
Make the metering room
downward
(During engine running)

エンジンをかけた状態で
メターリング室を下に向ける。

Because of its structure, in the case of the first running or under the condition of percolation, the Walbro carburetor 
which is used for SAITO Gas-engine series (as of December 2012; FG-30B,36B,40,57T,84R3)  tends to accumulate air lock 
in the metering room.

Without air purging, depending on the attitude of the airplane when the metering room faces downward, the air lock 
enters the fuel line and the engine may cough or result in stop in the air.

To avoid this phenomenon  in the air, air purging just before the first flight on the ground is highly recommended. 
(Only when there is no fuel in the carb, such as when after stop the engine by fuel cut.)

※This air purging is needed for normal or invert installation. Air lock is automatically purged during idling when the 
engine is installed side mount.

Procedure;
1. Idle the engine for 1~2min.
2. After racing a couple of times, make the revolution mid - high by throttle control.
3. Hold the airplane and incline so that the metering room faces downward. → At the moment the air lock purged and 
the engine gets cough or may stop.

4. Once this purging is performed, coughing never occurs until you stop the engine by fuel cut.

Caution:*When inclining the airplane, take special care not to touch rotating propeller. Make sure to have someone 
help with.

 *If the airplane is too large and heavy to handle by yourself, DO NOT try it on the groung. Then at the first 
flight, take the height high enough and incline the airplane to rolling direction slowly and carefully.

SAITOガソリンエンジンシリーズ（2012 年 12月現在では FG-30B,36B,40,57T,84R3) に使用しているWalbro キャブレター
は、構造上、燃料溜まりのメターリング室に最初のエンジン始動時やパーコレーションが起きた場合等、エアが溜まり
やすい性質があります。
溜まったエアを抜かないで飛行させた場合、機体の姿勢によりキャブレターのメターリング室が真下を向いた時に、溜
まっていたエアが吸入されて息つきを起こす、或いはエンジン停止する事があります。

上空でこの現象を防ぐ為に、キャブレター内に燃料が残っていない状態（燃料カットでエンジン停止後）から最初のエ
ンジン始動時には、地上でのエア抜き作業を推奨します。
搭載上強制的にエア抜きが必要なのは、倒立、正立です。サイドマウントは暖気運転時に自動的にエアが抜けます。

エア抜きの順序
1.１～ 2分暖気運転する。
2. 2 ～ 3 回空吹かししてから、スロットルを開いて中～高速にする。
3. この状態で、倒立なら左ロール方向、正立なら右ロール方向に機体を倒して、メターリング室（スロットルレバー
の反対側）を下に向ける。→エアが抜ける瞬間、回転は急激に下がる、或いはエンジン停止します。
4. 一度エア抜きが完了すれば、燃料カットでエンジンを止めるまで、息つきは無くなります。

【注意】 ・エンジンが回った状態で機体を持って傾けるので、くれぐれも回転中のプロペラに触れないよう気をつけて下
さい ! 他の人に手伝ってもらうと良いでしょう。

 ・大型機で、地上での取り回しが困難な場合は無理に地上でのエア抜きはせず、最初のフライトで高度を高く　
取り、ゆっくりと様子を見ながらロール方向に傾けて下さい。
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