ローニードルを薄く

すると高回転域も少し薄くなります。 
 

 回転数が最高になるようにハイニードルを調整してください。 回転計はとても有用ですが、温度の上

昇により始動直後より少し回転が落ちてくるかもしれません。 必要以上に混合気を薄くしないでくだ
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さい。 ハイニードルを閉じて薄くしてもエンジンの回転数が上がらない場合や変化がない場合は、も

っと開けてください。 フルスロットルにした時に回転数が徐々に落ちてきたり、長い垂直上昇時に回

転が落ちてくる場合はエンジンが薄すぎであり、オーバーヒートしています。 もっとニードルを開けて

ください。 
 

 アイドリングがスムーズであり、スロットルをハイへ移す時に確実に追従するようになるまでローニード

ルを調整してください。 一般的に言って中回転域やスロットルを上げた際にエンジンが“どもったり”、

“せき込んだり”する場合はローニードルが濃すぎで、おそらくハイニードルも濃すぎです。  エンジ

ンがすぐ止まってしまう場合は、ローニードルが薄い可能性があります。 
 

 ニードルを過度に濃くしないでください。 過度に濃いとパワーが低下するだけでなく、スロットル移動

がスムーズでなくなったり、プラグを汚したり、排気が汚れたり、過度の振動を発生させたり、回転ムラ

を発生させたりします。 
 

トラブルシューティングトラブルシューティングトラブルシューティングトラブルシューティング    

エンジンエンジンエンジンエンジンが始動しない場合が始動しない場合が始動しない場合が始動しない場合    

 バッテリーの電圧（5.0ボルト以上であること）と、すべてのイグニッションのコネクター、ケーブル、スイ

ッチをチェックしてください。 ケーブルは振動によってコネクター付近で断線することがあります。 レ

ギュレーターとオプティカルキルスイッチもチェックし、交換してみてください。 
 

 タンクのベント（空気抜き）、おもりの位置、燃料の流れを確認してください。 
 

 プロペラをフリップすると燃料はキャブレターに向かって移動しますか？ 
 

 キャブレターに燃料が来ていない場合、チョークは完全に閉じていますか？ キャブレターマウントボ

ルトが緩んでいて空気漏れを起こしていませんか？ 燃料がしみ出していませんか？ 
 

 エンジンが「ボッ」と鳴ってチョークを開いた後、スロットルはアイドリングかあるいはアイドリングより少

し高めになっていますか？ 
 

 プロペラは威勢よくフリップしてください。 ゆっくりだとイグニッションは発火しません。 
 

 キャブレターから燃料が大量に垂れている場合は、エンジンが燃料に浸っている可能性があります。 

その場合はスパークプラグを取り外して乾燥させるか交換してください。 そしてチョークを使わずに

再度始動してみてください。 

 

 

その他の問題その他の問題その他の問題その他の問題    

 キャブレターから燃料が垂れ続ける： ダイアフラム中央のピンがメタリングレバーの“フォーク”に挿

入されていることを確認してください。 ニードルシートにゴミが入っていないことを確認してください。 

ニードルを取り外し、穴に空気を勢いよく吹き込んでください。 キャブレターの組み直しが必要な

場合があります。 
 

 回転数が3,500rpm～4,000rpmを超えない： センサーとイグニッション間の接続の極性が正しいこと

を確認してください。 （コネクターが逆に差し込まれていないか） 
 

 プロペラボルトの破損： ボルトがせん断する場合は、通常、何らかの横方向の負荷（せん断）の動
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もし問題が解決しない場合はもし問題が解決しない場合はもし問題が解決しない場合はもし問題が解決しない場合はデザートデザートデザートデザートエアクラフトエアクラフトエアクラフトエアクラフトに連絡してください。に連絡してください。に連絡してください。に連絡してください。 

私たちはお客様のエンジンを設計・生産し、これまでに何千ものエンジンの分析・整備・組み

立てをしてきました。 あなたのエンジンの保証をカバーするのは私達であり、現場の誰かや

インターネット上の見知らぬ人ではありません。 まずは私達にお手伝いをする機会を与えて

ください！ 

きがあります。 ボルトが正しく締められていれば何も動かず、プロペラボルトが壊れることはほとんど

ありません。 定期的にプロペラボルトを交換することをお勧めします。 各フライトの前にはプロペラ

ボルトをチェックしてください！ 
 

 振動が大きい： 低回転時のニードル設定が濃すぎないかを確認してください。 プロペラおよびス

ピンナーのバランスを確認してください。 イグニッションのタイミングが正しいことを確認してください。 
 

 シリンダーがピンクまたは紫色になっている： これらの色はエンジンの温度が高すぎたことを示して

います。 ニードルの設定が薄すぎないか、 冷却のための空気の流れが十分であるか、 オイルとガ

ソリンの混合比が適正であるかを確認してく ださい。 
 

 エンジンが逆回転する： プロペラが力強く圧縮を通過するようにフリップしてください。 十分な力

がないと、プロペラが圧縮から“跳ね返って”逆回転することがあります。  
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メンテナンスメンテナンスメンテナンスメンテナンス    

 高性能の2ストロークエンジンですので、いくつかの部品はすぐに摩耗する可能性があります。 正

常な操作の下でも、ピストン、ピストンリング、ニードルベアリング、スパーク プラグ等はピーク性能を

確保するために、時折保証適用外の交換を必要とするかもしれません。 
 

 ボルト類は緩む可能性があります！ 数回フライトしたら全てのボルトがしっかりとしていることを確

認してください。 定期的に全てのボルトが適切なトルクで締め付けられていることを確認してくださ

い。 赤色のアルミボルトは再利用するのではなく、交換することをお勧めします。 
 

 

※※※※注意注意注意注意：：：：キャブレターマウントボルトの締めすぎに注意してください。 締めすぎると樹脂製のリードバル

ブ部品やゴム製ガスケットが歪んだり、破損したりすることがあります。    
 

 すべてのM5キャップボルトには4mの六角レンチを、M6キャップボルトには5mの六角レンチを使用し
てください。 
 

 スピンナーの取り付のために、クランクシャフトの延長部はM5のネジ穴があります。 ここのスチール

対スチールの組み合わせでは、多くのスピンナーに付属している 10-32 SAEボルトが、このM5 ネ

ジ穴に問題なく使用できます。 エンジンの他のエンジンの他のエンジンの他のエンジンの他のボルトの代わりにボルトの代わりにボルトの代わりにボルトの代わりに10101010----32323232ボルトを使用ボルトを使用ボルトを使用ボルトを使用しないでくださしないでくださしないでくださしないでくださ

い。い。い。い。    
 

 定期的にエンジンを点検し、燃料の染み出しの兆候がないかをチェックしてください。 これは空気

が漏れていることを示しており、燃料と空気の比率が薄くなっている可能性があり、その結果エンジ

ンが不安定になったり、エンジンの損傷を引き起こす可能性があります。 適切なボルトを締め付け

ても問題が解決しない場合は、デザートエアクラフトにご連絡ください。 
 

 長時間使用していると、ピストンの上部やシリンダーの燃焼ドームにカーボンが堆積することがあり

ます。 これらのカーボン堆積物を除去する際には、部品の損傷を避けるために細心の注意を払っ

てください。 また、カーボンを除去する場合は全て取り除いてください。 残ったカーボンはエンジ

ンの運転中に、はがれて移動する可能性があります。 これはエンジンにダメージを与えたり、スパ

ークプラグの電極に堆積したりする可能性があります。 
 

マニュアルは時々、ヒントの追加やトラブルシューティング情報などで更新されることがあります。 最新

のダウンロード可能なマニュアルと更新については、当社のウェブサイト www.desertaircraft.com  をご

確認ください。 

 サイズ 
トルク仕様     

（N-m: ニュートン・メートル、 in-lbs：インチ・ポンド) 

スパークプラグ CM-6, 10mm 10.17 N-m （90 in-lbs） 

スチール製プロペラボルト M6x55mm 
木製プロペラ：10.17 N-m  (90 in-lbs) 
カーボンプロペラ：12.43 N-m  (110 in- lbs) 

クランクケースボルト M5x25mm 10.17 N-m  (90 in- lbs) 

スチール製シリンダーベースボルト M6x20mm 12.43 N-m  (110 in- lbs) 

キャブレターマウントボルト M5x85mm 7.91 N-m  (70 in- lbs)  ※※※※ 

スチール製エンジンマウントボルト M6x16mm 13.56 N-m  (120 in- lbs) 
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覚えておいてください！覚えておいてください！覚えておいてください！覚えておいてください！        このエンジンは様々な理由でいつでも停止する可能性があります。このエンジンは様々な理由でいつでも停止する可能性があります。このエンジンは様々な理由でいつでも停止する可能性があります。このエンジンは様々な理由でいつでも停止する可能性があります。            

エンジンが停止した場合に損傷や危害を与えるような飛ばし方をしないでください。エンジンが停止した場合に損傷や危害を与えるような飛ばし方をしないでください。エンジンが停止した場合に損傷や危害を与えるような飛ばし方をしないでください。エンジンが停止した場合に損傷や危害を与えるような飛ばし方をしないでください。    何らかの理何らかの理何らかの理何らかの理

由でエンジンが停止しても安全に飛行機を飛ばすことができるのでなければ、飛行機を飛ばさな由でエンジンが停止しても安全に飛行機を飛ばすことができるのでなければ、飛行機を飛ばさな由でエンジンが停止しても安全に飛行機を飛ばすことができるのでなければ、飛行機を飛ばさな由でエンジンが停止しても安全に飛行機を飛ばすことができるのでなければ、飛行機を飛ばさな

いでください。いでください。いでください。いでください。    

デザートエアクラフトデザートエアクラフトデザートエアクラフトデザートエアクラフトは、エンジンが停止した場合の損害については責任を負いません。は、エンジンが停止した場合の損害については責任を負いません。は、エンジンが停止した場合の損害については責任を負いません。は、エンジンが停止した場合の損害については責任を負いません。    

 

 

 

 

 

DADADADA215215215215    保証保証保証保証    

あなたのあなたのあなたのあなたのDADADADA215215215215エンジンエンジンエンジンエンジンとイグニッションシステムは、購入日からとイグニッションシステムは、購入日からとイグニッションシステムは、購入日からとイグニッションシステムは、購入日から

3333年間、年間、年間、年間、デザートエアクラフトデザートエアクラフトデザートエアクラフトデザートエアクラフトのののの保証保証保証保証ででででカバーされています。カバーされています。カバーされています。カバーされています。    

 この保証の対象となるのは、製造上および材料の欠陥のみです。 

 エンジンやイグニッションシステムを分解しないでください。 エンジンまたはイグニッションシス
テムを分解すると、それらの保証が無効になることがあります。 

 デザートエアクラフトの許可なしにエンジンやイグニッションシステムを改造すると、この保証は
無効となります。 

この保証は以下のものは対象外となります：この保証は以下のものは対象外となります：この保証は以下のものは対象外となります：この保証は以下のものは対象外となります：    

 保証サービスのためのデザートエアクラフトへの往復の送料 
 不適切な取り扱い、操作、メンテナンスにより生じた損害 
 墜落による損傷 
 不適切な燃料や添加物を使用したことによる損害 
 デザートエアクラフトへの輸送中に発生した損傷。 エンジンは慎重に梱包してください！！エンジンは慎重に梱包してください！！エンジンは慎重に梱包してください！！エンジンは慎重に梱包してください！！    
    

注意：注意：注意：注意：    デザートエアクラフトは、問題の商品が到着し、デザートエアクラフトが不良とデザートエアクラフトは、問題の商品が到着し、デザートエアクラフトが不良とデザートエアクラフトは、問題の商品が到着し、デザートエアクラフトが不良とデザートエアクラフトは、問題の商品が到着し、デザートエアクラフトが不良と

判断するまでは、いかなる保証代替品も出荷しません。判断するまでは、いかなる保証代替品も出荷しません。判断するまでは、いかなる保証代替品も出荷しません。判断するまでは、いかなる保証代替品も出荷しません。    
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修理・返却用フォーム修理・返却用フォーム修理・返却用フォーム修理・返却用フォーム    ((((控えをとっておいてください。控えをとっておいてください。控えをとっておいてください。控えをとっておいてください。))))    

    

サービスのために商品を出荷する場合は、このフォームに必要事項を記入し、同封してください。サービスのために商品を出荷する場合は、このフォームに必要事項を記入し、同封してください。サービスのために商品を出荷する場合は、このフォームに必要事項を記入し、同封してください。サービスのために商品を出荷する場合は、このフォームに必要事項を記入し、同封してください。    

    

お客様のお名前お客様のお名前お客様のお名前お客様のお名前    日付日付日付日付        

住所住所住所住所        

都市都市都市都市    州州州州    郵便番号郵便番号郵便番号郵便番号    国国国国        

電話番号電話番号電話番号電話番号    携帯電話番号携帯電話番号携帯電話番号携帯電話番号        

EEEEメールメールメールメール                                    

 

ほとんどの場合、エンジン整備で必要なのはエンジンとイグニッションだけです。ほとんどの場合、エンジン整備で必要なのはエンジンとイグニッションだけです。ほとんどの場合、エンジン整備で必要なのはエンジンとイグニッションだけです。ほとんどの場合、エンジン整備で必要なのはエンジンとイグニッションだけです。    エキゾースト、プロペラボルト、ワッシャーエキゾースト、プロペラボルト、ワッシャーエキゾースト、プロペラボルト、ワッシャーエキゾースト、プロペラボルト、ワッシャー

は必要ありません。は必要ありません。は必要ありません。は必要ありません。    
 

箱の中のアイテム箱の中のアイテム箱の中のアイテム箱の中のアイテム::::    

DADADADA35353535    シリアル番号シリアル番号シリアル番号シリアル番号    DADADADA55550 0 0 0 シリアル番号シリアル番号シリアル番号シリアル番号    DADADADA60606060    シリアル番号シリアル番号シリアル番号シリアル番号        

DADADADA77770 0 0 0 シリアル番号シリアル番号シリアル番号シリアル番号    DADADADA85858585    シリアル番号シリアル番号シリアル番号シリアル番号    DADADADA100100100100    シリアル番号シリアル番号シリアル番号シリアル番号        

DA100DA100DA100DA100インラインインラインインラインインラインシリアル番号シリアル番号シリアル番号シリアル番号    DA120 DA120 DA120 DA120 シリアル番号シリアル番号シリアル番号シリアル番号    DA150 DA150 DA150 DA150 シリアル番号シリアル番号シリアル番号シリアル番号        

DA170 DA170 DA170 DA170 シリアル番号シリアル番号シリアル番号シリアル番号    DA200 DA200 DA200 DA200 シリアル番号シリアル番号シリアル番号シリアル番号    DA215DA215DA215DA215シリアル番号シリアル番号シリアル番号シリアル番号        
 

単気筒単気筒単気筒単気筒イグニッションシリアル番号イグニッションシリアル番号イグニッションシリアル番号イグニッションシリアル番号                                                                                                2222気筒気筒気筒気筒イグニッションシリアル番号イグニッションシリアル番号イグニッションシリアル番号イグニッションシリアル番号                                                                                                                        
  

プロペラボルトはプロペラボルトはプロペラボルトはプロペラボルトは? ? ? ?                                     

プロペラワッシャーはプロペラワッシャーはプロペラワッシャーはプロペラワッシャーは?  ?  ?  ?                          

マフラーはマフラーはマフラーはマフラーは????                        マフラーボルトは？マフラーボルトは？マフラーボルトは？マフラーボルトは？                

スタンドオフはスタンドオフはスタンドオフはスタンドオフは????                    

その他のアイテムはその他のアイテムはその他のアイテムはその他のアイテムは????                        
 

返品の理由は返品の理由は返品の理由は返品の理由は????    

墜落墜落墜落墜落: : : : 有有有有りりりり    無し無し無し無し    その他その他その他その他        

                

                

                

                

                
 

使用オイルは使用オイルは使用オイルは使用オイルは????        貴方は最初のオーナーですか貴方は最初のオーナーですか貴方は最初のオーナーですか貴方は最初のオーナーですか????        

ガソリンの種類はガソリンの種類はガソリンの種類はガソリンの種類は????        

排気装置の種類は排気装置の種類は排気装置の種類は排気装置の種類は????                

これまでにもこのエンジンを整備のために送ったことがありますか？これまでにもこのエンジンを整備のために送ったことがありますか？これまでにもこのエンジンを整備のために送ったことがありますか？これまでにもこのエンジンを整備のために送ったことがありますか？    理由は理由は理由は理由は????        
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