
・諸元表

・各部名称

スズキ船外機 DF2は水冷です。

始動の際は冷却水取入れ口を充分に水に漬けた状態で行ってください。

クラッチ操作方式 前進 － 中立  ギアオイル容量 70 cm3
 始動方法 手動マニュアル  ギアオイル スズキ船外機ギアオイル

 燃料供給方式 キャブレター  据付燃料タンク容量 １、０  Ｌ

 総排気量 ６８ cm3  使用燃料 無鉛レギュラーガソリン

シリンダー径×行程 ４８ｍｍ × ３８ｍｍ  エンジンオイル容量 ０、３８Ｌ

４サイクルモーターオイル

 気筒数 単気筒 １０Ｗ－４０

DF２ ユーザーズ マニュアル
スズキマリーナ浜名湖

 重量 １３ ｋｇ  点火プラグ ＣＲ６ ＨＳＡ

 トランサム高 ４３５ ｍｍ
 エンジンオイル

 エンジンクランプ

 プロペラ

　スターターグリップ
（リコイルスターター）

 　　　スロットル
 （スロットルグリップ）

 スロットルアジャスタ
（スロットルの重さ調整ネジ）

排気口
※冷却水はここから霧状と
　 なって出てきます。
　 始動時の冷却水の確認は
　 こちらで行います。

 キャビテーションプレート

 ステアリングアジャスタ
※ハンドルの舵きりの重さ（硬さ）を調節
  するネジ

 フューエルタンクキャップ
　　　　　（給油口）
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1. ボートへの取付け時　(外部点検含む)

　① ボート船外機取付け部の中心へセットする。

　② クランプをしっかり締めて船外機を固定する。

　③ 船外機と艇体の間をロープ等で結ぶ。　(船外機の落下防止)

　④ 船外機外部、プロペラ等に異常がないかを確認しておく。

1- ①

ボートの中心へ取り付ける。

1- ②

クランプをしっかりと締め、

船外機をボートに密着させること。

1- ③

船外機と艇体との間をロープで結んでおくと良い

波でボートが跳ねた時に船外機が外れ落水

するのを防止する為。
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2. 始業点検

　① エンジンオイルの量を確認する。

　② ガソリンの量を確認する。

　③ オイル漏れ、燃料漏れのない事を確認する。

2- ①

エンジンオイルの量は、

ハンドルの根元付近にある点検窓にて確認します。

船外機を真っ直ぐに立てて確認して下さい。

オイルの量が真ん中の赤い点より上にあればOK

上限は点検窓の上端です。

オイルの入れ過ぎに注意して下さい。

オイルは4サイクルモーターオイル 10W - 40

2- ②

オイルの給油口です。

オイルの量　0.38L

2- ③

船外機カバーを開け燃料の量を確認します。

燃料は無鉛レギュラーガソリンを使用して下さい。

混合ガソリンは使用できません。

※予備燃料を持ってのお出かけをお勧めします。
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3. 始動

　① キャビテーションプレートが水に没している事を確認する。

　② 燃料コックを開く。

　③ 燃料のエア抜きプラグを開く。

　④ エマージェンシーキーを差し込む。

　⑤ シフトレバーを中立(ﾆｭｰﾄﾗﾙ)位置 (N の位置)にする。

　⑥ チョークレバーを引く

　⑦ リコイルスターターを引き始動する。

3- ①

キャビテーションプレートが水中にあることを確認

水面の位置　(実際にはもっと上です)

キャビテーションプレート

給水口、冷却水はココから吸います

3- ②

3- ③

燃料キャップにあるエア抜きプラグを緩めます。

締めたままにしておくと空気が送られなくなる為、

燃料がエンジンまで行かなくなり、エンジンが

止まってしまいます。
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3- ④

エマージェンシーキーを差し込みます

キーが差し込まれていないとエンジンは始動しません。

逆に緊急時には赤いボタン(ストップスイッチ)を押すか

キーを抜けばエンジンは停止します。

3- ⑤

シフトレバーをニュートラルの位置にします。

3- ⑥

チョークレバーを引きます。

3- ⑦

リコイルスターターを引き始動する。

始動したらチョークレバーを戻します。

暖機運転をして下さい。
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4. 走行

　① エマージェンキーの反対側端を体に付ける。

　② シフトレバーを前進に入れる。　(F の位置)

　③ 徐々にスロットルを開き加速する。

。 　④ 後退時は船外機を回転させ行う。　(バックが付いていない為)

　⑤ 着岸したらシフトレバーをニュートラルに戻す。

4- ①

エマージェンシーキーの反対側を体に付ける。

誤って操船者が落水した時にエマージェンシーキーが

外れ、エンジンが止まります。

4- ② ③ 救命胴衣は必ず着用してください。

4- ④

後退は船外機を回転させます。

船外機を回転させた状態
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5. 格納

　① 船外機の外部、水の通り道を水洗いし塩分を抜く

　② 燃料コックを締める

　③ 燃料のエア抜きプラグを締める

　④ エンジンハンガーに掛けて保管する。(横に倒す場合はシフトレバーを上にする)

5- ①

船外機の外部を水で洗い流します。

船外機カバー内には水をかけない事。

キャビテーションプレートが水中へ入る大きめのバケツに

水を張り、安全に充分注意しながらエンジンを始動します。

・必ずシフトはニュートラルから動かさない事

・水が不足しないように補給を怠らない事

・目を離したり、席を外さない事

※この方法は簡易的なものです。

5- ② 5- ③

燃料コックを締める エア抜きプラグを締める

5- ④

横に倒して保管の場合はシフトレバー側を上にする

(ハンドル側を下にする)

長期に渡り使用されない場合は、燃料を全て抜き

保管してください。
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6. メンテナンス

6- ① エンジンオイルの交換

　エンジンオイルの交換は、初回のみ20時間で交換していただき、以降は100時間毎もしくは

　年1回を目安としてください。

・エンジンオイルの交換方法

エンジンオイルの排出用プラグはティラーハンドル

の根元付近の下側にあります。

下から覗くと排出プラグがよく見えます

最初に排出プラグをドライバーで緩めます。

排出プラグを外すとオイルがでてきますので、

大きめの紙コップ等で受けます。
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オイルフィラキャップを外すと早く抜けます。

エンジンオイルが抜けきるのを待って排出プラグを

締めるのですが、プラグに付いているガスケットに

キズ・割れ等がないか確認します。

ガスケットはオイル交換に合わせて交換することを

お勧めします。

排出プラグを締め、オイル給油口よりオイルを入れます

オイルジョッキが手元にない時は左の写真のように

代用品を使っても構いませんが、水やゴミ・異物が

入らないように注意してください。

オイル量を点検窓より確認し規定の量になっていれば

オイルフィラキャップを締めて完了です。
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6- ② ギアオイルの交換

　ギアオイルの交換は、初回のみ20時間で交換していただき、以降は100時間毎もしくは

　年1回を目安としてください。

・ギアオイルの交換方法

ギアオイルの交換はプロペラの後ろにある二箇所

のプラグを外して行います。

ドレンプラグを下・上の順で外し、ギアオイルを

完全に抜きます。

れます。

外したドレンプラグです。

ガスケットは毎回交換しましょう。

になっていれば ギアオイルを入れる為のノズルは穴に合わせ

あらかじめカットしておきます。

(穴より大きく切り過ぎると入れにくいので注意)
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ギアオイルは下の穴から注入します。

上の穴からオイルが溢れ始めたら

上のプラグを締め、

続いて下のプラグを締めて完了です。
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6- ③ その他点検

・防食亜鉛(アノード)

防食亜鉛は船外機の腐食防止の為に付けられて

おり、消耗品のひとつです。

2／3 程度まで減ったら交換してください。

・スパークプラグ

エンジンカバーを開けスパークプラグをプラグレンチ

にて取り外します。

電極部分にカーボン等が大量に付着していないか確認

汚れている場合は清掃・交換します。

・プロペラ周り

プロペラを外しシャフトに釣り糸などが絡まっていないかを確認します。

プロペラを取り付ける場合はシャーピンを通し、シャフトにグリス(ゲル状の潤滑油)を塗って取り付けます。
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7. よくある質問

7- ①

Q. エンジンは動いているのにボートが進まなくなった

A. シャーピンが折れている場合がほとんどです。

船外機はプロペラ軸の出力をシャーピンを介して

プロペラに伝えています。

したがってシャーピンが折れるとプロペラは回りません。

シャーピンはプロペラが流木などに当たった場合に

折れる事によってプロペラ軸や動力部を保護する

役目があります。

プロペラを外すとシャーピンが現れます。

これが折れているとボートは進みません。

確認 プロペラとシャーピン、コッタピンを並べてみました。

プロペラ

シャーピン

コッタピン (プロペラを止めているピンです)

シャーピン、コッタピンの予備は

船外機の手前下部に付いています。

補給もお忘れなく
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7- ②

Q. エンジンがかからない

A. 下記の原因が多いようです

りません。 燃料コックが閉まっている

エア抜きバルブ(ｴｱﾍﾞﾝﾄｽｸﾘｭｰ)が閉まっている

エマージェンシーキーが外れている

スロットルの位置が不適切

始動位置に合わせてからリコイルスターターを

引いてください
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8. スモールボート操船時に必ず守ること

① 乗船者は必ずライフジャケットを着ること。

② 防水パックに入れた携帯電話を持って乗船すること

③ オール及びパドルは必ず積み込むこと。

④ キルスイッチは必ず体に装着すること。

⑤ 夜間航行は極力避けること。

⑥ 必要以外は船上で立ち上がらない(常に重心を低く保つこと)

⑦ ボートの定員より1名減、できれば1名での乗船を心がける。

⑧ 水域のルールや遵守事項を守り、他の水域利用者と譲り合って水域を使用すること

9. 免許が必要な船、不要な船

　通称ボート免許といわれる小型船舶操縦士の免許はエンジンを搭載した小型船舶(総トン数

20トン未満の船)を操縦するのに必要な資格です。

基本的にエンジン付きボートの操縦には免許が必要ですが、例外として、次の要件のすべてを

満たしている場合には、免許は不要(法律の適用外)です。

①長さが3メートル未満であるもの (登録長:概ね「船の全長×0.9」)

②推進機関の出力が1.5kW (約2.04馬力)未満であるもの

③推進機関が電動機であるもの、またはそれ以外の船外機で巻き込み防護用のﾌﾟﾛﾍﾟﾗｶﾊﾞｰや、

　直ちにプロペラの回転を停止できる装置(非常停止スイッチ、中立ギアなど)が付いているもの

たとえば2馬力の船外機(非常停止スイッチ付き)やエレキモーター(出力1.5kW未満)を搭載した

3メートル未満の船を利用する場合には、免許は不要です。

一方、エレキモーターでも船の長さが3メートル以上の場合は、免許が必要となります。

10. 海上での緊急用連絡先

(携帯電話も同じ)

海上では　局番なし　[ 118 ]  湖、河川は近くの　警察　へ
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