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はしがき

このサービスマニュアルは、定期的に行う点検
整備をはじめ、必要に応じて行う取り外し、取り付
け、分解、組み立て、調整の整備要領を説明して
います。作業を安全に、正しく、無駄なく、行うた
めに、はじめに本書をよくお読みになるよう、お願
いします。本文中の特殊工具を使用すると作業を
能率よく、効果的に行うことができます。

本書の見方
1. 巻頭の目次早見表を利用すると、必要とする

章、項目を容易に見つけることができます。
2. 概要の章（1章）には、整備上の基礎的な知識、

主要諸元などの情報をまとめています。2章以
降は、定期点検整備、エンジン、船体、電装の
順に機能別に分類した章を作り、 後の付録
の章にはホース、ワイヤ、ケーブルの通し方、
トラブルシューティングなどの参考記事を載せ
ました。

3. 本書では、説明の種類を区別しやすいように、
以下の3つの記号を使用しています。

•： 作業手順を示しています。

： 補足説明を示しています。

： 条件付きの作業またはテストや検査結果
に基づいてとるべき処置内容を指示して
います。

4. 本書では、正しい取り扱い方法および点検・整
備に関する事項を、次のシンボルマークで示
しています。

危険

取り扱いを誤った場合、死亡または重大な傷
害に至る可能性が大きいと想定される場合
を示しています。

警告

取り扱いを誤った場合、死亡または重大な傷
害に至る可能性が想定される場合を示して
います。

注意

取り扱いを誤った場合、物的損害の発生が
想定される場合を示しています。

知識
製品の操作や整備に関連して知っておい
ていただきたいこと、知っておくと便利なこ
とを説明しています。

おことわり
1. 仕様変更などにより、データ、イラスト、写真な

ど記載内容が実艇と異なる場合がありますの
で、あらかじめご了承ください。

2. この本は整備に関することがらをすべて記載
しているわけではありません。カワサキウォー
タクラフトの整備上の基本的な技能、知識など
を有する人（販売店、整備業者の方）を対象に
作成しましたので、これらの技能、知識のない
人は、このマニュアルだけで点検、整備を行わ
ないでください。技能不足、知識不足などが、
整備上のトラブル、部品破損などの原因となる
場合があります。必ず（株）カワサキモータース
ジャパンまたはジェットスキーARK（正規取扱
店）にご相談願います。

3. このモデル、JT1500L/M/N/Pは4ストロークエ
ンジンを搭載したモデルです。ウォータクラフ
トを浸水させてしまった場合、4ストロークエン
ジンを回復させるためには2ストロークエンジン
に比べて、特別な整備と手順が必要です。そ
こで本書では2ストロークエンジンのモデルの
サービスマニュアルには触れられていない浸
水後の整備についても記述が載せられていま
す。浸水後の整備については第9章の冷却・ビ
ルジ系統にある浸水後の概略・詳細手順を参
照してください。



概要 1-1

1

概要

目次
作業を始める前に....................................................................................................................................... 1-2
外観写真....................................................................................................................................................... 1-9
主要諸元....................................................................................................................................................... 1-13
純正油脂類一覧表...................................................................................................................................... 1-15
国際単位［SI］............................................................................................................................................... 1-16



1-2 概要

作業を始める前に

点検整備や分解脱着の作業を始める前に、次に述べる諸注意をお読みください。また実作業に際して
は各章の記述・図版・写真・諸注意を参考にしてください。ここでは、一般的な部品の取り外し・取り付け・
分解・組み立ての作業で特に注意しなければならない項目について説明してあります。

カワサキ診断システム（KDS）ソフトウェア
KDSソフトウェアはWindowsパソコン上で作動するもので、カワサキDFIシステムを装備したウォータクラ

フトの故障診断ツールとして使用します。
KDSを使用するためには次のものが必要になります。

項目 部品番号

KDS3キット 57001–1747
KDSアダプタケーブル 57001-1696

通信ケーブルおよびKDSアダプタケーブル用のコネクタは前部に配置されています。通信ケーブル*
（P/No.57001-1745）をKDSコネクタ（4ピン）［A］に接続し、KDSアダプタケーブルはイグニションスイッチ
（イモビライザアンプ）リード線コネクタ（6ピン）［B］をはずし、その間に接続します。
*：通信ケーブルはKDS3キットに含まれています。

調整
調整は、定期点検整備表に基づいて行うか、あるいはトラブルシューティング時、または調整が必要と

思われる何らかの兆候があった場合に行います。整備中にエンジンを回転させる必要がある場合には、
ウォータクラフトを水上に移して行うのが 善です。

注意

冷却水の供給なしにエンジンを15秒以上、特に高回転で運転させると、エンジンや排気系統に重大
な損傷を与える。エンジンの損傷を避けるため、十分な冷却水の供給がない状態でエンジンを運転
しないでください。

補助冷却
陸上でエンジンを始動する場合、補助冷却を行います。可能なら、ウォータクラフトは補助冷却ではな

く、常に水上でエンジンを回転させてください。

•図のように水道ホース［A］とホースアダプタ［B］を用意する。
C： アダプタのホース取り付け部
D： アダプタの洗浄フィッティング取り付け部
E： ねじ部：Rp 3/4

水道ホースアダプタ（P/No. 92005-3748）は完成艇に同梱
されています。
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作業を始める前に

•水道ホースアダプタ［A］を洗浄フィッティング取り付け部［B］
にねじ込む。

•水道ホース［C］をホースアダプタに取り付け、ホースクラン
プ［D］を固定する。

•水道のホースを蛇口に取り付けます。水はエンジンを始動してから供給し、また水を止めてからエンジ
ンを止める。エンジンの冷却水量は、1 800 rpmで2.4 L/min、6 000 rpmで7.0 L/min必要です。

注意

冷却水の供給なしにエンジンを15秒以上、特に高回転で運転させると、エンジンや排気系統に重大
な損傷を与える。エンジンの損傷を避けるため、充分な冷却水の供給がない状態でエンジンを運転
しないでください。また逆に、冷却水の供給が過大になると、ハイドロリックロックを起こしてエンジン
が止まり、シリンダを水浸しにすることがあります。ハイドロリックロックはエンジンに重大な損傷を与
えます。補助冷却水を供給中にエンジンが止まった場合には、すぐに水の供給を止めてください。

注意

ウォータクラフトは決して右側に傾けてはいけない。ウォータクラフトを右側に傾けると、排気系部品
の中に残っていた水がシリンダ内に入る可能性がある。シリンダ内に水が入った状態でエンジンを
始動すると、ハイドロリックロックを起こしてエンジンに重大な損傷を与える。エンジンが重大な損傷
を引き起こす。

注意

転覆したウォータクラフトを起こす場合、ウォータクラフトを時計回りに回して、左舷側が下を向くように
します。反時計回りに回すと、排気系統内の水がエンジン内に入り、エンジン損傷の原因になります。
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作業を始める前に

バッテリケーブル
部品の取り外しや分解の前に、バッテリアースケーブルを

バッテリ（－）端子からはずしてください。これは、作業中に不
用意にエンジンが回転すること、電装品のリード線を取り外す
際のスパーク発生、および電気部品の損傷を防ぐためです。
逆にバッテリケーブルを取り付けるときは、バッテリ（＋）ケー
ブルを先に取り付けてください。

部品のエッジ
鋭いエッジを持った部品を取り扱う場合、思わぬ不注意で

けがをすることがあります。特に、大きなエンジン部品の分解・
組み立てをする時はよく注意し、エンジンを持ち上げたり方向
を変える時には、手袋を着用してください。

洗浄液
部品の洗浄には高引火点の洗浄液（パーツクリーナ）を使

用してください。高引火点の洗浄液（パーツクリーナ）の使用
にあたっては、洗浄液メーカの指示を必ず守ってください。

分解前のウォータクラフト清掃
部品の取り外しや分解を行う前にウォータクラフト全体を清

掃してください。整備中にほこりや異物がエンジンに入り込む
と、ウォータクラフトの寿命を早めたり、性能を低下させる原因
となります。同様に、新しい部品を組み付ける場合は、ほこり
や金属粉をよく落としてください。

取り外した部品の整理と清掃
分解した部品は、類似部品が混ざらないように分解した順

に部品を整理して並べ、組み立てる前に部品の清掃を行って
ください。
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作業を始める前に

取り外した部品の保管
サブアッシを含むすべての部品は、清掃後はきれいな場所

に保管してください。そして、再組み立て前に異物などが付着
しないよう、きれいな布またはビニールシートを部品に被せて
ください。

点検
摩耗が進行した部品や損傷がある部品を再利用すると、

重大な事故を引き起こすおそれがあります。取り外した部品
に、腐食、変色、あるいはその他の損傷がないか、目視点検
を行ってください。部品それぞれの使用限度については、本
マニュアルの該当するセクションを参照してください。部品に
損傷がある場合、または使用限度を超えている場合は部品を
交換してください。

交換部品
交換部品には、必ず純正部品か推奨部品を使用してくだ

さい。分解を行った場合は、ガスケット、Oリング、オイルシー
ル、グリースシール、サークリップ、割りピン、セルフロックナッ
トは必ず新品に交換してください。

取り付け・組み立て
通常、取り付けと組み立ては取り外し、分解の逆手順で作

業してください。ただし、マニュアルに取り付け、組み立ての
順序を述べている場合は、それに従ってください。組み付け
た時にガタやすき間がある場合は、部品の組み付け方向や位
置が正しいか確認し、正しい方向・位置に取り付けなおしてく
ださい。取り外し、分解の時は、元通りに取り付け、組み立て
ができるように部品位置やケーブル、ワイヤ、ホースの通し方
に注意してください。部品に目印を付けたり、位置や通し方を
記録しておくことを勧めます。

締め付け順序
このサービスマニュアルに締め付け順序の指示されている

ボルト・ナット・スクリュなどは必ずその順序を守って締め付け
てください。部品をボルト・ナット・スクリュで取り付ける場合は、
まず全数のボルト・ナット・スクリュを軽く締め付けて部品を正
しい位置に安定して取り付けます。それから、定められた締め
付け順序と方法に従って規定トルクで締め付けます。また、締
め付け順序の指示がない場合でも、対角線的に均等に締め
付けてください。逆に部品を取り外す場合には、その部品の
全ての取り付けボルト・ナット・スクリュをまず1/4回転戻してか
ら取り外してください。
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作業を始める前に

締め付けトルク
このサービスマニュアルに示された締め付けトルク値を厳守

してください。締め付けトルクは、弱過ぎても強過ぎても重大
な事故の原因となります。トルクレンチは、品質の確かな信頼
のおけるものを使用してください。
特に指定がない限り、ねじ部にグリースやオイル等の油脂

類を塗布しないでください。塗布するとねじ部が破損する可能
性があります。

力
分解・組み立て作業にどれだけの力が必要かは、常識に

従って判断します。もし、取り外し・取り付けが異常に困難な
場合は作業を止め、原因を調べてください。たたく必要がある
時は、プラスチックハンマで軽くたたきます。スクリュをゆるめ
る時は、なるべくインパクトドライバを使用します。特に、締め
付け時にロック剤を使用したスクリュをゆるめる時は、スクリュ
の頭を傷めないように、必ずインパクトドライバを使用します。

ガスケット、Oリング
分解後、合わせ面に古いガスケットやOリング、ガスケットか

すや異物が残らないように合わせ面を清掃してください。取り
外したガスケットやOリングは硬化、収縮、損傷などにより、合
わせ面の密封性を損なわせます。組み立て時には新品のガ
スケットを取り付け、Oリングも新品に交換してください。

液体ガスケット、ロック剤
液体ガスケットやロック剤を塗布する前に、各部分の塗布面

を清掃し、油分、水分、ほこり等のない清浄状態にしてくださ
い。また、液体ガスケットやロック剤を塗り過ぎないように注意
してください。はみ出した液体ガスケットやロック剤は、オイル
通路などを塞いでエンジンに重大な損傷を与える原因となり
ます。

圧入
ベアリングやオイルシールなど、圧入が必要な部品のはめ

合い部分には少量のオイルを塗布してください。取り付け時
には、取り付け部品の位置と方向が正しいことを確認してくだ
さい。
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作業を始める前に

ボールベアリングとニードルベアリング
ボールベアリングとニードルベアリングは、必要な場合を除

いては取り外さないでください。取り外した場合は新品と交換
してください。ベアリングは、メーカ名とサイズマークを外側に
向けて圧入します。図のような適切なベアリングレースに圧力
をかけて、ベアリングを圧入してください。
適切ではないレースに圧力をかけると、インナレースとアウ

タレースの間に圧力がかかり、ベアリングに損傷を与える原因
となります。

オイルシール、グリースシール
圧入されたオイルシールとグリースシールは、必要な場合

を除いては取り外さないでください。取り外した場合は新品に
交換してください。シールは、特に指示がない限りメーカ名と
サイズマークを外側にしてシール側面が孔と面一になるように
圧入します。

シールリップ部には必ず指定のグリースを塗布してから組
み立ててください。

サークリップ、割りピン
サークリップ類および割りピンは取り外す時に弱くなったり、

変形したりするので、必ず新品に交換してください。古い部品
を再使用すると走行中に外れて故障の原因となります。サー
クリップ類は取り付け時に変形しないよう、合い口開閉が 小
となるように注意してください。

潤滑
一般的に言ってエンジンの摩耗は、暖機運転中各部の摺

動面にまだ潤滑剤の被膜が十分に形成されていない間が
大となっています。組み立て時には、洗浄した摺動面および
軸受部に、必ずオイルを塗布してください。古いグリースや汚
れたオイルは、潤滑の機能を失っていたり異物を含んでいて、
それが研磨剤として働いたりするので、必ず拭きとって新しい
グリースあるいは新しいオイルを塗布してください。
オイルやグリースは、適材適所があります。特殊用途のオイ

ルやグリースは、その目的に合致した所に使用します。用途
から外れた使い方をすると故障の原因となります。
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作業を始める前に

エンジンの回転方向
クランクシャフトを手で回す場合は、必ず正回転に回してく

ださい。正しい調整を行うためにも、必ず正回転に回す必要
があります（船尾側から見て反時計回り）。

リード線
すべてのリード線は、1色あるいは2色を用いて表示されて

います。2色表示の場合は、 初の色が地色を示し、次の色
がストライプの色を示します。例えば、黄／赤線は黄色の地に
赤色のストライプの入っている線を示し、赤／黄はこの逆にな
ります。リード線は、特に指示のない限り同じ色のリード線と接
続します。

計器
正確な計測を行うには、適正な精度の計器を使ってくださ

い。計器を使う前に、計器の取扱説明書を良く読んでくださ
い。読まないと、正確な値が読み取れず、間違った調整にな
ります。

ハーネスコネクタ
ハーネス［B］のすべてのコネクタにグリース［A］を塗布し、

防水処理を施します。吸気圧センサコネクタだけには、グリー
スを塗布しないこと。
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外観写真

JT1500LE左側面図

JT1500LE右側面図

船体識別番号（HIN） エンジン番号
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外観写真

JT1500ME左側面図

JT1500ME右側面図
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外観写真

JT1500NE左側面図

JT1500NE右側面図
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外観写真

JT1500PE左側面図

JT1500PE右側面図
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主要諸元

項目 JT1500LE/ME/NE/PE

エンジン

型式 4ストローク、DOHC、4気筒、水冷

排気量 1 498 cm3

内径×行程 83 × 69.2 mm

圧縮比 8.2：1

高出力 221 kW （300 PS）／8 000 rpm

大トルク 277 N·m (28.2 kgf·m)／6 000 rpm

点火方式 デジタルトランジスタ

潤滑方式 セミドライサンプ

燃料供給方式 FI（燃料噴射）MIKUNI EAC 60 × 1

燃料タイプ 無鉛プレミアムガソリン

始動方式 スタータモータ

シリンダナンバ 船首から船尾に、1-2-3-4

点火順序 1-2-4-3

バルブタイミング：

吸気：

開 22.5°上死点前

閉 67.5°下死点後

開閉角度 270°
排気：

開 75.5°下死点前

閉 15.5°上死点後

開閉角度 271°
調整値

スパークプラグ：

型式 NGK PMR9B

端子 一体型端子

ギャップ 0.6 ∼ 0.7 mm

点火時期 0°上死点後／1 300 rpm ∼ 17°上死点前／3 000 rpm

アイドリング回転速度 1 300 ±100 rpm - 水上および陸上とも

圧縮圧力 840 ∼ 1 320 kPa (8.6 ∼ 13.5 kgf/cm2)／383 rpm

動力伝達機構

カップリング エンジン直結シャフトドライブ

ジェットポンプ：

型式 軸流、単段

推力 8 133 N (829.3 kgf)

ステアリング ステアリングノズル

ブレーキ 水の抵抗

性能

† 小旋回半径 4.0 m

†燃料消費量 91.0 L/h（フルスロットル時）
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主要諸元

項目 JT1500LE/ME/NE/PE

†航続距離／時間 86.2 km/49 分（三人でフルスロットル航走時）

寸法･重量

全長 3 370 mm

全幅 1 195 mm

全高：

JT1500L/P 1 150 mm

JT1500M 1 255 mm

JT1500N 1 155 mm

整備質量：

JT1500L/P 477 kg

JT1500M 487 kg

JT1500N 475 kg

燃料タンク容量 78 L

エンジンオイル

推奨オイル カワサキ純正4サイクルオイル

R4 SJ 10W-40 JASO MA

S4 SG 10W-40 JASO MA

等級 API SG、SH、SJ、SLまたはSM（JASO MA、MA1またはMA2適合品）

粘度 SAE 10W-40

容量 5.5 L

電装品

バッテリ 12 V 18 Ah

オルタネータ 高出力 16 A/14 V

†： この情報は定められた条件のもとでの値です。従って異なった条件のもとでは値が異なる場合が
あります。

主要諸元は予告なく変更される場合がありますので、予めご了承ください。
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純正油脂類一覧表

カワサキ純正4サイクルオイル（R4 SJ10W-40） カワサキ純正4サイクルオイル（S4 SG10W-40）



1-16 概要

国際単位［SI］

このサービスマニュアルでは、主要諸元およびサービスデータ等に使用される単位に国際単位（SI）を
併用していますので、そのＳＩの概要をお知らせいたします。

ＳＩとはフランス語の国際単位（Le Systèma International d'Unités）という意味の略称です。

1. SI単位とは
現在、私達が一般に使用している単位は、メートル単位系のなかの重力単位系といわれているもので、

長さ、重さ（力）、時間が基本になっており、主に工学、工業界で使用されています。
SIは、同じメートル単位系のなかで絶対単位系といわれているもので、長さ、質量、時間が基本になっ

て今までは物理で使用されてきましたが、宇宙開発など、重力の異なる分野への進出により、工学、工業
界でもSI単位が使用され始めております。

2. 世界の動向
1960年第11回国際度量衡総会で「SI」が採択されました。その後、米国、EC諸国などでは、法規制や国

家規格への採用など国情に応じてSI化が推進されております。
我が国ではJISなどでSI化が推進され、各産業界に普及されつつあります。

3. SI基本単位

量 名称 記号

長さ メートル m

質量 キログラム kg

時間 秒 s

電流 アンペア A

温度 ケルビン、またはセルシウス度 K、または°C
物質量 モル mol

光度 カンデラ cd

4. 固有の名称を持つSI組立単位

量 単位の名称 単位記号

周波数 ヘルツ Hz

力 ニュートン N

圧力、応力 パスカル Pa

エネルギー、仕事、熱量 ジュール J

仕事率、工率、動力、電力 ワット W

電荷、電気量 クーロン C

電位、電位差、電圧、起電力 ボルト V

静電容量、キャパシタンス ファラド F

（電気）抵抗 オーム Ω
（電気の）コンダクタンス ジーメンス S

磁束 ウェーバ Wb

磁束密度、磁気誘導 テスラ T

インダクタンス ヘンリー H

セルシウス温度 セルシウス度または度 °C
光束 ルーメン lm

照度 ルクス lx
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5. 主要単位と換算係数（一部抜粋）

（1）空間および時間 注）併用できる単位・・・・・SIの単位と併用してよい単位。

量 従来単位（記号） 併用できる単位（記号） SIの単位（記号） SIへの換算係数

°（度） °（度） 1.745 33 × 10-2

′（分） ′（分） 2.908 88 × 10-4平面角

″（秒） ″（秒）

rad

4.848 14 × 10-6

cc － cm3 1
体積

L、I（リットル） L、I（リットル） dm3 1

速度 km/h km/h m/s 0.277 778

加速度 G － m/s2 9.806 65

（2）周期現象および関連現象

量 従来単位（記号） 併用できる単位（記号） SIの単位（記号） SIへの換算係数

回転速度 r/min、rpm、min-1 r/min、rpm、min-1 s-1 1.667 × 10-2

（3）力学

量 従来単位（記号） 併用できる単位（記号） SIの単位（記号） SIへの換算係数

質量 t（トン） t（トン） kg 103

トルクモーメント kgf･m － Nm 9.806 65

力 kgf － N 9.806 65

kgf/cm2 － kPa 9.806 65 × 10

mmHg － 1.333 22 × 102圧力

atm（気圧） －
Pa

1.013 25 × 105

応力 kgf/cm2 － kPa 9.806 65 × 10

仕事率・動力 PS － kW 0.735 499

（4）電気および磁気

量 従来単位（記号） 併用できる単位（記号） SIの単位（記号） SIへの換算係数

電荷、電気量 A･h A･h kC 3.6

電力量 W･h W･h J 3.6 × 103

電力 erg/s － W 1 × 10-7

（5）その他

量 従来単位（記号） 併用できる単位（記号） SIの単位（記号） SIへの換算係数

ばね定数 kgf/mm － N/mm 9.806 65

（6）SI／メートル単位軸トルク換算表
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6. サービスマニュアルの記述例

［例］

締め付けトルク 20 N·m (2.0 kgf·m)

［主な記述例］

項目 SI単位（）内は従来単位 注記

排気量および容量 L （SIの単位と併用できる単位記号）

回転速度 rpm （SIの単位と併用できる単位記号）

トルク N·m (kgf·m)
点火時期 °/rpm （SIの単位と併用できる単位記号）

圧力 kPa (kgf/cm2)

気筒間圧力差 Pa (cmHg)

皮相電力 VA （SIの単位と併用できる単位記号）

電気量 Ah （SIの単位と併用できる単位記号）

電気抵抗 kΩ
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定期点検整備表

ウォータクラフトを常に良好な状態に維持するために、次の表に従って定期点検整備を必ず実施してく
ださい。初期点検はたいへん重要ですので、必ず実施してください。

点検時期

点検項目

初の10
時間

25時間毎 50時間毎 100時間毎
参照ペー

ジ

スロットルコントロール系統の点検 • 2-11

エアボックスドレンキャップの点検／清掃 • 2-12

スーパーチャージャドライブベルトの摩耗／
損傷の点検 • • 2-13

燃料ベントチェックバルブの点検 • 2-14

燃料ポンプスクリーンの清掃 • 2-15

スロットルシャフトスプリングの点検（必要な場
合はアクセルポジションセンサアッシの交換） • 2-16

エンジンオイルの交換
•

（または
毎年）

2-16

エンジンオイルフィルタの交換 • 2-17

エキゾーストフィルタの点検（損傷または腐食
がある場合は交換） • 2-18

バルブクリアランスの点検 • 2-19

エンジン取り付けボルトの点検／締め付け
•

（または
毎年）

2-23

カップリングダンパの点検 • 2-23

冷却系統の洗浄（海上での使用毎） • 2-23

ビルジラインとフィルタの洗浄 • 2-25

インペラの点検（要取り外し） • 2-25

ジェットポンプベアリングおよびシールの点検
（必要なら交換）

初回は25時間または1年のどちらか早い
方、以後は50時間毎または1年毎のどちら
か早い方

2-25

ステアリングケーブル／シフトケーブルの点検 • 2-26

ハンドルバーピボットの潤滑（要分解） • 2-27

船体ドレンの点検（必要なら交換） • 2-28

バッテリ充電状態の点検 • 2-28

バッテリ端子の点検 • 2-28

スパークプラグの点検（必要なら交換） • 2-29

アクセルポジションセンサアッシへのスロット
ルケーブル取り付け部の潤滑 • 2-30

スロットルケーブルとスロットルケースのスロッ
トルケーブル取り付け部の潤滑 • 2-30

ステアリングケーブル／シフトケーブルのボー
ルジョイントとステアリングノズル／リバースバ
ケットのピボットの潤滑

• 2-30

ホース、ホースクランプ、ナット、ボルトおよ
び固定具の点検 • • 2-33

燃料ホースの交換 5年毎 2-35

スーパーチャ－ジャロータの防錆 毎回の使用後 2-35
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締め付けトルク、ネジロック剤一覧表

次の表は、ネジロック剤やシリコンシーラントなどを必要とする主な固定具の締め付けトルクをまとめたも
のです。なお、これらの締め付けトルクの値は、特に指定している場合を除いて、ねじ部を洗浄油できれ
いに清掃したものに対する値です。

「備考」欄の文字は以下を意味しています。
DG： 伝熱グリース（伝熱グリース、SCH-20：92137-1002または同等品）をくぼみに詰める。
EO： エンジンオイルを塗布する。
L： ネジロック剤を塗布する。

LG： 液体ガスケットを塗布する。
LN： ネジロック剤（高強度：ロックタイト271または同等品）を塗布する。
MO： 二硫化モリブデン溶液を塗布する。

（エンジンオイルと二硫化モリブデングリ－スを重量比10：1で混合した溶液）
R： 交換部品
S： 規定の順序で締め付ける。

WG： 耐水グリースを塗布する。

締め付けトルク
項目

N·m kgf·m
備考

燃料系統（DFI）

ブラケットボルト 8.8 0.90 L

デリバリパイプアッシ取り付けスクリュ 3.5 0.36

吸気温センサ 15 1.5

インテークマニホールド取り付けボルト 25 2.5

転倒センサ取り付けスクリュ 1.5 0.15

スロットルケーブルロックナット（上側） 19.6 2.00

スロットルケーブルロックナット（下側） 19.6 2.00

アクセルポジションセンサアッシボルト 8.8 0.90 L

スロットルボディアッシ取り付けナット 23.5 2.40 L

スロットルボディアッシダンパ取り付けボルト 23.5 2.40 L

クランクシャフトセンサスクリュ 4.5 0.46 L

ECU取り付けボルト 3.0 0.31 L

リレー取り付けボルト 2.5 0.25 L

カムシャフトポジションセンサボルト 10 1.0 L

水温センサ 14.7 1.50 EO

油温センサ 15 1.5 DG

ノックセンサ 22.5 2.29

燃料注入口ホースクランプスクリュ 2.9 0.30

燃料ポンプラバーホルダクランプスクリュ 2.9 0.30

エアボックスブラケットボルト 8.8 0.90 L

エアボックスボルト 8.8 0.90 L

エアバイパスシステムクランプスクリュ 4.9 0.50

ブローオフバルブボルト 7.8 0.80

吸気ダクトクランプスクリュ 4.9 0.50

ロアインテークパイプボルト 4.9 0.50 L

スーパーチャージャ取り付けボルト 45 4.6

スーパーチャージャ取り付けナット 45 4.6

アッパインテークパイプボルト 30 3.1 S
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締め付けトルク
項目

N·m kgf·m
備考

スーパーチャージャドライブベルトテンショナアッシ取り付
けボルト

35 3.6

アッパダンパ取り付けナット（M8） 30 3.1

オイルセパレータタンク取り付けボルト 8.8 0.90 L

ウォータホースジョイント（ストレート形） 20 2.0 L

プーリ取り付けボルト 12 1.2 L

プーリブラケット取り付けナット（M10） 45 4.6

ロアダンパ取り付けボルト 22.5 2.29

スーパーチャージャドライブベルトカバーボルト 4.9 0.50 L

エンジン潤滑機構

ブリーザプレートボルト 7.8 0.80 L

オイル注油口プラグ – – 手締め

オイル通路ジョイント 7.8 0.80 L

オイルセパレータタンク取り付けボルト 8.8 0.90 L

オイルクーラアッシボルト（L = 20 mm） 7.8 0.80

サーモスタット 8.0 0.82

オイル通路ボルト 78 8.0 S

オイルフィルタ 18 1.8 R、EO

オイルクーラアッシボルト（L = 40 mm） 7.8 0.80

オイルクーラ位置決めボルト 20 2.0 S

オイルクーラアッシボルト（L = 45 mm） 7.8 0.80

油圧警告灯スイッチ 15 1.5 L

油圧警告灯スイッチフィッティング 20 2.0 L

オイルジェットノズル 1.25 0.127 L

オイル通路プラグ（R3/8） 20 2.0 L

オイル通路プラグ（R1/4） 20 2.0 L

オイルポンプスプロケットボルト 16 1.6 LN

オイルポンプカバーボルト 7.8 0.80

リリーフバルブ 15 1.5 LN

オイルポンプボディプラグ 20 2.0 L

オイルキャッチカバーボルト 7.8 0.80

オイルスクリーンボルト 7.8 0.80

オイルレベルゲージパイプボルト 8.8 0.90 L、S

オイルポンプボディボルト 7.8 0.80

バッフルプレートボルト 8.0 0.82 MO

オイルパンボルト 20 2.0 S

排気系統

マークプレートボルト 5.0 0.51

エキゾーストパイプ取り付けボルト（L = 120 mm） 35 3.6

エキゾーストパイプ取り付けボルト（L = 95 mm） 35 3.6

エキゾーストパイプ取り付けボルト（L = 150 mm） 45 4.6



定期点検整備 2-5

締め付けトルク、ネジロック剤一覧表

締め付けトルク
項目

N·m kgf·m
備考

エキゾーストマニホールド取り付けナット 30 3.1

エキゾーストマニホールド取り付けボルト（L = 120 mm） 30 3.1

エキゾーストマニホールド取り付けボルト（L = 140 mm） 30 3.1

エキゾーストフィルタストッパプラグ 20 2.0 L

ウォータホースジョイント 20 2.0 L

マフラボディボルト 45 4.6

フロントエキゾーストホースクランプスクリュ 4.9 0.50

リヤエキゾーストホースクランプスクリュ 4.9 0.50

エンジントップ

シリンダヘッドカバーボルト 10 1.0

スパークプラグ 13 1.3

ブリーザプレートボルト 7.8 0.80 L

ハーネスクランプ取り付けボルト 8.8 0.90 L

オイル注油口プラグ – – 手締め

排気側カムシャフトチェーンガイドボルト（上側） 25 2.5

排気側カムシャフトチェーンガイドボルト（下側） 12 1.2

吸気側カムシャフトチェーンガイドボルト 12 1.2 L

カムシャフトチェーンテンショナ取り付けボルト 10 1.0 L

カムシャフトチェーンテンショナキャップボルト 20 2.0

シリンダヘッドボルト（M11、 初） 35 3.6 MO、S

シリンダヘッドボルト（M11、 終） 57 5.8 MO、S

シリンダヘッドボルト（M7） 20 2.0 S

アッパカムシャフトチェーンガイドボルト 12 1.2 S

カムシャフトキャップボルト（L = 40 mm） 12 1.2 S

カムシャフトキャップボルト（L = 50 mm） 12 1.2 S

ウォータジャケットプラグ 19.6 2.00 L

シリンダヘッドボルト（M6） 12 1.2 S

カムシャフトポジションセンサロータボルト 12 1.2 LN

オイル通路ジョイント 7.8 0.80 L

冷却水チェックバルブ 11 1.1 L

ノックセンサ 22.5 2.29

エンジンの取り外し／取り付け

エンジン取り付けボルト 36.3 3.70 L

エンジンダンパ取り付けボルト 16 1.6 L

エンジンボトム

コンロッドナット 本文を参照 ← MO、R

ステータコイルグロメットホルダプレートボルト 12 1.2 L

ステータコイル取り付けボルト 12 1.2 L

アウトプットシャフト 265 27.0

カップリング 265 27.0 L
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締め付けトルク、ネジロック剤一覧表

締め付けトルク
項目

N·m kgf·m
備考

エンジンブラケット取り付けボルト 32 3.3 L

オイル通路プラグ（R3/8） 20 2.0 L

オイル通路プラグ（R1/4） 20 2.0 L

オルタネータカバーボルト（L = 40 mm） 20 2.0

オルタネータカバーボルト（L = 60 mm） 20 2.0

アウトプットカバーボルト 7.8 0.80

オイルキャッチカバーボルト 7.8 0.80

クランクケースボルト（M8、L = 45 mm） 30 3.1 S

クランクケースボルト（M11） 60 6.1 MO、S

クランクケースボルト（M6） 12 1.2 S

クランクケースボルト（M8、L = 55 mm） 30 3.1 S

クランクケースボルト（M9） 45 4.6 MO、S

冷却・ビルジ系統

ウォータホースクランプスクリュ 1.5 0.15

ウォータホースジョイント（L形） 11 1.1 L

ウォータホースジョイント（ストレート形） 20 2.0 L

ウォータホースクランプスクリュ 2.5 0.25

ウォータホースクランプスクリュ 3.9 0.40

冷却水チェックバルブ 11 1.1 L

フロントエキゾーストホースクランプスクリュ 4.9 0.50

リヤエキゾーストホースクランプスクリュ 4.9 0.50

インタクーラ取り付けボルト 30 3.1

インタクーラブラケットボルト 8.8 0.90

インタクーラカバーボルト 10 1.0

インタクーラプレートボルト 8.8 0.90 L

洗浄フィッティングスクリュ 3.0 0.31

ドライブシステム

カップリング 265 27.0

ドライブシャフトホルダ取り付けボルト 22 2.2 L

ドライブシャフトホルダチューブクランプスクリュ 2.9 0.30

ポンプとインペラ

ポンプブラケット取り付けボルト（M8） 19 1.9 LN

ポンプブラケット取り付けボルト（M6） 9.8 1.0 L

インペラ 147 15.0

フィルタカバー取り付けボルト 9.8 1.0 L

グレート取り付けボルト 19 1.9 L

ポンプカバー取り付けボルト 7.8 0.80 L

ポンプ取り付けボルト 36 3.7 L

ポンプシャフトナット 98 10

ポンプキャップボルト 3.9 0.40 L

ポンプアウトレット取り付けボルト 19 1.9 L
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締め付けトルク、ネジロック剤一覧表

締め付けトルク
項目

N·m kgf·m
備考

トリムコントロールリングピボットボルト 19 1.9 LN

ステアリングノズルピボットボルト（上側） 19 1.9 LN

ステアリングケーブルジョイントボルト 9.8 1.0 L

ステアリングノズルピボットボルト（下側） 19 1.9 LN

トリムコントロールシャフトジョイントボルト 9.8 1.0 LN

トリムコントロールケーブルジョイントボルト 9.8 1.0 L

トリムコントロールシャフトピボットボルト 19 1.9 L

ステアリング

ハンドルバー取り付けボルト 15.7 1.60 L、S

ステアリングネック取り付けボルト 15.7 1.60 L

ハンドルバー取り付けボルト（JT1500N） 15.7 1.60 L

調整式ステアリングホルダナット 4.9 0.50

ハンドルバーホルダナット（JT1500N） 27 2.8 R

スタート／ストップスイッチケース取り付けスクリュ 3.9 0.40

スロットルケース取り付けスクリュ 3.9 0.40

ステアリングホルダ取り付けナット 19.6 2.00

ステアリングシャフトロックナット 32 3.3

ステアリングシャフトナット 2.9 0.30

ステアリングケーブルブラケットボルト 9.8 1.0 L

ステアリングケーブルナット 39.2 4.00

シフトケーブルナット 39.2 4.00

ステアリングケーブルジョイントボルト 9.8 1.0 L

トリムコントロールケーブルジョイントボルト 9.8 1.0 L

ステアリングノズルピボットボルト（下側） 19 1.9 LN、WG

シフトケーブル端ナット 9.8 1.0

リバースバケットピボットボルト 19 1.9 LN

トリムコントロールシャフトジョイントボルト 9.8 1.0 LN、WG

トリムコントロールケーブルナット 39.2 4.00

船体、エンジンフード

フロントエアダクトクランプスクリュ 2.9 0.30

スタビライザボルト 15.7 1.60 L

スターンアイ取り付けナット 3.9 0.40

フロントハッチ取り付けスクリュ 2.0 0.20 LG

ラッチハンドルスクリュ 2.0 0.20

ハンドレールプレートナット 9.8 1.0 L

シートロックラチェットピン 27 2.8 L

ハンドレール取り付けスクリュ 4.0 0.41

ブラケットボルト 8.8 0.90 L

リヤエアダクトクランプスクリュ 2.9 0.30

電気系統

イグニションコイル取り付けボルト 8.8 0.90 L
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締め付けトルク、ネジロック剤一覧表

締め付けトルク
項目

N·m kgf·m
備考

スパークプラグ 13 1.3

油温センサ 15 1.5

水温センサ 14.7 1.50

レギュレータ／レクチファイヤボルト 7.8 0.80

ブラケットボルト 8.8 0.90 L

転倒センサ取り付けスクリュ 1.5 0.15

カムシャフトポジションセンサボルト 10 1.0 L

水温センサ（メータユニット用） 8.8 0.90

クランクシャフトセンサカバーボルト 7.8 0.80

ゴムグロメットホルダスクリュ 4.5 0.46 L

クランクシャフトセンサスクリュ 4.5 0.46 L

タイミングロータボルト 39 4.0 L

ステータコイルグロメットホルダプレートボルト 12 1.2 L

ステータコイル取り付けボルト 12 1.2 L

スピードセンサ取り付けスクリュ 3.9 0.40 L

メータユニット取り付けボルト 9.8 1.0 L

スタータリレー端子ボルト 5.5 0.56

スタータモータ取り付けボルト 8.8 0.90 L

スタータモータアースボルト 8.8 0.90 L

スタータモータスルーボルト 6.4 0.65 L、R

スタータモータ端子ナット 8.8 0.90

ECU取り付けボルト 3.0 0.31 L

リレー取り付けボルト 2.5 0.25 L

リレーブラケットボルト 2.5 0.25 L

スピーカユニット取り付けボルト（JT1500M） 3.9 0.40 L

下表は、ボルト・ナットのねじ部の直径によって決まる標準締め付けトルクである。下表にないボルト・
ナットに対しては、ねじ部直径により下表を参考にして締め付ける。なお、これらの締め付けトルクの値は、
ねじ部を洗浄油できれいに清掃したものに対する値である。

［標準締め付けトルク（ステンレスボルトおよびナット）］

締め付けトルク
ねじ部の直径（mm）

N·m kgf·m
6 5.9 ∼ 8.8 0.60 ∼ 0.90

8 16 ∼ 22 1.6 ∼ 2.2

10 30 ∼ 41 3.1 ∼ 4.2
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サービスデータ

項目 標準値 使用限度

燃料系統（DFI）

スロットルレバーの遊び 約2 mm －－－

エンジン潤滑機構

エンジンオイル：

推奨オイル カワサキ純正4サイクルオイル

R4 SJ 10W-40 JASO MA

S4 SG 10W-40 JASO MA

等級 API SG、SH、SJ、SLまたはSM（JASO MA、MA1ま
たはMA2適合品）

－－－

粘度 SAE 10W-40 －－－

容量 4.5 L（オイルおよび／またはフィルタを交換したとき）
5.5 L（エンジンの完全分解乾燥時）

－－－

エンジントップ

バルブクリアランス：

吸気 0.15 ∼ 0.24 mm －－－

排気 0.47 ∼ 0.55 mm －－－

電気系統

スパークプラグ：

型式 NGK PMR9B －－－

ギャップ 0.6 ∼ 0.7 mm －－－
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特殊工具

オイルフィルタレンチ：

57001-1249

シャフトレンチ：

57001-1760
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点検整備方法

燃料系統（DFI）
スロットルコントロール系統の点検

•スロットルレバーの遊び［A］を点検する。

［スロットルレバーの遊び］

標準値： 約2 mm

遊びが標準値からはずれている場合は、以下の要領でス
ロットルケーブルの状態を点検する。

• JT1500N以外については、ハンドルバーパッドを取り外す（ス
テアリングの章、ハンドルバーの取り外し（JT1500N以外）の
項を参照）。

• ラバーキャップ［A］をずらす。

• ロックナット［B］をゆるめる。

•調整ナット［C］を回して遊びを調整する。

•調整ナットをレンチで止めておき、ロックナットを締め付ける。

トルク - スロットルケーブルロックナット（上側）：19.6 N·m (2.00

kgf·m)

•取り外す。
シート（船体、エンジンフードの章、シートの取り外しの項
を参照）
ボルト［A］およびワッシャ
アクセルポジションセンサアッシ［B］

•スロットルレバーをいっぱいに握った状態で、ピボットアー
ム［B］のロアストップ［A］がストッパ［C］に接近しているが接
触していないことを確認する。
すき間［D］
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点検整備方法

ピボットアームのロアストップがストッパに接触したり、すき間
が大き過ぎる場合はスロットルケーブルを調整する。

•ピボットアーム［C］のアッパストップ［B］がストッパ［D］に当
たるまでブラケットのロックナット［A］をゆるめ、合わせてケー
ブルに多少の余裕を持たせる。

•ロックナットを確実に締め付ける。

トルク - スロットルケーブルロックナット（下側）：19.6 N·m (2.00

kgf·m)

知識
スロットルレバーを放した状態で、スロットルピボットアー
ムがストッパに当たることを確認する。

• スロットルレバー［A］が全開位置から全閉位置［B］までス
ムーズに作動し、かつ、どのようなステアリング位置でも、ス
ロットルがリターンスプリングによりアクセルポジションセンサ
アセンブリ位置で素早く完全に閉まることを確認する。
スロットルレバーが正しく戻らない場合は、スロットルケーブ
ルの通し方、レバーの遊び、およびケーブルの損傷を点検
すること。更にスロットルケーブルを潤滑する。

•アクセルポジションセンサアッシボルトのねじ部にネジロック
剤を塗布し、締め付ける。

トルク - アクセルポジションセンサアッシボルト：8.8 N·m (0.90

kgf·m)

•エンジンをアイドリングさせた状態でハンドルバーを左右に
いっぱいに切り、アイドリング回転速度が変化しないことを
確認する。

注意

冷却水の供給なしにエンジンを15秒以上、特に高回転で
運転させると、エンジンや排気系統に重大な損傷を与え
る。エンジンの損傷を避けるため、充分な冷却水の供給
がない状態でエンジンを運転しないでください。

アイドリング回転速度が高い場合は、遊びとケーブルの通
し方を確認する。

エアボックスドレンキャップの点検と清掃

•シートを取り外す（船体、エンジンフードの章、シートの取り
外しの項を参照）。

• ドレンキャップ［B］内部に水が入っていないかエアボックス
［A］を点検する。
キャップに水が入っている場合はキャップを取り外し水を捨
てる。

知識
水にオイルが混入している可能性があるためウエスを敷
くこと。
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点検整備方法

スーパーチャージャドライブベルトの摩耗／損傷の点検

•取り外す。
シート（船体、エンジンフードの章、シートの取り外しの項
を参照）
ハンドレールプレート（船体、エンジンフードの章、ハンド
レールプレートの取り外しの項を参照）
オイルセパレータタンク取り付けボルト［A］およびワッシャ
オイルセパレータタンク［B］（ホース付き）

•はずす。
ブリーザホース［C］（オイルセパレータタンクから）
ブリーザホース［D］（シリンダヘッドカバーから）

•取り外す。
インタクーラダクト取り付けスクリュ［A］（ゆるめる）
インタクーラダクト［B］

•取り外す。
スーパーチャージャドライブベルトカバーボルト［A］
スーパーチャージャドライブベルトカバー［B］

•ベルト［A］に摩耗や損傷がないか目視点検する。
ナイロン繊維表面の摩耗、ポリウレタンコンパウンドの露出、
またはベルトの損傷があれば、ベルトを新品と交換する（燃
料系統（DFI）の章、スーパーチャ－ジャドライブベルトの交
換の項を参照）。

•あるいは、ドライブベルトの歯の摩耗および損傷パターンを
参照し、ドライブベルトの摩耗および損傷分析の表に従っ
て作業する。

•取り外した部品を取り付ける（該当する章を参照）。
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点検整備方法

ドライブベルトの歯の摩耗および損傷パターン

［ドライブベルトの摩耗および損傷の分析］

パターン 状態 対策

1 歯の外部亀裂（リブ高さの半分以上） ドライブベルトを交換する。

2 歯のフックの摩耗 ドライブベルトを交換する。

3 ひどい割れ、または歯の欠損 ドライブベルトを交換する。

4 コードの切断（部分的な欠損） ドライブベルトを交換する。

5 コードの切断（破損およびリブからのはみ出し） ドライブベルトを交換する。

燃料ベントチェックバルブの点検
燃料ベントチェックバルブは、運転中に燃料が飛び散るのを

防止するために燃料タンクに取り付けられている。燃料ポンプ
によって燃料を引き込むために空気は燃料タンクに流れ込む
が、燃料はチェックバルブから流れ出ないようになっている。
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点検整備方法

•センタアクセスカバーを取り外す（船体、エンジンフードの
章、センタアクセスカバーの取り外し／取り付けの項を参
照）。

•バンド［A］を切断する。

•燃料ベントチェックバルブ［B］の両端を、ベントホース［C］
から取り外す。

•燃料ベントチェックバルブの両端から、それぞれ空気を吹き
込む。
チェックバルブが図のように空気を通す場合は、問題はな
い。
空気が両方向へ通ったり、どちらへも通らない場合、チェッ
クバルブを交換する。

•燃料ベントチェックバルブ［A］は、バルブケースの矢印マー
ク［B］が燃料タンクに向かうように取り付けること。

燃料ポンプスクリーンの清掃

•燃料ポンプを取り外す（燃料系統の章、燃料ポンプの取り
外しの項を参照）。

•燃料ポンプスクリーン［A］を不燃性の溶剤または高引火点
の溶剤で洗浄する。スクリーン内の汚れは柔らかいブラシで
落とす。

警告

燃料や低引火点の溶剤は非常に引火性が高く、一定の
条件下では火災や爆発の可能性がある。火災や爆発を
避けるため、燃料や低引火点の溶剤は使用しない。燃料
ポンプスクリーンの清掃は、よく換気された場所で行い、
付近に火気がないことを確認する。パイロットランプ付き
の電気製品も近くに置かない。
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点検整備方法

スロットルシャフトスプリングの点検

•取り外す。
シート（船体、エンジンフードの章、シートの取り外しの項
を参照）
アクセルポジションセンサアッシ（スロットルコントロール系
統の点検の項を参照）。

•スロットルシャフトスプリング［A］に損傷がないか目視点検
する。

•スロットルプーリ［B］を回してみて、スムーズに動き、スプリン
グで戻ることを確認する。
スプリングに損傷または劣化がある場合は、アクセルポジ
ションセンサアッシを交換する。

エンジン潤滑機構
エンジンオイルの交換

•ウォータクラフトを、左右舷方向、および船首船尾方向とも
水平に置く。
水平な地面［A］
サイドバンパ［B］
平行［C］

•換気の良い場所で、冷却系統を冷却しながらエンジンを始
動する。
水道ホースと水道ホースアダプタを用意する（冷却系統の
洗浄の項を参照）。
水道ホースアダプタ［A］を洗浄フィッティング［B］にねじ込
む。
水道ホース［C］をホースアダプタに取り付け、ホースクラン
プを［D］を固定する。

•エンジンを暖気した後、停止する。

•水道ホースと水道ホースアダプタを取り外す。

注意

冷却水の供給なしにエンジンを15秒以上、特に高回転で
運転させると、エンジンや排気系統に重大な損傷を与え
る。エンジンの損傷を避けるため、充分な冷却水の供給
がない状態でエンジンを運転しないでください。

•シートを取り外す（船体、エンジンフードの章、シートの取り
外しの項を参照）。

•オイル注油口プラグ［A］とオイルレベルゲージ［B］を取り外
す。

注意

エンジン内部にほこりや異物が入ると、エンジンを損傷し
たりエンジン寿命を縮める可能性がある。エンジンの損
傷を避けるため、ほこりや異物がエンジン内部に入らな
いように注意すること。
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点検整備方法

•市販のバキュームポンプ［B］を使ってオイルレベルゲージ
パイプ［A］からオイルを抜き取る。
エンジンオイルは有毒物質であり環境を汚染するため、適
切な処理を行わないまま廃棄してはならない。処分方法に
ついては各地方自治体に問い合わせること。

•規定の等級のエンジンオイルを、オイル注油口［A］から規
定量注入する。

［エンジンオイル］

推奨オイル： カワサキ純正4サイクルオイル

R4 SJ 10W-40 JASO MA

S4 SG 10W-40 JASO MA

等級： API SG、SH、SJ、SLまたはSM（JASO MA、
MA1またはMA2適合品）

粘度： SAE 10W-40

容量： 4.5 L（オイルおよび／またはフィルタを交換
したとき）

5.5 L（エンジンの完全分解乾燥時）

知識
オイルには、いかなる化学添加物も添加しないこと。上記
要件を満たすオイルは適正な配合になっており、エンジ
ンに対して適切な潤滑効果を持っている。
ほとんどの条件では10W-40のエンジンオイルが推奨され
るが、使用地域の環境条件に対応してオイル粘度を変更
しなくてはならない場合もある。

•オイル注油口プラグのOリングを新品に交換する。

•オイル注油口プラグを取り付ける。

トルク - オイル注油口プラグ：手締め

•オイルレベルを点検する（エンジン潤滑機構の章、オイルレ
ベルの点検の項を参照）。

オイルフィルタの交換

•取り外す。
シート（船体、エンジンフードの章、シートの取り外しの項
を参照）

•エンジンオイルを抜き取る（エンジンオイルの交換の項を参
照）。

•ウエス［A］をオイルフィルタ［B］の下に敷いて残油を吸い取
らせる。

•オイルフィルタをオイルフィルタレンチ［C］で取り外す。

特殊工具 - オイルフィルタレンチ：57001-1249



2-18 定期点検整備

点検整備方法

•フィルタを新品と交換する。

•フィルタを取り付ける前にガスケット［A］にエンジンオイルを
塗布する。

•フィルタをオイルフィルタレンチで締め付ける。

特殊工具 - オイルフィルタレンチ：57001-1249

トルク - オイルフィルタ：18 N·m (1.8 kgf·m)

•規定のエンジンオイルを規定量注入する（エンジンオイル
の交換の項を参照）。

排気系統
エキゾーストフィルタの点検

•マフラボディを取り外す（排気系統の章、エキゾーストパイプ
とマフラボディの取り外しの項を参照）。

•エキゾーストパイプとマフラボディの間のエキゾーストフィル
タ［A］とガスケット［B］を取り外す。

•ハニカムコア［A］に損傷がないか目視点検する。
ハニカムコアの欠けが大きい場合は［B］、エキゾーストフィ
ルタを新品に交換する。
良好［C］
損傷（コアの破損）［D］

ハニカムコア［A］がシリンダ［B］から分離し、抜け出してきて
いる場合には、エキゾーストフィルタを交換する。
良好［C］
損傷（コアの分離）［D］

•マフラボディを取り付ける（排気系統の章、エキゾーストパイ
プとマフラボディの取り付けの項を参照）。



定期点検整備 2-19

点検整備方法

エンジントップ
バルブクリアランスの点検

知識
バルブクリアランスの点検、調整は、エンジンが冷えた状
態（室温）で行うこと。

•取り外す。
シート（船体、エンジンフードの章、シートの取り外しの項
を参照）
ハンドレールプレート（船体、エンジンフードの章、ハンド
レールプレートの取り外しの項を参照）
シリンダヘッドカバー（エンジントップの章、シリンダヘッド
カバーの取り外しの項を参照）
オイルセパレータタンク（エンジン潤滑機構の章、オイルセ
パレータタンクの取り外しの項を参照）

•次の手順に従い、ピストン#1と#4が上死点になるようクラン
クシャフトの位置決めを行う。
シャフトレンチ［A］を使用して、ピストン#1と#4が上死点にな
るようにクランクシャフトを時計回り［B］に回転させる。
ドライブシャフト［C］
船首［D］

特殊工具 - シャフトレンチ：57001-1760

図のように、タイミングマーク［A］をシリンダヘッド上端［B］に
合わせる。

•シックネスゲージ［A］を使って、カムとバルブリフタの間のバ
ルブクリアランスを測定する。

［バルブクリアランス］

標準値：

吸気側 0.15 ∼ 0.24 mm

排気側 0.47 ∼ 0.55 mm
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点検整備方法

#1ピストンが圧縮行程が終了しTDCに位置している時：
#1および#3シリンダの吸気側バルブクリアランス
#1および#2シリンダの排気側バルブクリアランス
測定対象のバルブ［•］
船首［A］
カムシャフトスプロケット位置［B］

#4ピストンが圧縮行程が終了しTDCに位置している時：
#2および#4シリンダの吸気側バルブクリアランス
#3および#4シリンダの排気側バルブクリアランス
測定対象のバルブ［•］
船首［A］
カムシャフトスプロケット位置［B］

バルブクリアランスが標準値外であれば、まずそのクリアラ
ンスを記録してから調整する。

•バルブクリアランスを調整するには、カムシャフトを取り外し
て（エンジントップの章、カムシャフトの取り外しの項を参照）
バルブリフタを取り外す。そしてシムを違う厚さのものに代え
る。

知識
バルブリフタとシムの位置に印をつけておき、あとで元の
位置に取り付けられるようにしておく。

•シムを清掃し、ゴミやオイルを除去する。

•取り外したシム［A］の厚さを測定する。

•次の計算式に従って、新しいシムの厚さを決める。

a＋b－c = d

［a］ 現在のシムの厚さ

［b］ バルブクリアランスの測定値

［c］ 規定バルブクリアランス（平均値 = 0.510 mm （排気）、
0.195 mm（吸気））

［d］ 交換用シムの厚さ

［例（排気）：］

2.100＋0.6－0.510 = 2.190 mm

2.200サイズのシムに交換する。
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点検整備方法

［調整シム］

厚さ 部品番号 マーク

1.750 92180-1212 －25

1.775 92180-0221 －23

1.800 92180-1211 －20

1.825 92180-0222 －18

1.850 92180-1210 －15

1.875 92180-0223 －13

1.900 92180-1209 －10

1.925 92180-0224 －8

1.950 92180-1208 －5

1.975 92180-0225 －3

2.000 92025-1870 0

2.025 92180-0209 3

2.050 92025-1871 5

2.075 92180-0210 8

2.100 92025-1872 10

2.125 92180-0211 13

2.150 92025-1873 15

2.175 92180-0212 18

2.200 92025-1874 20

2.225 92180-0213 23

2.250 92025-1875 25

2.275 92180-0214 28

2.300 92025-1876 30

2.325 92180-0215 33

2.350 92025-1877 35

2.375 92180-1058 38

2.400 92025-1878 40

2.425 92025-1982 43

2.450 92025-1879 45

2.475 92025-1983 48

2.500 92025-1880 50

2.525 92025-1984 53

2.550 92025-1881 55

2.575 92025-1985 58

2.600 92025-1882 60

2.625 92180-1059 63

2.650 92025-1883 65

2.675 92180-1194 68

2.700 92025-1884 70

2.725 92180-1195 73

2.750 92025-1885 75
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点検整備方法

［調整シム］

厚さ 部品番号 マーク

2.775 92180-1196 78

2.800 92025-1886 80

2.850 92025-1887 85

2.900 92025-1888 90

2.950 92025-1889 95

3.000 92025-1890 00

知識
シム選択後は必ずクリアランスを再測定する。測定値が
標準値外のときは、別のシムを使用する。

バルブクリアランスがゼロの場合は数サイズ小さいシムを選
び、バルブクリアランスを再度測定する。

•シムを取り付ける時は、マークが付いた側をバルブリフタに
向ける。このときには、シムまたはバルブリフタにエンジンオ
イルを塗布して、カムシャフト取り付け時にシムがずれない
ようにする。

注意

シムを重ねて使用してはならない。エンジンを高回転さ
せたときにシムがはずれ、エンジンに多大な損傷を与え
るおそれがある。シムを研磨して厚さを調整してはならな
い。シムの破断を引き起こしエンジンに重大な損傷を与
えるおそれがある。

•バルブリフタの表面に二硫化モリブデン溶液を塗布し、リフ
タを取り付ける。

•カムシャフトを取り付ける（エンジントップの章、カムシャフト
の取り付けの項を参照）。

•バルブクリアランスを再度点検し、必要があれば更に調整
する。

•取り外した部品を取り付ける（該当する章を参照）。
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点検整備方法

エンジン取り付けボルトの点検および締め付け

•取り外す。
スーパーチャージャ（燃料系統（DFI）の章、スーパーチャー
ジャの取り外しの項を参照）

•エンジン取り付けボルト［A］の締め付けを点検する。
ゆるんだボルトは取り外すこと。

•ネジロック剤をエンジン取り付けボルトに塗布し、規定のトル
クで締め付ける。

トルク - エンジン取り付けボルト：36.3 N·m (3.70 kgf·m)

エンジンボトム
カップリングダンパの点検

•取り外す。
エンジン（エンジンの取り外し／取り付けの章、エンジンの
取り外しの項を参照）

•カップリングダンパ［A］を取り外し、摩耗や劣化がないか点
検する。
溝ができていたり歪んでいる場合は、新品のダンパと交換
する（エンジンボトムの章、カップリングの取り付けの項を参
照）。
カップリングの状態に何らかの問題があるときは、新品と交
換する。

冷却・ビルジ系統
冷却系統の洗浄
砂や塩分が冷却系統内に堆積してたまるのを防止するため

に、ときどき洗浄する必要がある。海水中で使用した後あるい
は船体の右側にあるバイパス出口からの水量が弱まっている
と感じたときに、定期点検整備表に従って冷却系統を洗浄す
る。

•図のように水道ホース［A］とホースアダプタ［B］を用意する。
アダプタの水道ホース取り付け部［C］
アダプタの洗浄フィッティング［D］
ねじ部：Rp 3/4［E］

知識
水道ホースアダプタ（P/No. 92005-3748）は完成艇に同
梱されています。
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エンジン冷却系統の洗浄

•水道ホースアダプタ［A］をエンジン洗浄フィッティング［B］
にねじ込む。

•水道ホース［C］をホースアダプタに取り付け、ホースクラン
プを［D］を固定する。

•水を流す前にエンジンを起動してアイドリングさせる。

注意

エンジンの損傷を避けるため、エンジンを始動してから冷
却水を流し始める。冷却水を止めてからエンジンを停止
すること。ただし、冷却水がない状態でエンジンを15秒以
上回さないこと。 エンジン停止中に冷却水を供給すると
シリンダ内に水が入る可能性がある。シリンダ内に水が
入った状態でエンジンを始動すると、ハイドロリックロック
を起こしてエンジンに重大な損傷を与える。冷却水の供
給なしにエンジンを15秒以上、特に高回転で運転させる
と、エンジンや排気系統に重大な損傷を与える。

•すぐに水を出し、船体の右側にあるバイパス出口［A］から細
い水流が出てくるように調節する。

•水を流したままエンジンを数分間アイドリングする。

•水を止める。エンジンはアイドリングしたままにする。

•水を排気系統から完全に取り除くためにエンジンを数回吹
かす。

注意

冷却水の供給なしにエンジンを15秒以上、特に高回転で
運転させると、エンジンや排気系統に重大な損傷を与え
る。エンジンの損傷を避けるため、充分な冷却水の供給
がない状態でエンジンを運転しないでください。

•エンジンを停止させ、水道ホースとアダプタを取り外す。

インタクーラ冷却系統の洗浄

•水道ホースアダプタ［A］をインタクーラ洗浄フィッティング
［B］にねじ込む。

•水道ホース［C］をホースアダプタに取り付け、ホースクラン
プを［D］を固定する。

•水を流してインタクーラ冷却系統を洗浄する。

知識
インタクーラ冷却系統を洗浄するときには、エンジンを始
動させる必要はない。
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ビルジ系統の洗浄
目詰まり防止のために、定期点検整備表に従って、または

詰まっていると思われるときにビルジ系統を洗浄する。

•取り外す。
シート（船体、エンジンフードの章、シートの取り外しの項
を参照）
ハンドレールプレート（船体、エンジンフードの章、ハンド
レールプレートの取り外しの項を参照）
ボルト［A］
ブリーザ［B］（ホース付き）

•ビルジホース［C］をブリーザからはずす。

•船体底部からのビルジホースを水道ホースに接続して、水
を出し約1分間洗浄する。この間、水がエンジンルーム内へ
と流れ込む。あまり多くの水がエンジンルームの中にたまら
ないようにすること。船尾のドレンスクリュをはずして、エンジ
ンルームの排水を行う。

•船体バルクヘッドからのもう1本のホースを水道ホースに接
続して、水を出し2、3分間洗浄する。

•取り付ける前に、ブリーザに小さな孔［A］が開いていること
を確認する。

•ビルジホースをブリーザフィッティングに接続してからブリー
ザを取り付ける。

ポンプとインペラ
インペラの点検

•取り外す。
インペラ（ポンプとインペラの章、ポンプの分解の項を参照）

• インペラ［A］を目視点検する。
くぼみ、深い傷、欠け目、その他の損傷がある場合は、イン
ペラを新品に取り替える。

知識
小さな欠け目や溝はサンドペーパーなどで除去すること
ができる。キャビテーションを避けるには、先端部をスムー
スに保つことが重要。

ジェットポンプベアリングおよびシールの点検

•取り外す。
ポンプ（ポンプとインペラの章、ポンプの取り外しの項を参
照）

•インペラ［A］を軽く回転させ、回転の滑らかさ、粗さ、引っ掛
かり、異音がないか点検する。
回転の粗さや引っ掛かりまたは異音がある場合は、ジェット
ポンプベアリング［B］とグリースシール［C］を交換する（ポン
プとインペラの章、ポンプの分解の項を参照）。

知識
点検の際にはジェットポンプベアリングを取り外す必要は
ない。ベアリングは一度取り外すと、必ず新品と交換しな
ければならない。
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点検整備方法

ステアリング
ステアリングケーブル／シフトケーブルの点検

•ステアリングケーブルまたはシフトケーブルを点検する。
各ケーブルまたはハウジングがねじれたり磨り減った場合、
ケーブルを交換する。
各ケーブル両端のシール［A］に何らかの損傷が見られる場
合、ケーブルを交換する。

•各ケーブルが両方向に自由に動くことを確める。

•各ケーブル両端のケーブルジョイントを取り外す。
ケーブルジョイントボルトまたはボールジョイントをケーブル
ジョイントから取り外す。

注意

ウォータクラフトを右側に倒すと排気系統内の水がシリン
ダ内に流れ込む可能性がある。シリンダ内に水が入った
状態でエンジンを始動すると、ハイドロリックロックを起こ
してエンジンに重大な損傷を与える。ウォータクラフトは
決して右側に倒さないこと。

ケーブルを各ハウジング内で前［A］および後ろ［B］にスライ
ドさせる。
ケーブルが自由に動かない場合は交換する。

•ケーブルジョイントとボールジョイントに耐水グリースを塗布
する。

•ネジロック剤をステアリングケーブルジョイントボルトに塗布
する。

•締め付ける。

トルク - ステアリングケーブルジョイントボルト：9.8 N·m (1.0 kgf·m)

トリムコントロールケーブルの点検

• トリムコントロールケーブルを点検する。
ケーブルまたはケーブルハウジングがねじれたり磨り減って
いる場合は、エレクトリックトリムコントロールアクチュエータ
を交換する。
ケーブル端部のブーツ［A］に何らかの損傷がある場合は、
ブーツを交換する。
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点検整備方法

•ケーブルが両方向に自由に動くことを確める。

•ケーブル端部でケーブルジョイントを取り外す。
ケーブルジョイントボルトをケーブルジョイントから取り外す。

注意

ウォータクラフトを右側に倒すと排気系統内の水がシリン
ダ内に流れ込む可能性がある。シリンダ内に水が入った
状態でエンジンを始動すると、ハイドロリックロックを起こ
してエンジンに重大な損傷を与える。ウォータクラフトは
決して右側に倒さないこと。

ケーブルをケーブルハウジング内で前［A］および後ろ［B］
にスライドさせる。
ケーブルが軽く動かない場合は、エレクトリックトリムコント
ロールアクチュエータを交換する。

•ケーブルジョイントに耐水グリースを塗布する。

•ネジロック剤をトリムコントロールケーブルジョイントボルトに
塗布する。

•締め付ける。

トルク - トリムコントロールケーブルジョイントボルト：9.8 N·m (1.0

kgf·m)

ハンドルバーピボットの潤滑

•取り外す。
ステアリングホルダ（ステアリングの章、ステアリングの取り
外しの項を参照）

•ブッシュに損傷や摩耗がないか確認する。
ブッシュが損傷または摩耗している場合は、新品と交換す
る。

•グリースを塗布する。
ブッシュ［A］

ステアリングシャフト［B］
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点検整備方法

船体、エンジンフード
ドレンプラグの点検

• ドレンプラグ［A］にひびや損傷がないこと、およびドレンプ
ラグ取り付けスクリュ［B］がしっかり締め付けられていること
を確認する。

•シール［C］に損傷がないか点検する。
必要に応じてドレンプラグ、またはシールを交換する。

電気系統
バッテリ充電状態の点検
バッテリの充電状態は、デジタル電圧計［A］でバッテリの端

子電圧を測定して点検する。

•バッテリケーブルをはずす（電気系統の章、バッテリの取り
外しの項を参照）。
必ずマイナス（－）ケーブルを先にはずすこと。

•バッテリ端子電圧を測定する。

知識
小数点以下1桁まで読み取れるデジタル電圧計で測定す
ること。

測定値が12.8 V以上の場合は補充電の必要はないが、規
定値より低い場合には補充電が必要である（電気系統の章、
バッテリの充電の項を参照）。

［バッテリ端子電圧］

標準値： 12.8 V以上

端子電圧（V）［A］
バッテリ充電率（%）［B］
良好［C］
補充電が必要［D］

バッテリ端子の点検

•バッテリ端子スクリュ［A］が固定されているか点検し、端子カ
バーが取り付けられていることを確認する。

危険

バッテリは引火性ガス（水素ガス）を発生するので、取り
扱いを誤ると爆発する可能性がある。必ず下記の項目を
守ること。

• ッテリの整備を行う時は、必ずエンジンを停止させる。

•作業中、バッテリの（＋）（－）端子が工具等により、
ショートしないように注意する。

•ケーブルを取り外す場合は、（－）端子から取り外す。
また、取り付ける場合は、（＋）端子を先に取り付ける。

•ケーブルに緩みが生じないよう確実に接続する。

•バッテリにガソリン、オイル、有機溶剤等を付着させな
い。電槽割れの原因になる。

•子供の手の届くところに置かない。
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点検整備方法

•バッテリ端子に腐食がないことを確認する。
必要に応じ、バッテリを取り外し（電気系統の章、バッテリの
取り外しの項を参照）端子とケーブル端を重曹水溶液で清
掃する。

•ケーブルを2本とも接続した後、腐食防止のため端子とケー
ブル端子にグリースを塗布する。

スパークプラグの点検

•取り外す。
シート（船体、エンジンフードの章、シートの取り外しの項
を参照）
スパークプラグキャップ［A］

• 16 mmのプラグレンチ［A］を垂直に使ってスパークプラグを
取り外す。

オーナ用付属工具 -

スパークプラグレンチ、16 mm：92110-3706

•スパークプラグを目視点検する。
スパークプラグ中心電極［A］または接地電極［B］あるいは
その両方が腐食または損傷していたり、絶縁体［C］がひび
割れている場合は、スパークプラグを交換する。

•ワイヤ式シックネスゲージでギャップ［D］を測定する。
ギャップが標準値外の場合は、スパークプラグを交換する。

スパークプラグギャップ： 0.6 ∼ 0.7 mm

•スパークプラグ［A］をプラグレンチ［B］に入れてから、プラグ
穴に真っすぐ挿入し、まず指で締め付ける。

オーナ用付属工具 -

スパークプラグレンチ、16 mm：92110-3706

注意

締め付ける時にレンチが傾いていると、スパークプラグの
絶縁体を損傷させて使用不能になる可能性がある。レン
チは真直にして締め付ける。

•締め付ける。

トルク - スパークプラグ：13 N·m (1.3 kgf·m)

•スパークプラグリード線がエンジンのセンタラインに対して直
角になるようにプラグキャップを取り付ける（付録の章、ケー
ブル、ワイヤ、ホースの通し方の節を参照）。

•スパークプラグキャップを軽く引き上げ、確実に取り付けら
れていることを確認する。
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点検整備方法

潤滑
一般にウォータクラフトを長期間安定して利用するために

は、適切な潤滑と腐食防止が不可欠である。下記の項目をど
の程度の頻度で潤滑を行うかは、定期点検整備表を参照す
る。

•以下の部品をグリースで潤滑する。
スロットルレバーを引き、固定しておく。
スロットルレバーのスロットルケーブル端［A］

アクセルポジションセンサアッシを取り外す（スロットルコント
ロール系統の点検の項を参照）。
アクセルポジションセンサアッシでのスロットルケーブル端
［A］

ステアリングホルダを取り外す（ステアリングの章、ステアリン
グの取り外しの項を参照）。
ステアリングシャフトのステアリングケーブルボールジョイ
ント［A］

ステアリングケーブルジョイント［A］
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点検整備方法

左サイドカバーを取り外す（船体、エンジンフードの章、サイ
ドカバーの取り外しの項を参照）。
シフトレバーのシフトケーブルボールジョイント［A］

リバースバケットのシフトケーブルボールジョイント［A］

トリムコントロールケーブルボールジョイント［A］

トリムコントロールケーブルジョイント［A］

•次の項目は浸透性防錆剤［B］で潤滑する。
スロットルケーブル［A］
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点検整備方法

ステアリングノズルピボット［A］
リバースバケットピボット［B］

•両端の接続をはずした状態で、ケーブルはハウジング内を
自由に［A］動かなければならない。
潤滑後もケーブルの動きが不自由な場合やケーブルがほ
つれている場合［B］、ハウジングがねじれている場合［C］
は、ケーブルを交換する。
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点検整備方法

ホース、ホースクランプ、ナット、ボルト、ファスナ類の点検
ナット、ボルト類の締め付けの点検

•以下のボルトとナット類の締め付けを確認する。割りピンが
良い状態で所定の位置にあるかどうか確認する。

知識
エンジンのボルトナット類に関しては、エンジンが冷えた
状態（室温）で締め付けを点検すること。

締め付けがゆるんだ部品があれば、規定の順序、トルクで
締め付ける。トルクに関しては関連する章を参照すること。
関連する章にトルク値が記載されていなければ、標準締め
付けトルクを参照する。その際、まず1/2回転ゆるめてから
締め付けること。
割りピンが損傷している場合には、新品と交換する。

点検箇所
エンジン：
オイルフィルタ
エンジン取り付けボルト（とブラケットボルト）
エンジンダンパ取り付けボルト
シリンダヘッドカバーボルト
シリンダヘッドボルト
クランクケースボルト

ドライブシャフト、ポンプ、インペラ：
ドライブシャフトホルダ取り付けボルト
ポンプ取り付けボルト
ポンプカバー取り付けボルト
グレート取り付けボルト
ステアリングノズルピボットボルト
リバースバケットピボットボルト

ステアリング：
ハンドルバー取り付けボルト
ステアリングネック取り付けボルト
ステアリングホルダ取り付けナット
ステアリングシャフトロックナット
ステアリングケーブルナット
ステアリングケーブルジョイントボルト
シフト（リバース）ケーブルナット

船体、エンジンフード：
スタビライザボルト
ハンドレールプレートナット

電気系統：
スパークプラグ
バッテリ端子

ホースとホース接続状態の点検

•下記のホースにもれ［A］、硬化、ひび［B］、切れ目、擦り傷、
切断、ふくらみ［C］があるか点検する。ホースにねじれや挟
まれているところがないかも確認する。
燃料ベントホース
オイルホース
ウォータホース
ビルジホース

ホースに何らかの損傷が見られる場合、すぐに新品と交換
し、他のホースすべてについても点検する。
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点検整備方法

•上記のホースが適切な通路を通っていて、可動部品と鋭い
角がある部分から離れてクランプで固定されていることを確
認する。
プラスチッククランプ［A］
ホース［B］
ホース取り付け部［C］

知識
大部分のビルジホースには、両端にクランプがない。

メタルクランプ［A］
ホース［B］
ホース取り付け部［C］

知識
燃料ホースとエキゾーストホースに摩耗、劣化、損傷、漏
れがないか点検する。必要なら交換する。
上記のホース類が、他の部品から離れているよう金属製
ギヤクランプで固定されているか確認する。

•ウォータクラフトの取り扱いが適正でない場合、燃料ライン
内部の圧力が上がり、液漏れ［A］やホースの破裂を引き起
こす。

•取り外す。
シート（船体、エンジンフードの章、シートの取り外しの項
を参照）
センタアクセスカバー（船体、エンジンフードの章、センタ
アクセスカバーの取り外し／取り付けの項を参照）

•燃料ホースを点検する。
こすれ、ひび割れ［B］や膨張［C］があれば燃料ホースを交
換すること。

•付録の章、ケーブル、ワイヤ、ホースの通し方の節を参照し
て、燃料ホースが正しく通されているか点検する。
きつく折れ曲がったりねじれているホースは交換すること。
ホースジョイント［A］
燃料ホース［B］

•ホースジョイントがしっかり接続されているか確認する。
ホースジョイント［B］を二回以上押したり引いたりし［A］、確
実にロックが効いていることを確認する。
ロックされない場合には、ホースジョイントの取り付けをやり
直すこと。

警告

燃料は非常に引火性が強く、一定の条件下では火災や爆
発の可能性がある。燃料を取り扱う時あるいは、給油す
るときは必ずエンジンを止め、火気厳禁で行う。パイロット
（表示灯）付き機器も使用禁止。燃料漏れに気を配り受け
皿、布などを用意し、こぼれた燃料はすぐに残らず拭きと
る。ホースジョイントがデリバリパイプに確実に取り付けら
れているか、ホースジョイント部を押し引きして確認する。
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点検整備方法

ゴムバンドの点検

•下記のゴムバンドに劣化や損傷がないか確認する。バンド
を引き出し強く握って、ひびがあるか点検する。
バッテリバンド［A］
燃料タンクバンド
ウォータボックスマフラストラップ
電動トリムコントロールアクチュエータストラップ

バンドに何らかの損傷がある場合、新品と交換する。

燃料ホースの交換

警告

燃料は非常に引火性が強く、一定の条件下では火災や
爆発の可能性がある。燃料を取り扱う時あるいは、給油
するときは必ずエンジンを止め、火気厳禁で行う。パイ
ロット（表示灯）付き機器も使用禁止。燃料系統の部品を
取り外す場合は、イグニションスイッチをOFFにし、バッテ
リ（－）ケーブル端子をはずす。燃料漏れに気を配り受け
皿、布などを用意し、こぼれた燃料はすぐに残らず拭きと
る。燃料ホースをはずしたときに、残留圧力により燃料が
ホースから飛散する場合がある。ホースの接続部に清潔
な布を被せ、飛散を防ぐ。

•燃料ホースを取り外す（燃料系統（DFI）の章、燃料ホースの
取り外しの項を参照）。

•燃料ホースを新品と交換する。

•付録の章、ケーブル、ワイヤ、ホースの通し方の節に従っ
て、燃料ホースを通す。

•燃料ホースが適切な通路を通っていて、可動部品と鋭い角
がある部品から離れてクランプで固定されていることを確認
する。

•ホースジョイントがしっかり接続されているか確認する（ホー
スとホース接続状態の点検の項を参照）。

•エンジンを始動し、燃料漏れがないか点検する。

スーパーチャージャロータの防錆

•取り外す。
シート（船体、エンジンフードの章、シートの取り外しの項
を参照）

•注油口のキャップ［A］を取り外す。
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点検整備方法

•エンジンを始動し、アイドリング速度で運転する。

•市販の噴霧オイルを注油口［A］から10秒間スーパーチャー
ジャに吹き付ける。

注意

冷却水の供給なしにエンジンを15秒以上、特に高回転で
運転させると、エンジンや排気系統に重大な損傷を与え
る。エンジンの損傷を避けるため、充分な冷却水の供給
がない状態でエンジンを運転しないでください。

•エンジンを止める。

•取り付ける。
キャップ
シート（船体、エンジンフードの章、シートの取り付けの項
を参照）
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燃料系統図

1. 船首側
2. 燃料の流れ
3. 燃料タンク
4. 燃料ポンプ
5. 燃料ホース
6. デリバリパイプアッシ
7. 燃料インジェクタ
8. スロットルボディアッシ
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分解図
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分解図

締め付けトルク
No. 項目

N·m kgf·m
備考

1 ブラケットボルト 8.8 0.90 L

2 デリバリパイプアッシ取り付けスクリュ 3.5 0.36

3 吸気温センサ 15 1.5

4 インテークマニホールド取り付けボルト 25 2.5

5 転倒センサ取り付けスクリュ 1.5 0.15

6 スロットルケーブルロックナット（上側） 19.6 2.00

7 スロットルケーブルロックナット（下側） 19.6 2.00

8 アクセルポジションセンサアッシボルト 8.8 0.90 L

9 スロットルボディアッシ取り付けナット 23.5 2.40 L

10 スロットルボディアッシダンパ取り付けボルト 23.5 2.40 L

11 クランクシャフトセンサスクリュ 4.5 0.46 L

12 ECU取り付けボルト 3.0 0.31 L

13 リレー取り付けボルト 2.5 0.25 L

14 カムシャフトポジションセンサボルト 10 1.0 L

15 水温センサ 14.7 1.50 EO

16 油温センサ 15 1.5 DG

17 ノックセンサ 22.5 2.29

DG： 伝熱グリース（伝熱グリース、SCH-20：92137-1002または同等品）をくぼみに詰める。
EO： エンジンオイルを塗布する。
G： グリースを塗布する。
L： ネジロック剤を塗布する。
R： 交換部品

WG： 耐水グリースを塗布する。
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分解図
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分解図

締め付けトルク
No. 項目

N·m kgf·m
備考

1 燃料注入口ホースクランプスクリュ 2.9 0.30

2 燃料ポンプラバーホルダクランプスクリュ 2.9 0.30

R： 交換部品
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分解図
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分解図

締め付けトルク
No. 項目

N·m kgf·m
備考

1 エアボックスブラケットボルト 8.8 0.90 L

2 エアボックスボルト 8.8 0.90 L

3 エアバイパスシステムクランプスクリュ 4.9 0.50

4 ブローオフバルブボルト 7.8 0.80

5 吸気ダクトクランプスクリュ 4.9 0.50

6 ロアインテークパイプボルト 4.9 0.50 L

7 スーパーチャージャ取り付けボルト 45 4.6

8 スーパーチャージャ取り付けナット 45 4.6

9 アッパインテークパイプボルト 30 3.1 S

10
スーパーチャージャドライブベルトテンショナ
アッシ取り付けボルト

35 3.6

11 アッパダンパ取り付けナット（M8） 30 3.1

12 オイルセパレータタンク取り付けボルト 8.8 0.90 L

13 ウォータホースジョイント（ストレート形） 20 2.0 L

14 プーリ取り付けボルト 12 1.2 L

15 プーリブラケット取り付けナット（M10） 45 4.6

16 ロアダンパ取り付けボルト 22.5 2.29

17 スーパーチャージャドライブベルトカバーボルト 4.9 0.50 L

L： ネジロック剤を塗布する。
R： 交換部品
S： 規定の順序で締め付ける。

SS： シリコンシーラントを塗布する。
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DFIシステム

DFI配線図
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DFIシステム

部品名
1. ECU
2. JT1500M
3. ジョイントコネクタA（12 V）
4. ジョイントコネクタZ（アース）
5. アクセルポジションセンサ1
6. アクセルポジションセンサ2
7. 油圧警告灯スイッチ
8. ジョイントコネクタE（アース）
9. 油温センサ

10. ETVアクチュエータ
11. カムシャフトポジションセンサ（エキゾースト）
12. 水温センサ
13. イモビライザ／カワサキ故障診断システムコネクタ
14. ジョイントコネクタM（12 V）
15. スパークプラグ
16. イグニションコイル
17. ジョイントコネクタJ（スピードセンサ信号）
18. メインヒューズ20 A
19. ヒューズボックス1
20. エレクトリックトリムコントロールリレーヒューズ20 A
21. ヒューズボックス2
22. エレクトリックトリムコントロールモータ
23. エレクトリックトリムコントロールセンサ
24. バッテリ
25. スピードセンサ
26. ジョイントコネクタY（アース）
27. ジョイントコネクタS（アース）
28. ジョイントコネクタX（12 V）
29. ジョイントコネクタW（10 V）

30. エレクトリックトリムコントロールリレー
31. エンジンスタートスイッチ
32. エンジンストップスイッチ／テザー
33. メータユニット
34. ジョイントコネクタG（アース）
35. イグニションスイッチ
36. ジョイントコネクタP（12 V）
37. ジョイントコネクタR（12 V）
38. 燃料ポンプ
39. 転倒センサ
40. ジョイントコネクタT（12 V）
41. ECUメインリレー
42. ETVアクチュエータリレー
43. 燃料ポンプリレー
44. システムリレー
45. クランクシャフトセンサ
46. 吸気圧センサ
47. ノックセンサ
48. 吸気温センサ
49. 燃料インジェクタ#1
50. 燃料インジェクタ#2
51. 燃料インジェクタ#3
52. 燃料インジェクタ#4
53. ジョイントコネクタL（12 V）
54. 外気温センサ
55. ジョイントコネクタB（アース）
56. ジョイントコネクタF（5 V）
57. ジョイントコネクタD（12 V）
58. ジョイントコネクタC（12 V）

色コード：

BK： 黒色
BL： 青色
BR： 茶色
CH： チョコレート色
DG： 濃緑色
G： 緑色

GY： 灰色
LB： 水色
LG： 若葉色
O： 橙色
P： 桃色

PU： 紫色
R： 赤色
V： スミレ色
W： 白色
Y： 黄色
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DFIシステム

ECUコネクタの端子番号

端子名
1. イグニションコイル#1、#4：緑／青
2. エレクトリックトリムコントロールセンサ（水平位置）：黄
3. エレクトリックトリムコントロールセンサ（上側位置）：白／青
4. エレクトリックトリムコントロールリレー（ダウン）：赤／青
5. ETVアクチュエータのアース：緑／白
6. ETVアクチュエータの電源（ETVアクチュエータリレーから）：茶／青
7. ETVアクチュエータ（＋）：若葉
8. ETVアクチュエータ（－）：若葉／黒
9. ETVアクチュエータリレー：スミレ／白

10. 電源のアース：黒
11. エレクトリックトリムコントロールセンサ（下側位置）：黒／白
12. エレクトリックトリムコントロールポジションセンサ：赤／緑
13. スタータスイッチ：黄／赤
14. イモビライザアンプ：橙／黒
15. イモビライザアンプ：青／緑
16. システムリレー：青
17. エントリスイッチ（イグニションスイッチから）：赤／黒
18. 電源のアース：黒
19. ノックセンサ：若葉
20. エレクトリックトリムコントロールリレー（アップ）：赤／白
21. 低燃費航行アシストモードボタン：黒／青
22. 未使用
23. ECUメインリレー：赤／緑
24. エレクトロニッククルーズコントロールボタン（アップ）：黄／黒
25. メインスイッチ：赤／黄
26. イグニションコイル#2、#3：緑
27. 燃料インジェクタ#2：橙
28. 燃料インジェクタ#4：青／黄
29. 燃料インジェクタ#1：スミレ
30. 燃料インジェクタ#3：茶
31. 燃料ポンプリレー：緑／赤
32. エレクトロニッククルーズコントロールボタン（ダウン）：桃
33. エレクトロニッククルーズコントロールボタン（セット）：青／赤
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DFIシステム

34. コントロールシステムのアース：黒／赤
35. バッテリ電圧モニタ：橙／緑
36. 吸気温センサ：赤／青
37. スピードセンサ：茶／白
38. クランクシャフトセンサ（＋）：赤／黒
39. カムシャフトポジションセンサ：白／青
40. エンジンストップスイッチ：白
41. 油圧警告灯スイッチ：黒／黄
42. ステアリングポジションセンサ：黄／白
43. アクセルポジションセンサ2の電源：橙／黒
44. エレクトリックトリムコントロールボタン（アップ）：青／白
45. エレクトリックトリムコントロールボタン（ダウン）：緑／白
46. 吸気圧センサ：緑／赤
47. クランクシャフトセンサ（－）：橙／青
48. センサへの電源：赤
49. スロットルポジションセンサ1/2の電源：赤
50. アクセルポジションセンサ2：橙／白
51. ECU通信ライン（メータユニットへ）：青／黒
52. 転倒センサ：青／白
53. 水温センサ：緑／黄
54. 油温センサ：黄
55. センサのアース：黒／白
56. スロットルポジションセンサ1/2のアース：黒／白
57. スロットルポジションセンサ2：緑／黒
58. アクセルポジションセンサ2のアース：灰／赤
59. 外部通信線（*KDS）：桃
60. ECUへの電源：赤／黄
61. 未使用
62. 未使用
63. 外気温センサ：白／黄
64. 外部通信線（イモビライザシステム）：若葉／赤
65. アクセルポジションセンサ1のアース：灰
66. アクセルポジションセンサ1：桃／青
67. アクセルポジションセンサ1の電源：桃／黒
68. スロットルポジションセンサ1：緑／白

*：KDS（カワサキ故障診断システム）
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DFI部品配置

燃料インジェクタ#4［A］
燃料インジェクタ#3［B］
燃料インジェクタ#2［C］
燃料インジェクタ#1［D］
吸気温センサ［E］
吸気圧センサ［F］

カムシャフトポジションセンサ［A］

水温センサ［A］

油圧警告灯スイッチ［A］
クランクシャフトセンサ［B］
油温センサ［C］

スロットルポジションセンサ［A］
ETVアクチュエータ［B］
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DFI部品配置

イグニションキー［A］（トランスポンダ）
イグニションスイッチ［B］（イモビライザアンプ）

JT1500Nモデル以外
メータユニット［A］
ブザー［B］

JT1500Nモデル
メータユニット［A］
ブザー［B］

アクセルポジションセンサ［A］
イグニションコイル#2、#3［B］
イグニションコイル#1、#4［C］
転倒センサ［D］
燃料ポンプ［E］

リレーアッシ2［A］（ECUメインリレー、ETVアクチュエータリ
レー）
リレーアッシ1［B］（燃料ポンプリレー、システムリレー）
リレーアッシ3［C］（エレクトリックトリムコントロールリレー）
ECU［D］

知識
この写真はフロントアクセスカバーを取り外した状態であ
る。
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DFI部品配置

バッテリ［A］
イモビライザ／カワサキ故障診断システムコネクタ［B］
ヒューズボックス1［C］（メインヒューズ20 A）
ヒューズボックス2［D］（エレクトリックトリムコントロールリレー
ヒューズ20 A）
ヒューズボックス3［E］（オーディオヒューズ10 A（JT1500M））

知識
この写真はバッテリカバーを取り外した状態である。

エレクトリックトリムコントロールアクチュエータ［A］

知識
このイラストはフロントストレージコンパートメント内部を
示している。

スピードセンサ［A］
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サービスデータ

項目 標準値

デジタル燃料噴射システム

アイドリング回転速度 1 300 ±100 rpm－水上および陸上とも

スロットルボディアッシ：

スロットルバルブ シングルスロットルバルブ

ボア 60 mm

ECU：

メーカ 三菱電機

燃料圧力（高圧ライン） 380 kPa (3.9 kgf/cm2)（アイドリング状態）

燃料ポンプ：

タイプ インペラタイプ

吐出量 71 mL以上／3秒間

燃料インジェクタ：

タイプ EAT290

ノズルタイプ 微粒噴霧タイプ（4穴）

抵抗 約11.7 ∼ 12.3 Ω/20°C
スロットルポジションセンサ：

入力電圧 DC 4.75 ∼ 5.25 V

出力電圧（1） DC 0.37 ∼ 0.63 V（スロットル全閉、参考値）
DC 4.37 ∼ 4.63 V（スロットル全開）

出力電圧（2） DC 2.37 ∼ 2.63 V（スロットル全閉、参考値）
DC 4.52 ∼ 4.78 V（スロットル全開）

吸気圧センサ：

入力電圧 DC 4.75 ∼ 5.25 V

出力電圧 DC 1.42 ∼ 1.56 V、標準大気圧（101.32 kPa、76 cmHg）に
おいて

吸気温センサ：

出力電圧 約DC 2.25 ∼ 2.50 V/20°C
抵抗 5.4 ∼ 6.6 kΩ/0°C

0.29 ∼ 0.39 kΩ/80°C
水温センサ：

出力電圧 約DC 3.5 ∼ 4.0 V/20°C
アクセルポジションセンサ：

出力電圧（1） DC 0.50 ∼ 0.90 V（スロットル全閉）
DC 3.75 ∼ 4.35 V（スロットル全開）

出力電圧（2） DC 0.35 ∼ 1.05 V（スロットル全閉）
DC 3.60 ∼ 4.50 V（スロットル全開）

入力電圧 DC 4.75 ∼ 5.25 V

抵抗 4 ∼ 6 kΩ

スピードセンサ：

入力電圧 約DC 9 ∼ 11 V

出力電圧 約DC 0.05 ∼ 0.09 V／イグニションスイッチON
約DC 4.5 ∼ 4.9 V/0 km/h
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サービスデータ

項目 標準値

転倒センサ：

入力電圧 DC 4.75 ∼ 5.25 V

出力電圧 センサを110 ∼ 130°以上右か左に傾けた状態：DC 0.65 ∼
1.35 V
センサの矢印が上を向いた状態：DC 3.55 ∼ 4.45 V

ETVアクチュエータ：

入力電圧 約DC 1 ∼ 2 V

油温センサ：

出力電圧 約DC 3.5 ∼ 4.0 V/20°C
エレクトリックトリムコントロールセンサ：

抵抗 479 ∼ 718 Ω

ノックセンサ：

抵抗 504 ∼ 616 kΩ

スロットルレバーおよびケーブル

スロットルレバーの遊び 約2 mm

エアバイパスシステム

リリーフバルブ開口圧力（閉→開） －53.3 ±4 kPa (－0.54 ±0.04 kgf/cm2)

ブローオフバルブ開口圧力（閉→開） 117 kPa （1.19 kgf/cm2）以上
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特殊工具とシーラント

オイルプレッシャゲージ5 kgf/cm2：

57001-125

フォークオイルレベルゲージ：

57001-1290

スロットルセンサセッティングアダプタ#1：

57001-1400

ニードルアダプタセット：

57001-1457

フュエルプレッシャゲージアダプタ：

57001-1593

燃料ホース：

57001-1607

計測アダプタ：

57001-1700

液体ガスケット、TB1211：

56019-120

伝熱グリース、SCH-20：

92137-1002

クランプ：

13280-0726



3-22 燃料系統（DFI）

DFIシステムの使用上の注意

DFIシステムの使用上の注意
DFIシステムの使用に際しては、以下の注意事項を遵守す

ること。

DFIシステムは、12 Vのシール形バッテリを電源として使用
するように設計されている。12 Vのシール形バッテリ以外を、
電源として使用しない。
バッテリケーブルを逆に接続しないこと。これはECUに損傷
を与える。
DFI部品への損傷を防止するため、イグニションスイッチが
ON、またはエンジン回転中は、バッテリケーブルや他の電
気的接続をはずさない。
バッテリのプラス（＋）端子に直結しているリード線を、エン
ジンに短絡させないように注意する。
充電する場合には、バッテリをウォータクラフトから取り外す。
これは、過剰電圧によってECUが損傷するのを防止するた
めである。

DFIの電気接続をはずす際は、 初に必ずイグニションス
イッチをOFFにしてから、バッテリ（－）端子をはずす。リード
線を引っ張ってはならない。コネクタを持ってはずすこと。逆
に、エンジンを始動する前には、DFIの電気的接続がすべ
て確実に接続されているか確認する。
このタイプのコネクタは、カチッと音がしてロックがかかる［A］
までしっかりと接続すること。

DFI系統の電気的接続が1つでもはずれている場合は、イグ
ニションスイッチにキーを差し込んでONにしないこと。ECU
にサービスコードが記憶される。
電気部品、DFI部品、コネクタ、リード線、配線に水がかから
ないようにすること。
ウォータクラフトにトランシーバを取り付ける場合には、DFI
システムの作動がアンテナから放射される電磁波の影響を
受けないことを確認する。エンジンをアイドリング回転させ
て、DFIシステムの作動を確認する。アンテナは、できる限り
ECUから離れた場所に取り付ける。
燃料ホースをはずしている場合には、イグニションスイッチと
スタートスイッチをONにしないこと。ホースがはずれた状態
でONにすると、燃料ポンプが作動して、燃料ホースから燃
料が吹き出す。
ポンプが完全に乾燥した状態で、燃料ポンプを作動させな
いこと。これはポンプの焼き付きを防止するためである。
燃料系統の部品を取り外す前に、圧縮空気を吹き付けて部
品の外面を清掃する。
燃料ホースをはずすとき、燃料ラインの残存圧力によって燃
料が吹き出す可能性がある。ホース継ぎ手にきれいな布を
被せ、燃料がこぼれるのを防止する。
燃料ホースを取り付ける場合には、曲がり、つぶれ、ねじれ
がないようにする。また、燃料の流れが妨げられないように、
曲がりを 小にして燃料ホースを通す。
ホースを通す際は、付録の章、ケーブル、ホース、ワイヤの
通し方の項を参照すること。
燃料系統の腐食や沈殿物の発生を避けるため、燃料に燃
料凍結防止剤を添加しないこと。



燃料系統（DFI） 3-23

DFIシステムの使用上の注意

ウォータクラフトの取り扱いが適正でない場合、燃料ライン
内部の圧力が上がり、液漏れ［A］やホースの破裂を引き起
こす。燃料ホースを点検する。
こすれ、ひび割れ［B］や膨張［C］があれば燃料ホースを交
換すること。

燃料／空気の適正な混合気（F/A）を維持するため、DFIシ
ステムでは決して吸気漏れがあってはならない。エンジンオ
イルを注入したら、オイル注油口プラグ［A］を確実に取り付
けること。

トルク - オイル注油口プラグ：手締め

DFI部品を点検する場合には、補助冷却なしでエンジンを
15秒以上回転させないこと（概要の章、作業を始める前に
の項を参照）。

注意

冷却水の供給なしにエンジンを15秒以上、特に高回転で
運転させると、エンジンや排気系統に重大な損傷を与え
る。エンジンの損傷を避けるため、充分な冷却水の供給
がない状態でエンジンを運転しないでください。

頻繁にエンジンを回転させる必要がある場合には、補助冷
却を確実に実行する。
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DFIシステムのトラブルシューティング

赤色警告灯（LED）［A］は次の警告に使用される。
燃料レベル
バッテリ電圧低下
エンジン冷却水温度
吸気温センサのオーバヒート
エンジンオイル圧力
油温センサ
エンジンオイルのオーバヒート
DFIシステム
点火系統
イモビライザシステム

概要
DFIシステムまたはイモビライザシステムに問題が発生する

と、次のような警告が表示されて運転者に注意を促す。更に、
その異常の状況がECUのメモリに記憶される。

［DFIシステム］

“FI”の文字［A］／
サービスコード文字

赤色警告灯
（LED）［B］

エンジン警
告灯［C］

ブザー

点滅 点灯 点滅 鳴る

［イモビライザシステム］

サービスコード
文字［D］

赤色警告灯
（LED）

イモビライザ
警告灯［E］

ブザー

点滅 点滅 点滅 鳴る

エンジンを停止して自己診断モードに切り換えると、LCD（液
晶ディスプレイ）にサービスコード文字［A］が表示される。
次の部品で問題が発生した場合にはECUはその問題を認

識できない。このため、“FI”の文字と赤色警告灯（LED）、エン
ジンおよび／またはイモビライザの警告灯は点灯または点滅
せず、ブザーが鳴らないほか、サービスコードも表示されない。

メータユニットのLCD
燃料ポンプ
燃料インジェクタ
イグニションコイル二次巻線およびアース配線
ECU電源の配線とアース配線
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DFIシステムのトラブルシューティング

サービスコード［A］が表示されたら、まず運転者に不具合の
状況［B］を質問し、次に不具合の原因［C］を調べ始める。
診断前点検として、ECUのアースおよび電源を点検し、燃

料ラインに漏れが無いか、圧力は正しいかを確認する。診断
前点検の点検項目については、“FI”の文字や赤色警告灯
（LED）、エンジン警告灯およびブザーの音では示されない。
DFIの自己診断機能だけに頼らず、常識で判断すること。

たとえDFIシステムが正常に作動している場合でも、強力な
電波障害を受けると、赤色警告灯（LED）が点灯し、“FI”の文
字とエンジン警告灯が点滅し、ブザーが鳴ることがある。この
場合、追加措置は不要である。イグニションキーを抜き取ると、
文字の表示、警告灯やインジケータの点灯、ブザーは停止す
る。
ウォータクラフトが修理のために持ち込まれたときでも、赤

色警告灯（LED）が点灯していて“FI”文字およびエンジン警
告灯が点滅し、ブザーが鳴る場合は、サービスコード（文字）
を確認する。
修理を行うと警告表示はすべて消える。ただし、ECUのメモ

リに記憶されたサービスコードは、不具合の履歴を保存する
ために消去されない。不具合の履歴は、不安定な問題を解決
するときにKDS（カワサキ故障診断システム）を使って照会で
きる。
ウォータクラフトを倒すと、転倒センサが作動し、ECUが燃

料ポンプリレー、燃料インジェクタと点火系統を停止させる。
エンジンを再始動するには、ウォータクラフトを起こし、いった
んイグニションキーを抜いてからONにする。
DFIシステムのトラブルシューティングでは、多くの場合に配

線の導通点検を行う。DFI部品は精密に組み立て調整されて
おり、分解または修理することはできない。
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DFIシステムのトラブルシューティング

•DFI部品を点検するときは、小数点以下2桁まで読み取れる
デジタルメータを使って、電圧または抵抗値を測定する。
ECUを含め、DFI部品のコネクタ［A］にはシール［B］が備え
られている。コネクタを接続した状態で入力電圧および出力
電圧を測定する場合は、ニードルアダプタセット［C］を使用
する。ニードルアダプタセットを、端子に接触するまでシー
ル内に挿入する。

特殊工具 - ニードルアダプタセット：57001-1457

注意

端子間のショートを防止するため、ニードルアダプタは端
子に沿って直っすぐに差し込む。

•測定する前にロック［D］の位置およびリード線の色に注意
し、コネクタ内の測定点が正しいことを確認する。デジタル
メータの接続を逆にしてはならない。

•DFIまたは電気系統の部品のリード線を、アダプタ間の接触
によってショートさせないように注意する。

•イグニションキーをイグニションスイッチに差し込んでONに
して、コネクタを接続した状態で電圧を測定する。

注意

ニードルアダプタによる誤接続、逆接続、または短絡が
あると、DFIまたは電気系統の部品が損傷する可能性が
ある。

測定後、ニードルアダプタを取り外し、コネクタ［B］のシール
［A］に防水のためシリコンシーラントを塗布すること。

シーラント - 液体ガスケット、TB1211：56019-120

•DFI部品を交換する前に、必ずバッテリの状態を調べること。
DFIシステムを正確に試験するためには、バッテリが充分に
充電されていることが必須の条件である。

•故障は、単一の部品だけではなく全体が関与していることも
ある。不具合の原因が判明するまで、故障した部品を交換
しないこと。別の要因により故障が生じている場合、故障原
因となっている部品を修理または交換しない限り、故障した
部品を交換してもまた同じ故障が発生するおそれがある。

•コイルと巻線の抵抗値を測定する場合は、DFI部品が冷え
ている状態（室温）で行うこと。

•回路のすべてのコネクタに汚れや緩みがなく、配線に焼け、
擦り切れ、ショートなどがないことを確認する。劣化したリー
ド線や接続不良があると、不具合の再発やDFIシステムの作
動が不安定になることがある。
配線に問題がある場合は、その配線を交換する。
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DFIシステムのトラブルシューティング

•各コネクタ［A］を取り外し、腐食、汚れ、損傷を点検する。
コネクタが腐食したり汚れている場合は慎重に清掃する。損
傷している場合は交換する。コネクタをしっかりと接続する。

•断線を点検する。
配線図を使用して、問題があると思われるリード線の端部を
探す。
テスタをリード線の両端に接続する。
テスタが0 Ω付近を示さない場合はリード線が断線してい
る。リード線またはメインハーネスを交換する。

ハーネス［A］の両端が遠く離れている場合は、ジャンパリー
ド線［D］を使って一端［C］をアースし［B］、もう一端［E］と
アース［F］の間で導通を点検する。この方法であれば長い
ハーネスの導通も点検できる。ハーネスが断線している場
合は、修理または交換する。

ハーネス［A］のショートを調べる時は、一方の端［B］をはず
した状態で、他端［C］とアース［D］の間の導通を点検する。
導通がある場合には、このハーネスはアースとショートして
いるので修理または交換しなければならない。

• ECUコネクタから導通試験を繰り返して行い、疑わしい部分
を狭めていく。
配線やコネクタに異常がない場合、次に疑わしいのはDFI
部品である。まず入出力電圧から部品を点検していく。ただ
し、ECU自体を点検する方法はない。
異常がある場合は、関連するDFI部品を交換する。
配線やコネクタ、DFI部品に異常がない場合は、ECUを交
換する。
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DFIシステムのトラブルシューティング

DFI故障診断フローチャート

お客様への質問事項
お客様によって不具合に対する対処の仕方が異なるため、お客様がどのような症状を経験したかを確
認することが重要である。
お客様に質問を行い、どのような状況でどのような不具合が発生したかを正確に聞き出し、この情報を
もとに不具合の再現を試みる。
次のような故障診断シートを利用すれば見落としを防ぐことができ、異常があるのがDFIシステムなのか
エンジン全般なのかの判別も容易になる。
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DFIシステムのトラブルシューティング

［故障診断シートの見本］

操縦者名： 検査済票（船検ナンバー）： 初回登録年：

モデル： エンジン番号： 船体番号：

不具合発生日： 航走距離：

トラブル発生時の環境

天候 □ 晴れ、□曇り、□雨、□雪、□平常どおり、□その他：

気温 □ 非常に高温、□高温、□低温、□非常に低温、□平常どおり、□その他：

トラブルの発生
頻度

□ 慢性的、□時々、□一度だけ

標高 □ 普通、□高地（約1 000 m以上）

トラブル発生時のウォータクラフトの状態

□ イグニションスイッチをONにした直後に点灯し、2 ∼ 3秒後に消灯する（正常）。

□ イグニションスイッチをONにした直後に点灯し、LCDの“FI”文字とエンジン警告灯が
点滅し始める（DFIシステムの問題）。

□ イグニションスイッチをONにした直後に点滅し始め、LCDでサービスコード（文字）と
のイモビライザ警告灯が点滅し始める（イモビライザシステムの問題）。

□ イグニションスイッチをONにしても点灯または点滅しない。

“FI”文字、
赤色警告灯
（LED）、エンジ
ン／イモビライ
ザ警告灯

□ 点灯する（ECUまたはメータユニット交換）。

□ スタータモータが回らない。

□ スタータモータは回るが、エンジンがかからない。

□ スタータモータも回らないし、エンジンもかからない。

□ 燃料が流れていない（□タンク内に燃料がない、□燃料ポンプの作動音が聞こえない）。

□ 火花が飛ばない。

始動が困難

□ その他：

□ 始動直後。

□ スロットルレバーを開いたとき。

□ スロットルレバーを閉じたとき。

□ 発進するとき。

□ ウォータクラフトを停止させたとき。

□ 航走中。

エンストする

□ その他：

□ アイドリング回転速度が非常に低い、□アイドリング回転速度が非常に高い、□アイ
ドリング回転速度が不安定。

□ バッテリ電圧が低い（バッテリを充電する）。

□ スパークプラグの緩み（締め付ける）。

□ スパークプラグの汚れまたは破損（交換する）。

□ バックファイヤ。

□ アフタファイヤ。

□ 加速が鈍い。

□ エンジンオイル粘度が高過ぎる。

□ エンジンのオーバヒート。

低回転時のエ
ンジン不調

□ その他：
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□ スパークプラグの緩み（締め付ける）。

□ スパークプラグの汚れまたは破損（交換する）。

□ スパークプラグが不適当（交換する）。

□ ノッキング（燃料の品質不良または不適→ハイオクガソリンを使用する）。

□ エンジンのオーバヒート。

□ エンジンオイルレベルが高過ぎる。

□ エンジンオイル粘度が高過ぎる。

高回転時のエ
ンジン不調、
出力不足

□ その他：
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知識
このガイドは、以下の故障の原因すべてを漏れなく記載したものではない。DFIシステムに関する一
般的な故障の場合に、原因を突き止めるためのおおまかな指針である。
DFＩの電気的トラブルやETVおよび点火系統のトラブルには、ECUが関連している可能性がある。こ
れらの部品と回路の点検結果が正常な場合には、ECUのアースと電源経路を点検すること。アース
および電源の点検結果が正常な場合には、ECUを交換する。

［エンジンが回転しない］

症状または考えられる原因 措置

イモビライザシステムの故障 点検する（第14章を参照）。

転倒センサが作動した イグニションスイッチをOFFにする（第3章を参照）。

転倒センサの故障 点検する（第3章を参照）。

クランクシャフトセンサの故障 点検する（第14章を参照）。

イグニションコイルの短絡、接触不良 点検する、または取り付け直す（第14章を参照）。

イグニションコイルの故障 点検する（第14章を参照）。

スパークプラグの汚れ、破損または調整不良 点検し交換する（第2章を参照）。

スパークプラグの不適 正規のスパークプラグに交換する（第2章を参照）。

ECUのアースおよび電源の不良 点検する（第3章を参照）。

ECUの故障 点検する（第3章を参照）。

燃料タンクに燃料が入っていない 燃料を入れる（取扱説明書を参照）。

燃料インジェクタの故障 点検し交換する（第3章を参照）。

燃料ポンプが作動しない 点検する（第3章を参照）。

燃料ポンプリレーの故障 点検し交換する（第3章を参照）。

燃料フィルタまたはポンプスクリーンの詰まり 燃料ポンプを点検し交換する（第3章を参照）。

燃料圧力レギュレータの故障 燃料圧力を点検し、燃料ポンプを交換する（第3
章を参照）。

燃料ラインの詰まり 点検し修理する（第3章を参照）。

［低回転時の出力不足］

症状または考えられる原因 措置

火花が弱い：

イグニションコイルの短絡、接触不良 点検する、または取り付け直す（第14章を参照）。

イグニションコイルの故障 点検する（第14章を参照）。

スパークプラグの汚れ、破損または調整不良 点検し交換する（第2章を参照）。

スパークプラグの不適 正規のスパークプラグに交換する（第2章を参照）。

ECUの故障 点検する（第3章を参照）。

混合気が不適当：

燃料タンクがほとんど空 燃料を入れる（取扱説明書を参照）。

エアクリーナの詰まり、シール不良、つけ忘れ エレメントを交換する、またはシールを点検する
（第3章を参照）。

インテークマニホールドの緩み 取り付け直す（第3章を参照）。

スロットルボディアッシの緩み 取り付け直す（第3章を参照）。

スロットルボディアッシガスケットの損傷 交換する（第3章を参照）。

燃料インジェクタOリングの損傷 交換する（第3章を参照）。

燃料フィルタまたはポンプスクリーンの詰まり 燃料ポンプを点検し交換する（第3章を参照）。
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症状または考えられる原因 措置

燃料圧力レギュレータの故障 燃料圧力を点検し、燃料ポンプを交換する（第3
章を参照）。

燃料ラインの詰まり 点検し修理する（第3章を参照）。

吸気圧センサの故障 点検する（第3章を参照）。

水温センサの故障 点検する（第3章を参照）。

吸気温センサの故障 点検する（第3章を参照）。

アクセルポジションセンサの故障 点検する（第3章を参照）。

スロットルポジションセンサの故障 点検する（第3章を参照）。

ETVアクチュエータの故障 点検する（第3章を参照）。

アイドリングが不安定：

燃料圧が低過ぎるまたは高過ぎる 点検する（第3章を参照）。

燃料インジェクタの故障 点検する（第3章を参照）。

アクセルポジションセンサの故障 点検する（第3章を参照）。

スロットルポジションセンサの故障 点検する（第3章を参照）。

ETVアクチュエータの故障 点検する（第3章を参照）。

吸気圧センサの故障 点検する（第3章を参照）。

水温センサの故障 点検する（第3章を参照）。

吸気温センサの故障 点検する（第3章を参照）。

エンストしやすい：

スパークプラグの汚れ、破損または調整不良 点検し交換する（第2章を参照）。

イグニションコイルの故障 点検する（第14章を参照）。

アクセルポジションセンサの故障 点検する（第3章を参照）。

スロットルポジションセンサの故障 点検する（第3章を参照）。

ETVアクチュエータの故障 点検する（第3章を参照）。

吸気圧センサの故障 点検する（第3章を参照）。

水温センサの故障 点検する（第3章を参照）。

吸気温センサの故障 点検する（第3章を参照）。

燃料ポンプの故障 点検する（第3章を参照）。

燃料インジェクタの故障 点検する（第3章を参照）。

燃料圧が低過ぎるまたは高過ぎる 点検する（第3章を参照）。

燃料圧力レギュレータの故障 燃料圧力を点検し、燃料ポンプを交換する（第3
章を参照）。

燃料ラインの詰まり 点検し修理する（第3章を参照）。

加速の不調：

燃料圧力が低過ぎる 点検する（第3章を参照）。

燃料に水または異物が混入 燃料を交換する。燃料系統を点検し清掃する（第
3章を参照）。

燃料フィルタまたはポンプスクリーンの詰まり 燃料ポンプを点検し交換する（第3章を参照）。

燃料ポンプの故障 点検する（第3章を参照）。

燃料インジェクタの故障 点検する（第3章を参照）。

アクセルポジションセンサの故障 点検する（第3章を参照）。

スロットルポジションセンサの故障 点検する（第3章を参照）。
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症状または考えられる原因 措置

ETVアクチュエータの故障 点検する（第3章を参照）。

吸気圧センサの故障 点検する（第3章を参照）。

水温センサの故障 点検する（第3章を参照）。

吸気温センサの故障 点検する（第3章を参照）。

スパークプラグの汚れ、破損または調整不良 点検し交換する（第2章を参照）。

イグニションコイルの故障 点検する（第14章を参照）。

スーパーチャージャの故障
点検する（第2章を参照）または取り付け直す（第
3章を参照）。

加速が遅れる：

燃料圧力が低過ぎる 点検する（第3章を参照）。

燃料インジェクタの故障 点検する（第3章を参照）。

アクセルポジションセンサの故障 点検する（第3章を参照）。

スロットルポジションセンサの故障 点検する（第3章を参照）。

ETVアクチュエータの故障 点検する（第3章を参照）。

吸気圧センサの故障 点検する（第3章を参照）。

水温センサの故障 点検する（第3章を参照）。

吸気温センサの故障 点検する（第3章を参照）。

サージング：

燃料圧が不安定 燃料圧力レギュレータの故障（燃料ポンプを点検し
交換する）、または燃料ラインのねじれ（燃料ライン
を点検し修理する）（第3章を参照）。

燃料インジェクタの故障 点検する（第3章を参照）。

水温センサの故障 点検する（第3章を参照）。

減速時のバックファイヤ：

スパークプラグの汚れ、破損または調整不良 点検し交換する（第2章を参照）。

燃料圧力が低過ぎる 点検する（第3章を参照）。

燃料ポンプの故障 点検する（第3章を参照）。

アクセルポジションセンサの故障 点検する（第3章を参照）。

スロットルポジションセンサの故障 点検する（第3章を参照）。

ETVアクチュエータの故障 点検する（第3章を参照）。

吸気圧センサの故障 点検する（第3章を参照）。

水温センサの故障 点検する（第3章を参照）。

吸気温センサの故障 点検する（第3章を参照）。

アフタファイヤ：

スパークプラグの焼け、ギャップの調整不良 交換する（第2章を参照）。

燃料インジェクタの故障 点検する（第3章を参照）。

吸気圧センサの故障 点検する（第3章を参照）。

水温センサの故障 点検する（第3章を参照）。

吸気温センサの故障 点検する（第3章を参照）。

その他：

DFIの故障と復旧が断続する DFIコネクタに汚れがなくしっかりと接続されている
か、リード線に焼けた跡やこすれがないか点検する
（第3章を参照）。
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［高回転時のエンジン不調、出力不足］

症状または考えられる原因 措置

失火する：

イグニションコイルの短絡、接触不良 点検する、または取り付け直す（第14章を参照）。

イグニションコイルの故障 点検する（第14章を参照）。

スパークプラグの汚れ、破損または調整不良 点検し交換する（第2章を参照）。

スパークプラグの不適 正規のスパークプラグに交換する（第2章を参照）。

ECUの故障 点検する（第3章を参照）。

混合気が不適当：

エアクリーナの詰まり、シール不良、つけ忘れ エレメントを交換する、またはシールを点検する
（第3章を参照）。

インテークマニホールドの緩み 取り付け直す（第3章を参照）。

スロットルボディアッシの緩み 取り付け直す（第3章を参照）。

スロットルボディアッシガスケットの損傷 交換する（第3章を参照）。

燃料に水または異物が混入 燃料を交換する。燃料系統を点検し清掃する（第
3章を参照）。

燃料インジェクタOリングの損傷 交換する（第3章を参照）。

燃料インジェクタの詰まり 点検し修理する（第3章を参照）。

燃料ラインの詰まり 点検し修理する（第3章を参照）。

燃料ポンプの動作が断続的
燃料ポンプベアリングが摩耗している可能性があ
る。燃料ポンプを交換する（第3章を参照）。

燃料ポンプの故障 点検する（第3章を参照）。

吸気圧センサの故障 点検する（第3章を参照）。

吸気圧センサ負圧ホースの亀裂や詰まり 点検し、修理または交換する（第3章を参照）。

水温センサの故障 点検する（第3章を参照）。

吸気温センサの故障 点検する（第3章を参照）。

アクセルポジションセンサの故障 点検する（第3章を参照）。

スロットルポジションセンサの故障 点検する（第3章を参照）。

ETVアクチュエータの故障 点検する（第3章を参照）。

ノッキング：

燃料の品質不良または不適 燃料を交換する（取扱説明書の推奨ガソリンを使
用する）。

スパークプラグの不適 正規のスパークプラグに交換する（第2章を参照）。

イグニションコイルの故障 点検する（第14章を参照）。

ECUの故障 点検する（第3章を参照）。

吸気圧センサの故障 点検する（第3章を参照）。

水温センサの故障 点検する（第3章を参照）。

吸気温センサの故障 点検する（第3章を参照）。

その他：

スロットルバルブが全開しない スロットルケーブルとETVシステムを点検する（第
3章を参照）。

エンジンのオーバヒート－水温センサ、クランクシャ
フトセンサ、またはスピードセンサの故障

（第16章のトラブルシューティングガイドのオーバ
ヒートを参照）
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赤色警告灯（LED）［A］は次の警告に使用される。
燃料レベル
バッテリ電圧低下
エンジン冷却水温度
吸気温センサのオーバヒート
エンジンオイル圧力
油温センサ
エンジンオイルのオーバヒート
DFIシステム
点火系統
イモビライザシステム

自己診断の概要
自己診断システムには2種類のモードがあり、メータユニット

を操作することで他のモードに切り替えることができる。

ユーザモード
ECUがDFIシステムまたは点火系統に問題があることを運転

者に通知するものであり、赤色警告灯（LED）の点灯［A］や、
“FI”の文字［B］およびエンジン警告灯［C］の点滅、およびブ
ザー音などが発生する。
イモビライザシステムに問題がある場合には、ECUはサービ

スコード（文字）［D］と赤色警告灯（LED）およびイモビライザ警
告灯［E］を点滅させ、ブザーを鳴らして運転者に通知する。
DFIシステムやイモビライザシステムの部品が故障したとき

には、ECUはフェールセーフ動作を開始する。不具合が深刻
なものである場合には、ECUは燃料噴射／点火／スターモー
タの作動を停止する。

知識
ブザー音は“SET”ボタン［F］または“MODE”ボタン［G］の
どちらかを押すと停止する。
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ディーラーモード
LCD（液晶ディスプレイ）にサービスコード（文字）［A］が表

示され、故障診断の時点で、DFIシステム、点火系統およびイ
モビライザシステムのどれに異常があるかを示す。

自己診断の手順
DFIシステムか点火系統またはイモビライザシステムに不具
合が発生すると、次のような警告が表示される。

［DFI／点火系統］

“FI”の文字［A］／
サービスコード文字

赤色警告灯
（LED）［B］

エンジン警
告灯［C］

ブザー

点滅 点灯 点滅 鳴る

［イモビライザシステム］

サービスコード
文字［D］

赤色警告灯
（LED）

イモビライザ
警告灯［E］

ブザー

点滅 点滅 点滅 鳴る

知識
自己診断を行う場合は充分に充電したバッテリを使用す
ること。そうでない場合には、文字や警告灯が点灯しな
い、または点滅が非常に遅くなる。
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• イグニションキーをイグニションスイッチに差し込んでONに
する。
イモビライザシステムに問題がある場合には、直後にサービ
スコード文字がLCDに表示される。

• “SET”ボタン［A］と“MODE”ボタン［B］を3秒以上押す。

•サービスコード文字［C］がLCDに表示される。

•次のいずれかの操作をすると自己診断が終了する。
サービスコード文字がLCDに表示された状態で、“SET”ま
たは“MODE”ボタンを2秒以上押した場合。
イグニションスイッチを取り外した場合。
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自己診断

自己診断フローチャート
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自己診断

サービスコード文字の読み取り
サービスコード文字がLCDに表示される。
複数の不具合がある場合には、すべてのサービスコード文字が記憶され、番号の小さいサービスコード
文字から順に表示される。
すべてのコードが表示されると、イグニションスイッチを取り外すか、“SET”または“MODE”ボタンを2秒
以上押すまで、繰り返し表示される。
例えば51、13、31という順序で3つの不具合が発生した場合は、次のように番号の小さいサービスコード
文字から順に表示される（各1秒間）。

13 (Alrt) → 31 (dOS) → 51 (COL1) → 13 (Alrt) → 31 (dOS) → 51 (COL1) →· · ·（繰り返し）
FIの故障［A］
イモビライザの故障［B］

不具合がない場合、または修理がすんでいる場合は、エンジンおよび／またはイモビライザの警告灯
は消灯し、“FI”文字またはサービスコード文字は表示されない。

サービスコードの消去
修理がすんでいる場合は、エンジンおよび／またはイモビライザの警告灯は消灯し、“FI”文字または
サービスコード文字は表示されない。
ただし、ECUのメモリに記憶されたサービスコードは、不具合の履歴を保存するために消去されない。こ
のモデルでは、不具合の履歴と過去のサービスコード文字を消去することはできない。



3-40 燃料系統（DFI）

自己診断

サービスコード文字一覧表

サービ
スコード
（ECU内部
で使用）

サービスコード文
字（メータユニット
に表示される）

問題点 ECUが講じるバックアップ措置

11

スロットルポジションセンサの故
障、配線の断線または短絡。

スロットルポジションセンサ1と2の両
方が故障した場合はDFIをD-Jメソッド
（注記1参照）に設定してリンプホーム
モード（注記2参照）をセットする。ど
ちらかのセンサが故障した場合はパ
ワー制限モード（注記3参照）をセッ
トする。

12
吸気圧センサの故障、配線の断
線または短絡。

DFIをα-N制御（注記4参照）に設定
する。

13
吸気温センサの故障、配線の断
線または短絡。

吸気温度を40°Cに設定する。点火制
御により、エンジン回転速度を3 000
rpm未満に減速させる。（スローダウン
モードに移行）。

14
水温センサの故障、配線の断
線または短絡。

水温を70°Cに設定する。点火制御に
より、エンジン回転速度を3 000 rpm
未満に減速させる。

18
アクセルポジションセンサの故
障、配線の断線または短絡。

アクセルポジションセンサ1と2の両方
が故障した場合はアイドリングモード
（注記5参照）をセットする。どちらか
のセンサが故障した場合はパワー制
限モード（注記3参照）をセットする。

21
クランクシャフトセンサの故障、
配線の断線または短絡。

エンジンは自動的に停止する。

23
カムシャフトポジションセンサの
故障、配線の断線または短絡。

後の正常な信号に従って、同じ順
番でシリンダの点火を継続する。

24
スピードセンサの故障、配線の
断線または短絡。

スピードメータには0が表示される。

31
転倒センサの故障、配線の断
線または短絡。

点火制御により、エンジン回転速度
を3 000 rpm未満に減速させる。

35 イモビライザアンプの故障。 －

36 ブランクキー検知。 －

45
燃料ポンプリレーの故障、配線
の断線。

－

46
燃料ポンプリレーの故障、リレー
の固着。

－

49 リターンスプリングの不良。 －

51
イグニションコイル#1、#4の故
障、配線の断線または短絡。

インジェクタ#1、#4を遮断し、シリンダ
#1、#4への燃料供給を停止する。

52
イグニションコイル#2、#3の故
障、配線の断線または短絡。

インジェクタ#2、#3を遮断し、シリンダ
#2、#3への燃料供給を停止する。

57
システムリレーの故障、リレーの
固着。

－
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自己診断

サービ
スコード
（ECU内部
で使用）

サービスコード文
字（メータユニット
に表示される）

問題点 ECUが講じるバックアップ措置

58
ETVアクチュエータの故障、配
線の断線または短絡。

アクチュエータへの電流を遮断し、リ
ンプホームモード（注記2参照）にセッ
トする。

69
ノックセンサの故障、配線の断
線または短絡。

点火制御により、エンジン回転速度
を3 000 rpm未満に減速させる。

71 エンジンのオーバヒート
点火制御により、エンジン回転速度
を3 000 rpm未満に減速させる。

72
エンジンオイルの圧力が低過
ぎる

点火制御により、エンジン回転速度
を3 000 rpm未満に減速させる。

73
油温センサの故障、配線の断
線または短絡。

油温を60°Cに設定する。点火制御に
より、エンジン回転速度を3 000 rpm
未満に減速させる。

75
ECUメインリレーの故障、配線の
断線またはリレーの固着。

－

76 エンジンオイルのオーバヒート
点火制御により、エンジン回転速度
を3 000 rpm未満に減速させる。

77
エレクトリックトリムコントロール
センサの故障、配線の断線また
は短絡。

ステアリングノズルをトップ位置に設
定する。

97 バッテリモニタ電圧が低い。
リンプホームモード（注記2参照）を
セットする。

98
ECU/ETV回路の故障、配線の
断線または短絡。

リンプホームモード（注記2参照）を
セットする。

7A 吸気温度が高すぎる。
点火制御により、エンジン回転速度
を3 000 rpm未満に減速させる。

7B ノッキングの検知。

点火時期のマップを変更する。変更
後もノッキング信号を検知する場合に
は、点火制御によりエンジン回転速
度を3 000 rpm未満に減速させる。

7C
外気温センサの故障、配線の断
線または短絡。

外気温を0°Cに設定する。

注：
(1)： D－Jメソッド：アイドリング時や低速航走時のようにエンジン負荷が軽い場合、ECUはスロットル負圧

（吸気圧センサの出力電圧）およびエンジン回転速度（クランクシャフトセンサの出力電圧）から計
算して、燃料噴射量を決定する。

(2)： リンプホームモード：ETVは作動しない。出力は点火時期により調整される。
(3)： パワー制限モード：ETVは2重系システムにより制御される。
(4)： α－Nメソッド：エンジン回転速度が上昇し、エンジン負荷が中程度より大きくなると、ECUはスロット

ル開度（スロットルポジションセンサの出力電圧）およびエンジン回転速度から計算して、燃料噴射
量を決定する。

(5)： アイドリングモード：ECUはエンジン回転数をアイドリング速度に設定する。
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スロットルポジションセンサ（サービスコード／文字－11/tPS）

スロットルポジションセンサの取り外し

注意

スロットルポジションセンサは製造時に正確に調整、設定
されているためギヤケース［A］から取り外さないこと。
スロットルボディアッシを落下させないこと（特に硬い面）。
このショックでスロットルポジションセンサが損傷すること
がある。

スロットルポジションセンサ出力電圧の点検

知識
満充電のバッテリを用いる。

• イグニションキーを抜き取る。

• ECUを取り外す（ECUの取り外しの項を参照）。
ECUコネクタははずさないでおく。

•ニードルアダプタセットを使って、デジタルメータをコネクタ
［A］に接続する。

特殊工具 - ニードルアダプタセット：57001-1457

［スロットルポジションセンサの出力電圧］

ECUコネクタとの接続：

(1) デジタルメータ（＋）→緑／白リード線（ECU端子68）
デジタルメータ（－）→黒／白リード線（ECU端子56）

(2) デジタルメータ（＋）→緑／黒リード線（ECU端子57）
デジタルメータ（－）→黒／白リード線（ECU端子56）

• FPOキーをイグニションスイッチに差し込んでONにする。

•出力電圧を測定する。

［出力電圧（スロットル全閉）］

標準値：(1) DC 0.37 ∼ 0.63 V（参考値）

(2) DC 2.37 ∼ 2.63 V（参考値）

［出力電圧（スロットル全開）］

標準値：(1) DC 4.37 ∼ 4.63 V

(2) DC 4.52 ∼ 4.78 V

知識
スロットルを開き、出力電圧が増加するか確認する。
スロットルが全閉位置の時には、水温やスロットルバル
ブの初期開度などの不安定要素があるため、標準値は
判定できない。

• イグニションキーを抜き取る。
測定値が標準範囲からはずれている場合は、入力電圧を
点検する（スロットルポジションセンサ入力電圧の点検の項
を参照）。
測定値が標準範囲に入っている場合は、ECUを交換する
（ECUの取り外し／取り付けの項を参照）。
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スロットルポジションセンサ（サービスコード／文字－11/tPS）

スロットルポジションセンサ入力電圧の点検

知識
満充電のバッテリを用いる。

• イグニションキーを抜き取る。

• ECUを取り外す（ECUの取り外しの項を参照）。
ECUコネクタははずさないでおく。

•ニードルアダプタセットを使って、デジタルメータをコネクタ
［A］に接続する。

特殊工具 - ニードルアダプタセット：57001-1457

［スロットルポジションセンサの入力電圧］

ECUコネクタとの接続：

デジタルメータ（＋）→赤リード線（ECU端子49）

デジタルメータ（－）→黒／白リード線（ECU端子56）

• イグニションキーをイグニションスイッチに差し込んでONに
する。

•エンジンを停止しコネクタを接続した状態で入力電圧を測
定する。

［入力電圧］

標準値： DC 4.75 ∼ 5.25 V

• イグニションキーを抜き取る。
測定値が標準範囲からはずれている場合は、ECUを交換
する（ECUの取り外し／取り付けの項を参照）。
測定値が標準範囲に入っている場合は、次の手順に従っ
てメインハーネスのコネクタ間で配線の導通を点検する。

•取り外す。
シート（船体、エンジンフードの章、シートの取り外しの項
を参照）
ハンドレールプレート（船体、エンジンフードの章、ハンド
レールプレートの取り外しの項を参照）

•スロットルポジションセンサのコネクタ［A］をはずす。

•導通を点検する。
配線に問題がない場合は、スロットルボディアッシを交換する
（スロットルボディアッシの取り付け／取り外しの項を参照）。
配線に問題がある場合は、メインハーネスを交換する。
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スロットルポジションセンサ（サービスコード／文字－11/tPS）

スロットルポジションセンサ回路図

1. ECU
2. スロットルポジションセンサ／ETVアクチュエータ
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吸気圧センサ（サービスコード／文字－12/bOSt）

吸気圧センサの取り外し

注意

吸気圧センサを落としてはいけない（特に硬い面には）。
ショックでセンサが損傷する。

•取り外す。
シート（船体、エンジンフードの章、シートの取り外しの項
を参照）

•はずす。
吸気圧センサコネクタ［A］
バキュームホース［B］

•吸気圧センサ［C］を取り外す。

吸気圧センサの取り付け

•負圧ホースを取り付ける。

•吸気圧センサをインテークマニホールドのステーに取り付け
る。

吸気圧センサ入力電圧の点検

知識
満充電のバッテリを用いる。

• イグニションキーを抜き取る。

•シートを取り外す（船体、エンジンフードの章、シートの取り
外しの項を参照）。

•吸気圧センサコネクタをはずし、図のように計測アダプタ［A］
をコネクタ間に接続する。
メインハーネス［B］
吸気圧センサ［C］

特殊工具 - 計測アダプタ：57001-1700

•デジタルメータ［D］を計測アダプタのリード線に接続する。

［吸気圧センサの入力電圧］

アダプタとの接続：

デジタルメータ（＋）→赤（センサの赤）リード線

デジタルメータ（－）→黒（センサの黒／白）リード線

•エンジンを停止しコネクタを接続した状態で入力電圧を測
定する。

• イグニションキーをイグニションスイッチに差し込んでONに
する。

［入力電圧］

標準値： DC 4.75 ∼ 5.25 V

• イグニションキーを抜き取る。
測定値が標準範囲に入っている場合は、出力電圧を点検
する（吸気圧センサ出力電圧の点検の項を参照）。
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吸気圧センサ（サービスコード／文字－12/bOSt）

測定値が標準範囲からはずれている場合は、ECUを取り外
してメインハーネスのコネクタ間で配線の導通を点検する。
ECUとセンサのコネクタをはずす。

［配線の導通点検］

ECUコネクタ［A］←→
吸気圧センサコネクタ［B］

赤リード線（ECU端子48）［C］

黒／白リード線（ECU端子55）［D］

配線に異常がなければ、ECUのアースと電源を点検する
（ECUへの電源の点検の項を参照）。
アースと電源に問題がない場合は、ECUを交換する（ECU
の取り外し／取り付けの項を参照）。

吸気圧センサ出力電圧の点検

•入力電圧の点検と同じ方法で吸気圧センサの出力電圧を
測定する。
吸気圧センサコネクタをはずし、図のように計測アダプタ［A］
をコネクタ間に接続する。
メインハーネス［B］
吸気圧センサ［C］
デジタルメータ［D］

特殊工具 - 計測アダプタ：57001-1700

［吸気圧センサの出力電圧］

アダプタとの接続：

デジタルメータ（＋）→白（センサの緑／赤）リード線

デジタルメータ（－）→黒（センサの黒／白）リード線

•エンジンを停止しコネクタを接続した状態で出力電圧を測
定する。

•イグニションキーをイグニションスイッチに差し込んでONに
する。

［出力電圧］

使用範囲： DC 1.42 ∼ 1.56 V、標準大気圧（101.32 kPa、
76 cmHg）において

知識
出力電圧は測定場所の大気圧によって変化する。

• イグニションキーを抜き取る。
測定値が使用範囲からはずれている場合は、センサを交換
する。

測定値が使用範囲に入っている場合は、ECUを取り外して
メインハーネスのコネクタ間で配線の導通を点検する。
ECUとセンサのコネクタをはずす。

［配線の導通点検］

ECUコネクタ［A］←→
吸気圧センサコネクタ［B］

緑／赤リード線（ECU端子46）［C］

黒／白リード線（ECU端子55）［D］
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吸気圧センサ（サービスコード／文字－12/bOSt）

配線に異常がなければ、バキューム圧を変化させてセンサ
を点検する。

•吸気圧センサ［A］を取り外し、バキュームホースをセンサか
らはずす。

•適切な補助ホース［B］を吸気圧センサに接続する。

•図のように、デジタルメータ［C］、バキュームゲージ［D］、
フォークオイルレベルゲージ［E］および計測アダプタ［F］を
吸気圧センサに接続する。

特殊工具 - オイルプレッシャゲージ5 kgf/cm2：57001-125

フォークオイルレベルゲージ：57001-1290

計測アダプタ：57001-1700

［吸気圧センサの出力電圧］

アダプタとの接続：

デジタルメータ（＋）→白（センサの緑／赤）リード線

デジタルメータ（－）→黒（センサの黒／白）リード線

• イグニションキーをイグニションスイッチに差し込んでONに
する。

•フォークオイルレベルゲージのハンドルを押しながら、数種
類の負圧表示での吸気圧センサの出力電圧を測定する。

•吸気圧センサの出力電圧を、以下の公式およびグラフを参
照に判定する。

ここで以下とすると：
Pg： インテークマニホールドの負圧（ゲージ）
Pl： 気圧計で測定した現場の大気圧（絶対値）
Pv： インテークマニホールドの負圧（絶対値）
Vv： センサの出力電圧（V）

次式が得られる
Pv = Pl ＋ Pg

例として、次のデータが得られたとする：
Pg = 151.95 kPa （バキュームゲージ測定値）
Pl = 101.32 kPa （気圧計の測定値）
Vv = 3.8 V（デジタルメータの測定値）

次式が得られる
Pv = 101.32 ＋ 151.95 = 253.27 kPa（絶対値）

このPvの値（253.27 kPa）をグラフに書込み、その点［1］から垂
直線を引く。これでセンサ出力電圧の使用範囲［2］が得られ
る。

使用範囲 = 3.6 ∼ 4.0 V
Vv（3.8 V）をその垂直線上に記入する。→点［3］
結果：このグラフでは、Vvは使用範囲内に入っており、センサ
は正常である。
測定値が使用範囲からはずれている場合は、センサを交換
する。
測定値が使用範囲内に入っている場合は、ECUのアースと
電源を点検する（ECUへの電源の点検の項を参照）。
アースと電源に問題がない場合は、ECUを交換する（ECU
の取り外し／取り付けの項を参照）。
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吸気圧センサ（サービスコード／文字－12/bOSt）

ID： アイドリング
Ps： 標準大気圧（絶対値）
Pv： 負圧（絶対値）
ST： センサ出力電圧の標準値（V）
TO： スロットル全開
UR： センサ出力電圧の使用範囲（V）
Vv： 吸気圧センサの出力電圧（V）（デジタルメータの測定値）
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吸気圧センサ（サービスコード／文字－12/bOSt）

吸気圧センサ回路図

1. ECU
2. 吸気圧センサ
3. ジョイントコネクタB（アース）
4. ジョイントコネクタF（5 V）
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吸気温センサ（サービスコード／文字－13/Alrt）

吸気温センサの取り外し／取り付け

注意

吸気温センサを落としてはいけない（特に硬い面には）。
ショックでセンサが損傷する。

•シートを取り外す（船体、エンジンフードの章、シートの取り
外しの項を参照）。

• コネクタ［A］をはずす。

•吸気温センサ［B］およびワッシャを取り外す。

•取り付けは取り外しの逆である。

•締め付ける。

トルク - 吸気温センサ：15 N·m (1.5 kgf·m)

吸気温センサ出力電圧の点検

知識
満充電のバッテリを用いる。

• イグニションキーを抜き取る。

•シートを取り外す（船体、エンジンフードの章、シートの取り
外しの項を参照）。

•吸気温センサコネクタをはずし、図のように計測アダプタ［A］
をコネクタ間に接続する。
メインハーネス［B］
吸気温センサ［C］

特殊工具 - 計測アダプタ：57001-1700

•デジタルメータ［D］を計測アダプタのリード線に接続する。

［吸気温センサの出力電圧］

アダプタとの接続：

デジタルメータ（＋）→赤（センサの赤／青）リード線

デジタルメータ（－）→黒（センサの黒／白）リード線

•エンジンを停止しコネクタを接続した状態で出力電圧を測
定する。

•イグニションキーをイグニションスイッチに差し込んでONに
する。

［出力電圧］

標準値： 約DC 2.25 ∼ 2.50 V／吸気温度20°C

知識
出力電圧は吸気温によって変化する。

• イグニションキーを抜き取る。
測定値が標準範囲に入っている場合は、ECUのアースと電
源を点検する（ECUへの電源の点検の項を参照）。
アースと電源に問題がない場合は、ECUを交換する（ECU
の取り外し／取り付けの項を参照）。
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吸気温センサ（サービスコード／文字－13/Alrt）

測定値が標準範囲からはずれている場合は、ECUを取り外
してメインハーネスのコネクタ間で配線の導通を点検する。
ECUとセンサのコネクタをはずす。

［配線の導通点検］

ECUコネクタ［A］←→

吸気温センサコネクタ［B］

赤／青リード線（ECU端子36）［C］

黒／白リード線（ECU端子55）［D］

配線に問題がなければ、吸気温センサの抵抗値を点検す
る（吸気温センサの抵抗の点検の項を参照）。

吸気温センサの抵抗の点検

•吸気温センサを取り外す（吸気温センサの取り外し／取り付
けの項を参照）。

•センサ［A］を、感熱部とねじ部が液中に沈むように、機械油
の入った容器に吊す。

•感熱部［C］がセンサとおおよそ同じ深さになるように、温度
計［B］を液中に沈める。

知識
センサと温度計が容器の壁や底に触れてはいけない。

•容器を熱源の上に配置し、温度むらが生じないように油を
静かにかきまぜながら、液温を徐々に上げていく。

•デジタルメータを使って、下記の温度における端子間での
センサの内部抵抗を測定する。

［吸気温センサの抵抗］

標準値： 5.4 ∼ 6.6 kΩ/0°C
0.29 ∼ 0.39 kΩ/80°C

測定値が標準値からはずれている場合は、センサを交換す
る。
測定値は標準値に入っているが不具合が解消されない場
合は、ECUを交換する（ECUの取り外し／取り付けの項を参
照）。
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吸気温センサ（サービスコード／文字－13/Alrt）

吸気温センサ回路図

1. ECU
2. 吸気温センサ
3. ジョイントコネクタB（アース）
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水温センサ（サービスコード／文字－14/AqUt）

水温センサの取り外し／取り付け

注意

水温センサを落としてはいけない（特に硬い面には）。
ショックでセンサが損傷する。

•シートを取り外す（船体、エンジンフードの章、シートの取り
外しの項を参照）。

• コネクタ［A］をはずす。

•バンド［B］を切断する。

•水温センサ［C］を取り外す。

•水温センサ［C］を取り付ける前に、エキゾーストパイプ［A］
のくぼみに、エンジンオイル（10W-30）［B］を図のように注
入する。
5 ∼ 10 mm［D］

知識
エキゾーストマニホールドの取り付け穴にエンジンオイル
を充填するときはエキゾーストマニホールドを取り外して
作業すること。エンジンオイルを充填し水温センサを取り
付けること。

注意

エンジンオイルを入れすぎないこと。ボス部が損傷するお
それがある。

•締め付ける。

トルク - 水温センサ：14.7 N·m (1.50 kgf·m)

水温センサ出力電圧の点検

知識
満充電のバッテリを用いる。

• イグニションキーを抜き取る。

•シートを取り外す（船体、エンジンフードの章、シートの取り
外しの項を参照）。

•水温センサコネクタをはずし、図のように計測アダプタ［A］
をコネクタ間に接続する。
メインハーネス［B］
水温センサ［C］

特殊工具 - 計測アダプタ：57001-1700

•デジタルメータ［D］を計測アダプタのリード線に接続する。

［水温センサの出力電圧］

アダプタとの接続：

デジタルメータ（＋）→赤（センサの緑／黄）リード線

デジタルメータ（－）→黒（センサの黒／白）リード線

•エンジンを停止しコネクタを接続した状態で出力電圧を測
定する。

• イグニションキーをイグニションスイッチに差し込んでONに
する。

［出力電圧］

標準値： 約DC 3.5 ∼ 4.0 V／20°C

知識
出力電圧はエンジンの水温によって変化する。
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水温センサ（サービスコード／文字－14/AqUt）

• イグニションキーを抜き取る。
測定値が標準範囲に入っている場合は、ECUのアースと電
源を点検する（ECUへの電源の点検の項を参照）。
アースと電源に問題がない場合は、ECUを交換する（ECU
の取り外し／取り付けの項を参照）。

測定値が標準範囲からはずれている場合は、ECUを取り外
してメインハーネスのコネクタ間で配線の導通を点検する。
ECUとセンサのコネクタをはずす。

［配線の導通点検］

ECUコネクタ［A］←→

水温センサコネクタ［B］

緑／黄リード線（ECU端子53）［C］

黒／白リード線（ECU端子55）［D］

配線に問題がなければ、水温センサの抵抗値を点検する
（水温センサの抵抗の点検の項を参照）。

水温センサの抵抗の点検

•電気系統の章、水温センサの点検の項を参照する。
測定値は標準値に入っているが不具合が解消されない場
合は、ECUを交換する（ECUの取り外し／取り付けの項を参
照）。

水温センサ回路図

1. ECU
2. 水温センサ
3. ジョイントコネクタB（アース）
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アクセルポジションセンサ（サービスコード／文字－18/APS）

アクセルポジションセンサの取り外し

注意

アクセルポジションセンサ［A］は製造時に正確に調整、
設定されているため、取り外さないこと。
アクセルポジションセンサを落下させないこと（特に硬い
面）。このショックでアクセルポジションセンサが損傷する
ことがある。

アクセルポジションセンサ出力電圧の点検

知識
満充電のバッテリを用いる。

• イグニションキーを抜き取る。

• ECUを取り外す（ECUの取り外しの項を参照）。
ECUコネクタははずさないでおく。

•ニードルアダプタセットを使って、デジタルメータをコネクタ
［A］に接続する。

特殊工具 - ニードルアダプタセット：57001-1457

［アクセルポジションセンサの出力電圧］

ECUコネクタとの接続：

(1) デジタルメータ（＋）→桃／青リード線（ECU端子66）
デジタルメータ（－）→灰リード線（ECU端子65）

(2) デジタルメータ（＋）→橙／白リード線（ECU端子50）
デジタルメータ（－）→灰／赤リード線（ECU端子58）

• イグニションキーをイグニションスイッチに差し込んでONに
する。

•出力電圧を測定する。

［出力電圧］

標準値：(1) DC 0.50 ∼ 0.90 V（スロットル全閉）
DC 3.75 ∼ 4.35 V（スロットル全開）

(2) DC 0.35 ∼ 1.05 V（スロットル全閉）
DC 3.60 ∼ 4.50 V（スロットル全開）

知識
スロットルを開き、出力電圧が増加するか確認する。

• イグニションキーを抜き取る。
測定値が標準範囲からはずれている場合は、入力電圧を
点検する（アクセルポジションセンサ入力電圧の点検の項
を参照）。
測定値が標準範囲に入っている場合は、ECUを交換する
（ECUの取り外し／取り付けの項を参照）。

アクセルポジションセンサ入力電圧の点検

知識
満充電のバッテリを用いる。

• イグニションキーを抜き取る。

• ECUを取り外す（ECUの取り外しの項を参照）。
ECUコネクタははずさないでおく。
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アクセルポジションセンサ（サービスコード／文字－18/APS）

•ニードルアダプタセットを使って、デジタルメータをコネクタ
［A］に接続する。

特殊工具 - ニードルアダプタセット：57001-1457

［アクセルポジションセンサの入力電圧］

ECUコネクタとの接続：

(1) デジタルメータ（＋）→桃／黒リード線（ECU端子67）
デジタルメータ（－）→灰リード線（ECU端子65）

(2) デジタルメータ（＋）→橙／黒リード線（ECU端子43）
デジタルメータ（－）→灰／赤リード線（ECU端子58）

•イグニションキーをイグニションスイッチに差し込んでONに
する。

•エンジンを停止しコネクタを接続した状態で入力電圧を測
定する。

［入力電圧］

標準値： （1）および（2）DC 4.75 ∼ 5.25 V

• イグニションキーを抜き取る。
測定値が標準範囲からはずれている場合は、ECUを交換
する（ECUの取り外し／取り付けの項を参照）。
測定値が標準範囲に入っている場合は、アクセルポジショ
ンセンサの抵抗を点検する（アクセルポジションセンサの抵
抗の点検の項を参照）。
測定値が標準値である場合は、アクセルポジションセンサ
回路図を参照してメインハーネスのコネクタ間で配線の導
通を点検する。
配線に問題がある場合は、メインハーネスを交換する。
配線に問題がなければ、ECUを交換する（ECUの取り外し
／取り付けの項を参照）。

アクセルポジションセンサの抵抗の点検

•アクセルポジションセンサアッシを取り外す（アクセルポジ
ションセンサアッシの取り外しの項を参照）。

•デジタルメータ［A］をアクセルポジションセンサコネクタ［B］
の端子に接続する。

［アクセルポジションセンサの抵抗］

接続：

（1）桃／黒リード線端子←→灰リード線端子

（2）橙／黒リード線端子←→灰／赤リード線端子

•アクセルポジションセンサの抵抗を測定する。

［アクセルポジションセンサの抵抗］

標準値：（1）および（2） 4 ∼ 6 kΩ

測定値が標準値からはずれている場合は、アクセルポジショ
ンセンサアッシを交換する。
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アクセルポジションセンサ（サービスコード／文字－18/APS）

アクセルポジションセンサ回路図

1. ECU
2. アクセルポジションセンサ2
3. アクセルポジションセンサ1
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クランクシャフトセンサ（サービスコード／文字－21/CrAg）

クランクシャフトセンサは電源を持っていないため、エンジン
が停止しているときにはクランクシャフトセンサは信号を生成
できなくなる。

クランクシャフトセンサの取り外し／取り付け

•電気系統の章、クランクシャフトセンサの取り外し／取り付
けの項を参照する。

クランクシャフトセンサの抵抗の点検

•電気系統の章、クランクシャフトセンサの点検の項を参照す
る。
測定値が標準範囲に入っている場合は、ピーク電圧を点検
する（クランクシャフトセンサのピーク電圧の点検の項を参
照）。

クランクシャフトセンサのピーク電圧の点検

•電気系統の章、クランクシャフトセンサのピーク電圧の点検
の項を参照する。
測定値が標準範囲に入っている場合は、ECUを取り外して
メインハーネスのコネクタ間で配線の導通を点検する。
ECUとセンサのコネクタをはずす。

［配線の導通点検］

ECUコネクタ［A］←→

クランクシャフトセンサコネクタ［B］

赤／黒リード線（ECU端子38）［C］

橙／青リード線（ECU端子47）［D］

配線に異常がなければ、ECUのアースと電源を点検する
（ECUへの電源の点検の項を参照）。
アースと電源に問題がない場合は、ECUを交換する（ECU
の取り外し／取り付けの項を参照）。

クランクシャフトセンサ回路図

1. ECU
2. クランクシャフトセンサ
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カムシャフトポジションセンサ（サービスコード／文字－23/CAA1）

カムシャフトポジションセンサはカムシャフトの位置（角度）を
検知し、気筒判別を行う。

カムシャフトポジションセンサの取り外し／取り付け

•電気系統の章、カムシャフトポジションセンサの取り外し／
取り付けの項を参照する。

カムシャフトポジションセンサの抵抗の点検

•電気系統の章、カムシャフトポジションセンサの点検の項を
参照する。
測定値が標準範囲に入っている場合は、ピーク電圧を点検
する（カムシャフトポジションセンサのピーク電圧の点検の項
を参照）。

カムシャフトポジションセンサのピーク電圧の点検

•電気系統の章、カムシャフトポジションセンサのピーク電圧
の点検の項を参照する。
測定値が標準範囲に入っている場合は、ECUを取り外して
メインハーネスのコネクタ間で配線の導通を点検する。
ECUとセンサのコネクタをはずす。

［配線の導通点検］

ECUコネクタ［A］←→

カムシャフトポジションセンサコネクタ［B］

白／青リード線（ECU端子39）［C］

黒／白リード線（ECU端子55）［D］

配線に異常がなければ、ECUのアースと電源を点検する
（ECUへの電源の点検の項を参照）。
アースと電源に問題がない場合は、ECUを交換する（ECU
の取り外し／取り付けの項を参照）。

カムシャフトポジションセンサ回路図

1. ECU
2. カムシャフトポジションセンサ
3. ジョイントコネクタB（アース）
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スピードセンサ（サービスコード／文字－24/SPSE）

スピードセンサ取り外し／取り付け

•電気系統の章、スピードセンサの取り外し／取り付けの項を
参照する。

スピードセンサ出力電圧の点検

知識
満充電のバッテリを用いる。

• イグニションキーを抜き取る。

•取り外す。
シート（船体、エンジンフードの章、シートの取り外しの項
を参照）
ハンドレールプレート（船体、エンジンフードの章、ハンド
レールプレートの取り外しの項を参照）
オイルセパレータタンク（エンジン潤滑機構の章、オイルセ
パレータタンクの取り外しの項を参照）
インタクーラ（冷却・ビルジ系統の章、インタクーラの取り外
しの項を参照）

•スピードセンサリード線コネクタ［A］をはずす。

• メインハーネスコネクタとスピードセンサコネクタの間にセッ
ティングアダプタ［A］を接続する。

特殊工具 - スロットルセンサセッティングアダプタ#1：57001-1400

•デジタルメータをハーネスアダプタリード線に接続する。

［スピードセンサの出力電圧］

アダプタとの接続：

デジタルメータ（＋）→黄／白（センサの緑）リード線

デジタルメータ（－）→黒／青（センサの黒）リード線

•エンジンを停止しコネクタを接続した状態で出力電圧を測
定する。

•イグニションキーをイグニションスイッチに差し込んでONに
する。

［出力電圧］

標準値： 約DC 0.05 ∼ 0.09 V／イグニションスイッチON

約DC 4.5 ∼ 4.9 V/0 km/h

知識
ウォータホイールを手で回転させて、出力電圧が増加ま
たは低下するかを確認する。

• イグニションキーを抜き取る。
測定値が標準値に入っている場合は、入力電圧を点検す
る（スピードセンサ入力電圧の点検の項を参照）。
測定値が標準値からはずれている場合は、配線（本項の回
路図を参照）とスピードセンサ（電気系統の章、スピードセン
サの点検の項を参照）を点検する。
配線およびスピードセンサに問題がない場合は、ECUの
アースと電源を点検する（ECU電源の点検の項を参照）。
アースと電源に問題がない場合は、ECUを交換する（ECU
の取り外し／取り付けの項を参照）。
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スピードセンサ（サービスコード／文字－24/SPSE）

スピードセンサ入力電圧の点検

•出力電圧の点検と同じ方法でスピードセンサの入力電圧を
測定する。
スピードセンサコネクタをはずし、セッティングアダプタ［A］
をこれらのコネクタ間に接続する。

特殊工具 - スロットルセンサセッティングアダプタ#1：57001-1400

［スピードセンサの入力電圧］

アダプタとの接続：

デジタルメータ（＋）→青（センサの赤）リード線

デジタルメータ（－）→黒／青（センサの黒）リード線

•エンジンを停止しコネクタを接続した状態で入力電圧を測
定する。

• イグニションキーをイグニションスイッチに差し込んでONに
する。

［入力電圧］

標準値： 約DC 9 ∼ 11 V

• イグニションキーを抜き取る。
測定値が標準値からはずれている場合は、配線（本項の回
路図を参照）とメータユニット（電気系統の章、メータユニッ
トの点検の項を参照）を点検する。
配線およびメータユニットに問題がない場合は、ECUのアー
スと電源を点検する（ECU電源の点検の項を参照）。
アースと電源に問題がない場合は、ECUを交換する（ECU
の取り外し／取り付けの項を参照）。

スピードセンサの点検

•電気系統の章、スピードセンサの点検の項を参照する。
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スピードセンサ（サービスコード／文字－24/SPSE）

スピードセンサ回路図

1. ECU
2. ジョイントコネクタE（アース）
3. ジョイントコネクタJ（スピードセンサ信号）
4. スピードセンサ
5. ジョイントコネクタS（アース）
6. ジョイントコネクタW（10 V）
7. メータユニット
8. ジョイントコネクタQ（アース）
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転倒センサ（サービスコード／文字－31/dOS）

転倒センサには磁石が2個付いたウエイト［A］が付いてお
り、ECUへ信号を送出する。ウォータクラフトが、いずれか片方
に110 ∼ 130°以上傾斜する（実際には転覆する）と、ウエイトが
回転して信号が遮断される。ECUがこの変化を感知し、燃料
ポンプ、燃料インジェクタおよび点火系統を停止する。

ホールIC［B］

転倒センサコネクタ［A］
アース端子（黒／白）［B］
出力端子（青／白）［C］
電源端子（赤／緑）［D］

転倒センサの取り外し

注意

転倒センサを落としてはいけない（特に硬い面には）。
ショックでセンサが損傷する。

•取り外す。
シート（船体、エンジンフードの章、シートの取り外しの項
を参照）
ブラケットボルト［A］およびワッシャ

•はずす。
レギュレータ／レクチファイヤリード線コネクタ［A］
転倒センサリード線コネクタ［B］

•取り外す。
転倒センサ取り付けスクリュ［A］
転倒センサ［B］
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転倒センサ（サービスコード／文字－31/dOS）

転倒センサの取り付け

•センサのUPマーク［A］を上に向けること。

警告

転倒センサの取り付けが不適切な場合、航走中に転倒セ
ンサが作動しエンジン出力が急に失われることがある。
その場合運転者はバランスを失い、旋回時の傾きが大き
くなって、負傷や死亡事故につながるおそれがある。転
倒センサがセンサブラケットで所定の位置に正しく固定さ
れているか確認する。

•締め付ける。

トルク - 転倒センサ取り付けスクリュ：1.5 N·m (0.15 kgf·m)

• コネクタを接続する。

•ブラケットボルトのねじ部にネジロック剤を塗布し、締め付け
る。

トルク - ブラケットボルト：8.8 N·m (0.90 kgf·m)

転倒センサ入力電圧の点検

知識
満充電のバッテリを用いる。

• イグニションキーを抜き取る。

•シートを取り外す（船体、エンジンフードの章、シートの取り
外しの項を参照）。

•転倒センサのコネクタをはずし、図のように計測アダプタ［A］
をコネクタ間に接続する。
メインハーネス［B］
転倒センサ［C］

特殊工具 - 計測アダプタ：57001-1700

•デジタルメータ［D］を計測アダプタのリード線に接続する。

［転倒センサの入力電圧］

アダプタとの接続：

デジタルメータ（＋）→赤（センサの赤／緑）リード線

デジタルメータ（－）→黒（センサの黒／白）リード線

•エンジンを停止しコネクタを接続した状態で入力電圧を測
定する。

•イグニションキーをイグニションスイッチに差し込んでONに
する。

［入力電圧］

標準値：DC 4.75 ∼ 5.25 V

• イグニションキーを抜き取る。
測定値が標準範囲に入っている場合は、出力電圧を点検
する（転倒センサ出力電圧の点検の項を参照）。
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転倒センサ（サービスコード／文字－31/dOS）

測定値が標準範囲からはずれている場合は、ECUを取り外
してメインハーネスのコネクタ間で配線の導通を点検する。
ECUとセンサのコネクタをはずす。

［配線の導通点検］

ECUコネクタ［A］←→

転倒センサコネクタ［B］

赤／緑リード線（ECU端子48（赤リード線））［C］

黒／白リード線（ECU端子55）［D］

配線に異常がなければ、ECUのアースと電源を点検する
（ECUへの電源の点検の項を参照）。
アースと電源に問題がない場合は、ECUを交換する（ECU
の取り外し／取り付けの項を参照）。

転倒センサ出力電圧の点検

•転倒センサを取り外す（転倒センサの取り外しの項を参照）。

•図のように計測アダプタ［A］を転倒センサコネクタに接続す
る。

特殊工具 - 計測アダプタ：57001-1700

メインハーネス［B］
転倒センサ［C］

•デジタルメータ［D］を計測アダプタのリード線に接続する。

［転倒センサの出力電圧］

アダプタとの接続：

デジタルメータ（＋）→白（センサの青／白）リード線

デジタルメータ（－）→黒（センサの黒／白）リード線
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転倒センサ（サービスコード／文字－31/dOS）

•センサを垂直に固定する。

•エンジンを停止しコネクタを接続した状態で出力電圧を測
定する。

•イグニションキーをイグニションスイッチに差し込んでONに
する。

•センサを110 ∼ 130°以上［A］右か左に傾け、次に矢印が上
を向くようにして［B］センサをほぼ垂直に保ち、出力電圧を
測定する。

［出力電圧］

標準値： センサを110 ∼ 130°以上右か左に傾けた状態
で：DC 0.65 ∼ 1.35 V

センサの矢印が上を向いた状態：DC 3.55 ∼
4.45 V

知識
再度テストを行うときは、イグニションキーを抜き取ってか
らもう一度イグニションキーをイグニションスイッチに差し
込んで回してONにする。

• イグニションキーを抜き取る。
測定値が標準値からはずれている場合は、センサを交換す
る。

測定値が標準範囲に入っている場合は、ECUを取り外して
メインハーネスのコネクタ間で配線の導通を点検する。
ECUとセンサのコネクタをはずす。

［配線の導通点検］

ECUコネクタ［A］←→

転倒センサコネクタ［B］

青／白リード線（ECU端子52）［C］

黒／白リード線（ECU端子55）［D］

配線に異常がなければ、ECUのアースと電源を点検する
（ECUへの電源の点検の項を参照）。
アースと電源に問題がない場合は、ECUを交換する（ECU
の取り外し／取り付けの項を参照）。
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転倒センサ（サービスコード／文字－31/dOS）

転倒センサ回路図

1. ECU
2. 転倒センサ
3. ジョイントコネクタB（アース）
4. ジョイントコネクタF（5 V）
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イモビライザアンプ（サービスコード／文字－35/Innb）

アンプの入力電圧の点検

知識
満充電のバッテリを用いる。

• イグニションキーを抜き取る。

• ECUブラケットを取り外す（電気系統の章、吸気温度センサ
（メータユニット用）の取り外し／取り付けの項を参照）。

•ニードルアダプタセットを使って、デジタルメータをイグニショ
ンスイッチコネクタ［A］に接続する。

特殊工具 - ニードルアダプタセット：57001-1457

［アンプの入力電圧］

イグニションスイッチコネクタとの接続：

デジタルメータ（＋）→赤（メインハーネスの赤／黄）リード線

デジタルメータ（－）→黒（メインハーネスの黒）リード線

•エンジンを停止しコネクタを接続した状態で入力電圧を測
定する。

•イグニションキーをイグニションスイッチに差し込んでONに
する。

［入力電圧］

標準値：バッテリ電圧

• イグニションキーを抜き取る。
測定値が標準値からはずれている場合は、配線を点検する
（次項の回路図を参照）。
測定値が標準値からはずれている場合は、ECUへの配線
を点検する（次項の回路図を参照）。
配線に問題がない場合は、イグニションスイッチを交換する
（電気系統の章、イモビライザシステム部品の交換の項を参
照）。
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ブランクキー検知（サービスコード／文字－36/Ignl）

• このコードは以下の状態のときに表示される。
FPOモードまたはSLOモードキーのトランスポンダ［A］の機
能不全。
登録されていないスペアキーを使用した場合。

•上記の問題を解決すれば、サービスコード文字“IgnI”は消
える。

ユーザキーの点検

•ユーザキーを正しく登録する（電気系統の章、キー登録の
項を参照）。
サービスコード文字“IgnI”が再度表示される場合には、キー
のトランスポンダに機能不全が生じているので、交換する。
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ブランクキー検知（サービスコード／文字－36/Ignl）

イモビライザシステム回路図

1. イグニションスイッチ（イモビライザアンプ）
2. ジョイントコネクタP（12 V）
3. ジョイントコネクタR（12 V）
4. システムリレー
5. ジョイントコネクタC（12 V）
6. ECU
7. ジョイントコネクタE（アース）
8. イモビライザ／カワサキ故障診断システムコ

ネクタ

9. メインヒューズ20 A
10. ヒューズボックス1
11. バッテリ
12. ジョイントコネクタS（アース）
13. ジョイントコネクタQ（アース）
14. ジョイントコネクタZ（アース、JT1500M）
15. ジョイントコネクタA（12 V、JT1500M）

*： JT1500M以外
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燃料ポンプリレー（サービスコード／文字－45、46/F-P1、F-P2）

燃料ポンプリレーの取り外し／取り付け

•電気系統の章、リレーアッシの取り外し／取り付けの項を参
照する。
燃料ポンプリレー［A］

燃料ポンプリレーの点検

•電気系統の章、リレーアッシの点検の項を参照する。
燃料ポンプリレーが正常な場合は、配線の導通を点検する
（本項の回路図を参照）。
配線に異常がなければ、ECUのアースと電源を点検する
（ECUへの電源の点検の項を参照）。
アースと電源に問題がない場合は、ECUを交換する（ECU
の取り外し／取り付けの項を参照）。
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燃料ポンプリレー（サービスコード／文字－45、46/F-P1、F-P2）

燃料ポンプリレー回路図

1. イグニションスイッチ
2. ジョイントコネクタP（12 V）
3. ジョイントコネクタR（12 V）
4. 燃料ポンプ
5. ジョイントコネクタT（12 V）
6. ECUメインリレー
7. 燃料ポンプリレー
8. システムリレー
9. ジョイントコネクタL（12 V）

10. ECU

11. ジョイントコネクタD（12 V）
12. ジョイントコネクタC（12 V）
13. ジョイントコネクタE（アース）
14. ジョイントコネクタA（12 V）
15. ジョイントコネクタZ（アース）
16. JT1500M
17. メインヒューズ20 A
18. ヒューズボックス1
19. バッテリ
20. ジョイントコネクタS（アース）
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リターンスプリング（サービスコード／文字－49/SPrl）

リターンスプリングの取り外し

注意

リターンスプリングは製造時に正確に設定されているた
め、ギヤケース［A］から取り外さないこと。

リターンスプリングの点検

•スロットルボディアッシを取り外す（スロットルボディアッシの
取り外しの項を参照）。

•スロットルバルブ［A］を、スプリングの力に対抗して指で押し
て作動させて点検する。
スロットルバルブが軽く動く場合は、リターンスプリングが破
損しているため、スロットルボディアッシを交換する（スロット
ルボディアッシの取り付け／取り外しの項を参照）。
スロットルバルブの動きに抵抗があり、リターンスプリングで
戻る場合は、スロットルポジションセンサの出力電圧を点検
する（スロットルポジションセンサ出力電圧の点検の項を参
照）。
出力電圧に問題がない場合は、ECUを交換する（ECUの取
り外し／取り付けの項を参照）。
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イグニションコイル（サービスコード／文字－51、52/COL1、COL2）

イグニションコイル#1、#4：サービスコード／文字－51/COL1
イグニションコイル#2、#3：サービスコード／文字－52/COL2

イグニションコイルの取り外し／取り付け

•電気系統の章、イグニションコイルの取り外し／取り付けの
項を参照する。

イグニションコイル一次巻線抵抗の点検

•電気系統の章、イグニションコイルの点検の項を参照する。
測定値が標準値に入っている場合は、入力電圧を点検す
る（イグニションコイル入力電圧の点検の項を参照）。

イグニションコイル入力電圧の点検

知識
満充電のバッテリを用いる。

• イグニションキーを抜き取る。

• ECUを取り外す（ECUの取り外しの項を参照）。
ECUコネクタははずさないでおく。

•ニードルアダプタセットを使って、デジタルメータをコネクタ
［A］に接続する。

特殊工具 - ニードルアダプタセット：57001-1457

［イグニションコイルの入力電圧］

ECUコネクタとの接続：

イグニションコイル#1、#4の場合

デジタルメータ（＋）→緑／青リード線（端子1）

デジタルメータ（－）→バッテリ（－）端子

イグニションコイル#2、#3の場合

デジタルメータ（＋）→緑リード線（端子26）

デジタルメータ（－）→バッテリ（－）端子

•エンジンを停止してコネクタを接続した状態で、各イグニショ
ンコイルの一次巻線の入力電圧を測定する。

•イグニションキーをイグニションスイッチに差し込んでONに
する。

［入力電圧］

標準値： バッテリ電圧

• イグニションキーを抜き取る。

•入力電圧が標準範囲に入っている場合は、ECUを交換す
る（ECUの交換／取り付けの項を参照）。
入力電圧が標準値からはずれている場合は、配線の導通
を点検する（本項の回路図を参照）。
配線に問題がなければ、ECUを交換する（ECUの取り外し
／取り付けの項を参照）。
配線に問題がある場合は、メインハーネスを交換する。
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イグニションコイル（サービスコード／文字－51、52/COL1、COL2）

イグニションコイル回路図

1. イグニションスイッチ
2. ジョイントコネクタP（12 V）
3. ジョイントコネクタR（12 V）
4. ECUメインリレー
5. システムリレー
6. ECU
7. ジョイントコネクタD（12 V）
8. ジョイントコネクタC（12 V）
9. ジョイントコネクタE（アース）

10. ジョイントコネクタM（12 V）
11. スパークプラグ
12. イグニションコイル
13. JT1500M
14. ジョイントコネクタA（12 V）
15. ジョイントコネクタZ（アース）
16. メインヒューズ20 A
17. ヒューズボックス1
18. バッテリ
19. ジョイントコネクタS（アース）
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システムリレー（サービスコード文字－57/rEL2）

システムリレーの取り外し／取り付け

•電気系統の章、リレーアッシの取り外し／取り付けの項を参
照する。
システムリレー［A］

システムリレーの点検

•電気系統の章、リレーアッシの点検の項を参照する。
システムリレーが正常な場合は、配線の導通を点検する（本
項の回路図を参照）。
配線に異常がなければ、ECUのアースと電源を点検する
（ECUへの電源の点検の項を参照）。
アースと電源に問題がない場合は、ECUを交換する（ECU
の取り外し／取り付けの項を参照）。
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システムリレー（サービスコード文字－57/rEL2）

システムリレー回路図

1. イグニションスイッチ
2. ジョイントコネクタP（12 V）
3. ジョイントコネクタR（12 V）
4. システムリレー
5. ジョイントコネクタC（12 V）
6. ECU
7. JT1500M

8. ジョイントコネクタA（12 V）
9. ジョイントコネクタZ（アース）

10. ジョイントコネクタE（アース）
11. メインヒューズ20 A
12. ヒューズボックス1
13. バッテリ
14. ジョイントコネクタS（アース）
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ETVアクチュエータ（サービスコード／文字－58/Etl）

ETVアクチュエータの取り外し

注意

ETVアクチュエータは製造時に正確に設定されているた
め、ギヤケース［A］から取り外さないこと。

ETVアクチュエータ入力電圧の点検

知識
満充電のバッテリを用いる。

• イグニションキーを抜き取る。

• ECUを取り外す（ECUの取り外しの項を参照）。
ECUコネクタははずさないでおく。

•ニードルアダプタセットを使って、デジタルメータをコネクタ
［A］に接続する。

特殊工具 - ニードルアダプタセット：57001-1457

［ETVアクチュエータの入力電圧］

ECUコネクタとの接続：

デジタルメータ（＋）→若葉リード線（ECU端子7）

デジタルメータ（－）→若葉／黒リード線（ECU端子8）

•エンジンを停止しコネクタを接続した状態で入力電圧を測
定する。

•イグニションキーをイグニションスイッチに差し込んでONに
する。

［入力電圧］

標準値：約DC 1 ∼ 2 V

• イグニションキーを抜き取る。
測定値が標準値からはずれている場合は、以下の項目を
点検する。
ETVアクチュエータリレー（ETVアクチュエータリレーの点
検の項を参照）
配線（ETVアクチュエータ回路図を参照）

上記項目に問題がない場合は、スロットルボディアッシ（ス
ロットルボディアッシの取り付け／取り外しの項を参照）また
はECUを交換する（ECUの取り付け／取り外しの項を参照）。

ETVアクチュエータリレーの点検

•電気系統の章、リレーアッシの点検の項を参照。
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ETVアクチュエータ（サービスコード／文字－58/Etl）

ETVアクチュエータ回路図

1. イグニションスイッチ
2. ジョイントコネクタP（12 V）
3. ジョイントコネクタR（12 V）
4. ETVアクチュエータリレー
5. システムリレー
6. ジョイントコネクタC（12 V）
7. ECU
8. ジョイントコネクタE（アース）
9. ETVアクチュエータ

10. JT1500M
11. ジョイントコネクタA（12 V）
12. ジョイントコネクタZ（アース）
13. メインヒューズ20 A
14. ヒューズボックス1
15. バッテリ
16. ジョイントコネクタS（アース）
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ノックセンサ（サービスコード／文字－69/dEtS）

ノックセンサの取り外し

注意

ノックセンサを落下させないこと（特に硬い面）。ショックで
センサが損傷する。

•インテークマニホールドを取り外す（インテークマニホールド
の取り外しの項を参照）。

• ノックセンサリード線コネクタ［A］をはずす。

• ノックセンサ［B］を取り外す。

ノックセンサの取り付け

•取り付けは取り外しの逆である。

ノックセンサの抵抗の点検

•取り外す。
インテークマニホールド（インテークマニホールドの取り外
しの項を参照）

• ノックセンサリード線コネクタをはずす。

•デジタルメータをノックセンサリード線コネクタに接続する。

• ノックセンサの抵抗を測定する。

［ノックセンサの抵抗］

接続：センサのリード線［A］←→アース［B］

標準値： 504 ∼ 616 kΩ

測定値が標準値からはずれている場合は、ノックセンサを
交換する。
測定値が標準範囲に入っている場合は、ECUを取り外して
メインハーネスのコネクタ間で配線の導通を点検し、エンジ
ンアースとバッテリ（－）端子間の導通を点検する。

• ECUとセンサのコネクタをはずす。

［配線の導通点検］

ECUコネクタ［A］←→

ノックセンサのコネクタ［B］

若葉リード線（ECU端子19）［C］

エンジンアース←→バッテリ（－）端子

配線に問題がある場合は、メインハーネスを交換および／
または端子を清掃する。
配線に異常がなければノックセンサを交換する。ノックセン
サの交換後でもサービスコードが表示される場合は、ECU
のアースと電源を点検する（ECUへの電源の点検の項を参
照）。
アースと電源に問題がない場合は、ECUを交換する（ECU
の取り外し／取り付けの項を参照）。
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ノックセンサ（サービスコード／文字－69/dEtS）

ノックセンサ回路図

1. ECU
2. ノックセンサ
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エンジンのオーバヒート（サービスコード／文字－71/HEAｔ）

•サービスコード文字“HEAt”が表示された場合には、次の表を参照して疑いのある部品を点検する。

考えられる原因 措置

水の通路の詰まり、緩み、または損傷 点検する（第9章を参照）。

エンジンオイルのレベルが正しくない 点検する（第4章を参照）。

エンジンオイルの品質不良または不適 交換する（第4章を参照）。

水温センサの破損 点検する（第3章および第14章を参照）。

ジェットポンプまたはインペラの損傷 点検する（第11章を参照）。

オイルクーラの詰まり 清掃する（第4章を参照）。

燃焼室内のカーボン堆積 清掃する（第6章を参照）。
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エンジンオイルの圧力低下（サービスコード／文字－72/OILP）

•サービスコード文字“OILP”が表示された場合には、次の表を参照して疑いのある部品を点検する。

考えられる原因 措置

オイル漏れ 点検する（第4章を参照）。

エンジンオイルレベルが低過ぎる 点検する（第4章を参照）。

エンジンオイル粘度が低過ぎる 点検する（第4章を参照）。

オイルフィルタの詰まり 清掃する（第4章を参照）。

油圧警告灯スイッチの損傷 点検する（第3章および第14章を参照）。

オイルクーラの詰まり 点検する（第4章を参照）。

カムシャフトベアリングの摩耗 点検する（第6章を参照）。

クランクシャフトベアリングの摩耗 点検する（第8章を参照）。

リリーフバルブの開閉不良 交換する（第4章を参照）。

オイルポンプの損傷 交換する（第4章を参照）。

オイルスクリーンの詰まり 清掃する（第4章を参照）。

クランクケースのオイル通路のOリングの損傷 交換する（第4章を参照）。
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油温センサ（サービスコード／文字－73/OILt）

油温センサの取り外し／取り付け

注意

油温センサを落下させないこと（特に硬い面）。ショックで
センサが損傷する。

•取り外す。
エンジン（エンジンの取り外し／取り付けの章、エンジンの
取り外しの項を参照）
油温センサ［A］

•油温センサ［C］を取り付ける前に、オイルパン［A］のくぼみ
に、伝熱グリース［B］を図のように詰め込む。

伝熱グリース -

伝熱グリース、SCH-20：92137-1002または同等品

注意

グリースを入れすぎないこと。ボス部が損傷するおそれ
がある。

•締め付ける。

トルク - 油温センサ：15 N·m (1.5 kgf·m)

油温センサ出力電圧の点検

知識
満充電のバッテリを用いる。

• イグニションキーを抜き取る。

•シートを取り外す（船体、エンジンフードの章、シートの取り
外しの項を参照）。

•油温センサコネクタをはずし、図のように計測アダプタ［A］
をコネクタ間に接続する。
メインハーネス［B］
油温センサ［C］

特殊工具 - 計測アダプタ：57001-1700

•デジタルメータ［D］を計測アダプタのリード線に接続する。

［油温センサの出力電圧］

アダプタとの接続：

デジタルメータ（＋）→赤（センサの黄）リード線

デジタルメータ（－）→黒（センサの黒／白）リード線

•エンジンを停止しコネクタを接続した状態で出力電圧を測
定する。

•イグニションキーをイグニションスイッチに差し込んでONに
する。

［出力電圧］

標準値： 約DC 3.5 ∼ 4.0 V/20°C

知識
出力電圧はエンジンの油温によって変化する。

• イグニションキーを抜き取る。
測定値が標準範囲に入っている場合は、ECUのアースと電
源を点検する（ECUへの電源の点検の項を参照）。
アースと電源に問題がない場合は、ECUを交換する（ECU
の取り外し／取り付けの項を参照）。



燃料系統（DFI） 3-85

油温センサ（サービスコード／文字－73/OILt）

測定値が標準範囲からはずれている場合は、ECUを取り外
してメインハーネスのコネクタ間で配線の導通を点検する。
ECUとセンサのコネクタをはずす。

［配線の導通点検］

ECUコネクタ［A］←→

油温センサコネクタ［B］

黄リード線（ECU端子54）［C］

黒／白リード線（ECU端子55）［D］

配線に問題がなければ、油温センサの抵抗値を点検する
（油温センサの抵抗の点検の項を参照）。

油温センサの抵抗の点検

•電気系統の章、油温センサの点検の項を参照する。
測定値は標準値に入っているが不具合が解消されない場
合は、ECUを交換する（ECUの取り外し／取り付けの項を参
照）。

油温センサ回路図

1. ECU
2. 油温センサ
3. ジョイントコネクタB（アース）
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ECUメインリレー（サービスコード／文字－75/rEL）

ECUメインリレーの取り外し／取り付け

•電気系統の章、リレーアッシの取り外し／取り付けの項を参
照する。
ECUメインリレー［A］

ECUメインリレーの点検

•電気系統の章、リレーアッシの点検の項を参照。
ECUメインリレーが正常な場合は、配線の導通を点検する
（本項の回路図を参照）。
配線に異常がなければ、ECUのアースと電源を点検する
（ECUへの電源の点検の項を参照）。
アースと電源に問題がない場合は、ECUを交換する（ECU
の取り外し／取り付けの項を参照）。
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ECUメインリレー（サービスコード／文字－75/rEL）

ECUメインリレー回路図

1. イグニションスイッチ
2. ジョイントコネクタP（12 V）
3. ジョイントコネクタR（12 V）
4. ジョイントコネクタT（12 V）
5. ECUメインリレー
6. ジョイントコネクタD（12 V）
7. ジョイントコネクタC（12 V）
8. ECU

9. ジョイントコネクタE（アース）
10. JT1500M
11. ジョイントコネクタA（12 V）
12. ジョイントコネクタZ（アース）
13. メインヒューズ20 A
14. ヒューズボックス1
15. バッテリ
16. ジョイントコネクタS（アース）
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エンジンオイルのオーバヒート（サービスコード／文字－76/OILH）

•サービスコード文字“OILH”が表示された場合には、次の表を参照して疑いのある部品を点検する。

考えられる原因 措置

エンジンオイルのレベルが正しくない 点検する（第4章を参照）。

エンジンオイルの品質不良または不適 交換する（第4章を参照）。

油温センサの破損 点検する（第3章および第14章を参照）。

オイルクーラの詰まり 清掃する（第4章を参照）。

オイルポンプの機能不全 点検する（第4章を参照）。

リリーフバルブの機能不全 点検する（第4章を参照）。

水の通路の詰まり、緩み、または損傷 点検する（第9章を参照）。

ジェットポンプ内のゴミ 点検する（第11章を参照）。
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エレクトリックトリムコントロールセンサ（サービスコード／文字－77/PoSI）

エレクトリックトリムコントロールセンサの取り外し／取り
付け

注意

エレクトリックトリムコントロールセンサは製造時に正確に
調整、設定されているため、取り外さないこと。
エレクトリックトリムコントロールアクチュエータを落下させ
ないこと（特に硬い面）。ショックでエレクトリックトリムコン
トロールセンサが損傷する。

エレクトリックトリムコントロールセンサの点検

知識
満充電のバッテリを用いる。

• イグニションキーをイグニションスイッチに差し込んでONに
する。

•エレクトリックトリムコントロールボタンを押す。

•ステアリングノズル［A］が上下一杯の位置までスムーズに動
くか確認する。

知識
無段階調整範囲は基準（水平）位置から±8°である。

エレクトリックトリムコントロールアクチュエータはステアリング
ノズルが水平［A］になると自動的に停止する。

• イグニションキーを抜き取る。
ステアリングノズルが正常に作動する場合は、次を点検す
る。
配線（エレクトリックトリムコントロールシステム回路図を参
照）
ECU（ECUへの電源の点検の項を参照）
ステアリングノズルが作動しない場合には、抵抗を点検する
（エレクトリックトリムコントロールセンサの抵抗の点検の項を
参照）。

エレクトリックトリムコントロールセンサの抵抗の点検

•フロントアクセスカバーを取り外す（船体、エンジンフードの
章、フロントアクセスカバーの取り外し／取り付けの項を参
照）。

• リベット［A］を取り外す。
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エレクトリックトリムコントロールセンサ（サービスコード／文字－77/PoSI）

•エレクトリックトリムコントロールアクチュエータリード線コネク
タ（緑、4ピン）［A］をはずす。

•デジタルメータをエレクトリックトリムコントロールアクチュエー
タのリード線コネクタ［A］に接続する。

•エレクトリックトリムコントロールセンサの抵抗を測定する。

［エレクトリックトリムコントロールセンサの抵抗］

接続： 白／赤リード線［B］ ←→ 青／赤リード線［C］

標準値： 479 ∼ 718 Ω

測定値が標準値からはずれている場合は、エレクトリックトリ
ムコントロールアクチュエータを交換する。
測定値が標準範囲に入っている場合は、出力電圧を点検
する（エレクトリックトリムコントロールセンサ出力電圧の点検
の項を参照）。

エレクトリックトリムコントロールセンサ出力電圧の点検

•エレクトリックトリムコントロールアクチュエータリード線コネク
タをはずす。
緑、4ピン［A］
黒、2ピン［B］
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エレクトリックトリムコントロールセンサ（サービスコード／文字－77/PoSI）

•図のように計測アダプタ［A］をこれらのコネクタ間に接続す
る。
メインハーネス［B］
エレクトリックトリムコントロールアクチュエータ［C］

特殊工具 - 計測アダプタ：57001-1700

•デジタルメータ［D］を計測アダプタのリード線に接続する。

•エンジンを停止しコネクタを接続した状態で出力電圧を測
定する。

• イグニションキーをイグニションスイッチに差し込んでONに
する。

•エレクトリックトリムコントロールボタンを押したときに、出力電
圧が変化することを確認する。
UPボタンを押したときには出力電圧が増加する。
DOWNボタンを押したときには出力電圧が低下する。

• イグニションキーを抜き取る。
表示値が変化しない場合は、エレクトリックトリムコントロール
アクチュエータを交換する。
表示値が変化する場合は、以下を点検する。
配線（本項の回路図を参照）
ECU（ECUへの電源の点検の項を参照）
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エレクトリックトリムコントロールセンサ（サービスコード／文字－77/PoSI）

エレクトリックトリムコントロールシステム回路図

1. イグニションスイッチ
2. ジョイントコネクタP（12 V）
3. ジョイントコネクタR（12 V）
4. ジョイントコネクタT（12 V）
5. ECUメインリレー
6. システムリレー
7. ジョイントコネクタB（アース）
8. ジョイントコネクタF（5 V）
9. ジョイントコネクタD（12 V）

10. ジョイントコネクタC（12 V）
11. ECU
12. エレクトリックトリムコントロールボタン
13. JT1500M

14. ジョイントコネクタA（12 V）
15. ジョイントコネクタZ（アース）
16. ジョイントコネクタE（アース）
17. エレクトリックトリムコントロールセンサ
18. エレクトリックトリムコントロールモータ
19. メインヒューズ20 A
20. ヒューズボックス1
21. エレクトリックトリムコントロールリレーヒューズ

20 A
22. ヒューズボックス2
23. バッテリ
24. ジョイントコネクタY（アース）
25. ジョイントコネクタS（アース）
26. エレクトリックトリムコントロールリレー
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バッテリ電圧（サービスコード／文字－97/bAt2）

バッテリ電圧の点検

•電気系統の章、充電状態の点検の項を参照する。
バッテリ電圧に問題がない場合は、ECUを交換する（ECU
の取り外し／取り付けの項を参照）。

バッテリモニタ回路図

1. ジョイントコネクタP（12 V）
2. ジョイントコネクタR（12 V）
3. ジョイントコネクタT（12 V）
4. 燃料ポンプリレー
5. システムリレー
6. ジョイントコネクタL（12 V）
7. ジョイントコネクタD（12 V）
8. ジョイントコネクタC（12 V）
9. ECU

10. ジョイントコネクタE（アース）
11. JT1500M
12. ジョイントコネクタA（12 V）
13. ジョイントコネクタZ（アース）
14. メインヒューズ20 A
15. ヒューズボックス1
16. バッテリ
17. ジョイントコネクタS（アース）
18. イグニションスイッチ
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ETV制御回路（サービスコード／文字－98/Cont）

ETV制御回路の点検
ETV制御回路はECU［A］が制御している。
従って、ETV制御回路を点検することはできない。

• LCDにサービスコード“Cont”が表示された場合は、ECUを
交換する（ECUの取り外し／取り付けの項を参照）。
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吸気温センサのオーバヒート（サービスコード／文字－7A/AIrH）

このセンサの周囲温度が80°C以上になるとサービスコード文字が表示される。

•サービスコード文字“AIrH”が表示された場合には、次の表を参照して疑いのある部品を点検する。

考えられる原因 措置

水の通路の詰まり、緩み、または損傷 点検する（第9章を参照）。

水温センサの破損 点検する（第3章および第14章を参照）。

オイルクーラの詰まり 清掃する（第4章を参照）。

燃焼室内のカーボン堆積 清掃する（第6章を参照）。

上記の原因に問題がない場合は、外気温センサを点検する（外気温センサの点検の項を参照）。
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ノッキングの検知（サービスコード／文字－7B/dEtO）

•サービスコード文字“dEtO”が表示された場合には、次の表を参照して疑いのある部品を点検する。

考えられる原因 措置

燃料の品質不良またはオクタン価の不適 適切なオクタン価のガソリンを使用する。

エンジン取り付け部の緩み。 点検する（第2章を参照）。

ジェットポンプインペラとポンプハウジング間での海草また
はゴミの詰まり。

点検する（第11章を参照）。

クランクシャフトとドライブシャフトのアライメント不良。 点検する（第8章、第10章を参照）。
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外気温センサ（サービスコード／文字－7C/AIrA）

外気温センサの取り外し／取り付け

•電気系統の章、外気温センサの取り外し／取り付けの項を
参照する。

外気温センサの点検

•電気系統の章、外気温センサの点検の項を参照する。
外気温センサに問題がない場合は、ECUを取り外してメイ
ンハーネスのコネクタ間で配線の導通を点検する。
ECUとセンサのコネクタをはずす。

［配線の導通点検］

ECUコネクタ［A］←→

外気温センサコネクタ［B］

白／黄リード線（ECU端子63）［C］

黒／白リード線（ECU端子55）［D］

配線に異常がなければ、ECUのアースと電源を点検する
（ECUへの電源の点検の項を参照）。
アースと電源に問題がない場合は、ECUを交換する（ECU
の取り外し／取り付けの項を参照）。

外気温センサ回路図

1. ECU
2. 外気温センサ
3. ジョイントコネクタB（アース）
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警告灯（LED）

警告灯（LED）の点検
赤色警告灯（LED）［A］は次の警告に使用される。
燃料レベル
バッテリ電圧低下
エンジン冷却水温度
吸気温センサのオーバヒート
エンジンオイル圧力
油温センサ
エンジンオイルのオーバヒート
DFIシステム
点火系統
イモビライザシステム

警告灯（LED）（FI／イモビライザ）回路図

1. ECU
2. ジョイントコネクタE（アース）
3. ジョイントコネクタS（アース）
4. メータユニット
5. ジョイントコネクタQ（アース）
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燃料インジェクタ

燃料インジェクタの取り外し

警告

燃料は非常に引火性が高く、一定の条件下では火災や
爆発の可能性がある。火災や爆発を避けるため、イグニ
ションスイッチをOFFにする。バッテリ（－）ケーブルの端
子をはずす。作業はよく換気された場所で行い、付近に
火気がないことを確認すること。パイロットランプ付きの電
気製品も近くに置かない。燃料がこぼれた場合には、す
ぐに残らず拭きとること。

•シートを取り外す（船体、エンジンフードの章、シートの取り
外しの項を参照）。

•スパークプラグリード線を取り外し、エンジンルームの外［A］
に置く。

•バンド［B］を切断する。

•はずす。
燃料ホース［A］（燃料ホースの取り外しの項を参照）
燃料インジェクタコネクタ［B］

•スクリュ［A］を取り外して、燃料インジェクタをデリバリパイプ
アッシ［B］と共にインテークマニホールドから取り外す。

知識
燃料インジェクタをインテークマニホールドから取り外す
ときに、燃料インジェクタの差し込み部を傷つけないこと。

•燃料インジェクタ［A］をデリバリパイプアッシ［B］から取り外
す。

知識
燃料インジェクタをデリバリパイプアッシから取り外すとき
に、燃料インジェクタの差し込み部を傷つけないこと。

注意

燃料インジェクタを落としてはいけない（特に硬い面に
は）。ショックで燃料インジェクタが損傷する。

燃料インジェクタの取り付け

•組み付ける前に、インテークマニホールドおよびデリバリパ
イプアッシの汚れや付着物を圧縮空気で吹き飛ばす。
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燃料インジェクタ

•ジョイントパイプ［B］のOリング［A］を新品と交換する。

•デリバリパイプ［C］に新品のOリングを挿入する。
左右のデリバリパイプは同一である。

•各燃料インジェクタ［B］のOリング［A］を新品と交換する。

•各燃料インジェクタをデリバリパイプアッシ［C］に挿入し、燃
料インジェクタがスムーズに回転するかどうか確認する。

•ダストシール［A］を新品と交換する。

•新品のダストシールをインテークマニホールド［B］に挿入す
る。
この写真はインテークマニホールドを取り外した状態である。

•燃料インジェクタをデリバリパイプアッシと共にインテークマ
ニホールドに取り付ける。

•締め付ける。

トルク - デリバリパイプアッシ取り付けスクリュ：3.5 N·m (0.36

kgf·m)

•ダクト、ホース、リード線およびハーネスを正しく通す（付録
の章、ケーブル、ワイヤ、ホースの通し方の節を参照）。

•取り外した部品を取り付ける（該当する章を参照）。

燃料インジェクタ作動音の点検

知識
満充電のバッテリを用いる。

•シートを取り外す（船体、エンジンフードの章、シートの取り
外しの項を参照）。
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燃料インジェクタ

•エンジンを始動する。

•マイナスドライバ［A］の先端を燃料インジェクタ［B］にあて
がう。マイナスドライバのグリップ端部を耳に当て、燃料イン
ジェクタのクリック音が聞こえるかどうか確かめる。
聴診器を利用してもかまわない。
クリック音の間隔は、エンジン回転速度が上がるにつれて短
くなる。

•他の燃料インジェクタにも同じ作業を繰り返す。
すべての燃料インジェクタから規則的なクリック音が聞こえ
れば、燃料インジェクタは正常である。

• イグニションキーを抜き取る。
燃料インジェクタからクリック音が聞こえなければ、その燃料
インジェクタの抵抗を点検する（燃料インジェクタの抵抗の
点検の項を参照）。

燃料インジェクタの抵抗の点検

•シートを取り外す（船体、エンジンフードの章、シートの取り
外しの項を参照）。

•燃料インジェクタコネクタ［A］をはずす。

•デジタルメータを各燃料インジェクタの端子［A］に接続する。

•燃料インジェクタの抵抗値を測定する。

［燃料インジェクタの抵抗］

標準値： 約11.7 ∼ 12.3 Ω/20°C

測定値が標準値からはずれている場合は、燃料インジェク
タを交換する。
測定値が標準値に入っている場合は、電源電圧を点検す
る（燃料インジェクタ電源電圧の点検の項を参照）。
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燃料インジェクタ

燃料インジェクタ電源電圧の点検

知識
満充電のバッテリを用いる。

• イグニションキーを抜き取る。

•シートを取り外す（船体、エンジンフードの章、シートの取り
外しの項を参照）。

•インジェクタコネクタをはずし、図のように計測アダプタ［A］
をこれらのコネクタ間に接続する。
メインハーネス［B］
燃料インジェクタ#1［C］

特殊工具 - 計測アダプタ：57001-1700

•デジタルメータ［D］を計測アダプタリード線に接続する。

［燃料インジェクタの電源電圧］

アダプタとの接続：

燃料インジェクタ#1、#2、#3、#4

デジタルメータ（＋）→赤（インジェクタの赤／白）リード線

デジタルメータ（－）→バッテリ（－）端子

•エンジンを停止した状態で電源電圧を測定する。

•イグニションキーをイグニションスイッチに差し込んでONに
する。

［電源電圧］

標準値： バッテリ電圧を3秒間指示し、次に0 Vになる。

• イグニションキーを抜き取る。
測定値がバッテリ電圧のままで0 Vにならない場合は、燃料
ポンプリレーを点検する（電気系統の章、リレーアッシの点
検の項を参照）。
燃料ポンプリレーが正常である場合は、ECUのアースと電
源を点検する（ECUへの電源の点検の項を参照）。
アースと電源に問題がない場合は、ECUを交換する（ECU
の取り外し／取り付けの項を参照）。
バッテリ電圧にならない場合は、燃料ポンプリレーを点検す
る（電気系統の章、リレーアッシの点検の項を参照）。
燃料ポンプリレーが正常な場合は、電源の配線を点検する
（本項の回路図を参照）。
配線に異常がなければ、ECUのアースと電源を点検する
（ECUへの電源の点検の項を参照）。
アースと電源に問題がない場合は、ECUを交換する（ECU
の取り外し／取り付けの項を参照）。
測定値が標準値の場合は、出力電圧を点検する（燃料イン
ジェクタ出力電圧の点検の項を参照）。
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燃料インジェクタ

燃料インジェクタ出力電圧の点検

知識
満充電のバッテリを用いる。

• イグニションキーを抜き取る。

• ECUを取り外す（ECUの取り外しの項を参照）。
ECUコネクタをはずしてはいけない。

•ニードルアダプタセットを使って、デジタルメータ［A］をコネ
クタ［B］に接続する。

特殊工具 - ニードルアダプタセット：57001-1457

［燃料インジェクタの出力電圧］

ECUコネクタとの接続：

燃料インジェクタ#1の場合

デジタルメータ（＋）→スミレ色リード線（ECU端子29）

デジタルメータ（－）→バッテリ（－）端子

燃料インジェクタ#2の場合

デジタルメータ（＋）→橙リード線（ECU端子27）

デジタルメータ（－）→バッテリ（－）端子

燃料インジェクタ#3の場合

デジタルメータ（＋）→茶リード線（ECU端子30）

デジタルメータ（－）→バッテリ（－）端子

燃料インジェクタ#4の場合

デジタルメータ（＋）→青／黄リード線（ECU端子28）

デジタルメータ（－）→バッテリ（－）端子

•エンジンを停止しコネクタを接続した状態で出力電圧を測
定する。

• イグニションキーをイグニションスイッチに差し込んでONに
する。

［出力電圧］

標準値： バッテリ電圧を3秒間指示し、次に0 Vになる。

• イグニションキーを抜き取る。
測定値が標準値であれば、ECUのアースと電源を点検する
（ECUへの電源の点検の項を参照）。
アースと電源に問題がない場合は、ECUを交換する（ECU
の取り外し／取り付けの項を参照）。
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燃料インジェクタ

測定値が標準値からはずれている場合は、ECUを取り外し
てメインハーネスのコネクタ間で配線の導通を点検する。
ECUとインジェクタのコネクタをはずす。

［配線の導通点検］

ECUコネクタ［A］←→燃料インジェクタコネクタ［B］

燃料インジェクタ#1の場合

スミレ色リード線（ECU端子29）［C］

燃料インジェクタ#2の場合

橙リード線（ECU端子27）

燃料インジェクタ#3の場合

茶リード線（ECU端子30）

燃料インジェクタ#4の場合

青／黄リード線（ECU端子28）

配線に異常がなければ、ECUのアースと電源を点検する
（ECUへの電源の点検の項を参照）。
アースと電源に問題がない場合は、ECUを交換する（ECU
の取り外し／取り付けの項を参照）。

燃料インジェクタ燃料ラインの点検

•取り外す。
シート（船体、エンジンフードの章、シートの取り外しの項
を参照）
燃料ホース（燃料ホースの取り外しの項を参照）

•以下の手順でインジェクタ燃料ラインに漏れがないか点検
する。
図のように、市販のバキューム／圧力ポンプ［A］を、燃料
ホース［C］（供給側をクランプ［D］で固定）でデリバリパイプ
［B］のニップルに接続する。
図の部分［E］に石けん水を塗布する。
圧力ゲージを見ながら、ポンプのレバーを握り、 大圧力に
達するまで加圧する。

［インジェクタ燃料ラインの 大圧力］

標準値： 385 kPa (3.93 kgf/cm2)

注意

高圧によりシールが破損する可能性がある。燃料系に
大圧力以上の圧力を加えてはいけない。

ゲージは少なくとも6秒間は観察すること。
圧力が一定に維持されていれば、燃料ラインは正常である。
圧力がすぐに低下する場合、あるいは石けん水を塗布した
部分に気泡が発生する場合は、燃料ラインに漏れがある。
デリバリパイプアッシ、燃料インジェクタおよび関連部品を
交換する。
もう一度点検を行い、燃料ラインに漏れがないか調べる。

•燃料ホースを取り付ける（燃料ホースの取り付けの項を参
照）。

•エンジンを始動し、燃料漏れがないか点検する。
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燃料インジェクタ

燃料インジェクタ回路図

1. ジョイントコネクタP（12 V）
2. ジョイントコネクタR（12 V）
3. ジョイントコネクタT（12 V）
4. ECUメインリレー
5. 燃料ポンプリレー
6. システムリレー
7. 燃料インジェクタ#1
8. 燃料インジェクタ#2
9. 燃料インジェクタ#3

10. 燃料インジェクタ#4
11. ジョイントコネクタL（12 V）
12. ECU
13. ジョイントコネクタD（12 V）
14. ジョイントコネクタC（12 V）
15. ジョイントコネクタE（アース）
16. JT1500M
17. ジョイントコネクタA（12 V）
18. ジョイントコネクタZ（アース）
19. ヒューズボックス1
20. メインヒューズ20 A
21. バッテリ
22. ジョイントコネクタS（アース）
23. イグニションスイッチ
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ECU

ECUの取り外し

注意

ECUを落下させないこと（特に硬い面に）。衝撃でECUが
損傷する。

•取り外す。
フロントアクセスカバー（船体、エンジンフードの章、フロン
トアクセスカバーの取り外し／取り付けの項を参照）
取り付けボルト［A］

• ECUコネクタ［B］をはずす。

• ECU［C］を取り外す。

ECUの取り付け

• ECUコネクタを接続して取り付ける。

• ECU取り付けボルトのねじ部にネジロック剤を塗布し、締め
付ける。

トルク - ECU取り付けボルト：3.0 N·m (0.31 kgf·m)

知識
ECUを新品に交換した場合、FPOキーとSLOキーを登録
すること（電気系統の章、キーの登録の項を参照）。

ECUへの電源の点検

•フロントアクセスカバーを取り外す（船体、エンジンフードの
章、フロントアクセスカバーの取り外し／取り付けの項を参
照）。

• ECUコネクタを目視点検する。
コネクタに泥やほこりが詰まっていたら、圧縮空気を吹き付
けて取り除く。

• ECUを取り外す（ECUの取り外しの項を参照）。

• ECUコネクタの端子［A］を目視点検する。
メインハーネスコネクタの端子に損傷がある場合は、メイン
ハーネスを交換する。
ECUコネクタの端子に損傷がある場合は、ECUを交換する。

• イグニションキーを抜き取る。

• ECUコネクタ［A］をはずす。

•次の配線で導通を点検する。

［ECUアースの点検］

接続：

(I) 黒リード線（ECU端子10また
は18）

←→ バッテリ（－）端子

(II) 黒／赤リード線（ECU端子34） ←→ バッテリ（－）端子

(III) エンジンアース ←→ バッテリ（－）端子

判定基準：

両方とも：0 Ω

導通がない場合は、コネクタ、エンジンアースへのスタータ
モータ（－）ケーブル、またはメインハーネスを点検し、必要
に応じて修理、交換する。
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ECU

配線に問題がない場合は、ECUの電源電圧を点検する。

知識
満充電のバッテリを用いる。

• ECUコネクタを接続する。

•ニードルアダプタセットを使って、デジタルメータ［A］をコネ
クタ［B］に接続する。

特殊工具 - ニードルアダプタセット：57001-1457

［ECUへの電源の点検］

接続：

(I) デジタルメータ（＋）→端子17（赤／黒）

デジタルメータ（－）→バッテリ（－）端子

(II) デジタルメータ（＋）→端子25（赤／黄）

デジタルメータ（－）→バッテリ（－）端子

(III) デジタルメータ（＋）→端子60（赤／黄）

デジタルメータ（－）→バッテリ（－）端子

イグニションスイッチがOFFの状態：

端子17（赤／黒）：0 V

端子25（赤／黄）：0 V

端子60（赤／黄）：0 V

イグニションスイッチがONの状態：

端子17（赤／黒）：バッテリ電圧（イグニションスイッチを
押した状態）

端子25（赤／黄）：バッテリ電圧

端子60（赤／黄）：バッテリ電圧

測定値が標準値からはずれている場合は、以下を点検す
る。
メインヒューズ20 A（電気系統の章、ヒューズの点検の項を
参照）
イグニションスイッチ（電気系統の章、スイッチの点検の項
を参照）
システムリレー（電気系統の章、リレーアッシの点検の項を
参照）
ECUメインリレー（電気系統の章、リレーアッシの点検の項
を参照）
電源の配線（本項の回路図を参照）

ヒューズ、イグニションスイッチ、リレーおよび配線に問題が
ない場合は、ECUを交換する（ECUの取り外し／取り付けの
項を参照）。
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ECU

ECU電源回路図

1. イグニションスイッチ
2. ジョイントコネクタP（12 V）
3. ジョイントコネクタR（12 V）
4. ジョイントコネクタT（12 V）
5. ECUメインリレー
6. システムリレー
7. ECU
8. ジョイントコネクタD（12 V）
9. ジョイントコネクタC（12 V）

10. ジョイントコネクタE（アース）

11. JT1500M
12. ジョイントコネクタA（12 V）
13. ジョイントコネクタZ（アース）
14. メインヒューズ20 A
15. ヒューズボックス1
16. バッテリ
17. スタータモータ
18. ジョイントコネクタY（アース）
19. ジョイントコネクタS（アース）
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DFIの電源

メインヒューズの取り外し

•電気系統の章、ヒューズの点検の項を参照する。

メインヒューズの取り付け
運転中にヒューズが切れた場合は、まずDFIシステムを点検
して原因を突き止めてから、ヒューズを適正アンペアの新品
に交換する。

•電気系統の章、ヒューズの点検の項を参照する。

メインヒューズの点検

•電気系統の章、ヒューズの点検の項を参照する。



3-110 燃料系統（DFI）

スロットルレバー、ケーブル、およびケース

スロットルケーブルの遊び点検

•定期点検整備の章、スロットルコントロール系統の点検の項
を参照する。

スロットルケーブルの遊び調整

•定期点検整備の章、スロットルコントロール系統の点検の項
を参照する。

スロットルケースの取り外し／分解

•スロットルケーブル下端をアクセルポジションセンサアッシ
から取り外す（アクセルポジションセンサアッシの取り外しの
項を参照）。

•ハンドルバーパッドを取り外す（ステアリングの章、ハンドル
バーの取り外しの項を参照）。

•スロットルケースを取り外す。
スロットルケース取り付けスクリュ［A］をはずし、前後のケー
ス［B］を分離する。

•スロットルケーブルをケースから取り外す。
ゴムブーツ［A］およびゴムキャップ［B］をずらしてはずす。
スロットルケーブル上端ロックナット［C］をゆるめて調整ナッ
ト［D］を回す。

マイナスドライバ［A］を使って、ケーブルの先端［B］をケー
スボディからはずす。
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スロットルレバー、ケーブル、およびケース

•スロットルケースを分解する。
サークリップ［A］、平ワッシャ［B］、ピン［C］、スロットルレバー
［D］、およびリターンスプリング［E］を、ケース［F］から取り外
す。

スロットルケースの組み立て／取り付け

•図のように、リターンスプリングの先端［A］をスロットルレバー
の穴［B］に挿入し、スプリングをスロットルケース［C］にセッ
トする。

•スロットルレバーをケースに取り付ける。

•組み立て／取り付けを行う前に、スロットルケーブルを潤滑
する。
スロットルケーブルの先端に耐水グリースを塗布する。

•スロットルケーブルを引いて、ケーブルの先端［A］をセット
する。

•アジャスティングナットをレンチで止めておき、スロットルケー
ブルロックナットを締め付ける（定期点検整備の章、スロット
ルコントロール系統の点検の項を参照）。

トルク - スロットルケーブルロックナット（上側）：19.6 N·m (2.00

kgf·m)

•ゴムキャップ［A］が調整ナット先端の所定の位置にあること
を確認する。

•調整ナット［B］にゴムブーツ［C］を被せる。
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スロットルレバー、ケーブル、およびケース

•締め付ける。

トルク - スロットルケース取り付けスクリュ：3.9 N·m (0.40 kgf·m)

•スロットルレバーを引いて、スロットルケーブルプーリを全開
にする。

警告

スロットルケースの組み立てが不適切であると、スロット
ルレバーがスムースに動かなくなり、エンジン出力を自由
に制御できないため事故につながるおそれがある。スロッ
トルケースを正しく組み立てる。

•スロットルケーブルを調整する（定期点検整備の章、スロッ
トルコントロール系統の点検の項を参照）。

スロットルケーブルの取り外し

•取り外す。
スロットルケーブル下端（アクセルポジションセンサアッシ
の取り外しの項を参照）
スロットルケーブル上端（スロットルケースの取り外し／分
解の項を参照）
ステアリングカバー（ステアリングの章、ステアリングの取り
外しの項を参照）

•取り外す。
グロメット取り付けプレートボルト［A］
グロメット取り付けプレート［B］

•グロメットを引き上げてスロットルケーブル［C］をグロメットか
らはずす。

•スロットルケーブルを取り外す。

スロットルケーブルの取り付け

•スロットルケーブルの先端に耐水グリースを塗布する。

•付録の章、ケーブル、ワイヤ、ホースの通し方の節に従っ
て、スロットルケーブルを取り付ける。

•スロットルケーブル上端を取り付ける（スロットルケースの組
み立て／取り付けの項を参照）。

•スロットルケーブル下端を取り付ける（アクセルポジションセ
ンサアッシの取り付けの項を参照）。

•取り外した部品を取り付ける（該当する章を参照）。

•取り付け後、ケーブルを適正に調整する（定期点検整備の
章、スロットルコントロール系統の点検の項を参照）。

スロットルケーブルの潤滑

•定期点検整備の章、潤滑の項を参照。
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スロットルレバー、ケーブル、およびケース

アクセルポジションセンサアッシの取り外し

•取り外す。
シート（船体、エンジンフードの章、シートの取り外しの項
を参照）
ボルト［A］およびワッシャ

•アクセルポジションセンサアッシ［A］を少し引き出す。

• コネクタ［B］をはずす。

•取り外す。
スロットルケーブルロックナット［A］
スロットルケーブル下端［B］

アクセルポジションセンサアッシの取り付け

•スロットルケーブル下端［A］に耐水グリースを塗布する。

•ケーブル下端をプーリにはめる。

•ケーブル下端をねじ部の中央付近でセンサブラケットに取
り付ける。

•締め付ける。

トルク - スロットルケーブルロックナット（下側）［B］：19.6 N·m
(2.00 kgf·m)

• コネクタを接続する。

•アクセルポジションセンサアッシを元の位置にセットする。

•アクセルポジションセンサアッシボルト［A］のねじ部にネジ
ロック剤を塗布し、締め付ける。

トルク - アクセルポジションセンサアッシボルト：8.8 N·m (0.90

kgf·m)

•取り付け後、ケーブルを適正に調整する（定期点検整備の
章、スロットルコントロール系統の点検の項を参照）。
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エアボックス

エアボックスの取り外し

•取り外す。
エンジン（エンジンの取り外し／取り付けの章、エンジンの
取り外しの項を参照）
燃料ポンプ（燃料ポンプの取り外しの項を参照）
ボルト［A］
ブラケット［B］

• クランプスクリュ［A］をゆるめる。

•取り外す。
クランプ［B］
ダクト［C］

•はずす。
ホース［D］
アクセルポジションセンサコネクタ［E］

•エアボックス［F］を取り外す。

エアボックスの取り付け

•取り付けは取り外しの逆である。

•ダクト、リード線およびハーネスを正しく通す（付録の章、
ケーブル、ワイヤ、ホースの通し方の節を参照）。

•エアボックスブラケットボルトとエアボックスボルトのねじ部に
ネジロック剤を塗布し、締め付ける。

トルク - エアボックスブラケットボルト：8.8 N·m (0.90 kgf·m)
エアボックスボルト：8.8 N·m (0.90 kgf·m)
エアバイパスシステムクランプスクリュ：4.9 N·m (0.50

kgf·m)

エアボックスの分解

•取り外す。
エアボックス（エアボックスの取り外しの項を参照）
クランプ［A］
ドレンキャップ［B］

•バンド［A］を切断する。
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エアボックス

•マイナスドライバ［A］をスロット［B］に挿入する。

•フックをはずしてエアボックスを分離する。

•ダクトとエアフィルタを取り外す。

エアボックスの組み立て

•図のようにダクト［A］とエアフィルタ［B］を取り付ける。

•フック部分［A］をスロット［B］に挿入してロックする。

•図のようにバンドを取り付ける。
バンド［A］L = 914 mm
バンド［B］L = 619 mm
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スーパーチャージャ

スーパーチャージャの取り外し

•取り外す。
ウォータボックスマフラ（排気系統の章、ウォータボックスマ
フラの取り外しの項を参照）
クランプ［A］
ホース［B］

•取り外す。
スーパーチャージャドライブベルトカバーボルト［A］とワッ
シャ
スーパーチャージャドライブベルトカバー［B］
スーパーチャージャドライブベルトテンショナ（スーパー
チャージャドライブベルトテンショナの取り外しの項を参照）
ドライブベルト（プーリから）

• クランプスクリュ［A］をゆるめる。

•ホース［B］をはずす。

• クランプスクリュ［A］をゆるめる。

•はずす。
ホース［B］
ダクト［C］
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スーパーチャージャ

•取り外す。
ナット［A］とワッシャ
ボルト［B］とワッシャ

•スーパーチャージャ［C］をスタッド［D］からはずし、後方に
取り外す。

スーパーチャージャの取り付け

•取り付けは取り外しの逆である。

•ダクト、ホース、リード線およびハーネスを正しく通す（付録
の章、ケーブル、ワイヤ、ホースの通し方の節を参照）。

•スーパーチャージャドライブベルトカバーボルトのねじ部に
ネジロック剤を塗布する。

•締め付ける。

トルク - スーパーチャージャ取り付けボルト：45 N·m (4.6 kgf·m)
スーパーチャージャ取り付けナット：45 N·m (4.6 kgf·m)
吸気ダクトクランプスクリュ：4.9 N·m (0.50 kgf·m)
ウォータホースクランプスクリュ：3.9 N·m (0.40 kgf·m)
ウォータホースクランプスクリュ：2.5 N·m (0.26 kgf·m)
スーパーチャージャドライブベルトカバーボルト：4.9 N·m

(0.50 kgf·m)

スーパーチャージャの分解

•スーパーチャージャを取り外す（スーパーチャージャの取り
外しの項を参照）。

•適切な工具［C］でプーリ［B］を固定して、プーリ取り付けボ
ルト［A］を取り外す。

•プーリを取り外す。
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スーパーチャージャ

•取り外す。
インテークパイプボルト［A］
ロアインテークパイプ［B］
アッパインテークパイプ［C］
ノックピン［D］
ガスケット［E］
リベット［F］
ホースジョイント［G］

スーパーチャージャの組み立て

•ロータ［A］に塩分が堆積していないか点検する。

•プーリをゆっくり回転させながら、ロータを布で拭き、エアを
吹き付ける。
必要ならば、スーパーチャージャアッシを交換する。
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スーパーチャージャ

•ホースジョイント［A］のねじ部にネジロック剤を塗布し、締め
付ける。

トルク - ウォータホースジョイント（ストレート形）：20 N·m (2.0

kgf·m)

•ガスケット［B］を新品と交換する。

• リベット［C］と新品のガスケット、ノックピン［D］およびインテー
クパイプ［E］を取り付ける。

•ロアインテークパイプボルト［F］のねじ部にネジロック剤を塗
布する。

•締め付ける。

トルク - ロアインテークパイプボルト：4.9 N·m (0.50 kgf·m)

•締め付け順［1 ∼ 6］に従って、アッパインテークパイプボル
ト［G］を締め付ける。

トルク - アッパインテークパイプボルト：30 N·m (3.1 kgf·m)

•プーリを取り付ける。

•プーリ取り付けボルトのねじ部にネジロック剤を塗布する。

•適切な工具でプーリを固定して、プーリ取り付けボルトを締
め付ける。

トルク - プーリ取り付けボルト：12 N·m (1.2 kgf·m)

スーパーチャージャードライブベルトの交換

•エンジンの取り外し／取り付けの章、エンジンの取り外し／
取り付けの項を参照する。
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スーパーチャージャ

スーパーチャージャドライブベルトテンショナの取り外し

•取り外す。
スーパーチャージャドライブベルトカバー（スーパーチャー
ジャの取り外しの項を参照）

• トルクレンチを使用して六角ボス［A］をゆっくりと時計回りに
回し、ダンパ［B」を圧縮してクランプを取り付けられるように
する。トルクが230 N·m（23.5 kgf·m）を超えないよう注意する
こと。

•ダンパを圧縮した状態で保持するため、クランプ［C］を穴
［D］が上にしてダンパに取り付ける。

特殊工具 - クランプ：13280-0726

知識
クランプの穴は後でダンパの向きを確認するために使用
する。ダンパを逆に取り付けた場合には、減衰力が大き
く低下するためにベルトの振動を止められなくなる。

注意

ダンパを圧縮し特殊工具のクランプで固定した際は、ベ
ルトとテンショナがエンジンに完全に取り付けられるまで
固定したままにする。クランプがはずれてダンパが伸び
きってしまうと、内部部品が損傷する。その場合はダンパ
を新しく取り替えなければならない。ダンパに強い力が加
わって急速に圧縮されると、内部機構が損傷を受けるお
それがある。

•スーパチャージャドライブベルトテンショナアッシ取り付けボ
ルト［A］とワッシャを取り外す。

•スーパチャージャドライブベルトテンショナアッシ取り付けボ
ルト［B］をゆるめ、スーパチャージャドライブベルトテンショ
ナ［C］をボルトとワッシャおよびエンジンフックとともに取り外
す。

•取り外す。
ロアダンパ取り付けボルト［A］
アッパダンパ取り付けナット（M8）［B］
プーリブラケット取り付けナット（M10）［C］
ダンパ［D］とクランプ
プーリブラケット［E］
ホルダ［F］

警告

ダンパをエンジンから取りはずしている間は、ダンパから
クランプをはずさない。クランプがはずれて圧縮されたス
プリングが急に解放されると、スプリングに蓄えられたエ
ネルギーにより作業者や周囲の人がけがを負う危険性
がある。

注意

ダンパは落下等の衝撃により内部が破損するおそれが
ある。強い衝撃を受けたダンパは新品に交換する。
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スーパーチャージャ

スーパーチャージャドライブベルトテンショナの取り付け

•プーリ［A］を手で回転させ、ベアリングの状態を点検する。
異音がしたり、スムーズに回転しない場合、または引っ掛か
りがあれば、プーリをアッシで交換する。

•ベアリングに水や塩水が入っていないか確認する。
水や塩水が入っている場合は、プーリをアッシで交換する。

•ブッシュ［A］を目視点検する。
損傷の痕跡がある場合は交換する。

•ダンパ［B］を目視点検して亀裂やくぼみまたはオイル漏れ
がないか確認する。
損傷の痕跡がある場合は交換する。
［C］円形端部
［D］平坦端部

• 初にスーパチャージャドライブベルトテンショナアッシ取り
付けボルト［A］とワッシャ［B］をホルダに取り付ける。

•次の部品をホルダに取り付ける。
ダンパ［C］
ブッシュ
プーリブラケット［D］
ワッシャ［F］
ロアダンパ取り付けボルト［G］
プーリブラケット取り付けナット（M10）［H］
アッパダンパ取り付けナット（M8）［I］

トルク - ロアダンパ取り付けボルト：22.5 N·m (2.29 kgf·m)
プーリブラケット取り付けナット（M10）：45 N·m (4.6 kgf·m)
アッパダンパ取り付けナット（M8）：30 N·m (3.1 kgf·m)
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スーパーチャージャ

•取り付ける。
エンジンフック［A］
ホルダ［B］（スーパーチャージャドライブベルトテンショナ
アッシ）
ボルト［C］とワッシャ［D］

•すべてのスーパチャージャドライブベルトテンショナアッシ
取り付けボルトを締め付ける。

トルク - スーパーチャージャドライブベルトテンショナアッシ取り

付けボルト：35 N·m (3.6 kgf·m)

• トルクレンチを使用して六角ボス［A］をゆっくりと時計回りに
回し、ダンパを圧縮してクランプ［A］を取り外す。トルクが230
N·m（23.5 kgf·m）を超えないよう注意すること。

• トルクレンチをゆっくりと反時計回りに回してプーリをベルト
［B］にあてる。

注意

六角ボスを回す速度が速すぎてダンパアッシが急に伸び
てしまうと、ダンパアッシの中の空気が減衰力発生機構
の中に入り込む可能性があり、減衰力が失われる原因と
なる。その場合は、ダンパを数回ゆっくりと伸縮させて空
気を抜く。

•取り付ける。
スーパーチャージャドライブベルトカバー（スーパーチャー
ジャの取り付けの項を参照）
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エアバイパスシステム

リリーフバルブの取り外し／取り付け

•取り外す。
シート（船体、エンジンフードの章、シートの取り外しの項
を参照）
ハンドレールプレート（船体、エンジンフードの章、ハンド
レールプレートの取り外しの項を参照）

• クランプスクリュ［A］をゆるめる。

•はずす。
ダクト［B］
ホース［C］

• リリーフバルブ［D］を取り外す。

•ホースとダクトを正しく通す（付録の章、ケーブル、ワイヤ、
ホースの通し方の節を参照）。

•締め付ける。

トルク - エアバイパスシステムクランプスクリュ：4.9 N·m (0.50

kgf·m)

リリーフバルブの点検

• リリーフバルブを取り外す（リリーフバルブの取り外し／取り
付けの項を参照）。

•負圧ゲージ［A］と注射器［B］、またはフォークオイルレベル
ゲージを、図のようにバキュームホースにつなぐ。

特殊工具 - フォークオイルレベルゲージ：57001-1290

エアの流れ［C］

• リリーフバルブに加わる負圧を徐々に強くしていき（圧力を
減らしていき）、バルブの動作を点検する。負圧が強い間
は、リリーフバルブをエアが流れていなければならない。負
圧が閉じ始め圧力に達したら、エアの流れが停止しなけれ
ばならない。
スプリング［A］
ダイヤフラム［B］
バルブ［C］
強い負圧［D］
圧縮空気の流れ［E］
エアボックス［F］へ

リリーフバルブの動作が上記と異なっていたら、新品と交換
する。
弱い負圧［A］
圧縮空気は流れることができない［B］

知識
Bの部分を大気圧とすればAの部分が負圧となる。上記
リリーフバルブ開口圧の標準値は下記の式による。
標準値 = 負圧（Aの部分）－大気圧（Bの部分）

［リリーフバルブ開口圧力（閉→開）］

標準値： –53.3 ±4 kPa (–0.54 ±0.04 kgf/cm2)
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エアバイパスシステム

ブローオフバルブの取り外し／取り付け

•冷却・ビルジ系統の章、インタクーラの分解／組み立ての
項を参照する。
ブローオフバルブ［A］

ブローオフバルブの点検

•ブローオフバルブを取り外す（ブローオフバルブの取り外し
／取り付けの項を参照）。

•ブローオフバルブに加わる圧力を徐々に強くしていき、バル
ブの動作を点検する。圧力が弱い間は、ブローオフバルブ
をエアが流れてはいけない。圧力が開き始め圧力に達した
ら、エアが流れなければならない。
スプリング［A］
バルブ［B］
高圧縮空気［C］
空気の流れ［D］

ブローオフバルブの動作が上記と異なっていたら、新品と
交換する。

［ブローオフバルブ開口圧力（閉→開）］

標準値： 117 kPa (1.19 kgf/cm2)以上

低圧縮空気［A］
空気は流れない［B］

知識
Bの部分を大気圧とすればAの部分が過給圧力となる。
上記ブローオフバルブ開口圧の標準値は下記の式によ
る。
標準値 = 過給圧力 （Aの部分）－大気圧（Bの部分）
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スロットルボディアッシ

アイドリング回転速度の点検
通常のアイドル回転速度はECUにより制御される。

［アイドリング回転速度］

標準値： 1 300 ±100 rpm－水上および陸上とも

スロットルボディアッシの取り外し

•取り外す。
インテークマニホールド（インテークマニホールドの取り外
しの項を参照）
スロットルボディアッシ取り付けナット［A］とワッシャ
スロットルボディアッシ［B］
ガスケット

•取り外す。
スロットルボディアッシダンパ取り付けボルト［A］
スロットルボディアッシダンパ［B］

スロットルボディアッシの取り付け

•ガスケット［A］を新品と交換する。

•ガスケットの突起［B］をインテークマニホールド［D］のスリッ
ト［C］にはめ込む。

•スロットルボディアッシダンパ［E］を取り付ける。

•スロットルボディアッシダンパ取り付けボルト［F］にネジロッ
ク剤を塗布する。

•締め付ける。

トルク - スロットルボディアッシダンパ取り付けボルト：23.5 N·m
(2.40 kgf·m)

•取り付ける。
新品のガスケット
スロットルボディアッシ［G］
ワッシャ［H］

•スロットルボディアッシ取り付けナット［I］にネジロック剤を塗
布する。

•締め付ける。

トルク - スロットルボディアッシ取り付けナット：23.5 N·m (2.40

kgf·m)
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スロットルボディアッシ

スロットルボディアッシの分解

注意

スロットルポジションセンサ／ETVアクチュエータ［A］およ
びスロットルボディアッシ［B］は工場で正確に調整または
設定されているため、取り外しや分解または調整をしては
ならない。これらの部品を調整すると、性能不良を招き、
スロットルボディアッシを交換しなければならなくなる。

スロットルボアの清掃

•スロットルボディアッシを取り外す（スロットルボディアッシの
取り外しの項を参照）。

•バルブを開いて、スロットルボア［A］にカーボンが堆積して
いないか点検する。
カーボンが堆積している場合には、綿のパッドを使用して、
スロットルボアおよびスロットルバルブからカーボンを拭きと
る。
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インテークマニホールド

インテークマニホールドの取り外し

•インタクーラを取り外す（冷却・ビルジ系統の章、インタクー
ラの取り外しの項を参照）。

• スパークプラグリード線をエンジンから取り外し、エンジン
ルームの外［A］に置く。

•バンド［B］を切断する。

•ホース［A］をはずす。

•スロットルポジションセンサのコネクタ［A］をはずす。

•バンド［B］を切断する。

•はずす。
燃料インジェクタコネクタ［A］
燃料ホース［B］（燃料ホースの取り外しの項を参照）

• メインハーネスをクランプ［C］からはずす。

•はずす。
吸気温センサコネクタ［A］
吸気圧センサコネクタ［B］
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インテークマニホールド

•取り外す。
燃料インジェクタとデリバリパイプのアッシ［A］（燃料イン
ジェクタの取り外しの項を参照）
インテークマニホールド取り付けボルト［B］とワッシャ
インテークマニホールド［C］とスロットルボディアッシ

インテークマニホールドの取り付け

•ガスケット［A］を新品と交換する。

•ガスケットの突起［B］をインテークマニホールドのスリット［C］
にはめ込む。

•ダクト、ホース、リード線およびハーネスを正しく通す（付録
の章、ケーブル、ワイヤ、ホースの通し方の節を参照）。

• インテークマニホールドを取り付けて、取り付けボルトを締
め付ける。

トルク - インテークマニホールド取り付けボルト：25 N·m (2.5

kgf·m)

•取り外した部品を取り付ける（該当する章を参照）。
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燃料ライン

燃料ホースの取り外し

•取り外す。
シート（船体、エンジンフードの章、シートの取り外しの項
を参照）
センタアクセスカバー（船体、エンジンフードの章、センタ
アクセスカバーの取り外し／取り付けの項を参照）

•燃料ホースジョイントの回りに布［A］を配置する。

警告

燃料は非常に引火性が強く、一定の条件下では火災や
爆発の可能性がある。燃料ホースをはずしたときに、残
留圧力により燃料がホースから漏れる場合がある。ホー
スの接続部にきれいな布を被せて漏れを防ぐ。火災や爆
発を避けるため、燃料漏れに気を配り、こぼれた燃料は
すぐに残らず拭きとる。

•布および柔らかいブラシ等を使って、接続部周辺［A］の汚
れを拭きとる。

•指や薄いマイナスドライバ［C］でジョイントロック［B］を広げ
て押し上げる［A］。

注意

ジョイントロックにはハウジングの周りでロックされる保持
爪がある。燃料ホースを取り外す時に、引き上げたり保
持爪を広げすぎたりしない。保持爪が変形し、緩みや不
確実なロックを引き起こす。

•燃料ホースを取り外す。

•汚れを防ぐため、パイプ［A］とホースの接続部［B］をビニー
ル袋［C］等で覆う。

知識
パイプから燃料ホースがはずされた状態でジョイントロッ
クを点検しない。パイプに取り付けられていなければ、正
しい位置でロックされない。
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燃料ライン

燃料ホースの取り付け

•ジョイントロック［A］に変形や摩耗がないか点検する。
ジョイントロックが変形している場合は、燃料ホースを新品と
交換する。

•パイプにエンジンオイルを塗布する。

•ホースジョイント部［A］をパイプ［B］にしっかりと差し込み、
ジョイントロック［C］を押し下げる。

•ホースジョイント部［B］を二回以上押したり引いたり［A］し、
確実にロックが効いていることを確認する。
抜けた場合は、ホースジョイントの取り付けをやり直すこと。

燃料圧力の点検

知識
満充電のバッテリを用いる。

•燃料ホースを取り外す（燃料ホースの取り外しの項を参照）。
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燃料ライン

•フュエルプレッシャゲージアダプタ［A］と燃料ホース（特殊
工具：57001-1607）［B］を燃料アウトレットパイプとデリバリパ
イプの間に取り付ける。

•燃料ホースをクランプで固定する。

•圧力ゲージ［C］を、フュエルプレッシャゲージアダプタに接
続する。

特殊工具 - オイルプレッシャゲージ5 kgf/cm2：57001-125

フュエルプレッシャゲージアダプタ：57001-1593

燃料ホース：57001-1607

警告

燃料は非常に引火性が強く、一定の条件下では火災や
爆発の可能性がある。燃料ホースをはずした状態でエン
ジンを始動すると、燃料ホースから燃料が噴出する。燃
料ホースをはずした状態で、エンジンを始動させない。

• イグニションキーをイグニションスイッチに差し込んでONに
する。

•エンジンを始動しアイドリングさせておく。

•アイドリング状態で燃料圧力を測定する。

［燃料圧力（エンジンアイドリング時）］

標準値： 380 kPa (3.9 kgf/cm2)

知識
ゲージの針は揺れてぴったりと止まらないはずである。
大値と 小値の平均を圧力の値として採用する。

• イグニションキーを抜き取る。
燃料圧力が標準値をはるかに上回っている場合は、燃料ポ
ンプの燃料プレッシャレギュレータに詰まりや固着があるの
で、燃料ポンプを交換する。
燃料圧力が標準値をはるかに下回っている場合は、以下を
点検する。
燃料ラインの漏れ（燃料インジェクタ燃料ラインの点検の項
を参照）
燃料流量（燃料流量の点検の項を参照）

•上記点検後、燃料圧力を再度測定する。

•フュエルプレッシャゲージ、ホースおよびアダプタを取り外
す。

•取り外した部品を取り付ける（該当する章を参照）。

•エンジンを始動し、燃料漏れがないか点検する。

燃料流量の点検

知識
満充電のバッテリを用いる。

警告

燃料は非常に引火性が強く、一定の条件下では火災や
爆発の可能性がある。換気が良く、火気がない場所で作
業する。作業場では禁煙し、パイロットランプ付きの電気
製品も用いない。こぼれた燃料はすぐに拭きとる。
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燃料ライン

• イグニションキーを抜き取る。

•エンジンが冷えるまで待つ。

• メスシリンダを用意する。

•燃料タンクキャップ［A］を開けてタンク内の圧力を下げる。

•デリバリパイプから燃料ホースをはずす（燃料ホースの取り
外しの項を参照）。

•燃料ホース［A］をメスシリンダ［B］に挿入する。

警告

船体に燃料が付着すると塗装面等を痛める。メスシリン
ダは垂直に保持する。燃料がこぼれた場合、すぐに燃料
を拭きとる。

•燃料タンクキャップを閉める。

•イグニションキーをイグニションスイッチに差し込んでONに
する。

•スタートボタンを3秒間押す。

• 3秒間の排出量を測定する。

［燃料流量］

標準値： 71 mL以上／3秒間

• イグニションキーを抜き取る。
燃料の流量が標準値をはるかに下回っている場合は、以下
を点検する。
燃料ポンプの作動（燃料ポンプの作動点検の項を参照）
燃料ポンプスクリーン（燃料ポンプスクリーンの清掃の項を
参照）
上記の点検結果が正常な場合には、燃料ポンプを交換し
て燃料の流量をもう一度測定する。

•点検が終わったら、燃料ホースを接続する。

•エンジンを始動し、燃料漏れがないか点検する。
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燃料ベントチェックバルブ

燃料ベントチェックバルブの取り付け

•定期点検整備の章、燃料ベントチェックバルブの点検を参
照する。

燃料ベントチェックバルブの点検

•定期点検整備の章、燃料ベントチェックバルブの点検を参
照する。
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燃料ポンプ

燃料ポンプの取り外し

警告

燃料は非常に引火性が強く、一定の条件下では火災や
爆発の可能性がある。エンジンストップコード（緊急エン
ジン停止用のコード）キーをストップボタンから抜き、換気
が良く、火気がない場所で作業する。作業上では禁煙し、
パイロットランプ付きの電気製品も用いない。

注意

燃料ポンプを落としてはいけない（特に硬い面には）。
ショックでポンプが損傷する。

•センタアクセスカバーを取り外す（船体、エンジンフードの
章、センタアクセスカバーの取り外し／取り付けの項を参
照）。

•燃料ポンプコネクタ［A］をはずす。

•燃料ホースジョイント［B］を燃料ポンプパイプから取り外す
（燃料ホースの取り外しの項を参照）。

警告

燃料は非常に引火性が強く、一定の条件下では火災や
爆発の可能性がある。燃料ホースをはずしたときに、残
留圧力により燃料がホースから漏れる場合がある。ホー
スの接続部にきれいな布を被せて漏れを防ぐ。火災や爆
発を避けるため、燃料漏れに気を配り、こぼれた燃料は
すぐに残らず拭きとる。

•バンド［C］を切断し、燃料タンクベントホース［D］をはずす。

•燃料ポンプのラバーホルダを固定している下側クランプスク
リュ［E］をゆるめる。

•デッキのセンタアクセスカバーを取り外してできた開口部か
ら、燃料ポンプ［A］およびラバーホルダ［B］を取り出す。

•上側のクランプスクリュ［A］をゆるめ、ラバーホルダを燃料ポ
ンプから取り外す。
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燃料ポンプ

燃料ポンプの取り付け

•ホルダの段差部［C］がポンプのフランジ部［D］に密着する
ように、ラバーホルダ［A］を燃料ポンプ［B］に押し付ける。

•ラバーホルダを燃料ポンプに押し付けておく。

•アッパクランプ（径の小さいほう）をラバーホルダの溝（クラン
プ取り付け用）にしっかりと合わせておき、アッパクランプス
クリュ［E］を締め付ける。
船首［F］
40°［G］

トルク - 燃料ポンプラバーホルダクランプスクリュ：2.9 N·m (0.30

kgf·m)

知識
燃料ポンプの上面に水が溜まらないようにするため、ラ
バーホルダの上面［H］が燃料ポンプの上面［I］よりも下に
なるようにして、ラバーホルダを燃料ポンプに取り付ける。

•燃料タンク［B］に燃料ポンプ［A］を挿入する。
左舷側［C］
右舷側［D］
船首［E］
45°［F］
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燃料ポンプ

•燃料ポンプ［A］がタンク上面［B］と密着するようにポンプを
押し下げる。

•ロアクランプ（径の大きいほう）をラバーホルダの溝（クランプ
取り付け用）にしっかりと合わせておき、ロアクランプスクリュ
［C］を締め付ける。
船首［D］
45°［E］

トルク - 燃料ポンプラバーホルダクランプスクリュ：2.9 N·m (0.30

kgf·m)

•ロアクランプ［B］の［A］の部分が外周全体に密着しているか
確認する。

•次の部品を燃料ポンプに取り付ける。
燃料ホース（燃料ホースの取り付けの項を参照）
燃料タンクベントホース
燃料ポンプコネクタ

ベントホースの太い側［A］をジョイント［B］に取り付ける。

燃料ポンプの作動点検

知識
満充電のバッテリを用いる。

•イグニションキーをイグニションスイッチに差し込んでONに
して、燃料ポンプが3秒間作動（軽い音がする）してから停止
することを確認する。

• イグニションキーを抜き取る。
ポンプの作動が上記と異なる場合は、作動電圧を点検する
（燃料ポンプの作動電圧の点検の項を参照）。
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燃料ポンプ

燃料ポンプの作動電圧の点検

知識
満充電のバッテリを用いる。

• イグニションキーを抜き取る。

•センタアクセスカバーを取り外す（船体、エンジンフードの
章、センタアクセスカバーの取り外し／取り付けの項を参
照）。

•燃料ポンプコネクタをはずし、図のように計測アダプタ［A］
をこれらのコネクタ間に接続する。
メインハーネス［B］
燃料ポンプ［C］

特殊工具 - 計測アダプタ：57001-1700

•デジタルメータ［D］を計測アダプタのリード線に接続する。

［燃料ポンプの作動電圧］

アダプタとの接続：

デジタルメータ（＋）→赤（ポンプの赤／白）リード線

デジタルメータ（－）→黒（ポンプの黒）リード線

•エンジンを停止しコネクタを接続した状態で作動電圧を測
定する。

• イグニションキーをイグニションスイッチに差し込んでONに
する。

［作動電圧］

標準値：バッテリ電圧を3秒間指示し、次に0 Vになる

• イグニションキーを抜き取る。
測定値がバッテリ電圧のままで0 Vにならない場合は、燃料
ポンプリレーを点検する（電気系統の章、リレーアッシの点
検の項を参照）。
燃料ポンプリレーが正常である場合は、ECUのアースと電
源を点検する（ECUへの電源の点検の項を参照）。
アースと電源に問題がない場合は、ECUを交換する（ECU
の取り外し／取り付けの項を参照）。
バッテリ電圧にならない場合は、燃料ポンプリレーを点検す
る（電気系統の章、リレーアッシの点検の項を参照）。
燃料ポンプリレーが正常な場合は、配線の導通を点検する
（本項の回路図を参照）。
配線に異常がなければ、ECUのアースと電源を点検する
（ECUへの電源の点検の項を参照）。
アースと電源に問題がない場合は、ECUを交換する（ECU
の取り外し／取り付けの項を参照）。
測定値は標準値であるがポンプが作動しない場合は、燃料
ポンプを交換する（燃料ポンプの取り外し／取り付けの項を
参照）。
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燃料ポンプ

プレッシャレギュレータの取り外し
プレッシャレギュレータ［A］は燃料ポンプに組み込まれてお
り、取り外すことはできない。

燃料フィルタの清掃
燃料フィルタ［A］は燃料ポンプに組み込まれており、清掃
や点検はできない。
燃料フィルタが詰まっている、または損傷している疑いがあ
る場合には、燃料ポンプとセットで交換する。

燃料ポンプスクリーンの清掃

•定期点検整備の章、燃料ポンプスクリーンの清掃の項を参
照する。
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燃料ポンプ

燃料ポンプ回路図

1. イグニションスイッチ
2. ジョイントコネクタP（12 V）
3. ジョイントコネクタR（12 V）
4. 燃料ポンプ
5. ジョイントコネクタT（12 V）
6. ECUメインリレー
7. 燃料ポンプリレー
8. システムリレー
9. ジョイントコネクタL（12 V）

10. ECU

11. ジョイントコネクタD（12 V）
12. ジョイントコネクタC（12 V）
13. ジョイントコネクタE（アース）
14. ジョイントコネクタA（12 V）
15. ジョイントコネクタZ（アース）
16. JT1500M
17. メインヒューズ20 A
18. ヒューズボックス1
19. バッテリ
20. ジョイントコネクタS（アース）
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燃料タンク

燃料タンクの取り外し

警告

燃料は非常に引火性が強く、一定の条件下では火災や
爆発の可能性がある。エンジンストップコード（緊急エン
ジン停止用のコード）キーをストップボタンから抜き、換気
が良く、火気がない場所で作業する。作業上では禁煙し、
パイロットランプ付きの電気製品も用いない。

•市販のポンプを使って燃料タンクから燃料を排出する。

•取り外す。
エンジン（エンジンの取り外し／取り付けの章、エンジンの
取り外しの項を参照）
燃料ポンプ（燃料ポンプの取り外しの項を参照）
エアボックス（エアボックスの取り外しの項を参照）
アクセルポジションセンサアッシ（アクセルポジションセンサ
アッシの取り外しの項を参照）
ブラケット（転倒センサ用、イグニションコイルおよびレギュ
レータ／レクチファイヤ用）（転倒センサの取り外しの項を
参照）

•燃料タンクバンド［A］をはずす。

•クランプスクリュ［B］をゆるめて、ホース［C］をはずす。

•図のように、燃料タンク［A］を船体から取り外す。
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燃料タンク

燃料タンクの取り付け

•取り付けは取り外しの逆である。

•燃料タンクを船体に取り付ける前に、フロート［A］が所定の
位置にあるか確認する。

燃料タンクの清掃

警告

燃料や低引火点の溶剤は非常に引火性が高く、一定の
条件下では火災や爆発の可能性がある。火災や爆発を
避けるため、燃料や低引火点の溶剤は使用しない。燃料
タンクの清掃は、よく換気された場所で行い、付近に火気
がないことを確認すること。パイロットランプ付きの電気
製品も近くに置かない。

•燃料タンクを取り外す（燃料タンクの取り外しの項を参照）。

•きれいになるまで高引火点溶剤（パーツクリーナ）で繰り返
しタンクを洗浄する。底に堆積した異物を叩き落とすため、
ビー玉またはきれいな小石をタンクに入れて振る必要のあ
る場合がある。

燃料注入口とホースの取り外し

•フロントアクセスカバーを取り外す（船体、エンジンフードの
章、フロントアクセスカバーの取り外し／取り付けの項を参
照）。

•燃料注入口ホースのクランプスクリュ［A］をゆるめ、燃料フィ
ラホース［B］を取り外す。
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燃料タンク

•左サイドカバーを取り外す（船体、エンジンフードの章、サイ
ドカバーの取り外しの項を参照）。

•注入口のフランジからナット［A］を取り外して、燃料注入口
［B］を取り外す。

燃料注入口とホースの取り付け

•デッキと注入口の合わせ面を、非油性の高引火点溶剤（パー
ツクリーナ）で清掃する。

警告

燃料や低引火点の溶剤は非常に引火性が高く、一定の
条件下では火災や爆発の可能性がある。火災や爆発を
避けるため、燃料や低引火点の溶剤は使用しない。部品
などの清掃は、よく換気された場所で行い、付近に火気
がないことを確認する。パイロットランプ付きの電気製品
も近くに置かない。燃料や溶剤がこぼれた場合はすぐに
拭きとる。

•ホース［A］を取り付けるときには、以下の点に注意すること。
ホースの白色マーク［B］をタンクのマーク［C］に合わせる。
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燃料タンク

ロアクランプ［A］は、スクリュヘッドが傾いた線［B］を向くよう
に取り付ける。

•燃料注入口ガスケット［A］を新品に交換する。

•燃料注入口ホースのロアクランプスクリュ［B］およびアッパ
クランプスクリュを締め付ける。

トルク - 燃料注入口ホースクランプスクリュ：2.9 N·m (0.30 kgf·m)
燃料タンクから20 ∼ 25 mmの高さで平行［C］
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分解図
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分解図

締め付けトルク
No. 項目

N·m kgf·m
備考

1 ブリーザプレートボルト 7.8 0.80 L

2 オイル注油口プラグ – – 手締め

3 オイル通路ジョイント 7.8 0.80 L

4 オイルセパレータタンク取り付けボルト 8.8 0.90 L

5 オイルクーラアッシボルト（L = 20 mm） 7.8 0.80

6 サーモスタット 8.0 0.82

7 オイル通路ボルト 78 8.0 S

8 オイルフィルタ 18 1.8 R、EO

9 オイルクーラアッシボルト（L = 40 mm） 7.8 0.80

10 オイルクーラ位置決めボルト 20 2.0 S

11 オイルクーラアッシボルト（L = 45 mm） 7.8 0.80

12 油圧警告灯スイッチ 15 1.5 L

13 油圧警告灯スイッチフィッティング 20 2.0 L

14 オイルジェットノズル 1.25 0.127 L

15 オイル通路プラグ（R3/8） 20 2.0 L

16 オイル通路プラグ（R1/4） 20 2.0 L

17 オイルポンプスプロケットボルト 16 1.6 LN

18 オイルポンプカバーボルト 7.8 0.80

19 リリーフバルブ 15 1.5 LN

20 オイルポンプボディプラグ 20 2.0 L

21 オイルキャッチカバーボルト 7.8 0.80

22 オイルスクリーンボルト 7.8 0.80

23 オイルレベルゲージパイプボルト 8.8 0.90 L、S

24 オイルポンプボディボルト 7.8 0.80

25 バッフルプレートボルト 8.0 0.82 MO

26 オイルパンボルト 20 2.0 S

EO： エンジンオイルを塗布する。
G： グリースを塗布する。
L： ネジロック剤を塗布する。

LN： ネジロック剤を塗布する。（高強度：ロックタイト271または同等品）
M： 二硫化モリブデングリースを塗布する。

MO： 二硫化モリブデン溶液を塗布する。
（エンジンオイルと二硫化モリブデングリ－スを重量比10：1で混合）

R： 交換部品
S： 規定の順序で締め付ける。
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エンジンオイルの流れ
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エンジンオイルの流れ

1. エアフィルタへ
2. シリンダヘッド
3. オイルパン
4. オイルセパレータタンク
A. ブローバイガス
B. リターンエンジンオイルの流れ
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エンジンオイルの流れ
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エンジンオイルの流れ

1. オイル通路（オイルパイプからカムシャフトキャップへ）
2. カムシャフトオイル通路
3. オイルパンへ
4. オイルホース（シリンダからオイルパンへ）
5. クランクシャフトオイル通路
A. 供給エンジンオイルの流れ
B. リターンエンジンオイルの流れ
C. オイル溜り
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エンジンオイルの流れ
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エンジンオイルの流れ

1. 油圧警告灯スイッチ
2. オイルパイプ
3. オイルクーラ
4. サーモスタット
5. オイル通路ボルト
6. オイルフィルタ
7. メインオイル通路
8. オイルポンプ
9. リリーフバルブ

10. オイルスクリーン
11. オイルパン
A. 供給エンジンオイルの流れ
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サービスデータ

項目 標準値

エンジンオイル

推奨オイル カワサキ純正4サイクルオイル
R4 SJ 10W-40 JASO MA
S4 SG 10W-40 JASO MA

等級 API SG、SH、SJ、SLまたはSM（JASO MA、MA1またはMA2適
合品）

粘度 SAE 10W-40

容量 4.5 L（オイルおよび／またはフィルタを交換したとき）
5.5 L（エンジンの完全分解乾燥時）

レベル アッパレベルラインとロアレベルラインの間

サーモスタット

ポペットバルブのリフト量 5.0 mm以上（油温128°C時）

油圧の測定

油圧（エンジン回転数3 000 rpm、
油温76°C時）

390 kPa (3.98 kgf/cm2)
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特殊工具

オイルプレッシャゲージ10 kgf/cm2：

57001-164

オイルプレッシャゲージアダプタPT 1/8：

57001-1033

オイルフィルタレンチ：

57001-1249
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エンジンオイルとオイルフィルタ

警告

エンジンオイルが不足、劣化、又は汚れた状態でウォー
タクラフトを操縦するとエンジンが潤滑不足となり、エンジ
ン部品が早期に摩耗したりエンジンが焼き付く可能性が
あり、事故、およびけがの原因になる場合がある。

オイルレベルの点検
予備点検

•エンジンオイルのレベルを点検する場合には、必ずウォー
タクラフトの左右および前後の水平を、出来る限り保つよう
にすること。
水平な地面［A］
サイドバンパ［B］
平行［C］

•シートを取り外す（船体、エンジンフードの章、シートの取り
外しの項を参照）。

•オイルレベルゲージ［A］を抜き取り、きれいに拭いてからオ
イルレベルゲージパイプに挿入し、もう一度抜き取ってオイ
ルレベルを点検する。

オイルレベルゲージ［A］を、グリップ部を船体の左側［B］に
向けて、オイルレベルゲージパイプに差し込む。

知識
オイルレベルゲージを正しい向きにして差し込まないと、
正確なオイルレベルが点検できない。

•オイルレベルは、オイルレベルゲージの高レベルラインと低
レベルラインの間にあること。
オイルレベルゲージ［A］
高レベルライン［B］
低レベルライン［C］
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エンジンオイルとオイルフィルタ

注意

オイルがエンジン各部に回らないうちにエンジン回転を
上げると、エンジン焼き付きの原因になる。エンジンオイ
ルレベルが低すぎる場合、あるいはオイルポンプやオイ
ル穴が詰まっていたり正常に作動しない場合は、油圧警
告灯が点灯する。エンジンがアイドリング回転速度以上
で油圧警告灯が点灯し続ける場合は、エンジンをすぐに
停止し、原因を究明する。

オイルのレベルが高過ぎる場合には、注射器または他の適
切な器具を使用して、余分なオイルを抜き取る。
オイルレベルが低過ぎる場合には、低レベルラインに達する
まで、注油口からオイルを補充する（定期点検整備の章、エ
ンジンオイルの交換の項を参照）。エンジンに既に注入され
ているオイルと同じメーカの同じ種類のものを使用すること。

知識
エンジンオイルの種類が不明な場合は、オイルレベルが
低いままでエンジンを回転させるよりは、ブランドに依ら
ず指定された等級のオイルを適性レベルまで追加するほ
うが望ましい。その場合、できるだけ早くオイルを全量交
換すること。

通常（標準）点検

•通常点検を行う前に予備点検を実施する。

•取り外した部品を取り付ける。

•ウォータクラフトを水上に浮かべる。

•エンジンを始動して数分間待つ。

• ウォータクラフトに乗り、エンジンを約5 000 rpmで5分間回
転させる。

•エンジンを停止し、冷えるまで10分間放置する。

•ウォータクラフトが動かないように、静かな水面に浮かべる
かまたは陸揚げし、出来る限り左右および前後の水平を保
つようにする。

知識
ウォータクラフトが前後左右に傾斜しているとオイルレベ
ルが大幅に変化するため、オイルレベルの測定は必ず
運転者および荷物が乗っていない状態で行うこと。
また、燃料が満タンになっていない場合には、ウォータク
ラフトを水平に保つため、図のとおり燃料タンク［A］を満
タンにする。
燃料タンク注油口［B］
燃料ポンプ［C］
燃料レベル上限［D］
オイルレベルが低くて補充する必要がある場合には、
ウォータクラフトを浮かべた状態で行うこの測定手順に従
う必要がある。
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エンジンオイルとオイルフィルタ

•シートを取り外す（船体、エンジンフードの章、シートの取り
外しの項を参照）。

•オイルレベルゲージ［A］を抜き取り、きれいに拭いてからオ
イルレベルゲージパイプに挿入し、もう一度抜き取ってオイ
ルレベルを点検する。

オイルレベルゲージ［A］を、グリップ部を船体の左側［B］に
向けて、オイルレベルゲージパイプに差し込む。

知識
オイルレベルゲージを正しい向きにして差し込まないと、
正確なオイルレベルが点検できない。

•オイルレベルを点検する。
オイルレベルゲージ［A］
高レベルライン［B］
低レベルライン［C］

オイルレベルが高過ぎる場合には、市販のバキュームポン
プ［B］を使用して、オイルレベルゲージパイプ［A］から、余
分なオイルを抜き取る。

オイルレベルが低過ぎる場合には、高レベルラインに達する
まで、注油口からオイルを補充する（定期点検整備の章、エ
ンジンオイルの交換の項を参照）。エンジンに既に注入され
ているオイルと同じメーカの同じ種類のものを使用すること。

知識
エンジンオイルの種類が不明な場合は、オイルレベルが
低いままでエンジンを回転させるよりは、ブランドに依ら
ず指定された等級のオイルを適性レベルまで追加するほ
うが望ましい。その場合、できるだけ早くオイルを全量交
換すること。

エンジンオイルの交換

•定期点検整備の章、エンジンオイルの交換の項を参照。
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エンジンオイルとオイルフィルタ

オイルフィルタの交換

•定期点検整備の章、オイルフィルタの交換の項を参照。



4-16 エンジン潤滑機構

オイルクーラ

オイルクーラの取り外し

•取り外す。
シート（船体、エンジンフードの章、シートの取り外しの項
を参照）
インテークマニホールド（燃料系統（DFI）の章、インテーク
マニホールドの取り外しの項を参照）

•オイルフィルタ［A］をオイルフィルタレンチ［B］で取り外す。
ウエスをオイルフィルタの下に敷いて残油を吸い取らせる。

特殊工具 - オイルフィルタレンチ：57001-1249

• クランプスクリュ［A］をゆるめる。

•ウォータホース［B］をはずす。

•ウォータホース［C］を取り外す。

•取り外す。
オイルクーラ位置決めボルト［A］
オイル通路ボルト［B］
オイルクーラ［C］

ウエス［D］をオイルクーラの下に敷いて残油を吸い取らせ
る。

オイルクーラの取り付け

•Oリング［A］を新品に交換し、新しいOリングにグリースを塗
布する。

•Oリングをオイルクーラ［B］にしっかりはめ込む。

•オイルクーラ位置決めボルト［A］およびオイル通路ボルト
［B］を一時的に取り付ける。
先にオイル通路ボルトを締め付ける。
次に、オイルクーラ位置決めボルトを締め付ける。

トルク - オイル通路ボルト：78 N·m (8.0 kgf·m)
オイルクーラ位置決めボルト：20 N·m (2.0 kgf·m)
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オイルクーラ

•ウォータホースを取り付ける（付録の章、ケーブル、ワイヤ、
ホースの通し方の節を参照）。

•オイルフィルタを新品と交換する。

•新品のオイルフィルタ［B］のOリング［A］にエンジンオイル
を塗布する。

•オイルフィルタをオイルフィルタレンチで締め付ける。

特殊工具 - オイルフィルタレンチ：57001-1249

トルク - オイルフィルタ：18 N·m (1.8 kgf·m)

•取り外した部品を取り付ける（該当する章を参照）。

オイルクーラの分解

•取り外す。
オイルクーラ（オイルクーラの取り外しの項を参照）
エルボ［A］
サーモスタット［B］

•取り外す。
オイルクーラアッシボルト［A］
オイルクーラ外側カバー［B］

•取り外す。
Oリング［A］
オイルクーラアッシボルト［B］
外側オイルクーラ［C］
Oリング

•オイルクーラを裏返す。

•取り外す。
Oリング［A］
オイルクーラアッシボルト［B］
オイルクーラ内側カバー［C］
Oリング



4-18 エンジン潤滑機構

オイルクーラ

オイルクーラの組み立て

•Oリング［A］を新品と交換する。

•新品のOリングにグリースを塗布し、クーラの各溝にしっかり
はめ込む。

•オイルクーラを組み立てる。
オイルクーラ内側カバー［B］
内側オイルクーラ［C］
外側オイルクーラ［D］
オイルクーラ外側カバー［E］

•図のようにオイルクーラアッシボルトを締め付ける。

トルク - オイルクーラアッシボルト：7.8 N·m (0.80 kgf·m)
L = 20 mm［A］
L = 40 mm［B］
L = 45 mm［C］
オイルクーラ内側カバー［D］
オイルクーラ外側カバー［E］

•エルボ［A］を図のように取り付ける。
45°［B］
•サーモスタット［C］を取り付ける（サーモスタットの取り付け
の項を参照）。

•オイルクーラを取り付ける（オイルクーラの取り付けを参照）。
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オイルクーラ

オイルクーラの点検

•エンジンを始動し、水およびオイルが漏れていないか点検
する。
水およびオイルが漏れている場合には、Oリングを交換する
こと。

危険

排気ガスには、無色無臭の有毒ガスである一酸化炭素が
含まれている。排気ガスを吸い込むと、意識不明になっ
たり、死亡したりするおそれがある。閉め切った場所でエ
ンジンを運転しない。換気の良い場所で作業する。

注意

冷却水の供給なしにエンジンを15秒以上、特に高回転で
運転させると、エンジンや排気系統に重大な損傷を与え
る。エンジンの損傷を避けるため、充分な冷却水の供給
がない状態でエンジンを運転しないでください。
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サーモスタット

サーモスタットの取り外し

•取り外す。
シート（船体、エンジンフードの章、シートの取り外しの項
を参照）
インテークマニホールド（燃料系統（DFI）の章、インテーク
マニホールドの取り外しの項を参照）

• クランプスクリュ［A］をゆるめる。

•サーモスタット［B］を取り外す。

サーモスタットの取り付け

•Oリング［A］を新品と交換する。

•新品のOリングにグリースを塗布し、取り付ける。

•サーモスタット［B］を取り付ける。

•締め付ける。

トルク - サーモスタット：8.0 N·m (0.82 kgf·m)

•取り外した部品を取り付ける（該当する章を参照）。

サーモスタットの点検

•サーモスタットを取り外す（サーモスタットの取り外しの項を
参照）。

•オイルを軽くかき混ぜながらオイル温度を150°Cに上げる。

•サーモスタット［A］と正確な温度計［B］を温めたオイル容器
に入れ、感熱部［C］が同じくらいの深さになるようにして、5
分間待つ。

•サーモスタットの温度が上昇したときにポペットバルブ［D］
が下がるか確認する。

注意

サーモスタットを高温オイルに沈めておく時間は規定され
た時間とすること。
サーモスタットを長時間にわたって高温オイルに沈めて
おくと故障するおそれがある。

知識
サーモスタットは充分に沈めなくてはならないが、サーモ
スタットと温度計が容器の側面や底部に触れてはならな
い。

ポペットバルブが作動しない場合は、サーモスタットを新品
と交換する。

•サーモスタットを室温のオイルに浸して室温まで冷却する。

•上記作業を2回繰り返す。
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サーモスタット

•図のように、室温でポペットバルブの長さ［A］を測定する。

標準値： 45.4 ∼ 47.4 mm

測定値が標準値からはずれている場合は、サーモスタット
を新品と交換する。
サーモスタットの長さが正常である場合は、次の点検に進
む。

•室温でのサーモスタットの全長［B］を測定し、記録する。

•サーモスタットを128°Cのオイルに浸し、オイルを軽くかき混
ぜる。

•サーモスタットと正確な温度計をオイル容器に入れ、感熱部
が同じくらいの深さになるようにして、5分間待つ。

•サーモスタットを容器から取り出して、直ぐに全長［C］を測
定する。

• ［C］－［B］の差を計算してポペットバルブのリフト量を求め、
ポペットバルブのリフトが標準範囲であるか確認する。

［ポペットバルブのリフト量］

標準値： 5.0 mm以上（油温128°C時）

測定値が標準値より短い場合は、サーモスタットを新品と交
換する。
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オイルセパレータタンク

オイルセパレータタンクの取り外し

•取り外す。
シート（船体、エンジンフードの章、シートの取り外しの項
を参照）
ハンドレールプレート（船体、エンジンフードの章、ハンド
レールプレートの取り外しの項を参照）

•ブリーザホースクランプ［A］をずらす。

•ブリーザホース［B］をはずす。

•オイルセパレータタンク取り付けボルト［C］とワッシャを取り
外す。

•ブリーザホースクランプ［A］をずらす。

•ブリーザホース［B］をはずす。

•オイルセパレータタンク［C］を取り外す。

知識
ホースの端を上向きにして保持する。ホースを底部に置
いておくとオイルが流出してしまう。

オイルセパレータタンクの取り付け

•ブリーザホースを取り付けるときには、折れ曲がり、からみ、
つぶれ、またはねじれができないようにし、付録の章、ケー
ブル、ワイヤ、ホースの通し方の節に従ってホースを通す。

•ネジロック剤をオイルセパレータタンク取り付けボルトに塗
布する。

•ワッシャを取り付ける。

•締め付ける。

トルク - オイルセパレータタンク取り付けボルト：8.8 N·m (0.90

kgf·m)

ブローバイガスシステムの点検

•すべてのホースに、つぶれやねじれがなく、正しく接続され
ていることを確認する。
問題があれば直す。

•ブリーザホース［A］、ブリーザパイプ、およびエアフィルタド
レンキャップに、損傷や劣化がないか点検する。ホースをね
じってみる。ホースには硬化してもろくなった部分や軟化し
て膨張した部分があってはならない。
損傷したホースを交換する。

•ホースおよびクランプがしっかり接続されているか確認する。
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オイルセパレータタンク

ドレンキャップ［A］はエアボックス［B］の下に取り付けられて
いる。ドレンキャップは、エアボックスハウジングの底から排
出される、水またはオイルを受けとめる。通常の場合、ハウ
ジングの底に水やオイルが溜まることはない。ダクトを通して
水が浸入した場合、またはエンジンオイルが吹き戻された
場合には、ハウジングを排水する。

•エンジンオイルを交換するときにはドレンキャップを抜いて
水またはブリーザオイルを排出する。
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オイルパン

オイルパンの取り外し

•エンジンオイルを抜き取る（定期点検整備の章、エンジンオ
イルの交換の項を参照）。

•取り外す。
エンジン（エンジンの取り外し／取り付けの章、エンジンの
取り外しの項を参照）

•オイルレベルゲージパイプのボルト［A］をはずし、オイルレ
ベルゲージパイプ［B］を取り外す。

•取り外す。
オイルパンボルト［A］
オイルパン［B］
オイルパンガスケット

オイルパンの取り付け

•オイルパンガスケットを新品と交換する。

•オイルパン［A］を取り付ける。

•締め付け順［1 ∼ 20］に従って、オイルパンボルトを締め付
ける。

トルク - オイルパンボルト：20 N·m (2.0 kgf·m)
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オイルパン

•オイルレベルゲージパイプ［B］のOリング［A］にグリースを
塗布する。

•オイルレベルゲージパイプボルトに、ネジロック剤を塗布す
る。

•オイルレベルゲージパイプのボルトを、すべて仮締めする。
初に、オイルパン側のボルトを締め付ける。

次に、シリンダヘッド側のボルトを締め付ける。

トルク - オイルレベルゲージパイプボルト：8.8 N·m (0.90 kgf·m)

•図のようにオイル通路ジョイント［A］をオイルパン［B］に取り
付ける。
平行［C］（オイル通路ジョイントとオイルパンの底面）
5°［D］
オイル通路ジョイントがオイルパンから突き出ないようにす
る［E］。

•ネジロック剤をオイル通路ジョイントに塗布し、しっかり締め
付ける。

トルク - オイル通路ジョイント：7.8 N·m (0.80 kgf·m)
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オイルポンプスプロケット、オイルポンプおよびリリーフバルブ

バッフルプレートの取り外し

•抜き取る。
エンジンオイル（定期点検整備の章、エンジンオイルの交
換の項を参照）

•取り外す。
エンジン（エンジンの取り外し／取り付けの章、エンジンの
取り外しの項を参照）
オイルパン（オイルパンの取り外しの項を参照）
バッフルプレートボルト［A］
オイルスクリーンボルト［B］
バッフルプレート［C］

バッフルプレートの取り付け

•取り付けは取り外しの逆である。

•バッフルプレートボルト［A］の座面に二硫化モリブデンオイ
ル溶液を塗付する。

•左側バッフルプレート［B］を後方に引きながらバッフルプ
レートボルトを締め付ける。

トルク - バッフルプレートボルト：8.0 N·m (0.82 kgf·m)

オイルポンプスプロケットの取り外し

•抜き取る。
エンジンオイル（定期点検整備の章、エンジンオイルの交
換の項を参照）

•取り外す。
エンジン（エンジンの取り外し／取り付けの章、エンジンの
取り外しの項を参照）
オイルパン（オイルパンの取り外しの項を参照）
バッフルプレート（バッフルプレートの取り外しの項を参照）
オイルポンプスプロケットボルト［A］
ワッシャ［B］

•オイルポンプボディボルト［A］を取り外す。
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オイルポンプスプロケット、オイルポンプおよびリリーフバルブ

•オイルポンプボディ［A］を取り外してオイルポンプスプロケッ
ト［B］を取り外す。

オイルポンプスプロケットの取り付け

• ノックピン［A］とオイルパイプ［B］がクランクケースの正しい
位置に取り付けられていることを確認する。

•Oリング［C］を新品と交換する。

•Oリングにグリースを塗布し、取り付ける。

•オイルポンプチェーンをオイルポンプスプロケット［A］にか
み合わせる。

•オイルポンプスプロケットを“620”マーク［B］が外側を向くよ
うにしてオイルポンプボディ［C］に取り付ける。

•オイルポンプボディを取り付ける。

•締め付ける。

トルク - オイルポンプボディボルト：7.8 N·m (0.80 kgf·m)

•取り外した部品を取り付ける（該当する章を参照）。

オイルポンプの取り外し

•抜き取る。
エンジンオイル（定期点検整備の章、エンジンオイルの交
換の項を参照）

•取り外す。
エンジン（エンジンの取り外し／取り付けの章、エンジンの
取り外しの項を参照）
オイルパン（オイルパンの取り外しの項を参照）
オイルポンプボディ（オイルポンプスプロケットの取り外し
の項を参照）
オイルポンプカバーボルト［A］

•オイルポンプカバー［B］とオイルポンプシャフト［C］を取り外
す。
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オイルポンプスプロケット、オイルポンプおよびリリーフバルブ

•取り外す。
Oリング［A］
インナロータ［B］
アウタロータ［C］

オイルポンプの取り付け

•Oリングを新品と交換する。

•二硫化モリブデン溶液を、アウタおよびインナロータの外側
に塗布する。

•アウタロータ［A］およびインナロータ［B］をオイルポンプボ
ディに取り付ける。

• ノックピン［C］がオイルポンプボディの所定の位置にあるか
確認する。

•新品のOリング［D］にグリースを塗付し、Oリングをオイルポ
ンプボディの溝にはめ込む。

•二硫化モリブデングリースをシャフトに塗布する。

•オイルポンプカバー［E］とピン［F］をオイルポンプシャフト
［G］に取り付ける。

•シャフトアッシを挿入する。
ピンをインナロータのスロットにはめる。

•オイルポンプカバーを取り付けて、オイルポンプカバーボル
トを締め付ける。

トルク - オイルポンプカバーボルト：7.8 N·m (0.80 kgf·m)

•取り外した部品を取り付ける（該当する章を参照）。

オイルポンプの点検

•オイルポンプを取り外す（オイルポンプの取り外しの項を参
照）。

•オイルポンプのアウタロータ、インナロータおよびカバーを
目視点検する。
損傷や偏摩耗があればロータおよびカバーを交換する。

オイルスクリーンの取り外し

•取り外す。
エンジン（エンジンの取り外し／取り付けの章、エンジンの
取り外しの項を参照）
オイルパン（オイルパンの取り外しの項を参照）
オイルスクリーンボルト［A］
センタバッフルプレート［B］

•オイルスクリーン［C］をカップリング側［D］へ取り外す。
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オイルポンプスプロケット、オイルポンプおよびリリーフバルブ

オイルスクリーンの取り付け

•オイルスクリーン［A］を高引火点の溶剤で清掃し、こびりつ
いた異物を取り除く。

警告

燃料や低引火点の溶剤は非常に引火性が高く、一定の
条件下では火災や爆発の可能性がある。火災や爆発を
避けるため、燃料や低引火点の溶剤は使用しない。部品
などの清掃は、よく換気された場所で行い、付近に火気
がないことを確認する。パイロットランプ付きの電気製品
も近くに置かない。燃料や溶剤がこぼれた場合はすぐに
拭きとる。

知識
スクリーン清掃中に、エンジン内部の損傷を示す金属片
がないか点検する。

•Oリング［A］を新品と交換する。

•Oリングにグリースを塗布し、取り付ける。

•オイルスクリーン［B］とセンタバッフルプレートを取り付ける。

•締め付ける。

トルク - オイルスクリーンボルト：7.8 N·m (0.80 kgf·m)

•取り外した部品を取り付ける（該当する章を参照）。

リリーフバルブの点検

•取り外す。
オイルパン（オイルパンの取り外しの項を参照）
リリーフバルブ［A］
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オイルポンプスプロケット、オイルポンプおよびリリーフバルブ

•木または他の柔らかいロッドで押したときに、バルブ［A］が
スムーズにスライドするか、また、スプリング［B］の荷重でバ
ルブが元の位置に戻るか点検する。

知識
チェックバルブは組み立てた状態で点検する。分解・組
み立てをするとチェックバルブの性能が変化するかも知
れません。

上記の点検で引っ掛かりなどが発見された場合は、高引火
点の溶剤でバルブを清掃し、圧縮空気でバルブ内の異物
を吹き飛ばす。

警告

燃料や低引火点の溶剤は非常に引火性が高く、一定の
条件下では火災や爆発の可能性がある。火災や爆発を
避けるため、燃料や低引火点の溶剤は使用しない。部品
などの清掃は、よく換気された場所で行い、付近に火気
がないことを確認する。パイロットランプ付きの電気製品
も近くに置かない。燃料や溶剤がこぼれた場合はすぐに
拭きとる。

清掃で引っ掛かりなどの異常が解消できない場合は、リリー
フバルブをアッシとして交換する。リリーフバルブは精密部
品であるため、部品を個別に交換することはできない。

•ネジロック剤（高強度：ロックタイト271または同等品）をリリー
フバルブに塗布する。

注意

オイル通路がネジロック剤で塞がれるとエンジンが焼き
つく可能性がある。ネジロック剤を塗布し過ぎてはいけな
い。

• リリーフバルブを締め付ける。

トルク - リリーフバルブ：15 N·m (1.5 kgf·m)

オイルポンプチェーンの取り外し／取り付け

•取り外す。
カムシャフトチェーン（エンジントップの章、カムシャフト
チェーンの取り外しの項を参照）
オイルポンプスプロケット（オイルポンプスプロケットの取り
外しを参照）

•オイルポンプチェーン［A］を取り外す。

•取り付けは取り外しの逆である。

クランクシャフトスプロケットの取り外し

•オイルポンプチェーンを取り外す（オイルポンプチェーンの
取り外しの項を参照）。

• クランクシャフトスプロケット［A］を取り外す。
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オイルポンプスプロケット、オイルポンプおよびリリーフバルブ

クランクシャフトスプロケットの取り付け

• クランクシャフトスプロケット［A］を、スプロケットの幅広のギ
ヤ［B］が外側を向くようにし、スプロケットの幅広の溝［C］が
クランクシャフトの幅広のスプライン［D］に合うようにして、取
り付ける。

•取り外した部品を取り付ける（該当する章を参照）。
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油圧の測定

油圧の測定

•取り外す。
シート（船体、エンジンフードの章、シートの取り外しの項
を参照）

•油圧警告灯スイッチコネクタ［A］をはずす。

•油圧警告灯スイッチ［B］を取り外す（油圧警告灯スイッチの
取り外しの項を参照）。

•オイルプレッシャゲージアダプタ［A］をスイッチ孔に取り付
ける。

特殊工具 - オイルプレッシャゲージアダプタPT 1/8：57001-1033

•オイルプレッシャゲージ［A］をアダプタに取り付ける。

特殊工具 - オイルプレッシャゲージ10 kgf/cm2：57001-164

•ウォータクラフトを水上に浮かべる。

•エンジンを始動して数分間待つ。

•規定の回転数でエンジンを回転させ、オイルプレッシャゲー
ジを読み取る。

［油圧］

標準値： 390 kPa (3.98 kgf/cm2)/3 000 rpm、油温76°C

油圧が標準値を大きく下回っている場合は、オイルポンプ
およびリリーフバルブを点検する。
オイルポンプおよびリリーフバルブに問題がない場合は、潤
滑機構の他の箇所を点検する。

•エンジンを止める。

•ウォータクラフトを陸上へ上げる。

•オイルプレッシャゲージとアダプタを取り外す。

警告

オイル通路から流出するエンジンオイルは高温のため、
やけどする可能性がある。オイルプレッシャゲージアダプ
タを取り外すとき、オイルが手や身体に付着しないよう注
意する。

•取り付ける。
油圧警告灯スイッチ（油圧警告灯スイッチの取り付けの項
を参照）
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油圧警告灯スイッチ

油圧警告灯スイッチの取り外し

•取り外す。
シート（船体、エンジンフードの章、シートの取り外しの項
を参照）

•油圧警告灯スイッチコネクタ［A］をはずす。

•油圧警告灯スイッチ［A］の下にウエスを敷き、油圧警告灯
スイッチを取り外す。
スイッチの接続部［B］に損傷を与えないこと。

油圧警告灯スイッチの取り付け

•油圧警告灯スイッチのねじ部にネジロック剤を塗布し、締め
付ける。

トルク - 油圧警告灯スイッチ：15 N·m (1.5 kgf·m)

•油圧警告灯スイッチコネクタを接続する。

•シートを取り付ける（船体、エンジンフードの章、シートの取
り付けの項を参照）。
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分解図
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分解図

締め付けトルク
No. 項目

N·m kgf·m
備考

1 マークプレートボルト 5.0 0.51

2 エキゾーストパイプ取り付けボルト（L = 120 mm） 35 3.6

3 エキゾーストパイプ取り付けボルト（L = 95 mm） 35 3.6

4 エキゾーストパイプ取り付けボルト（L = 150 mm） 45 4.6

5 エキゾーストマニホールド取り付けナット 30 3.1

6 エキゾーストマニホールド取り付けボルト（L = 120 mm） 30 3.1

7 エキゾーストマニホールド取り付けボルト（L = 140 mm） 30 3.1

8 エキゾーストフィルタストッパプラグ 20 2.0 L

9 ウォータホースジョイント 20 2.0 L

10 マフラボディボルト 45 4.6

11 フロントエキゾーストホースクランプスクリュ 4.9 0.50

12 リヤエキゾーストホースクランプスクリュ 4.9 0.50

L： ネジロック剤を塗布する。
LN： ネジロック剤（高強度：ロックタイト271または同等品）を塗布する。
R： 交換部品
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エキゾーストパイプとマフラボディ

エキゾーストパイプとマフラボディの取り外し

•取り外す。
シート（船体、エンジンフードの章、シートの取り外しの項
を参照）
ハンドレールプレート（船体、エンジンフードの章、ハンド
レールプレートの取り外しの項を参照）
水温センサ［A］（燃料系統（DFI）の章、水温センサの取り
外し／取り付けの項を参照）
マークプレートボルト［B］
マークプレート［C］

• クランプスクリュ［D］をゆるめる。

•ウォータホース［E］をはずす。

•エキゾーストパイプボルト［A］とワッシャを取り外す。

• クランプ［A］をずらす。

•ブリーザホース［B］をはずす。

•オイルセパレータタンク取り付けボルト［C］とワッシャを取り
外す。

•オイルセパレータタンク［D］を前側に出す。

• クランプスクリュ［A］をゆるめる。

•エキゾーストパイプおよびマフラボディ［B］をセットで取り外
す。
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エキゾーストパイプとマフラボディ

•マフラボディ［A］をエキゾーストパイプから取り外すには、マ
フラボディボルト［B］とワッシャを取り外す。
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エキゾーストパイプとマフラボディ

エキゾーストパイプとマフラボディの取り付け

•エキゾーストパイプガスケット［A］とマフラボディガスケット
［B］を新品に交換する。

•図のようにエキゾーストパイプとマフラボディ部品を取り付け
る。
“R”マーク［C］
Lから見た図［D］
左舷側［E］
右舷側［F］
フィルタ［G］
緑マーク［H］
Mから見た図［I］
ピン［J］
マフラボディボルト［K］およびワッシャ

•締め付ける。

トルク - マフラボディボルト：45 N·m (4.6 kgf·m)
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エキゾーストパイプとマフラボディ

•エキゾーストパイプおよびマフラボディをしっかりと取り付け
る。

•エキゾーストパイプ取り付けボルトとワッシャを取り付けて、
次のように締め付ける。

トルク - エキゾーストパイプ取り付けボルト（L = 150 mm）［A］：

45 N·m (4.6 kgf·m)
エキゾーストパイプ取り付けボルト（L = 120 mm）［B］：

35 N·m (3.6 kgf·m)
エキゾーストパイプ取り付けボルト（L = 95 mm)［C］：35

N·m (3.6 kgf·m)

• クランプ［A］を図のように取り付ける。

•締め付ける。

トルク - フロントエキゾーストホースクランプスクリュ［B］：4.9 N·m
(0.50 kgf·m)

•マークプレート［A］を取り付ける。

•締め付ける。

トルク - マークプレートボルト［B］：5.0 N·m (0.51 kgf·m)

•取り外した部品を取り付ける（該当する章を参照）。

エキゾーストパイプとマフラボディの清掃と点検

•エキゾーストパイプとマフラボディ部品を取り外す（エキゾー
ストパイプおよびマフラボディの取り外しの項を参照）。

•排気口に堆積しているカーボンを、排気口に傷をつけない
ように丸みを帯びた工具で取り除く。

•通水路の異物を真水で洗浄する。

•通水路の内側に腐食がないか点検する。

•エキゾーストパイプとマフラボディのガスケット面に欠けなど
の損傷がないか確認する。
過度な堆積があったり、ガスケット面がひどく損傷していて
適切に密封できなくなっている場合は、新しいものに交換
する。

エキゾーストフィルタの点検

•定期点検整備の章、エキゾーストフィルタの点検の項を参
照する。
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エキゾーストマニホールド

エキゾーストマニホールドの取り外し

•エキゾーストパイプとマフラボディを取り外す（エキゾースト
パイプおよびマフラボディの取り外しの項を参照）。

•エキゾーストマニホールド取り付けナット［A］、ボルト［B］お
よびワッシャを取り外す。

•フラッシングホース［C］をはずす。

•エキゾーストマニホールド［D］を取り外す。

エキゾーストマニホールドの取り付け

•エキゾーストマニホールドガスケットを新品に交換する。

•新品のガスケット［A］とエキゾーストマニホールドを取り付け
る。

•エキゾーストマニホールド取り付けナットとボルトおよびワッ
シャを取り付けて、次のように締め付ける。

トルク - エキゾーストマニホールド取り付けナット［A］：30 N·m
(3.1 kgf·m)

エキゾーストマニホールド取り付けボルト（L = 140 mm）

［B］：30 N·m (3.1 kgf·m)
エキゾーストマニホールド取り付けボルト（L = 120 mm）

［C］：30 N·m (3.1 kgf·m)

•取り外した部品を取り付ける（該当する章を参照）。

エキゾーストマニホールドの清掃と点検

•エキゾーストマニホールドを取り外す（エキゾーストマニホー
ルドの取り外しの項を参照）。

•排気口に堆積しているカーボンを、排気口に傷をつけない
ように丸みを帯びた工具で取り除く。

•通水路の異物を真水で洗浄する。

•通水路の内側に腐食がないか点検する。

•エキゾーストマニホールドのガスケット面に欠けなどの損傷
がないか点検する。
過度な堆積があったり、ガスケット面がひどく損傷していて
適切に密封できなくなっている場合は、新しいものに交換
する。
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ウォータボックスマフラ

ウォータボックスマフラの取り外し

•取り外す。
エキゾーストパイプとマフラボディ（エキゾーストパイプとマ
フラボディの取り外しの項を参照）
インタクーラ（冷却・ビルジ系統の章、インタクーラの取り外
しの項を参照）

• クランプスクリュ［A］をゆるめてエキゾーストホース［B］をは
ずす。

• ラバーバンド［C］を左ウォータボックスマフラ［D］からはず
す。

•左ウォータボックスマフラを取り外す。

• クランプスクリュ［A］をゆるめる。

•エキゾーストホース［B］をはずす。

• ラバーバンド［C］を右ウォータボックスマフラ［D］からはず
す。

•右ウォータボックスマフラを取り外す。

ウォータボックスマフラの取り付け

•ダンパ［A］が船体［B］の所定の位置にあるか確認すること。
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ウォータボックスマフラ

•次の部品を図のように取り付ける。
右ウォータボックスマフラ［A］
左ウォータボックスマフラ［B］
エキゾーストホース［C］
クランプ［D］
矢印マーク［E］
前方［F］
Gから見た図［G］

•締め付ける。

トルク - リヤエキゾーストホースクランプスクリュ：4.9 N·m (0.50

kgf·m)

•その他のクランプについては、スクリュの位置に注意しながら
クランプを締め付けてフロントエキゾーストホースを固定し、
ホースの通路および取り付けスクリュの位置を確認する（付
録の章、ケーブル、ワイヤ、ホースの通し方の節を参照）。

•取り外した部品を取り付ける（該当する章を参照）。

エキゾーストホースの点検

•エキゾーストホース［A］を取り外す（ウォータボックスマフラ
の取り外しの項を参照）。

•エキゾーストホースに過熱による損傷がないか点検する。
エキゾーストホースに熱による損傷がある場合には、冷却系
統に詰まりがないか点検する（冷却・ビルジ系統の章、冷却
およびビルジ系統の流れ図の項を参照）。
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分解図
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分解図

締め付けトルク
No. 項目

N·m kgf·m
備考

1 シリンダヘッドカバーボルト 10 1.0

2 スパークプラグ 13 1.3

3 ブリーザプレートボルト 7.8 0.80 L

4 ハーネスクランプ取り付けボルト 8.8 0.90 L

5 オイル注油口プラグ – – 手締め

6 排気側カムシャフトチェーンガイドボルト（上側） 25 2.5

7 排気側カムシャフトチェーンガイドボルト（下側） 12 1.2

8 吸気側カムシャフトチェーンガイドボルト 12 1.2 L

9 カムシャフトチェーンテンショナ取り付けボルト 10 1.0 L

10 カムシャフトチェーンテンショナキャップボルト 20 2.0

シリンダヘッドボルト（M11、 初） 35 3.6 MO、S
11

シリンダヘッドボルト（M11、 終） 57 5.8 MO、S

12 シリンダヘッドボルト（M7） 20 2.0 S

13 アッパカムシャフトチェーンガイドボルト 12 1.2 S

14 カムシャフトキャップボルト（L = 40 mm) 12 1.2 S

15 カムシャフトキャップボルト（L = 50 mm) 12 1.2 S

16 ウォータジャケットプラグ 19.6 2.00 L

17 シリンダヘッドボルト（M6） 12 1.2 S

18 カムシャフトポジションセンサロータボルト 12 1.2 LN

19 オイル通路ジョイント 7.8 0.80 L

20 冷却水チェックバルブ 11 1.1 L

EO： エンジンオイルを塗布する。
G： グリースを塗布する。
L： ネジロック剤を塗布する。

LG： 液体ガスケットを塗布する。
LN： ネジロック剤（高強度：ロックタイト271または同等品）を塗布する。
M： 二硫化モリブデングリースを塗布する。

MO： 二硫化モリブデン溶液を塗布する。
（エンジンオイルと二硫化モリブデングリ－スを重量比10：1で混合）

R： 交換部品
S： 規定の順序で締め付ける。
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サービスデータ

項目 標準値 使用限度

カムシャフト

カムの高さ：

排気 36.041 ∼ 36.157 mm 35.94 mm

吸気 36.441 ∼ 36.557 mm 36.34 mm

カムシャフトジャーナル、カム
シャフトキャップのすき間

0.028 ∼ 0.071 mm 0.16 mm

カムシャフトジャーナル外径 23.950 ∼ 23.972 mm 23.92 mm

カムシャフトベアリング内径 24.000 ∼ 24.021 mm 24.08 mm

カムシャフトの振れ 0.02 mm以下 0.1 mm

シリンダヘッド

シリンダ圧縮圧力 （使用範囲）
840 ∼ 1 320 kPa (8.6 ∼ 13.5 kgf/cm2)/383 rpm

－－－

シリンダヘッドの歪み －－－ 0.05 mm

バルブ

バルブクリアランス：

排気 0.47 ∼ 0.55 mm －－－

吸気 0.15 ∼ 0.24 mm －－－

バルブヘッドの厚さ：

排気 0.8 mm 0.4 mm

吸気 0.5 mm 0.3 mm

バルブステムの曲がり 0.01 mm以下 0.05 mm

バルブステムの外径：

排気 4.945 ∼ 4.960 mm 4.93 mm

吸気 4.975 ∼ 4.990 mm 4.96 mm

バルブガイドの内径：

排気 5.000 ∼ 5.012 mm 5.08 mm

吸気 5.000 ∼ 5.012 mm 5.08 mm

バルブ／バルブガイドのすき
間（振れ測定法）：

排気 0.11 ∼ 0.18 mm 0.37 mm

吸気 0.03 ∼ 0.10 mm 0.28 mm

バルブシート研磨角度 32°、45°、55°、60° －－－

バルブシートの当たり面：

外径：

排気 28.5 ∼ 28.7 mm －－－

吸気 32.6 ∼ 32.8 mm －－－

幅：

排気 1.8 ∼ 2.2 mm －－－

吸気 0.5 ∼ 1.0 mm －－－
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サービスデータ

項目 標準値 使用限度

バルブスプリングの自由長：

排気（内側） 38.1 mm 36.7 mm

排気（外側） 46.0 mm 44.5 mm

吸気（内側） 38.0 mm 36.5 mm

吸気（外側） 45.8 mm 44.2 mm

シリンダ、ピストン

シリンダ内径 82.994 ∼ 83.006 mm 83.09 mm

ピストン外径 82.919 ∼ 82.934 mm 82.77 mm

ピストン／シリンダのすき間 0.060 ∼ 0.087 mm －－－

ピストンリング／リング溝のす
き間：

トップ 0.03 ∼ 0.07 mm 0.17 mm

セカンド 0.02 ∼ 0.06 mm 0.16 mm

ピストンリング溝の幅：

トップ 0.92 ∼ 0.94 mm 1.02 mm

セカンド 1.01 ∼ 1.03 mm 1.11 mm

ピストンリングの厚さ：

トップ 0.87 ∼ 0.89 mm 0.80 mm

セカンド 0.97 ∼ 0.99 mm 0.90 mm

ピストンリングの合い口すき間：

トップ 0.20 ∼ 0.30 mm 0.6 mm

セカンド 0.40 ∼ 0.55 mm 0.9 mm

バルブヘッドの厚さ

バルブヘッドの厚さ［A］
バルブステムの外径［B］
45°［C］

バルブステムの曲がり
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特殊工具とシーラント

コンプレッションゲージ20 kgf/cm2：

57001-221

バルブスプリングコンプレッサセット：

57001-241

ピストンタイミングゲージ：

57001-402

ピストンピンプーラセット：

57001-910

ピストンリングコンプレッサグリップ：

57001-1095

バルブシートカッタ45° - 35：

57001-1116

バルブシートカッタ32° - 30：

57001-1120

バルブシートカッタ32° - 35：

57001-1121

バルブシートカッタ60° - 30：

57001-1123

バルブシートカッタホルダバー：

57001-1128
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特殊工具とシーラント

バルブシートカッタ45° - 30：

57001-1187

バルブスプリングコンプレッサアダプタ 22：

57001-1202

バルブガイドアーバ 5：

57001-1203

バルブガイドリーマ 5：

57001-1204

バルブシートカッタホルダ 5：

57001-1208

バルブシートカッタ55° - 35：

57001-1247

コンプレッションゲージアダプタM10 × 1.0：

57001-1317

ピストンリングコンプレッサベルト 80 ∼ 91：

57001-1320

TDC位置計測工具：

57001-1560

ピストンベース 8：

57001-1604
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特殊工具とシーラント

シャフトレンチ：

57001-1760

液体ガスケット、TB1216B：

92104-1064
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シリンダヘッドカバー

シリンダヘッドカバーの取り外し

•取り外す。
シート（船体、エンジンフードの章、シートの取り外しの項
を参照）
スパークプラグキャップ［A］

•ブリーザホース［B］をはずす。

• クランプ［C］を開く。

•取り外す。
シリンダヘッドカバーボルト［A］およびゴムワッシャ
シリンダヘッドカバー［B］

シリンダヘッドカバーの取り付け

•次の部品を取り付ける。
ノックピン［A］
プラグ穴ガスケット［B］

•液体ガスケットの塗布部分を高引火点溶剤（パーツクリーナ）
で清掃し、油脂分や汚れを取り除く。きれいな布で拭きとる。

•液体ガスケット［A］をシリンダヘッドの図の位置に塗布する。

シーラント - 液体ガスケット、TB1216B：92104-1064
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シリンダヘッドカバー

•シリンダヘッドカバーガスケットを新品と交換する。

•新品のシリンダヘッドカバーガスケットとシリンダヘッドカバー
を取り付ける。

•ゴムワッシャを金属側［A］が上を向くように取り付ける。

•締め付ける。

トルク - シリンダヘッドカバーボルト［B］：10 N·m (1.0 kgf·m)

•ケーブル、ハーネスおよびホース類を正しく通す（付録の
章、ケーブル、ワイヤ、ホースの通し方の節を参照）。
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カムシャフトチェーンテンショナ

カムシャフトチェーンテンショナの取り外し

注意

これはノンリターンタイプのカムシャフトテンショナである。
カムシャフトチェーンのゆるみをなくすために移動すると、
プッシュロッドは元の位置に戻らないようになっている。
テンショナおよびカムシャフトチェーンを損傷させないよ
うにするため、以下に示す作業手順を守ること。テンショ
ナを取り外す場合には、取り付けボルトを半分抜き出し
た状態にしないこと。この位置から取り付けボルトを締め
付けると、テンショナおよびカムシャフトチェーンに損傷を
与える可能性がある。ボルトをゆるめた場合、「カムシャ
フトチェーンテンショナの取り付け」に記述されているよう
に、一旦テンショナを取り外してから元どおりに取り付け
る。テンショナを取り外した状態で、クランクシャフトを回
さないこと。これはカムシャフトチェーンのタイミングを狂
わせ、バルブが損傷する可能性がある。

•取り外す。
シート（船体、エンジンフードの章、シートの取り外しの項
を参照）
キャップボルト［A］
ワッシャ［B］
スプリング［C］
ロッド［D］
取り付けボルト［E］
カムシャフトチェーンテンショナボディ［F］

カムシャフトチェーンテンショナの取り付け

•Oリング［A］を新品と交換する。

•新品のOリングにグリースを塗布する。

•ストッパ［B］を解除し、プッシュロッド［C］をテンショナボディ
［D］に押し入れる。

•ストッパが下を向くようにテンショナボディを取り付ける。

•テンショナ取り付けボルト［A］のねじ部にネジロック剤を塗
布し、締め付ける。

トルク - カムシャフトチェーンテンショナ取り付けボルト：10 N·m
(1.0 kgf·m)

•取り付ける。
ロッド［B］
スプリング［C］
ワッシャ［D］

•キャップボルト［E］を締め付ける。

トルク - カムシャフトチェーンテンショナキャップボルト：20 N·m
(2.0 kgf·m)
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カムシャフト、カムシャフトチェーン

カムシャフトの取り外し

•取り外す。
シート（船体、エンジンフードの章、シートの取り外しの項
を参照）
ハンドレールプレート（船体、エンジンフードの章、ハンド
レールプレートの取り外しの項を参照）
スパークプラグ（定期点検整備の章、スパークプラグの点
検の項を参照）
シリンダヘッドカバー（シリンダヘッドカバーの取り外しの項
を参照）
オイルセパレータタンク（エンジン潤滑機構の章、オイルセ
パレータタンクの取り外しの項を参照）

•次の手順に従い、ピストン#1と#4が上死点になるようクラン
クシャフトの位置決めを行う。

シャフトレンチ［A］を使用して、ピストン#1と#4が上死点にな
るようにクランクシャフトを時計回り［B］に回転させる。
ドライブシャフト［C］
船首［D］

特殊工具 - シャフトレンチ：57001-1760

図のように、タイミングマーク［A］をシリンダヘッド上端［B］に
合わせる。

•取り外す。
カムシャフトチェーンテンショナ（カムシャフトチェーンテン
ショナの取り外しの項を参照）

•カムシャフトキャップボルト［A］とアッパチェーンガイドボルト
［B］を少しずつ均等にゆるめる。

•取り外す。
カムシャフトキャップボルト
アッパカムシャフトチェーンガイドボルト
アッパカムシャフトチェーンガイド［C］
カムシャフトキャップ［D］
カムシャフト

•チェーントンネルに清潔な布を詰め、クランクケース内に部
品が落下しないようにする。

注意

カムシャフトを取り外した状態でも、クランクシャフトを回
すことができる。クランクシャフトを回している間は、常に
チェーンを引いてピンと張った状態にする。これにより、
下側の（クランクシャフト）スプロケットでチェーンがからま
るのを防止する。チェーンがからまると、チェーンおよび
スプロケットの両方に損傷を与える可能性がある。
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カムシャフト、カムシャフトチェーン

カムシャフトの取り付け

•次の部品を取り付ける。
ノックピン［A］

•すべてのカム部品とジャーナルおよびタペットに二硫化モリ
ブデン溶液を塗布する。

知識
排気側カムシャフトには320EXというマーク［A］があり、吸
気側カムシャフトには320INというマーク［B］がある。両者
を混同しないこと。

知識
吸気側と排気側のカムシャフトには識別用の溝がある。

吸気側カムシャフトの識別溝［A］
排気側カムシャフトの識別溝［B］

カムシャフトポジションセンサロータを取り外す場合は、以下
の手順で取り付ける。
カムシャフトおよびボス［C］の穴［B］にピン［A］を挿入する。

ロータ［B］の突起［A］を、カムシャフトのくぼみ［C］にはめ込
む。
ネジロック剤（高強度：ロックタイト271相当）をカムシャフトポ
ジションセンサロータボルト［D］のねじ部に塗布し、締め付
ける。

トルク - カムシャフトポジションセンサロータボルト：12 N·m (1.2

kgf·m)
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カムシャフト、カムシャフトチェーン

•スパークプラグを取り外す（定期点検整備の章、スパークプ
ラグの点検の項を参照）。

•シャフトレンチ［A］を使用して、クランクシャフトを時計方向
［B］に回し、クランクシャフトをピストン#1、#4の上死点にセッ
トする（ピストンの上死点検出の項を参照）。
ドライブシャフト［C］
船首［D］

特殊工具 - シャフトレンチ：57001-1760

•チェーンのテンション側（排気側）を引っ張りながらチェーン
を取り付ける。

•カムシャフトチェーンをカムシャフトスプロケットにかみ合わ
せ、スプロケットのタイミングマークが図の位置になるように
する。
タイミングマークがシリンダヘッドの上面［A］と合っていなく
てはならない。
EXマーク［B］
#1ピン［C］
#2ピン［D］
INマーク［E］
#31ピン［F］
#32ピン［G］
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カムシャフト、カムシャフトチェーン

•カムシャフトキャップ［A］およびアッパカムシャフトチェーン
ガイド［B］を取り付ける。カムシャフトチェーンを押さえなが
ら、すべてのカムシャフトボルトとチェーンガイドボルトを締
め付ける。
三角マークで示された#10および#14位置に、長い方（白色）
のボルトを取り付ける。
まずすべてのカムシャフトキャップボルトとチェーンガイドボ
ルトを均等に仮締めしてカムシャフトを取り付け、その後に
すべてのボルトを規定の順序［1 ∼ 20］で締め付ける。

トルク - カムシャフトキャップボルト：12 N·m (1.2 kgf·m)
アッパカムシャフトチェーンガイドボルト：12 N·m (1.2

kgf·m)

•カムシャフトチェーンテンショナを取り付ける（カムシャフト
チェーンテンショナの取り付けの項を参照）。

•クランクシャフトを反時計方向に2回転回し、テンショナを伸
ばして、カムシャフトチェーンタイミングを再確認する。

•シリンダヘッドカバーを取り付ける（シリンダヘッドカバーの
取り付けを参照）。

ピストンの上死点検出
この作業は、エンジンが船体に搭載されカムシャフトの取り

付けを行っている間に実施できる。

•ピストントップディテクタ［A］を#1スパークプラグの穴に取り
付ける。

特殊工具 - TDC位置計測工具：57001-1560

•ピストントップディテクタのロッド［B］をスリーブに挿入する。

•ピストントップディテクタのロッドが 高点になるよう、シャフ
トレンチを使用して船首側から見て時計回りにクランクシャ
フトを回す。

特殊工具 - シャフトレンチ：57001-1760

•ロッドを取り外し、そのロッドをダイヤルゲージに取り付ける。
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カムシャフト、カムシャフトチェーン

•上死点ファインダ［A］およびゲージ［B］（拡張装置ごと）を
取り付ける。

特殊工具 - ピストンタイミングゲージ：57001-402

•ゲージを“0”調整する。

•シャフトレンチを使用して船首側から見て時計回りにクランク
シャフトを回しながら、ダイヤルゲージの 大値を読み取る。

特殊工具 - シャフトレンチ：57001-1760

知識
ダイヤルゲージの表示値は上死点で 大値となる。

カムシャフト、カムシャフトキャップの摩耗の点検

•カムシャフトキャップを取り外す（カムシャフトの取り外しの項
を参照）。

•プラスチゲージ（プレスゲージ）をジャーナル幅に切る。切っ
たプラスチゲージを、正しく取り付けたカムシャフトと平行に
なるように各ジャーナル上に配置する。

•カムシャフトキャップボルトとアッパカムシャフトチェーンガイ
ドボルトを規定トルクで締め付ける（カムシャフトの取り付け
の項を参照）。

知識
プラスチゲージがジャーナルとカムシャフトキャップの間
にある測定中は、カムシャフトを回さないこと。

•カムシャフトキャップを再度取り外し、プラスチゲージ［A］か
らそれぞれのカムシャフトジャーナルとカムシャフトキャップ
のすき間を測定する。

［カムシャフトジャーナル、カムシャフトキャップのすき間］

標準値： 0.028 ∼ 0.071 mm

使用限度： 0.16 mm

すき間が使用限度を超えている場合は、マイクロメータを
使って各カムシャフトジャーナルの外径を測定する。

［カムシャフトジャーナル外径］

標準値： 23.950 ∼ 23.972 mm

使用限度： 23.92 mm

カムシャフトジャーナルの外径が使用限度より小さい場合
は、カムシャフトを新品と交換し再度すき間を測定する。
それでもすき間が使用限度を超えている場合には、シリン
ダヘッドユニットを交換する。
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カムシャフト、カムシャフトチェーン

カムシャフトの振れの点検

•カムシャフトを取り外す（カムシャフトの取り外しの項を参照）。

•カムシャフトをカムシャフトアライメント治具またはＶブロック
にセットする。

•ダイヤルゲージを図の規定位置にセットして振れを測定す
る。
振れが使用限度を超えている場合は、カムシャフトを交換
する。

［カムシャフトの振れ］

標準値： 0.02 mm以下

使用限度： 0.1 mm

カムの摩耗の点検

•カムシャフトを取り外す（カムシャフトの取り外しの項を参照）。

•マイクロメータを使って各カムの高さ［A］を測定する。
カムが使用限度以下にまで摩耗している場合は、カムシャ
フトを交換する。

［カムの高さ］

標準値：

排気 36.041 ∼ 36.157 mm

吸気 36.441 ∼ 36.557 mm

使用限度：

排気 35.94 mm

吸気 36.34 mm

カムシャフトチェーンの取り外し

•取り外す。
カムシャフト（カムシャフトの取り外しの項を参照）
タイミングロータ（電気系統の章、タイミングロータの取り外
しの項を参照）
オイルレベルゲージパイプボルト（上側）［A］
排気側カムシャフトチェーンガイドボルト（上側）［B］
排気側カムシャフトチェーンガイドボルト（下側）［C］
吸気側カムシャフトチェーンガイドボルト［D］
カムシャフトチェーンガイド［E］

•カムシャフトチェーン［A］をクランクシャフトスプロケットから
はずす。
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シリンダヘッド

シリンダ圧縮圧力の測定

知識
満充電のバッテリを使用する。

•エンジンをあたため、同時にスパークプラグやシリンダヘッ
ドガスケット周辺に圧力漏れがないか点検する。

注意

冷却水の供給なしにエンジンを15秒以上、特に高回転で
運転させると、エンジンや排気系統に重大な損傷を与え
る。エンジンの損傷を避けるため、充分な冷却水の供給
がない状態でエンジンを運転しないでください。

•エンジンを止める。

•イグニションコイルの一次側リード線コネクタをはずす（電気
系統の章、イグニションコイルの取り外しの項を参照）。

•取り外す。
スパークプラグ（定期点検整備の章、スパークプラグの点
検の項を参照）

•コンプレッションゲージ［A］とアダプタ［B］をしっかりとスパー
クプラグ孔に取り付ける。

•コンプレッションゲージの上昇が止まるまで、スロットルを全
開にしてスタータモータでエンジンを回す。 高示度が圧
縮圧力である。

特殊工具 - コンプレッションゲージ20 kgf/cm2：57001-221

コンプレッションゲージアダプタM10 × 1.0：57001-

1317

［シリンダ圧縮圧力］

使用範囲： 840 ∼ 1 320 kPa (8.6 ∼ 13.5 kgf/cm2)/383
rpm

•他のシリンダについても同様に測定する。

•スパークプラグを取り付ける（定期点検整備の章、スパーク
プラグの点検の項を参照）。

•イグニションコイル一次リード線コネクタを再接続する。その
際、#1、#4［A］および#2、#3［B］コイルコネクタに注意する。
#1、#4コイルコネクタには、メインハーネスからの赤／白リー
ド線および緑／青リード線が付いている。#2、#3コイルコネ
クタには、メインハーネスからの赤／白リード線および緑リー
ド線が付いている。
イグニションコイル#1、#4［C］
イグニションコイル#2、#3［D］

知識
この作業で発生するサービスコード（COL1およびCOL2）
がECUに記憶される。
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シリンダヘッド

圧縮圧力の測定値が使用範囲内にない場合には、次の表を参考にして対処する。

問題点 診断 修正（処置）

バルブステムオイルシールの損傷またはピス
トンオイルリング損傷のためピストンとシリンダ
ヘッド（燃焼室）にカーボンが堆積したと思わ
れる（白い排気ガスで確認できる）。

たまったカーボンを取り除く。必要
なら損傷した部品を交換する。

シリンダの圧縮圧力
が使用範囲より高
い。

シリンダヘッドガスケットの厚さが不適合。 ガスケットを正規のものと交換する。

シリンダヘッド周囲の圧縮圧漏れ 損傷したガスケットを交換し、シリン
ダヘッドが歪んでないか点検する。

バルブシート当たり面の不良 可能なら修理する。

バルブクリアランスが不適切 バルブクリアランスを調整する。

ピストン／シリンダのすき間が不適切 ピストンまたはシリンダを交換する。

ピストンの焼き付き シリンダとピストンを点検し、必要に
応じて修理または交換する。

シリンダの圧縮圧力
が使用範囲より低
い。

ピストンリングやピストンリング溝の状態が悪い ピストンまたはピストンリングを交換
する。

シリンダヘッドの取り外し

•エンジンオイルを抜き取る（定期点検整備の章、エンジンオ
イルの交換の項を参照）。

•取り外す。
エンジン（エンジンの取り外し／取り付けの章、エンジンの
取り外しの項を参照）
シリンダヘッドカバー（シリンダヘッドカバーの取り外しの項
を参照）
クランクシャフトセンサカバーボルト［A］
クランクシャフトセンサカバー［B］

•レンチをタイミングロータボルト［A］にかけてクランクシャフト
を時計方向に回し、タイミングロータ［C］のライン［B］（#1、
#4ピストンのTDCマーク）をクランクケースの合わせ面［D］に
揃える。

•取り外す。
カムシャフトチェーンテンショナ（カムシャフトチェーンテン
ショナの取り外しの項を参照）
カムシャフト（カムシャフトの取り外しの項を参照）

•取り外す。
シリンダヘッドボルト（M6）［A］
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シリンダヘッド

•取り外す。
オイルレベルゲージパイプボルト（上側）［A］
排気側カムシャフトチェーンガイドボルト（上側）［B］
シリンダヘッドボルト（M7）［C］

•シリンダヘッドボルト（M11）［A］およびワッシャを取り外す。

•取り外す。
シリンダヘッド
オイルパイプ

シリンダヘッドの取り付け

知識
カムシャフトキャップはシリンダヘッドと共加工されてい
る。従って新品のシリンダヘッドを取り付ける場合には、
それとセットになっているキャップを使用すること。

•オイルパイプ［B］のOリング［A］を新品と交換する。

•Oリングに二硫化モリブデン溶液を塗布する。

•オイルパイプ［A］を取り付ける。

•新品のシリンダヘッドガスケット［B］、およびノックピン［C］を
取り付ける。

•シリンダヘッドボルトワッシャを新品と交換する。

•シリンダヘッドボルトワッシャ［B］の両面［A］とヘッドボルト
［D］のねじ部［C］に二硫化モリブデン溶液を塗布する。
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シリンダヘッド

•シリンダヘッドを取り付ける。

•締め付け順［1 ∼ 10］に従って、シリンダヘッドボルト（M11）
を締め付ける。

トルク - シリンダヘッドボルト（M11)：

仮締め：35 N·m (3.6 kgf·m)
本締め：57 N·m (5.8 kgf·m)

•締め付け順［11、12］に従って、シリンダヘッドボルト（M7）を
締め付ける。

トルク - シリンダヘッドボルト（M7)：20 N·m (2.0 kgf·m)

•締め付け順［13、14］に従って、シリンダヘッドボルト（M6）を
締め付ける。

トルク - シリンダヘッドボルト（M6）：12 N·m (1.2 kgf·m)

•Oリング［A］を新品と交換し、グリースを塗布する。

•取り付ける。
新品のOリング
排気側カムシャフトチェーンガイドボルト（上側）［B］

•締め付ける。

トルク - 排気側カムシャフトチェーンガイドボルト（上側）：25 N·m
(2.5 kgf·m)

•取り外した部品を取り付ける（該当する章を参照）。

シリンダヘッドの歪み

•シリンダヘッドを取り外す（シリンダヘッドの取り外しの項を
参照）。

•シリンダヘッドを清掃する。

•シリンダヘッド下面の数カ所に直定規を当てる。

•シックネスゲージ［A］を使って直定規［B］とヘッドのすき間
を測定する。

［シリンダヘッドの歪み］

標準値： －－－

使用限度： 0.05 mm

シリンダヘッドが使用限度を超えて歪んでいる場合は、交
換する。
シリンダヘッドの歪みが使用限度未満であれば、平板に固定
したサンドペーパで下面をこすって修理する（まずNo.200、
次にNo.400）。
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バルブ

バルブクリアランスの点検

•定期点検整備の章、バルブクリアランスの点検の項を参照
する。

バルブの取り外し

•シリンダヘッドを取り外す（シリンダヘッドの取り外しの項を
参照）。

•バルブリフタとシムを取り外す。
バルブリフタとシムの位置に印をつけておき、あとで元の位
置に取り付けられるようにしておく。

•バルブスプリングコンプレッサセットを使って、バルブを取り
外す。

特殊工具 - バルブスプリングコンプレッサセット［A］：57001-241

バルブスプリングコンプレッサアダプタ 22［B］：

57001-1202

バルブの取り付け

•オイルシールを新品に交換する。

•バルブを取り付ける前に、バルブステムに二硫化モリブデン
グリースを薄く塗布する。

•コイルの密巻き側が下になるようにスプリングを取り付ける。
塗装した面が上側になる。

バルブスプリングの色： EX - 赤色
IN - 青色

バルブステム［A］
スプリングシート［B］
オイルシール［C］
コイルの密巻き側［D］
バルブスプリング（内側）［E］
バルブスプリング（外側）［F］
リテーナ［G］
スプリットキーパ［H］
ペイントマーク［I］
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バルブ

バルブガイドの取り外し

•取り外す。
バルブ（バルブの取り外しの項を参照）
オイルシール
スプリングシート

•バルブガイド周辺部を120 ∼ 150°Cに熱し、ハンマでバルブ
ガイドアーバ［A］を軽く叩いて、ガイドをヘッドの上部から取
り外す。

注意

シリンダヘッドをトーチランプの炎で直接加熱すると局部
的に温度上昇するため、シリンダヘッドが歪み圧縮漏れ、
オイル漏れ、水漏れを起こす可能性がある。トーチランプ
の炎で直接加熱しないこと。シリンダヘッドをオイルに浸
し、オイルを加熱し、シリンダヘッド全体をゆっくりと間接
的に加熱する。

特殊工具 - バルブガイドアーバ 5：57001-1203

バルブガイドの取り付け

•バルブガイドのスナップリングを新品に交換する。

•取り付け前に、バルブガイドの外面にエンジンオイルを塗布
する。

•バルブガイドホール周辺部をおよそ120 ∼ 150°Cに熱する。

注意

シリンダヘッドをトーチランプの炎で直接加熱すると局部
的に温度上昇するため、シリンダヘッドが歪み圧縮漏れ、
オイル漏れ、水漏れを起こす可能性がある。トーチランプ
の炎で直接加熱しないこと。シリンダヘッドをオイルに浸
し、オイルを加熱し、シリンダヘッド全体をゆっくりと間接
的に加熱する。

•バルブガイドアーバを使って、バルブガイドをヘッド上部か
ら押し込む。押し込んでいくと、ガイドはスナップリングに当
たって止まる。

特殊工具 - バルブガイドアーバ 5：57001-1203

•シリンダヘッドが冷えるまで待ってからバルブガイドをバル
ブガイドリーマ［A］で研削仕上げする。この作業は使用中の
ガイドを更に使う場合でも実施すること。
リーマがガイド内で軽く回るようになるまで時計方向に回す。
刃をなめてしまうため、リーマを反時計方向には回さないこ
と。
ガイドのリーマ処理が終わったら充分に清掃する。

特殊工具 - バルブガイドリーマ 5：57001-1204
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バルブ

バルブとガイドのすき間測定（振れ測定法）
小型の内径ゲージがない時は、下記の振れ測定法でバル

ブとバルブガイドのすき間を測定し、バルブガイドの摩耗を点
検する。

•新品のバルブ［A］をガイド［B］に挿入し、ダイヤルゲージを
シリンダヘッドの合わせ面にできるだけ近いところで、ステム
に対し直角になるようにセットする。

•ステムを前後［C］に動かし、バルブ／バルブガイドのすき間
を測定する。

• 初に測定した方向に対し90°の方向で測定を繰り返す。
測定値が使用限度を超えている時は、バルブガイドを交換
する。

知識
測定点がガイドの上にあるため、振れ測定値は実際のバ
ルブ／バルブガイドすき間とは異なる。

［バルブ／バルブガイドのすき間（振れ測定法）］

標準値：

排気 0.11 ∼ 0.18 mm

吸気 0.03 ∼ 0.10 mm

使用限度：

排気 0.37 mm

吸気 0.29 mm

バルブシートの点検

•バルブを取り外す（バルブの取り外しの項を参照）。

•バルブ［B］とバルブシート［C］の間のバルブシート当たり面
［A］を点検する。
バルブシートの当たり面の外径［D］を測定する。
外径が大き過ぎる、あるいは小さ過ぎる時は、シートを修正
する（バルブシートの修正の項を参照）。

［バルブシートの当たり面の外径］

標準値：

排気 28.5 ∼ 28.7 mm

吸気 32.6 ∼ 32.8 mm

バルブシートのカーボン堆積がない（白い部分）のシート幅
［E］を、ノギスを使って測定する。
良好［F］

シート幅が広過ぎる［G］、狭過ぎる［H］、偏摩耗している［J］
時は、シートを修正する（バルブシートの修正の項を参照）。

［バルブシートの当たり面の幅］

標準値：

排気 1.8 ∼ 2.2 mm

吸気 0.5 ∼ 1.0 mm
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バルブシートの修正

•バルブシートをバルブシートカッタ［A］で修正する。

特殊工具 -
バルブシートカッタホルダ 5［B］：
57001-1208

バルブシートカッタホルダバー［C］：
57001-1128

［吸気バルブシート］

バルブシートカッタ45° - 35：57001-1116

バルブシートカッタ32° - 35：57001-1121

バルブシートカッタ55° - 35：57001-1247

［排気バルブシート］

バルブシートカッタ45° - 30：57001-1187

バルブシートカッタ32° - 30：57001-1120

バルブシートカッタ60° - 30：57001-1123

工具メーカの説明書がない時は、以下の手順で作業する。

シートカッタの使い方
1. バルブシートカッタはバルブシートを修正するためだけに作

られている。従ってそれ以外の用途に使用してはならない。
2. ダイヤモンド粒子が落ちてしまうので、バルブシートカッタ

を落したり衝撃を与えてはならない。
3. バルブシート表面に当てる前に、必ずバルブシートカッタ

にエンジンオイルを塗布する。またカッタに付着している削
り屑の粒子を洗浄油で洗い落とすこと。

知識
カッタから削り屑の金属粒子を落す際、ワイヤブラシは使
用しないこと。ダイヤモンド粒子が落ちてしまう。

4. バルブシートカッタホルダを所定の位置に当て、片手でカッ
タを操作する。ダイヤモンド部分に力をかけ過ぎないこと。

知識
研磨作業の前にカッタにエンジンオイルを塗布すること。
また作業中もカッタに付着する削り屑を洗浄油で洗い落
とすこと。

5. 使用後はカッタを洗浄油で洗い、更にエンジンオイルを薄
く塗布してから保管する。

カッタに刻印されたマーク
カッタ［A］背面に刻印されたマークは、次のことを意味する。

60° ......................... カッタの角度［B］
37.5 ..................... カッタの外径［C］
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作業手順

•シート部分を慎重に清掃する。

•シートにカラーコンパウンドを塗布する。

•ホルダに45°のカッタを取り付け、バルブガイドの中へ挿入
する。

•ハンドルを軽く押し下げ、左右に回す。当たり面が平滑にな
るまで研磨する。

注意

シートを研磨し過ぎないこと。研磨し過ぎると、バルブが
ヘッドに沈み込むため、バルブクリアランスが減少する。
バルブがヘッドに深く沈み込む場合には、クリアランスの
調整が不可能になるため、シリンダヘッドを交換する必
要がある。

• ノギスを使って当たり面の外径を測定する。
当たり面の外径が小さ過ぎる時は、外径が標準値になるま
で、45°での研磨を繰り返す。
45°カッタで研磨して当たり面の幅［A］を広げる。
32°カッタで研磨する部分［B］
32°［C］
修正後の幅［D］
60°または55°カッタで研磨する部分［E］
60°または55°［F］

• ノギスを使って当たり面の外径を測定する。
当たり面の外径が小さ過ぎる時は、外径が標準値になるま
で、45°での研磨［A］を繰り返す。
当初の当たり面［B］

知識
45°研磨面の傷やくぼみはすべて除去する。
45°カッタによる研磨後、当たり面にカラーコンパウンドを
薄く塗布する。そうすることで当たり面を区別でき、32°と
60°の研磨作業が容易になる。
バルブガイドを交換した時は、心出しと当たりを適正にす
るため必ず45°カッタで研磨する。
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当たり面の外径［A］が大き過ぎる時は、下記の方法で32°で
の研磨を行う。
当たり面の外径が標準値であれば、下記の方法で当たり面
の幅を測定する。

•当り面の外径が標準値になるまで、32°の角度［B］でシート
の研磨を行う。
32°の研磨では、32°カッタをホルダに取り付け、バルブガイ
ド内に挿入する。
ホルダをごく軽く押し下げながら1回転ずつ回す。1回転ご
とに当たり面外径を点検する。

注意

32°のカッタは、材料を非常に速く切削する。削り過ぎた
場合シリンダヘッドを交換する必要がある。削り過ぎを防
止するため、外径を何度も確認する。

32°研磨の後、ふたたび上述の当たり面外径測定の手順を
実施する。

•当たり面幅の測定では、ノギスを使いシートの45°の角度の
部分の幅を数カ所で測定する。
当たり面幅が小さ過ぎる時は、幅が若干広くなるまで再度
45°の研磨を行い、ふたたび当たり面の外径測定手順を実
施する。

当たり面幅が大き過ぎる時は、下記の60°または55°［A］の
研磨を行う。
当たり面幅が標準値であれば、下記の方法でバルブをシー
トにすり合わせる。

•当たり面幅が標準値になるまで、60°または55°の角度で研
磨を行う。
60°または55°の研磨では、60°または55°カッタをホルダに取
り付け、バルブガイド内に挿入する。
ホルダを軽く押しながら回転させる。
60°または55°研磨の後、ふたたび上述の当たり面幅の測定
の手順を実施する。
適正な当たり面幅［B］

•シート当たり面幅と外径が標準値になったら、バルブをシー
トにすり合わせる。
少し粗めの研磨コンパウンドをバルブヘッド周辺部の数カ
所でバルブ表面につける。
コンパウンドがシートとバルブ双方の表面を平滑にするま
で、バルブをシートに対して回転させる。
細かい研磨コンパウンドを使って、上記作業を繰り返す。
ラッパ［A］
バルブシート［B］
バルブ［C］

•当たり面が、バルブ表面の大体真ん中になるようにする。
当たり面がバルブと正しい位置関係にない場合には、バル
ブが正規の部品であるか確認する。バルブが正規部品であ
れば研磨し過ぎているので、バルブを交換する。

•研磨コンパウンドは、組み立て前に必ずすべて取り除く。

•エンジンを組み立てる際に、必ずバルブクリアランスの調整
を行う（定期点検整備の章、バルブクリアランスの点検の項
を参照）。
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バルブ
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シリンダの取り外し

•エンジンオイルを抜き取る（定期点検整備の章、エンジンオ
イルの交換の項を参照）。

•取り外す。
エンジン（エンジンの取り外し／取り付けの章、エンジンの
取り外しの項を参照）
シリンダヘッド（シリンダヘッドの取り外しの項を参照）
オイルレベルゲージパイプボルト［A］
オイルレベルゲージパイプ［B］

•取り外す。
クランプ［A］

•オイルホース［B］をはずす。

•取り外す。
排気側カムシャフトチェーンガイドボルト（下側）［A］
吸気側カムシャフトチェーンガイドボルト［B］
カムシャフトチェーンガイド［C］
シリンダ［D］

シリンダの取り付け

知識
新品のシリンダを使用する時は、新品のピストンリングを
使用する。

• ノックピン［A］と新品のシリンダヘッドガスケット［B］を取り付
ける。

•ピストンリング開口部は図の位置でなくてはならない。オイ
ルリングスチールレールの開口部は、トップリング開口部か
ら約30 ∼ 40°の位置になければならない。
トップリング［A］
セカンドリング［B］
オイルリングスチールレール［C］
オイルリングエキスパンダ［D］
オイルリングスチールレール［E］
くぼみ［F］
30 ∼ 40°［G］
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•シリンダボア、ピストンリングおよびピストンスカートに二硫化
モリブデン溶液を塗布する。

•ピストンを2つの方法でシリンダに挿入する。
手作業

• クランクシャフトを#2、#3ピストンの上死点の位置に合わせ
る。

•ヘッド部分を切断した補助ヘッドボルトを2本用意する。
この2本のボルト［A］をクランクケースに対角線上に取り付け
る。

•シリンダブロック［B］を取り付ける。
ピストン［C］

まず#2、#3ピストンを挿入し、次にクランクシャフトを90°回転
させる。
ピストンリングを指またはマイナスドライバで挿入する。

特殊工具を使って

•ヘッド部分を切断した補助ヘッドボルトを2本用意する。
この2本のボルト［A］をクランクケースに対角線上に取り付け
る。

•ピストンベース［B］をピストンの下へ滑り込ませ、平行にす
る。

•ピストンリングコンプレッサグリップ［C］とピストンリングコンプ
レッサベルト［D］を使って、ピストンリングを圧縮する。

特殊工具 - ピストンベース 8：57001-1604

ピストンリングコンプレッサグリップ：57001-1095

ピストンリングコンプレッサベルト 80 ∼ 91：57001-

1320

•シリンダボアとすべてのピストンヘッドを揃えて、シリンダを
勢い良く押し下げる。

•ピストンリングコンプレッサベルトとピストンベースを取り外し
てから、シリンダとピストンの角度が合うようにしてシリンダを
取り付ける。

• 2本のボルトを取り外す。

オイル通路ジョイントを取り外した場合は、ジョイントの角部
［B］をシリンダ表面［A］に合わせて取り付ける。
オイル通路ジョイントのねじ部にネジロック剤を塗布し、締め
付ける。

トルク - オイル通路ジョイント：7.8 N·m (0.80 kgf·m)



エンジントップ 6-31

シリンダ、ピストン

•冷却水チェックバルブ［A］を取り外した場合は、接続部［B］
を下向きにして取り付ける。
冷却水チェックバルブのねじ部にネジロック剤を塗布し、締
め付ける。

トルク - 冷却水チェックバルブ：11 N·m (1.1 kgf·m)

•取り外した部品を取り付ける（該当する章を参照）。

ピストンの取り外し

•シリンダを取り外す（シリンダの取り外しの項を参照）。

•ピストンの下に清潔な布を詰め、ピストンピンスナップリング
［A］を各ピストンの外側から取り外す。

注意

スナップリングは一度取り外すと変形し、保持力が低下
する。再利用した場合、脱落してシリンダの壁面を傷つけ
るおそれがある。再利用しないこと。組み付け時は、新品
のスナップリングを使用のこと。

•ピストンピンプーラ［A］を使ってピストンピンを取り外す。

特殊工具 - ピストンピンプーラセット：57001-910

• コンロッドからピストンを取り外す。

•ピストンリングの開口部を親指で慎重に広げ、反対側［A］を
押し上げてはずす。

• 3ピースのオイルリングも同様にして親指ではずす。
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ピストンの取り付け

•オイルリングエキスパンダに二硫化モリブデン溶液を塗布
し、オイルリングエキスパンダ［A］を、合い口［B］が互いに重
なるようにピストンリング下部の溝に取り付ける。

•オイルリングスチールレールに二硫化モリブデン溶液を塗
布し、オイルリングスチールレールの一方をエキスパンダの
上に、もう一方を下に取り付ける。
レールがピストンに合うように親指で広げるが、広げ過ぎて
はいけない。
レールをピストンリング下部の溝にはめ込む。

知識
オイルリングレールには「上下」の区別はない。

• トップリングとセカンドリングに二硫化モリブデン溶液を塗布
する。

知識
トップリングとセカンドリングを混同してはならない。

• トップリング［A］は“R”マーク［B］が上になるように取り付け
る。

•セカンドリング［C］は、“RN”マーク［D］が上になるように取
り付ける。

知識
新品のピストンを使用する時は、新品のピストンリングを
使用する。

•くぼみマーク［A］が排気側に向くようにピストンを取り付ける。

•新品のピストンピンスナップリングをピストン側部に取り付け
る。リング開口部［A］がピストンピンホールのスリット［B］と重
ならないように注意すること。
ピストンピンとピストンジャーナルに二硫化モリブデン溶液
を塗布する。
ピストンピンスナップリングを取り付ける際、取り付けに充分
なだけ圧縮し、圧縮し過ぎないように注意すること。

注意

スナップリングは一度取り外すと変形し、保持力が低下
する。再利用した場合、脱落してシリンダの壁面を傷つけ
るおそれがある。再利用しないこと。組み付け時は、新品
のスナップリングを使用のこと。

•シリンダを取り付ける（シリンダの取り付けの項を参照）。
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シリンダの摩耗の点検

•場所によってシリンダの摩耗は異なるため、図の3カ所それ
ぞれで左右と前後の測定を行う（合計6回の測定）。
1カ所でもシリンダ内径の測定値が使用限度を超えている
場合には、シリンダを交換する。
10 mm［A］
60 mm［B］
20 mm［C］

［シリンダ内径］

標準値： 82.994 ∼ 83.006 mm

使用限度： 83.09 mm

ピストンの摩耗の点検

•ピストン下端から16 mm上の位置［B］で、ピストンピンの方向
と直角にピストン外径［A］を測定する。
測定値が使用限度未満であればピストンを交換する。

［ピストン外径］

標準値： 82.919 ∼ 82.934 mm

使用限度： 82.77 mm

ピストンリング、ピストンリング溝の摩耗の点検

• リング当たり面を点検して溝が不均一に摩耗していないか
点検する。
リングは溝表面と完全に平行に密着していなければならな
い。そうでない場合には、ピストンとすべてのピストンリング
を交換する。

•ピストンリングが溝にはまった状態で、シックネスゲージ［A］
を使ってピストンリング／溝のすき間を数カ所で測定する。

［ピストンリング／溝のすき間］

標準値：

トップ 0.03 ∼ 0.07 mm

セカンド 0.02 ∼ 0.06 mm

使用限度：

トップ 0.17 mm

セカンド 0.16 mm

ピストンリング溝幅の点検

•ピストンリング溝の幅を測定する。
ノギスを使ってピストン周囲の数カ所で測定する。

［ピストンリング溝幅］

標準値：

トップ［A］ 0.92 ∼ 0.94 mm

セカンド［B］ 1.01 ∼ 1.03 mm

使用限度：

トップ［A］ 1.02 mm

セカンド［B］ 1.11 mm

どちらかの溝で 1 カ所でも幅が使用限度を超えていれば、
ピストンを交換する。
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ピストンリングの厚さの点検

•ピストンリングの厚さを測定する。
マイクロメータを使ってリング周囲の数カ所で測定する。

［ピストンリングの厚さ］

標準値：

トップ［A］ 0.87 ∼ 0.89 mm

セカンド［B］ 0.97 ∼ 0.99 mm

使用限度：

トップ［A］ 0.80 mm

セカンド［B］ 0.90 mm

どれかのリングで測定値が1カ所でも使用限度に満たなけ
れば、すべてのリングを交換する。

知識
使用中のピストンに新品のリングを使用する時は、不均
一に摩耗していないか点検する。リングは溝側面と完全
に平行に密着していなければならない。そうでない場合
はピストンを交換する。

ピストンリングの合い口すき間の点検

•ピストンリング［A］を真っすぐにシリンダ内に取り付ける。取
り付けは、摩耗の少ないシリンダの底部近くで行う。

•シックネスゲージ［B］でリングの合い口すき間を測定する。

［ピストンリングの合い口すき間］

標準値：

トップ 0.20 ∼ 0.30 mm

セカンド 0.40 ∼ 0.55 mm

使用限度：

トップ 0.6 mm

セカンド 0.9 mm

どれかのリングで合い口すき間が使用限度を超えていれ
ば、すべてのリングを交換する。
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分解図
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分解図

締め付けトルク
No. 項目

N·m kgf·m
備考

1 エンジン取り付けボルト 36.3 3.70 L

2 エンジンダンパ取り付けボルト 16 1.6 L

L： ネジロック剤を塗布する。
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エンジンの取り外し／取り付け

エンジンの取り外し
取り外した後でエンジンを分解する場合は、エンジンオイル
を抜き取る（定期点検整備の章、エンジンオイルの交換の
項を参照）。

•取り外す。
シート（船体、エンジンフードの章、シートの取り外しの項
を参照）
ハンドレールプレート（船体、エンジンフードの章、ハンド
レールプレートの取り外しの項を参照）
オイルセパレータタンク（エンジン潤滑機構の章、オイルセ
パレータタンクの取り外しの項を参照）
インタクーラ（冷却・ビルジ系統の章、インタクーラの取り外
しの項を参照）
インテークマニホールド（燃料系統（DFI）の章、インテーク
マニホールドの取り外しの項を参照）
エキゾーストパイプとマフラボディ（排気系統の章、エキゾー
ストパイプとマフラボディの取り外しの項を参照）
ウォータボックスマフラ（排気系統の章、ウォータボックスマ
フラの取り外しの項を参照）
スーパーチャージャ（燃料系統（DFI）の章、スーパーチャー
ジャの取り外しの項を参照）

•はずす。
スタータモータ端子［A］

•バンド［A］を切断する。

•スピードセンサリード線コネクタ［B］をはずす。

•はずす。
オルタネータリード線コネクタ［A］

•バンド［B］を切断する。
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エンジンの取り外し／取り付け

•バンド［A］を切断する。

•カムシャフトポジションセンサリード線コネクタ［B］をはずす。

• クランプ［C］を開く。

•バンド［A］を切断する。

•はずす。
クランクシャフトセンサリード線コネクタ［B］
油温センサリード線コネクタ［C］
ノックセンサリード線コネクタ［D］

•バンド［A］を切断する。

•油圧警告灯スイッチコネクタ［A］をはずす。

• クランプスクリュ［A］をゆるめる。

• インテークダクト［B］を取り外す。

•ホース［C］をはずす。
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エンジンの取り外し／取り付け

• クランプスクリュ［A］をゆるめる。

•ウォータホース［B］をはずす。

•スーパーチャージャドライブベルトテンショナアッシ［A］およ
びエンジンフック［B］を取り付ける。

•締め付ける。

トルク - スーパーチャージャドライブベルトテンショナアッシ取り

付けボルト：35 N·m (3.6 kgf·m)

•エンジン取り付けボルト［A］を取り外す。

•エンジンを前側に移動させてカップリング［A］をはずす。

•スーパーチャージャドライブベルト［B］を取り外す。

•図のように、エンジンをリフタ［A］で持ち上げてエンジンを取
り外す。
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エンジンの取り外し／取り付け

エンジンダンパの取り外し

•取り外す。
エンジンダンパ取り付けボルト［A］
エンジンダンパ［B］
シム［C］(0 ∼ 2個)
船首［D］

•後で元の位置に戻せるように、4箇所それぞれのシムの数
を記録しながら作業すること。

知識
元の位置にシムを取り付ける。シムの位置が異なるとド
ライブシャフトのアライメントが狂うおそれがある。

エンジンダンパの取り付け

•同じ数のシムを取り付ける。

•ネジロック剤をエンジンダンパ取り付けボルトに塗布し、締
め付ける。

トルク - エンジンダンパ取り付けボルト：16 N·m (1.6 kgf·m)

エンジンの取り付け

•船体内部に異物のないことを確認する。

•ビルジフィルタを清掃する（冷却・ビルジ系統の章、フィルタ
の清掃と点検の項を参照）。

•カップリングダンパを点検する（定期点検整備の章、カップ
リングダンパの点検の項を参照）。

•取り付けは取り外しの逆である。

• リフタでエンジンを船体に乗せる。

•スーパーチャージャドライブベルトテンショナアッシ［A］およ
びエンジンフック［B］を取り外す。
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エンジンの取り外し／取り付け

•スーパーチャージャドライブベルト［A］を取り付ける。

•エンジンを後ろ側に移動させてカップリング［B］に接続する。

•エンジン取り付けボルトのねじ部にネジロック剤を塗布する。

•締め付ける。

トルク - エンジン取り付けボルト：36.3 N·m (3.70 kgf·m)

• リード線とホースを正しく通す（付録の章、ケーブル、ワイヤ、
ホースの通し方の節を参照）。

•取り外した部品を取り付ける（該当する章を参照）。

•エンジンを船体に取り付けた後、以下を点検する。
スロットルケーブル
燃料や排気の漏れ

危険

排気ガスには、無色無臭の有毒ガスである一酸化炭素が
含まれている。排気ガスを吸い込むと、意識不明になっ
たり、死亡したりするおそれがある。閉め切った場所でエ
ンジンを運転しない。換気の良い場所で作業する。

注意

冷却水の供給なしにエンジンを15秒以上、特に高回転で
運転させると、エンジンや排気系統に重大な損傷を与え
る。エンジンの損傷を避けるため、充分な冷却水の供給
がない状態でエンジンを運転しないでください。
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分解図
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分解図

締め付けトルク
No. 項目

N·m kgf·m
備考

1 コンロッドナット 本文を参照 ← MO、R

2 ステータコイルグロメットホルダプレートボルト 12 1.2 L

3 ステータコイル取り付けボルト 12 1.2 L

4 アウトプットシャフト 265 27.0

5 カップリング 265 27.0 L

6 エンジンブラケット取り付けボルト 32 3.3 L

7 オイル通路プラグ（R3/8） 20 2.0 L

8 オイル通路プラグ（R1/4） 20 2.0 L

9 オルタネータカバーボルト（L = 40 mm) 20 2.0

10 オルタネータカバーボルト（L = 60 mm) 20 2.0

11 アウトプットカバーボルト 7.8 0.80

12 オイルキャッチカバーボルト 7.8 0.80

13 クランクケースボルト（M8、L = 45 mm） 30 3.1 S

14 クランクケースボルト（M11） 60 6.1 MO、S

15 クランクケースボルト（M6） 12 1.2 S

16 クランクケースボルト（M8、L = 55 mm) 30 3.1 S

17 クランクケースボルト（M9） 45 4.6 MO、S

G： グリースを塗布する。
L： ネジロック剤を塗布する。

LG： 液体ガスケットを塗布する。
M： 二硫化モリブデングリースを塗布する。

MO： 二硫化モリブデン溶液を塗布する。
（エンジンオイルと二硫化モリブデングリ－スを重量比 10：1 で混合）

R： 交換部品
S： 規定の順序で締め付ける。

WG： 耐水グリースを塗布する。
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サービスデータ

項目 標準値 使用限度

クランクシャフト、コンロッド

コンロッドの曲がり －－－ 0.2/100 mm

コンロッドのねじれ －－－ 0.2/100 mm

コンロッド大端のサイドクリアランス 0.13 ∼ 0.38 mm 0.6 mm

コンロッド大端ベアリング／クランクピンのすき間 0.041 ∼ 0.071 mm 0.11 mm

クランクピンの外径： 38.984 ∼ 39.000 mm 38.97 mm

マーク：

なし 38.984 ∼ 38.992 mm －－－

38.993 ∼ 39.000 mm －－－

コンロッド大端の内径： 42.000 ∼ 42.016 mm －－－

マーク

なし 42.000 ∼ 42.008 mm －－－

42.009 ∼ 42.016 mm －－－

コンロッド大端ベアリングの厚さ：

桃色 1.475 ∼ 1.480 mm －－－

黄色 1.480 ∼ 1.485 mm －－－

緑色 1.485 ∼ 1.490 mm －－－

コンロッド大端ベアリングの選択

ベアリングコンロッド大端の
内径マーク

クランクピン外
径マーク サイズ表示色 部品番号

なし 桃色 92139-0724

なし なし
黄色 92139-0723

なし 緑色 92139-0722

クランクシャフトのサイドクリアランス 0.05 ∼ 0.24 mm 0.44 mm

クランクシャフト #3 メインジャーナルの幅 27.45 ∼ 27.55 mm －－－

クランクシャフトの振れ 0.03 mm以下 0.08 mm

クランクシャフトメインベアリング／ジャーナルのすき間 0.030 ∼ 0.054 mm 0.08 mm

クランクシャフトメインジャーナルの外径： 40.984 ∼ 41.000 mm 40.96 mm

マーク

なし 40.984 ∼ 40.992 mm －－－

1 40.993 ∼ 41.000 mm －－－

クランクケースメインベアリングの内径： 44.000 ∼ 44.016 mm －－－

マーク

44.000 ∼ 44.008 mm －－－

なし 44.009 ∼ 44.016 mm －－－

クランクシャフトメインベアリングの厚さ：

桃色 1.490 ∼ 1.494 mm －－－

黄色 1.494 ∼ 1.498 mm －－－

緑色 1.498 ∼ 1.502 mm －－－
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サービスデータ

項目 標準値 使用限度

クランクシャフトメインベアリングの選択

ベアリング*クランクケースメ
インベアリングの

内径マーク

クランクシャフト
メインジャーナル

外径マーク サイズ表示色 部品番号
ジャーナル

番号

92139-0727 1、5

92139-0730 2、41 桃色

92139-0733 3

なし 92139-0726 1、5

92139-0729 2、4
なし 1

黄色

92139-0732 3

92139-0725 1、5

92139-0728 2、4なし なし 緑色

92139-0731 3

*番号 2、4 のジャーナル用のベアリングは、いずれもオイル溝がある。
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特殊工具とシーラント

オイルシール＆ベアリングリムーバ：

57001-1058

ベアリングドライバセット：

57001-1129

ロータホルダ：

57001-1544

カップリングホルダ：

57001-1764

液体ガスケット、TB1211F：

92104-0004

液体ガスケット、TB1215：

92104-1065
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カップリング／アウトプットシャフト

カップリングの取り外し

•取り外す。
エンジン（エンジンの取り外し／取り付けの章、エンジンの
取り外しの項を参照）
スタータモータ（電気系統の章、スタータモータの取り外し
の項を参照）
オイルクーラ（エンジン潤滑系統の章、オイルクーラの取り
外しの項を参照）

•木製ブロック［A］を排気側エンジンマウントブラケットの下に
置く。

•エンジンを適切なベルト［B］で固定する。

•アウトプットシャフト［C］をボックスレンチ（ 33以下）で止め
ておき、カップリングホルダ［D］でカップリングをゆるめる。

特殊工具 - カップリングホルダ：57001-1764

カップリングの取り付け

•ワッシャ［A］をアウトプットシャフトに取り付ける。

•木製ブロック［A］を吸気側エンジンマウントブラケットの下に
置く。

•エンジンを適切なベルト［B］で固定する。

•ネジロック剤をカップリングのねじ部に塗布する。

•アウトプットシャフトをボックスレンチ（ 33以下）で止めてお
き、カップリング［C］をカップリングホルダ［D］で締め付ける。

特殊工具 - カップリングホルダ：57001-1764

トルク - カップリング：265 N·m (27.0 kgf·m)

知識
カップリングの締め付けトルクは265 N·m（27.0 kgf·m）と指定
されているが、カップリングホルダ（特殊工具：57001-1764）
［A］を使用する場合は、ホルダにオフセット［B］があるた
めに指定トルクの約90 %である236 N·m （24.1 kgf·m）にし
なくてはならない。
このトルク値（236 N·m （24.1 kgf·m））は、トルクレンチの
柄［D］からアタッチメント用の角部までの距離［C］が450
mm程度の トルクレンチを使用した場合の値である。
使用されるトルクレンチでの締め付けトルクは以下の計
算式 にしたがって算出することができる。

計算式：

a × b ÷ (b ＋ c) ＝ d

［a］規定トルク
［b］トルクレンチの柄からアタッチメント用の角部までの距離
［c］オフセット = 55 mm
［d］使用されるトルクレンチでの締め付けトルク
計算例：

265 N·m × 450 ÷ （450 ＋ 55） ＝ 236 N·m
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カップリング／アウトプットシャフト

アウトプットシャフトの取り外し

•取り外す。
カップリング（カップリングの取り外しの項を参照）
アウトプットカバーボルト［A］
アウトプットカバー［B］
カラー［C］

•取り外す。
オルタネータカバーボルト［A］
オルタネータカバー［B］

•取り外す。
エンジンブラケット取り付けボルト［A］
エンジンブラケット［B］

•エンジンを倒して吸気ポートを上向きにする。
木製ブロック［A］をエンジンの下に置いてエンジンの損傷を
防ぐ。

•エンジンを適切なベルト［B］で固定する。

•オルタネータロータ［C］をロータホルダ［D］で固定し、アウト
プットシャフト［E］を取り外す。

特殊工具 - ロータホルダ：57001-1544

アウトプットシャフトの取り付け

•エンジンを倒して排気ポートを上向きにする。
木製ブロック［A］をエンジンの下に置いてエンジンの損傷を
防ぐ。

•エンジンを適切なベルト［B］で固定する。

•オルタネータロータ［C］をロータホルダ［D］で固定し、アウト
プットシャフト［E］を締め付ける。

特殊工具 - ロータホルダ：57001-1544

トルク - アウトプットシャフト：265 N·m (27.0 kgf·m)
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カップリング／アウトプットシャフト

•液体ガスケットの塗布部分を高引火点溶剤（パーツクリーナ）
で清掃し、油脂分や汚れを取り除く。きれいな布で拭きとる。

•オルタネータカバーとの合わせ面で上下クランクケースの合
わせ面に液体ガスケット［A］を塗付する。

シーラント - 液体ガスケット、TB1211F：92104-0004

• ノックピン［B］を取り付ける。

•必ずワッシャ［C］をリダクションギヤシャフトに取り付ける。

•二硫化モリブデングリースをリダクションギヤシャフト［D］に
塗布する。

•Oリング［A］を新品と交換する。

•Oリングにグリースを塗付し、オルタネータカバー［B］の溝に
Oリングをはめ込む。

•ブッシュ［C］を穴に取り付ける

•オルタネータカバーを取り付ける。

トルク - オルタネータカバーボルト：20 N·m (2.0 kgf·m)

•Oリング［A］を新品と交換する。

•Oリングおよびカラー内面［B］にグリースを塗布する。

•面取り側［C］が内側に向くように、カラーを取り付ける。

•ガスケット［A］を新品に交換する。

•取り付ける。
ノックピン［B］
ガスケット

•アウトプットカバーのオイルシールリップ部にグリースを塗布
する。

•アウトプットカバー［A］を取り付ける。

•締め付ける。

トルク - アウトプットカバーボルト：7.8 N·m (0.80 kgf·m)

•図のように、ステータコイルリード線［B］をオルタネータカ
バー［C］とアウトプットカバーの間に通す。
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カップリング／アウトプットシャフト

• ノックピン［A］を取り付ける。

•エンジンブラケット［B］を、穴［C］をノックピンに合わせて取
り付ける。

•エンジンブラケット取り付けボルトのねじ部にネジロック剤を
塗布する。

•締め付ける。

トルク - エンジンブラケット取り付けボルト：32 N·m (3.3 kgf·m)

カップリングダンパの点検

•定期点検整備の章、カップリングダンパの点検の項を参照。

アウトプットカバーオイルシールの交換

•取り外す。
アウトプットカバー（アウトプットシャフトの取り外しの項を参
照）

•ベアリングドライバ［A］を使用して、オイルシールをセットで
取り外す。

特殊工具 - ベアリングドライバセット：57001-1129

•オイルシールを新品と交換する。

•オイルシールリップ［A］にグリースを薄く塗付する。

•オイルシールリップとオイルシールのハウジング（エンジン
内側のオイルシール［C］）の間に、グリース［B］を詰める。

•底付きするまで、オイルシールを圧入する。

特殊工具 - ベアリングドライバセット：57001-1129

オイルシール［D］をメーカのマーク［E］が外側を向くように
して取り付ける。
エンジン内側のオイルシールをダストシール［F］側がエンジ
ン側を向くようにして取り付ける。

オイルシールの点検

•オイルシールを点検する。
リップ部に変形、変色（ゴムが劣化）、硬化、その他の損傷
があれば、交換する。

オルタネータカバーベアリングの交換

注意

必要な場合を除いて、ボールベアリングを取り外さないこ
と。取り外すとベアリングに損傷を与える。ボールベアリ
ングをはずした場合は再使用しないで、新品のボールベ
アリングを組み付けること。

•取り外す。
オルタネータカバー（アウトプットシャフトの取り外しの項を
参照）

•オイルシール&ベアリングリムーバ［A］を使用して、ボール
ベアリングをオルタネータカバー［B］から取り外す。
ボールベアリングを取り外すときには、オルタネータカバー
を固定する。

特殊工具 - オイルシール&ベアリングリムーバ：57001-1058
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カップリング／アウトプットシャフト

•プレスまたはベアリングドライバセット［A］を使って、底付き
するまでベアリングをオルタネータカバーに圧入する。

特殊工具 - ベアリングドライバセット：57001-1129

ボールベアリングの潤滑

知識
ベアリングはグリースを塗布し両側がシールされている
ので、潤滑は不要である。

ボールベアリングの点検

知識
点検するためにボールベアリングを取り外す必要はない。
ベアリングは一度取り外すと、必ず新品と交換しなけれ
ばならない。

•手で回転させ［A］、状態を点検する。
異音がしたり、スムーズに回転しない場合、または引っ掛か
りがあれば、交換する。

•ベアリングシール［B］に損傷や漏れがないか点検する。
シールに損傷や漏れがあればベアリングを交換する。
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オルタネータロータ

オルタネータロータの取り外し

•取り外す。
アウトプットシャフト（アウトプットシャフトの取り外しの項を
参照）
オルタネータロータ［A］

オルタネータロータの取り付け

•Oリング［A］を新品に交換して、これにグリースを塗布する。

リダクションギヤ［A］を取り外した場合は、二硫化モリブデン
グリースをシャフトの両端に塗布する。

• リダクションギヤおよびワッシャ［B］を取り付ける。

•オルタネータロータ［B］のボス外側［A］にグリースを塗付す
る。
10 mm［C］

•オルタネータロータをクランクシャフトに取り付ける。

•アウトプットシャフトを取り付ける（アウトプットシャフトの取り
付けの項を参照）。
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ステータコイル

ステータコイルの取り外し

•取り外す。
オルタネータカバー（アウトプットシャフトの取り外しの項を
参照）
ステータコイルグロメットホルダプレートボルト［A］
グロメットホルダプレート［B］
ステータコイルボルト［C］とワッシャ
ステータコイル［D］

ステータコイルの取り付け

•グロメット［A］の外側に耐水グリースを塗付する。

•ステータコイルグロメットホルダプレートボルトにネジロック剤
を塗布する。

•締め付ける。

トルク - ステータコイルグロメットホルダプレートボルト：12 N·m
(1.2 kgf·m)

•ネジロック剤をステータコイルボルトに塗布し、ワッシャを取
り付ける。

•締め付ける。

トルク - ステータコイルボルト：12 N·m (1.2 kgf·m)

ステータコイルを取り付けるときには、ステータリード線をオ
ルタネータカバーの溝に固定する。
ステータコイルのリード線がゆるんでいないか、または挟ま
れていないか確認する。
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クランクケースの分割

クランクケースの分割

•エンジンオイルを抜き取る（定期点検整備の章、エンジンオ
イルの交換の項を参照）。

•取り外す。
エンジン（エンジンの取り外し／取り付けの章、エンジンの
取り外しの項を参照）

•エンジンを清潔な場所に置き、固定して部品を取り外す。
適切なブロック［A］
ロアクランクケースの突起［B］

•取り外す。
オイルクーラ（エンジン潤滑系統の章、オイルクーラの取り
外しの項を参照）
ピストン（エンジントップの章、ピストンの取り外しの項を参
照）
スタータモータ（電気系統の章、スタータモータの取り外し
の項を参照）
オイルポンプスプロケット（エンジン潤滑系統の章、オイル
ポンプスプロケットの取り外しの項を参照）
オイルポンプチェーン（エンジン潤滑系統の章、オイルポ
ンプチェーンの取り外しの項を参照）
オルタネータロータ（オルタネータロータの取り外しの項を
参照）

•エンジンを上下逆向きにする。

•取り外す。
オイルキャッチカバーボルト［A］
オイルキャッチカバー［B］
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クランクケースの分割

• クランクケースボルトを規定の順序で取り外す。
初に、M6のボルト［1 ∼ 4］をゆるめる。

次に、M8のボルト［5 ∼ 13］をゆるめる。
3番目に、M9のボルト［14 ∼ 17］をゆるめる。

後に、M11のボルト［18 ∼ 23］をゆるめる。

•プライポイント［A］を使って、クランクケースを分割する。
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クランクケースの分割

•ロアクランクケースの突起［A］をプラスチックハンマ［B］で軽
く叩く。

•ロアクランクケースを持ち上げてはずす。

クランクケースの組み立て

注意

アッパとロアのクランクケースは共加工されているので、
交換時は必ずセットで交換する。

•高引火点溶剤（パーツクリーナ）を使って、上下のクランク
ケースの合わせ面を清掃し、拭きとる。

•圧縮空気を使って、上下のクランクケースのオイル通路を清
掃する。

•取り付ける。
クランクシャフトとコンロッド［A］（クランクシャフトの取り付け
の項を参照）
ノックピン［B］
オイル通路パイプ［C］とOリング
オイルシール［D］

•オイルシール［A］が、クランクケースの溝［B］にはめ込まれ
ているか確認する。
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クランクケースの分割

•ロアクランクケースの合わせ面に液体ガスケット［A］を塗布
する。

知識
ロアクランクケースの合わせ面に液体ガスケットを塗布す
る時は、作業を30分以内に完了すること。
液体ガスケットを塗布したら、すぐにクランクケースの位
置を調整し、ボルトを締め付ける。

シーラント - 液体ガスケット、TB1215：92104-1065

注意

オイル通路が液体ガスケットにより塞がれるとエンジンが
焼きつく可能性がある。クランクシャフトメインベアリング
［B］の周辺、およびオイル通路穴［C］には、液体ガスケッ
トを塗布しない。

•二硫化モリブデン溶液を、ワッシャ［A］の両面、M11ボルト
［D］とM9ボルト［E］に対するロアクランクケース側のボルト座
面［B］とねじ部［C］に塗布する。
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クランクケースの分割

• クランクケースボルトを締め付ける。
ロアクランクケースに記されている順番に従って、M11のボ
ルト［1 ∼ 6］を締め付ける。

トルク - クランクケースボルト（M11）：60 N·m (6.1 kgf·m)
順番に従って、M9のボルト［7 ∼ 10］を締め付ける。

トルク - クランクケースボルト（M9）：45 N·m (4.6 kgf·m)
順番に従って、M8 のボルト［11 ∼ 19］を締め付ける。
［11 ∼ 18］：L = 45 mm
［19］：L = 55 mm

トルク - クランクケースボルト（M8）：30 N·m (3.1 kgf·m)
順番に従って、M6のボルト［20 ∼ 23］を締め付ける。

トルク - クランクケースボルト（M6）：12 N·m (1.2 kgf·m)

•クランクケースボルトをすべて締め付けたら、クランクシャフ
トが軽く回転するか確認する。

• ノックピン［A］を取り付ける。
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クランクケースの分割

•オイルキャッチカバー［A］を取り付ける。

•締め付ける。

トルク - オイルキャッチカバーボルト［B］：7.8 N·m (0.80 kgf·m)
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クランクシャフトとコンロッド

クランクシャフトの取り外し

• クランクケースを分割する（クランクケースの分割の項を参
照）。

•クランクシャフト［A］をオイルシール［B］と共に取り外す。

クランクシャフトの取り付け

注意

クランクシャフト、ベアリング、または上下のクランクケー
スを新品に交換した場合には、エンジンを組み立てる前
に、ベアリングを選択してプラスチゲージですき間を測定
し、正しいベアリングが取り付けられているか確認する。

•クランクシャフトメインベアリングを、アッパ［A］およびロア［B］
のクランクケースに取り付ける。
#1、5のベアリング（溝なし、同一）
#2、4のベアリング（溝付き、同一）
#3のベアリング（溝なし）

知識
ベアリングが取り付け部に固定されて、ベアリングの爪と
取り付け部の切り欠きが、合っているか確認する。

•二硫化モリブデン溶液をクランクシャフトメインベアリングに
塗布する。

•アッパクランクケースにある#3のメインベアリング［B］の両側
に、スラストワッシャ［A］を取り付ける。
オイル溝［C］が外側に向くように、スラストワッシャを取り付
ける。
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クランクシャフトとコンロッド

•オイルシール［A］を、クランクケースの溝［B］にはめ込む。

•クランクケースを組み立てる（クランクケースの組み立ての項
を参照）。

コンロッドの取り外し

• クランクケースを分割する（クランクケースの分割の項を参
照）。

• コンロッドナット［A］を取り外す。

知識
コンロッドとその大端キャップの位置に印をつけて記録し
ておき、あとで元の位置に組み立てられるようにしておく。

•コンロッドをクランクシャフトから取り外す。

コンロッドの取り付け

警告

燃料や低引火点の溶剤は非常に引火性が高く、一定の
条件下では火災や爆発の可能性がある。火災や爆発を
避けるため、燃料や低引火点の溶剤は使用しない。部品
の清掃は、よく換気された場所で行い、付近に火気がな
いことを確認すること。パイロットランプ付きの電気製品
も近くに置かない。

•コンロッドをクランクシャフトから取り外した後、コンロッドを高
引火点溶剤（パーツクリーナ）で清掃する。

•クランクシャフトのオイル通路に圧縮空気を吹き付け、通路
にたまった異物や堆積物を取り除く。

注意

振動を 小限に抑えるため、同じウェイトマークの付いた
コンロッドを使用する。

大端キャップ［A］
コンロッド［B］
ウェイトマーク、アルファベット［C］
内径マーク［D］

コンロッド、大端ベアリング、クランクシャフトを新品と交換し
た場合は、まずベアリングを選択し、エンジンを組み立てる
前にプラスチゲージですき間を測定して、そのベアリングが
適正であるか確認する。



8-22 エンジンボトム

クランクシャフトとコンロッド

•二硫化モリブデングリースをコンロッド上側のベアリング面
［A］に塗布する。

•二硫化モリブデン溶液をベアリングの内面［B］に塗布する。

注意

下側の大端キャップの内面、および下側のベアリングの
外面に、グリースを塗布しないこと。

•ベアリングの外面がコンロッドの端に当たって損傷するのを
防止するため、図のようにベアリングを取り付ける。
コンロッド側ベアリング［A］
ノックピン［B］
爪側［C］
キャップ側ベアリング［D］
コンロッドキャップ［E］

•二硫化モリブデン溶液を上側および下側ベアリングの内面
に塗布する。

•コンロッド大端ボルトおよびナットを新品と交換する。

•新品のコンロッド、ボルト、ナットは防錆剤が塗布されている
ため、高引火点溶剤（パーツクリーナ）できれいに洗浄する。

注意

洗浄したら、すぐに圧縮空気でボルトおよびナットを乾か
す。ボルトおよびナットを洗浄し、完全に乾燥させる。

•各コンロッドを元のクランクピンに取り付ける。
ウエイトマークおよび直径マークを合わせて、キャップをコン
ロッドに取り付ける。
コンロッド大端部は“塑性域締め付け法”によって締め付け
られている。
この方法によって過大な締め付けを避け、必要な締め付け
力を正確に得ることができる。また、細く軽いボルトを使用で
きるため、コンロッドの軽量化を実現している。
塑性域締め付け法には2種類のものがある。一つはボルト長
計測法、もう一つは回転角度法である。下記の二つのうち、
いずれの方法でも締め付けは可能であるが、大端ナットの締
め付けには、より信頼性の高いボルト長計測法が望ましい。

注意

コンロッドボルトは、締め付けると伸びる（塑性変形する）
ように設計されている。ボルトを再使用すると、破断しエ
ンジンが大破するおそれがある。ボルトは再使用しない
こと。ボルトおよびナットの正しい使用法については、次
の表を参照のこと。

•ボルト頭部がクランクケースに接触し、クランクケースを損傷
させないため、ボルトは正確な位置に取り付ける。

知識
ナットは締め付け手順どおりに行い、締め付け過ぎない
ように注意する。
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クランクシャフトとコンロッド

（1）ボルト長計測法

•新品のボルトおよびナットを再使用するコンロッドに取り付
ける。

•ボルトの頭部と先端にポンチでへこみを付ける。

•ボルトのねじ部［A］および合わせ面［B］に、二硫化モリブデ
ン溶液を塗布する。

•締め付ける前に、ボルトの伸びを確認するため、ポイントマ
イクロメータを使って新品のコンロッドボルトの長さを測定し
て記録する。
コンロッド［A］
ポンチでへこみを付ける部分［B］
ナット［C］
へこみ［D］にマイクロメータをあてる。

•ボルトの伸びが表に示した長さになるまで、大端ナットを締
め付ける。

•コンロッドボルトの長さを確認する。
伸びが使用範囲を超えている場合は、ボルトが伸び過ぎて
いる。ボルトが伸び過ていると、使用中に破損するおそれが
ある。

締め付け後の
ボルトの長さ

– 締め付け前のボ
ルトの長さ

= ボルトの伸び

コンロッド
アッシ

ボルト ナット
コンロッドボルトの
伸びの使用範囲

新品のコンロッ
ドに付いてい
るボルトを使用
する。

新品のコン
ロッドに付い
ているもの新品

新品 新品

0.20 ∼ 0.29 mm

使用中
ボルトを新品と
交換する。

ナットを新品と
交換する。

0.20 ∼ 0.29 mm

（2）回転角度法
ポイントマイクロメータがない場合には、「回転角度法」でナッ
トを締め付ける。

•新品のボルトおよびナットを再使用するコンロッドに取り付
ける。

•ボルトのねじ部［A］および合わせ面［B］に、二硫化モリブデ
ン溶液を塗布する。
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クランクシャフトとコンロッド

•まずナットを規定トルクで締め付ける。次の表を参照。

•次に、ナットを120° ±5°の角度で締め付ける。
ナットを正確に120°［B］回せるように、コンロッド大端キャッ
プとナットに印［A］を付けておく。

トルク＋角度コンロッド
アッシ

ボルト ナット
N·m (kgf·m)

新品のコン
ロッドに付い
ているボルト
を使用する。

新品のコン
ロッドに付い
ているもの

18 (1.8) + 120°
新品

新品 新品 18 (1.8) + 120°

使用中
新品のボルト
と交換する。

新品のナットと
交換する。

18 (1.8) + 120°

ナットはアングルトルクゲージ［A］を使って締め付けることが
できる。

コンロッドの曲がりの点検

•コンロッド大端ベアリングを取り外し、コンロッド大端キャップ
を取り付ける。

•コンロッド大端と同じ直径の軸［A］を選び、コンロッド大端に
挿入する。

•ピストンピンと同じ直径で長さが少なくとも100 mmある軸を
選び、その軸［B］をコンロッド小端に挿入する。

•定盤上で、大端部軸をＶブロック［C］にセットする。

•コンロッドを垂直にし、高さゲージを使って、100 mm離れた
小端の軸高さを測定し、コンロッドの曲がりを調べる。
コンロッドの曲がりが使用限度を超えている時は、コンロッド
を交換する。

［コンロッドの曲がり］

使用限度： 0.2/100 mm

コンロッドのねじれの点検

•定盤上で、大端部軸［A］をＶブロック［C］にセットする。

•コンロッドを水平にし、高さゲージを使って、100 mm離れた
小端の軸高さ［B］を測定し、コンロッドのねじれを調べる。
コンロッドのねじれが使用限度を超えている時は、コンロッ
ドを交換する。

［コンロッドのねじれ］

使用限度： 0.2/100 mm
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クランクシャフトとコンロッド

コンロッド大端のサイドクリアランス

•コンロッド大端のサイドクリアランスを測定する。
大端と一方のクランクウェブの間にシックネスゲージ［A］を
差し込み、すき間を測定する。

［コンロッド大端のサイドクリアランス］

標準値： 0.13 ∼ 0.38 mm

使用限度： 0.6 mm

すき間が使用限度を超えている時は、コンロッドを新品と交
換し、すき間を再度点検する。それでもすき間が大きい場合
は、クランクシャフトも交換する。

コンロッド大端ベアリング／クランクピンの摩耗の点検

•プラスチゲージ［B］を使って、ベアリング／クランクピン［A］
のすき間を測定する。

知識
コンロッド大端ナットを規定トルクで締め付けること（コン
ロッドの取り付けの項を参照）。
すき間の測定中、コンロッドやクランクシャフトを回しては
いけない。

［コンロッド大端ベアリング／クランクピンのすき間］

標準値： 0.041 ∼ 0.071 mm

使用限度： 0.11 mm

すき間が標準値であれば、ベアリングの交換は不要である。
すき間が0.072 mmから使用限度0.11 mmの間であれば、ベ
アリング［A］を緑色のペイントマーク［B］が付いたベアリング
に交換する。その上で、プラスチゲージでベアリング／クラ
ンクピンのすき間を測定する。すき間が標準値をわずかに
上回るのはかまわないが、決して下限値未満になっていて
はいけない。ベアリングが焼き付きを起こす。
すき間が使用限度を超えている場合は、クランクピンの外径
を測定する。

［クランクピンの外径］

標準値： 38.984 ∼ 39.000 mm

使用限度： 38.97 mm
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クランクシャフトとコンロッド

クランクピンが使用限度を超えて摩耗している場合は、クラ
ンクシャフトを新品と交換する。
クランクピン外径の測定値が使用限度内におさまってはい
るが、摩耗してクランクシャフトの元の識別マークとは合わな
くなっている場合は、新しいマークを付ける。

［クランクピン外径マーク］

なし 38.984 ∼ 38.992 mm

38.993 ∼ 39.000 mm

∆：クランクピン外径マーク、“ ”マークかマークなし

•コンロッド大端の内径を測定し、その数値に従ってコンロッ
ド大端にマークを付ける。
大端キャップ［A］
コンロッド［B］
ウエイトマーク［C］：アルファベット一文字
内径マーク（重量区分マークの回り）［D］：“ ”マークかマー
クなし

知識
コンロッド大端ナットを規定トルクで締め付けること（コン
ロッドの取り付けの項を参照）。
大端にすでに付いているマークは、測定値とほぼ一致し
ていなければならない。

［コンロッド大端の内径マーク］

なし 42.000 ∼ 42.008 mm

42.009 ∼ 42.016 mm

•コンロッドとクランクシャフトの識別マークの組み合わせに応
じて、適切なベアリングを選択する。

•新しいベアリングをコンロッドに取り付け、ベアリング／クラ
ンクピンのすき間をプラスチゲージで測定する。

ベアリングコンロッド大端の
内径マーク

クランクピン外
径マーク サイズ表示色 部品番号

なし 桃色 92139-0724

なし なし
黄色 92139-0723

なし 緑色 92139-0722
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クランクシャフトとコンロッド

クランクシャフトメインベアリング／ジャーナルの摩耗の
点検

•プラスチゲージ［A］を使って、ベアリング／ジャーナル［B］
のすき間を測定する。

知識
クランクケースボルトを規定トルクで締め付けること（クラ
ンクケースの組み立ての項を参照）。
すき間の測定中、クランクシャフトを回してはいけない。
ジャーナルのすき間が0.025 mm未満であればプラスチ
ゲージでは測定できない。ただし純正部品を使用してい
るのであれば、標準値下限のすき間は確保されている。

［クランクシャフトメインベアリング／ジャーナルのすき間］

標準値： 0.030 ∼ 0.054 mm

使用限度： 0.08 mm

すき間が標準値であれば、ベアリングの交換は不要である。
すき間が0.055 mmから使用限度0.08 mmの間であれば、ベ
アリング［A］を緑色のペイントマーク［B］が付いたベアリン
グに交換する。その上で、プラスチゲージでベアリング／
ジャーナルのすき間を測定する。すき間が標準値をわずか
に上回るのはかまわないが、決して下限値未満になってい
てはいけない。ベアリングが焼き付きを起こす。
すき間が使用限度を超えている場合は、クランクシャフトメイ
ンジャーナルの外径を測定する。

［クランクシャフトメインジャーナルの外径］

標準値： 40.984 ∼ 41.000 mm

使用限度： 40.96 mm

ジャーナルが使用限度を超えて摩耗している場合は、クラ
ンクシャフトを新品と交換する。
ジャーナル外径の測定値が使用限度内におさまってはいる
が、摩耗してクランクシャフトの元の識別マークとは合わなく
なっている場合は、新しいマークを付ける。

［クランクシャフトメインジャーナル外径マーク］

なし 40.984 ∼ 40.992 mm

1 40.993 ∼ 41.000 mm

■：クランクシャフトメインジャーナル外径マーク、“1”マー
クかマークなし
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クランクシャフトとコンロッド

• メインベアリングの内径を測定し、その数値に従ってアッパ
クランクケース［A］にマーク［B］を付ける。
クランクケースメインベアリングの内径マークは、“ ”マーク
かマークなし

知識
クランクケースボルトを規定トルクで締め付けること（クラ
ンクケースの組み立ての項を参照）。
アッパクランクケースにすでに付いているマークは、測定
値とほぼ一致していなければならない。

［クランクケースメインベアリングの内径マーク］

44.000 ∼ 44.008 mm

なし 44.009 ∼ 44.016 mm

マーク位置

•クランクケースとクランクシャフトの識別マークの組み合わせ
に応じて、適切なベアリングを選択する。

•新しいベアリングをアッパ／ロアクランクケースに取り付け、
ベアリング／ジャーナルのすき間をプラスチゲージで測定
する。

ベアリング*クランクケースメ
インベアリングの

内径マーク

クランクシャフト
メインジャーナル

外径マーク サイズ表示色 部品番号 ジャーナル番号

92139-0727 1、5

92139-0730 2、41 桃色

92139-0733 3

92139-0726 1、5
なし

92139-0729 2、4

なし 1

黄色

92139-0732 3

92139-0725 1、5

92139-0728 2、4なし なし 緑色

92139-0731 3

*番号2、4のジャーナル用のベアリングは、いずれもオイル溝がある。
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クランクシャフトとコンロッド

クランクシャフトのサイドクリアランスの点検

• メインジャーナル#3の位置で、厚さゲージ［A］をスラストワッ
シャ［B］とクランクウェブ［C］の間に挿入し、すき間を測定す
る。
すき間が使用限度を超えている場合には、スラストワッシャ
をセットで交換し、クランクシャフトのメインジャーナル#3の
幅を確認する。

［クランクシャフトのサイドクリアランス］

標準値： 0.05 ∼ 0.24 mm

使用限度： 0.44 mm

•クランクシャフト#3メインジャーナルの幅［A］を測定する。
測定値が標準値を超えている場合は、クランクシャフト［B］
を交換する。

［クランクシャフト#3メインジャーナルの幅］

標準値： 27.45 ∼ 27.55 mm

クランクシャフトの振れの点検

• クランクシャフトの振れを測定する。
測定値が使用限度を超えている場合は、クランクシャフトを
交換する。

［クランクシャフトの振れ］

標準値： 0.03 mm以下

使用限度： 0.08 mm
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分解図
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分解図

締め付けトルク
No. 項目

N·m kgf·m
備考

1 ウォータホースクランプスクリュ 1.5 0.15

2 ウォータホースジョイント（L形） 11 1.1 L

3 ウォータホースジョイント（ストレート形） 20 2.0 L

4 ウォータホースクランプスクリュ 2.5 0.25

5 ウォータホースクランプスクリュ 3.9 0.40

6 冷却水チェックバルブ 11 1.1 L

7 フロントエキゾーストホースクランプスクリュ 4.9 0.50

8 リヤエキゾーストホースクランプスクリュ 4.9 0.50

9 インタクーラ取り付けボルト 30 3.1

10 インタクーラブラケットボルト 8.8 0.90

11 インタクーラカバーボルト 10 1.0

12 インタクーラプレートボルト 8.8 0.90 L

13 洗浄フィッティングスクリュ 3.0 0.31

AD： 接着剤を塗布する。
CY： 瞬間接着剤を塗布する。
L： ネジロック剤を塗布する。

LN： ネジロック剤（高強度：ロックタイト271または同等品）を塗布する。
LG： 液体ガスケットを塗布する。
R： 交換部品
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シーラント

液体ガスケット、TB1216：

92104-1063
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ビルジ系統

ブリーザの取り外し

•取り外す。
シート（船体、エンジンフードの章、シートの取り外しの項
を参照）
ハンドレールプレート（船体、エンジンフードの章、ハンド
レールプレートの取り外しの項を参照）

•ホース［A］をはずす。

•取り外す。
取り付けボルト［B］
ブリーザ［C］

ブリーザの取り付け

•取り付ける前に、ブリーザに小さな孔［A］が開いていること
を確認する。

•ブリーザ取り付けボルトを締め付ける。

ブリーザの清掃と点検

•ブリーザの一端を吹きもう一端を閉じて、ブリーザ先端に小
さな孔が開いていることを確認する。
孔が詰まっている場合、圧縮空気で清掃する。孔が広がる
おそれがあるので、針やワイヤのような鋭いもので孔を開け
ないこと。孔が大きすぎると、ビルジ系統が船体から水を吸
い出せなくなる。

フィルタの取り外し

•エンジンを取り外す（エンジンの取り外し／取り付けの章、
エンジンの取り外しの項を参照）。

•ホース［A］をはずす。

•取り外す。
スクリュ［B］
フィルタ［C］

フィルタの取り付け

•フィルタ［B］の突起［A］と、ブラケット［D］の穴［C］を合わせ
る。

•スクリュ［E］を締め付ける。

フィルタの清掃と点検

•きれいな水でフィルタをよく洗浄し、水気を切っておく。

•フィルタは水を自由に通し、大きなゴミを通さないことを確認
する。
フィルタが詰まっている、または壊れてゴミが通り抜ける場
合、新品と交換する。
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冷却・ビルジ系統のホース

ホースの取り外し

•ビルジ系統のほとんどのホースには両端にクランプがない
ので、取り付け部から単純に取り外すことができる。

知識
ビルジ系統のホースには、先端にプラスチッククランプが
付いているものがある。

•冷却系統のホースは両端にクランプがある。クランプをゆる
めてホースを取り外す。

ホースの取り付け

•ビルジフィルタホースを取り付けるには、ホースをフィルタの
端に押し込む。

知識
ビルジ系統のホースには、先端にプラスチッククランプが
付いているものがある。

•冷却系統ホースを取り付けるときには、元に使っていたもの
と同種のクランプを使う。クランプには、より固く締めるため
に金属でできているものもある。プラスチッククランプは、固
く締める必要がない部分で使用する。

ホースの点検

•定期点検整備の章、ホースとホース接続の点検の項を参照
する。
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冷却・ビルジ系統の洗浄

冷却系統の洗浄

•定期点検整備の章、冷却系統の洗浄の項を参照する。

ビルジ系統の洗浄

•定期点検整備の章、ビルジ系統の洗浄の項を参照する。
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インタクーラ

インタクーラの取り外し

•取り外す。
シート（船体、エンジンフードの章、シートの取り外しの項
を参照）
ハンドレールプレート（船体、エンジンフードの章、ハンド
レールプレートの取り外しの項を参照）
オイルセパレータタンク（エンジン潤滑機構の章、オイルセ
パレータタンクの取り外しの項を参照）
エキゾーストパイプとマフラボディ（排気系統の章、エキゾー
ストパイプとマフラボディの取り外しの項を参照）

•水温センサ（メータユニット用）コネクタ［A］をはずす。

• クランプスクリュ［A］をゆるめる。

• インタクーラダクト［B］を取り外す。

• クランプスクリュ［A］をゆるめる。

•はずす。
ダクト［B］
ホース［C］

•ボルト［A］とワッシャを取り外す。

• インタクーラ［B］を動かし、インタクーラのプレート［C］をブ
ラケット［D］からはずす。

•ダクト［E］をはずす。
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インタクーラ

• クランプスクリュ［A］をゆるめる。

•ホース［B］をはずす。

• インタクーラを取り外す。

インタクーラの取り付け

•取り付けは取り外しの逆である。

•ブラケット［A］とプレート［B］を取り付けるときは以下に注意
する。
図のように、ブラケット、プレートおよびダンパ［C］を取り付
ける。
船首［D］

インタクーラプレートボルト［E］のねじ部にネジロック剤を塗
布する。
締め付ける。

トルク - インタクーラプレートボルト：8.8 N·m (0.90 kgf·m)
インタクーラブラケットボルト［F］：8.8 N·m (0.90 kgf·m)

• リード線、ホースおよびダクトを正しく通す（付録の章、ケー
ブル、ワイヤ、ホースの通し方の節を参照）。

•締め付ける。

トルク - インタクーラ取り付けボルト：30 N·m (3.1 kgf·m)

•取り外した部品を取り付ける（該当する章を参照）。

インタクーラの分解／組み立て

知識
インタクーラケースとカバーの間にはシーラントが塗布さ
れている。［A］の部分をこじてインタクーラカバーをはず
す。



9-10 冷却・ビルジ系統

インタクーラ

•取り外す。
インタクーラカバーボルト［A］
インタクーラカバー［B］
ブローオフバルブボルト［C］
ブローオフバルブ［D］
Oリング［E］
ガスケット［F］
ホースジョイント［G］
水温センサ（メータユニット用）［H］

•組み立て時は、以下の点に注意すること。
Oリング［A］およびガスケット［B］を新品に交換する。
Oリングに液体ガスケットを塗布する。

シーラント - 液体ガスケット、TB1216：92104-1063

ウォータホースジョイント［C］のねじ部にネジロック剤を塗布
する。
締め付ける。

トルク - インタクーラカバーボルト：10 N·m (1.0 kgf·m)
ブローオフバルブボルト：7.8 N·m (0.80 kgf·m)
ウォータホースジョイント（ストレート形）：20 N·m (2.0

kgf·m)
水温センサ（メータユニット用）：8.8 N·m (0.90 kgf·m)

ウォータホースジョイント［A］のねじ部にネジロック剤を塗布
する。
ウォータホースジョイントを締めつけて、図のように水平面か
ら15°［B］の角度にセットする。

トルク - ウォータホースジョイント（L形）：11 N·m (1.1 kgf·m)
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インタクーラ

ページ調整のため挿入した白紙です。
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冷却およびビルジ系統の流れ図
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冷却およびビルジ系統の流れ図

1. バイパスアウトレット
2. エキゾーストパイプ
3. シリンダヘッド
4. シリンダ
5. オイルクーラ
6. マフラボディ
7. インタクーラ
8. インタクーラ洗浄ポート
9. ビルジフィルタ

10. ビルジブリーザ
11. ポンプ
12. 冷却水フィルタカバー
13. 右ウォータボックスマフラ
14. 左ウォータボックスマフラ
15. エンジン洗浄ポート
16. アウトプットカバー
17. スーパーチャージャ
18. チェックバルブ（エンジン運転時には閉じる）
19. エキゾーストマニホールド

A. 冷却系統の流れ
B. ビルジ系統の流れ
C. 排気と冷却水の流れ
D. 洗浄システムの流れ
E. エンジン停止時のみ流れる。
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浸水後の処置

注意

エンジン内に水が入ったままで、ウォータクラフトを運転
しないこと。エンジン内の水を完全に排出するまで、エン
ジンを始動させない。エンジン内部の部品が激しく、しか
も急に損傷するおそれがある。
もしエンジン内に水が入ったならば、直ちに次の処置を
すること。エンジン内に数時間以上水が残ったままにな
ると、クランクシャフトベアリングやエンジン内部部品を傷
めることになる。

ウォータクラフトが水浸しになった場合には、エンジンおよ
びスーパーチャージャに水が入る可能性がある。燃料タンク
にも水が入る場合がある。
次の手順で、実施する必要のある処置を説明する。
概略手順を 初に読み、次に詳細手順を慎重に読む。
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浸水後の処置

浸水後の概略手順
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浸水後の処置

浸水後の詳細手順
1. シートを取り外す（船体、エンジンフードの章、シートの

取り外しの項を参照）。
2. 船尾のドレンスクリュをはずして、エンジンルームの排水

を行う。
3. ドレンキャップ［B］内部に水が入っていないかエアボッ

クス［A］を点検する。
4. キャップに水が入っている場合、キャップを取り外して

水を排出する。水にオイルが混入している可能性があ
るためウエスを敷くこと。

5. イグニションコイル一次リード線のコネクタ［A］の接続を
両方ともはずす。

6. スパークプラグキャップをはずす。
7. すべてのスパークプラグを取り外す（定期点検整備の

章、スパークプラグの清掃と点検の項を参照）。
8. イグニションキーをイグニションスイッチに差し込んでON

にして、エンジンストップコード（緊急エンジン停止用の
コード）キーをストップボタンに差し込んでスタートボタン
を押す。

9. エンジン内に水が入っている場合には、スパークプラグ
の穴から排出される。スタータは続けて5秒以上回さな
いこと。再度回す場合は15秒以上間隔をおくこと。確実
にエンジンから水をすべて排出させる。

10. スパークプラグにエアを吹き付けて清掃してから取り付
け、プラグキャップをはめる。

警告

スパークプラグ穴から水とガソリンの混合物が勢いよく噴
出するおそれがあります。水とガソリンの混合物が目に
入ると目を傷める可能性があります。目の負傷を避ける
ため、この作業中はエンジンの上にかがみこまないでく
ださい。もし、少しでも目に入ったら、すぐに水道水を充分
使って目を洗ってください。そして、できるだけ早く医者の
診察を受けてください。
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浸水後の処置

11. #1、#4［A］と#2、#3［B］のコイルコネクタに留意しながら、
イグニションコイルの一次側リード線コネクタを接続す
る。#1、#4コイルコネクタには、メインハーネスからの緑
／青リード線および赤／白リード線が付いている。#2、
#3コイルコネクタには、メインハーネスからの赤／白リー
ド線および緑リード線が付いている。
イグニションコイル#1、#4［C］
イグニションコイル#2、#3［D］

知識
この作業で発生するサービスコード（51および52）がECU
に記憶される。

12. スタートボタンを押してエンジンを始動し、15秒未満回
転させる。

注意

冷却水の供給なしにエンジンを15秒以上、特に高回転で
運転させると、エンジンや排気系統に重大な損傷を与え
る。エンジンの損傷を避けるため、充分な冷却水の供給
がない状態でエンジンを運転しないでください。

13. エンジンが始動しない場合には、燃料系統に水が混入
している可能性がある。

14. 燃料タンクに水が入った場合には、ポンプまたはサイ
フォンで抜き取る必要がある。燃料タンクに新しい燃料
を注入する。汚れた燃料は所定の廃棄場所に廃棄す
ること。

警告

燃料は非常に引火性が強く、一定の条件下では火災や
爆発の可能性がある。エンジンストップコード（緊急エン
ジン停止用のコード）キーをストップボタンから抜き、換気
が良く、火気がない場所で作業する。作業上では禁煙し、
パイロットランプ付きの電気製品も用いない。

知識
燃料の廃棄は法令で適切な処置を行うことが義務づけら
れています。法令にしたがって廃棄してください。

15. トラブルが継続するときには、排水するために燃料ライ
ンの清掃が必要になる場合がある。

16. オイルレベルゲージを抜き取り、エンジンオイルに水が
混入していないか点検する（水が混入したオイルは白
濁する）。

17. オイルが白濁している場合にはオイルを交換し、オイル
が白濁しなくなるまで、12から16の手順を繰り返す。

18. シートを元どおり取り付けて固定する。
19. 船尾のドレンスクリュを元どおり取り付ける。
20. 後に、残っている可能性のある水を蒸発させ、異物

（塩など）をエキゾースト経由で吹き飛ばすため、ウォー
タクラフトを「水上」で少なくとも10分運転する。
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分解図
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分解図

締め付けトルク
No. 項目

N·m kgf·m
備考

1 カップリング 265 27.0

2 ドライブシャフトホルダ取り付けボルト 22 2.2 L

3 ドライブシャフトホルダチューブクランプスクリュ 2.9 0.30

L： ネジロック剤を塗布する。
LG： 液体ガスケットを塗布する。
R： 交換部品
M： 二硫化モリブデングリースを塗布する。

WG： 耐水グリースを塗布する。
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サービスデータ

項目 標準値 使用限度

ドライブシャフト

振れ 19.7 ∼ 19.8 mmの部分
18.8 ∼ 19.2 mmの部分

－－－
－－－

0.1 mm
0.2 mm
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特殊工具

インサイドサークリッププライヤ：

57001-143

ベアリングドライバセット：

57001-1129

カップリングホルダ：

57001-1764
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ドライブシャフト／ドライブシャフトホルダ

ドライブシャフトの取り外し

•取り外す。
エンジン（エンジンの取り外し／取り付けの章、エンジンの
取り外しの項を参照）
ダンパ［A］

•ドライブシャフトをカップリング［B］と共に船体から取り外す。

•ドライブシャフトをバイスで固定し、カップリングホルダ［A］を
使用してカップリングをゆるめる。

特殊工具 - カップリングホルダ：57001-1764

この写真では、ドライブシャフトとバイスの間に適当な工具
［B］を挟んでドライブシャフトが動かないようにしている。

ドライブシャフトの取り付け

•ワッシャ［A］をドライブシャフトに取り付ける。

• ドライブシャフトのねじ部［B］にネジロック剤を塗布する。

•締め付ける。

トルク - カップリング：265 N·m (27.0 kgf·m)

特殊工具 - カップリングホルダ［A］：57001-1764
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ドライブシャフト／ドライブシャフトホルダ

知識
カップリングの締め付けトルクは265 N·m （27.0 kgf·m）
と指定されているが、カップリングホルダ（特殊工具：
57001-1764）［A］を使用する場合は、ホルダにオフセット
［B］があるために指定トルクの約90%である236 N·m （24.1
kgf·m）にしなくてはならない。
このトルク値（236 N·m （24.1 kgf·m））は、トルクレンチの
柄［D］からアタッチメント用の角部までの距離［C］が450
mm程度のトルクレンチを使用した場合の値である。
使用されるトルクレンチでの締め付けトルクは以下の計
算式にしたがって算出することができる。

計算式：

a × b ÷ (b ＋ c) ＝ d

［a］規定トルク
［b］トルクレンチの柄からアタッチメント用の角部までの距離
［c］オフセット = 55 mm
［d］使用されるトルクレンチでの締め付けトルク
計算例：

265 N·m × 450 ÷ （450 ＋ 55） ＝ 236 N·m

•二硫化モリブデングリースをドライブシャフトのスプラインに
塗布する。

• ドライブシャフトを船体に取り付ける。

•図のように、カップリングダンパ［A］を、深いくぼみ［B］を外
側に向けてドライブシャフトに取り付け、ダンパをカップリン
グ［C］にはめる。
［D］船首
［E］適切
［F］不適切
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ドライブシャフト／ドライブシャフトホルダ

ドライブシャフトホルダの取り外し／分解

• クランプスクリュ［A］をゆるめる。

•取り外す。
ドライブシャフト（ドライブシャフトの取り外しの項を参照）
ドライブシャフトホルダ取り付けボルト［A］

•ドライブシャフトホルダ［B］をパイプおよびチューブと共に取
り外す。

• クランプスクリュ［A］をゆるめる。

•取り外す。
チューブ［B］
パイプ［C］

•サークリップ［A］を取り外す。

特殊工具 - インサイドサークリッププライヤ：57001-143

•プレスを使用して、小グリースシール［D］を押し込み［A］、
大グリースシール［B］とベアリング［C］および小グリースシー
ルをホルダから取り外す。
［E］ブロック

特殊工具 - ベアリングドライバセット：57001-1129
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ドライブシャフト／ドライブシャフトホルダ

ドライブシャフトホルダの組み付け／取り付け

•グリースシールとベアリング、およびサークリップ［A］を新品
と交換する。

•プレスを使用して、次のことに注意しながら、ベアリングとグ
リースシールをドライブシャフトホルダに取り付ける。

特殊工具 - ベアリングドライバセット：57001-1129

パーツはこの順序で取り付ける。
小グリースシール2個［B］
ベアリング1個［C］
大グリースシール2個［D］
前方［E］

シールをスプリング面が外側を向くようにして取り付ける。
シール間のすき間に耐水グリース［F］を詰める。

•サークリップを取り付ける。

特殊工具 - インサイドサークリッププライヤ：57001-143

•ベアリングの内側表面とグリースシールリップ［G］に耐水グ
リースを塗布する。

•液体ガスケットの塗布部分を高引火点溶剤（パーツクリーナ）
で清掃し、油脂分や汚れを取り除く。きれいな布で拭きとる。

• ドライブシャフトホルダの合わせ面［H］に液体ガスケットを
塗布する。

• ドライブシャフトホルダ［A］とパイプ［B］を貼り付ける。

•チューブ［C］をしっかりと取り付ける。

• クランプスクリュ［D］を締め付ける。

トルク - ドライブシャフトホルダチューブクランプスクリュ：2.9 N·m
(0.30 kgf·m)

•サークリップの側面が前方に向かうように、ドライブシャフト
ホルダをバルクヘッドに取り付ける。

• クランプスクリュ［A］を締め付ける。

トルク - ドライブシャフトホルダチューブクランプスクリュ：2.9 N·m
(0.30 kgf·m)

•ネジロック剤をドライブシャフトホルダ取り付けボルトに塗布
し、仮締めする。

• ドライブシャフトを取り付ける（ドライブシャフトの取り付けの
項を参照）。

•エンジンを取り付けた後で、適切なカップリングアライメント
を得るために、規定のトルクでドライブシャフトホルダ取り付
けボルトを締め付ける。

トルク - ドライブシャフトホルダ取り付けボルト：22 N·m (2.2 kgf·m)
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ドライブシャフト／ドライブシャフトホルダ

•エンジンカップリング［B］とドライブシャフトカップリング［C］
のすき間［A］が5 mm未満になっていることを確認する。

ドライブシャフトの振れの点検

•シャフトをアライメント治具で支え、図に示したシャフトの各
位置にダイヤルゲージをセットして、ドライブシャフトの振れ
を測定する。

• ドライブシャフトをゆっくり回転させる。ダイヤルゲージの
大測定値と 小測定値の差が振れである。
測定値が使用限度を超えている場合、シャフトを交換する。

［ドライブシャフトの振れ］

使用限度： 0.1 mm［A］
19.7 ∼ 19.8 mmの部分

0.2 mm［B］
18.8 ∼ 19.2 mmの部分
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分解図
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分解図

締め付けトルク
No. 項目

N·m kgf·m
備考

1 ポンプブラケット取り付けボルト（M8） 19 1.9 LN

2 ポンプブラケット取り付けボルト（M6） 9.8 1.0 L

3 インペラ 147 15.0

4 フィルタカバー取り付けボルト 9.8 1.0 L

5 グレート取り付けボルト 19 1.9 L

6 ポンプカバー取り付けボルト 7.8 0.80 L

7 ポンプ取り付けボルト 36 3.7 L

8 ポンプシャフトナット 98 10

9 ポンプキャップボルト 3.9 0.40 L

10 ポンプアウトレット取り付けボルト 19 1.9 L

11 トリムコントロールリングピボットボルト 19 1.9 LN

12 ステアリングノズルピボットボルト（上側） 19 1.9 LN

13 ステアリングケーブルジョイントボルト 9.8 1.0 L

14 ステアリングノズルピボットボルト（下側） 19 1.9 LN

15 トリムコントロールシャフトジョイントボルト 9.8 1.0 LN

16 トリムコントロールケーブルジョイントボルト 9.8 1.0 L

17 トリムコントロールシャフトピボットボルト 19 1.9 L

AG： リチウムグリース（NLGI等級No.2）を塗布する。
CY： 瞬間接着剤を塗布する。
L： ネジロック剤を塗布する。

LG： 液体ガスケットを塗布する。
LN： ネジロック剤（高強度：ロックタイト271または同等品）を塗布する。
M： 二硫化モリブデングリースを塗布する。
R： 交換部品

WG： 耐水グリースを塗布する。
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サービスデータ

項目 標準値 使用限度

ジェットポンプ

インペラ外径 159.5 ∼ 159.7 mm 158.5 mm

ポンプケース内径 160.0 ∼ 160.1 mm 161.1 mm

インペラクリアランス 0.15 ∼ 0.3 mm 0.6 mm
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特殊工具とシーラント

インサイドサークリッププライヤ：

57001-143

ベアリングドライバセット：

57001-1129

インペラレンチ：

57001-1228

インペラホルダ：

57001-1695

液体ガスケット、TB1211：

56019-120
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ポンプとインペラ

ポンプの取り外し
ポンプブラケット［A］を後で取り外す場合は、船体を回転さ
せる前に次の作業を実施しておく。
船体のポンプブラケット取り付けボルト［B］とワッシャを取り
外す。
ポンプブラケット取り付けボルトの液体ガスケットを取り除く。

•左舷が下になるように、船体を回転させる。

•シフトケーブルのボールジョイントを後端部ではずす（ステ
アリングの章、シフトケーブルの取り外しの項を参照）。

•取り外す。
スピードセンサスクリュ［A］
スペーサ
ポンプカバー取り付けボルト［B］およびワッシャ

•ポンプカバー［C］をリバースバケット［D］と共に取り外す。

•ジョイントボルト［A］を取り外して、ステアリングケーブルの
ジョイントをはずす。

• トリムコントロールジョイントの下端［B］をはずす。

•ジョイントボルト［C］を取り外して、トリムコントロールケーブ
ルのジョイントをはずす。

• クランプスクリュ［A］をゆるめる。

•ホース［B］をはずす。

•ポンプ取り付けボルト［A］を取り外す。

•ポンプ［B］を船尾方向にスライドさせてドライブシャフトから
はずし、船体から取り外す。
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ポンプとインペラ

•次の手順でポンプブラケットを取り外す。
取り外す。
ボルト［A］およびワッシャ
グレート［B］

ポンプブラケット取り付けボルト［A］とワッシャを取り外す。

図中に示された範囲［A］のシーラントを切り、ポンプブラケッ
ト［B］を取り外す。

ポンプの取り付け

•ポンプブラケット周辺の古いシーラントをすべて取り除く。

•ポンプブラケットの外側に液体ガスケット［A］を充分に塗布
し、ブラケットと船体のすき間をふさぐ。

シーラント - 液体ガスケット、TB1211：56019-120
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•ポンプブラケット［A］を船体に取り付ける。

•ポンプブラケット取り付けボルト（M8）［B］にネジロック剤（高
強度：ロックタイト271相当）を塗布し、ワッシャを付けて締め
付ける。

トルク - ポンプブラケット取り付けボルト（M8）：19 N·m (1.9 kgf·m)

•ネジロック剤をポンプブラケット取り付けボルト（M6）［C］に
塗布し、ワッシャを付けて締め付ける。

トルク - ポンプブラケット取り付けボルト（M6）：9.8 N·m (1.0 kgf·m)
船体のポンプブラケット取り付けボルト（M8）については、ボ
ルトヘッドをシリコンシーラント［D］で覆うこと。
［E］矢視F

• トリムシール［A］が所定の位置にあることを確認する。
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•二硫化モリブデングリースをドライブシャフトのスプライン［A］
に塗布する。

•ポンプを取り付ける。

•ネジロック剤をポンプ取り付けボルトに塗布し、締め付ける。

トルク - ポンプ取り付けボルト：36 N·m (3.7 kgf·m)

•グレート［A］を取り付ける。

•ネジロック剤をグレート取り付けボルト［B］に塗布し、ワッシャ
を付けて締め付ける。

トルク - グレート取り付けボルト：19 N·m (1.9 kgf·m)

•ケーブルジョイントに耐水グリースを塗布する。

•ネジロック剤をトリムコントロールケーブルジョイントボルト［A］
とステアリングケーブルジョイントボルト［B］に塗布し、締め
付ける。

トルク - トリムコントロールケーブルジョイントボルト：9.8 N·m (1.0

kgf·m)
ステアリングケーブルジョイントボルト：9.8 N·m (1.0 kgf·m)

•ステアリングノズルピボットボルト（下側）のボール部［C］に
耐水グリースを塗布する。

• トリムコントロールジョイント［D］をステアリングノズルに取り
付ける。

•ホース［A］をポンプに取り付けて、クランプスクリュ［B］を締
め付ける。
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•スピードセンサとスペーサをポンプカバー［A］にスクリュ［B］
で取り付ける。

•ポンプカバーを取り付ける。

•ネジロック剤をポンプカバー取り付けボルト［C］に塗布し、
ワッシャを付けて締め付ける。

トルク - ポンプカバー取り付けボルト：7.8 N·m (0.80 kgf·m)

ポンプの分解

•取り外す。
ステアリングノズルピボットボルト［A］およびワッシャ
ステアリングノズル［B］

•取り外す。
トリムコントロールリングピボットボルト［A］
トリムコントロールリング［B］およびワッシャ

•取り外す。
トリムコントロールシャフトピボットボルト［A］およびワッシャ
トリムコントロールシャフト［B］

•取り外す。
ポンプアウトレット取り付けボルト［A］
ポンプアウトレット［B］
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•取り外す。
ポンプキャップボルト［A］およびワッシャ
ポンプキャップ［B］

•取り外す。
フィルタカバー取り付けボルト［A］
フィルタカバー［B］
Oリング
ノックピン

•取り外す。
スクリュ［A］
カバー［B］
Oリング

•インペラからインペラシール［A］を取り外す。
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•インペラレンチ［A］をインペラ［B］に取り付ける。

特殊工具 - インペラレンチ：57001-1228

•ポンプケースを上下逆向きにして、インペラレンチをバイス
で固定する。

•ポンプシャフトナット［C］を取り外す。

•損傷しないように注意して、バイスとインペラホルダ［A］で
シャフトを固定する。

•インペラレンチ［B］をインペラに挿入する。

特殊工具 - インペラレンチ：57001-1228

インペラホルダ：57001-1695

•インペラレンチを回してインペラをポンプシャフトから取り外
す。

•ポンプシャフト［A］とベアリング［B］をポンプケースから取り
外す。
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•ベアリング［A］をポンプシャフト［B］からプレス［C］を用いて
取り外す。

•プレスを使用して、ブッシュ［B］とボールベアリング［C］を適
切な棒［D］（ 25 mm × L寸65 mm以上）で押し出す［A］。
これらがポンプケースから取り出される。

•取り外したベアリングを廃棄する。

•サークリップ［A］を取り外す。

特殊工具 - インサイドサークリッププライヤ：57001-143

•プレスを使用してグリースシールを取り外す。

特殊工具 - ベアリングドライバセット［A］：57001-1129
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ポンプの組み立て

•ポンプベアリングを取り付ける前に、圧縮空気を使ってほこ
りや異物をポンプケースから吹き飛ばす。

•ポンプベアリングを取り付ける前に、フィルタカバー［A］を取
り外して、フィルタの内側またはポンプケース［C］の取り付け
面［B］に異物が付着していないか点検する。

•Oリング［D］を新品と交換して取り付ける。

• ノックピン［E］を取り付ける。

•Oリングにリチウムグリース（NLGI等級No.2）を塗布する。

•ネジロック剤をフィルタカバー取り付けボルト［F］に塗布し、
締め付ける。

トルク - フィルタカバー取り付けボルト：9.8 N·m (1.0 kgf·m)

•ホースジョイント［A］のねじ部にネジロック剤を塗布する。

•ホースジョイントを図のように取り付ける。
［B］30°

•Oリング［A］を新品と交換する。

•Oリングにリチウムグリース（NLGI等級No.2）を塗布して取り
付ける。

•ネジロック剤をスクリュ［B］に塗布する。

•カバー［C］をスクリュで取り付ける。

•ホースジョイント［A］のねじ部にネジロック剤を塗布する。

•ホースジョイントを図のように取り付ける。
［B］45°
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•グリースシール［A］とサークリップ［B］を新品と交換する。

•プレスを使用して、個々のシールをスプリングのある面が外
側を向くようにして、ポンプケース［C］に押し入れる。

特殊工具 - ベアリングドライバセット：57001-1129

• リチウムグリース（NLGI等級No.2）をグリースシールのすき間
に詰め、グリースシールの各リップ部［D］にも塗布する。

•サークリップを取り付ける。

特殊工具 - インサイドサークリッププライヤ：57001-143

•ブッシュ［E］をポンプケースに取り付ける。

• リチウムグリース（NLGI等級No.2）［F］を充填する。

•プレスを使用して、新品のベアリングをポンプケース［A］に
底付きするまで押し込む。

特殊工具 - ベアリングドライバセット［B］：57001-1129

•プレスを使用して、ポンプシャフト［A］をベアリング［B］に底
付きするまで押し込む。
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•Oリング［A］を新品と交換する。

•ポンプシャフトの上にOリング［B］を取り付ける。

•Oリングにリチウムグリース（NLGI等級No.2）を塗布する。

•Oリング［A］を新品と交換して取り付ける。

•Oリングにリチウムグリース（NLGI等級No.2）を塗布する。

•ポンプシャフト［B］をポンプケースに取り付ける。

•ポンプシャフトのねじ部に二硫化モリブデングリース［C］を
塗布する。

•ベアリング表面とポンプケース表面の間隔［D］が9 mm以上
あることを確認する。

•損傷しないように注意して、バイスとインペラホルダ［A］で
シャフトを固定する。

•インペラレンチ［B］をインペラに挿入する。

特殊工具 - インペラレンチ：57001-1228

インペラホルダ：57001-1695

•インペラを手でポンプシャフトに一杯までねじ込んでから、
インペラを取り外す。

•ねじ部に焼き付きがないことを確認する。
ねじ部に焼き付きがある場合は、ポンプシャフトとインペラを
交換する。

•再度インペラを手で取り付ける。

•インペラレンチでインペラを規定トルクで締め付ける。

トルク - インペラ：147 N·m (15.0 kgf·m)
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•インペラ端部とポンプケース端部の間隔［A］を測定する。
この間隔が38.5 mmを超える場合は、再度ポンプを分解す
る。

•ポンプケースを上下逆向きにする。

•バイスを使用して、インペラレンチ［A］でポンプシャフトを固
定する。

•締め付ける。

トルク - ポンプシャフトナット［B］：98 N·m (10 kgf·m)

•インペラシール［A］を目視点検して、必要なら交換する。

• インペラシールに瞬間接着剤を塗布する。

•シールをインペラに取り付ける。
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•Oリング［A］を新品と交換する。

•Oリングにリチウムグリース（NLGI等級No.2）を塗布する。
［B］ポンプキャップ

•ポンプキャップボルト［A］のねじ部にネジロック剤を塗布す
る。

•ポンプキャップボルトとワッシャを取り付ける。

•締め付ける。

トルク - ポンプキャップボルト：3.9 N·m (0.40 kgf·m)

• トリムシール［A］をポンプケースに取り付ける。

•ポンプアウトレット取り付けボルト［A］のねじ部にネジロック
剤を塗布する。

•ポンプアウトレット［B］を取り付ける。

•締め付ける。

トルク - ポンプアウトレット取り付けボルト：19 N·m (1.9 kgf·m)

• トリムコントロールシャフトピボットボルト［A］のねじ部にネジ
ロック剤を塗布する。

• トリムコントロールシャフト［B］とワッシャを取り付ける。

•締め付ける。

トルク - トリムコントロールシャフトピボットボルト：19 N·m (1.9

kgf·m)
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• トリムコントロールリングピボットボルト［A］のねじ部にネジロッ
ク剤（高強度：ロックタイト271相当）を塗布する。

• トリムコントロールリング［B］とワッシャ［C］を取り付ける。

•締め付ける。

トルク - トリムコントロールリングピボットボルト：19 N·m (1.9 kgf·m)

•ブッシュ［A］を図のように取り付ける。
ステアリングノズル［B］

•ステアリングノズルピボットボルト（上側）［A］のねじ部にネジ
ロック剤（高強度：ロックタイト271相当）を塗布する。

•ステアリングノズル［C］を図のように取り付ける。

•ワッシャ［B］を取り付ける。

•ステアリングノズルピボットボルト（上側）を一時的に取り付
ける。

•ステアリングノズルピボットボルト（下側）［A］のねじ部にネジ
ロック剤（高強度：ロックタイト271相当）を塗布する。

•ワッシャ［B］を取り付ける。

•締め付ける。

トルク - ステアリングノズルピボットボルト（上側）［C］：19 N·m
(1.9 kgf·m)

ステアリングノズルピボットボルト（下側）：19 N·m (1.9

kgf·m)

インペラの点検

•定期点検整備の章、インペラの点検の項を参照。

インペラ外径の測定

•インペラを取り外す（ポンプの分解の項を参照）。

• インペラ外径を測定する。
インペラが摩耗して使用限度より小さい場合、交換する。

［インペラ外径］

標準値： 159.5 ∼ 159.7 mm

使用限度： 158.5 mm
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ポンプの点検

•ポンプケース［A］を目視点検する。
ポンプケースの内側に深い傷がある場合は、交換する。

•ポンプケースの内径［B］を測定する。
ポンプケースが摩耗して使用限度より大きい場合、交換す
る。

［ポンプケース内径］

標準値： 160.0 ∼ 160.1 mm

使用限度： 161.1 mm

インペラクリアランスの点検

• インペラクリアランスはポンプ性能に決定的な影響を及ぼ
す。ポンプケースとインペラに目に見える損傷がなくても、イ
ンペラクリアランスが大き過ぎるとポンプ性能が低下する。

•インペラクリアランスを点検するには、グレートを取り外し、イ
ンペラブレード［B］の先端とポンプケース［C］の間にシック
ネスゲージ［A］を挿入する。

［インペラクリアランス］

標準値： 0.15 ∼ 0.3 mm

使用限度： 0.6 mm

インペラクリアランスが正しくない場合は、摩耗または損傷
によるものか調ベる（ポンプとインペラの点検の項を参照）。

冷却水フィルタカバーの取り外し／取り付け

•クランプスクリュ［A］をゆるめてホース［B］をはずす。

•取り外す。
フィルタカバー取り付けボルト［C］
フィルタカバー［D］

•Oリングを新品と交換する。

•Oリングにリチウムグリース（NLGI等級No.2）を塗布する。

•取り付けは取り外しの逆である。

•ネジロック剤をフィルタカバー取り付けボルトに塗布し、締め
付ける。

トルク - フィルタカバー取り付けボルト：9.8 N·m (1.0 kgf·m)
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締め付けトルク
No. 項目

N·m kgf·m
備考

1 ハンドルバー取り付けボルト 15.7 1.60 L、S

2 ステアリングネック取り付けボルト 15.7 1.60 L

3 ハンドルバー取り付けボルト（JT1500N） 15.7 1.60 L

4 調整式ステアリングホルダナット 4.9 0.50

5 ハンドルバーホルダナット（JT1500N） 27 2.8 R

6 スタート／ストップスイッチケース取り付けスクリュ 3.9 0.40

7 スロットルケース取り付けスクリュ 3.9 0.40

8. JT1500M
9. JT1500N以外

10. JT1500N
AD： 接着剤を塗布する。
L： ネジロック剤を塗布する。
R： 交換部品
S： 規定の順序で締め付ける。

WG： 耐水グリースを塗布する。
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締め付けトルク
No. 項目

N·m kgf·m
備考

1 ステアリングホルダ取り付けナット 19.6 2.00

2 ステアリングシャフトロックナット 32 3.3

3 ステアリングシャフトナット 2.9 0.30

4 ステアリングケーブルブラケットボルト 9.8 1.0 L

5 ステアリングケーブルナット 39.2 4.00

6 シフトケーブルナット 39.2 4.00

7 ステアリングケーブルジョイントボルト 9.8 1.0 L

8 トリムコントロールケーブルジョイントボルト 9.8 1.0 L

9 ステアリングノズルピボットボルト（下側） 19 1.9 LN、WG

10 シフトケーブル端ナット 9.8 1.0

11 リバースバケットピボットボルト 19 1.9 LN

12 トリムコントロールシャフトジョイントボルト 9.8 1.0 LN、WG

13 トリムコントロールケーブルナット 39.2 4.00

14. JT1500N
AD： 接着剤を塗布する。
L： ネジロック剤を塗布する。

LN： ネジロック剤（高強度：ロックタイト271または同等品）を塗布する。
R： 交換部品

WG： 耐水グリースを塗布する。
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特殊工具

ナット締付け板：

57001-1698

ボックスレンチ（27 mm）：

57001-1749
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ステアリングケーブル

ステアリングケーブルの調整

•ステアリングケーブルを点検する（定期点検整備の章、ステ
アリングケーブル／シフトケーブルの点検の項を参照）。

•ハンドル［A］を直進位置にする。

•ステアリングノズル［A］がポンプ室の中央にあるか確認する。
等間隔［B］

ノズルの位置が不適切な場合は、ステアリングケーブルを
調整する。

•ステアリングケーブルのロックナット［A］をゆるめる。

•ステアリングケーブルジョイントボルト［B］を取り外して、ケー
ブルジョイント［C］をステアリングノズルからはずす。

•ハンドルを直進位置にする。

•ケーブル上のジョイントを回して、ステアリングを調整する。

• ステアリングケーブルジョイントボルトを仮締めして、再度
ケーブル調整を確認する。

•調整が正しい場合は、ケーブルジョイントボルトを取り外して
ネジロック剤を塗る。

•ケーブルジョイントに耐水グリースを塗布する。

•ケーブルジョイントボルトとステアリングケーブルロックナット
を本締めする。

トルク - ステアリングケーブルジョイントボルト：9.8 N·m (1.0 kgf·m)

•追加点検として、ハンドルを左および右いっぱいに回し、ノ
ズルとポンプ室の間隔を測定する。左右に回しきった状態
で両方とも同じ間隔でなければならない。

ステアリングケーブルの取り外し

•取り外す。
ステアリングカバー（ステアリングカバーの取り外しの項を
参照）
センタアクセスカバー［A］
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ステアリングケーブル

•取り外す。
ステアリングケーブルブラケットボルト［A］
プレート［B］

•取り外す。
ステアリングホルダ取り付けナット［A］
ワッシャ
クランプ

•ステアリングホルダ［B］を持上げる。

•ロックナット［A］をゆるめる。

•アウタスリーブ［B］をスライドさせてボールジョイントをステア
リングシャフトからはずす。

•ステアリングケーブルボールジョイントとロックナットをステア
リングケーブルから取り外す。

•取り外す。
ホルダ［A］
ステアリングケーブルブラケット［B］

•ロックナット［A］をゆるめる。

•取り外す。
ステアリングケーブルジョイントボルト［B］
ステアリングケーブルジョイント［C］
ポンプカバー（ポンプとインペラの章、ポンプの取り外しの
項を参照）
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ステアリングケーブル

•ボックスレンチを使って船体の大型ナット（ステアリングケー
ブルナット）を取り外す。
大型ナット（ステアリングケーブルナット）の取り外しには、特
殊工具のボックスレンチ［A］を利用すると便利である。

特殊工具 - ボックスレンチ（27 mm）：57001-1749

ボックスレンチを使用するとき、ステアリングケーブルを折り
曲げないよう注意する。折り曲げるとケーブルが損傷する。

注意

ボックスレンチ［A］でナット［B］をゆるめる時は、レンチは
底付きさせてナット通路に対して真直ぐにする。（右図参
照）
ナットをゆるめた後に、ボックスレンチを抜き取る時は真
直ぐに引き抜いて、ケーブル［C］に負荷をかけないように
してください。 ボックスレンチを傾けて抜き取り、ケーブル
に負荷をかけると、ケーブルが損傷するおそれがありま
す。

警告

ステアリングケーブルを取り外す時、8°以上ガイドパイプ
のジョイント部を曲げないで下さい。ジョイント部を8°以上
曲げるとガイドパイプが抜ける可能性があります。そのま
ま使用を続けると、インナケーブルが屈曲し、操舵が効か
なくなるため、事故につながるおそれがあります。

•スナップリング［A］、ワッシャ［B］、Oリング［C］を取り外す。

•ステアリングケーブルを後方に向かって取り外す。
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ステアリングケーブル

ステアリングケーブルの取り付け

警告

ステアリングケーブルを取り付ける時、8°以上ガイドパイ
プのジョイント部を曲げないで下さい。ジョイント部を8°以
上曲げるとガイドパイプが抜ける可能性があります。その
まま使用を続けると、インナケーブルが屈曲し、操舵が効
かなくなるため、事故につながるおそれがあります。

•取り付けは取り外しの逆である。
小さなゴムまたはプラスチックの管をケーブル前端に取り付
け、ケーブルを船体に導き通す。
ケーブルの取り付けを行うために、新しいケーブルの周囲
を潤滑する。
Oリングを新品と交換する。
新品のOリングに耐水グリースを塗布する。
ステアリングケーブルナットをボックスレンチで締め付ける。

特殊工具 - ボックスレンチ（27 mm）：57001-1749

トルク - ステアリングケーブルナット：39.2 N·m (4.00 kgf·m)

図のように、ステアリングケーブルの溝［A］にケーブルブラ
ケットの開口部［B］を合わせる。
ジョイントボールに耐水グリースを塗布する。
ステアリングケーブルの両端をケーブルジョイントに取り付
ける。ステアリングケーブル端部はジョイントに5 mm以上挿
入されていなくてはならない。
ネジロック剤をケーブルジョイントボルトとステアリングケーブ
ルブラケットボルトに塗布する。
締め付ける。

トルク - ステアリングケーブルジョイントボルト：9.8 N·m (1.0 kgf·m)
ステアリングケーブルブラケットボルト：9.8 N·m (1.0 kgf·m)

•ハンドルを直進位置にする。

•ステアリングケーブルのガイドパイプ部を持ち、それぞれの
ケーブル端側に引っ張って、ガイドパイプが外れないか確
認する。
ガイドパイプがアウタケーブルから抜けたり、インナケーブ
ルが見える場合はケーブルを交換する。

•ステアリングケーブルを調整する（ステアリングケーブルの
調整を参照）。

ステアリングケーブルの点検

•定期点検整備の章、ステアリングケーブル／シフトケーブル
の点検の項を参照する。

ステアリングケーブルの潤滑

知識
ステアリングケーブルは密封式のため、潤滑は不要であ
る。シールに損傷がある場合はケーブルを交換すること。



ステアリング 12-11

トリムコントロールケーブル

トリムコントロールケーブルの調整

• トリムコントロールケーブルを点検する（定期点検整備の章、
トリムコントロールケーブルの点検の項を参照）。

•エレクトリックトリムコントロールボタンを押してステアリングノ
ズルの角度を中央にする。
エレクトリックトリムコントロールアクチュエータはステアリング
ノズルが水平［A］になると自動的に停止する

•ステアリングノズル［A］がポンプアウトレット［B］の中央にあ
るか確認する。

ノズルの位置が不適切な場合は、トリムコントロールケーブ
ルを調整する。

• リバースバケットを取り外す（リバースバケットの取り外しの
項を参照）。

• トリムコントロールケーブルのロックナット［A］をゆるめる。

• トリムコントロールケーブルジョイントボルト［B］を取り外して、
トリムコントロールレバーからケーブルジョイント［C］をはず
す。

•ケーブルジョイントを回してステアリングノズルの角度を調整
する。

• トリムコントロールケーブルジョイントボルトを仮締めして、再
度ケーブル調整を確認する。

•調整が正しいときは、トリムコントロールケーブルジョイントボ
ルトを取り外してネジロック剤を塗る。

•ケーブルジョイントに耐水グリースを塗布する。

• トリムコントロールケーブルジョイントボルトとトリムコントロー
ルケーブルロックナットを本締めする。

トルク - トリムコントロールケーブルジョイントボルト：9.8 N·m (1.0

kgf·m)

トリムコントロールケーブルの取り外し

• リバースバケットを取り外す（リバースバケットの取り外しの
項を参照）。

• ロックナット［A］をゆるめる。

•取り外す。
トリムコントロールケーブルジョイントボルト［B］
トリムコントロールケーブルジョイント［C］
ポンプカバー（ポンプとインペラの章、ポンプの取り外しの
項を参照）
スピードセンサリード線キャップ［D］
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トリムコントロールケーブル

•ボックスレンチを使用して船体の大型ナット（トリムコントロー
ルケーブルナット）を取り外す。
大型ナット（トリムコントロールケーブルナット）の取り外しに
は、特殊工具のボックスレンチ［A］を利用すると便利である。

特殊工具 - ボックスレンチ（27 mm）：57001-1749

ボックスレンチを使用するときには、トリムコントロールケー
ブルを折り曲げないよう注意する。折り曲げるとケーブルが
損傷する。

注意

ボックスレンチ［A］でナット［B］をゆるめる時は、レンチは
底付きさせてナット通路に対して真直ぐにする。（右図参
照）
ナットをゆるめた後に、ボックスレンチを抜き取る時は真
直ぐに引き抜いて、ケーブル［C］に負荷をかけないように
してください。 ボックスレンチを傾けて抜き取り、ケーブル
に負荷をかけると、ケーブルが損傷するおそれがありま
す。

注意

トリムコントロールケーブルを取り外す時、8°以上ガイド
パイプのジョイント部を曲げないで下さい。ジョイント部を
8°以上曲げるとジョイント部が損傷しガイドパイプが抜け
ることがあります。この場合、インナケーブルが屈曲し、ト
リムが正常に作動しなくなります。

•スナップリング［A］、ワッシャ［B］、Oリング［C］を取り外す。

•取り外す。
フロントアクセスカバー（船体、エンジンフードの章、フロン
トアクセスカバーの取り外しの項を参照）
リベット［A］
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トリムコントロールケーブル

•エレクトリックトリムコントロールアクチュエータリード線コネク
タ［A］をはずす。

•取り外す。
グロメット［A］
バンド［B］
エレクトリックトリムコントロールアクチュエータ［C］とトリムコ
ントロールケーブル
フロート［D］

トリムコントロールケーブルの取り付け

•取り付けは取り外しの逆である。

注意

トリムコントロールケーブルを取り付ける時、8°以上ガイド
パイプのジョイント部を曲げないで下さい。ジョイント部を
8°以上曲げるとジョイント部が損傷しガイドパイプが抜け
ることがあります。この場合、インナケーブルが屈曲し、ト
リムが正常に作動しなくなります。

•小さなゴムまたはプラスチックの管をケーブル前端に取り付
け、ケーブルを船体に導き通す。

•ケーブルの取り付けを行うために、新しいケーブルの周囲
を潤滑する。

•Oリングを新品と交換する。

•新品のOリングに耐水グリースを塗布する。

• トリムコントロールケーブルナットをボックスレンチで締め付
ける。

特殊工具 - ボックスレンチ（27 mm）：57001-1749

トルク - トリムコントロールケーブルナット：39.2 N·m (4.00 kgf·m)

•ジョイントボールとケーブルジョイントに耐水グリースを塗布
する。

•ネジロック剤をケーブルジョイントボルトに塗布する。

•締め付ける。

トルク - トリムコントロールケーブルジョイントボルト：9.8 N·m (1.0

kgf·m)

•ハンドルを直進位置にする。

• トリムコントロールケーブルのガイドパイプ部を持ち、それぞ
れのケーブル端側に引っ張って、ガイドパイプが外れない
か確認する。
ガイドパイプがアウタケーブルから抜けたり、インナケーブ
ルが見える場合はケーブルを交換する。

• トリムコントロールケーブルを調整する（トリムコントロール
ケーブルの調整の項を参照）。
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トリムコントロールケーブル

トリムコントロールケーブルの点検

•定期点検整備の章、トリムコントロールケーブルの点検の項
を参照する。

トリムコントロールケーブルの潤滑

知識
トリムコントロールケーブルは密封式のため、潤滑は不
要である。シールに損傷がある場合はケーブルを交換す
ること。



ステアリング 12-15

ハンドルバー

ハンドルバーの取り外し（JT1500N以外）

•取り外す。
スクリュ［A］
スクリュ［B］（JT1500M）
ハンドルバーパッド［C］

•外気温センサ［A］とブザー［B］をインナパッドの穴からはず
す。

• インナパッド［C］を取り外す。

•取り外す。
ボルト［A］
ハンドルバーパッドホルダ［B］

•取り外す。
スタート／ストップスイッチケース［A］
スロットルケース［B］
クランプ［C］
ハンドルバー取り付けボルト［D］
ハンドルバークランプ［E］
オーディオユニットアッシ［F］（JT1500M）
ハンドルバー［G］

ハンドルバーの取り付け（JT1500N以外）

•取り付けは取り外しの逆である。

•ハンドルバーの穴［A］とステアリングシャフトホルダの線［B］
を合わせる。
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ハンドルバー

•ネジロック剤をハンドルバークランプボルトに塗布する。

•締め付ける。

トルク - ハンドルバー取り付けボルト：15.7 N·m (1.60 kgf·m)
図のように、ハンドルバー取り付けボルトを締め付けるときに
オーディオユニットアッシ［A］を取り付ける（JT1500M）。
先にロア取り付けボルト［B］を締め付けてから、アッパ取り
付けボルト［C］を締め付ける。
締め付け後、クランプの上側にはすき間［D］が生じる。

•ケーブルとリード線を通す（付録の章、ケーブル、ワイヤ、
ホースの通し方の節を参照）。

•スタート／ストップスイッチケース［A］とスロットルケース［B］
を取り付ける。
穴［C］と突起［D］を合わせる。

•締め付ける。

トルク - スタート／ストップスイッチケース取り付けスクリュ：3.9

N·m (0.40 kgf·m)
スロットルケース取り付けスクリュ：3.9 N·m (0.40 kgf·m)

•インナパッド［A］をハンドルバーに取り付けて、ブザー［B］と
外気温センサ［C］をインナパッドの穴［D］に取り付ける。

•ハンドルバーパッドを取り付ける。
両側の穴［A］とボス［B］を合わせる。
ナット［C］が所定位置にあることを確認する（JT1500M）。

突起［A］と溝［B］を揃える。
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ハンドルバー

ハンドルバーの取り外し（JT1500N）

•取り外す。
ハンドルバーパッド［A］
クランプ［B］

•取り外す。
スタート／ストップスイッチケース［A］
スロットルケース［B］

•取り外す。
ハンドルバー取り付けボルト［A］
スプリングワッシャ
ワッシャ
ハンドルバークランプ［B］
ハンドルバー［C］

ハンドルバーの取り付け（JT1500N）

•ハンドルバー［A］のローレットマーク［C］が、ハンドルバーク
ランプ［B］から左右均等にはみ出るように取り付ける。

•ハンドルバーのポンチマーク［D］をハンドルバークランプの
下側面に合わせる。

•取り付ける。
ワッシャ［A］
スプリングワッシャ［B］

•ネジロック剤をハンドルバー取り付けボルト［C］に塗布する。

•ハンドルバー取り付けボルトを締め付ける。
前後のギャップ［D］を均等にすること。

知識
2個のクランプボルトは交互に2回締め付けて締め付けト
ルクを均等にする。

トルク - ハンドルバー取り付けボルト：15.7 N·m (1.60 kgf·m)
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ハンドルバー

•ケーブルとリード線を通す（付録の章、ケーブル、ワイヤ、
ホースの通し方の節を参照）。

•スタート／ストップスイッチケース［A］とスロットルケース［B］
を取り付ける。
穴［C］と突起［D］を合わせる。

•締め付ける。

トルク - スタート／ストップスイッチケース取り付けスクリュ：3.9

N·m (0.40 kgf·m)
スロットルケース取り付けスクリュ：3.9 N·m (0.40 kgf·m)

•ハンドルバーパッドを取り付ける。

ハンドルバーの位置調整（JT1500N）
さまざまなライディングポジションに合わせられるよう、ハン

ドルバーホルダの取り付け位置を変更することができ、またハ
ンドルバーホルダの向きを変えて（180°）もハンドルバーポジ
ションの調整ができる。
ハンドルバーの位置は前後で計4箇所の位置で調整するこ

とができる。
前側の穴［A］
後側の穴［B］

•両側のハンドルバーホルダナット［A］をゆるめる。

•取り外す。
ハンドルバー［B］（ハンドルバーの取り外しの項を参照）
ハンドルバーホルダナット（両側）
ハンドルバーホルダ［C］（両側）
ワッシャ［D］（両側）
カラー［E］（両側）

•ハンドルバーの位置を選択する。
標準セッティング［A］
－10 mmセッティング［B］
＋5 mmセッティング［C］
＋15 mmセッティング［D］

•ハンドルバーの高さを選択する（ハンドルバーの高さ調整の
項を参照）。
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ハンドルバーの高さ調整（JT1500N）
ハンドルバーの高さ調整はカラーの位置を変えることで行

い、3種類の位置に調整できる（標準セッティングと5 mmまた
は10 mm高い位置）。必ず左側のカラーと右側のカラーの位
置を合わせること。

•ハンドルバーの位置を選択する（ハンドルバーの位置調整
の項を参照）。

•ハンドルバーホルダナット［A］を新品に交換する。

•ハンドルバーの高さを選択する。
標準セッティング［B］
＋5 mmセッティング［C］
＋10 mmセッティング［D］

•ハンドルバーホルダ［E］とカラー［F］、ハンドルバーホルダ
ナットおよびワッシャ［G］を両側に取り付けてハンドルバー
の高さを調整する。

• ハンドルバーを取り付ける（ハンドルバーの取り付け
（JT1500N）の項を参照）。

•締め付ける。

トルク - ハンドルバーホルダナット：27 N·m (2.8 kgf·m)

ステアリングカバーの取り外し

•ハンドルバーを取り外す（ハンドルバーの取り外しの項を参
照）。

• ピンヘッド［A］を押し込んでゴムカバー［B］を取り外す
（JT1500N）。

•取り外す。
センタストレージのふた（船体とエンジンフードの章、セン
タストレージのふたの取り外しの項を参照）
サイドカバー（船体、エンジンフードの章、サイドカバーの
取り外しの項を参照）
プレート［A］
ボルト［B］とワッシャ

•シフトケーブルのボールジョイント［C］をはずす。

•両側のステアリングカバーナット［A］とワッシャを取り外す。

•ステアリングカバー［B］を船体からはずす。
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• クランプ［A］を開く。

•取り外す。
ナット［B］
プレート［C］
ワッシャ
グロメット［D］

•燃料ベントホース［E］をステアリングカバーからはずす。

• メータユニットのリード線コネクタをはずす。
緑、2ピン［A］
青、2ピン［B］
青、4ピン［C］
黒、2ピン［D］
黄、4ピン［E］

ステアリングカバーの取り付け

• リード線、ホースおよびケーブルを正しく通す（付録の章、
ケーブル、ワイヤ、ホースの通し方の節を参照）。

•取り外した部品を取り付ける（該当する章を参照）。

ステアリングネックの取り外し（JT1500N以外）

•取り外す。
ステアリングカバー（ステアリングカバーの取り外しの項を
参照）
リベット［A］
ステアリングパッド［B］

•取り外す。
ステアリングネック取り付けボルト［A］
クランプ［B］およびワッシャ（JT1500M）
ステアリングネック［C］と調整式ステアリングホルダ［D］
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ステアリングネックの取り付け（JT1500N以外）

•図のように、ステアリングネック［A］と調整式ステアリングホ
ルダ［B］を幅の狭いほう［C］が後方を向くように取り付ける。

•ネジロック剤をステアリングネック取り付けボルト［D］に塗布
する。

• クランプ［E］とワッシャを取り付ける（JT1500M）。

•締め付ける。

トルク - ステアリングネック取り付けボルト：15.7 N·m (1.60 kgf·m)

•取り外した部品を取り付ける（該当する章を参照）。

ステアリングネックの取り外し（JT1500N）

•ハンドルバーを取り外す（ハンドルバーの取り外しの項を参
照）。

•ピンヘッド［A］を押し込んでゴムカバー［B］を取り外す。

•取り外す。
ブラケットボルト［A］
ブラケット［B］
バンド［C］

•取り外す。
ステアリングネック取り付けボルト［A］
ブラケット［B］
ステアリングネック［C］

ステアリングネックの取り付け（JT1500N）

•図のように、くぼみ側［B］を右にして、ステアリングネック［A］
を取り付ける。

•ネジロック剤をステアリングネック取り付けボルト［C］に塗布
する。

•ブラケット［D］を取り付ける。

•締め付ける。

トルク - ステアリングネック取り付けボルト：15.7 N·m (1.60 kgf·m)

• リード線およびケーブルを正しく通す（付録の章、ケーブル、
ワイヤ、ホースの通し方の節を参照）。

•取り外した部品を取り付ける（該当する章を参照）。
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調整式ステアリングホルダの分解（JT1500N以外）

•取り外す。
ステアリングパッド（ステアリングネックの取り外しの項を参
照）
割りピン［A］
調整式ステアリングホルダナット［B］およびボルト
ワッシャ［C］
調整式ステアリングホルダ［D］
ブッシュ［E］

•調整式ステアリングホルダ［A］から以下の部品を取り外す。
リベット［B］
シャフト［C］
チルトレバー［D］
スプリング［E］
ロッド［F］

調整式ステアリングホルダの組み立て（JT1500N以外）

•ロッド［A］を調整式ステアリングホルダ［B］に取り付ける。
ロッドの突起をホルダの溝に合わせる［C］。

•スプリング［A］が所定の位置にあるか確認すること。
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•調整式ステアリングホルダにチルトレバー［A］を取り付ける。
ロッドの突起［B］をチルトレバーの穴［C］に合わせる。
シャフト［D］とリベットを取り付ける。

•ステアリングネック［B］とロッド［C］に耐水グリース［A］を塗
布する。

•取り付ける。
ブッシュ［A］
調整式ステアリングホルダ［B］
ワッシャ［C］
調整式ステアリングホルダナット［D］およびボルト

•締め付ける。

トルク - 調整式ステアリングホルダナット：4.9 N·m (0.50 kgf·m)

•新品の割りピン［A］を挿入する。

知識
割りピン取り付けの際、ナットのスロットとシャフトの割り
ピンの穴に合わない場合、ナットを時計方向［B］に締め
付け次の穴に合わせる。
このとき、締め付け角度は30度以内でなければならない。

も近い穴が過ぎてしまっている場合は、ナットを一度ゆ
るめてから締め付けなおす。

•ナット［B］に通した割りピン［A］を折り曲げる。
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ステアリングシャフトの取り外し

•取り外す。
ステアリングカバー（ステアリングカバーの取り外しの項を
参照）
ステアリングネック（ステアリングネックの取り外しの項を参
照）
割りピン［A］
ステアリングシャフトロックナット［B］
ワッシャ［C］
ホルダ［D］

•取り外す。
グロメット取り付けプレートボルト［A］
グロメット取り付けプレート［B］
ロックプレート取り付けボルト［C］
ロックプレート［D］

•はずす。
ステアリングポジションセンサリード線コネクタ
ブザーリード線コネクタ
外気温センサリード線コネクタ
スロットルケースリード線コネクタ
スタート／ストップスイッチケースリード線コネクタ
スロットルケース部のスロットルケーブルの上端

•センタアクセスカバー［A］を取り外す。

•取り外す。
ステアリングケーブルブラケットボルト［A］
プレート［B］
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•取り外す。
ステアリングホルダナット［A］とワッシャ
クランプ［B］

•ステアリングホルダ［C］を持上げる。

•ステアリングケーブルのボールジョイント［A］をステアリング
シャフトからはずす。

•取り外す。
ステアリングシャフトナット［A］
ステアリングシャフト［B］
ステアリングホルダ［C］

ステアリングの取り付け

•ステアリングホルダガスケット［A］を新品と交換する。

•ブッシュ［B］に損傷や摩耗がないか確認する。
ブッシュが損傷または摩耗している場合は、新品と交換す
る。

•ブッシュに耐水グリース［C］を塗布する。

•ブッシュとワッシャ［D］を取り付ける。



12-26 ステアリング

ハンドルバー

•ステアリングシャフト［B］に耐水グリース［A］を塗布する。

•ステアリングシャフト［A］を取り付ける。

•ステアリングシャフトナット［B］を手で締め付けて、一度ゆる
める。

•ナット締付け板［A］を使用して、ステアリングシャフトナット
［B］を締め付ける。

特殊工具 - ナット締付け板：57001-1698

トルク - ステアリングシャフトナット：2.9 N·m (0.30 kgf·m)

知識
ステアリングシャフトナットの締め付けトルクは2.9 N·m
(0.30 kgf·m) と指定されているが、ナット締付け板（特殊工
具：57001-1698）［A］を使用する場合は、工具にオフセット
［B］があるために指定トルクの約90％である2.6 N·m (0.27
kgf·m) にしなくてはならない。
このトルク値（2.6 N·m (0.27 kgf·m)）は、トルクレンチの柄
［D］からアタッチメント用の角部までの距離［C］が210 mm
程度のトルクレンチを使用した場合の値である。
使用されるトルクレンチでの締め付けトルクは以下の計
算式にしたがって算出することができる。

計算式：

a × b ÷ (b ＋ c) ＝ d

［a］規定トルク
［b］トルクレンチの柄からアタッチメント用の角部までの距離
［c］オフセット = 23 mm
［d］使用されるトルクレンチでの締め付けトルク
計算例：

2.9 N·m × 210 ÷ (210 ＋ 23) ＝ 2.6 N·m
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•特殊工具を取り外す。

•ステアリングシャフトナットを少しゆるめ、ステアリングシャフ
トナットのねじ部［A］とプレートの穴［B］が揃う位置に合わせ
る。

•ボルト［C］を締め付け、ステアリングシャフトにあそびがなく、
自由に回転するか点検する。

•ステアリングポジションセンサのすき間を点検する（電気系
統の章、ステアリングポジションセンサのすき間の点検の項
を参照）。

•ジョイントボールに耐水グリースを塗布する。

•ステアリングケーブルをステアリングシャフトに取り付ける。

•ネジロック剤をステアリングケーブルブラケットボルトに塗布
する。

•締め付ける。

トルク - ステアリングケーブルブラケットボルト：9.8 N·m (1.0 kgf·m)
ステアリングホルダ取り付けナット：19.6 N·m (2.00 kgf·m)
ステアリングシャフトロックナット：32 N·m (3.3 kgf·m)

•ネジロック剤をグロメット取り付けプレートボルトに塗布する。

•グロメットとグロメット取り付けプレートを取り付ける。

•新品の割りピン［A］を挿入する。

知識
割りピン取り付けの際、ナットのスロットとシャフトの割り
ピンの穴に合わない場合、ナットを時計方向［B］に締め
付け次の穴に合わせる。
このとき、締め付け角度は30度以内でなければならない。

も近い穴が過ぎてしまっている場合は、ナットを一度ゆ
るめてから締め付けなおす。

•ナット［B］に通した割りピン［A］を折り曲げる。

•ステアリングケーブルを調整する（ステアリングケーブルの
調整を参照）。

•取り外した部品を取り付ける（該当する章を参照）。
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シフトケーブルの調整

•シフトケーブルを点検する（定期点検整備の章、ステアリン
グケーブル／シフトケーブルの点検の項を参照）。

•またシフトレバーが“F”位置にある時、バケットの下端［A］と
ステアリングノズルの上端［B］に、ジェットポンプの水の流れ
の邪魔をしないような空間があることを確認する。

•シフトレバーが“R”位置にある時、バケットのロアストッパ［A］
がポンプカバーの底部［B］に当たっていることを確認する。

いずれかの位置が適正でない場合は、シフトケーブルを調
整する。

•シフトレバーを“R”位置にする。

•シフトケーブルのロックナット［A］をゆるめる。

•アウタスリーブ［B］を後ろにスライドさせて、ボールジョイント
からボールをはずす。

•ボールジョイントを回してシフトケーブルを調整する。

•ボールジョイントを接続してケーブルの調整をもう一度確認
する。

•調整が正しいなら、シフトケーブルロックナットを締め付ける。

シフトケーブルの取り外し

•取り外す。
ステアリングカバー（ステアリングカバーの取り外しの項を
参照）
プレートボルト［A］
プレート［B］
センタアクセスカバー

•シフトケーブルの前端にあるロックナット［A］をゆるめ、ボー
ルジョイント［B］をはずし、ケーブルの前端からロックナット
を取り外す。

•ホルダ［C］をケーブルブラケットからはずす。

•ケーブルブラケット取り付けボルト［D］を取り外す。

•シフトケーブル［E］をケーブルブラケットからはずす。
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•シフトケーブルの後端にあるロックナット［A］をゆるめ、ボー
ルジョイント［B］をリバースバケット［C］から取り外す。

•ポンプカバーを取り外す（ポンプとインペラの章、ポンプの
取り外しの項を参照）。

•ボックスレンチを使って船体の大型ナット（シフトケーブル
ナット）をはずす。
大型ナット（シフトケーブルナット）の取り外しには、特殊工
具のボックスレンチ［A］を利用すると便利である。

特殊工具 - ボックスレンチ（27 mm）：57001-1749

ボックスレンチを使用するとき、シフトケーブルを折り曲げな
いよう注意する。折り曲げるとケーブルが損傷する。

注意

ボックスレンチ［A］でナット［B］をゆるめる時は、レンチは
底付きさせてナット通路に対して真直ぐにする。（右図参
照）
ナットをゆるめた後に、ボックスレンチを抜き取る時は真
直ぐに引き抜いて、ケーブル［C］に負荷をかけないように
してください。 ボックスレンチを傾けて抜き取り、ケーブル
に負荷をかけると、ケーブルが損傷するおそれがありま
す。

注意

シフトケーブルを取り外す時、8°以上ガイドパイプのジョ
イント部を曲げないで下さい。ジョイント部を8°以上曲げ
るとジョイント部が損傷しガイドパイプが抜けることがあり
ます。この場合、インナケーブルが屈曲し、リバース系統
が正常に作動しなくなります。

•スナップリング［A］、ワッシャ［B］、Oリング［C］を取り外す。

•シフトケーブルを後方に向かって取り外す。
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シフトケーブルの取り付け

注意

シフトケーブルを取り付ける時、8°以上ガイドパイプのジョ
イント部を曲げないで下さい。ジョイント部を8°以上曲げ
るとジョイント部が損傷しガイドパイプが抜けることがあり
ます。この場合、インナケーブルが屈曲し、リバース系統
が正常に作動しなくなります。

•取り付けは取り外しの逆である。
小さなゴムまたはプラスチックの管をケーブル前端に取り付
け、ケーブルを船体に導き通す。
ケーブルの取り付けを行うために、新しいケーブルの周囲
を潤滑する。
Oリングを新品と交換する。
新品のOリングに耐水グリースを塗布する。
シフトケーブルナットをボックスレンチで締め付ける。

特殊工具 - ボックスレンチ（27 mm）：57001-1749

トルク - シフトケーブルナット：39.2 N·m (4.00 kgf·m)

図のように、ステアリングケーブルの溝［A］にケーブルブラ
ケットの開口部［B］を合わせる。
シフトケーブルの両端にあるジョイントボールに耐水グリー
スを塗布する。

•ハンドルを直進位置にする。

•シフトケーブルのガイドパイプ部を持ち、それぞれのケーブ
ル端側に引っ張って、ガイドパイプが外れないか確認する。
ガイドパイプがアウタケーブルから抜けたり、インナケーブ
ルが見える場合はケーブルを交換する。

•シフトケーブルを調整する（シフトケーブルの調整を参照）。

シフトケーブルの点検

•定期点検整備の章、ステアリングケーブル／シフトケーブル
の点検の項を参照する。

シフトケーブルの潤滑

知識
シフトケーブルは密封式のため、潤滑は不要である。シー
ルに損傷がある場合はケーブルを交換すること。

リバースバケットの取り外し／取り付け

• リボーディングステップを取り外す（船体、エンジンフードの
章、リボーディングステップの取り外しの項を参照）。

•アウタスリーブ［A］をスライドさせてボールジョイントをリバー
スバケット［B］からはずす。
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•取り外す。
ピボットボルト［A］
ワッシャ
カラー
リバースバケット［B］

•取り付けは取り外しの逆である。
リバースバケットピボットボルトにネジロック剤（高強度：ロッ
クタイト271相当）を塗布し、締め付ける。

トルク - リバースバケットピボットボルト：19 N·m (1.9 kgf·m)
取り付け後に、シフトケーブルの調整を点検する（シフトケー
ブルの調整の項を参照）。

シフトレバーシャフトの取り外し／取り付け

•サイドカバーを取り外す（船体、エンジンフードの章、サイド
カバーの取り外しの項を参照）。

•シフトケーブルのボールジョイント［A］をはずす。

•シフトレバーボルト［B］とシフトレバー［C］を取り外す。

•取り外す。
ステアリングカバー［A］（ステアリングカバーの取り外しの
項を参照）
ボルト［B］
ワッシャ［C］
カラー［D］
シフトレバーホルダ［E］
シフトレバーブラケット［F］
シフトレバーシャフト［G］



12-32 ステアリング

リバース系統

•取り付けは取り外しの逆である。
シフトレバーシャフトのスリット［A］とシフトレバーの突起［B］
を揃える。
シフトレバーボルトにネジロック剤（高強度：ロックタイト271
相当）を塗布する。
シフトケーブルを接続する前に、ジョイントボールに耐水グ
リースを塗布する。

シフトレバー［A］が“F”位置でしっかりとロック［B］されてい
るか点検する。
必要な場合は、位置を調整する（シフトケーブルの調整の
項を参照）。
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分解図
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分解図

締め付けトルク
No. 項目

N·m kgf·m
備考

1 フロントエアダクトクランプスクリュ 2.9 0.30

2 スタビライザボルト 15.7 1.60 L

3 スターンアイ取り付けナット 3.9 0.40

4. JT1500M
5. JT1500N/P

AD： 接着剤を塗布する。
LG： 液体ガスケットを塗布する。
LN： ネジロック剤（高強度：ロックタイト271または同等品）を塗布する。
R： 交換部品
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分解図
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分解図

締め付けトルク
No. 項目

N·m kgf·m
備考

1 フロントハッチ取り付けスクリュ 2.0 0.20 LG

2 ラッチハンドルスクリュ 2.0 0.20

3 ハンドレールプレートナット 9.8 1.0 L

4 シートロックラチェットピン 27 2.8 L

5 ハンドレール取り付けスクリュ 4.0 0.41

6 ブラケットボルト 8.8 0.90 L

7 リヤエアダクトクランプスクリュ 2.9 0.30

AD： 接着剤を塗布する。
L： ネジロック剤を塗布する。

LG： 液体ガスケットを塗布する。
R： 交換部品

WG： 耐水グリースを塗布する。
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シーラント

接着剤、TB1521：

92104-3701
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フィッティング

シートの取り外し

• ラッチハンドル［B］を引き上げる［A］。

• リヤシートを持ち上げ［A］、後方［B］にはずす。

• ラッチハンドル［B］を引き上げる［A］。

•フロントシートを持ち上げ［A］、後方［B］にはずす。

シートの取り付け

•シートフック［A］をデッキのブラケット［B］に挿入し、シート後
部全体を前方に押してスライドさせる。

•シート後部を押し下げてロックする。
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フィッティング

•シートフック［A］をハンドレールプレートのブラケット［B］に差
し込み、シート後部を押して前方いっぱいにスライドさせる。

•シート後部を押し下げてロックする。

フロントストレージコンパートメントカバーの取り外し／取
り付け

• ラッチハンドル［B］を引く［A］。

•フロントストレージコンパートメントカバー［D］を開ける［C］。

•取り外す。
ヒンジブラケットナット［A］およびワッシャ
フロントストレージコンパートメントカバーアッシ［B］

•取り付けは取り外しの逆である。

フロントストレージコンパートメントカバーの分解

•取り外す。
ヒンジボルト［A］
ダンパワッシャ［B］
ダンパピン［C］
ヒンジ［D］
スクリュ［E］
メータカバー［F］
フロントダクトボルト［G］
フロントハッチ取り付けスクリュ［H］
フロントダクト［I］

警告

このダンパは高圧窒素ガス入りである。
取り扱いを誤ると爆発する可能性がある。
火中への投入、穴あけ、分解をしてはいけない。
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フィッティング

•取り外す。
ロックアッシナット［A］
ロックアッシボルト［B］
ブラケット
ロックアッシ［C］

•取り外す。
スクリーンボルト［A］
スクリーン［B］

フロントストレージコンパートメントカバーの組み立て

•スクリーン［A］をフロントストレージコンパートメントカバーに
取り付けるときは、突起［B］をフロントストレージコンパートメ
ントカバーのくぼみ［C］に挿入する。

•ネジロック剤をスクリーンボルトに塗布し、しっかり締め付け
る。

•ロックアッシの突起［A］とフロントダクトの穴［B］を合わせる。

• ロックアッシナットを締め付ける。

•ロックアッシボルト［A］にネジロック剤を塗布する。

•ブラケット［B］を図のように取り付ける。

• ロックアッシボルトを締め付ける。
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フィッティング

•フロントストレージカバーの突起［A］をフロントダクトのリブ
［B］に挿入する。

•フロントハッチ取り付けスクリュ［C］を締め付ける。

トルク - フロントハッチ取り付けスクリュ：2.0 N·m (0.20 kgf·m)
フロントハッチ取り付けスクリュについては、スクリュ頭部を
液体ガスケットで覆っておく。

•ネジロック剤をフロントダクトボルトに塗布し、しっかり締め付
ける。

•ダンパ［A］をメータカバー［B］に取り付けて、メータカバー
を取り付ける。
15 mm［C］

ヒンジブラケット［A］を分解する場合は、以下の部品に耐水
グリース［B］を塗布する。
ブッシュ［C］
シャフト［D］

リベット［E］を新品と交換する。

フロントカバーの取り外し／取り付け

•取り外す。
フロントストレージコンパートメントカバー（フロントストレージ
コンパートメントカバーの取り外し／取り付けの項を参照）

•ピン［A］を押し込み、カバー［B］を取り外す。
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フィッティング

•取り外す。
スクリュ［A］
ワッシャ［B］
ボルト［C］
フロントカバー［D］
フロントインナカバー［E］

ボルトを落とさないように注意すること。

•取り付けは取り外しの逆である。

•図のように、ダンパ［A］をフロントカバー［B］に取り付ける。
5 mm［C］
15 mm［D］

センタストレージのふたの取り外し／取り付け

•センタストレージのふた［A］を開ける。

•ふた［B］を引き上げる。

•取り付けは取り外しの逆である。
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フィッティング

•センタストレージのふたからロック［A］を取り外すには、シャ
フト［B］（両側）を回して引き出す。

•シャフトを取り付けるときは、シャフトの先端［C］（両側）をロッ
クのくぼんだ部分［D］に押し込む。

サイドカバーの取り外し

• リヤシートとフロントシートを取り外す（シートの取り外しの項
を参照）。

•フロントストレージコンパートメントカバーを開ける。

•ステアリングフロントカバー［A］を取り外す。

•右サイドカバー［A］を取り外すには、以下の部品を取り外
す。
ボルト［B］、ナットおよびワッシャ
ナット［C］とワッシャ
右サイドカバー

•左サイドカバーを取り外すには、以下の部品を取り外す。

•燃料注入口キャップ［A］を取り外す。

•シフトトレバー［A］を引き上げる。

•取り外す。
ボルト［B］、ナットおよびワッシャ
ナット［C］とワッシャ
左サイドカバー［D］

サイドカバーの取り付け

•取り付けは取り外しの逆である。



船体、エンジンフード 13-13

フィッティング

フロントアクセスカバーの取り外し／取り付け

•フロントストレージコンパートメントカバーを開ける。

•フロントストレージケースを取り外す。

•ピン［A］を押入れ、フロントアクセスカバー［B］を取り外す。

•取り付けは取り外しの逆である。

センタアクセスカバーの取り外し／取り付け

•ステアリングカバーを取り外す（ステアリングの章、ステアリ
ングの取り外しの項を参照）。

•センタアクセスカバー［A］をはずす。

•取り付けは取り外しの逆である。

ミラーの取り外し／取り付け

•サイドカバーを取り外す（サイドカバーの取り外しの項を参
照）。

•ナット［A］とワッシャを外し、ミラー［B］（両側）を取り外す。

•取り付けは取り外しの逆である。

ハンドレールプレートの取り外し

• リヤシートとフロントシートを取り外す（シートの取り外しの項
を参照）。

•取り外す。
ハンドレールプレートナット［A］
ワッシャ
ハンドレールプレート［B］

ハンドレールプレートの取り付け

•プラグ［A］とダンパ［B］が所定の位置にあるか確認すること。
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フィッティング

ハンドレールの取り外し／取り付け

• リヤシートとフロントシートを取り外す（シートの取り外しの項
を参照）。

•ブリーザフィッティングからビルジホースをはずす。

• リヤエアダクトを取り外す（エアダクトの取り外しの項を参照）。

•取り外す。
スクリュ［A］
ナット［B］
ワッシャ［C］
ハンドレール［D］

ドレンプラグハウジングの取り外し

•取り外す。
スクリュ［A］
ドレンプラグハウジング［B］
ガスケット

ドレンプラグハウジングの取り付け

•シール［A］に損傷がないか点検する。
必要な場合は新品と交換する。
新品のガスケット［B］を“OUT”マーク［C］が外側に向くよう
に、取り付ける。

エキゾーストアウトレットの取り外し

•取り外す。
ボルト［A］
ワッシャ
ホルダ［B］
エキゾーストアウトレット［C］

エキゾーストアウトレットの取り付け

•取り付けは取り外しの逆である。

•ネジロック剤をボルトに塗布し、しっかり締め付ける。
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フィッティング

スタビライザの取り外し

•取り外す。
スタビライザボルト［A］
スタビライザ［B］

スタビライザの取り付け

•取り付けは取り外しの逆である。

•スタビライザボルトにネジロック剤（高強度：ロックタイト271相
当）を塗布し、締め付ける。

トルク - スタビライザボルト：15.7 N·m (1.6 kgf·m)

リボーディングステップの取り外し

•取り外す。
リボーディングステップボルト［A］
ワッシャ
リボーディングステップ［B］

リボーディングステップの取り付け

•取り付けは取り外しの逆である。

•ネジロック剤をリボーディングステップボルトに塗布し、しっ
かり締め付ける。



13-16 船体、エンジンフード

船体（ハル）の交換

船体（ハル）を交換するには、下記の推奨順序で部品を取
り外す。

バッテリおよびパッド
エキゾーストパイプ
インテークマニホールド
エンジンとエンジンマウント
エアボックス
ウォータボックスマフラ
ドライブシャフトとドライブシャフトホルダ
ポンプとホース
ステアリングカバー
ハンドルバーとステアリング
ステアリングケーブル
シフトケーブル
エレクトリックトリムコントロールケーブル
燃料タンクとフィルタ
冷却とビルジ系統のホース
バイパスホースとアウトレット
バンパ
エンジンフードラッチ
フロントストレージカバーとブラケット
エアダクト
ハンドレール

以下の部品は再使用できないので、新品と交換する。
デカール
ラベル
マット
登録番号（ある場合）

船体を塗装する必要がある場合は、部品を取り付ける前に
行う。次に、取り外した部品を取り外した時と逆の順序で取り
付ける。 後に、ラベル、デカール、マットおよび登録番号を
取り付ける。
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ラバー部品

知識
ウォータクラフトのラバー部品は、各種の接着剤で固定さ
れている。ラバー部品を交換するには、下表のセメントま
たは接着剤を使用する。

警告

使用する溶液と接着剤に記載されている警告と注意はす
べて読むこと。これらの製品の多くは可燃性であり、皮膚
や目に有害で、有毒な気体を発生させるおそれがある。
このような溶剤や接着剤は、必ず通気の良いところで使
用し、決して火気の近くで使用しないこと。

使用対象 タイプ

マット 合成ゴム系

フロントおよびリヤシートガスケット 接着剤

フロントストレージコンパートメントカバー （P/N：92104-3701）

ガスケット

戻り止め 瞬間接着剤

ハンドルバーグリップ

注意

瞬間接着剤でいったん接着した部品は、位置の修正が
効かないので充分に注意すること。

警告

瞬間接着剤は皮膚や目に有害であり、また、接触した瞬
間に接着する。瞬間接着剤が目や皮膚に付かないよう保
護眼鏡を手袋を着用する。万一、瞬間接着剤が目に入っ
た場合には、洗い流そうとしないで直ちに医師に治療を
求めること。瞬間接着剤が指に付いた場合には、その指
を体の他の部分に接触させず、そのまま硬化させること。
硬化した接着剤は、いずれはがれ落ちる。

ラバー部品の位置
フロントシートガスケット［A］
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ラバー部品

リヤシートガスケット［A］

フロントストレージコンパートメントガスケット［A］

センタストレージガスケット［A］

センタアクセスカバーガスケット［A］

マット［A］
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ラバー部品

ブラインドリベットの取り外し

•正しいサイズのドリルビット［A］を使い、リベットをはずす。

［リベット取り外し用のドリルビットのサイズ］

5.0 mm

知識
リベットヘッド［B］がドリルビットといっしょに回り始めたら
ドリルを止める。
適当なパンチとハンマで、リベットをはずす。

ブラインドリベットの取り付け

•ブラインドリベット取り付け工具［A］を使用して、リベットで部
品を船体に固定する。

フロントバンパの取り外し

•プラグ［A］を取り外す。

•取り付けボルト［B］、ナット［C］およびワッシャ［D］を取り外
す。

• リベット［E］およびワッシャ［F］をドリルではずす（ブラインド
リベットの取り外しの項を参照）。

•フロントバンパ［G］を取り外す。

フロントバンパの取り付け

•取り付けは取り外しの逆である。
フロントバンパをリベットで船体に固定する（ブラインドリベッ
トの取り付けの項を参照）。

リヤバンパの取り外し

•コーナバンパ［A］とトリムバンド［B］を取り外す。
プラグ［C］を取り外す。
リベット［D］およびワッシャ［E］をドリルではずす（ブラインド
リベットの取り外しの項を参照）。

• リヤバンパ［F］を取り外す。

リヤバンパの取り付け

•取り付けは取り外しの逆である。
バンパをリベットで船体に固定する（ブラインドリベットの取
り付けの項を参照）。
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ラバー部品

サイドバンパの取り外し

•プラグ［A］を取り外す。

• リベット［B］およびワッシャ［C］をドリルではずす（ブラインド
リベットの取り外しの項を参照）。

•コーナーバンパ［D］を取り外す。

• トリムバンド［A］をサイドバンパ［B］から取り外す。

• リベットをドリルではずす（ブラインドリベットの取り外しの項
を参照）。

•サイドバンパを取り外す。

サイドバンパの取り付け

•取り付けは取り外しの逆である。
バンパをリベットで船体に固定する（ブラインドリベットの取
り付けの項を参照）。

エアダクトの取り外し

•デッキからフロントエアダクトを取り外すには、ステアリングカ
バーを取り外す（ステアリングの章、ステアリングの取り外し
の項を参照）。

• リベット［A］をドリルではずす（ブラインドリベットの取り外し
の項を参照）。

•取り外す。
クランプ［B］
フロントエアダクト［C］
ダンパ［D］
ダクト［E］
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ラバー部品

•デッキからリヤエアダクトを取り外すには、ハンドレールプ
レートを取り外す（ハンドレールプレートの取り外しの項を参
照）。

• リベット［A］をドリルではずす（ブラインドリベットの取り外し
の項を参照）。

•取り外す。
クランプ［B］
リヤエアダクト［C］
ダンパ［D］
ダクト［E］

エアダクトの取り付け

•取り付けは取り外しの逆である。
エアダクトをリベットでデッキに固定する（ブラインドリベット
の取り付けの項を参照）。
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部品配置

1. スタート／ストップスイッチケース
2. スロットルケース
3. メータユニット
4. イグニションスイッチ／イモビライザアンプ

JT1500Nモデル以外
5. 外気温センサ
6. ブザー
7. オーディオユニット（JT1500M）

JT1500Nモデル
5. 外気温センサ
6. ブザー

8. レギュレータ／レクチファイヤ
9. イグニションコイル

10. 転倒センサ

11. 水温センサ
12. スパークプラグ
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部品配置

13. ECU
14. ECUメイン／ETVリレー
15. 燃料ポンプ／システムリレー
16. エレクトリックトリムコントロールリレー
17. オーディオリレー（JT1500M）

知識
この写真はフロントアクセスカバーを取り外した状態であ
る。

18. イモビライザ／カワサキ故障診断システムコネクタ
19. バッテリ12 V 18 Ah
20. スタータリレー
21. ヒューズボックス2（エレクトリックトリムコントロールリレー

ヒューズ用）
22. ヒューズボックス1（メインヒューズ用）
23. ヒューズボックス3（オーディオヒューズ用）

知識
この写真はバッテリカバーを取り外した状態である。

24. スピーカ（JT1500M）

25. エレクトリックトリムコントロールアクチュエータ

知識
このイラストはフロントストレージコンパートメント内部を
示している。

26. スピードセンサ
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部品配置

27. 吸気圧センサ
28. 吸気温センサ

29. カムシャフトポジションセンサ

30. オルタネータ
31. スタータモータ
32. ノックセンサ

33. 油圧警告灯スイッチ
34. クランクシャフトセンサ
35. 油温センサ

36. 水温センサ（メータユニット用）
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部品配置

37. 燃料レベルセンサ

38. ステアリングポジションセンサ
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部品配置

ページ調整のため挿入した白紙です。
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分解図
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分解図

締め付けトルク
No. 項目

N·m kgf·m
備考

1 イグニションコイル取り付けボルト 8.8 0.90 L

2 スパークプラグ 13 1.3

3 油温センサ 15 1.5

4 水温センサ 14.7 1.50

5 レギュレータ／レクチファイヤボルト 7.8 0.80

6 ブラケットボルト 8.8 0.90 L

7 転倒センサ取り付けスクリュ 1.5 0.15

8 カムシャフトポジションセンサボルト 10 1.0 L

9 水温センサ（メータユニット用） 8.8 0.90

10 クランクシャフトセンサカバーボルト 7.8 0.80

11 ゴムグロメットホルダスクリュ 4.5 0.46 L

12 クランクシャフトセンサスクリュ 4.5 0.46 L

13 タイミングロータボルト 39 4.0 L

14 ステータコイルグロメットホルダプレートボルト 12 1.2 L

15 ステータコイルボルト 12 1.2 L

16 スピードセンサ取り付けスクリュ 3.9 0.40 L

17. 吸気温センサ
18. 吸気圧センサ
19. エレクトリックトリムコントロールアクチュエータ
20. 外気温センサ
21. ブザー
22. ステアリングポジションセンサ
23. マグネット

DG： 伝熱グリース（伝熱グリース、SCH-20：92137-1002または同等品）をくぼみに詰める。
EO： エンジンオイルを塗布する。
G： グリースを塗布する。
L： ネジロック剤を塗布する。

LG： 液体ガスケットを塗布する。
R： 交換部品

WG： 耐水グリースを塗布する。
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分解図
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分解図

締め付けトルク
No. 項目

N·m kgf·m
備考

1 メータユニット取り付けボルト 9.8 1.0 L

2 スタータリレー端子ボルト 5.5 0.56

3 スタータモータ取り付けボルト 8.8 0.90 L

4 スタータモータアースボルト 8.8 0.90 L

5 スタータモータスルーボルト 6.4 0.65 L、R

6 スタータモータ端子ナット 8.8 0.90

7 ECU取り付けボルト 3.0 0.31 L

8 リレー取り付けボルト 2.5 0.25 L

9 リレーブラケットボルト 2.5 0.25 L

10. JT1500M
AD： 接着剤を塗布する。
G： グリースを塗布する。
L： ネジロック剤を塗布する。
M： 二硫化モリブデングリースを塗布する。
R： 交換部品

WG： 耐水グリースを塗布する。
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分解図（JT1500M）
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分解図（JT1500M）

締め付けトルク
No. 項目

N·m kgf·m
備考

1 スピーカユニット取り付けボルト 3.9 0.40 L

L： ネジロック剤を塗布する。
LG： 液体ガスケットを塗布する。
R： 交換部品
S： 規定の順序で締め付ける。
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配線図（JT1500Mモデル以外）
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配線図（JT1500Mモデル以外）
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配線図（JT1500Mモデル）
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配線図（JT1500Mモデル）



14-18 電気系統

サービスデータ

項目 標準値

バッテリ

タイプ シール形バッテリ

モデル名 YTX20L-BS

容量 12 V 18 Ah

電圧 12.8 V以上

スタータ系統

スタータモータ：

ブラシの長さ 12 mm（使用限度：6.5 mm）

コンミテータ外径 28 mm（使用限度：27 mm）

充電系統

タイプ 三相交流式

レギュレータ／レクチファイヤの出力電圧 14.2 ∼ 15.2 V

オルタネータの出力電圧 63.9 ∼ 64.2 V/3 000 rpm

ステータコイルの抵抗 0.432 ∼ 0.648 Ω

点火方式

イグニションコイル：

一次コイルの巻線抵抗 1.53 ∼ 2.07 Ω

二次コイルの巻線抵抗 12.50 ∼ 16.91 kΩ

一次ピーク電圧 250 V以上

スパークプラグ：

型式 NGK PMR9B

端子 一体型端子

ギャップ 0.6 ∼ 0.7 mm

クランクシャフトセンサの抵抗 408 ∼ 612 Ω

クランクシャフトセンサのピーク電圧 2.5 V以上

カムシャフトポジションセンサの抵抗 400 ∼ 460 Ω

カムシャフトポジションセンサのピーク電圧 0.4 V以上

カワサキスマートステアリング（KSS）システム

ステアリングポジションセンサのすき間 0.5 ∼ 1.5 mm

エレクトリックトリムコントロールシステム

エレクトリックトリムコントロールリレーの抵抗 134 ∼ 200 Ω

センサ

燃料レベルセンサの抵抗：

満タン位置 2 ∼ 4 Ω

空の位置 117 ∼ 123 Ω

水温センサの抵抗 本文を参照。

油温センサの抵抗 本文を参照。

吸気温センサの抵抗 本文を参照。
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特殊工具とシーラント

ピーク電圧アダプタ：

57001-1415

ニードルアダプタセット：

57001-1457

ホルダアタッチメント：

57001-1547

ハーネスアダプタ：

57001-1562

イモビライザ登録ユニット：

57001-1582

フライホイール＆プーリホルダ：

57001-1605

イモビキー登録アダプタ：

57001-1746

液体ガスケット、TB1211F：

92104-0004
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使用上の注意

電気系統の保守整備にあたっては、数多くの事項に注意し
なければならない。以下の項目すべてに目を通し、遵守する
こと。
バッテリケーブルを逆に接続しないこと。電子部品のダイ
オードを焼損させるおそれがある。
電気系統の他の部品を疑う前に、まずバッテリの状態を確
認すること。電気系統の正確なテストを行うときは、満充電
のバッテリを使用すること。
電子部品をハンマで叩いたり硬い面に落下させるなど衝撃
を与えてはならない。衝撃により部品に損傷を与えるおそれ
がある。
電子部品の損傷を防ぐために、イグニションスイッチをONに
した（イグニションキーを差し込んだ）状態やエンジンが作動
中に、バッテリを外したり他の接続を外したりしないこと。
スタータモータには大電流が流れるため、回転しないときに
スタータボタンを押したままにしないこと。スタータモータの
巻線を焼損させてしまうおそれがある。
バッテリのプラス（＋）端子に直結しているケーブルを、エン
ジンに短絡させないように注意すること。
故障は、単一の部品だけではなく全体が関与していること
もある。故障原因が判明するまで、故障した部品を交換しな
いこと。別の要因により故障が生じている場合、故障原因と
なっている部品を修理または交換しない限り、故障した部品
を交換してもまた同じ故障が発生するおそれがある。
すべてのコネクタはきれいでゆるみがないことを確認し、す
べてのリード線には損傷や擦り切れ等がないことを点検す
る。劣化したリード線とコネクタを使用すると電気系統の動
作に影響を与えることがある。
コイルと巻線の抵抗値を測定する場合は、部品が冷えてい
る状態（室温）で行うこと。
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配線

配線の点検

•配線に、焼損、擦り切れなどがないか目視点検する。
配線に問題が見られる場合、損傷している配線を交換する。

•各コネクタ［A］を引き抜き、腐食、汚れ、損傷を点検する。
コネクタが腐食したり汚れている場合は慎重に清掃する。損
傷している場合は交換する。

•断線を点検する。
配線図を使用して、問題があると思われるリード線の端部を
探す。
テスタをリード線の両端に接続する。
テスタが0 Ω付近を示さない場合はリード線が断線してい
る。必要に応じてリード線またはワイヤハーネス［B］を交換
する。
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バッテリ

バッテリカバーの取り外し／取り付け

•フロントストレージコンパートメントカバーを開ける（船体、エ
ンジンフードの章、フロントストレージコンパートメントカバー
の取り外しの項を参照）。

•フロントストレージケースを取り外す。

•ピンヘッド［A］を押し込み、バッテリカバー［B］を取り外す。

•バッテリカバーを取り付けるには、図のようにピンヘッド［A］
を引き上げ、リベット［B］を取り付ける。

•ピンヘッド［A］を押し込む。

バッテリの取り外し

•バッテリケーブル［A］をはずす。

警告

けがや電気系統の損傷を防ぐため、バッテリケーブルは
必ず、マイナス（－）ケーブルを先に取り外すこと。

•バッテリバンド［B］をはずす。

•バッテリを慎重に持ち上げて、バッテリコンパートメントから
取り出す。
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バッテリ

バッテリの取り付け

•バッテリダンパ［A］がバッテリケースの所定の位置にあるこ
とを確認する。

•バッテリバンドをかける。

•バッテリケーブルを接続する。必ず（＋）ケーブルから先に
接続する。
ケーブルを2本とも接続した後、腐食防止のため端子とケー
ブル端子に耐水グリースを塗布する。
ゴムキャップをずらして、両端子に被せる。

危険

バッテリは引火性ガス（水素ガス）を発生するので、取り
扱いを誤ると爆発する可能性がある。必ず下記の項目を
守ること。

•バッテリの整備を行う時は、必ずエンジンを停止させる。

•作業中、バッテリの（＋）（－）端子が工具等により、
ショートしないように注意する。

•ケーブルを取り外す場合は、（－）端子から取り外す。
また、取り付ける場合は、（＋）端子を先に取り付ける。

•ケーブルに緩みが生じないよう確実に接続する。

•バッテリにガソリン、オイル、有機溶剤等を付着させな
い。電槽割れの原因になる。

•子供の手の届くところに置かない。

注意

バッテリケーブル接続時、バッテリプラス（＋）端子、マイ
ナス（－）端子に正しく接続すること。極性を逆にすると、
電気系の部品を破損する。バッテリの接続を逆にしない
こと。

バッテリの取り扱い
電解液の注入

•電解液容器の型式［A］とバッテリの型式［B］が一致してい
ることを確認する。型式が一致していなければならない。

バッテリ型式

JT1500L/M/N/P: YTX20L-BS

注意

バッテリ型式によって電解液の量と比重が異なるため、
型式が異なるバッテリの電解液を使用すると電解液過多
あるいは過少となったり、バッテリ寿命が短縮したり、バッ
テリ性能が低下したりする可能性がある。電解液を注入
する前に、電解液容器に表示されている型式が、バッテ
リ型式と同一であることを確かめること。
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注意

電解液を注入する直前まで、注入口［B］の封口シール
［A］は、剥がしてはいけない。適正量を注入するため、専
用の電解液を使用すること。

危険

バッテリ液に含まれている硫酸が付着すると失明ややけ
どのおそれがあります。目や皮膚に付かないよう保護眼
鏡や手袋を着用してください。万一付着したときは、すぐ
に大量の水で洗浄し、目の場合は専門医の診断を受け
てください。

•バッテリを水平な場所に置く。

•封口シールに剥がれ、破れ、穴あき等がないことを確認す
る。

•封口シールを取り除く。

知識
このバッテリは密封タイプである。封口シールに剥がれ、
破れ、穴あきがあり、エアがバッテリ内に漏れている場合
は初充電を長めに行う必要がある。

•電解液容器をビニール袋から取り出す。

•容器の密封栓［A］を取り外し保管しておく。密封栓はあとで
バッテリプラグとして利用するので捨てない。

知識
容器（セル）のシール［B］を剥がしたり、穴をあけない。ま
た、セルを分離しないこと。

•電解液容器を逆さにし、6か所のシール部をバッテリの6個
の注入口に当てる。容器を水平に保ち、シールが破れるま
で強く容器を押し込む。注入口のすべてから気泡が上がっ
ていることを確認する。

知識
電解液が流れ込まなくなるので、容器は斜めにしない。

•電解液が流れ込んでいるか確認する。
気泡［A］が出ていないセルや空になっていないセルがあっ
たら、容器の底を2 ∼ 3回軽く叩く［B］。

知識
バッテリを倒さないよう、充分に注意する。

•容器をそのまま静置する。バッテリを正常に作動させるため
に、容器内の全電解液を注入する。

注意

完全に空になる前にはずすと、バッテリの寿命を縮める
原因になる。
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•注入完了後、容器を差し込んだまま、20分 ∼ 1時間静置す
る。（これは電解液が電極に完全に浸透するために必要な
時間である。）

•液が残っていないことを確かめ、容器をバッテリから取り外
す。

•密封栓［A］全体を注入口に両手で変形しないよう軽くセッ
トし、水平になるよう均等に押し込み、バッテリ上面と同じ高
さになるまで完全に挿入する（強くたたかないこと、またハン
マは使用しないこと）。

注意

密封栓をバッテリに取り付けた後、密封栓を取り外した
り、水や電解液を追加したりしないこと。

知識
電解液注入後すぐに充電を行うと、バッテリの寿命を縮
める原因になる。

初充電

•新品のバッテリは、初充電を行ってから使用する。

普通充電： 1.8 A × 5 ∼ 10時間

シール形バッテリ対応の充電器を使用し、充電器の取扱説
明書に従い初充電を行う。

［カワサキ推奨バッテリ充電器］

Battery Mate 150-9

OptiMate PRO 4-S/PRO-S/PRO-2

GS YUASA BC-12-T

Yuasa MB-2040/2060

Furukawa FMC20-5

上記の充電器が入手できない場合は、同等品を使用する
こと。

•バッテリを約30分静置後、端子間電圧を測定する。（充電直
後の電圧は一時的に高くなっている。正確な電圧を測定す
るために、一定時間静置してから測定する。）

知識
充電率は、バッテリの保管期間、温度、および使用する
充電器のタイプにより異なる。測定電圧が12.8 Vより低い
場合は、もう一度充電手順を行う。
バッテリの寿命を長くするために、充電電流の3倍で15秒
間の負荷試験を行うことを推奨する。バッテリ端子間の
電圧を再度点検し、12.8 Vより低い場合は、もう一度充電
し、負荷試験を行う。それでも電圧が12.8 Ｖにならない場
合は、バッテリに問題がある。
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使用上の注意
1) 補水は不要

このバッテリでは、通常の使用条件下で耐用期間が終了するまで、補水の必要はない。水を加える
ために密封栓を無理にこじ開けることはきわめて危険である。決して行わないこと。

2) 補充電
エンジンを始動できない場合は、バッテリがあがっていることを意味する。その場合は、本書に記さ

れた充電電流で、5 ∼ 10時間の補充電を行う（バッテリの充電の項を参照）。
やむを得ず急速充電しなければならない場合は、バッテリ記載の 大充電電流と時間に関する条

件を遵守して行うこと。

注意

上記の方法によって補充電を行えば、バッテリの異常な劣化はないように設計されている。ただし、
指示と異なる方法で充電した場合、著しく性能が低下することがある。補充電中は決して密封栓を
はずさないこと。過充電によって過大な量のガスが発生することがあっても、安全バルブが作動し、
バッテリ内部の過大な圧力を逃がす。

3) ウォータクラフトを数か月間使用しない場合：
ウォータクラフトを長時間保管する前には、バッテリを充電し、マイナス側のリード線を取り外してお

く。保管中も1か月に1度は補充電を行うこと。
4) バッテリの寿命：

数回補充電を行ってもバッテリでエンジンを始動できない場合、バッテリ寿命を過ぎていることが考
えられる。バッテリを交換する（ただしウォータクラフトの始動系統に問題がないか確認すること）。

危険

バッテリから発生する水素ガスは、引火爆発の可能性がある。水素ガスは常時バッテリ内にあり、完
全放電していても残っている。
爆発を避けるためバッテリ充電器の使用に際しては、バッテリと充電器を接続してから充電器をON
にする。充電中はバッテリに火花や火気を近づけない。また、火花による引火を防ぐため充電中は
バッテリ端子をゆるめない。
バッテリ液に含まれている硫酸が付着すると失明ややけどのおそれがある。目や皮膚に付かない
よう保護眼鏡や手袋を着用する。万一付着したときは、すぐに大量の水で洗浄し、目の場合は専門
医の診断を受ける。

互換性
シール形バッテリは、ウォータクラフトの適切な電装システムとの組み合わせで、その性能を完全に発

揮することができる。従って純正品としてシール形バッテリが装着されている以外にシール形バッテリを装
着してはいけない。
純正品として通常のバッテリが装着されているウォータクラフトにシール形バッテリを装着すると、バッテ

リの寿命が短くなるので注意すること。

充電状態の点検

•定期点検整備の章、バッテリ充電条件の点検の項を参照。
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補充電

•バッテリ［A］を取り外す（バッテリの取り外しの項を参照）。

•バッテリ端子電圧に応じて下記の補充電を行う。

注意

このバッテリはシールドタイプである。シールキャップを取
り外すとバッテリが破損するので、充電中であってもシー
ルキャップ［B］を取り外さない。補水もしない。下記の電
流と時間で充電する。

［端子電圧：11.5 ∼ 12.8 V未満］

普通充電： 1.8 A × 5 ∼ 10時間（次のグラフを参照）

急速充電： 9.0 A × 1.0時間

注意

可能な限り急速充電を避けること。やむを得ず急速充電
を行った場合でも、あとで必ず普通充電を行う。

［端子電圧：11.5 V未満］

充電方法： 1.8 A × 20時間

知識
充電時に電流が流れない場合は、電圧（ 大25 V）を上
げて充電を行う。 大電圧での充電は5分以内とし、バッ
テリに電流が流れているか確認する。
バッテリに電流が流れるようになったら、電圧を下げて
バッテリケースに記載されている標準の充電方法で充電
する。25 Vの電圧をかけた状態で5分経過しても電流が
流れない場合はバッテリを交換する。

バッテリ［A］
バッテリ充電器［B］
標準値［C］

•補充電後、バッテリの充電状態を点検する。
充電完了から30分後に端子電圧を測定し、次の表を参照し
て充電状態を判定する。

判定基準 判定

12.8 V以上 問題なし

12.0 ∼ 12.8 V未満 充電不足→再充電

12.0 V 未満 使用不能→バッテリ交換
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スタータリレーの取り外し

•取り外す。
バッテリカバー（バッテリカバーの取り外し／取り付けの項
を参照）

•マイナス側バッテリケーブル［A］をはずす。

•バッテリバンド［B］をはずす。

•スタータリレーリード線コネクタ［C］をはずす。

•ゴムキャップ［D］をずらしてスタータリレー端子ボルトを取り
外す。

•スタータリレー［E］をブラケット［F］から取り外す。

スタータリレーの取り付け

•図のように、ゴムダンパ［A］をスタータリレー［B］に取り付け
る。

•スタータリレーを取り付けて、スタータリレー端子ボルト［A］
を締め付ける。
スタータモータケーブル［B］
バッテリプラスケーブル［C］

トルク - スタータリレー端子ボルト：5.5 N·m (0.56 kgf·m)

•両方の端子に耐水グリースを塗布する。

•ゴムキャップを取り付けて、スタータリレーリード線コネクタを
接続する。

•ゴムキャップに耐水グリースを詰める。

•スタータリレーリード線とスタータモータケーブルをバッテリ
バンドで固定する。

スタータリレーの点検

•スタータリレーを取り外す（スタータリレーの取り外しの項を
参照）。

•テスタのリード線を図のように接続する。
抵抗が無限大にならない場合、スタータリレースイッチが
戻っていないので交換すること。



電気系統 14-29

スタータ系統

•テスタのリード線を図のように接続する。

•図のように12 Vバッテリをつないで、スタータリレースイッチ
を作動させる。
スタータリレースイッチからクリック音が聞こえ、テスタの表示
が抵抗ゼロを示した場合は、スタータリレースイッチは正常
である。
テスタに表示された抵抗値が高いか無限大（∞）の場合は、
スタータリレースイッチが故障しているので交換する。

スタータモータの取り外し

•取り外す。
シート（船体、エンジンフードの章、シートの取り外しの項
を参照）
インテークマニホールド（燃料系統（DFI）の章、インテーク
マニホールドの取り外しの項を参照）

•ゴムキャップ［A］をずらして、アースボルトとスタータモータ
端子ナットを取り外す。

•取り外す。
スタータモータ取り付けボルト［A］
スタータモータ［B］

スタータモータの取り付け

注意

スタータモータシャフトやボディを叩かないこと。シャフト
やボディを叩くとモータを損傷するおそれがある。

•スタータモータを取り付ける前に、スタータモータのアース
となるスタータモータ脚部［A］とクランクケースの台座［B］を
清掃しておく。

•新品のOリング［A］にグリースを塗布する。

•スタータモータを取り付ける。

•スタータモータ取り付けボルトにネジロック剤を塗布する。

•締め付ける。

トルク - スタータモータ取り付けボルト：8.8 N·m (0.90 kgf·m)
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•スタータモータアースボルトにネジロック剤を塗布する。

•締め付ける。

トルク - スタータモータアースボルト：8.8 N·m (0.90 kgf·m)
スタータモータ端子ナット：8.8 N·m (0.90 kgf·m)

•アースボルトと端子ナットに耐水グリースを塗布する。

スタータモータの分解

•スタータモータを取り外す（スタータモータの取り外しの項を
参照）。

•スタータモータボルト［A］を外して両方のエンドカバー［B］
を取り外し、アーマチュアをヨーク［C］から取り外す。

•端子ロックナット［A］と端子ボルト［B］を外し、ブラシとブラシ
プレート［C］をヨークから取り外す。

スタータモータの組み立て

•オイルシール［A］にグリースを薄く塗布する。

•爪付きワッシャ［B］をエンドカバーに取り付ける。

•プレートカバー［A］とプラスブラシアッシ［B］をヨーク［C］内
に取り付ける。

•ターミナルナット［D］をしっかり締め付ける。
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•スプリング端［A］を適切なプレート［B］で固定し、アーマチュ
アをブラシの間に入れる。

•新品のOリング［A］とワッシャ［B］を図のように取り付ける。

•ブラシプレートの突起［A］をエンドカバーの溝［B］にはめ込
む。

•スタータモータスルーボルトを新品に交換する。

•スタータモータスルーボルトにネジロック剤を塗布する。

•締め付ける。

トルク - スタータモータスルーボルト：6.4 N·m (0.65 kgf·m)

ブラシの点検

•各ブラシの 小の長さ［A］を測定する。
使用限度を超えて摩耗が見られる場合、マイナス極のブラ
シアッシ［B］とプラス極のブラシアッシ［C］を交換する。

［スタータモータブラシの長さ］

標準値： 12 mm

使用限度： 6.5 mm



14-32 電気系統

スタータ系統

コンミテータの清掃と点検

•必要があればコンミテータの表面［A］をサンドペーパ［B］で
磨き、溝を清掃する。

•コンミテータ［B］の外径［A］を測定する。
コンミテータ外径が使用限度未満であれば、スタータモー
タを新品と交換する。

［コンミテータ外径］

標準値： 28 mm

使用限度： 27 mm

アーマチュアの点検

•コンミテータの各セグメント［A］間で抵抗を測定する。
セグメント間のどこかで抵抗値が高かったり無限大（∞）の
場合、コイルが断線しているのでスタータモータを取り替え
る必要がある。

•テスタを高いレンジにセットし、セグメントとシャフト［B］間の
抵抗値を測定する。
導通があれば、アーマチュアは短絡しておりスタータモータ
を取り替える必要がある。

知識
この点検でアーマチュアに問題がなくても、テスタでは検
出できない形でアーマチュアに不良があるおそれがある。
スタータモータとスタータモータ回路の他のすべての部品
を点検して結果が良好であるにもかかわらず、スタータ
モータがまだうまく回らない場合、あるいは回転が弱々し
い場合には、スタータモータを新品と交換する。

ブラシリードの点検

•図のように抵抗を測定する。
［A］端子とプラスブラシ
［B］ブラシプレートと（－）ブラシ

0 Ωに近い値でなければ、ブラシリードが断線している。プ
ラスブラシアッシかマイナスブラシアッシ、またはその両方を
交換する。
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ブラシプレートと端子ボルトの点検

•テスタのレンジを 大に設定し、図の抵抗を測定する。
［A］端子ボルトとブラシプレート
［B］端子ボルトとヨーク

抵抗値が読み取れる場合は、マイナスブラシアッシかプラス
ブラシアッシ、またはその両方が短絡している。マイナスブ
ラシアッシとプラスブラシアッシを交換する。

リダクションギヤの取り外し／取り付け

•オルタネータロータを取り外す（エンジンボトムの章、オルタ
ネータロータの取り外しの項を参照）。

• リダクションギヤを取り付ける際は、二硫化モリブデングリー
ス［A］をシャフトの両端に塗布する。

•忘れずにワッシャ［B］を取り付ける

リダクションギヤの点検

•ピニオンギヤ［A］が時計方向［B］に自由に回転するか確認
する。

•ピニオンギヤ［A］を反時計方向［B］に回転させたときに、ギ
ヤがシャフトに沿って移動し、ストッパ［C］に当たるか確認
する。

•ピニオンギヤがすぐに元の位置に戻るか確認する。
ピニオンギヤが正常に機能しない場合、交換する。
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電動スタータ回路図

1. エンジンスタートスイッチ
2. エンジンストップスイッチ／テザー
3. イグニションスイッチ
4. ジョイントコネクタP (12 V)
5. ジョイントコネクタR (12 V)
6. ジョイントコネクタT (12 V)
7. ECUメインリレー
8. システムリレー
9. ECU

10. ジョイントコネクタD (12 V)
11. ジョイントコネクタC (12 V)
12. ジョイントコネクタA (12 V)
13. ジョイントコネクタZ（アース）
14. ジョイントコネクタE（アース）
15. メインヒューズ20 A
16. ヒューズボックス1
17. スタータリレー
18. バッテリ
19. スタータモータ
20. ジョイントコネクタY（アース）
21. ジョイントコネクタS（アース）
22. ジョイントコネクタX (12 V)
23. JT1500Mモデル
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オルタネータの取り外し／取り付け

•エンジンボトムの章、オルタネータロータの取り外しと取り付
けの項を参照する。

オルタネータ出力電圧の点検

•取り外す。
シート（船体、エンジンフードの章、シートの取り外しの項
を参照）

•ステータコイルのリード線コネクタ［A］をはずす。

•テスタ［A］を使用して、次の表に従ってオルタネータ出力
（回路内）を点検する。

警告

水は電気の良導体である。感電を避けるため、水上では
電気系を点検しない。また、エンジン運転中は電気配線
に触れないこと。

注意

冷却水の供給なしにエンジンを15秒以上、特に高回転で
運転させると、エンジンや排気系統に重大な損傷を与え
る。エンジンの損傷を避けるため、充分な冷却水の供給
がない状態でエンジンを運転しないでください。

［オルタネータ出力電圧］ 3 000 rpm時

接続する端子

テスタ（＋）端子 テスタ（－）端子
測定値

白リード線 白リード線 AC 63.9 ∼ 64.2 V

オルタネータ出力電圧が正常な場合は、レギュレータを点
検する（レギュレータ／レクチファイヤの点検の項を参照）。
オルタネータ出力電圧が低い場合は、下の表に従い、デジ
タルメータを使用してステータコイルの抵抗値を測定する。

［ステータコイルの抵抗］ 20°C時

接続する端子

テスタ（＋）端子 テスタ（－）端子
測定値

白リード線 白リード線 0.432 ∼ 0.648 Ω

コイルの抵抗値が標準値であるのに電圧点検で充電系統
の異常が明らかになった場合には、オルタネータロータの
永久磁石が弱まっている可能性があるため、オルタネータ
ロータを交換する必要がある。
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レギュレータ／レクチファイヤの取り外し／取り付け

•シートを取り外す（船体、エンジンフードの章、シートの取り
外しの項を参照）。

•取り外す。
ブラケットボルト［A］

• コネクタ［A］をはずす。

•取り外す。
レギュレータ／レクチファイヤボルト［B］
レギュレータ／レクチファイヤ［C］

•取り付けは取り外しの逆である。

•ネジロック剤をブラケットボルトに塗布する。

•締め付ける。

トルク - レギュレータ／レクチファイヤボルト：7.8 N·m (0.80 kgf·m)
ブラケットボルト：8.8 N·m (0.90 kgf·m)

充電系統のトラブルシューティング

•点検の前に、電力を消費するアクセサリ類はすべて取り外
しておくこと。

知識
充電系統が正常に作動していても、ウォータクラフトに取
り付けられたアクセサリ類が多すぎる場合にはバッテリ
が放電してしまうことがある。

•次のような運転条件や運転習慣があると充電系統に影響が
あることに注意する。

エンジン低回転での使用が多い。 → バッテリが放電する。

•バッテリが放電した場合は充電する。
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充電系統回路図

1. ジョイントコネクタP (12 V)
2. ジョイントコネクタC (12 V)
3. オルタネータ
4. レギュレータ／レクチファイヤ
5. メインヒューズ20 A
6. ヒューズボックス1
7. バッテリ
8. ジョイントコネクタS（アース）
9. ジョイントコネクタA (12 V)

10. ジョイントコネクタZ（アース）
11. JT1500Mモデル
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警告

点火系統はきわめて高い電圧を発生する。強い電気ショッ
クを受けるので、エンジンの運転中はスパークプラグ、イ
グニションコイル、またはプラグキャップの高圧ケーブル
に触れてはいけない。

注意

イグニションスイッチONの状態、あるいはエンジンが回転
中にバッテリリード線やその他の電装品の結線をはずさ
ない。ECU損傷の原因になる。 バッテリの逆接続はダイ
オードとECUを損傷するので、必ず（－）リード線をアース
する。

クランクシャフトセンサの取り外し

•取り外す。
エンジン（エンジンの取り外し／取り付けの章、エンジンの
取り外しの項を参照）
クランクシャフトセンサカバーボルト［A］
クランクシャフトカバー［B］
ノックピン［C］

•取り外す。
ゴムグロメットホルダスクリュ［A］
クランクシャフトセンサスクリュ［B］
ゴムグロメット［C］とホルダ［D］
クランクシャフトセンサ［E］

クランクシャフトセンサの取り付け

•センサリード線をカバー穴に通す。

• クランクシャフトセンサ［A］を取り付ける。

•ネジロック剤をクランクシャフトセンサスクリュに塗布する。

•締め付ける。

トルク - クランクシャフトセンサスクリュ：4.5 N·m (0.46 kgf·m)

•ゴムグロメット［B］をセンサカバー穴に取り付ける。

•センサリード線［C］を図のように通す。

•グロメットの外側に耐水グリースを塗布する。

•ゴムグロメットホルダスクリュにネジロック剤を塗布する。

•締め付ける。

トルク - ゴムグロメットホルダスクリュ：4.5 N·m (0.46 kgf·m)

•クランクシャフトセンサカバーのOリングを新品と交換する。

•新品のOリングにグリースを塗布し、取り付ける。
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•図のように、上下クランクケースの合わせ面［A］にシーラン
トを塗布する。

シーラント - 液体ガスケット、TB1211F：92104-0004

•取り付ける。
ノックピン［B］
クランクシャフトセンサカバー

•締め付ける。

トルク - クランクシャフトセンサカバーボルト：7.8 N·m (0.80 kgf·m)

タイミングロータの取り外し

•クランクシャフトセンサカバーを取り外す（クランクシャフトセ
ンサの取り外しの項を参照）。

•タイミングロータ［A］をフライホイール&プーリホルダ［B］で
固定しながら、ボルト［C］をはずす。

特殊工具 - フライホイール＆プーリホルダ：57001-1605

ホルダアタッチメント：57001-1547

タイミングロータの取り付け

• クランクシャフトにロータを取り付ける。
平らな方［A］（マーク側）を外向きにする。

•ネジロック剤をタイミングロータボルトに塗布する。

•締め付ける。

トルク - タイミングロータボルト：39 N·m (4.0 kgf·m)

• クランクシャフトセンサカバーを取り付ける（クランクシャフト
センサカバーの取り付けの項を参照）。

クランクシャフトセンサの点検

•取り外す。
シート（船体、エンジンフードの章、シートの取り外しの項
を参照）

•クランクシャフトセンサリード線コネクタ（青、2ピン）［A］をは
ずす。

•デジタルメータ［B］をクランクシャフトセンサリード線端子（緑
と青）に接続する。

［クランクシャフトセンサの抵抗］

標準値： 408 ∼ 612 Ω

抵抗値が標準値を上回っている場合は、センサリード線が
断線しているので交換する必要がある。規定値よりはるかに
低い抵抗値の場合、センサが短絡しているため、新品と交
換する必要がある。
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クランクシャフトセンサのピーク電圧の点検

知識
満充電のバッテリを用いる。
クランクシャフトセンサの状態を調べる際は、クランクシャ
フトセンサの内部抵抗を測定するよりも、ピーク電圧アダ
プタを用いた方が信頼性が高い。

• クランクシャフトセンサリード線コネクタ［A］をはずす。

•デジタルメータ［A］とピーク電圧アダプタ［B］を接続する。

特殊工具 - ピーク電圧アダプタ：57001-1415

タイプ：KEK-54-9-B

［接続］

クランクシャフトセンサ
リード線コネクタ［C］

ピーク電圧
アダプタ

テスタ

青 ← 黒 → （－）

緑 ← 赤 → （＋）

• イグニションスイッチにイグニションキーを差し込んでONに
して、エンジンストップコード（緊急エンジン停止用のコード）
キーをストップボタンに差し込む。

•スタータボタンを押して、エンジンを4 ∼ 5秒間クランキングさ
せ、クランクシャフトセンサピーク電圧を測定する。
スタータは続けて5秒以上回さないこと。再度回す場合は15
秒以上間隔をおくこと。

• 5回以上測定作業を行う。

［クランクシャフトセンサのピーク電圧］

標準値： 2.5 V以上

テスタの表示値が上記の標準値から外れている場合は、ク
ランクシャフトセンサを点検する（クランクシャフトセンサの点
検の項を参照）。

イグニションコイルの取り外し

•取り外す。
シート（船体、エンジンフードの章、シートの取り外しの項
を参照）

•ブラケットボルト［A］を取り外す。
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•イグニションコイル一次リード線コネクタ［A］をはずす。

•スパークプラグキャップをエンジンから取り外す。

•はずす。
レギュレータ／レクチファイヤコネクタ［A］
転倒センサリード線コネクタ［B］

•取り外す。
イグニションコイル取り付けボルト［A］とナット
カラー［B］
イグニションコイル［C］

•スパークプラグリード線［A］をイグニションコイル［B］からは
ずす。
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イグニションコイルの取り付け

•スパークプラグリード線を浸透性防錆剤で潤滑する。

•スパークプラグリード線を各イグニションコイルに次のように
接続する。
#1スパークプラグリード線長さ 340 mm［A］
#2スパークプラグリード線長さ 450 mm［B］
#3スパークプラグリード線長さ 540 mm［C］
#4スパークプラグリード線長さ 600 mm［D］

•イグニションコイル取り付けボルト［E］にネジロック剤を塗布
する。

•イグニションコイル［F］をブラケット［G］に取り付ける。
黒／白リード線［H］
赤リード線［I］

•締め付ける。

トルク - イグニションコイル取り付けボルト：8.8 N·m (0.90 kgf·m)

•ネジロック剤をブラケットボルトに塗布する。

•締め付ける。

トルク - ブラケットボルト：8.8 N·m (0.90 kgf·m)
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イグニションコイルの点検
火花特性の測定

も正確にイグニションコイルの状態をテストするには、火
花特性の測定を行う。

•イグニションコイルを取り外す（イグニションコイルの取り外し
の項を参照）。

•スパークプラグキャップがスパークプラグリード線に取り付け
られている状態で、イグニションコイル［A］を市販のコイルテ
スタ［B］に接続し、火花特性を測定する。
補助リード線［C］

警告

高電圧のショックを避けるため、コイルやリード線に触れ
ないこと。

［イグニションコイルの火花特性］

標準値： 7 mm以上

測定値が標準値未満の場合、イグニションコイルまたはス
パークプラグキャップに異常がある。

•部品の損傷箇所を判断するため、スパークプラグリード線を
イグニションコイルから取り外した状態でもう一度火花特性
を測定する（イグニションコイルの取り外しを参照）。
火花特性が変らず標準値未満の場合は、イグニションコイ
ル自体に問題がある。火花特性が標準値になった場合は、
スパークプラグリード線に問題がある。

コイル抵抗の測定
コイルテスタが利用できない場合でも、テスタを利用してコ

イルの巻線に損傷または短絡があるか点検することができる。
ただし、テスタは層間短絡と高電圧下での絶縁障害に起因す
る短絡は検出できない。

•コイル端子から一次リード線をはずす。

•次のように［A］一次巻抵抗を測定する。
テスタをコイル端子間に接続する。

•次のように［B］二次巻抵抗を測定する。
スパークプラグリード線を取り外す（イグニションコイルの取
り外しを参照）。
テスタを二次リード線端子間に接続する。

［コイル抵抗］

標準値： 一次コイル1.44 ∼ 2.16 Ω

二次コイル11.76 ∼ 17.64 kΩ

テスタの数値が規定値と異なる場合には、コイルを交換す
る。
テスタの数値が標準値の範囲内であれば、コイルの巻きは
問題がない。但し、すべての他の部品を点検後も点火系統
が正常に作動しない場合には、はっきり正常とわかっている
ものに交換して、テストを行う。
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スパークプラグリード線抵抗値を測定する

•スパークプラグリード線［A］に目立った損傷がないか点検
する。
スパークプラグリード線に損傷がある場合、スパークプラグ
リード線を交換する。

•テスタ［B］を使用してリード線の抵抗値を測定する。

［スパークプラグリード線抵抗値］

標準値： (#1) 2.80 ∼ 4.79 kΩ

(#2) 3.55 ∼ 6.07 kΩ

(#3) 4.16 ∼ 7.11 kΩ

(#4) 4.57 ∼ 7.81 kΩ

テスタの数値が規定値と異なる場合には、リード線を交換す
る。

イグニションコイルの一次ピーク電圧の点検

知識
満充電のバッテリを用いる。

•シートを取り外す（船体、エンジンフードの章、シートの取り
外しの項を参照）。

•スパークプラグキャップ［A］を取り外すが、スパークプラグは
取り外さないでおく。

•新品のスパークプラグ［B］をスパークプラグキャップに取り
付ける。

•ピーク電圧アダプタ［A］をテスタ［B］とハーネスアダプタ［C］
に接続する。

特殊工具 - ハーネスアダプタ：57001-1562

ピーク電圧アダプタ：57001-1415

タイプ：KEK-54-9-B

［一次リード線側の接続］

ハーネスアダプタ： ピーク電圧アダプタ テスタ

赤 ← 黒 → （－）

黒／白 ← 赤 → （＋）

イグニションコイル［D］
スパークプラグ［E］

警告

高電圧のショックを避けるため、スパークプラグやテスタ
接続に触れないこと。
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•イグニションスイッチにイグニションキーを差し込んでONに
して、エンジンストップコード（緊急エンジン停止用のコード）
キーをストップボタンに差し込む。

•新品のスパークプラグ［A］をエンジンにアースする。

•スタータボタンを押して、エンジンを4 ∼ 5秒間クランキングさ
せ、一次側ピーク電圧を測定する。
スタータは続けて5秒以上回さないこと。再度回す場合は15
秒以上間隔をおくこと。

•各イグニションコイルについて5回測定作業を行う。

［イグニションコイルの一次側ピーク電圧］

標準値： 250 V以上

•他のイグニションコイルについても測定を行う。
測定値が標準値より低い場合は、以下を点検する。
イグニションコイル（イグニションコイルの点検の項を参照）
クランクシャフトセンサ（クランクシャフトセンサの点検の項
を参照）
イグニションコイルとクランクシャフトセンサに異常がなけれ
ば、ECUを点検する（燃料系統（DFI）の章、ECUへの電源
の点検の項を参照）。

カムシャフトポジションセンサの取り外し／取り付け

•取り外す。
シート（船体、エンジンフードの章、シートの取り外しの項
を参照）
ハンドレールプレート（船体、エンジンフードの章、ハンド
レールプレートの取り外しの項を参照）

•はずす。
ブリーザホース端部［A］
カムシャフトポジションセンサリード線コネクタ［B］

•バンド［C］を取り外す。

•取り外す。
カムシャフトポジションセンサボルト［A］
カムシャフトポジションセンサ［B］

•取り付けは取り外しの逆である。

•カムシャフトポジションセンサカバーのOリングを新品と交換
する。

•新品のOリングにグリースを塗布する。

•カムシャフトポジションセンサボルトにネジロック剤を塗布す
る。

•締め付ける。

トルク - カムシャフトポジションセンサボルト：10 N·m (1.0 kgf·m)
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カムシャフトポジションセンサの点検

•取り外す。
シート（船体、エンジンフードの章、シートの取り外しの項
を参照）

•はずす。
カムシャフトポジションセンサリード線コネクタ［A］

•テスタ［B］をコネクタの黄色と黒色のリード線に接続する。

［カムシャフトポジションセンサの抵抗］

標準値： 400 ∼ 460 Ω/20°C

測定値が標準値を上回っている場合、センサコイルのリー
ド線が断線しているので交換する。標準値を大きく下回って
いる場合はセンサコイルがショートしているので交換する。

•テスタのレンジを抵抗の 大値にセットし、カムシャフトポジ
ションセンサリード線とシャシ間の抵抗を測定する。
測定値が無限大（∞）以外の値を示す場合はショートしてい
るので、カムシャフトポジションセンサを交換する。

カムシャフトポジションセンサのピーク電圧の点検

•カムシャフトポジションセンサリード線コネクタをはずす（カム
シャフトポジションセンサの取り外しの項を参照）。

•テスタ［A］をピーク電圧アダプタ［B］に接続する。

特殊工具 - ピーク電圧アダプタ：57001-1415

タイプ：KEK-54-9-B

•カムシャフトポジションセンサリード線コネクタ［C］の端子に
アダプタを接続する。

［接続］

カムシャフトポジション
センサリード線コネクタ

ピーク電圧
アダプタ

テスタ

黒［D］ ← 赤 → （＋）

黄［E］ ← 黒 → （－）

• イグニションスイッチにイグニションキーを差し込んでONに
して、エンジンストップコード（緊急エンジン停止用のコード）
キーをストップボタンに差し込む。

•スタータボタンを押してエンジンを4 ∼ 5秒間回転させ、ピー
ク電圧を測定する。
スタータは続けて5秒以上回さないこと。再度回す場合は15
秒以上間隔をおくこと。

• 5回以上測定作業を行う。

［カムシャフトポジションセンサのピーク電圧］

標準値： 0.4 V以上

測定値が標準値より低い場合は、カムシャフトポジションセ
ンサを点検する（カムシャフトポジションセンサの点検の項
を参照）。
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点火系統

ICイグナイタの点検
イグナイタはECUに内蔵されている。

•以下の項目を参照する。
点火系統のトラブルシューティング（点火系統のトラブル
シューティングの項を参照）
ECUへの電源の点検（燃料系統（DFI）の章、ECUへの電
源の点検の項を参照）

注意

イグニションスイッチがONまたはエンジンが回転中にバッ
テリリード線や他の電装品の結線をはずさない。これは
ECU内のイグナイタを損傷から保護するためである。

スパークプラグの取り外し

•定期点検整備の章、スパークプラグの点検の項を参照する。

スパークプラグの取り付け

•定期点検整備の章、スパークプラグの点検の項を参照する。

スパークプラグの点検

•定期点検整備の章、スパークプラグの点検の項を参照する。
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点火系統

点火系統回路図

1. ジョイントコネクタP (12 V)
2. ジョイントコネクタR (12 V)
3. 転倒センサ
4. ジョイントコネクタT (12 V)
5. ECUメインリレー
6. システムリレー
7. クランクシャフトセンサ
8. ジョイントコネクタB（アース）
9. ECU

10. ジョイントコネクタF (5 V)
11. ジョイントコネクタC (12 V)
12. ジョイントコネクタD (12 V)
13. ジョイントコネクタE（アース）
14. カムシャフトポジションセンサ
15. ジョイントコネクタM (12 V)

16. スパークプラグ
17. イグニションコイル
18. メインヒューズ20 A
19. ヒューズボックス1
20. JT1500Mモデル
21. ジョイントコネクタA (12 V)
22. ジョイントコネクタZ（アース）
23. バッテリ
24. ジョイントコネクタY（アース）
25. ジョイントコネクタS（アース）
26. ジョイントコネクタX (12 V)
27. エンジンスタートスイッチ
28. エンジンストップスイッチ／テザー
29. イグニションスイッチ
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点火系統
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カワサキスマートステアリング（KSS）システム

ステアリングポジションセンサとマグネットの取り外し

•取り外す。
フロントアクセスカバー（船体、エンジンフードの章、フロン
トアクセスカバーの取り外しの項を参照）

•ステアリングポジションセンサリード線コネクタ［A］をはずす。

•取り外す。
ステアリングシャフト（ステアリングの章、ステアリングの取り
外しの項を参照）
ステアリングポジションセンサ取り付けスクリュ［A］
ステアリングポジションセンサ［B］

•取り外す。
マグネット取り付けスクリュ［A］
マグネット［B］

ステアリングポジションセンサとマグネットの取り付け

•マグネットを取り付ける。
突起［A］を穴［B］に合わせる。

•マグネット取り付けスクリュにネジロック剤を塗布する。

•マグネット取り付けスクリュを締め付ける。

•ステアリングポジションセンサ［A］を取り付ける。

•ステアリングポジションセンサ取り付けスクリュ［B］にネジロッ
ク剤を塗布する。

•ステアリングポジションセンサ取り付けスクリュを締め付ける。

• クランプ［C］を取り付ける。
ステアリングポジションセンサとこのリード線を固定する。

•ステアリングシャフトおよびステアリングシャフトナットを取り
付ける（ステアリングの章、ステアリングの取り付けの項を参
照）。
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カワサキスマートステアリング（KSS）システム

カワサキスマートステアリングシステムの点検

•ウォータクラフトを水上に浮かべ、カワサキスマートステアリ
ングシステムを点検する。

•ハンドルバーを直進位置にする。

•スロットルレバーを握り、エンジンをおよそ4 000 rpmで4秒
以上回転させる。

•スロットルレバーを放す。

• 1秒以内にハンドルバーを左または右いっぱいに切り、エン
ジンの回転数がおよそ3 800 rpmに一旦上昇し、その後2 600
rpmまで下がって、その回転数が保持されることを確認する。

•ハンドルバーを直進位置に戻し、エンジンの回転数がアイ
ドル回転数まで低下することを確認する。
カワサキスマートステアリングシステムが正常に動作しない
場合は、ステアリングポジションセンサのすき間を点検する。

ステアリングポジションセンサのすき間の点検

•ステアリングホルダを船体から取り外す（ステアリングの章、
ステアリングの取り外しの項を参照）。

•ステアリングポジションセンサ［B］とマグネット［C］のすき間
［A］を、シックネスゲージで確認する。

［ステアリングポジションセンサのすき間］

標準値： 0.5 ∼ 1.5 mm

すき間が標準値であるのにカワサキスマートステアリングシ
ステムが作動しない場合は、ステアリングポジションセンサ
の入力電圧を点検する（ステアリングポジションセンサ入力
電圧の点検の項を参照）。
必要に応じてステアリングシャフトナットを調整する（ステア
リングの章、ステアリングの取り付けの項を参照）。
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カワサキスマートステアリング（KSS）システム

ステアリングポジションセンサ入力電圧の点検

知識
満充電のバッテリを用いる。

•フロントアクセスカバーを取り外す（船体、エンジンフードの
章、フロントアクセスカバーの取り外しの項を参照）。

•ニードルアダプタセット［C］を使って、デジタルメータ［A］をス
テアリングポジションセンサリード線コネクタ［B］に接続する。

特殊工具 - ニードルアダプタセット：57001-1457

［ステアリングポジションセンサリード線コネクタの接続］

デジタルメータ（＋） →
赤／白（メインハーネス赤／青）
リード線

デジタルメータ（－） → 黒（メインハーネス黒）リード線

• イグニションキーをイグニションスイッチに差し込んでONに
する。

•ステアリングシャフトを直進位置にする。

•入力電圧を測定する。

［ステアリングポジションセンサ入力電圧］

標準値： 約DC 9 ∼ 11 V

• イグニションキーを抜き取る。
測定値が標準値の場合は、ステアリングポジションセンサの
出力電圧を点検する（ステアリングポジションセンサ出力電
圧の点検の項を参照）。
測定値が規定値にない場合、以下を確認する。
メインヒューズ20 A（ヒューズの点検の項を参照）
電源配線（カワサキスマートステアリングシステム回路図を
参照）
メインヒューズ20 Aと電源配線に問題がない場合は、メータ
ユニットのステアリングセンサ電源を点検する（メータユニッ
トの点検の項を参照）。
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カワサキスマートステアリング（KSS）システム

ステアリングポジションセンサ出力電圧の点検

知識
満充電のバッテリを用いる。

•ニードルアダプタセット［C］を使って、デジタルメータ［A］をス
テアリングポジションセンサリード線コネクタ［B］に接続する。

特殊工具 - ニードルアダプタセット：57001-1457

［ステアリングポジションセンサリード線コネクタの接続］

デジタルメータ（＋） →
黄／黒（メインハーネス黄／白）リー
ド線

デジタルメータ（－） → 黒（メインハーネス黒）リード線

•イグニションキーをイグニションスイッチに差し込んでONに
する。

•ステアリングシャフトを左または右いっぱいに切る。

•出力電圧を測定する。

［ステアリングポジションセンサ出力電圧］

標準値： 約0 V

知識
ステアリングシャフトを直進位置に戻した状態での出力
電圧標準値は約10 Vになる。

• イグニションキーを抜き取る。
測定値が標準値から外れている場合は、配線を点検する
（ステアリングポジションセンサ回路図を参照）。
配線に問題がなければ、ステアリングポジションセンサを交
換する。
測定値が標準値であるのにカワサキスマートステアリングシ
ステムが作動しない場合は、次の点を点検する。
ECU（燃料系統（DFI）の章、ECUへの電源の点検の項を
参照）
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カワサキスマートステアリング（KSS）システム

カワサキスマートステアリングシステム回路図

1. ジョイントコネクタQ（アース）
2. イグニションスイッチ
3. ジョイントコネクタP (12 V)
4. ジョイントコネクタR (12 V)
5. ジョイントコネクタT (12 V)
6. ECUメインリレー
7. システムリレー
8. ECU
9. ジョイントコネクタD (12 V)

10. ジョイントコネクタC (12 V)
11. ジョイントコネクタA (12 V)
12. ジョイントコネクタZ（アース）
13. ジョイントコネクタE（アース）
14. メインヒューズ20 A
15. ヒューズボックス1
16. バッテリ
17. ジョイントコネクタY（アース）
18. ジョイントコネクタS（アース）
19. ジョイントコネクタW (10 V)
20. ステアリングポジションセンサ
21. メータユニット
22. JT1500Mモデル
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エレクトリックトリムコントロールシステム

エレクトリックトリムコントロールアクチュエータの取り外
し／取り付け

•ステアリングの章、トリムコントロールケーブルの取り外し／
取り付けの項を参照する。

エレクトリックトリムコントロールモータの取り外し

注意

エレクトリックトリムコントロールモータは専門メーカで正
確に取り付け設定されているので、取り外しを行うと性能
が低下する可能性がある。取り外してはいけない。 エレ
クトリックトリムコントロールアクチュエータを落としてはい
けない（特に硬い面には）。ショックでエレクトリックトリム
コントロールモータが損傷する。

エレクトリックトリムコントロールモータの点検

知識
満充電のバッテリを用いる。

•イグニションキーをイグニションスイッチに差し込んでONに
する。

•エレクトリックトリムコントロールボタンを押す。

•ステアリングノズル［A］が上下一杯の位置までスムーズに動
くか確認する。

知識
無段階調整範囲は基準（水平）位置から±8°の範囲であ
る。

エレクトリックトリムコントロールアクチュエータはステアリング
ノズルが水平［A］になると自動的に停止する

• イグニションキーを抜き取る。
ステアリングノズルが正常に作動する場合は、次を点検す
る。
配線（エレクトリックトリムコントロールシステム回路図を参
照）
ECU（燃料系統（DFI）の章、ECUへの電源の点検の項を
参照）
ステアリングノズルが作動しない場合は、次を点検する。
配線（エレクトリックトリムコントロールシステム回路図を参
照）
エレクトリックトリムコントロールリレー（エレクトリックトリムコ
ントロールリレーの点検の項を参照）
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エレクトリックトリムコントロールシステム

エレクトリックトリムコントロールセンサの取り外し

注意

エレクトリックトリムコントロールモータは専門メーカで正
確に取り付け設定されているので、取り外しを行うと性能
が低下する可能性がある。取り外してはいけない。 エレ
クトリックトリムコントロールアクチュエータを落としてはい
けない（特に硬い面には）。ショックでエレクトリックトリム
コントロールモータが損傷する。

エレクトリックトリムコントロールセンサの点検

•燃料系統（DFI）の章、エレクトリックトリムコントロールセンサ
の点検の項を参照する。

エレクトリックトリムコントロールリレーの取り外し／取り
付け

•フロントアクセスカバーを取り外す（船体、エンジンフードの
章、フロントアクセスカバーの取り外し／取り付けの項を参
照）。

• コネクタ［A］をはずす。

•取り外す。
リレー取り付けボルト［B］
エレクトリックトリムコントロールリレー［C］

•取り付けは取り外しの逆である。

• リレー取り付けボルトにネジロック剤を塗布する。

•締め付ける。

トルク - リレー取り付けボルト：2.5 N·m (0.25 kgf·m)

エレクトリックトリムコントロールリレーの点検

•エレクトリックトリムコントロールリレーを取り外す（エレクトリック
トリムコントロールリレーの取り外し／取り付けの項を参照）。

•テスタ［A］をエレクトリックトリムコントロールリレーリード線コ
ネクタ［B］に接続する。

［エレクトリックトリムコントロールリレーの抵抗］

接続： 赤／白リード線［C］ ←→ 緑リード線［D］

青リード線［E］ ←→ 赤／青リード線［F］

標準値： 134 ∼ 200 Ω

測定値が標準値から外れている場合は、エレクトリックトリム
コントロールリレーを交換する。
測定値が標準値に入っている場合は、図のようにテスタと12
Vのバッテリ1個をリレーアッシに接続し、以下の番号の端子
間の導通を点検する。
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エレクトリックトリムコントロールシステム

1. 赤／黄
2. 赤
3. ピンク
4. 赤／青

5. 赤／白
6. 緑
7. 黒
8. 青

［エレクトリックトリムコントロールリレー回路の点検］

バッテリの接続
（－） - （＋）

テスタの接続 テスタの測定値（Ω）

1-2、1-3、1-7 ∞
－－－

2-3、2-7、3-7 0

1-3、1-7、2-3、2-7 ∞
5-6

1-2、3-7 0

1-2、1-7、2-3、3-7 ∞
4-8

1-3、2-7 0

(＋)： プラスリード線を接続する。
(－)： マイナスリード線を接続する。
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エレクトリックトリムコントロールシステム

エレクトリックトリムコントロールシステム回路図

1. イグニションスイッチ
2. ジョイントコネクタP (12 V)
3. ジョイントコネクタR (12 V)
4. ジョイントコネクタT (12 V)
5. ECUメインリレー
6. システムリレー
7. ジョイントコネクタB（アース）
8. ジョイントコネクタF (5 V)
9. ジョイントコネクタD (12 V)
10. ジョイントコネクタC (12 V)
11. ECU
12. ジョイントコネクタA (12 V)
13. ジョイントコネクタZ（アース）

14. エレクトリックトリムコントロールボタン
15. ジョイントコネクタE（アース）
16. エレクトリックトリムコントロールセンサ
17. エレクトリックトリムコントロールモータ
18. メインヒューズ20 A
19. ヒューズボックス1
20. エレクトリックトリムコントロールリレーヒューズ20 A
21. ヒューズボックス2
22. バッテリ
23. ジョイントコネクタY（アース）
24. ジョイントコネクタS（アース）
25. エレクトリックトリムコントロールリレー
26. JT1500Mモデル
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センサ

スピードセンサの取り外し

•取り外す。
リボーディングステップ（船体、エンジンフードの章、リボー
ディングステップの取り外しの項を参照）。
リバースバケット（ステアリングの章、リバースバケットの取り
外しの項を参照）
オイルセパレータタンク（エンジン潤滑機構の章、オイルセ
パレータタンクの取り外しの項を参照）
インタクーラ（冷却・ビルジ系統の章、インタクーラの取り外
しの項を参照）
エキゾーストパイプとマフラボディ（排気系統の章、エキゾー
ストパイプとマフラボディの取り外しの項を参照）
左ウォータボックスマフラ（排気系統の章、ウォータボックス
マフラの取り外しの項を参照）

•スピードセンサリード線コネクタ［A］をはずす。

•バンド［A］を切断する。

•取り外す。
スピードセンサ取り付けスクリュ［A］
プレート
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センサ

• トリムコントロールケーブルジョイントボルト［A］を取り外す。

•キャップ［A］を取り外してスピードセンサリード線を船体から
はずす。

スピードセンサの取り付け

•スピードセンサリード線を正しく通す（付録の章、ケーブル、
ワイヤ、ホースの通し方の節を参照）。

•液体ガスケットをグロメット［A］とリード線［B］の周りに塗布す
る。

•取り付ける。
キャップ［A］
スピードセンサ［B］
ナット［C］
プレート［D］

•ネジロック剤をスピードセンサ取り付けスクリュ［E］に塗布す
る。

•締め付ける。

トルク - スピードセンサ取り付けスクリュ：3.9 N·m (0.40 kgf·m)

•ネジロック剤をトリムコントロールケーブルジョイントボルトに
塗布する。

•締め付ける。

トルク - トリムコントロールケーブルジョイントボルト：9.8 N·m (1.0

kgf·m)

•取り外した部品を取り付ける（該当する章を参照）。
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スピードセンサの点検

•スピードセンサを取り外す（スピードセンサの取り外しの項を
参照）。

•スピードセンサリード線コネクタ［A］を、図のようにバッテリ
［B］およびテスタ［C］に接続する。

•低速でスピードセンサの出力電圧を測定する。

［出力電圧（低速時）］

緑（＋）、黒（－）→ 約0 Vまたは約8 V

•ウォータホイール［A］をゆっくり手で回転させて、出力電圧
が上昇または低下するかを確認する。
電圧が上昇または低下しない場合は、スピードセンサを交
換する。

•高速でスピードセンサの出力電圧を測定する。
圧縮空気［B］を使って、ウォータホイール［A］を早く回す。

［出力電圧（高速時）］

緑（＋）、黒（－）→ 約3 V

圧縮空気で回した時にセンサ出力電圧が約3 Vに達しない
場合は、スピードセンサを交換する。

燃料レベルセンサの点検

•燃料ポンプを取り外す（燃料系統の章、燃料ポンプの取り
外しの項を参照）。

•フロートが引っ掛かりなくスムーズに作動し、自重で下がる
ことを確認する。
フロートが滑らかに動かない場合は、センサを交換する。
満タン位置のフロート［A］
121.5 ±6 mm［B］
空の位置のフロート［C］
318.5 ±6 mm［D］
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•テスタ［A］を使って、燃料レベルセンサリード線コネクタの端
子間の抵抗を測定する。

［燃料レベルセンサの抵抗］

標準値： 満タン位置：2 ∼ 4 Ω
空の位置：117 ∼ 123 Ω

測定値が標準値外の場合、あるいはフロートの上下動に対
応して測定値が滑らかに変化しない場合、センサを交換す
る。

スロットルポジションセンサの取り外し／取り付け

•燃料系統（DFI）の章、スロットルポジションセンサの取り外し
の項を参照する。

スロットルポジションセンサの点検

•燃料系統（DFI）の章、スロットルポジションセンサ出力電圧
の点検の項を参照する。

アクセルポジションセンサの取り外し／取り付け

•燃料系統（DFI）の章、アクセルポジションセンサの取り外し
の項を参照する。

アクセルポジションセンサの点検

•燃料系統（DFI）の章、アクセルポジションセンサ出力電圧
の点検の項を参照する。

水温センサの取り外し／取り付け

•燃料系統（DFI）の章、水温センサの取り外し／取り付けの
項を参照する。

水温センサの点検

•水温センサを取り外す（燃料系統（DFI）の章、水温センサ
の取り外し／取り付けの項を参照）。

•センサ［A］を、ねじ部分が沈むように、水の入った容器に吊
す。

•感熱部［C］がおおよそ同じ深さになるように、正確な温度計
［B］を沈める。

知識
センサと温度計が容器の壁や底に触れてはいけない。

•容器を熱源の上に配置し、静かにかき混ぜながら液温を
徐々に上げていく。
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•デジタルメータでセンサの内部抵抗を測定する。
センサが電気信号をECUに送信する。
表の液温における端子間の抵抗を測定する。

［水温センサの抵抗］

水温 センサ抵抗値

20°C 12.17 ∼ 13.92 kΩ

50°C 4.025 ∼ 4.810 kΩ

90°C 1.182 ∼ 1.481 kΩ

100°C 0.9025 ∼ 1.142 kΩ

デジタルメータ測定値が標準値でない場合には、センサを
交換する。

油温センサの取り外し／取り付け

•燃料系統（DFI）の章、油温センサの取り外し／取り付けの
項を参照する。

油温センサの点検

•油温センサを取り外す（燃料系統（DFI）の章、油温センサ
の取り外し／取り付けの項を参照）。

•センサ［A］を、ねじ部分が沈むように、水の入った容器に吊
す。

•感熱部［C］がおおよそ同じ深さになるように、正確な温度計
［B］を沈める。

知識
センサと温度計が容器の壁や底に触れてはいけない。

•容器を熱源の上に配置し、静かにかき混ぜながら液温を
徐々に上げていく。

•デジタルメータでセンサの内部抵抗を測定する。
センサが電気信号をECUに送信する。
表の液温における端子間の抵抗を測定する。

［油温センサの抵抗］

油温 センサ抵抗値

20°C 12.17 ∼ 13.92 kΩ

50°C 4.025 ∼ 4.810 kΩ

90°C 1.182 ∼ 1.481 kΩ

100°C 0.9025 ∼ 1.142 kΩ

デジタルメータ測定値が標準値でない場合には、センサを
交換する。
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水温センサ（メータユニット用）の取り外し／取り付け

•取り外す。
インタクーラ（冷却・ビルジ系統の章、インタクーラの取り外
しの項を参照）
水温センサ（メータユニット用）［A］

•取り付けは取り外しの逆である。

•締め付ける。

トルク - 水温センサ（メータユニット用）：8.8 N·m (0.90 kgf·m)

水温センサ（メータユニット用）の点検

•水温センサ（メータユニット用）を取り外す（水温センサ（メー
タユニット用）の取り外し／取り付けの項を参照）。

•センサ［A］を、ねじ部分が沈むように、水の入った容器に吊
す。

•感熱部［C］がおおよそ同じ深さになるように、正確な温度計
［B］を沈める。

知識
センサと温度計が容器の壁や底に触れてはいけない。

•容器を熱源の上に配置し、静かにかき混ぜながら液温を
徐々に上げていく。

•デジタルメータでセンサの内部抵抗を測定する。
センサが電気信号をメータユニットに送信する。
表の液温における端子間の抵抗を測定する。

［水温センサ（メータユニット用）の抵抗］

水温 センサ抵抗値

20°C 12.17 ∼ 13.92 kΩ

50°C 4.025 ∼ 4.810 kΩ

90°C 1.182 ∼ 1.481 kΩ

100°C 0.9025 ∼ 1.142 kΩ

デジタルメータ測定値が標準値でない場合には、センサを
交換する。
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外気温センサの取り外し／取り付け

•取り外す。
フロントアクセスカバー（船体、エンジンフードの章、フロン
トアクセスカバーの取り外しの項を参照）
ステアリングパッド（ステアリングの章、ステアリングの取り
外しの項を参照）
リベット［A］

•外気温センサリード線コネクタ（緑、2ピン）［A］をはずす。

•取り外す。
グロメット取り付けプレートボルト［A］
プレート［B］
グロメット［C］

•外気温センサを取り外す。

•取り付けは取り外しの逆である。

•センサを正しく通す（付録の章、ケーブル、ワイヤ、ホースの
通し方の節を参照）。

•ネジロック剤をグロメット取り付けプレートボルトに塗布する。



電気系統 14-67

センサ

外気温センサの点検

•外気温センサを取り外す（外気温センサの取り外し／取り付
けの項を参照）。

•センサ［A］を、感熱部が液中に沈むように、水の入った容
器に吊す。

•感熱部［C］がおおよそ同じ深さになるように、正確な温度計
［B］を液中に沈める。

知識
センサと温度計が容器の壁や底に触れてはいけない。

•容器を熱源の上に置き、冷却液を静かにかき混ぜながら液
温を徐々に上げていく。

•デジタルメータでセンサの内部抵抗を測定する。
センサが電気信号をメータユニット、またはECUに送信する。
表の液温における端子間の抵抗を測定する。

［外気温センサの抵抗］

水温 センサ抵抗値

20°C 12.17 ∼ 13.92 kΩ

50°C 4.025 ∼ 4.810 kΩ

90°C 1.182 ∼ 1.481 kΩ

100°C 0.9025 ∼ 1.142 kΩ

デジタルメータ測定値が標準値でない場合には、センサを
交換する。
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メータユニットの取り外し

•取り外す。
ステアリングカバー（ステアリングの章、ステアリング取り外
しの項を参照）
ボルト［A］
ワッシャおよびカラー［B］
メータユニット［C］

メータユニットの取り付け

•取り付けは取り外しの逆である。

•ナット［A］、カラー［B］、ゴムダンパ［C］およびワッシャ［D］が
正しく付いているか確認する。

•メータユニット取り付けボルト［E］にネジロック剤を塗布する。

•締め付ける。

トルク - メータユニット取り付けボルト：9.8 N·m (1.0 kgf·m)

• メータユニットリード線を正しく通す（付録の章、ケーブル、
ワイヤ、ホースの通し方の節を参照）。

メータユニットの作動点検

注意

メータユニットは落としてはいけない（特に硬い面上に）。
ショックでユニットが損傷する。表示面が上を向くように、
メータユニットを置く。メータユニットを長時間、裏側また
は横に向けたままにしておくと、故障するおそれがある。

知識
満充電のバッテリを用いる。
配線が正しいか確認する（メータユニット回路図を参照）。

点検1-1：スイッチ動作の点検

•イグニションキーをイグニションスイッチに差し込んでONに
して以下を点検する。
次のLCDセグメントが徐々に表示される。
スピードメータ［A］
マルチファンクションメータ［B］
燃料レベルゲージ［C］
ブーストメータ［D］
タコメータ［E］

他のLCDセグメントは3秒間表示される。
赤色警告灯（LED）［F］は3秒間点灯する。
ブザーが2回鳴る。



電気系統 14-69

マルチファンクションメータ

LCDセグメントおよび／またはLEDが作動しない場合は、
メータユニットを交換する。
ブザーが作動しない場合は、ブザーを点検する。

•取り外す。
フロントアクセスカバー（船体、エンジンフードの章、フロン
トアクセスカバーの取り外しの項を参照）
リベット［A］

•ブザーのコネクタ（青、2ピン）［A］をはずす。

•図のようにバッテリをブザーのリード線に接続する。

［接続］

バッテリ（＋） ←→ 赤／白リード線

バッテリ（－） ←→ 黒／白リード線

ブザーが作動しない場合は、ブザーを交換する。

•MODEボタン［A］を押すごとに（1秒未満）、以下のようにマ
ルチファンクション表示［B］が切り替わるか確認する。

知識
これらのモードはMODEボタンを2秒以上押すごとに順に
切り替わる。
マルチファンクションメータに警告が表示されたときには、
MODEボタンまたはSETボタンを1秒間押せば通常表示に
戻る。
MODEボタンはエンジン回転数が3 000 rpm未満のときに
動作する。

ディスプレイが上記のとおり作動しない場合は、メータユニッ
トを交換する。
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•HOUR（時間）モードで、SETボタン［B］を3秒以上押すと、
Mile/Km表示［A］とGAL/L表示が次のようにに切り替わるか
確認する。
Mile/Km表示と°F/°C表示およびGAL/L表示が点滅し、マ
ルチファンクションメータが消える。

知識
Mile/Km表示はデジタルメータ上でマイルモード（mile）と
メートルモード（km）のいずれかに変えることができる。運
転前に、地域の法令に従ってキロまたはマイルが正しく
表示されていることを確認する。

ディスプレイが上記のとおり作動しない場合は、メータユニッ
トを交換する。

点検1-2：時刻設定の点検

•CLOCK（時刻）モードで、SETボタンを2秒以上押すと時刻
表示が時刻設定モードに切り替わることを確認する。
モードが切り替わると時刻表示が点滅する。

•MODEボタンを押すと時間表示が変化するか確認する。

•HOUR（時）設定モードで、SETボタンを押すと時刻表示が
MINUTE（分）設定モードに切り替わるか確認する。
分の表示が点滅する。

•MODEボタンを押すと分の表示が変化するか確認する。

•MINUTE（分）設定モードで、SETボタンを押すと時刻設定
モードが終了するか確認する。
ディスプレイが上記のとおり作動しない場合は、メータユニッ
トを交換する。
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点検1-3：タイムメータの点検

• タイムメータモードで、SETボタンを2秒以上押すと表示が
“00：00”になるか確認する。
ディスプレイをリセットするまでタイムメータが点滅する。
ディスプレイが上記のとおり作動しない場合は、メータユニッ
トを交換する。

点検1-4：トリップメータの点検

• トリップメータモードで、点検1-4と同じ点検を行う。
ディスプレイが上記のとおり作動しない場合は、メータユニッ
トを交換する。

• SETボタンを2秒以上押すと表示が“000.0”になるか確認す
る。
ディスプレイをリセットするまでトリップメータが点滅する。
ディスプレイが上記のとおり作動しない場合は、メータユニッ
トを交換する。

点検1-5： 高速度／エンジン回転数表示の点検

• イグニションキーをイグニションスイッチに差し込んでONに
する。

•ウォータホイール［A］を手または圧縮空気で回す。
回転方向［B］

• 高速度／エンジン回転数モードで、スピードメータ［A］に
高速度が表示されるか確認する。
初に、“0 km/hまたは0 mph”と“0 rpm”が表示される。

表示動作に不具合がある場合は、スピードセンサを点検す
る（スピードセンサの点検の項を参照）。
スピードセンサに問題がない場合は、スピードセンサ電源を
点検する（点検2-3を参照）。

• SETボタンを2秒以上押すと表示が“0”になるか確認する。
スピードメータおよびエンジン回転数の表示が点滅する。
ディスプレイが上記のとおり作動しない場合は、メータユニッ
トを交換する。
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点検1-6：トリム角度インジケータの点検

•イグニションキーをイグニションスイッチに差し込んでONに
する。

•エレクトリックトリムコントロールボタン［A］を押すごとに、表
示［B］でトリムポジションが表示されるか確認する。

• イグニションキーを抜き取る。
ディスプレイが上記のとおり作動しない場合は、次の項目を
点検する。
エレクトリックトリムコントロールボタン（スイッチの点検の項
を参照）
エレクトリックトリムコントロールセンサ（燃料系統（DFI）の
章、エレクトリックトリムコントロールセンサの点検の項を参
照）
ECU（燃料系統（DFI）の章、ECUへの電源の点検の項を
参照）
これらの部品に問題がない場合は、メータユニットを交換す
る。

点検1-7：低燃費航行アシストインジケータの点検

•イグニションキーをイグニションスイッチに差し込んでONに
する。

•低燃費航行アシストモードボタン［A］を押して、低燃費航行
アシストインジケータ［B］が表示されるか確認する。

•低燃費航行アシストモードボタンを2秒以上押して、低燃費
航行アシストインジケータが消えるか確認する。

• イグニションキーを抜き取る。
メータが正しく作動しない場合は、以下を点検する。
低燃費航行アシストモードボタン（スイッチの点検の項を参
照）
ECU（燃料系統（DFI）の章、ECUへの電源の点検の項を
参照）
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点検1-8：SLO（スマートラーニングオペレーション）モード表
示の点検

• SLOキー（黄色、SLOマーク付き）を使って、イグニションキー
をイグニションスイッチに差し込んでONにする。

•ディスプレイ［A］が下のように通常表示（3秒間）と“SLO”表
示（1秒間）で切り替わるか確認する。

知識
SLOモードでは、すべてのメータ表示およびその他の機
能が、フルパワーオペレーション（FPO）モードと同様に作
動する。
マルチファンクションメータに警告が表示されているとき
には“SLO”は表示されない。MODEボタンまたはSETボタ
ンを1秒押して通常表示に切り替える。

ディスプレイが上記のとおり作動しない場合は、メータユニッ
トを交換する。

点検1-9：FPO（フルパワーオペレーション）モード表示の点検

• FPOキー（緑色）を使って、イグニションキーをイグニションス
イッチに差し込んでONにする。

•ディスプレイ［A］に“FPO”の表示が2秒間表示されてから通
常表示になるか確認する。
ディスプレイが上記のとおり作動しない場合は、メータユニッ
トを交換する。

点検1-10：その他の点検
運転中には次の項目が表示される。
タコメータ
積算航行時間
燃料消費量
ブーストメータ
ECO航行インジケータ
ワンタッチ8 km/hモード
エレクトロニッククルーズコントロールモード

•上の項目が表示されない場合は、次の部品を点検する。
配線（配線の点検の項を参照）
ECU（燃料系統（DFI）の章、ECUへの電源の点検の項を
参照）
これらの部品に問題がない場合は、メータユニットを交換す
る。



14-74 電気系統

マルチファンクションメータ

メータユニットの点検

• メータユニットを取り外す（メータユニットの取り外しの項を参
照）。
［1］バッテリ（＋）：赤
［2］アース（－）：黒
［3］スピードセンサ／ステアリングポジションセンサ（＋）：
赤／青
［4］イグニションスイッチ（＋）：赤／白
［5］ブザー（－）：黒／白
［6］ブザー（＋）：赤／黒
［7］燃料レベルセンサ：白／赤
［8］ECU信号：青／黒
［9］未使用
［10］スピードセンサ信号：緑／赤
［11］水温センサ（＋）：茶
［12］水温センサ（－）：黒／茶
［13］外気温センサ（＋）：若葉
［14］外気温センサ（－）：黒／赤

注意

メータユニットは落としてはいけない（特に硬い面上に）。
ショックでユニットが損傷する。表示面が上を向くように、
メータユニットを置く。メータユニットを長時間、裏側また
は横に向けたままにしておくと、故障するおそれがある。

点検2-1：メータユニットへの電源の点検

•補助リード線を使って、12 Vバッテリとメータユニットコネクタ
を次のとおり接続する。
バッテリ（＋）端子を端子［1］に接続する。
バッテリ（－）端子を端子［2］に接続する。

•端子［4］をバッテリ（＋）端子に接続する。

•以下の項目を参照する。
次のLCDセグメントが徐々に表示される。
スピードメータ［A］
マルチファンクションメータ［B］
燃料レベルゲージ［C］
ブーストメータ［D］
タコメータ［E］

他のLCDセグメントは3秒間表示される。
赤色警告灯（LED）［F］が点灯する。
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“Err”［A］とエンジン警告灯［B］が点滅し始める。
MODEボタンまたはSETボタンを1秒押すと、マルチファンク
ションメータは通常表示に切り替わる。

知識
通常表示に戻っても、エンジン警告灯と赤色警告灯［C］
が点灯したままになる。

メータが上記のとおり作動しない場合は、メータユニットを交
換する。

点検2-2：スピードメータの点検

•点検2-1と同様にメータユニットのリード線をバッテリに接続
する。

•オシレータ［A］を端子［10］とアースに接続する。
矩形波が入力されるとその周波数に応じた速度がスピード
メータに表示される。

点検時期 スピードメータの表示

102.0 Hz 20 mph 32 km/h

210.0 Hz 40 mph 64 km/h

318.0 Hz 60 mph 96 km/h

ディスプレイが上記のとおり作動しない場合は、メータユニッ
トを交換する。

オシレータが入手できない場合には、以下の方法でもスピー
ドメータを点検できる。
メータユニットを取り付ける（メータユニットの取り付けの項を
参照）。
イグニションキーをイグニションスイッチに差し込んでONに
する。
ウォータホイール［A］を手または圧縮空気で回す。
回転方向［B］

スピードメータが速度を表示しているか確認する。
表示動作に不具合がある場合は、スピードセンサを点検す
る（スピードセンサの点検の項を参照）。
スピードセンサに問題がない場合は、スピードセンサ電源を
点検する（点検2-3を参照）。
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点検2-3：スピードセンサ／ステアリングポジションセンサ電
源の点検

•点検2-1と同様にメータユニットリード線をバッテリに接続す
る。

•次のようにテスタ［A］をメータユニットに接続する。
テスタの（＋）端子を端子［3］に接続する。
テスタの（－）端子を端子［2］に接続する。

［電源電圧］

標準値： 約DC 9 ∼ 11 V

測定値が標準値から外れている場合は、メータユニットを交
換する。

点検2-4：燃料レベルゲージの点検

•点検2-1と同様にメータユニットリード線をバッテリに接続す
る。

•可変抵抗器［A］を端子［7］およびバッテリ（－）端子に接続
する。

•燃料レベルゲージ［A］のセグメント数が、可変抵抗器の抵
抗値に合っていることを確認する。

可変抵抗器の抵抗 燃料レベルゲージ

5 Ω 8セグメント表示

60 Ω 1セグメント点滅

100 Ω すべてのセグメントが表示されない

燃料レベルゲージは60秒ごとに更新される。
ディスプレイが上記のとおり作動しない場合は、メータユニッ
トを交換する。
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点検2-5：水温メータの点検

•点検2-1と同様にメータユニットリード線をバッテリに接続す
る。

•可変抵抗器［A］を端子［11］および端子［12］に接続する。

•水温メータ［A］が可変抵抗器の抵抗値と合っていることを
確認する。

可変抵抗器の抵抗 水温メータ

30.00 kΩ 約0°C
10.74 kΩ 約25°C

ディスプレイが上記のとおり作動しない場合は、メータユニッ
トを交換する。

点検2-6：吸気温メータの点検

•点検2-1と同様にメータユニットリード線をバッテリに接続す
る。

•可変抵抗器［A］を端子［13］および端子［14］に接続する。
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•吸気温メータ［A］が可変抵抗器の抵抗値と合っていること
を確認する。

可変抵抗器の抵抗 吸気温メータ

30.00 kΩ 約0°C
10.74 kΩ 約25°C

ディスプレイが上記のとおり作動しない場合は、メータユニッ
トを交換する。
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マルチファンクションメータ回路図

1. メータユニット
2. ブザー
3. ジョイントコネクタQ（アース）
4. イグニションスイッチ
5. ジョイントコネクタP (12 V)
6. ジョイントコネクタR (12 V)
7. 燃料レベルセンサ（燃料ポンプ）
8. ジョイントコネクタT (12 V)
9. ECUメインリレー

10. システムリレー
11. ECU
12. ジョイントコネクタD (12 V)
13. ジョイントコネクタC (12 V)
14. ジョイントコネクタA (12 V)

15. ジョイントコネクタZ（アース）
16. ジョイントコネクタE（アース）
17. ジョイントコネクタJ（スピードセンサ信号）
18. 水温センサ（メータユニット用）
19. メインヒューズ20 A
20. ヒューズボックス1
21. バッテリ
22. スピードセンサ
23. ジョイントコネクタY（アース）
24. ジョイントコネクタS（アース）
25. ジョイントコネクタW (10 V)
26. 外気温センサ（メータユニット用）
27. JT1500Mモデル
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このウォータクラフトは盗難防止のためにイモビライザシステムを装着している。このシステムは、キーに
埋め込まれたトランスポンダとECUとの間でコード照合する方法で、盗難防止装置として機能する。コード
が合致しないと点火系統、インジェクタ、および燃料ポンプが作動せず、エンジンは始動しない。
要約

•キーを押した後、メータユニットで赤色警告灯（LED）とイモビライザ警告灯および以下の文字が点滅し、
ブザー音が鳴る場合は、イモビライザシステムに不具合があることを示している。
“Imb”-イモビライザアンプの故障（サービスコード：35）
“IgnI”-キー不適合コード（サービスコード：36）
サービスコードまたは文字を参照して問題のある部品を特定する。

•コードの入ったキー（FPOキー：緑色、SLOキー：黄色でSLOマーク付き）をすべて紛失した場合は、ECU
を交換しなくてはならない。

•イモビライザシステムは、ECUにユーザキーコードが登録されるまでは機能しない。

• ECUには一度に6個までのキーが登録できる。

操作上の注意
1. キーは、限界以上の高温に曝さないようにすること。
2. キーは、磁石のそばに近づけないこと。
3. キーの上に重いものを載せないこと。
4. プラスチックカバーを損傷しないこと。
5. キーを乱暴に扱わないこと。
6. 新しいキーをECUに登録するには、登録済のキーが1本必要である。
7. 両方の登録済キーを紛失した場合は、ECUを交換すること。

知識
イモビライザシステムでは電波を用いて交信するので、他の電波がたくさん使用されている環境では
キー識別エラーが発生するおそれがある。

キー登録
ケース1：ユーザキーを紛失したか、追加のスペアユーザキー
を入手した場合

知識
満充電のバッテリを用いる。

•新品のスペアユーザキーを準備する。

•バッテリカバーを取り外す（バッテリカバーの取り外し／取り
付けの項を参照）。

• イモビライザ／カワサキ故障診断システムのコネクタキャッ
プ［A］を取り外す。

•イモビライザ登録ユニット［A］とイモビキー登録アダプタ［B］
を接続する。

特殊工具 - イモビライザ登録ユニット：57001-1582

イモビキー登録アダプタ：57001-1746

ユーザキー1の仮登録

知識
他のユーザキーは、イグニションスイッチから離れたとこ
ろに置いておくこと。

•登録済みのキー（ユーザキー1）をイグニションスイッチに差
し込み、これを押す（2秒以内）。
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照合
ECUは以下を確認する。
イモビライザアンプから受信した信号が適切であること。
挿入したキーは登録されている。

ECU内のすべてのユーザキーコードを消去する。

•ユーザキー1は、ECUに問題なく仮登録されており、ECUは
キー登録モードを開始する。
赤色警告灯（LED）［A］が1回点滅し、1秒間止まる。このサ
イクルを繰り返す。

知識
初のサイクルのみ、ブザー［B］が鳴ると同時に赤色警

告灯（LED）が点滅する。
ユーザキー1の仮登録後、15秒以内に次のキーの登録
を行う。
ユーザキー1を仮登録してから15秒が経過すると、キー
登録モードは自動的に終了し、赤色警告灯（LED）が消灯
する。（本登録は終了していない。再度、ユーザキー1の
仮登録手を行う。）

照合エラー
赤色警告灯（LED）とイモビライザ警告灯および文字［A］が
点滅し、照合エラーが示される。ブザー［B］が鳴る。（以下
の不具合に関する説明を参照）
イモビライザアンプの不具合（サービスコード／文字-
35/Imb）

キーの照合エラー（サービスコード／文字- 36/IgnI）

ユーザキーn（2 ∼ 6）の仮登録

•ユーザキー1を取り外す。

•未登録のキー（ユーザキー2）を差し込み、これを押す（2秒
以内）。

知識
ユーザキーを仮登録した後でこのキーを2秒以上押すと、
イモビライザシステムはユーザキーの本登録に切り替わ
る（ユーザキーの本登録の項を参照）。
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照合
ECUは以下を確認する。
イモビライザアンプから受信した信号が適切であること。
挿入したキーは未登録である。
登録されたキーの数は6以下である。

•ユーザキー2は、ECUに問題なく仮登録された。
警告灯（LED）［A］が2回点滅し、1秒間止まる。このサイクル
を繰り返す。

知識
初のサイクルのみ、ブザー［B］が鳴ると同時に赤色警

告灯（LED）が点滅する。
前のキーの仮登録後、15秒以内に次のキーの登録を行
う。
前のキーを仮登録してから15秒が経過すると、キー登録
モードは自動的に終了し、赤色警告灯（LED）が消灯す
る。（本登録は終了していない。再度、ユーザキー1の仮
登録手を行う。）

照合エラー
赤色警告灯（LED）とイモビライザ警告灯および文字［A］が
点滅し、照合エラーが示される。ブザー［B］が鳴る。（以下
の不具合に関する説明を参照）
イモビライザアンプの不具合（サービスコード／文字-
35/Imb）

キーの照合エラー（サービスコード／文字- 36/IgnI）
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• さらに、4つのユーザキーの登録を行う。

知識
ECUには 大で6個までのキーコード（FPOキー×nとSLO
キー×n）を記憶する容量がある。

［赤色警告灯（LED）およびブザー］

赤色警告灯（LED）
の点滅および

ブザー音

赤色警告灯（LED）
消灯およびブザー

音の停止
備考

ユーザキー3 3回 1秒 反復

ユーザキー4 4回 1秒 反復

ユーザキー5 5回 1秒 反復

ユーザキー6 6回 1秒 反復

知識
初のサイクルのみ、ブザーが鳴ると同時に赤色警告灯

（LED）が点滅する。

ユーザキーの本登録

•前に仮登録したユーザキー（1 ∼ 6）を2秒以上押す。
ECUは以下を確認する。
イモビライザアンプから受信した信号が適切であること。
挿入したキーは直前に登録されたものである。

知識
差し込んだキーが直前に登録したものではない場合は、
キー登録モードが即座に終了する。（本登録は終了して
いない。再度、ユーザキー1の仮登録手を行う。）

•仮登録されたキーがECUに本登録された。
赤色警告灯（LED）［A］が1回1.5秒間点滅し、赤色警告灯
（LED）の点滅に連動してブザー［B］が1回鳴る。

•キー登録モードは自動的に終了する。

•キー登録ユニットを取り外し、イモビライザ／カワサキ故障
診断システムコネクタキャップを取り付ける。

知識
すべての登録済みユーザキーでエンジンを始動できるか
確認すること。
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スペアユーザキー登録のフローチャート
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ケース2：ECUに不具合があり、交換する場合

知識
満充電のバッテリを用いる。
イモビライザ登録ユニットは不要である。

•以下を準備する。
新品のECU［A］
使用中のFPOキー［B］（緑）
使用中のSLOキー［C］（黄、SLOマーク付き）

•交換する。
ECU（燃料系統（DFI）の章、ECUの取り外しと取り付けの
項を参照）

ユーザキー1の仮登録

知識
他のユーザキーは、イグニションスイッチから離れたとこ
ろに置いておくこと。

•使用中のキー（ユーザキー1）をイグニションスイッチに差し
込み、これを押す（2秒以内）。

照合
ECUは以下を確認する。
イモビライザアンプから受信した信号が適切であること。

•ユーザキー1は、ECUに問題なく仮登録されており、ECUは
キー登録モードを開始する。
赤色警告灯（LED）［A］が1回点滅し、1秒間止まる。このサ
イクルを繰り返す。

知識
初のサイクルのみ、ブザー［B］が鳴ると同時に赤色警

告灯（LED）が点滅する。
ユーザキー1の仮登録後、15秒以内に次のキーの登録
を行う。
ユーザキー1を仮登録してから15秒が経過すると、キー
登録モードは自動的に終了し、赤色警告灯（LED）が消灯
する。（本登録は終了していない。再度、ユーザキー1の
仮登録手を行う。）
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照合エラー
赤色警告灯（LED）とイモビライザ警告灯および文字［A］が
点滅し、照合エラーが示される。ブザー［B］が鳴る。（以下
の不具合に関する説明を参照）
イモビライザアンプの不具合（サービスコード／文字-
35/Imb）

キーの照合エラー（サービスコード／文字- 36/IgnI）

ユーザキー2の仮登録

•ユーザキー1を取り外す。

•ユーザキー2を差し込み、これを押す（2秒以内）。

知識
ユーザキーを仮登録した後でこのキーを2秒以上押すと、
イモビライザシステムはユーザキーの本登録に切り替わ
る（ユーザキーの本登録の項を参照）。

照合
ECUは以下を確認する。
イモビライザアンプから受信した信号が適切であること。
挿入したキーは未登録である。

•ユーザキー2は、ECUに問題なく仮登録された。
赤色警告灯（LED）［A］が2回点滅し、1秒間止まる。このサ
イクルを繰り返す。

知識
初のサイクルのみ、ブザー［B］が鳴ると同時に赤色警

告灯（LED）が点滅する。
前のキーを仮登録してから15秒が経過すると、キー登録
モードは自動的に終了し、赤色警告灯（LED）が消灯す
る。（本登録は終了していない。再度、ユーザキー1の仮
登録手を行う。）
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照合エラー
警告灯（LED）とイモビライザ警告灯および文字［A］が点滅
し、照合エラーが示される。ブザー［B］が鳴る。（以下の不
具合に関する説明を参照）
イモビライザアンプの不具合（サービスコード／文字-
35/Imb）

キーの照合エラー（サービスコード／文字- 36/IgnI）

ユーザキーの本登録

•ユーザキー2を2秒以上押す。
ECUは以下を確認する。
イモビライザアンプから受信した信号が適切であること。
挿入したキーはユーザキー2である。

知識
差し込んだキーがユーザキー2ではない場合は、キー登
録モードが即座に終了する。（本登録は終了していない。
再度、ユーザキー1の仮登録手を行う。）

•仮登録されたキーがECUに本登録された。
赤色警告灯（LED）［A］が1回1.5秒間点滅し、赤色警告灯
（LED）の点滅に連動してブザー［B］が1回鳴る。

•キー登録モードは自動的に終了する。

知識
すべての登録済みユーザキーでエンジンを始動できるか
確認すること。

ケース3：以下の両方のキーに不具合があるか、紛失した場
合。

FPOキー（緑色）
SLOキー（黄、SLOマーク付き）
要求されれば、以下が必要である。

知識
キーが差し込まれていない状態で登録モードを開始でき
ないので、ECUを新品と交換すること。
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イモビライザシステム

•新品のECU［A］、新品のFPOキー［B］および新品のSLO
キー［C］を準備する。

知識
イモビライザ登録ユニットは不要である。
キー登録の手順は、ECU交換での手順と同じである。

ケース4：イモビライザアンプ（イグニションスイッチ）を交換す
る。

•新品のイモビライザアンプ（イグニションスイッチ）を用意す
る。

•イモビライザシステム部品の交換の項を参照する。

知識
イモビライザ登録ユニットは不要である。
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イモビライザシステム

キーの初期登録のフローチャート
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イモビライザシステム

イモビライザシステム部品の交換
イモビライザアンプ（イグニションスイッチ）の交換

•ハンドルバーを一番前の位置へ動かす（JT1500L/M/P）。

•センタストレージのふたを取り外す（船体、エンジンフードの
章、センタストレージのふたの取り外し／取り付けの項を参
照）。

•取り外す。
プレート［A］
ボルト［B］とワッシャ

知識
イモビライザアンプ（イグニションスイッチ）のクリップナッ
ト［C］を落とさないよう注意する。

•フロントアクセスカバーを取り外す（船体、エンジンフードの
章、フロントアクセスカバーの取り外し／取り付けの項を参
照）。

• イモビライザアンプ（イグニションスイッチ）リード線コネクタ
［A］をはずす。

•イモビライザアンプ（イグニションスイッチ）リード線からグロ
メット［A］を取り外す。

•イモビライザアンプ（イグニションスイッチ）を取り外す。

•取り付けは取り外しの逆である。

知識
ステアリングケーブルおよびシャフトと干渉しないように、
イモビライザアンプ（イグニションスイッチ）リード線を通す。
イモビライザアンプ（イグニションスイッチ）の文字面が上
側を向くように取り付ける。

•プレートを新品と交換する。

ECUの交換

•燃料系統（DFI）の章、ECUの取り外し／取り付けの項を参
照する。
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イモビライザシステム

イモビライザ関連部品の交換表

不具合のある、または紛失した部品

FPOキー
（緑色）

SLOキー
（黄色）

イモビライ
ザアンプ

ECU

FPOキー（緑色） •
SLOキー（黄色） •
イモビライザ

アンプ •
*

ECU •
* 交換部品

• 主な交換部品

イモビライザシステムの点検

•燃料系統（DFI）の章、アンプ入力電圧の点検の項を参照
する。

•燃料系統（DFI）の章、ユーザキーの点検の項を参照する。
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イモビライザシステム

イモビライザシステム回路図

1. ジョイントコネクタP (12 V)
2. ジョイントコネクタR (12 V)
3. ジョイントコネクタT (12 V)
4. ECUメインリレー
5. システムリレー
6. ジョイントコネクタD (12 V)
7. ジョイントコネクタC (12 V)
8. ECU
9. ジョイントコネクタE（アース）

10. イモビライザ／カワサキ故障診断システムコネクタ
11. メインヒューズ20 A
12. ヒューズボックス1
13. バッテリ
14. ジョイントコネクタY（アース）
15. ジョイントコネクタS（アース）
16. メータユニット
17. ブザー
18. ジョイントコネクタQ（アース）
19. イグニションスイッチ（イモビライザアンプ）
20. ジョイントコネクタZ（アース、JT1500M）
21. ジョイントコネクタA (12 V、JT1500M)
*： JT1500Mモデル以外
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オーディオシステム(JT1500M)

注意

•オーディオシステムの損傷を防ぐため、高い水圧でオー
ディオシステム（オーディオスイッチパネルとスピーカ）
を洗浄しない。

•損傷防止のため、オーディオスイッチパネルをガソリン、
アルコール、ベンジン等の有機溶剤で拭かない。オー
ディオスイッチパネルの清掃には、水、または中性洗剤
を含ませた柔らかい布を使用し、清掃後よく乾燥させ
る。

オーディオユニットアッシの取り外し

•取り外す。
ステアリングカバー［A］（ステアリングの章、ステアリングカ
バーの取り外しの項を参照）

•はずす。
右スピーカコネクタ［B］（灰、2ピン）
左スピーカコネクタ［C］（黄、2ピン）
メインハーネスコネクタ［D］（緑、3ピン）

• クランプ［E］を開く。

•取り外す。
グロメット［F］
オーディオユニットアッシ［G］

注意

オーディオユニットアッシは分解すると防水性が低下する
ため、分解してはいけない。オーディオユニットアッシが
故障した場合は、アッシで交換する。

オーディオユニットアッシの取り付け

•取り付けは取り外しの逆である。

• リード線を正しく通す（付録の章、ケーブル、ワイヤ、ホース
の通し方の節を参照）。

•取り外した部品を取り付ける（該当する章を参照）。
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オーディオシステム(JT1500M)

スピーカユニットの取り外し

•取り外す。
スピーカ取り付けボルト［A］
スピーカユニット［B］

スピーカユニットをスピーカケースからはがして取り外す。

• コネクタ［A］をはずす。

•ガスケット［B］を取り外す。

•スピーカケース［A］を取り外すときには次の手順で行う。

•取り外す。
ナット［B］
プレート［C］
グロメット［D］
スピーカリード線［E］
ブラケット［F］
スピーカケース

スピーカユニットの取り付け

•スピーカケースを取り付けるときには次の手順で行う。

•液体ガスケットの塗布部分を高引火点溶剤（パーツクリーナ）
で清掃し、油脂分や汚れを取り除く。きれいな布で拭きとる。

•液体ガスケット［A］をスピーカケースに塗布する。

知識
液体ガスケットがはみ出ないようにする。
スピーカケースの合わせ面からはみ出た液体ガスケット
は拭き取っておく。
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オーディオシステム(JT1500M)

•ナット［A］を新品に交換する。

•取り付ける。
スピーカケース［B］
ブラケット［C］
プレート［D］
ナット
スピーカリード線［E］
グロメット［F］

•ガスケット［A］をスピーカユニット［B］に取り付ける。
ガスケットの矢印マーク［C］をカバー［E］の切欠き［D］に合
わせる。

•液体ガスケットの塗布部分を高引火点溶剤（パーツクリーナ）
で清掃し、油脂分や汚れを取り除く。きれいな布で拭きとる。

•液体ガスケット［A］をスピーカユニットのガスケットに塗布す
る。

知識
液体ガスケットがはみ出ないようにする。
スピーカケースの合わせ面からはみ出た液体ガスケット
は拭き取っておく。

• コネクタ［A］を接続する。

•矢印マーク［C］を下側に向けてスピーカアッシ［B］を取り付
ける。
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オーディオシステム(JT1500M)

•締め付け順［1 ∼ 4］に従って、スピーカ取り付けボルトを締
め付ける。

トルク - スピーカ取り付けボルト：3.9 N·m (0.40 kgf·m)

スピーカカバーの交換

•取り外す。
スピーカユニット（スピーカユニットの取り外しの項を参照）
スクリュ［A］（再使用するので廃却しないこと）
スピーカカバー［B］
スピーカ［C］

•新品のスピーカカバー［A］を取り付ける。
スピーカカバーの切欠き［B］をコネクタ［C］の側にする。

•スクリュ［D］を締め付ける。

知識
このスクリュはスピーカカバーの脱落を防止するための
ものであり、通常は取り外す必要はない。そのためスペ
アパーツとして販売されていない。このスクリュを取り外
した場合にはこれを再使用する。
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リレーアッシ

リレーアッシの取り外し

•フロントアクセスカバーを取り外す（船体、エンジンフードの
章、フロントアクセスカバーの取り外し／取り付けの項を参
照）。

•取り外す。
リレー取り付けボルト［A］
ECUメイン／ETVリレー［B］
燃料ポンプ／システムリレー［C］
オーディオリレー［D］
リベット［E］

• リレーアッシコネクタ［A］をはずす。

リレーアッシの取り付け

•取り付けは取り外しの逆である。

• リード線を正しく通す（付録の章、ケーブル、ワイヤ、ホース
の通し方の節を参照）。

• リレー取り付けボルトにネジロック剤を塗布する。

•締め付ける。

トルク - リレー取り付けボルト：2.5 N·m (0.25 kgf·m)

リレーアッシの点検

• リレーアッシを取り外す（リレーアッシの取り外しの項を参
照）。

•テスタと12 Vのバッテリ1個をリレーアッシに接続し、以下の
番号の端子間の導通を点検する。
測定値が標準値外であれば、リレーアッシを交換する。
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リレーアッシ

［リレーアッシ回路の点検（バッテリを接続していない時）］

テスタの接続 テスタの測定値（Ω）

3-4 ∞ECUメインリレー［A］
燃料ポンプリレー［A］
オーディオリレー［A］* 1-2 ∞**でない

7-8 ∞ETVリレー［B］
システムリレー［B］ 5-6 ∞**でない

*： JT1500Mモデル
**： 実際の測定値は使用するテスタによって異なる。

［リレーアッシ回路の点検（バッテリを接続した時）］

バッテリの接続

（＋） （－）
テスタの接続 テスタの測定値（Ω）

ECUメインリレー［A］
燃料ポンプリレー［A］
オーディオリレー［A］*

1-2 3-4 0

ETVリレー［B］
システムリレー［B］

5-6 7-8 0

(＋)： プラスリード線を接続する。
(－)： マイナスリード線を接続する。

*： JT1500Mモデル
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スイッチ

スイッチの点検

•テスタを使って、表の接続だけに導通があることを確認する。
ハンドルバーのスイッチについては、配線図の表を参照す
る。
スイッチが断線もしくはショートしていたら、修理するか新品
と交換する。

油圧警告灯スイッチの接続*

*： エンジン潤滑機構が正常な状態のとき
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ヒューズ

ヒューズの点検

•取り外す。
バッテリカバー（バッテリの取り外しの項を参照）
ヒューズボックス1［A］（メインヒューズ20 A）
ヒューズボックス2［B］（エレクトリックトリムコントロールリレー
ヒューズ）
ヒューズボックス3［C］（オーディオヒューズ10 A (JT1500M)）

• ヒューズエレメントを点検する。
切れていればヒューズを交換する。切れたヒューズを交換
する前に、必ずその回路の電流値を調べること。電流値が
ヒューズの定格と同じ、またはそれ以上であれば、配線や関
連部品を点検してショートしていないか調べる。
ハウジング［A］
ヒューズエレメント［B］
端子［C］
切れたエレメント［D］

注意

ヒューズ交換時は、必ずその回路に合った定格のものを
使う。容量の大きなものを取り付けると配線や関連部品
を損傷する。
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格納の準備

冬季など、ウォータクラフトを長期間使用しない場合には、
適切な保管が必要です。長期保管の前には、部品の欠落や
摩耗がないか点検して必要なら交換するとともに、各部に潤
滑防錆処理を施して、次に使用する時まで 良の状態に保っ
てください。

注意

ウォータクラフトは、長時間水上に停泊するように設計さ
れていません。長時間水上に停泊させると、船体塗装の
浮きやはがれの原因になります。また、ジェットポンプの
金属部の電解腐蝕を招き、寿命を縮める原因にもなりま
す。ウォータクラフトは、昼夜を通した停泊を避け、1日の
使用が終わるたびに陸上に引き揚げてください。これに
より、塗装の傷みや電解腐食を防ぎ、外観をきれいに保
ちます。

冷却系統

•冷却系統を洗浄する（定期点検整備の章、冷却系統の洗
浄の項を参照）。

ビルジ系統

•ビルジ系統を洗浄する（定期点検整備の章、ビルジ系統の
洗浄の項を参照）。プラスチック製ブリーザ取り付け部にホー
スを接続する前に、両ホース［A］から圧縮空気を吹き込み、
ビルジ系統から水を排出する。

エンジンオイル

•エンジンオイルを交換する（定期点検整備の章、エンジンオ
イルの交換の項を参照）。

燃料系統

警告

燃料は非常に引火性が高く、一定の条件下では火災や
爆発の可能性がある。火災や爆発を避けるため、イグニ
ションスイッチをOFFにする。バッテリ（－）ケーブルの端
子をはずす。作業はよく換気された場所で行い、付近に
火気がないことを確認すること。パイロットランプ付きの電
気製品も近くに置かない。燃料がこぼれた場合には、す
ぐに残らず拭きとること。

•サイフォンまたはポンプを使用して燃料タンクから燃料を完
全に抜き取る。
サイフォンホース［A］

知識
船尾を上方向に少し持ち上げ、燃料タンクの底にある燃
料が燃料フィルタの方へ流れるようにして、燃料タンクを
完全に空にする。
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格納の準備

•燃料ポンプを取り外す（燃料系統の章、燃料ポンプの取り
外しの項を参照）。

•燃料ポンプスクリーン［A］を清掃する（定期点検整備の章、
燃料ポンプスクリーンの清掃の項を参照）。

•燃料タンクに新しい燃料を約10 リットル注入する。

• イグニションキーをイグニションスイッチに差し込んでONに
する。

•エンジンストップコード（緊急エンジン停止用のコード）キー
をストップボタンに押し込んでエンジンを始動し、燃料系統
内の燃料がすべて新しい燃料になるまで15秒間運転する。
5分間の間隔をおいて、15秒間の運転を繰り返す。

注意

冷却水の供給なしにエンジンを15秒以上、特に高回転で
運転させると、エンジンや排気系統に重大な損傷を与え
る。エンジンの損傷を避けるため、充分な冷却水の供給
がない状態でエンジンを運転しないでください。

•ストップボタンからエンジンストップコード（緊急エンジン停止
用のコード）キーを引き抜き、イグニションキーを抜き取る。

•燃料タンクから燃料を完全に抜き取る。

•燃料タンク内での結露を防ぐため、燃料注入口キャップを
ゆるめたままにする。

エンジン

•シートを取り外す（船体、エンジンフードの章、シートの取り
外しの項を参照）。

•イグニションコイル一次リード線コネクタ［A］の接続を両方と
もはずす。

•スパークプラグを取り外す（定期点検整備の章、スパークプ
ラグの点検の項を参照）。

•浸透性防錆剤を各シリンダ内にスプレーする。

• イグニションキーをイグニションスイッチに差し込んでONに
する。

•エンジンストップコード（緊急エンジン停止用のコード）キー
をストップボタンに差し込む。スタートボタンを押してエンジン
を数回クランクし、シリンダ内面にオイルを行きわたらせる。

•ストップボタンからエンジンストップコード（緊急エンジン停止
用のコード）キーを引き抜き、イグニションキーを抜き取る。

•浸透性防錆剤をスパークプラグにスプレし、スパークプラグ
およびキャップを元どおりに取り付ける（定期点検整備の章、
スパークプラグの点検の項を参照）。

• #1、#4［A］と#2、#3［B］のコイルコネクタに留意しながら、イ
グニションコイルの一次側リード線コネクタを接続する。#1、
#4コイルコネクタには、メインハーネスからの赤／白リード線
および緑／青リード線が付いている。#2、#3コイルコネクタ
には、メインハーネスからの赤／白リード線および緑リード
線が付いている。
イグニションコイル#1、#4［C］
イグニションコイル#2、#3［D］

知識
この作業で発生するサービスコード（51および52）はECU
に記憶される。
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格納の準備

バッテリ

•ウォータクラフトを長期間保管する前には、バッテリを充電
し、マイナス側のリード線を取り外しておく。保管中も1か月
に1度は補充電を行うこと。

•バッテリを取り外す（電気系統の章、バッテリの取り外しの項
を参照）。

•重炭酸ナトリウム（重曹）の水溶液（水1カップに対して大さ
じ一杯の重炭酸ナトリウムを溶かした溶液）でバッテリ外部
を清掃する。水で完全にすすぎ落とす。

•バッテリ端子にグリースを塗布する。

•バッテリを湿気のない冷暗所に保管する。ただし、氷点下の
温度にバッテリをさらさないこと。

潤滑

•推奨手順に従って潤滑を行う（定期点検整備の章、潤滑の
項を参照）。

スーパーチャージャ

•推奨手順に従って防錆を行う（定期点検整備の章、スーパー
チャージロータの防錆の項を参照）。

•スーパーチャージャドライブベルトに摩耗／損傷がないか
目視点検する（定期点検整備の章、スーパーチャージャド
ライブベルトの摩耗／損傷の点検の項を参照）。

ジェットポンプベアリング／シール

注意

ウォータクラフトを長期間保管する前に、ジェットポンプベ
アリングとシールの整備を実施し、ジェットポンプ内に残っ
た水を抜いてください。水がポンプに残っていると、ジェッ
トポンプベアリングが腐食したり、早期破損の原因になり
ます。整備が不充分な場合、ジェットポンプベアリングが
破損し、エンジンの重大な損傷の原因となります。

•ポンプを清掃する（定期点検整備の章、ジェットポンプベア
リングおよびシールの点検の項を参照）。

清掃

•エンジンルームを水道水で洗浄し、船尾のドレンスクリュを抜
いて排水する。エンジンルームに残っている水を抜き取る。

注意

船体の洗浄は必ず、中性洗剤の水溶液を用いて行うこ
と。刺激の強い洗剤を使用すると、船体表面が傷んだり、
色があせるおそれがある。

•船体外面に良品質のワックスをかける。

•露出した金属部に浸透性防錆剤を軽くスプレする。

•シートを取り外す（船体、エンジンフードの章、シートの取り
外しの項を参照）、または厚さ10 mmのスペーサでシートを
持ち上げて換気を良くし、腐食を防止する。

•ウォータクラフトにカバーをかけ、清浄な、湿気のない場所
で保管する。
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格納後の使用

潤滑

•推奨手順に従って潤滑を行う（定期点検整備の章、潤滑の
項を参照）。

各部の点検

• スロットル、ステアリング、シフト機構などに固着がないか
チェックする。スロットルレバーは、手を離せば完全に元の
位置まで戻ること。

•スパークプラグを清掃し、ギャップを調整する（定期点検整
備の章、スパークプラグの点検の項を参照）。

•ラバーホースに亀裂やゆるみがないかどうかチェックする。

•船尾のドレンスクリュがゆるんでいないかどうかチェックする。

•バッテリを点検して必要なら充電し、端子を清掃する。バッ
テリを取り付ける（電気系統の章、バッテリの取り付けの項を
参照）。

燃料系統

•燃料ポンプスクリーンを点検し、必要なら清掃または交換す
る（定期点検整備の章、燃料ポンプスクリーンの清掃の項を
参照）。

警告

燃料は非常に引火性が高く、一定の条件下では火災や
爆発の可能性がある。火災や爆発を避けるため、イグニ
ションスイッチをOFFにする。バッテリ（－）ケーブルの端
子をはずす。作業はよく換気された場所で行い、付近に
火気がないことを確認すること。パイロットランプ付きの電
気製品も近くに置かない。燃料がこぼれた場合には、す
ぐに残らず拭きとること。

•燃料注入後、エンジン始動の前に、シートを後方に倒して
そのまま数分間おき、エンジンルームを換気する。

警告

気化したガソリンがエンジンルームにたまると、火災や爆
発の原因となることがあります。輸送したり、燃料を注入
した後では、エンジンを始動する前に備品入れのふたを
開け、シートを取り外して数分間換気してください。

•燃料の漏れがないか点検し、必要な場合は修理する。

•エンジンオイルレベルを確認し、必要な場合は指定オイル
を補充する。

スーパーチャージャ

•シートを取り外す（船体、エンジンフードの章、シートの取り
外しの項を参照）。

•イグニションコイル一次リード線コネクタ［A］を両方ともはず
す。
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格納後の使用

•スーパーチャージャドライブベルトカバーを取り外す（定期
点検整備の章、スーパーチャージャドライブベルトの摩耗／
損傷の点検の項を参照）。

•エンジンを数回クランクさせ、ドライブベルト［C］を介してエ
ンジンカップリング［A］とスーパーチャージャのプーリ［B］が
回転するか確認する。
ドライブベルトがスリップする場合、またはスーパーチャー
ジャのプーリが回転しない場合は、スーパーチャージャを点
検する（定期点検整備の章、スーパーチャージャドライブベ
ルトの摩耗／損傷の点検の項を参照）。

テスト航走（運転）

危険

排気ガスには、無色無臭の有毒ガスである一酸化炭素が
含まれている。排気ガスを吸い込むと、意識不明になっ
たり、死亡したりするおそれがある。閉め切った場所でエ
ンジンを運転しない。換気の良い場所で作業する。

•エンジンを始動し、15秒だけ運転する。燃料漏れ、オイル漏
れ、排ガス漏れがないかどうかチェックする。漏れがあれば
補修すること。

注意

冷却水の供給なしにエンジンを15秒以上、特に高回転で
運転させると、エンジンや排気系統に重大な損傷を与え
る。エンジンの損傷を避けるため、充分な冷却水の供給
がない状態でエンジンを運転しないでください。

•シートを取り付け、ロックされたことを確認する。
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16-2 付録

ケーブル、ワイヤ、ホースの通し方

冷却水ホース、エアダクト、ハーネスの通し方
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ケーブル、ワイヤ、ホースの通し方

1. インタクーラ
2. リリーフバルブ
3. オイルセパレータタンク
4. 吸気圧センサ
5. メインハーネスはスパークプラグリード線の下を通す。
6. ブリーザホース（オイルセパレータタンク ∼ エアボックス）
7. バイパスアウトレットホース
8. 燃料ホース（燃料ホースをエアバイパスダクトの上に通す。）
9. 油温センサ

10. メインハーネスをエンジンと冷却水ホースの間に通す。
11. クランプ
12. エアバイパスダクト（リリーフバルブ ∼ エアボックス）
13. エアバイパスダクト（ブローオフバルブ ∼ エアボックス）
14. メインハーネス（メインハーネスを燃料ホースの上に通す。）
15. 冷却水ホース（ポンプ ∼ インタクーラ）
16. パルスホース（リリーフバルブ ∼ スロットルボディアッシ）
17. ブローオフバルブ
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ケーブル、ワイヤ、ホースの通し方

吸気ダクトの通し方
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ケーブル、ワイヤ、ホースの通し方

1. スーパーチャージャ
2. 取り付けスクリュの位置は図のように右側にする。
3. 白色の矢印
4. インタクーラ
5. 取り付けスクリュの位置は図のように下側にする。
6. スロットルボディ
7. 水平面
8. 20°
9. 矢視A

10. 上から見た図
11. 船首側
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ケーブル、ワイヤ、ホースの通し方

エアバイパスシステムの通し方
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ケーブル、ワイヤ、ホースの通し方

1. ダクト（リリーフバルブ ∼ エアボックス）
2. ダクト（ブローオフバルブ ∼ エアボックス）
3. クランプ
4. パルスホース（リリーフバルブ ∼ スロットルボディアッシ）
5. リリーフバルブ
6. クランプ
7. クランプスクリュを上向きにする。
8. 矢印
9. 白色マーク

10. ブローオフバルブ
11. インタクーラ
12. エアボックスへ
13. 矢視A
14. 上から見た図
15. 船首側
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ケーブル、ワイヤ、ホースの通し方

エアボックス周りの通し方
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ケーブル、ワイヤ、ホースの通し方

1. クランプ（クランプスクリュを上向きにする。）
2. クランプ
3. 45°
4. 吸気ダクト
5. エアボックスブラケット
6. エアバイパスダクトをインテークマニホールドの下に通す。
7. 上から見た図
8. 右舷側から見た図
9. 矢視A

10. 船首側
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ケーブル、ワイヤ、ホースの通し方

オイルホース、冷却水ホースの通し方
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ケーブル、ワイヤ、ホースの通し方

1. 冷却水ホース（アウトプットカバー ∼ オイルクーラ）
2. 冷却水ホース（オイルカバー ∼ フロントシリンダヘッド）
3. 白色マーク
4. オイルセパレータホース（オイルセパレータタンク ∼ エアボックス）
5. オイルセパレータホース（オイルセパレータタンク ∼ シリンダヘッドカバー）
6. オイルセパレータホース（オイルセパレータタンク ∼ オイルパン）
7. リターンオイルホース（シリンダ ∼ オイルパン）
8. 矢印
9. 船首側

10. エアボックスへ
11. 上から見た図
12. 矢視A
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ケーブル、ワイヤ、ホースの通し方

冷却水ホース、オイルホースおよび配線の通し方
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ケーブル、ワイヤ、ホースの通し方

1. 冷却水ホース（オイルクーラ ∼ フロントシリンダヘッド）
2. ケーブル2本、センサリード線および冷却水ホースを、オイルパイプにバンドで固定する。
3. 冷却水ホース（アウトプットカバー ∼ オイルクーラ）
4. オイルフィルタ
5. オイルホース
6. オイルクーラ
7. スタータモータおよびバッテリ（－）ケーブルをバンドで固定する。
8. バッテリ（－）ケーブル
9. スタータモータケーブル

10. スタータモータ
11. オイルセパレータホース（オイルセパレータタンク ∼ オイルパン）
12. オイルセパレータホースと冷却水ホースをバンドで固定する。
13. リターンオイルホース（シリンダ ∼ オイルパン）
14. クランプ（クランプのつまみを上および後方に向ける。）
15. 保護チューブ
16. 20 ∼ 30 mm
17. クランプ（クランプのつまみを後方に向ける。）
18. 船首側
19. 右舷側から見た図
20. 船尾から見た図
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ケーブル、ワイヤ、ホースの通し方

冷却水ホースとオイルホースの通し方
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ケーブル、ワイヤ、ホースの通し方

1. 冷却水ホース（オイルクーラ ∼ フロントシリンダヘッド）
2. オイルセパレータホース（オイルセパレータタンク ∼ オイルパン）
3. リターンオイルホース（シリンダ ∼ オイルパン）
4. 冷却水ホース（オイルクーラ ∼ アウトプットカバー）
5. 船首側
6. 左舷側から見た図
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ケーブル、ワイヤ、ホースの通し方

冷却水ホースの通し方
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ケーブル、ワイヤ、ホースの通し方

冷却・ビルジ系統の章、分解図と流れ図を参照。
クランプスクリュの方向に注意して、図のようにクランプを取り付ける。
1. バイパスアウトレット
2. クランプ
3. ホルダ
4. バイパスアウトレットホース
5. エキゾーストマニホールド
6. 冷却水ホース（シリンダヘッド ∼ スーパーチャージャ）
7. 冷却水ホース（スーパーチャージャ ∼ ポンプ）
8. 冷却水ホース（マフラボディ ∼ エンジン洗浄ポート（黒色フィッティング））
9. 冷却水ホース（インタクーラ ∼ インタクーラ洗浄ポート（灰色フィッティング））

10. 保護チューブ
11. ポンプから
12. クランプスクリュが下および外側に向くように、クランプを位置付ける。
13. 冷却水ホース（ポンプ ∼ インタクーラ）
14. 冷却水ホース（ポンプ ∼ アウトプットカバー）
15. アウトプットカバー
16. マフラボディ
17. 冷却水ホース（アウトプットカバー ∼ オイルクーラ）
18. エンジン洗浄ポート（黒色フィッティング）へ
19. インタクーラ洗浄ポート（灰色フィッティング）へ
20. 矢視A
21. 矢視B
22. 上から見た図
23. 船首側
24. シリンダへ
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ケーブル、ワイヤ、ホースの通し方
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ケーブル、ワイヤ、ホースの通し方

1. エキゾーストマニホールド
2. エキゾーストパイプ
3. マフラボディ
4. フロントエキゾーストホース
5. クランプ（クランプヘッドを右舷側にする。）
6. ウォータボックスマフラ
7. 船首側
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ケーブル、ワイヤ、ホースの通し方
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ケーブル、ワイヤ、ホースの通し方

1. 右ウォータボックスマフラ
2. テールパイプ
3. 左リヤダクト
4. ビルジホース
5. 左ウォータボックスマフラ
6. ビルジフィルタ
7. ビルジブリーザ
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ケーブル、ワイヤ、ホースの通し方
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ケーブル、ワイヤ、ホースの通し方

1. 燃料ホース
2. 燃料ポンプ
3. クランプ
4. クランプスクリュは図の位置にする。
5. 40°
6. ホルダ
7. 船首側
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ケーブル、ワイヤ、ホースの通し方
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ケーブル、ワイヤ、ホースの通し方

1. 燃料ホース
2. メインハーネス
3. #1および#2のスパークプラグリード線をクランプで固定する。
4. #2および#3のスパークプラグリード線をクランプで固定する。
5. クランプ
6. #3および#4のスパークプラグリード線をクランプで固定する。
7. メインハーネスをクランプで固定する。
8. スピードセンサへ
9. バンド

10. カムシャフトポジションセンサコネクタと水温センサリード線をバンドで固定する。
11. #4スパークプラグリード線がエンジンのセンタラインに対して直角になるようにする。
12. #3スパークプラグリード線がエンジンのセンタラインに対して直角になるようにする。
13. #2スパークプラグリード線がエンジンのセンタラインに対して直角になるようにする。
14. 白テープ
15. #1スパークプラグリード線がエンジンのセンタラインに対して直角になるようにする。
16. 船首側
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ケーブル、ワイヤ、ホースの通し方
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ケーブル、ワイヤ、ホースの通し方

1. ダクトとステータコイルリード線をバンドで固定する。
2. 水温センサ
3. 吸気圧センサ
4. アクセルポジションセンサコネクタ
5. イグニションコイル
6. 転倒センサ
7. クランクシャフトセンサ
8. 油温センサ
9. 船首から見た図

10. 右舷側から見た図
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ケーブル、ワイヤ、ホースの通し方
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ケーブル、ワイヤ、ホースの通し方

1. スピードセンサリード線
2. バンド
3. スピードセンサリード線をエキゾーストホースの後ろ側に通す。
4. スピードセンサリード線をビルジホースの後ろ側に通す。
5. ビルジホース
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ケーブル、ワイヤ、ホースの通し方
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ケーブル、ワイヤ、ホースの通し方

1. クランクシャフトセンサリード線
2. グロメット
3. クランクシャフトセンサカバー
4. クランクシャフトセンサ
5. オルタネータカバー
6. ステータコイルリード線
7. ステータコイルリード線を保持するプレート：リード線をプレートとオルタネータカバーの間に挟まな

いこと。
8. ステータコイルリード線をオルタネータカバーのくぼみに沿って通す。
9. クランクケース

10. カップリング
11. アウトプットカバー
12. ステータコイルリード線をオルタネータカバーとアウトプットカバーの間に通す。リード線を挟まない

こと。
13. 上から見た図
14. 船尾から見た図
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ケーブル、ワイヤ、ホースの通し方
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ケーブル、ワイヤ、ホースの通し方

1. ECUメインリレー／ETVアクチュエータリレー
2. 燃料ポンプリレー／システムリレー
3. エレクトリックトリムコントロールリレー
4. ECU
5. エレクトリックトリムコントロールリレーリード線をブラケットの後ろ側に通す。
6. オーディオリレー
7. 船首から見た図
8. 左舷側から見た図
9. JT1500L/N/P

10. JT1500Mモデル
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ケーブル、ワイヤ、ホースの通し方
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ケーブル、ワイヤ、ホースの通し方

1. レギュレータ／レクチファイヤ
2. 転倒センサ
3. #1イグニションコイルリード線
4. #2イグニションコイルリード線
5. #3イグニションコイルリード線
6. #4イグニションコイルリード線
7. 上から見た図
8. 船尾から見た図
9. 黒リード線

10. 赤リード線
11. 矢視A
12. 船首側
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ケーブル、ワイヤ、ホースの通し方

JT1500Mモデル以外
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ケーブル、ワイヤ、ホースの通し方

1. バッテリ（－）ケーブル
2. コネクタ（黒）
3. スタータリレーケーブル
4. スタータリレーリード線コネクタ
5. イモビライザ／カワサキ故障診断システムコネクタ
6. リード線にハーネステープを巻く。
7. ヒューズケース
8. スタータリレー
9. バッテリ（＋）ケーブルをスタータリレーブラケットで固定する。

10. コネクタ（灰）
11. バッテリ（＋）ケーブル
12. バッテリ
13. バッテリバンド
14. ケーブルおよびリード線をバッテリ後ろ側とバンドの間に通す。
15. 上から見た図
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ケーブル、ワイヤ、ホースの通し方

JT1500Mモデル
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ケーブル、ワイヤ、ホースの通し方

1. バッテリ（－）ケーブル
2. スタータリレーケーブル
3. スタータリレーリード線コネクタ
4. イモビライザ／カワサキ故障診断システムコネクタ
5. リード線に黒テープを巻く。
6. ヒューズケース
7. スタータリレー
8. バッテリ（＋）ケーブルをスタータリレーブラケットで固定する。
9. 灰色のコネクタを互いに接続する。

10. バッテリ（＋）ケーブル
11. バッテリバンド
12. バッテリ
13. スタータリレーケーブルおよびリード線をバッテリ後ろ側とバンドの間に通す。
14. 黒色のコネクタを互いに接続する。
15. サブハーネス（メインハーネスへ）
16. オーディオヒューズ10 A
17. 上から見た図
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ケーブル、ワイヤ、ホースの通し方
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ケーブル、ワイヤ、ホースの通し方

1. スロットルケーブル
2. 外気温センサリード線／左ハンドルバースイッチリード線
3. メータユニットリード線（黄コネクタ）
4. 燃料ベントホース
5. メータユニットリード線（黒／緑コネクタ）
6. メータユニットリード線（青コネクタ）
7. 左ハンドルバースイッチリード線
8. ブザーリード線／右ハンドルバースイッチリード線
9. 45°（グロメットのスロットルケーブル用穴の中心をこの範囲内に収める。）

10. バンド
11. 右ハンドルバースイッチリード線
12. 左ハンドルバースイッチリード線
13. 保護チューブ
14. スロットルケーブル
15. 外気温センサ
16. ブザー
17. 60 mm（ステアリングホルダ平坦部からのハーネスの長さ）
18. JT1500L/P
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ケーブル、ワイヤ、ホースの通し方

JT1500Mモデル
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ケーブル、ワイヤ、ホースの通し方

1. バンド
2. 右ハンドルバースイッチリード線
3. 左ハンドルバースイッチリード線
4. 保護チューブ
5. USBコネクタおよびAUXコネクタへ
6. メインハーネスコネクタ、右スピーカコネクタおよび左スピーカコネクタへ
7. 外気温センサ
8. ブザー
9. スロットルケーブル

10. AUXコネクタ
11. USBコネクタ
12. 右スピーカコネクタ（灰）
13. 左スピーカコネクタ（黄）
14. メインハーネスコネクタ
15. クランプ（AUX/USBコネクタリード線を固定）
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ケーブル、ワイヤ、ホースの通し方

JT1500N
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ケーブル、ワイヤ、ホースの通し方

1. クランプ
2. バンドの端を左側にする。
3. バンド（ハンドルバースイッチリード線とスロットルケーブルを固定）
4. 右ハンドルバースイッチリード線
5. スロットルケーブル
6. 5 mm
7. 外気温センサ
8. ブザーの平坦部を図の位置にする。
9. ダンパの開き側を図の位置にする。

10. ブザー
11. 右ハンドルバーリード線をブラケットの右側に通す。
12. 左ハンドルバーリード線をブラケットの左側に通す。
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ケーブル、ワイヤ、ホースの通し方

1. スロットルケーブル
2. 外気温センサリード線（外気温センサリード線はスロットルケーブルの外側を通す。）
3. ブザーリード線（ブザーリード線はスロットルケーブルと外気温センサリード線の間を通す。）
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ケーブル、ワイヤ、ホースの通し方

1. トリムコントロールケーブル
2. エレクトリックトリムコントロールアクチュエータリード線
3. エレクトリックトリムコントロールアクチュエータ
4. バンド（このバンドはアクチュエータ突起部分の前側にかける。）
5. バンド（このバンドはアクチュエータ突起部分にかける。）
6. フロート
7. グロメット（このグロメットにエレクトリックトリムコントロールアクチュエータリード線を通す。）
8. クランプ
9. バウアイ
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知識
DFIトラブルシューティングガイドについては、
燃料系統（DFI）の章を参照する。
このガイドは、以下の故障の原因すべてを漏
れなく記載したものではない。一般的な故障
の場合に、原因を突き止めるためのおおまか
な指針である。

エンジンの始動が不能または困難
スタータモータが回らない
スタータモータの故障（ブラシの摩耗）
バッテリあがり
スタータリレーの接触不良または作動不良
スタートボタンの接触不良
配線の断線またはショート
イグニションスイッチの故障
エンジンストップスイッチの故障
ヒューズの切れ
イモビライザシステムの故障

スタータモータは回転するが、エンジンが回転
しない
リダクションギアの故障
転倒センサ（DFI）の脱落

エンジンが回転しない
スーパーチャージャロータの固着
バルブの焼き付き
バルブリフタの焼き付き
シリンダ、ピストンの焼き付き
クランクシャフトの焼き付き
コンロッド小端の焼き付き
コンロッド大端の焼き付き
カムシャフトの焼き付き

ガソリンが流れない
燃料タンクに燃料が入っていない
燃料タンクエアベントの詰まり
燃料ポンプスクリーンまたは燃料フィルタ、あ
るいはその両方の詰まり

燃料インジェクタの故障
燃料ラインの詰まり

燃料過多
始動方法に問題がある（オーバフローした場
合、スロットルを全開にしてエンジンをクラン
クさせてはいけない。これは、DFIが自動的
に燃料の供給量を増加させるため、燃料過
多の状態を悪化させる。

火花が飛ばない；火花が弱い
イグニションコイルの不良
転倒センサ（DFI）の脱落
転倒センサの故障
イグニションスイッチが入っていない／エン
ジンストップコード（緊急エンジン停止用の
コード）キーがストップボタンに差し込まれ
ていない

バッテリあがり
スパークプラグの汚れ、破損または調整不良
イグニションコイルの短絡、接触不良
イグニションコイルの故障

スパークプラグの不適
スパークプラグキャップの故障
スパークプラグキャップの短絡、接触不良
ECU内のICイグナイタの故障
カムシャフトポジションセンサの故障
クランクシャフトセンサの故障
配線のショートまたは断線
ヒューズの切れ

混合気が不適当
空気通路の詰まり
エアフィルタのシール不良
エアバイパスシステム（リリーフバルブ、ブロー
オフバルブ）の動作不良

燃料インジェクタの故障
燃料に水または異物が混入
スロットルセンサの故障
燃料圧力が低下している可能性がある
燃料ポンプの故障
吸気圧センサの故障
吸気温センサの故障
水温センサの故障
クランクシャフトセンサの故障

圧縮圧力が低い
スパークプラグのゆるみ
シリンダヘッドの締め付け不良
バルブクリアランス不足
シリンダ、ピストンの摩耗
ピストンリングの不良（摩耗、へたり、破損また
は膠着）

ピストンリング／溝のすき間過剰
シリンダヘッドガスケットの損傷
シリンダヘッドの歪み
バルブスプリングの破損またはへたり
バルブによるシールの不良（バルブの曲り、
摩耗または当たり面のカーボン堆積）

低回転時の出力不足
火花が弱い
バッテリあがり
スパークプラグの汚れ、破損または調整不良
イグニションコイルの短絡、接触不良
イグニションコイルの故障
スパークプラグの不適
スパークプラグキャップの故障
スパークプラグキャップの短絡、接触不良
ECU内のICイグナイタの故障
カムシャフトポジションセンサの故障
クランクシャフトセンサの故障

混合気が不適当
空気通路の詰まり
エアフィルタのシール不良
エアバイパスシステム（リリーフバルブ、ブロー
オフバルブ）の動作不良

燃料タンクエアベントの詰まり
燃料ポンプの故障
吸気ダクトのゆるみ
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燃料ポンプスクリーンまたは燃料フィルタ、あ
るいはその両方の詰まり

スロットルボディアッシのゆるみ
スロットルボディアッシガスケットの損傷
燃料ラインの詰まり
吸気圧センサの故障
吸気温センサの故障

エンストしやすい
燃料ポンプの故障
燃料インジェクタの故障
スロットルセンサの故障
カムシャフトポジションセンサの故障
燃料圧力が低過ぎるまたは高過ぎる
吸気圧センサの故障
水温センサの故障
吸気温センサの故障
燃料ラインの詰まり
クランクシャフトセンサの故障
イグニションコイルの故障

圧縮圧力が低い
スパークプラグのゆるみ
シリンダヘッドの締め付け不良
バルブクリアランス不足
シリンダ、ピストンの摩耗
ピストンリングの不良（摩耗、へたり、破損また
は膠着）

ピストンリング／溝のすき間過剰
シリンダヘッドの歪み
シリンダヘッドガスケットの損傷
バルブスプリングの破損またはへたり
バルブによるシールの不良（バルブの曲り、
摩耗または当たり面のカーボン堆積）

加速が鈍い
燃料圧力が低過ぎる
燃料ラインの詰まり
燃料ポンプの故障
燃料インジェクタの故障
吸気温センサの故障
スロットルセンサの故障
水温センサの故障
吸気圧センサの故障
燃料インジェクタコネクタのゆるみ
クランクシャフトセンサの故障
イグニションコイルの故障
バッテリ（－）リード線またはエンジンアース
リード線のゆるみ

加速の不調
燃料圧力が低過ぎる
燃料に水または異物が混入
燃料フィルタまたはポンプスクリーンの詰まり
燃料ポンプの故障
燃料インジェクタの故障
吸気温センサの故障
水温センサの故障
イグニションコイルの故障
エンジンオイルレベルが高過ぎる。
スパークプラグの汚れ、破損または調整不良

スーパーチャージャの動作不良（ベルトの不
具合、ダクトの損傷）

加速が遅れる
燃料圧力が低過ぎる
燃料インジェクタの故障
スロットルセンサの不良
水温センサの故障
吸気圧センサの故障

サージング
燃料圧力が不安定
燃料インジェクタの故障
水温センサの故障

減速時のバックファイヤ
スパークプラグの汚れ、破損または調整不良
燃料圧力が低過ぎる
燃料ポンプの故障
スロットルセンサの故障
吸気温センサの故障
水温センサの故障
吸気圧センサの故障

アフタファイヤ
クランクシャフトセンサの故障
スパークプラグの焼け、ギャップの調整不良
吸気温センサの故障
水温センサの故障
吸気圧センサの故障
燃料インジェクタの故障

自己点火（ディーゼリング）
イグニションスイッチの故障
エンジンストップスイッチの故障
燃料インジェクタの故障
バッテリ（－）リード線またはECUアースリード
線のゆるみ

バルブの当たり面にカーボンが堆積している
エンジンのオーバヒート

その他
ECU内のICイグナイタの故障
エンジンオイル粘度が高過ぎる。
エンジンのオーバヒート
DFIの故障と復旧が断続する

高回転時のエンジン不調、出力不足
失火する
スパークプラグの汚れ、破損または調整不良
イグニションコイルの短絡、接触不良
イグニションコイルの故障
スパークプラグの不適
スパークプラグキャップの故障
スパークプラグキャップの短絡または接触不
良

カムシャフトポジションセンサの故障
ECU内のICイグナイタの故障
クランクシャフトセンサの故障

混合気が不適当
エアフィルタのシール不良
エアフィルタのOリングの損傷
吸気ダクトのゆるみ
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燃料に水または異物が混入
燃料タンクエアベントの詰まり
燃料ラインの詰まり
燃料ポンプの故障（DFI）
燃料インジェクタの詰まり
スロットルボディアッシのゆるみ
スロットルボディアッシガスケットの損傷
燃料ラインの詰まり
燃料ポンプの動作が間欠的
吸気温センサの故障
スロットルセンサの故障
吸気圧センサの故障

圧縮圧力が低い
スパークプラグのゆるみ
シリンダヘッドの締め付け不良
バルブクリアランス不足
シリンダ、ピストンの摩耗
ピストンリングの不良（摩耗、へたり、破損また
は膠着）

ピストンリング／溝のすき間過剰
シリンダヘッドガスケットの損傷
シリンダヘッドの歪み
バルブスプリングの破損またはへたり
バルブのあたり不良（バルブの曲り、摩耗また
は当たり面のカーボン堆積）

ノッキング
燃焼室のカーボン堆積
燃料の品質不良または不適
スパークプラグの不適
ECU内のICイグナイタの故障
カムシャフトポジションセンサの故障
クランクシャフトセンサの故障
イグニションコイルの故障
吸気温センサの故障

その他
スロットルバルブが全開しない
エンジンのオーバヒート
エンジンオイルレベルが高過ぎる。
エンジンオイル粘度が高過ぎる。
カムシャフトカムの摩耗

オーバヒート
失火する
スパークプラグの汚れ、破損または調整不良
スパークプラグの不適
ECU内のICイグナイタの故障

混合気が不適当
吸気ダクトのゆるみ
エアフィルタのシール不良
エアフィルタのOリングの損傷

圧縮圧力が高い
燃焼室のカーボン堆積

運転負荷過大
エンジンオイルレベルが高過ぎる。
エンジンオイル粘度が高過ぎる。

潤滑が不充分
エンジンオイルレベルが低過ぎる

エンジンオイルの品質不良または不適
オイルクーラの不良
オイルクーラの詰まり
サーモスタットの故障

センサの不良
水温センサの破損

オーバクール
センサの不良
水温センサの破損

エンジン異音
ノッキング
ECU内のICイグナイタの故障
燃焼室のカーボン堆積
燃料の品質不良または不適
スパークプラグの不適
オーバヒート

ピストンスラップ音
シリンダ／ピストンのすき間が過剰
シリンダ、ピストンの摩耗
コンロッドの曲り
ピストンピン、ピストンピン穴の摩耗

バルブ異音
バルブのすき間が不適当
バルブスプリングの破損またはへたり
カムシャフトベアリングの摩耗
バルブリフタの摩耗

その他の異音
コンロッド小端のすき間過剰
コンロッド大端のすき間過剰
ピストンリング／溝のすき間過剰
ピストンリングの摩耗、破損または固着
ピストンリング溝の摩耗
ピストンの焼き付き、損傷
シリンダヘッドガスケットの漏れ
クランクシャフトの振れが大き過ぎる
エンジン取り付け部のゆるみ
クランクシャフトベアリングの摩耗
カムシャフトチェーンテンショナの故障
カムシャフトチェーン、スプロケット、ガイドの
摩耗

オルタネータロータのゆるみ

油圧警告灯が点灯
オイルポンプの損傷
オイルスクリーンの詰まり
オイルフィルタの詰まり
エンジンオイルレベルが低過ぎる
エンジンオイル粘度が低過ぎる
カムシャフトベアリングの摩耗
クランクシャフトベアリングの摩耗
油圧警告灯スイッチの損傷
配線不良
クランクケースのオイル通路のOリングの損傷



付録 16-51

トラブルシューティングガイド

バッテリの故障
放電状態にある
充電不足
バッテリの不良（端子電圧が低過ぎる）
バッテリケーブルの接触不良
オルタネータの故障
配線不良
レギュレータ／レクチファイヤの故障

過充電状態にある
オルタネータの故障
レギュレータ／レクチファイヤの故障
バッテリの不良

エンジンの調子は正常だが性能が低下
ジェットポンプ
取り入れ口の障害
インペラまたはポンプケースの損害
インペラとポンプケース間のクリアランスが過
大

操縦性が悪化（ステアリングに故障があ
ると危険なので、ジェットスキーARKに点
検を依頼すること）
ハンドルバーが重い
ステアリングの調整不良
ブッシュの損傷または亀裂
ステアリングシャフトの曲がり
ステアリングピボットの潤滑不足
ステアリングケーブルの損傷または取り回し
が不適切

スローダウンモードが働く
冷却水が高温になっている
ジェットポンプ内のゴミ
冷却水ラインの詰まり

油圧低下
オイルレベル低下
エンジンオイルの品質不良

水温センサの動作不良、配線の断線または短
絡
転倒センサの動作不良、配線の断線または短
絡
油温センサが高温になっている
オイルレベル低下
オイルポンプの機能不全
リリーフバルブの故障
ジェットポンプ内のゴミ
冷却水ラインの詰まり
サーモスタットの故障

油温センサの動作不良、配線の断線または短
絡
吸気温度が高い。
吸気温センサの故障

吸気温センサの故障、配線の断線または短絡。
ノッキング
ノックセンサの故障
燃焼室のカーボン堆積
燃料の品質不良または不適
スパークプラグの不適
ECU内のICイグナイタの故障
カムシャフトポジションセンサの故障
クランクシャフトセンサの故障
イグニションコイルの故障
吸気温センサの故障
エンジン取り付けボルトのゆるみ
ジェットポンプ内のゴミ
ドライブシャフトのアライメント不良

ノックセンサの故障、配線の断線または短絡

オーディオシステムの故障（JT1500M）
オーディオシステムの電源が入らない。
オーディオユニットに電源がきていない。
バッテリあがり
ヒューズの切れ
オーディオユニットの故障
スピーカの故障

オーディオシステムの動作不良、配線の断線
または短絡



収 録 機 種

年度 通称名 機種 船体番号

2014
JET SKI®

ULTRA 310X
JT1500LE US-KAW60001□□14 ∼

2014
JET SKI®

ULTRA 310LX
JT1500ME US-KAW70001□□14 ∼

2014
JET SKI®

ULTRA 310R
JT1500NE US-KAW80001□□14 ∼

2014
JET SKI®

ULTRA 310X
JT1500PE US-KAW90001□□14 ∼

□ :船体番号の中のこの番号は船体ごとに異なる。

Part No.99925-1263-01
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