
取扱説明書
エンジンカッター

ご使用前に、必ずこの取扱説
明書をお読みください。
そして、内容をよく理解した
うえでご使用ください。
不適切な操作や保守は、重大
な事故につながるおそれがあ
ります。
なお、本書はいつでも利用で
きるように、大切に保管して
ください。

ECD488
ECD577
ECD757
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－１－

新ダイワエンジンカッターをご購入いただきまことにありがとうございます。
この取扱説明書の「安全にご使用いただくために」を十分理解し、安全に使用し
てください。この取扱説明書で分からないことがありましたらお求めの販売店か
お近くの弊社営業所におたずねください。

本機は高速回転する刃物（ダイヤモンドブレード）で、コンクリートや鋳鉄管
を切断する機械です。事故や災害を予防するために安全を常に心がけてください。
不注意または不適切な使用は重大な事故の原因となります。

シグナル用語の説明
この取扱説明書は次のシグナル用語を使用しています。

取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を
負う危険が切迫して生じることが想定される場合。

取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を
負う可能性が想定される場合。

取扱いを誤った場合、使用者が障害を負う危険が
想定される場合および物的損害のみの発生が想定
される場合。

〈注記〉本機の保護と、本機の性能を十分に発揮させるための注意事項

危　険 

警　告 

注　意 

１．安全にご使用いただくために
警告表示用図記号の説明

この取扱説明書を良くお読みください。また内容をよく理
解したうえでご使用ください。

本機を運転中は常に耳せん、防じんマスク、保護めがね、
保護帽を着用してください。
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キックバック注意。刃物の上半分で切断しないでください。

飛散物に注意してください。

１－１　ご使用前に

�取扱説明書を読んでいない人や年少者（子供）に本機を使用させないでく
ださい。

�作業する場合、本機を使用する周辺に他の人、子供、動物がいないことを
確認してください。誰かが近づいてきた場合は、エンジンを停止させてく
ださい。

�回転している刃物に触れないでください。

�本機の使用は換気が良好な場所で行ってください。換気の悪い場所（室内、
倉庫、トンネル、穴など）では本機を運転しないでください。エンジンの
排気により、ガス中毒をおこしたり、酸欠状態になり、死亡するおそれが
あります。

�排気の方向に人がいないことを確認して運転してください。

�排気ガスを吸わないでください。

�本機の改造は行わないでください。またガード類やマフラーなどの部品を
取り外して運転しないでください。

危　険 

警　告 
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�本機は一人用の機械です。一人で取
り扱ってください。

�疲労、病気、酒気帯びの場合、また
は医薬品服用中の場合は、作業を行
わないでください。また作業中に体
調が悪くなった場合にはすぐエンジ
ンを止め、作業を中止してください。

�裾のひらひらした服、ネクタイ、アクセサリー類、ショートパンツ、サン
ダルなどを着用しないでください。また裸足で作業をしないでください。
頭髪は肩から下に垂れないように覆ってください。

�靴は底に滑り止めのついた安全靴を使用してください。

�雨の日は、滑りやすいので作業をさけてください。

�弊社が供給している純正刃物以外は使用しないでください。

�作業前に作業場所をきれいにしてください。石、金属片、ガラス等は飛散
して危険です。

�飛散物やほこりから目を守るため、必ず規格に合った保護めがねを着用し
てください。

�必ず耳せんをつけてください。聴覚障害をおこすおそれがあります。

�規格にあった保護帽（ヘルメット）を正しく着用してください。落下物や
飛散物によりけがをするおそれがあります。

�本機の操作時間は１日２時間以内にとどめ、10分以上の連続運転はしない
でください。振動障害をおこすおそれがあります。

�寒冷の時には、長時間の作業はしないでください。

�厚手で滑り止めの付いた防振性のある手袋を着用して手を保護してくださ
い。



－４－

�本機には目立てした良く切れる刃物を使用してください。

�規格にあった防じんマスクを着用してください。呼吸器障害をおこすおそ
れがあります。

�本機は、ガソリンと２サイクル専用オイルの混合燃料を使用しますので、
本機のそばで喫煙やたき火はしないでください。引火のおそれがあります。

�作業前に燃料漏れがないか確認してください。

�マフラーやマフラーから出る排気ガスは非常に高温になりますので、燃え
やすい物を近づけないでください。

保護めがねを
つける。

呼笛は、たら
さずにポケッ
トに入れる。

作業衣は、暖
かく身軽に作
業できるもの。

はきものは、
保温性、すべ
り止めのある
ものにし靴下
は、暖かくて、
またいつも乾
いていること。

規格に合った
保護帽を正し
く着用し、ア
ゴヒモをしめ
る。

耳せんを、つ
ける。

アゴヒモのむ
すびは、たら
さないように
する。

ウデカバー

すそじまりの
よいもの。

手袋は、暖か
く、やわらか
いもので、い
つも乾いてい
ること。

防じんマスク
をつける。
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�作業前にネジのゆるみ、脱落、刃物の状態を点検し、異常のないことを確
認してください。

�ベルトの張りの調整が適切に行われ、ケーシングカバー、クラッチカバー
がしっかり締め付けてあることを確認してください。

�作業に当たっては、その作業地域の規則、取り決めにしたがってください。

１－２　キックバック

�刃物の上側半分で切断すると、切断
材と刃物の切断抵抗が急激に大きく
なった時に、刃物の回転の反動で刃
物先端がはねあがり、たいへん危険
です。この反動をキックバックと言
います。この場合、運転者は本機を
コントロールできなくなり、重大な
事故につながる場合があります。刃
物の上側半分を使って切断をしない
ようにしてください。

１－３　給油

�無鉛ガソリンと２サイクル専用オイルの混合、および給油は屋外の火気の
ない場所で行ってください。給油はエンジンを停止し、燃料が吹き出す事
があるので、エンジンが冷えた後にゆっくりと燃料キャップを外して行っ
てください。

注　意 

危　険 

警　告 



�こぼれた燃料は、本機から拭き取ってください。引火するおそれがありま
す。

�燃料の持ち運びや保管など、取扱いには十分注意してください

１－４　始動

�エンジンを始動する場合、刃物が地面や他の物に接していないことを確認
してください。エンジンを始動するとすぐに刃物が回ります。

�エンジンの落としがけは決して行わないでください。本機のコントロール
ができず、たいへん危険です。

�エンジンの始動は、安定のよい場所で
行ってください。

� 始動時は周囲の安全を確認し、一人
（補助者なし）で行ってください。

�エンジンがアイドリング回転の時、刃
物が回転していないことを確認してく
ださい。アイドリング時、刃物が回転
すると危険です。回転する場合はアイ
ドリング調整をしてエンジンの回転速
度を下げてください。

�エンジンの始動は、給油場所から３ｍ
以上はなれた場所で行ってください。

－６－

危　険 

警　告 

３ｍ
以上



－７－

１－５　作業

�本機は胸より下の位置で使用してくだ
さい。本機が肩より高くなるような姿
勢での作業はたいへん危険です。縦切
りは水平から刃物が下側まで、横切り
はリコイルスターターが上になる状態
で行ってください。

�本機を操作するときは必ず両手で、フロントハンドルおよびリヤハンドル
をしっかり握ってください。その他の部分は持たないでください。特にア
ッパ、ロアガードの内側に手を差し込まないでください。

�曲線切り、コジリ、刃物側面の使用は絶対に行わないでください。

�しっかりした足場の上で安定した姿勢で作業を行ってください。

�数人で作業するときは、他の人に危険がおよばないように10ｍ以上間隔を
あけて作業してください。

�本機を使用している人に近づくときはお互いに合図を行い、エンジンが停
止してから近づいてください。

�作業中に本機を落としたり、壁にぶつけたり、何か異物に当たったりした
ときは、エンジンを停めて損傷の有無を調べてください。もし損傷があれ
ば使用せず、速やかに修理してください。

�燃料キャップは緩んでいないか常に注意してください。燃料漏れを起こさ
ないように燃料キャップは常に増し締めをしてください。

�燃料が漏れた場合は、ただちにエンジンを停止してください。

�使用中に火花を発生することがありますので、引火や爆発のおそれのある
場所では使用しないでください。

警　告 
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�運転中または運転直後に高温部（マフラー、シリンダーなど）や排気ガス
に触れないでください。ヤケドをします。

�切断直後の刃物に直接さわらないでください。ヤケドをします。

�運転中は、高電圧部（プラグキャップ、プラグコードなど）に触れないで
ください。感電するおそれがあります。

１－６　停止

�エンジン停止後、あるいはスロットルレバーを離した後も、刃物はしばら
く回転し危険です。スイッチを切った後も、刃物が停止するまで両手でハ
ンドルをしっかり握っていてください、刃物の停止を確認した後に本体を
地面に置いてください。

１－７　点検・整備

�点検・整備（刃物交換、ベルト交換、清掃等）を行うときは必ずエンジン
を停止し、刃物が停止していることを確認してから行ってください。

�ガソリンはたいへん引火しやすいので、点検・整備は風通しの良い火気の
ない所で行ってください。

�部品交換を行うときは必ず新ダイワ純正部品を使用してください。他社の
部品を使用すると重大な事故の原因となることがあります。

�取扱説明書に記述していない点検整備についてはお求めの販売店か、お近
くの弊社営業所に依頼してください。

警　告 

警　告 

注　意 

危　険 
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�点検・整備は、エンジンが冷えてから行ってください。ヤケドをするおそ
れがあります。

１－８　移動・保管

�移動時や保管時には、エンジンを停止してください。刃物が回転してけが
をするおそれがあります。

�保管の際は、燃料漏れ、破損、事故等を防止するために、本機を安定した
場所に置き、刃物を取り外してください。

�年少者（子供）の手が届かない火気のない日陰に保管してください。

�移動時はフロントハンドルを持ち、刃物を後ろ向きにしてください。

�２～３日以上保管する場合は燃料タンクを空にしてください。

警　告 

注　意 

注　意 
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２．仕様

＊仕様は予告なく変更することがあります。
*1 ESSユニットは、一瞬ストップスイッチを押すと電気的にエンジンが止まる

までストップスイッチを押し続けた状態を維持する装置です。

モデル ECD488 ECD577 ECD757
エ ン ジ ン 形 式 ２サイクル空冷ガソリンエンジン
排 気 量 47.9cc 57.3cc 73.5cc
内 径 × 行 程 43mmX33mm 45mmX36mm 51mmX36mm
アイドリング回転速度 2800min-1 2800min-1 2500min-1

最 高 回 転 速 度 13000min-1 12000min-1 13000min-1

点 火 方 式 電子点火方式(CDI,自動進角式)
ス パ ー ク プ ラ グ チャンピオン､CJ6Y
気 化 器 ダイヤフラム式
燃 料 タ ン ク 容 量 0.6r 0.77r 0.77r
燃 料 混合燃料(無鉛ガソリン:2サイクル専用オイル＝25:1)
使 用 刃 物 専用乾式ダイヤモンドブレード　　内径 22mm

コンクリート用（ピンク）
鋳鉄管用（オレンジ）

刃 物 外 径 260mm 320mm 360mm
最 大 深 度 100mm 130mm 150mm
最 高 周 速 3170m/min 3330m/min 3530m/min
減 速 比 3.35 3.77 4.16
主 軸 回 転 速 度 3900min-1 3350min-1 3150min-1

始 動 方 法 リコイルスターター
停 止 方 法 アース式（＊1ESSユニット付きプッシュスイッチ）
動 力 伝 達 方 式 自動遠心クラッチ
防 振 構 造 フロント、リヤハンドル独立防振
安 全 装 置 スロットルロックレバー、ロアガード、アッパーガード
乾 　 燥 　 質 　 量 11kg 12kg 15kg
外形寸法（長さ×幅×高さ） 715X280X370mm 805X290X440mm 840X305X500mm
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３．各部名称
ＥＣＤ488

ＥＣＤ577・ＥＣＤ757

フロントハンドル

刃物

マフラー

クリーナーカバー

ノブ

リヤハンドル
チョーク

クラッチカバー
ケーシングカバー

ロアガード
燃料キャップ

スロットルレバー

ロックレバー

スロットルレバー用ストッパー

ホース取付口

ホース取付口

リコイルスターター
強制集塵ファン

警告表示マーク

ストップスイッチ

キャブレターのアジャストスクリュー

キャブレターのアジャストスクリュー

クリーナーカバー

ノブ

リヤハンドル

チョーク

クラッチカバー

ケーシングカバー

刃物

フロントハンドル
アッパーガード用
ストッパー

マフラー

ロアガード
燃料キャップ

ストップスイッチ
スロットルレバー

ロックレバー

スロットルレバー用
ストッパー

リコイルスターター

強制集塵ファン

警告表示マーク

アッパーガード
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１．マフラー 排気音を減少させます。
２．フロントハンドル カッターの前方にある左手用ハンドルです。
３．リヤハンドル カッターの後方にある右手用ハンドルです。
４．スロットルレバー エンジンの回転速度をコントロールします。
５．ロックレバー スロットルレバーを作動させる前に押し下げます。
６．スロットルレバー用 スロットルレバーをある程度引いて固定し、始動

ストッパー 性を良くします。
７．キャブレターの アイドリング回転速度を調整します。
アジャストスクリュー

８．チョーク 冷えているエンジンの始動時に燃料と空気の混合
割合を調整し、始動性を良くします。

９．ストップスイッチ スイッチを押すとエンジンが停止します。
１０．燃料キャップ 燃料タンクのふたです。
１１．刃物 ダイヤモンドのチップが付いたブレードです。コ

ンクリートや鋳鉄管などを切断します。
１２．アッパーガード 刃物の上側のカバーです。
１３．ロアガード 刃物の下側のカバーです。
１４．アッパーガード用 アッパーガードをメインケーシングの中に収納し

ストッパー て固定するときに使用します。
１５．強制集塵ファン 切断時の粉塵を集めてダストバッグへ送るファン。
１６．ホース取付口 ダストホースを取り付けるところ。
１７．クリーナーカバー エアクリーナーをカバーしているふた。
１８．リコイルスターター グリップを引っ張ってエンジンを始動します。
１９．ノブ エアクリーナーを外すときこのノブをゆるめて取

り外す。
２０．ケーシングカバー ベルト及びプーリーをカバーします。
２１．クラッチカバー クラッチドラム、ベルトをカバーします。
２２．警告表示マーク 警告指示事項を示します。

＊付属品　ダストバッグ、集塵ホース、ツールセット、保護めがね、サブダ
クト

集塵ホース

ツールセット
保護めがね

サブダクト
ダストバッグ
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４．組立の手順

４－１　外観と付属部品のチェック

本製品は、工場出荷の際厳重な検査を行っていますが、念のために本製品の損傷
やネジのゆるみなどがないか点検してください。また付属部品の欠品がないか点
検してください。
異常や欠品があった場合は、ただちにお買い求めの販売店もしくは弊社営業所へ
ご連絡ください。

４－２　集塵ホースとダストバッグの取付

梱包箱からカッター本体と付属品（集塵ホー
ス、ダストバッグ）を取り出してください。

本体に集塵ホースを取り付けてください。ホ
ースは右に回しながら挿入してください。

集塵ホースにダストバッグを取り付けてくだ
さい。（図のようにヒモでしばる）

４－３　サブダクトの取付

本機は、集塵ホースを取り付けない場合サブ
ダクトを取り付けることが出来ます。
右図のように、粉塵を出したい方向にサブダ
クトの出口を向けて押し込んで使用して下さ
い。

ダストバッグ

ホース

ホース

ひも

サブダクト
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５－１　燃料の給油

１．燃料

新品時20時間使用後燃料は必ず、無鉛ガソリン25に対して2サイクル専用オイル
1の割合で混合した混合燃料を使用してください。

燃料の混合は容器にオイルを先に入れ、後からガソリンを加えてください。

例） ガソリン オイル
( r ) ( cc )
11 140
15 200
10 400

２．給油

火気を近づけないでください。火災の原因となります。

警　告 

注　意 

新品時は、混合燃料の混合比を20：１で約20時間使用してく
ださい。また、燃料は必ず、混合燃料を使用してください。

注　意 

給油する前に燃料キャップとその廻りを良く清掃してくださ
い。異物やゴミをタンク内に入れないでください。燃料はゆっ
くりと給油してください。急いでいれると吹きこぼれるおそれ
があります。

５．エンジンの始動と停止
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燃料は常に新しいものを使用してください。２～３カ月以上保存したり、異物が
混入した燃料を使用すると、故障の原因となります。

①　給油する前に燃料をよく混合してください。

②　燃料キャップをゆっくりと外し、燃料を給油してください。温度が高いと、
燃料が吹きこぼれることがあります。

③　給油後は確実にキャップを締め、燃料タンクから燃料漏れのないことを確
認してください。

５－２　エンジンの始動

〈注記〉
始動時にリコイルスターターを最後まで引かないでください。ロープの寿命が短
くなります。リコイルスターターを急に離さないでください。正しく巻き込まれ
ないことがあります。

①　チョークを引いてください。
（エンジンが冷えているとき）

〈注記〉
エンジンが暖まっているときはチョ
ークを引かないでください。

危　険 

エンジンを始動する場合、刃物が地面や他の物体に接触してい
ないことを確認してください。始動後すぐに刃物が回り危険で
す。

チョーク
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②　図のロックレバーを押さえ、スロッ
トルレバーを引きストッパーを押し
込んでスロットルレバーをゆっくり
はなすと始動ロックがかかります。

③　本機を地面におき、右足でリヤハン
ドルをしっかりと固定します。

④　左手でフロントハンドルをつかみ、
右手でリコイルスターターをゆっく
り引きます。重く感じた所から勢い
よく引きます。

⑤　リコイルスターターを数回引き、爆
発音がしたらチョークをもとの位置
に押し込んでください。
（エンジンが冷えているとき）

〈注記〉
リコイルスターターを５回以上引かないでください。４回引いたらチョー
クを押し込まないと燃料の吸い込みすぎとなり、始動ができなくなります。

⑥　エンジンが停っていたら再びリコイルスターターを引いてください。エン
ジンが始動したらスロットルレバーを少し引いて、始動ロックをはずし、
スロットルレバーを戻してエンジンをアイドリング状態にしてください。

危　険 

作業者以外の人を作業場所から遠ざけてください。

アイドリング時刃物は回転してはいけません。アイドリング時
刃物が回転すると危険です。回転する場合はアイドリング調整
をしてエンジン回転速度を下げてください。（８－２項参照）

警　告 

ストッパー

ロックレバー



－17－

⑦　アイドリング運転を２～３分間実施してください。

⑧　スロットルレバーを徐々に引いてエンジンの回転を上げていくと、自動的
に刃物が回転し始めます。スロットルレバーを戻すと、刃物の回転が停止
し、エンジンはアイドリング状態になります。

５－３　始動困難なとき

エンジンが暖まっている状態で始動しないときは、エンジンが冷えている場合と
同じ方法で始動してみてください。それでも始動しない場合、またはエンジンが
冷えた状態で始動しない場合は次の操作をおこなってください。

①　チョークをいっぱいに引いてくださ
い。

②　クリーナーカバー上のノブをゆる
め、プリフィルター、フィルターを
取り外してください。

③　ＥＣＤ５７７､７５７はサブフィル
ターを取り付けているネジをゆるめ
てサブフィルターとクリーナーベー
スを取り外してください。

④　プラグキャップを外してください。

⑤　スパークプラグをプラグレンチで取
り外し、スパークプラグの電極部が
濡れているかどうか調べてくださ
い。

火気を近づけないでください。火災の原因となります。

警　告 

サブフィルター

フィルター

プリフィルター

クリーナベース

ノブ

チョーク
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⑥　スパークプラグが濡れている場合は
乾燥させてください。
スパークプラグを抜き取った状態で
リコイルスターターを引き、数回空
転させて余分な燃料をシリンダー内
から排出してください。

⑦　スパークプラグをプラグレンチで確実に取り付け、プラグキャップをつな
ぎクリーナーカバーをもと通りに取り付けます。エンジンが暖まっている
場合の方法で始動してください。

⑧　スパークプラグが濡れていない場合は燃料タンクから燃料が届いていない
ので、燃料フィルターやキャブレターを点検する必要があります。８－２、
８－１１項の点検をするか、お求めの販売店または弊社営業所にお問い合
わせください。

５－４　停止

エンジンを停止させるときは、スロットルレバーを戻し２～３分間アイドリング
運転をしてからストップスイッチを押してください。
本機は、ＥＳＳユニットを装備してあります。これは、一瞬ストップスイッチを
押すと電気的にエンジンが止まるまで、ストップスイッチを押し続けた状態を維
持する装置です。

６－１　効率のよい使い方

スロットル全開で、刃物を軽く切断材に押し当てて回転速度が9000～
10000min-1(ECD488)8500～9500min-1(ECD577,ECD757)の範囲になるように
切断するのが最も効率のよい使い方です。

６．切断作業

注　意 

高電圧部（プラグキャップ等）に触れないでください。感電す
るおそれがあります。

スパークプラグ

シリンダカバー

プラグキャップ
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６－２　切断作業

安全に作業ができるよう周囲をきれいにしておいてください。
ダストバッグは、作業のじゃまにならない所に置いてください。
刃物をまっすぐに当てて、刃物回転を低速にし切り溝をつくってから高速にして
切断してください。

６－３　集塵に対しての効果的な切断

①　ロアガードを切断材に当てるよう
に、切断してください。切断材とロ
アガードが離れると切断粉が漏れ、
集塵性能が低下します。

②　強く押し当てすぎてエンジン回転速
度を下げた状態で、切断しないでくだ
さい。回転速度が下がり過ぎますと、
集塵性能も切断性能も低下します。

③　ダストバッグへの粉塵のため過ぎ
や、ダストバッグの水ぬれは避けて
ください。
ダストバックは、最低でも１日１回
は中の粉塵を除去してください。
ぬれた場合は、よく乾燥させて使用
してください。

④　切断方向によって、集塵性能が左右
されますので、図を参考に切断方向
を決めてください。

注　意 

刃物を切断材に強く押し当てて、エンジン回転速度を下げて使
用するのは使用者の疲労を増すだけでなく、チップ飛び等で事
故や災害をおこしやすくなります。
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７．アッパーガードの固定及び固定解除方法（ＥＣＤ５７７、７５７）

切断片等が、飛散しますので切断部をのぞき込まないでくだ
さい。

警　告 

アッパーガードは切断時に切断部を見えやすくするための固定用ストッパーが付
いています。

７－１　アッパーガード固定方法

①　アッパーガードを押し込んでくださ
い。

②　ストッパーを押し込んでください。

③　アッパーガードをはなしてくださ
い。

④　ストッパーをはなしてください。

⑤　アッパーガードが固定されます。

７－２　アッパーガード固定解除方法

①　アッパーガードを押し込むとストッパーのロックが外れます。

②　アッパーガードをはなすと、アッパーガードが出てきます。

アッパーガード

ストッパ
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点検・整備表

８－１　エアクリーナーの清掃

エアクリーナーはエンジンカッターの寿命に大きく影響します。作業を始める前
には必ず清掃してください。

清掃　　　　　　交換
ダストバッグを取り付けた状態　　　　　　　 週１回　 約100時間ごと
ダストバッグなしの状態（集塵ホース付き） １日２回　　　約20時間ごと

８　点検・整備

ガソリンはたいへん引火しやすいので、点検・整備は風通し
の良い火気のないところでエンジンを止めて行ってください。

警　告 

項目 始動前 毎週 毎月 必要な場合
エアクリーナー 清掃 ○
キャブレター 調整 ○
スパークプラグ 点検、清掃 ○
シリンダーフィン 清掃 ○
燃料フィルター 清掃 ○
ダイヤモンドブレード 点検、目立 ○
ベルト 点検、調整 ○
ベアリング（クラッチドラム） グリース注入 ○

燃料キャップ 漏れ点検 ○ ○
燃料タンク 漏れ点検 ○ ○
ロアガード、アッパーガード 作動点検 ○

ネジ類 点検、増締 ○
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①　エルボ内にゴミが侵入しないよう、必ずチョークを引いてください

②　クリーナーカバー上のノブをゆるめ、クリーナーカバーをとりはずします。
プリフィルター、フィルター、サブフィルターを点検してください。

③　プリフィルター、フィルターは、コンプレッサーでエレメントの内側から
外側に向けてエアーを吹き付け、ゴミやホコリを吹きとばしてください。
コンプレッサーがない場合には、はたいて、ほこりを落としてください。
サブフィルターはガソリンで洗ってください。

８－２　キャブレターの調整

キャブレターは工場出荷時に調整していますので、調整の必要はありません。気
圧、気候、燃料の違い、10時間以上の使用による状態変化などにより、調整が必
要になったときにのみ行ってください。

キャブレターを調整する場合は、エンジンを始動し、２～３分間の暖気運転の後、
次の手順で調整してください。また、エアクリーナーが汚れている場合は清掃を
してから行ってください。

危　険 

刃物の周辺に人または干渉物がないことを確認して行ってくだ
さい。キャブレターの調整時、低速と高速調整時には刃物が回
転します。

クリーナーカバー
ノブ

チョーク

プリフィルター

フィルター

サブフィルター
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１．アイドリングの回転調整
アイドリング時には刃物が回転しない
ように調整します。
またエンジンが2600～3000min -1

( E C D 4 8 8 , 5 7 7 )または23 0 0～
2700min-1(ECD757)で安定して回転す
るようにアジャストスクリューを調整
してください。時計方向に回すとエン
ジンの回転が上がります。

２．低速（Ｌ）ニードルと高速（Ｈ）ニードルの調整範囲

〈注記〉
�むやみに空吹かししないでください、焼き付く恐れがあります。
�Ｈニードルの戻し開度をＥＣＤ４８８は１開度（全閉にしたところから１回転
戻し）以下ＥＣＤ７５７は３／４開度以下にすると燃料が薄くなり、焼き付く
恐れがありますので、上記戻し開度以下にしないでください。

�ニードル調整時、力いっぱいに時計方向に締め込まないでください。キャブレ
ターボデイをいため、調整できなくなります。

標準開度
Ｈニードル Ｌニードル

ＥＣＤ４８８ １･1/4±1/4回転 １･1/4±1/4回転
ＥＣＤ５７７ 無し １･1/4±1/4回転
ＥＣＤ７５７ １　±1/4回転 １　±1/4回転

〈注記〉
ＥＣＤ５７７は高速（Ｈ）ニードルの調整はありません。

標準開度はニードルをゆっくり、時計方向いっぱいに回し、全閉にしたところか
らの戻し数値です。

アジャストスクリュー
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３．低速（Ｌ）ニードルとアジャストスクリューによる調整

①　アイドリングの回転調整をした後
低速（Ｌ）ニードルを反時計方向
または時計方向にゆっくり回して
みて、エンジンの回転が上がる方
向に回していきます。更にそのま
ま回し続けるとエンジン回転が低
下してきます。

②　その低下する寸前のところから約
１／４回転反時計方向にもどして
セットしてください。
この調整によりアイドリング回転
は最初のセット時より回転がかな
り変化しています。

③　再度アジャストスクリューを調整してエンジン回転速度を2600～
3000min-1(ECD488,577)または2300～2700min-1(ECD757)にセットし
てください。

④　これを２～３回くり返すと、適正の低速エンジン回転に調整できます。

４．高速（Ｈ）ニードルの調整
キャブレターの標準開度の範囲内で実際に材料を切断してみて、よく切れる
所にセットしてください。

８－３　スパークプラグの点検

エンジンの始動性が悪くなったり、アイドリング回転が不安定になった場合はス
パークプラグを点検してください。

LＨ

セット位置
エ
ン
ジ
ン
の
回
転
数

エンスト

開く左←　→右閉じる
低速（Ｌ）開度

上
る

下
る
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①　スパークプラグを外してください。
５－３「始動困難なとき」の項を参
照してください。

②　ワイヤーブラシで汚れを落としてく
ださい。
必要に応じて電極間すきまを調整し
てください。
適正すきまは0.6mmです｡

〈注記〉
約100時間運転後、または電極の腐食がひどい場合はスパークプラグを交換
してください。
スパークプラグは純正品（チャンピオン　ＣＪ６Ｙ）を使用してください。

８－４　シリンダーフィンの清掃

�シリンダーフィンの間を清掃してくだ
さい。シリンダーフィンの間にゴミが
つまっていると、オーバーヒートや火
災の原因となります。

�つまりが多いときはシリンダーカバー
をはずして清掃してください。

８－５　ベルトの点検

ベルトは、長く使っている間に張りがゆるんだり、摩耗したりします。クラッチ
カバー、ケーシングカバーをはずしベルトを点検して、張りの調整をしてくださ
い。又、摩耗の激しい場合（はがれ、めくれ、傷、ひび割れなど）は、新品と交
換してください。

シリンダフィン

0.6mm
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８－６　ベルトの張りの調整

クラッチカバー、ケーシングカバーをは
ずしてください。

１．メインベルトの調整

①　図のブラケットを固定している六
角穴付ボルトをゆるめてくださ
い。

②　図のナット（Ａ）、（Ｂ）をゆるめ
テンションプレートの六角穴にプ
ラグレンチをいれて矢印の方向に
回し、ベルトを張ってください。

③　ナット（Ｂ）を締め付けてくださ
い。
テンションプレートをプラグレン
チでベルトがゆるむ方向に止まる
まで回しナット（Ａ）を締め付け
てください。

④　ブラケットを固定している六角穴
付ボルトを締め付けてください。

クラッチカバー
ケーシングカバー

六角穴付きボルト

プラグレンチ

ナット(B)
ナット(A)

メインベルト
テンションプレート

張り確認位置

約
5k
g

ナット（Ａ）ナット（Ｂ）
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２．ドライブベルト、ファンベルトの調整

①　ドライブベルト、ファンベルトを
張っている図のテンション
コンプの六角穴付きボルトとＵナ
ットをゆるめ、テンションプーリ
ーが軽く動くことを確認してくだ
さい。

②　テンションプーリーを図の矢印の
方向に押さえつけてベルトを張
り、Ｕナット、六角穴付きボルト
の順で締め付けてください。

適正な張り
ベルトの中間（図に示す位置）を指で押さえたとき表のようなたわみ量にな
っていることを確認してください。

８－７　ベルトの交換

３本のベルトの寿命は、同じ位に設定してあります。ベルトを交換するときは、
できるだけ３本同時に行ってください。

①　クラッチカバー、ケーシングカバー
をはずしてください。

メインベルト
ＥＣＤ４８８
ＥＣＤ５７７
ＥＣＤ７５７

６～７mm
６～７mm
５～６mm

ドライブベルト
３～５mm
３～４mm
２～３mm

ファンベルト
４～６mm
４～６mm
４～６mm

約3kg

約5kg

ドライブベルト

ハウジング

ファンベルト
Uナット

テンションコンプ

六角穴付き
ボルト

六角穴付き
ボルト

テンションコンプ
Uナット

ハウジング

クラッチカバー
ケーシングカバー

張り確認位置
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②　テンションコンプの六角穴付きボル
トとＵナットをゆるめ、ドライブベ
ルトとファンベルトをゆるめてくだ
さい。

③　ブラケットを固定している六角穴付
きボルトをゆるめてください。

④　ナット（Ａ）、（Ｂ）をゆるめてくだ
さい。

⑤　ハウジングをはずし、それぞれのベ
ルトをはずしてください。はずす順
序はドライブベルト、メインベルト
ファンベルトの順です。

六角穴付きボルト

テンションコンプ
Uナット

ハウジング

ドライブベルト

六角穴付き
ボルト

テンションコンプ
Uナット

ファンベルト

六角穴付きボルト

テンションコンプ
Uナット

ハウジング

ドライブベルト

六角穴付き
ボルト

テンションコンプ
Uナット

ファンベルト

六角穴付きボルト

ブラケット

ナット(B) ナット(A)

ナット(B) ナット(A)

ファンベルト

メインベルト ドライブベルト
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⑥　新しいベルトを取り付け、ハウジン
グを取り付けてください。

〈注記〉
プーリの溝にベルトのリブがきれいに入っていることを確認してくださ
い。

⑦　ベルトの張りを調整してください。（８－６項参照）

⑧　ケーシングカバー、クラッチカバーを取り付けてください。

８－８　ダイヤモンドブレードの点検

ブレードの切れ味は、切断性能の良否を決める大切なポイントです。ブレードの
切れ味が低下したと思われる時は、目立てを行ってください。切れ味の悪い状態
での作業は疲労を増すと共に、切断効率を著しく低下させます。常に適正な状態
を保つように心がけてください。

（基盤割れ） （基盤のひずみ）

（チップかけ） （チップ摩耗）

危　険 

図のようなブレード（基盤割れ、チップかけ、基盤のひずみ、
チップ摩耗）を使用するとブレードが破損するこがありますの
で使用しないで、新品に交換してください。

ベルト

プーリー

（悪い例） （良い例）



８－９　ダイヤモンドブレードの交換

①　アウターフランジにスパナをかけ、
ボルトをレンチで回す。

②　ボルト、アウターフランジ、ブレー
ドの順にはずしてください。

③　ブレードの回転方向表示をガードの
表示に合わせて新しいブレードを取
り付けてください。ブレードはアウ
ターフランジにセットするようにな
っています。
ブレードの穴にアウターフランジの受けが確実にセットされていることを
確認し、ボルトを締め付けてください。
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注　意 

■　ブレードの回転方向をホイルガードの表示に合わせてくだ
さい。

■　フランジとブレードのあたり面にゴミが付いていたら、き
れいにふき取ってください。

■　ブレードは必ず新ダイワ純正ブレードを使用してくださ
い。

■　フランジは、摩耗することがあります、エッジ等でけがを
しないように注意してください。

■　フランジボルトを取り付けるめねじにゴミが入らないよう
に注意してください。

危　険 

ブレードに表示されている最高使用回転速度表示が本機の出力
軸ＭＡＸ回転数表示より高い刃物を使用してください。

アウターフランジ

スパナ

レンチ

ボルト

ゆるむ

しまる
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８－１０　ダイヤモンドブレードの目立て

ブレードをスロー回転（クラッチイン回転速度、エンジン回転速度約3800min-1）
に落とし、コンクリートブロックまたは、柔らかいレンガを10回程度切断し、ダ
イヤの目が出たのを確認してください。尚、ブロックは水をかけて切断する方が
効果が上がります。

８－１１　燃料フィルターの清掃

①　燃料キャップを取り外しでください。

②　給油口から針金などでフィルターを引き出して、先端のフィルターを取り
外してガソリンでよく洗ってください。
（汚れがひどい時はフィルターを交換してください。）

③　洗浄後、ゴムパイプが折れないようにして燃料フィルターを給油口から、
燃料タンク内に戻してください。このとき、燃料フィルターがタンクの底
に着いている事を確認してください。

④　燃料キャップを取り付けてください。

注　意 

ブロック、レンガはしっかり固定して目立てを行ってください。

危　険 

ガソリンはたいへん引火しやすいので、火気を近づけないでく
ださい。

針金

フィルター
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８－１２　クラッチ部ベアリングへのグリース注入

クラッチドラムとクランクシャフトの間のベアリングへ20時間毎にグリースをク
ランクシャフトの端面の穴から適量（図のグリスガンで３回押す程度）注入して
ください。
ベアリングとクランクシャフトの焼き付きを防ぎ性能を維持します。

８ー１３　ダストバッグの清掃

バッグの中の集塵物は、決められた場所へ毎日除去してください。集塵物を除去
するときは、バッグのファスナーを開け中身を除去し終わったらファスナーを端
までしっかり締めてください。またバッグが濡れた場合はよく洗ってよく乾燥さ
せて使用してください。

警　告 

ダストバッグを清掃するときは粉塵が出ることがありますので
保護めがねや、防塵マスクなどをして、粉塵を吸い込まないよ
うに行ってください。
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９．長期保管

次の手順に従って保管してください。

①　 各部を清掃してください。

②　点検・整備の項を参考にして点検・整備を行ってください。

③　燃料タンクの燃料を排出してください。

④　エンジンを始動し、エンジンが停止するまで低速で運転してください。

〈注記〉
燃料を２ヶ月以上入れたままにしておくと変質してキャブレタの故障やエ
ンジンが始動しなくなる原因になります。

⑤　クリーナーカバー、フィルター、クリーナーベース、プラグキャップ、ス
パークプラグをはずし、スパークプラグ穴から少量（１～２cc）のオイル
をシリンダー内に流し込み、オイルがゆきわたるように２～３回リコイル
スターターを引いてください。

⑥　クリーナーカバー、フィルター、クリーナーベース、プラグキャップ、ス
パークプラグをもと通りに取り付けてください。

⑦　刃物を取り外してください。

⑧　屋内の乾燥した火気のない日陰に保管してください。
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１０．修理を依頼する前に

エンジンが始動しない 切れ味が悪い

燃料タンクに新しい混合燃料が入
っていますか？

チョークを完全に戻しています
か？

スパークプラグが濡れています
か？

エアクリーナーが汚れていません
か？

ダイヤモンドブレードの目立ては
十分行われていますか？

ベルトの張り調整は適正ですか？

キャブレターの調整は、適正です
か？

濡れている

①　スパークプ
ラグを乾かし
てください。
② スパークプ
ラグの点検を
行ってくださ
い。

（８－３項）
③ リコイルス
ターターをい
きおい良く引
いてシリンダ
ー内の燃料を
排出してくだ
さい。(5-3項)

これらの点検・整備を行っても症状が改善されない場合は､お求めの販売店か
弊社営業所にお問い合わせください。

燃料フィルター
の清掃

濡れていない
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１１．主な消耗品

純正刃物一覧表

タイプ／用途
サイズmm
外径×穴径

適用機種
品　番

ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
ブ
レ
ー
ド

コンクリート用
（ピンク）

スタンダード
φ260×22 ○ 22961-98010
φ320×22 ○ 22964-98010
φ360×22 ○ 22966-98090

エコノミー
φ260×22 ○ 22961-98110
φ320×22 ○ 22964-98050
φ360×22 ○ 22966-98140

鋳鉄管用
スタンダード

φ260×22 ○ 22961-98040
(オレンジ) φ320×22 ○ 22964-98040

φ360×22 ○ 22966-98130

エコノミー
φ260×22 ○ 22961-98120
φ320×22 ○ 22964-98060
φ360×22 ○ 22966-98150

消耗部品

品　　　　　名 適用機種 品　番

プリフィルター ○ 22961-82410

○ ○ 22964-82410

フィルター ○ 22961-82420

○ ○ 22964-82420

スパークプラグ
チャンピオン
ＣＪ６Ｙ

○ ○ ○ 13000-03206

メインベルト 3PJ-601 ○ 22961-61410
4PJ-626 ○ 22964-61410
4PJ-700 ○ 22965-61410

ドライブベルト 6PJ-426 ○ 22961-61430
6PJ-443 ○ 22964-61420
9PJ-481 ○ 22965-61420

ファンベルト 2PJ-443 ○ 22961-61420
2PJ-469 ○ 22964-61430

ECD488 ECD577 ECD757

2PJ-538 ○ 22965-61430

ECD577 ECD757ECD488
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