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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、まず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示してい
ます。

4. 本書では、正しい取り扱い方法及び点検・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。

警告

取り扱いを誤った場合、死亡または重大な障
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。

要点
作業を正しく行うためのポイントを示してい
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、あらかじめご了承下さい。

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
いで下さい、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。
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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下さい。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下さい。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。

次のことに特に注意してください。
(1) 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、ウォーター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、特に高回転で回転させないでください。エンジンや排気系
統に重大な損傷を与えます。

(2) 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、ウォータークラフトは補助冷却

ではなく、常に水上で操作してください。

JS800-A1：

クランプをゆるめて、キャップ［A］を取り外します。
水道のホース［B］をホース取り付け口に接続します（上図を参照）。

JS800-A2 ∼ ：
図のような水道のホース［A］とホースアダプタ［B］を用意
します。

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
ホースアダプタは部品として同梱されています。

洗浄キャップ［A］を取り外します。
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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］にねじ込みます。
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］で固定します。

•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
ジンを止めます。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

冷却水の供給が不十分な場合には、エンジンおよび排気系統がオーバーヒートし、重大な損傷が発
生します。また逆に、冷却水の供給が過剰になると、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。
ウォータークラフトは必ず左側に傾けてください。右側に傾けると、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。

(3) ほこり
部品の取り外しや分解の前にウォータークラフトを清掃してください。砂等がエンジンやキャブレー

ターその他の部品に入ると、ウォータークラフトの寿命を短くします。同様に、新しい部品を取り付け
る場合は、ほこりや金属紛をよく落としてください。

(4) バッテリアース線
部品の取り外しや分解の前に、バッテリアース線（－）をバッテリ端子から外して下さい。これは、作

業中に不用意にエンジンが回転すること、電装部品のリード線を取り外す際のスパークの発生、およ
び電気部品の損傷を防止するためです。取り付けの際には、まずプラスケーブル線をバッテリのプ
ラス（＋）端子に接続してください。

(5) 取り付け、組み立て
取り付けや組み立ては、一般に取り外しや分解の手順を逆に行います。ただし、サービスマニュアル

に取り付けまたは組み立て手順が記述されている場合は、それに従って下さい。取り外しや分解の際
には、あとで同様に取り付けまたは組み立てられるように、各部品の位置とケーブルやリード線やホー
スの経路を覚えておいて下さい。可能な限り、位置と経路に印をつけて記録することを推奨します。

(6) 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示されているボルト・ナット・スクリュ等は必ずその順序

を守って締め付けて下さい。部品をボルト・ナット・スクリュで取り付ける場合は、まずすべてのボルト・
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下さい。逆に部品を外す場合には、その部品のすべての取り付けボ
ルト・ナット・スクリュをまず1/4回転戻してから外します。
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作業を始める前に

(7) 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
用して下さい。

(8) 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、原因を調べて下さい。叩く必要がある場合には、プラスチッ
クハンマで軽く叩きます。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&シール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。

(9) エッジ
鋭いエッジを持った部品を取り扱う場合、思わぬ不注意で怪我をすることがあります。特にエンジ

ンを大きな部品単位で分解・組み立てする時によく注意し、エンジンを持ち上げたり裏返す時には、
厚手のきれいな布を使用します。

(10) 高引火点溶剤
火災事故の防止のために、溶剤は引火しにくいものを使うようにお勧めします。溶剤の使用にあたっ

ては、メーカーの指示や容器に記載の指示を常に守ってください。
(11) ガスケット、Oリング

分解の際には、ガスケット、あるいはOリングを新品に交換してください。ガスケット類やOリングの合わ
せ面についている異物はきれいに取り去って、オイル漏れや圧縮漏れのない滑らかな表面にします。

(12) 液体ガスケット、ネジロック剤
液体ガスケット、ネジロック剤を塗布する前に、各部分の塗布面を清掃して下さい。液体ガスケット

やネジロック剤を塗り過ぎないように注意して下さい。はみ出した液体ガスケットやネジロック剤は、オ
イル通路等をふさいでエンジンに重大な損傷を与える原因になります。

(13) 圧入
オイルシールやグリースシールのように、組み立て等にプレスあるいは圧入工具を用いて部品を圧

入する際には、2つの部品のはめ合い部分にオイルを少量塗布し、無理なくスムーズに圧入します。
(14) ボールベアリング

どうしても必要な場合を除いて、ボールベアリングを外さないで下さい。外したボールベアリングは
新品と交換します。ベアリングは、メーカー名とサイズを外側に向けて、適切なドライバを使い均等な
力を加えて取り付けます。圧力は圧入部分に接する溝の端にのみ加え、基部に対して均等に圧入
して下さい。

(15) オイルシール、グリースシール
オイルシールやグリースシールは、一度はがすと再利用はできないので、必ず新品に交換して下さ

い。オイルシールやグリースシールは適切な工具で均等な力を端面に加えて圧入し、特に指示がな
い限りシール側面が孔と面一になるように取り付けてください。メーカーのマークがあるオイルシール
やグリースシールを圧入する場合、マーク面を外側にして圧入します。

(16) サークリップ、リテーニングリング、割りピン
サークリップやリテーニングリングを取り付ける時は、合い口の開閉を必要 小限にしなければなり

ません。サークリップの面取り側を装填面に向けて取り付けます。
サークリップ、リテーニングリング、割りピンは取り外すときに弱くなったり、変形したりしますので、

必ず新しい部品と交換して下さい。古いものを取り付けると、ウォータクラフトの運転中に外れて、重
大な事故を引き起こすおそれがあります。

(17) 潤滑
一般的に、エンジンの摩耗は暖気運転中各部の摺動面にまだ潤滑剤の被膜が充分に形成されて

いない間が 大となります。組み立て時には、オイルをふき取った摺動面および軸受部に、必ずオイ
ルを塗布して下さい。古いグリースや汚れたオイルは潤滑機能の喪失や混入した異物による研磨作
用が働く恐れがあるので、必ずふき取って新しいグリースあるいは新しいオイルと交換します。オイル
やグリースに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になります。

(18) 交換部品
交換するように示されている場合、その部品を取り外したら必ず新品と交換して下さい。
交換部品は、いったん外されると元々の機能が損傷したり失われます。したがって、このような交換

部品を取り外したら、必ず新しいものと交換して下さい。前述のガスケット、Oリング、ボールベアリン
グ、グリースシール、オイルシール、サークリップ、割りピンは、文章中にその記述はありませんが、こ
れらも交換部品です。
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(19) 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
が入っている線を示し、赤／黄の場合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。

2色リード線

(20) 点検
部品を分解したら、次の状況または損傷について部品の目視点検を行います。部品の状態に疑

いがある場合は、新品と交換して下さい。

摩滅 ひび 硬化 ゆがみ

湾曲 へこみ 傷 摩耗

変色 劣化 焼き付き

(21) サービスデータ
サービスデータの項目は次のように定義されます。
「標準値」は、新品の部品またはシステムのサイズあるいは性能を示します。
「使用限度」は、使用可能な限界値を示しています。測定によって過度の消耗または性能の劣化が

見られる場合、損傷した部品を新しいものと交換して下さい。
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概観図

JS800-A1左側

JS800-A1右側
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主要諸元

項目 JS800-A1 ∼ A3、A6F ∼ A8F、ABF

エンジン

形式 2ストローク、2気筒、クランクケースリードバルブ、水冷

排気量 781 ｃm³
内径×行程 82 × 74 mm

圧縮比 7.2：1

高出力 58.85 kW (80 PS) @6 250 r/min (rpm)

大トルク 94.2 N·m (9.6 kgf·m) @5 750 r/min (rpm)

点火方式 CDI（デジタル）

潤滑方式 ガソリン・オイル混合、混合比60：1

キャブレタ ミクニBN40-38 × 2

始動方式 スタータモータ

スパークプラグ：

タイプ NGK BR8ES

ギャップ 0.7 ∼ 0.8 mm

端子形状 一体型端子

点火時期 13°上死点前@1 250 r/min ∼ 20.2° 上死点前@4 000 r/min (rpm)

キャブレタ：

アイドルスピード 1 250 ±100 r/min (rpm)－水上 1 700 ±100 r/min (rpm)－陸上

圧縮圧力 892 ∼ 1 373 kPa (9.1 ∼ 14 kgf/cm2) @490 r/min (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 3 100 N (317 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 3.2 m

†燃料消費量 32 L/h（フルスロットル運転時）

†航続距離 40 km（フルスロットル運転時）

†航続時間 32分

寸法・重量

全長 2 300 mm

全幅 730 mm

全高 735 mm

乾燥重量（質量） 159 kg（JS800-A1 ∼ A3、A6F ∼ A8F）

整備質量 180 kg（JS800AAF ∼ ABF）

燃料タンク容量 17 L（予備3 L含む）

エンジンオイル

タイプ カワサキ純正2サイクルオイル
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主要諸元

項目 JS800-A1 ∼ A3、A6F ∼ A8F、ABF

電装品

バッテリ 12 V 18 Ah

ジェネレータ 高出力 6.6 A/14 V @6 000 r/min (rpm)

†： 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。

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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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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国際単位［SI］

5.主要単位と換算係数（一部抜粋）

（1）空間及び時間 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）周期現象及び関連現象

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

回転速さ、回転数 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） 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）電気及び磁気

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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国際単位［SI］

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

排気量及び容量 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

点検時期

点検項目

初の10
時間

25時間毎
100時間

毎
参照
ページ

キャブレタの調整 • 2-7

燃料フィルタスクリーンの清掃 • 2-9

燃料ベントチェックバルブの点検 • 2-10

フレームアレスタの点検、清掃 • 2-11

キャブレタスロットルシャフトスプリングの点検（必要ならキャブ
レタの交換） • 2-12

カップリングダンパの点検、交換 • 2-13

冷却系統の洗浄（海上での使用毎） • 2-13

ビルジラインとフィルタの洗浄 • 2-15

インペラブレードの損傷を点検（要取り外し） • 2-15

ジェットポンプベアリングとシールの潤滑（必要ならベアリング
とシールの点検、交換）

初の20時間それ以降は50時
間または年どちらか早い方

2-15

ステアリングケーブルの点検 • 2-16

ハンドルバーピボットの潤滑（要分解） • 2-16

船体ドレンプラグの点検（必要なら交換） 50時間毎 2-17

バッテリ充電状態の点検 • 2-17

バッテリ端子の点検 • 2-18

スパークプラグの清掃とギャップ調整（必要なら交換） • 2-18

キャブレタ部のスロットルケーブル取り付け部とチョークケー
ブル取り付け部の潤滑 • 2-19

チョークケーブルとスロットルケーブル及びスロットルケース部
のスロットルケーブル取り付け部の潤滑 • 2-19

ステアリングケーブルのボール継ぎ手部とステアリングノズル
のピボットの潤滑 • 2-20

ホース、クランプ、ナット、ボルト類の点検 • • 2-21

燃料ホースの交換 4年毎 2-22
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締め付けトルク、ロック&シール剤一覧表

下表に、ネジロック剤またはシリコンシーラントを必要とする主要ボルト・ナット類の締め付けトルクをまと
める。
“備考”の欄のマークは以下の意味を表します。
L： ねじ部にネジロック剤を塗布する（中強度：ロックタイト242相当）。

LN： ねじ部にネジロック剤を塗布する（高強度：ロックタイト271相当）。
S： 規定の順序で締め付ける。

SS： ねじ部にシリコンシーラントを塗布する。

締め付けトルク
項目

N·m kgf·m
備考

燃料系統

チョークケーブル調整ナット 20 2.0

スロットルケーブル調整ナット 20 2.0 L

スロットルケーススクリュ 3.9 0.40

キャブレタ取り付けボルト 18 1.8 L

フレームアレスタケース取り付けボルト 8.8 0.90 L

エアインレットカバー取り付けボルト 8.8 0.90 L

キャブレタメインジェット 1.8 0.18

キャブレタパイロットジェット 0.70 0.07

キャブレタフロートアームピンスクリュ 0.98 0.10

キャブレタカバースクリュ 3.4 0.35

キャブレタプレートスクリュ 2.0 0.20

インレットマニホールド取り付けナット 9.8 1.0

ハンドルポールカバースクリュ 1.5 0.15

排気系統

エキゾーストパイプ取り付けボルト 29 3.0 L

フロントマフラ取り付けボルト 29 3.0 L

ウォータホース継ぎ手 11 1.1 L

エキゾーストマニホールド取り付けナット 20 2.0 S

エキスパンションチャンバ取り付けボルト 29 3.0 L

マフラブラケット取り付けボルト 29 3.0 L

ウォータボックスマフラブラケット取り付けスクリュ 4.9 0.50 L

エンジントップ

シリンダヘッドナット 29 3.0 S

ケーブルホルダボルト 29 3.0 L

シリンダベースナット 34 3.5

ウォータホース継ぎ手 11 1.1 L

シリンダスタッド － － L

エンジン取り外し、取り付け

エンジン取り付けボルト 49 5.0 L

エンジンベッド取り付けボルト 36 3.7 L

エンジン取り付けボルト 16 1.6 L

エンジンボトム

マグネトカバー取り付けボルト 8.8 0.90 L

マグネトカバーキャップボルト 8.8 0.90 L



2-4 定期点検整備

締め付けトルク、ロック&シール剤一覧表

締め付けトルク
項目

N·m kgf·m
備考

カップリング 130 13.5 L

セットスクリュ 2.5 0.25 L

フライホイールボルト 130 13.5 N

クランクシャフトセンサブラケットスクリュ 2.5 0.25 L

グロメット締め付けスクリュ 2.5 0.25 L

ステータ取り付けボルト 12 1.2

エレクトリックケースキャップボルト 8.8 0.90 L

クランクケースボルト (6 mm) 8.8 0.90 L、S

クランクケースボルト (8 mm) 29 3.0 L、S

冷却・ビルジ系統

ウォータホース継ぎ手 9.8 1.0 L

ドライブシャフト

カップリング 39 4.0

ドライブシャフトホルダ取り付けボルト 22 2.2 L

ポンプとインペラ

ウォータホース継ぎ手 9.8 1.0 L

ステアリングノズルピボットボルト 8.8 0.90 L

ポンプアウトレット取り付けボルト － － L

ポンプキャップボルト － － L

インペラ 98 10.0

ポンプ取り付けボルト 22 2.2 L

ポンプカバー取り付けボルト 6.9 0.70 L

グレート取り付けボルト 7.8 0.80 L

ステアリングケーブルボール継ぎ手 9.8 1.0 L

ポンプシャフト 98 10.0

ハンドルポールとハンドルバー

ステアリングサポートブラケット取り付けボルト － － L

ステアリングピボットスタッド 38 3.9 LN（小）

ハンドルポールピボットシャフト 9.8 1.0

ハンドルポールピボットシャフトナット 33 3.4

ハンドルバー締め付けスクリュ 18 1.8 N

ハンドルポールブラケットボルト（JS800-A1） 19 1.9 L

ハンドルポールカバースクリュ 1.5 0.15

ハンドルバープレートピボットボルト 7.0 0.70 L

配線締め付けスクリュ 2.9 0.30 L

ステアリングケーブルナット 39 4.0

ハンドルポールブラケットスタッド（JS800-A2 ∼ ） 20 2.0 L

ハンドルポールブラケットナット（JS800-A2 ∼ ） 19 1.9

スイッチケース取り付けスクリュ 3.9 0.40

スロットルケーススクリュ 3.9 0.40
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締め付けトルク、ロック&シール剤一覧表

締め付けトルク
項目

N·m kgf·m
備考

船体とエンジンフード

フロントカバースクリュ － － L

エキゾーストアウトレットボルト － － L

バッテリブラケットボルト － － L

バンドボルト － － L

バンドブラケットボルト － － L

エンジンフードプレートボルト － － L

エレクトリックケースブラケットボルト － － L

電気系統

エレクトリックケースコネクタ取り付けボルト 8.8 0.90 L

スパークプラグ 27 2.8

ジョイント 3.9 0.40

スタータリレーリード線取り付けナット 4.4 0.45

エレクトリックケース取り付けボルト 8.8 0.90 L

水温センサ取り付けボルト（JS800-A1） 8.8 0.90 L

水温センサ（JS800-A1） 27 2.8

水温センサ（JS800-A2 ∼ ） 15 1.5 本文参照

レギュレータ／レクチファイヤ取り付けボルト 8.8 0.90 L

CDIイグナイタ取り付けボルト 8.8 0.90 L

イグニションコイル取り付けボルト 8.8 0.90 L

エレクトリックケースボルト 8.8 0.90 L

スイッチケース取り付けスクリュ 3.9 0.40

バッテリアースケーブル線取り付けボルト 8.8 0.90 L

スタータモータケーブル（＋）取り付けナット 7.8 0.80

スタータモータ取り付けボルト 8.8 0.90 L

スタータモータリテーニングボルト 6.3 0.65 L

ステンレスボルトおよびナットの締め付けトルクとねじ径の関連を示すこの表は、ボルトおよびナットの基
本締め付けトルクの一覧である。この表は、規定の締め付けトルクを必要としないボルトおよびナットにの
み使用すること。

[一般固定具（ステンレスボルトおよびナット）]

締め付けトルク
ねじ径 (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

アイドリング回転速度：

水上 1 250 ±100 rpm －－－

陸上 1 700 ±100 rpm －－－

電気系統

バッテリ電圧 12.6 V 以上 －－－

スパークプラグギャップ 0.7 ∼ 0.8 mm －－－
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定期点検整備手順

燃料系統
アイドリング回転速度の調整
正常なアイドリング回転速度とは、 も低く安定した回転速

度のことである。

•エンジンフードを取り外す（船体とエンジンフードの章のエ
ンジンフードの取り外しの項を参照）。

•エンジンを始動する。

•エンジン回転計［A］を使用して、正確なエンジン回転速度
を点検する。

•アイドリング調整スクリュ［A］を回して調整する。

［アイドリング回転速度］

水上： 1 250 ±100 rpm

陸上： 1 700 ±100 rpm

キャブレタの同調

•キャブレタを取り外す（燃料系統の章のキャブレタの取り外
しの項を参照）。

注意

同調を行っている間に、パイロットスクリュを不注意に回
さないこと。エンジン回転速度が低い領域で、運転が不
調になる場合がある。

• ミクスチャスクリュの設定を確認する（燃料系統の章のミクス
チャスクリュの調整の項を参照）。
設定が正しくない場合には、調整する（燃料系統の章のミク
スチャスクリュの調整の項を参照）。

•アイドリング調整スクリュ［A］の先端とスロットルシャフトレバー
［C］の間にすき間［B］ができるまで、調整スクリュを戻す。

•アイドリング調整スクリュの先端がスロットルシャフトレバーに
当たるまで（すき間「0」）、調整スクリュをねじ込む。
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定期点検整備手順

•更にその点から調整スクリュを3/4回転ねじ込んで、フロント
キャブレタのスロットルバルブ［A］開度を定める。

•フロントキャブレタのスロットルバルブ先端からキャブレタ端
面までの寸法“H”を測定する。

•取り外す。
同調スクリュのキャップ［A］

•同調スクリュ［A］を回して、リヤキャブレタのスロットルバルブ
の開度をフロントキャブレタに対して±0.2 mmの範囲に入る
ように調整する。

•スロットルを何度か開閉し、スロットルバルブ［A］が同調して
いることを確認する。必要なら再調整する。

•キャブレタを取り付ける。

•アイドリング回転速度、スロットルケーブル、およびチョーク
ケーブルを調整する。

スロットルケーブルの調整

•エンジンフードを取り外す（船体とエンジンフードの章のエ
ンジンフードの取り外しの項を参照）。

•スロットルケーブルの調整を点検する。
スロットルレバーを放した状態で［A］、シャフトレバー［B］の
下側のストップがアイドル調整スクリュ［C］に当たっており、
同時にスロットルケーブルにわずかのゆるみがあることを確
認する。
スロットルレバーをいっぱいまで引いた状態で［D］、シャフ
トレバー［B］の上側のストップが、キャブレタのストップに
も近接していることを確認する。
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定期点検整備手順

•必要ならスロットルケーブルを調整する。

•ケーブルにわずかのゆるみを持たせた状態でシャフトレバー
の下側のストップが、アイドル調整スクリュに当たるまで、ブ
ラケットのロックナット［A］をゆるめて回す。

•ロックナットをしっかり締め付ける。

トルク - スロットルケーブルの調整ナット：20 N·m (2.0 kgf·m)

•スロットルレバーがスムーズに開閉し、かつリターンスプリン
グによりスロットルが任意のステアリングポジションから完全
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、ケーブル調整、およびケーブルの損傷を点検
すること。その後、スロットルケーブルを潤滑する。

•アイドリング回転速度でエンジンを始動し、ハンドルバーを
上下左右に回転させて、アイドリング回転速度が変化しない
ことを確認する。
アイドリング回転速度が高くなった場合は、スロットルケーブ
ル調整とケーブルの通し方を確認する。

チョークケーブルの調整

•エンジンフードを取り外す（船体とエンジンフードの章のエ
ンジンフードの取り外しの項を参照）。

• チョークノブを“OFF”位置まで回した時、キャブレタ内の
チョークバタフライバルブ［A］が全開［B］となることを確認す
る。この状態ではケーブルにわずかにゆるみがあり、チョー
クピボットアーム［C］は、完全にウォータクラフトの右舷側に
向いていることを確認する。

•チョークノブを“ON”位置まで回した時、キャブレタ内のチョー
クバタフライバルブが全閉［D］となることを確認する。この状
態ではケーブルにゆるみがなく、チョークピボットアーム［C］
はウォータクラフトの左舷側に向いていることを確認する。

•必要ならチョークケーブルを調整する。
チョークノブを“OFF”の位置に回す（反時計回りにいっぱい
に）。
調整ナット［A］をゆるめ、ナットを回してケーブルに少しゆる
みを持たせる。
ロックナットを締め付ける。

トルク - チョークケーブル調整ナット：20 N·m (2.0 kgf·m)

燃料フィルタスクリーンの清掃

•エンジンフードを取り外す（船体とエンジンフードの章のエ
ンジンフードの取り外しの項を参照）。

•燃料ホースのバンドを切断する。

•燃料フィルタアッシ取り付け部から、それぞれのホース［A］
を引き抜く。

•燃料フィルタアッシ取り付けスクリュ［B］を外す。

•燃料フィルタアッシを取り外す。
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•燃料フィルタスクリーン［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ブラシで落とす。

警告

燃料フィルタ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こと。口火がある
電気製品も近くに置かないこと。ガソリンや低引火点の溶
剤は使用しないこと。火災や爆発の恐れがある。

•燃料フィルタアッシを取り付ける時には次のことに注意する。
燃料タンクのOリング［A］が所定の位置にあることを確認す
る。

取り付けスクリュを締め付ける。
ホースがそれぞれの取り付け部に接続されていることを確
かめる。

• JS800-A1：
リザーブライン［A］
メイン（ON）ライン［B］
リターンライン［C］
燃料タンクベントライン［D］

• JS800-A2 ∼ ：
リザーブライン［A］
メイン（ON）ライン［B］
リターンライン［C］
燃料タンクベントライン［D］

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、航走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。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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•エンジンフードを取り外す（船体とエンジンフードの章のエ
ンジンフードの取り外しの項を参照）。

•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］
から引き抜く。

•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に示した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［C］は、バルブケースの矢印マー
ク［D］が燃料タンクに向かうように取り付けること。

フレームアレスタの清掃と点検

•取り外す。
エンジンフード（船体とエンジンフードの章のエンジンフー
ドの取り外しの項を参照）
エアインレットカバー取り付けボルト［A］
エアインレットカバー［B］

•取り外す。
フレームアレスタ［A］
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•フレームアレスタを分解する。
ラバーホルダ［A］
エキスパンダ［B］
スクリーン［C］

•圧縮空気［A］をフレームアレスタの各部に吹き付けて清掃
する。

警告

乾いたパーツに圧縮空気を使用するときは、何か目を保
護するものを付けること。人に向けて空気を吹き付けな
いこと。172 kPa (1.75 kgf/cm2) の 大ノズル圧力で使用
する。

•フレームアレスタを目視点検する。
ラバーホルダ、スクリーン、およびエキスパンダが損傷して
いる場合には、セットで交換すること。

•フレームアレスタを組み立てる場合には、スクリーン［A］を2
枚のエクスパンダ［B］の間に挟む。

•ネジロック剤を、エアインレットカバーボルトのねじ部に塗布
する。

トルク - エアインレットカバー取り付けボルト：8.8 N·m (0.90 kgf·m)

スロットルシャフトスプリングの点検

•取り外す。
フレームアレスタ（フレームアレスタの清掃と点検を参照）
フレームアレスタケースボルト［A］
フレームアレスタケース［B］

•スロットルレバーを引っ張り、スロットルシャフトスプリング［A］
を点検する。
スプリングに損傷があったり劣化している場合、キャブレタ
を交換する。
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エンジンボトム
カップリングダンパの点検

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

•エンジンを取り外した状態で、カップリングダンパを取り外し
摩耗［A］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、新しいダンパと交換す
る。
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。海水で使用した後あるいは
船体の左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。

• JS800-A1：
締め付けスクリュ［A］をゆるめ、ゴムバンド［B］を引き抜く。
エキゾーストパイプの取り付け部キャップ［C］を取り外す。

水道ホース［A］を取り付け部に接続する。

• JS800-A2 ∼ ：
図のような水道のホース［A］とホースアダプタ［B］を用意し
ます。
アダプタのホース取り付け部［C］
アダプタの洗浄フィッティング取り付け部［D］
ねじ部：Rp 3/4［E］

要点
ホースアダプタは部品として同梱されています。
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洗浄キャップ［A］を取り外す。

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［D］で固定する。

•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

水を流す前にエンジンを始動しておかないと、水がエキ
ゾーストパイプを通ってエンジンに流れ込み、重大な内部
損傷の原因になる恐れがある。

•すぐに水を出し、船体の左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

冷却水が供給されていない状態で15秒以上、特に高回
転で、エンジンを動かさないこと。エンジンと排気系統の
重大な損傷の原因になる。

• JS800-A1：
エンジンを止めて水道ホースを取り外し、取り付け部にキャッ
プを取り付ける。

• JS800-A2 ∼ ：
エンジンを止めて水道ホースとアダプタを取り外し、洗浄
キャップをしっかり締め付ける。
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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。

•プラスチックのブリーザからビルジホース［A］を外す。

•船体底部からのビルジフィルタ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外して、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本のビルジフィルタホースを水
道ホースに接続して、水を出し2、3分間洗浄する。

•ブリーザを取り外す（冷却・ビルジ系統の章のブリーザの取
り外しの項を参照）。

•ブリーザにホースを繋げ直す前に、ブリーザにある小さな孔
が詰まっていないことを確認する。

•ビルジホースを接続しなおす。

ポンプとインペラ
ポンプとインペラの点検

• インペラ［A］を調べる。
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。

要点
小さな欠け目や溝はサンドペーパ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。

•ポンプケース［A］を調べる。
ポンプケースの内側に深い傷がある場合は、交換する。

ジェットポンプベアリングとシールの潤滑、点検、交換

•ポンプとインペラの章のポンプの分解の項を参照。
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ステアリング
ステアリングケーブルの点検

•ステアリングケーブルを取り外す（ハンドルポールとハンドル
バーの章のステアリングケーブルの取り外しの項を参照）。

•ステアリング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ている場合
［A］、ケーブルを新しいものに交換する。

ケーブル両端のシールに何らかの損傷がある場合、ケーブ
ルを交換する。

•ケーブルが両方向に自由に動くことを確める。

•ケーブル両端のケーブル継ぎ手部を外す。
外側の各スリーブ［A］をスライドさせてボールから少し離し、
ケーブルをハンドルバーボール継ぎ手部［B］およびステア
リングノズルボール継ぎ手部［C］から持ち上げる。

注意

ウォータクラフトは右側に倒さないこと。排気系統に水が
入ると、エンジンに流れ込み重大な損傷を起こす恐れが
ある。

中のケーブルをケーブルハウジングの中で前後にスライド
させる。
ケーブルが自由に動かない場合は交換する。

ステアリングケーブルの潤滑

要点
ステアリングケーブルは両端を密封されているので、潤
滑しなくても良い。シールが損傷している場合、ケーブル
を交換する必要がある。

ハンドルバーピボットの潤滑

•ハンドルバープレートを取り外す（ハンドルポールとハンド
ルバーの章のハンドルバーステアリングピボットの点検整備
の項を参照）。

•ブッシュ［A］およびワッシャ［B］に、損傷または摩耗がない
か点検する。
ブッシュまたはワッシャが損傷または摩耗している場合は、
新品と交換する。
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•ブッシュ［B］およびワッシャ［C］にグリース［A］を塗布する。
ハンドルバープレート［D］

船体とエンジンフード
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、及びドレンプラ
グの取り付けねじ［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。
損傷があればドレンプラグ、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
バッテリ充電状態はバッテリ端子の電圧を測定して確認す

る。

•バッテリケーブル線を外す（電気系統の章のバッテリの取り
外しの項を参照）。

注意

必ずマイナス（－）ケーブル線を 初に外すこと。

•バッテリ端子の電圧を測定する。

要点
0.1ボルト単位で計れるデジタル電圧計［A］で測定する。

測定値が指定された値より低い場合、再充電する必要があ
る。

［バッテリ端子の電圧］

標準値： 12.6 V 以上
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バッテリ端子の点検

•バッテリケーブルスクリュ［A］がしっかり締め付けられている
か点検し、端子カバーを取り付けること。

警告

バッテリケーブルの取り付けがゆるむとスパークが発生
し、火災や爆発が起こり、負傷や死亡する恐れがある。
バッテリの端子のスクリュはしっかり締め付け、カバーを
端子にかぶせること。

•バッテリ端子［B］に腐食がないことを確認する。
必要があれば、バッテリを取り外し（電気系統の章のバッテ
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。

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

•バッテリを取り付ける（電気系統の章のバッテリの取り付け
の項を参照）。

スパークプラグの点検

•スパークプラグを取り外す（電気系統の章のスパークプラグ
の取り外しの項を参照）。

•セラミックインシュレータ［C］と電極［A］［B］を調べる。
インシュレータに光沢があったり非常に白い場合、または電
極に灰色の金属物が付着している場合、燃焼室の温度が
高すぎる（付録の章のトラブルシューティングを参照）。
インシュレータが乾燥して煤けている場合、燃料空気混合
の濃度が高すぎる。
インシュレータと電極が油で湿っている場合、オイルの種類
が正しくないかオイルが出すぎている可能性がある。
セラミックインシュレータにひびが入っている場合は新しい
プラグと取り換える。
電極がひどく摩耗または焼けている場合もプラグを新品と
交換する。

•スパークプラグねじ部を調べる。
ねじ部が損傷している場合は、新しいプラグと交換する。

スパークプラグの調整

•スパークプラグのギャップ［D］を測定する。
両電極間の距離を隙間ゲージかワイヤゲージで確認する。

［スパークプラグギャップ］

標準値： 0.7 ∼ 0.8 mm

ギャップが規定範囲内でない場合は調整する。

•ギャップは横の電極を専用の道具で注意深く曲げて調整す
る。

スパークプラグの清掃

•電極と中央電極周囲のセラミックインシュレータを吹き付け
器具で清掃する。
吹き付けた粒子がプラグから全て取り除かれていることを確
かめる。

•プラグ全体を高引火点の溶剤で清掃する。
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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、定期保守整備表を参照す
る。

•次の項目は浸透性防錆剤で潤滑する。
スロットルケーブル［A］
チョークケーブル［A］

ステアリングノズルピボット［B］

•ケーブルは両端から外した状態で、ケーブルハウジング内
で自由に動ける必要がある［A］。
潤滑した後にケーブルが自由に動けず、またケーブルがほ
つれていたり［B］、ケーブルハウジングがねじれている［C］
場合は、ケーブルを交換する。

•次の項目はグリースで潤滑する。
スロットルケーブル端部［A］
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チョークケーブル端部［B］

ステアリングケーブルボール継ぎ手［C］
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ホース、ホースクランプ、ナット、ボルト類の点検
ナット、ボルト類の締め付けの点検

•下に列挙したボルトとナットの締め付けの点検を行う。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。

要点
エンジンのボルト、ナット類については、エンジンが冷え
た状態で（室温で）固さを確認する。

ボルト、ナット類がゆるんでいる場合、規定の順序に従い規
定トルクで締め直す。規定トルクは該当の章を参照する。ト
ルクの規定値が該当の章にない場合は、締め付けトルク一
覧表を参照する。ボルト、ナット類は 初半回転ゆるめてか
ら締め付ける。
割りピンが損傷を受けている場合、新品と交換する。

点検するナット、ボルト類
エンジン：
エンジンベッド取り付けボルト
エアインレットカバー取り付けボルト
キャブレタ取り付けボルト
インレットマニホールドナットとエキゾーストマニホールドナッ
ト

エキゾーストパイプ取り付けボルト
エキゾーストチェンバ取り付けボルト
シリンダヘッドナット
シリンダベースナット

ドライブシャフトとポンプ：
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
ポンプ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

ハンドルポールとハンドルバー：
ハンドルバー締め付けスクリュ
ハンドルポールピボットシャフトナット
ステアリングピボットナット

船体、エンジンフード：
曳航アイ
バンパリベット
全ケーブル継ぎ手ボール（ねじ部）

電気系統：
スパークプラグキャップ
スタータモータ取り付けボルト
バッテリ端子
アースリード線取り付けナット

ホースとホース接続の点検

•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］のあるか点検する。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。
燃料ホース
燃料ベントホース
冷却水ホース
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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•上記のホースが適切な経路を通っていて、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］

要点
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］

要点
燃料チューブとエキゾーストチューブに摩耗、劣化、損傷、
もれがないことを点検する。必要なら交換する。
上記のチューブ類が、他の部品から離れてメタルクラン
プで固定されているか確認する。

ラバーバンドの点検

•下記のラバー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バンド

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

燃料漏れに気を配り、こぼれた燃料はすぐに残らず拭き
とること。
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。ホースの接続部に清潔な布を
被せ、漏れを防ぐ。

• クランプと燃料ホースを取り外す。

•燃料ホースが適切な経路を通っていて、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（ホースとホース接続の点検を参照）。

•燃料ホースを正しく通す（付録の章にあるケーブル、ワイヤ、
ホースの通し方の節を参照）。

•エンジンを始動し、ホースに燃料漏れがないか点検する。
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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 スロットルケーブル調整ナット 20 2.0 L

2 チョークケーブル調整ナット 20 2.0

3 スロットルケーススクリュ 3.9 0.40

G： グリースを塗布する。
L： ネジロック剤を塗布する。
SS： シリコンシーラントを塗布する。
A： JS800-A1 ∼ A2
B： JS800-A3 ∼
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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 キャブレタ取り付けボルト 18 1.8 L

2 フレームアレスタケース取り付けボルト 8.8 0.90 L

3 エアインレットカバー取り付けボルト 8.8 0.90 L

4 ホルダプレートスクリュ 0.98 0.10

5 メインジェット 1.8 0.18

6 パイロットジェット 0.70 0.07

7 フロートアームピンスクリュ 0.98 0.10

8 キャブレタカバースクリュ 3.4 0.35

9 キャブレタプレートスクリュ 2.0 0.20

10 インレットマニホールド取り付けナット 9.8 1.0 S

11 燃料ポンプ取り付けスクリュ 0.7 0.07

12. チェックバルブ
13. インレットバルブ
14. 燃料フィルタ
G： グリースを塗布する。
L： ネジロック剤を塗布する。
S： 規定の締め付け順序に従う。
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サービスデータ

項目 標準値 使用限度

キャブレタ

メーカ、タイプ ミクニ、BN40I-38 × 2 －－－

サイズ 38 mmベンチュリ －－－

混合調整スクリュ： －－－

低速 7/8回転戻し －－－

高速 3/4回転戻し －－－

メインジェット #132.5 －－－

パイロットジェット #72.5 －－－

インレットバルブシステム：

バルブシートサイズ 1.5 mm －－－

アームスプリングの荷重 80 g －－－

ポップオフプレシャ 262 kPa (2.67 kgf/cm2) －－－

アイドリング回転速度： －－－

水上 1 250 ±100 rpm －－－

陸上 1 700 ±100 rpm －－－

リードバルブ

リードの歪み －－－ 0.2 mm

燃料タンク

容量 17 L（予備3.0 L を含む） －－－
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特殊工具とシーラント

ウォータクラフトストラップツール：

57001-1294

液体ガスケット、TB1211：

56019-120



3-8 燃料系統

燃料系統図

1. ハンドルポールへ
2. ベントライン
3. 燃料ベントチェックバルブは、矢印マークが燃料タンクに向かうように取り付けること。
4. 燃料フィルタ
5. リターン
6. ベント
7. リザーブ
8. ON
9. リターンライン

10. 供給ライン
11. リザーブライン
12. メインライン
13. 燃料コック
14. キャブレタ
15. パルスライン
16. エンジン側
17. 船首
18. 燃料タンク
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スロットルケーブルとケース

スロットルケーブルの調整

•定期点検整備の章のスロットルケーブルの調整の項を参照。

スロットルケースの取り外し／分解

•ハンドルバーパッドスクリュ［A］を外し、ハンドルバーパッド
［B］を取り外す。

•スロットルケースを取り外す。
スロットルケーススクリュ［Ｃ］を外し、ケース［Ｄ］を分離する。

•スロットルケーブルをケースから取り外す。
ラバーブーツ［A］およびラバーキャップ［B］をずらして外す。
スロットルケーブル取り付け部ナット［C］を外す。

ドライバ［A］を使って、ケーブルの先端［B］をケースボディ
から外す。
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スロットルケーブルとケース

•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付け／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［A］を引っ張り、ケーブルの先端［B］が
図の位置に来るようにする。

•ケーブルの取り付け部ナットを締め付ける。

•ラバーキャップ［A］が、スロットルケーブル取り付けナット先
端の、所定の位置にあるか確認する。

•ケーブル取り付け部ナット［B］に、ラバーブーツ［C］をかぶ
せる。
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スロットルケーブルとケース

•締め付ける。

トルク - スロットルケーススクリュ：3.9 N·m (0.40 kgf·m)

•スロットルレバーを引いて、スロットルバルブを全開にする。

警告

スロットルケースの組み立てが不適切なまま操作すると、
運転状態が危険になる場合があります。

•スロットルケーブルを調整する（スロットルケーブルの調整の
項を参照）。

スロットルケーブルの取り外し

•エンジンフードを取り外す（船体とエンジンフードの章のエ
ンジンフードの取り外しの項を参照）。

•スロットルケーブルをキャブレタから外す。
ラバーキャップ［A］をずらして外す。
アジャスタロックナット［B］を外し、ケーブルをずらしてブラ
ケットから外す。
ケーブルの下端［C］をシャフトレバーからずらして外す。

•ストッパでハンドルポールを固定する。
ストッパ［A］を溝［B］にセットする。

•ハンドルバーパッドスクリュ［A］を外す。

•ハンドルバーパッド［B］を取り外す。

•スロットルケースを取り外す（スロットルケースの取り外しの
項を参照）。

• ラバーブーツをずらして外す。

•スロットルケーブル取り付け部ナットを外す。

•ケーブルの上端をケースから取り外す。
ドライバ［A］を使って、ケーブルの先端［B］をスロットルレ
バーキャッチから外す。
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スロットルケーブルとケース

•ハンドルポールカバースクリュ［A］を外す。

•ハンドルポールカバー［B］を取り外す。

•スロットルケーブル［A］を、ケーブルホルダ［B］から外す。

•バンド［A］を切断し、ラバーチューブ［B］を下方向に引く。

•スロットルケーブル［A］を、ラバーホルダ［B］から外す。

•ハンドルポールからスロットルケーブルを引き抜く。
浸透性防錆剤で、ハンドルポールのケーブル通路［A］を潤
滑する。
フロントデッキの下に手を入れ、ハンドルポールからスロット
ルケーブルを引き抜く。
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スロットルケーブルとケース

スロットルケーブルの取り付け

•ケーブル取り付けを行うために、新しいケーブルを浸透性
防錆剤で潤滑する。

•図のように、スロットルケーブルをラバーホルダ［A］に取り付
ける。
ラバーホルダ［A］
ラバーチューブ［B］
バンド［C］
ステアリングケーブルの通路［D］
ハーネスの通路［E］
スロットルケーブルの通路［F］
燃料タンクベントホースの通路［G］
船首［H］

•ハンドルバーパッドを取り付ける。
パッドを取り付ける場合には、スイッチのリード線を、ハンド
ルパッドのくぼんだ部分［A］に通す。

•下記を正しく通す（付録の章のケーブル、ワイヤ、ホースの
通し方の項を参照）。
スロットルケーブル
ステアリングケーブル
燃料タンクベントホース
スイッチハウジングハーネス

•以下を調整する。
スロットルケーブル

•スロットルレバーがスムーズに開閉し、かつリターンスプリン
グによりスロットルがどのステアリングポジションからも完全に
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、ケーブル調整、およびケーブルの損傷を点検
すること。その後、スロットルケーブルを潤滑する。

•アイドリング回転速度でエンジンを始動し、ハンドルバーを
上下左右に回転させて、アイドリング回転速度が変化しない
ことを確認する。
アイドリング回転速度が高くなった場合は、スロットルケーブ
ル調整とケーブルの通し方を確認する。

スロットルケースとケーブルの潤滑

•定期点検整備の章の潤滑の項を参照。

スロットルケーブルの点検

•定期点検整備の章の潤滑の項を参照。
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チョークケーブル

チョークケーブルの調整

•定期点検整備の章のチョークケーブルの調整の項を参照。

チョークケーブルの取り外し

•エンジンフードを取り外す（船体とエンジンフードの章のエ
ンジンフードの取り外しの項を参照）。

•チョークケーブルをキャブレタから外す。
ラバーキャップ［A］を取り外す。
アジャスタロックナット［B］を外し、ケーブルをずらしてブラ
ケットから外す。
ケーブルの下端［Ｃ］をピボットアームからずらして外す。

•ロックナット［A］をゆるめ、ケーブルチップ［B］を外す。

•バンドを切断する。

チョークケーブルを反時計回りに回転させ［A］、ブラケット
［B］から取り外す。

チョークケーブルの点検

•定期点検整備の章の潤滑の節を参照。

チョークケーブルの潤滑

•定期点検整備の章の潤滑の項を参照。

チョークノブの取り外し

•キャブレタ側のチョークケーブルの端を外す（チョークケー
ブルの取り外しの項を参照）。

•セットスクリュ［A］を外し、チョークノブ［B］とダンパを取り外
す。

•チョークインジケータプレート［C］を船体から取り外す。
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チョークケーブル

•ケーブルホルダ取り付けスクリュ［A］を取り外す。

•ケーブルを付けたままチョークノブシャフト［B］を取り外す。

•ロックナット［A］をゆるめ、ケーブル［B］をホルダ［C］から外
す。

•チョークノブシャフトのプーリからチョーク内のケーブルの先
端［D］を外す。

•ピンとワッシャを外し、チョークノブシャフトをケーブルホルダ
から引き抜く。
チョークノブシャフト［A］
ワッシャ［B］
スプリング［C］
ケーブルホルダ［D］
Oリング［E］
ワッシャ［F］
ピン［G］

チョークノブの取り付け

•Oリングを取り付けた状態で図に示した部分［A］にグリース
を塗布する。
ケーブルホルダ［B］
Oリング［C］
ワッシャ［D］
ピン［E］
チョークノブシャフト［F］

•ネジロック剤をセットスクリュに塗布し、しっかり締め付ける。

•付録の章のケーブルの通し方の項に従って、チョークケー
ブルを通す。

•チョークルケーブルを調整する（チョークケーブルの調整の
項を参照）。
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キャブレタ

アイドリング回転速度の調整

•定期点検整備の章のアイドリング回転速度の調整の項を参
照。

ミクスチャスクリュの調整
キャブレタは測定器を使用して工場で個別に調整されてい

るため、ミクスチャスクリュには共通する特定のセッティングは
ない。調整後には、各ユニットは適切なミクスチャスクリュの設
定を保持するため、ミクスチャスクリュのヘッド溝［B］と同じ向き
に［C］溝を合わせたキャップ［A］が取り付けられている。この
設定は変更しないこと。キャブレタをいじって設定が戻せなく
なった場合には、ミクスチャスクリュを以下のガイドラインに合
わせて設定する。

• ミクスチャスクリュのキャップを抜き取る。

•スクリュを設定するには、止まる位置まで軽くねじ込み、指
定された回転数ゆるめ戻す。

ミクスチャ調整スクリュ 戻す回転数

低速（下側）［D］ 7/8

高速（上側）［E］ 3/4

このガイドラインは“目安”を示し、追加の微調整が必要にな
る場合がある。

注意

ミクスチャスクリュを、無理にシートへ押し込まないこと。
スクリュまたはキャブレタが損傷する可能性がある。
高速側のスクリュを希薄過ぎる設定（時計回りにねじ込
み過ぎる）にしてウォータクラフトを操作すると、エンジン
に重大な損傷を与える可能性がある。

高地補正
キャブレタは通常、海面での使用に 適に設定されている

（ミクスチャスクリュの調整の項を参照）。ウォータクラフトを高
地で使用する場合、低い気圧によりキャブレーションの濃度が
高くなる。高地に適切なキャブレーション設定にするには、高
速側のスクリュを以下の表に従ってねじ込む。

使用高度 (m)
ミクスチャスクリュ（高速側）の標準位置

からのねじ込み回転数

1 000 1/8回転

2 000 1/4回転

3 000 3/8回転

要点
実際の使用では、低速側のスクリュを調整する必要はな
い。

キャブレタの同調

•定期点検整備の章のキャブレタの同調の項を参照。
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キャブレタ

キャブレタの取り外し

•エンジンフードを取り外す（船体とエンジンフードの章のエ
ンジンフードの取り外しの項を参照）。

•取り外す。
エアインレットカバー取り付けボルト［A］
エアインレットカバー［B］

•フレームアレスタ［A］を引き抜く。

•取り外す。
フレームアレスタケース取り付けボルト［A］
フレームアレスタケース［B］

•取り外す。
スロットルケーブル端部［A］
チョークケーブル端部［B］
バンド（切断する）［C］
キャブレタの燃料リターンホース（取り外す）［D］

•取り外す。
バンド（切断する）［A］
パルスホース［B］
燃料供給ホース［C］
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キャブレタ

•キャブレタ取り付けボルト［A］を取り外す。

•キャブレタ［B］をインレットマニホールドから持ち上げる。

キャブレタの取り付け

•新品のガスケットをキャブレタに取り付ける。

•キャブレタの穴を、インレットマニホールドのピン［A］に合わ
せる。

•キャブレタ取り付けボルト、フレームアレスタケース取り付け
ボルト、およびエアインレットカバ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 - キャブレタ取り付けボルト：18 N·m (1.8 kgf·m)

•燃料ホースとパルスホースを正しく接続する（燃料系統図の
項を参照）。

•図のようにアレスタケースを取り付ける。
長い（縁から外周まで）［A］
短い（縁から外周まで）［B］
エンジン側［C］

•締め付ける。

トルク - フレームアレスタケース取り付けボルト：8.8 N·m (0.90

kgf·m)
エアインレットカバー取り付けボルト：8.8 N·m (0.90 kgf·m)

•スロットルケーブルとチョークケーブルを調整する（スロット
ルケーブルの調整の項、チョークケーブルの調整の項を参
照）。

キャブレタの分解

警告

ガソリンは非常に引火性が強く、条件によっては爆発す
る恐れがある。エンジンキルスイッチからコードキーを抜
き、禁煙にする。作業する場所は換気が良く、火気がな
いことを良く確かめること。パイロット（表示灯）付き機器
も遠ざけること。
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キャブレタ

•キャブレタを取り外す（キャブレタの取り外しの項を参照）。

•キャブレタカバースクリュ［A］を外し、キャブレタカバー［B］
を外す。

•取り外す。
ダイアフラム［A］

注意

キャブレタの分解時、ダイアフラムを損傷させないこと。
ダイアフラムを外すのに針金等を使用しないこと。

•フロートアームセットスクリュ［A］を外す。

•取り外す。
フロートアーム［B］
ピン［C］
スプリング
インレットバルブ［D］

•取り付けスクリュ［A］を外し、チェックバルブ［C］の付いたプ
レート［B］を取り外す。

•取り外す。
ガスケット［A］
メインジェット［B］
パイロットジェット［C］
スクリュ［D］
プレート［E］
インレットバルブホルダ［F］
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キャブレタ

要点
ミクスチャスクリュを取り外す必要のある場合には、スク
リュを回して戻す回転数をあらかじめ確認しておくこと。

• ドライバ［A］を使用して、ミクスチャスクリュからキャップ［B］
を取り外す。

• ミクスチャスクリュを取り外すには、外れるまで反時計回り［A］
に回転させる。それぞれのスクリュに付いている、スプリング
［B］、ワッシャ［C］、およびOリング［D］を無くさないこと。

キャブレタ組み立て

• ミクスチャスクリュを取り外した場合には、図のとおりに取り
付ける。
高速スクリュ［A］
低速スクリュ［B］

キャップ［C］の内側にネジロック剤を塗布する。

•インレットバルブホルダ［B］のOリング［A］にグリースを塗布
する。

•取り付ける。
インレットバルブホルダ
ホルダプレート
スクリュ

•締め付ける。

トルク - ホルダプレートスクリュ：0.98 N·m (0.10 kgf·m)
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キャブレタ

•取り付ける。
メインジェット［A］
パイロットジェット［B］

•締め付ける。

トルク - メインジェット：1.8 N·m (0.18 kgf·m)
パイロットジェット：0.70 N·m (0.07 kgf·m)

•ガスケットとプレートを取り付ける。

•スクリュを締め付ける。

トルク - キャブレタプレートスクリュ：2.0 N·m (0.20 kgf·m)

•図のようにキャブレタを組み立てる。
フロートアーム［A］
スプリング［B］
ピン［C］
インレットバルブ［D］

フロートアームレベルを点検する（フロートアームレベルお
よびダイアフラムの点検と調整の項を参照）。

•締め付ける。

トルク - フロートアームピンスクリュ：0.98 N·m (0.10 kgf·m)

•取り付ける。
ダイアフラム
キャブレタカバー

•締め付ける。

トルク - キャブレタカバースクリュ：3.4 N·m (0.35 kgf·m)

要点
キャブレタを分解し清掃したあとは、バッテリを節約する
ため、エンジン始動の前にプライミングを行う。すなわち、
燃料リターンホース［A］をキャブレタから引き抜き、燃料
がキャブレタの燃料リターンホース取り付け部から出てく
るまでホースから空気を吹き込む［B］。燃料系統に燃料
が充填される。

警告

ガソリンは非常に引火性が強く、条件によっては爆発す
る恐れがある。エンジンキルスイッチからコードキーを抜
き、禁煙にする。作業する場所は換気が良く、火気がな
いことを良く確かめること。パイロット（表示灯）付き機器
も遠ざけること。

キャブレタの清掃と点検

•キャブレタを分解する（キャブレタの分解の項を参照）。

警告

溶剤は有害で可燃性である。清掃は皮膚上に溶剤が残
らないようにし、また火気のない通気性の良いところで行
う。乾いたパーツに圧縮空気を使用するときは、何か目
を保護するものを付けること。人に向けて空気を吹き付
けないこと。 大172 kPa (1.75 kgf/cm2) までのノズル圧
力で使用する。

•キャブレタ洗浄液に金属部品を浸す。
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キャブレタ

•部品を水で洗浄する。

•きれいになったら、圧縮空気で乾かす。

•通気経路と燃料通路に圧縮空気を吹き込む。

•チェックバルブ［A］に損傷がないかまたは劣化していない
か点検し、必要があれば交換する。

•ラバー部品に損傷がないか点検する。
Oリング［A］
ダイアフラム［B］
ガスケット［C］

ラバー部品に損傷があれば交換する。

•インレットバルブニードル［B］のプラスチックチップ［A］を点
検する。溝、傷、または亀裂がなく、滑らかであるか確認す
る。
チップ部に損傷［C］があれば、バルブを交換する。

•インレットバルブニードル後端のロッド［D］を押して放す［E］。
ロッドがスプリングで戻らない場合には、インレットバルブ
ニードルを交換する。

• ミクスチャスクリュ［B］のテーパ部［A］が摩耗または損傷して
いないか点検する。
ミクスチャスクリュのテーパ部が摩耗または損傷している場
合には、エンジンがスムーズにアイドリングできなくなる。交
換すること。

ポップオフプレシャの点検

•エンジンフードを取り外す（船体とエンジンフードの章のエ
ンジンフードの取り外しの項を参照）。

•燃料供給ホース［A］およびリターンホース［B］を、キャブレ
タの取り付け部から引き抜く。
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キャブレタ

•エアポンプゲージテスタ［A］のホースを、燃料供給ホースの
取り付け部に接続する。

•燃料リターンホースの取り付け部［B］を指でしっかり閉じる。

•供給リリース圧に到達するまでテスタをポンピングする（圧力
の急激な減少で分かる）。

［ポップオフプレシャ］

標準値： 262 kPa (2.67 kgf/cm2)

要点
有効な指示値を得るために、圧力の点検は3回繰り返し
実施する必要がある。

ポップオフプレッシャが標準値でない場合には、フロートアー
ムレベルを点検する（フロートアームレベルおよびダイヤフ
ラムの点検と調整の項を参照）。

要点
フロートアームスプリングを伸ばしたり切断したりしないこ
と。

•他のキャブレタを点検する。

フロートアームレベルおよびダイアフラムの点検と調整

•取り外す。
キャブレタ（キャブレタの取り外しの項を参照）
キャブレタカバー（キャブレタの分解の項を参照）

•接触部［B］とキャブレタケース表面［C］の間で、フロートアー
ムレベル［A］を測定する。

［フロートアームレベル］

0.0 ∼ 0.2 mm

フロートアームレベルが標準値から外れている場合は、フ
ロートアームをわずかに曲げ、フロートアームレベルを調整
する。



3-24 燃料系統

燃料ポンプ

燃料ポンプの取り外し

•キャブレタを取り外す（キャブレタの取り外しの項を参照）。

•燃料ポンプボディスクリュ［A］を取り外し、燃料ポンプカバー
［B］をキャブレタから外す。

•バンド［A］を切断し、バイパスホース［B］を引き抜く。

注意

燃料ポンプカバーと燃料ポンプボディは分解しないこと。
漏れがある場合や内部に損傷があるように思われる場合
は、燃料ポンプカバー［C］とボディ［D］を新品と交換する。

•ダイアフラム［A］を取り外す。

•Oリング［A］を取り外す。

•燃料フィルタ［B］を引き抜く。
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燃料ポンプ

燃料ポンプの取り付け

•カバー［A］およびボディ［B］に取り付ける。

•突起［C］を穴［D］にはめ込む。

燃料フィルタの点検と清掃

•燃料フィルタを取り外す（燃料ポンプの取り外しの項を参
照）。

•燃料フィルタスクリーン［A］が破損または劣化していないか
点検する。
スクリーンが破損または劣化していると、ほこりがキャブレタ
に入り、運転が不調になる場合がある。燃料フィルタを交換
する。

•燃料フィルタスクリーン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ブラシで落とす。

警告

燃料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こと。パイロット（表示灯）
付き機器も近くに置かないこと。ガソリンや低引火点の溶
剤は使用しないこと。火災や爆発の恐れがある。
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フレームアレスタ

フレームアレスタの取り外し

•定期点検整備の章のフレームアレスタの清掃の項を参照。

フレームアレスタの取り付け

•定期点検整備の章のフレームアレスタの清掃の項を参照。

フレームアレスタの清掃

•定期点検整備の章のフレームアレスタの清掃の項を参照。
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インレットマニホールド、リードバルブ

インレットマニホールドとリードバルブの取り外し

•取り外す。
エンジンフード（船体とエンジンフードの章のエンジンフー
ドの取り外しの項を参照）
エアインレットカバー（キャブレタの取り外しの項を参照）
フレームアレスタケース（キャブレタの取り外しの項を参照）
キャブレタ（キャブレタの取り外しの項を参照）

• インレットマニホールド取り付けナット［A］を取り外し、イン
レットマニホールド［B］を取り外す。

•ガスケットを引き抜き、それからリードバルブ［A］を引き抜く。

インレットマニホールドとリードバルブの取り付け

•ガスケットを新品と交換する。

• “UP”のマーク［A］が上に向くように、リードバルブを取り付
ける。

• “UP”のマーク［A］が上に向くように、インレットマニホールド
ガスケットを取り付ける。

•インレットマニホールド［A］を取り付ける。
図に示されている順序に従って、取り付けナットを締め付け
る。

トルク - インレットマニホールド取り付けナット：9.8 N·m (1.0 kgf·m)

•取り外した部品を取り付ける。
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インレットマニホールド、リードバルブ

リードバルブの点検

•個々のリード［B］とバルブホルダ［C］のすき間［A］を測定し
てリードの歪みを確認する。
すき間の測定値の一つでも使用限度を超えている場合は、
リードバルブアッシを新品と交換する。

［リードの歪み］

使用限度： 0.2 mm

•取り付けスクリュの固さを点検する。

• リードにひびや折り目やその他の損傷がないか目視点検を
行う。
リードの状態に何らかの問題がある場合は、リードバルブ
アッシを新しいものに交換する。
リードが波打っている場合、リードの歪みが使用限度を超え
ていなくても、新しいリードバルブアッシに交換する。
リードの面取りされた角とリードストップの角を合わせて、リー
ドとリードバルブホルダ上のストップを取り付ける。

リードバルブホルダの点検

•バルブホルダのリードとの接触面に溝や傷やその他の損傷
がないか確認する。

•バルブホルダ上のラバーコーティング［B］が、ホルダから剥
離していないか点検する。
ラバーコーティングの状態に何らかの問題がある場合、リー
ドバルブアッシを新品と交換する。

リードバルブストップの点検

•バルブストップ［A］に変形やひびやその他の損傷がないか
点検する。
リードストップの状態に何らかの問題がある場合、リードバル
ブアッシを新品と交換する。
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燃料タンク

燃料タンクの取り外し

•エンジンフードを取り外す（船体とエンジンフードの章のエ
ンジンフードの取り外しの項を参照）。

•燃料がインレットネックより上まで来ている場合には、あふれ
出ないようにサイフォンで燃料を吸い出す。

警告

ガソリンは非常に引火性が強く、条件によっては爆発す
る恐れがある。エンジンキルスイッチからコードキーを抜
き、禁煙にする。作業する場所は換気が良く、火気がな
いことを良く確かめること。パイロット（表示灯）付き機器
も遠ざけること。

• JS800-A2 ∼ ：
水温センサリード線［A］を固定しているバンド［B］を切断す
る。

クランプ［A］をゆるめ、洗浄ホース［B］を取り外す。
水温センサ［C］

•取り外す。
冷却水ホース端（エキゾーストパイプ側）
ボルト［A］
クランプ（ゆるめる）

•エキゾーストパイプとエキゾーストチャンバを後方［B］に引く。



3-30 燃料系統

燃料タンク

•取り外す。
チョークケーブル調整ナット［A］
スロットルケーブルアジャスタロックナット［B］
ケーブルブラケットボルト［C］
ケーブルブラケット［D］
オルタネータカバーボルト［E］

•マグネトカバー［F］を前方へ引き出す。

• JS800-A1：
ホルダ［A］を押し下げてラバーバンド［B］を取り外す。
燃料フィルタを取り外す（燃料フィルタの点検と清掃の項を
参照）［C］。

特殊工具 - ウォータクラフトストラップツール：57001-1294

• JS800-A2 ∼ ：
洗浄ホース［A］とラバーバンド［B］を固定しているバンド［C］
を切断する。
ホルダを押し上げてラバーバンドを取り外す。
燃料フィルタ［D］を取り外す（燃料フィルタの点検と清掃の
項を参照）。

特殊工具 - ウォータクラフトバンドツール：57001-1294

• クランプボルト［A］をゆるめ、燃料フィラチューブ［B］をタン
クから取り外す。

•図のように燃料タンクを裏返す。
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燃料タンク

•エンジンおよび船体から燃料タンクを取り外す。

燃料タンクの取り付け

•燃料タンクの取り付けは、取り外しの逆の手順で行う。

•燃料タンクのOリング［A］が所定の位置にあることを確認す
る。

•ネジロック剤をマグネトカバー取り付けボルト、ケーブルホル
ダおよびエキゾーストパイプ取り付けボルトに塗布し、しっか
り締め付ける。

トルク - ケーブルホルダボルト：29 N·m (3.0 kgf·m)
エキゾーストパイプ取り付けボルト：29 N·m (3.0 kgf·m)
マグネトカバー取り付けボルト：8.8 N·m (0.90 kgf·m)

燃料タンクの清掃

•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）。

•タンクを適当な容器に廃油する。

警告

ガソリンは非常に引火性が強く、条件によっては爆発す
る恐れがある。エンジンキルスイッチからコードキーを抜
き、禁煙にする。作業する場所は換気が良く、火気がな
いことを良く確かめること。パイロット（表示灯）付き機器
も遠ざけること。

•きれいになるまで高引火点の溶剤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
れいな砂利をタンクに入れて振る必要のある場合がある。

警告

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。パイロット（表示灯）付き機器も近
くに置かないこと。タンクの洗浄にガソリンや低引火点の
溶剤は使用しないこと。火災や爆発の恐れがある。

燃料フィラとチューブの取り外し

•取り外す。
燃料タンク（燃料タンクの取り外しの項を参照）
ウォータボックスマフラ［A］（排気系統の章のウォータボッ
クスマフラの取り外しの項を参照）

• クランプ［B］をゆるめ、フィラチューブ［C］をねじってフィラ
底から取り外す。
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燃料タンク

•燃料キャップ［A］を外す。

•フィラフランジからスクリュ［B］を取り出し、シーラント［C］を
切断して、船体からフィラを引き離す。

燃料フィラとチューブの取り付け

•船体およびフィラの合わせ面を、油分がなくなるよう高引火
点の溶剤で清掃する。

警告

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。口火がある電気製品も近くに置
かないこと。ガソリンや低引火点の溶剤は使用しないこ
と。火災や爆発の恐れがある。

•ワッシャ、フィラ、およびガスケットの合わせ面［A］に、シリコ
ンシーラントを均等に塗布する。

シーラント - 液体ガスケット、TB1211：56019-120

•白のマーク［B］が船首に向くように、フィラにチューブを完
全に押し込む。

•図のようにチューブをタンクに取り付ける。
10 mm［A］

•図のようにクランプを取り付ける。
25 mm［A］（JS800-A1 ∼ A8F)
35 mm［A］（JS800AAF ∼ ABF)

燃料フィルタスクリーンの清掃

•定期点検整備の章の燃料フィルタスクリーンの清掃の項を
参照。
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燃料コック

燃料コックの取り外し

•セットスクリュ［A］を外し、燃料コックノブ［B］を取り外す。

•インジケータプレート［C］を船体から取り外す。

•取り付けスクリュ［A］を外し、燃料コック［B］を取り外す。

•バンド［A］を切断する。

•燃料ホース［B］を燃料コック［C］から抜く。

燃料コックの取り付け

•燃料ホースを燃料コックに正しく接続する。
ON［A］
燃料供給［B］
リザーブ［C］

•ネジロック剤を燃料コック取り付けスクリュに塗布し、しっか
り締め付ける。

燃料コックの清掃
燃料コックが異物で詰まっている場合は、清掃する。

•燃料コック［A］を取り外す（燃料コックの取り外しの項を参
照）。

•燃料コックの“ON”と“RES”を左右に切り替えながら、圧縮空
気を燃料供給ホース取り付け部［C］に吹き込む［B］。

•詰まりが完全に取れるまでこの作業を続ける。

要点
圧縮空気の圧力は限度を超えないこと（ 大圧：172 kPa、
1.8 kgf/cm2）。
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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 エキゾーストパイプ取り付けボルト 29 3.0 L

2 フロントマフラ取り付けボルト 29 3.0 L

3 ウォータホース継ぎ手 11 1.1 L

4 エキゾーストマニホールド取り付けナット 20 2.0 S

5 エキスパンションチャンバ取り付けボルト 29 3.0 L

6 マフラブラケット取り付けボルト 29 3.0 L

7 ウォータボックスマフラブラケット取り付けスクリュ 4.9 0.50 L

8. ウォータボックスマフラ
A： JS800-A1モデル
B： JS800-A2モデル ∼
L： ネジロック剤を塗布する。
S： 規定の締め付け順序に従う。
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エキスパンションチャンバ

取り外し

• JS800-A1：
以下を取り外す。
エンジンフード（船体とエンジンフードの章のエンジンフー
ドの取り外しの項を参照）
冷却水ホース［A］
バイパスホース［B］
船首［C］

• JS800-A2 ∼ ：
取り外す。
バンド［A］
水温センサコネクタ［B］

以下を取り外す。
エンジンフード（船体とエンジンフードの章のエンジンフー
ドの取り外しの項を参照）
冷却水ホース［A］
バイパスホース［B］
水温センサ［C］（電気系統の章の水温センサの取り外しの
項を参照）
船首［D］

•取り外す。
マフラブラケット取り付けボルト［A］2個
エキゾーストパイプ取り付けボルト［B］5個

•インレットチューブのクランプボルト［C］をゆるめる。
船首［D］

•エキゾーストパイプ［A］、フロントマフラ［B］、およびエキスパ
ンションチャンバ［C］をセットで取り外す。
船首［D］
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エキスパンションチャンバ

•ボルトを外し、以下の部品を取り外す。
エキゾーストパイプ［A］
フロントマフラ［B］
エキスパンションチャンバ［C］

取り付け

•エキゾーストパイプ［A］、フロントマフラ［B］、およびエキス
パンションチャンバ［C］に新しいガスケット［D］を付けて、仮
に組み立てる。
ネジロック剤をアセンブリボルト［E］に塗布し、規定トルクで
締め付ける。

トルク - エキスパンションチャンバアセンブリボルト：29 N·m (3.0

kgf·m)

•新品のガスケット［A］を取り付ける。

•シリンダとフロントマフラの間に、マフラブラケット［B］を仮に
取り付ける。
船首［C］

•エンジンに上記のアセンブリを取り付ける。

•ネジロック剤をボルトに塗布し、下記の順序で締め付ける。

トルク - エキゾーストパイプ取り付けボルト［A］：29 N·m (3.0 kgf·m)
マフラブラケット取り付けボルト［B］：29 N·m (3.0 kgf·m)

船首［C］

•エンジンフードを取り付ける（船体とエンジンフードの章のエ
ンジンフードの取り外しの項を参照）。

エキスパンションチャンバの清掃と点検

•エキスパンションチャンバを取り外す（エキスパンションチャ
ンバ取り外しの項を参照）。

•エキスパンションチャンバに堆積しているカーボンを、傷を
つけないように丸みを帯びた工具で取り除く。過度な堆積
は、エンジンの性能を低下させる。

•エキスパンションチャンバに欠け目などの損傷がないか点
検する。エキスパンションチャンバ内側と外側に腐食がない
か点検する。
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エキゾーストマニホールド

取り外し

•エキゾーストパイプおよびエキスパンションチャンバをセット
で取り外す（エキスパンションチャンバの取り外しの項を参
照）。

•インレット冷却水ホース［A］を、エキゾーストマニホールド［B］
の下側から外す。

•エキゾーストマニホールド取り付けナット6本［C］を取り外す。

•シリンダからエキゾーストマニホールドを取り外す。

取り付け

•それぞれの矢印［A］が上に向きフランジの外側になるよう
に、エキゾーストマニホールドのガスケットを取り付ける。
船首［B］

•冷却水ホースのクランプボルト［A］はシリンダ［B］の方向に、
もう1つのクランプボルト［C］は外側に向けること。

•エキゾーストマニホールド取り付けナットを規定の順序で締
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：20 N·m (2.0

kgf·m)
船首［D］

•図のようにインレットチューブ［B］のクランプボルト［A］は内
側にする。
船首［C］

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の部品を取り外す（エキゾーストマ
ニホールド取り外しの項を参照）。

•排気口に堆積しているカーボンを、傷をつけないように丸み
を帯びた工具で取り除く。

•通水路の内側に腐食がないか点検する。
過度な堆積がある場合は、通水路の異物を真水で洗浄す
る。



排気系統 4-7

ウォータボックスマフラ

取り外し

•取り外す。
エンジンフード（船体とエンジンフードの章のエンジンフー
ドの取り外しの項を参照）
マフラブラケット［A］
エキゾーストパイプ［B］、フロントマフラ［C］およびエキスパ
ンションチャンバをセットで（エキスパンションチャンバの取
り外しの項を参照）

•以下を取り外す。
マグネトカバー（エンジンボトムの章のマグネトフライホイー
ル取り外しの項を参照）。
燃料タンク（燃料系統の章の燃料タンクの取り外しの項を
参照）
アウトレットチューブ［A］
インレットチューブ［B］

•ウォータボックスマフラ［C］を船体から取り外す。

ウォータボックスマフラの点検

•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
取り外しの項を参照）。

•ウォータボックスの排水をする。

•排気入口部に加熱による損傷がないか点検する。
排気入口部に加熱による損傷がある場合は、冷却系統に
阻害物がないか点検する（定期点検整備の章の冷却系統
の洗浄の項を参照）。
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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 ウォータホース継ぎ手 11 1.1 L

2 ウォータホース継ぎ手 11 1.1 L

3 シリンダヘッドナット 29 3.0 S

4 シリンダスタッド － － L

5 シリンダベースナット 34 3.5

6 ケーブルホルダボルト 29 3.0 L

A： JS800-A1モデル
B： JS800-A2モデル ∼
L： ネジロック剤を塗布する。

MO： 二硫化モリブデン溶液を塗布する。（10対1の重量比で4サイクルエンジンオイルと二硫化モリブデ
ングリースを混合したもの。）
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サービスデータ

項目 標準値 使用限度

シリンダヘッド

圧縮圧力 （使用範囲）

892 ∼ 1 372 kPa (9.1 ∼ 14 kgf/cm2) －－－

（全開）

シリンダヘッドの歪み －－－ 0.05 mm

シリンダ、ピストン

シリンダ内径 82.000 ∼ 82.015 mm 82.10 mm

ピストン外径（スカートのボトムから16.9 mmの位置） 81.900 ∼ 81.915 mm 81.75 mm

ピストン／シリンダのクリアランス 0.085 ∼ 0.115 mm －－－

オーバーサイズピストンとリング +0.5 mm －－－

+1.0 mm

ピストンリング／溝のクリアランス：

トップ（キーストン） －－－ －－－

セカンド（キーストン） －－－ －－－

ピストンリングの溝幅：

トップ（キーストン） －－－ －－－

セカンド（キーストン） －－－ －－－

ピストンリングの厚さ：

トップ（キーストン） －－－ －－－

セカンド（キーストン） －－－ －－－

ピストンリングの合い口すき間：

トップ 0.25 ∼ 0.40 mm 0.7 mm

セカンド 0.25 ∼ 0.40 mm 0.7 mm
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特殊工具

コンプレッションゲージ20 kgf/cm2：

57001-221

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

ピストンリングコンプレッサベルト 67 ∼ 79：

57001-1097

コンプレッションゲージアダプタM14 × 1.25：

57001-1159
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エンジントップ

分解と組み立て
分解

• JS800-A1：
取り外す。
エンジンフード（船体とエンジンフードの章のエンジンフー
ドの取り外しの項を参照）
冷却水ホース［A］
スパークプラグキャップとスパークプラグ［B］
キャブレタ（燃料系統の章のキャブレタの取り外しの項を参
照）
エキゾーストパイプ、フロントマフラおよびエキスパンション
チャンバをセットで（排気系統の章を参照）

ウォータホース継ぎ手［A］ともう一つの継ぎ手［B］を取り外
す。
シリンダヘッドナット［C］を取り外し、シリンダヘッド［D］を取
り外す。

• JS800-A2 ∼ ：
取り外す。
エンジンフード（船体とエンジンフードの章のエンジンフー
ドの取り外しの項を参照）
冷却水ホース［A］
スパークプラグキャップとスパークプラグ［B］
キャブレタ（燃料系統の章のキャブレタの取り外しの項を参
照）
エキゾーストパイプ、フロントマフラおよびエキスパンション
チャンバをセットで（排気系統の章を参照）

ウォータホース継ぎ手［A］ともう一つの継ぎ手［B］を取り外
す。
シリンダヘッドナット［C］を取り外し、シリンダヘッド［D］を取
り外す。
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エンジントップ

•取り外す。
エキゾーストマニホールド［A］
ケーブルホルダ［B］

•シリンダベースナット［A］を取り外し、シリンダ［B］を持ち上
げる。

•クランクケースにほこりや異物が入らないように、クランクケー
スの口にきれいな布を詰める。

•ピストンピンスナップリング［A］をプライア［B］で取り外す。

•ピストンを取り外す。
ピンが固くて動かない場合は、ピストンピンプーラセットを使
う。

特殊工具 - ピストンピンプーラセット：57001-910

組み立て

•ピストンアッシの部品交換が必要な場合、シリンダのホーニ
ングを行うか交換する場合は、新しい部品のクリアランスを
サービスデータの標準値に照らし合わせて点検することを
忘れないこと。

•図のように、“R”マーク［A］が上を向くようにピストンリングを
取り付ける。
トップリング［B］
セカンドリング［C］
7°［D］

•手でピストンリングを取り付けるとき、まずピストンリングの片
面をリング溝のピンに合わせて、リングのすき間を別の手で
広げ、それからリングを溝にはめ込む。

•各ピストンリング溝のピン［A］がそれぞれのピストンリングの
間にあるか点検する。
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エンジントップ

•二硫化モリブデン溶液を各ピストンピンの表面に塗布する。

•矢印［A］マークがエンジンの左（排気）側を指している状態
で、ピストンをコンロッドに取り付ける。

•ピストンピンスナップリングを取り付けるときは、取り付けるの
に必要十分な分だけ圧縮する。

注意

リングは一度取り外すと劣化し変形するので、再利用しな
いこと。脱落してシリンダの壁面を傷つける恐れがある。

•スナップリングの口［A］がピストンピンホールのスリット［B］と
重なり合わないように、新しいピストンピンスナップリングを
個々のピストンの側面に合わせる。

•新しいシリンダベースガスケットをクランクケース内の所定位
置にセットする。

•二硫化モリブデン溶液をピストン表面に塗布する。

•ピストンリングを圧縮する。

特殊工具 - ピストンリングコンプレッサグリップ：57001-1095［A］

ピストンリングコンプレッサベルト、 67 ∼ 79：

57001-1097［B］

•シリンダの穴全体に二硫化モリブデン溶液を塗る。

• クランクケーススタッド上からクランクケースの上にシリンダ
ブロックをずらし降ろす。

注意

シリンダブロックに無理な力を加えないこと。リングが所
定の位置にあるか確認する。

•シリンダベースナットを取り付け、対角線順に締め付ける。

トルク - シリンダベースナット：34 N·m (3.5 kgf·m)

•新しいシリンダヘッドガスケットをシリンダヘッド上に置く。
ガスケットの“UP”マーク［A］が上を向き、“EX”マーク［B］が
エンジンの排気側を向いていることを確認する。
前方［C］
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エンジントップ

•シリンダヘッドを取り付ける。

•締め付ける。

トルク - シリンダヘッドナット：29 N·m (3.0 kgf·m)
締め付け順序はシリンダヘッド上に記されている。
排気方向［A］

•取り付ける。
エキゾーストマニホールド（排気系統の章のエキゾーストマ
ニホールドの取り付けの項を参照）
ケーブルホルダ

•ケーブルホルダボルトにネジロック剤を塗布し締め付ける。

トルク - ケーブルホルダボルト：29 N·m (3.0 kgf·m)

• JS800-A1：
ウォータホース継ぎ手のねじ部にネジロック剤を塗布し、次
のように取り付ける。
90°［A］
締め付ける。

トルク - ウォータホース継ぎ手：11 N·m (1.1 kgf·m)
冷却水ホースを取り付ける。

図のようにウォータホース継ぎ手を取り付ける。
30°［A］
締め付ける。

トルク - ウォータホース継ぎ手：11 N·m (1.1 kgf·m)
冷却水ホースを取り付ける。

• JS800-A2 ∼ ：
ウォータホース継ぎ手のねじ部にネジロック剤を塗布し次の
ように取り付ける。
40°［A］
30°［B］
締め付ける。

トルク - ウォータホース継ぎ手：7.8 ∼ 14 N·m (0.80 ∼ 1.4 kgf·m)
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エンジントップ

冷却水ホース［A］を取り付ける。

•エンジンを始動して、燃料漏れとオイル漏れ、排気漏れ、過
度の振動が発生していないか点検する。

警告

締め切った場所でエンジンを回さないこと。排気ガスに
は、無味無臭で致死性の有毒ガスである一酸化炭素が
含まれている。

注意

冷却水がない状態でエンジンを15秒以上回さないこと。

点検整備と点検
圧縮圧力の測定

•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。

•エンジンを止める。

•エンジンフードを取り外す（船体とエンジンフードの章のエ
ンジンフードの取り外しの項を参照）。

•スパークプラグを取り外し、コンプレッションゲージをスパー
クプラグの穴にしっかりねじ込む。

特殊工具 - コンプレッションゲージ：57001-221［A］

コンプレッションゲージアダプタ：57001-1159［B］

•スタータモータを使用して、スロットル全開の状態でコンプ
レッションゲージが上昇しなくなるまでエンジンを回す。この
圧縮圧力が測定上限値。

•残りのシリンダについても測定を繰り返す。

［シリンダ圧縮圧力（使用範囲）］

892 ∼ 1 372 kPa (9.1 ∼ 14 kgf/cm2)

（スロットル開）



エンジントップ 5-11

エンジントップ

シリンダ圧縮圧力が使用範囲より高い場合は、下記を点検
する。
ピストンヘッドとシリンダヘッド上のカーボン堆積-ピストン
ヘッドとシリンダヘッド上のカーボンは全て取り除く。
シリンダヘッドガスケット、シリンダベースガスケット-規定の
ガスケットのみを使用する。厚みの異なるガスケットを使用
すると圧縮圧力が変化する。
シリンダ圧縮圧力が使用範囲より低い場合は、下記を点検
する。
シリンダヘッド周辺でのガス漏れ-損傷したガスケットを交換
しシリンダヘッドに歪みがないか点検する。
ピストン／シリンダクリアランス、ピストン焼き付き
ピストンリング、ピストンリング溝の摩耗

シリンダヘッドの歪み点検

•直定規［A］をヘッド［B］数箇所の底面に当て、厚さゲージ
［C］を直定規とヘッドの間に入れて歪みを測定する。
歪みが使用限度を超えている場合は、合わせ面を修復す
る。合わせ面の損傷がひどい場合はシリンダヘッドを取り替
える。

［シリンダヘッドの歪み］

使用限度： 0.05 mm

シリンダの摩耗点検

•シリンダ内側に傷や異常な摩耗がないか点検する。
シリンダが損傷していたりひどく摩耗している場合、新品と
交換する。

•シリンダの摩耗度は方向によって異なるので、図で示した
3ヶ所それぞれについて左右方向と前後方向の測定（計6回
の測定）を行う。
10 mm［A］
80 mm［B］
35 mm［C］

シリンダ内径測定値のいずれかでも使用限度を超えている
場合は、シリンダをボアアップしてホーニングする必要があ
る。

［シリンダ内径］

標準値： 82.000 ∼ 82.015 mm

使用限度： 82.10 mm

ピストン外径の測定

•ピストン底部から16.9 mm上［B］でピストンピンの方向に直
角に、ピストンの外径［A］を測定する。

［ピストン外径］

標準値： 81.900 ∼ 81.915 mm

使用限度： 81.75 mm

測定値が使用限度未満の場合は、ピストンを交換する。

要点
ピストンスカートに対角線状のパターンがあるような異常
な摩耗は、コンロッドの屈曲やクランクシャフトの角度が
不適切であるなどが原因である。
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エンジントップ

ピストン／シリンダのクリアランス
ピストンとシリンダのクリアランスは点検する必要がある。ピ

ストンやシリンダブロックを新品と交換したとき、またはシリンダ
をボアアップしてオーバーサイズのピストンを取り付けた場合
にも、標準値を維持しなければならない。

•正確にピストンのクリアランスを測定するには、ピストンとシリ
ンダの直径を別々に測定して、2つの値の差を計算する。

•説明されたようにピストン直径を測定し、この値を測定値か
ら引く。この差異がピストンクリアランスである。

［ピストン／シリンダのクリアランス］

0.085 ∼ 0.115 mm

ボーリングおよびホーニング
ボーリングおよびホーニングを行う場合には、以下の点に

注意する
2つのサイズのオーバーサイズピストンが利用可能である。

［オーバーサイズピストンとリング］

0.5 mmオーバーサイズ

1.0 mmオーバーサイズ

シリンダのボーリングを行う前に、まずオーバーサイズピスト
ンの正確な直径を測定し、次にサービスデータの項にある
標準クリアランスに従って、ボーリング後の径を決定する。た
だし、必要なボーリングによる内径の増加が1.0 mmを超える
場合には、シリンダブロックを交換する必要がある。
シリンダ内径の誤差は、どのポイントでも0.01 mmを超えな
いこと。
シリンダ径は熱の影響を受けるため、ボーリング直後の測定
には注意すること。
ボーリングしたシリンダおよびオーバーサイズピストンの場
合、シリンダの使用限界はプラス0.1 mm、ピストンの使用限
界はオーバーサイズピストンの元の直径マイナス0.15 mmで
ある。ボーリング後の直径が分からない場合には、シリンダ
のベースで直径を測定することで、大まかに判定できる。

ピストンリング、ピストンリング溝の点検

•ピストンリングとピストンリング溝を目視点検する。
リングが不均衡に摩耗していたり損傷している場合、新品と
取り替える。
ピストンリング溝が不均衡に摩耗していたり損傷している場
合、ピストンを取り替えて新しいリングを取り付けなければな
らない。
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エンジントップ

ピストンリングの合い口すき間

•ピストンリングをシリンダの内側に配置し、ピストンを使って
リングを所定の場所に位置させる。シリンダの摩耗が少ない
シリンダ底部にセットする。

• リング［B］の合い口すき間［A］を厚さゲージで測定する。
すき間が使用限度より広い場合、リングは過度に摩耗して
おり交換する必要がある。

［ピストンリングの合い口すき間］

標準値：

トップ 0.25 ∼ 0.40 mm

セカンド 0.25 ∼ 0.40 mm

使用限度：

トップ 0.7 mm

セカンド 0.7 mm
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エンジンの取り外し／取り付け
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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 49 5.0 L

2 エンジンベッド取り付けボルト 36 3.7 L

3 エンジンマウントボルト 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

• JS800-A1：
取り外す。
エンジンフード（船体とエンジンフードの章のエンジンフー
ドの取り外しの項を参照）
エアインレットカバー［A］
スパークプラグキャップ［B］
ホース［C］
マフラブラケット［D］
スロットルケーブルおよびチョークケーブル端部［E］
エキゾーストパイプ［F］、フロントマフラとエキスパンション
チャンバをセット（排気系統の章を参照）

• JS800-A2 ∼ ：
取り外す。
バンド［A］
水温センサコネクタ［B］

取り外す。
エンジンフード（船体とエンジンフードの章のエンジンフー
ドの取り外しの項を参照）
エアインレットカバー［A］
スパークプラグキャップ［B］
ホース［C］
マフラブラケット［D］
スロットルケーブルおよびチョークケーブル端部［E］
エキゾーストパイプ［F］、フロントマフラとエキスパンション
チャンバをセット（排気系統の章を参照）。

•取り外す。
アレスタケース［A］、キャブレタ（燃料系統の章のキャブレ
タの取り外しの項を参照）
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エンジンの取り外し／取り付け

•取り外す。
スタータケーブル（＋）［A］
冷却水ホース［B］
バッテリアースリード線［C］

•取り外す。
エレクトリックケースコネクタ［A］（電気系統の章のエレクト
リックケースコネクタの取り外しの項を参照）
バンド［B］

•取り外す。
コネクタ［A］
カップリングカバー［B］

•取り外す。
エンジンベッド取り付けボルト［A］

•エンジンを前方［A］にスライドさせてカップリング［B］を外し、
エンジンを船体から取り出す。
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エンジンの取り外し／取り付け

•取り外す。
エンジン取り付けボルト［A］
エンジンベッド［B］

エンジンマウントの取り外し

•取り外す。
エンジンマウントボルト［A］
エンジンマウント［B］
シム［C］

•元の位置に取り付けられたシムの数を必ず記録しておくこ
と。

エンジンマウントの取り付け

•元の位置に、同じ数のシムを取り付ける。
シムの数が分からない場合には、下の表を参照。

数字［A］ シムの数

0.0 ∼ 0.5 なし

0.6 ∼ 1.5 シム1枚

1.6 ∼ 2.0 シム2枚

要点
取り付ける前に、元のシムの数を記録しておく必要があ
る。上の表は参考である。

•エンジンマウントボルトにネジロック剤を塗布し、締め付ける。

トルク - エンジンマウントボルト：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・ビルジ系統の章のビルジ
フィルタの清掃と点検の項を参照）。

•カップリングダンパに摩耗や損傷がないか点検する（定期
点検整備の章のカップリングダンパの点検の項を参照）。

•図示のとおり小さい切り欠き［A］がエンジンのマグネト端に
くるように、エンジンベッドを取り付ける。
フロント側［B］
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エンジンの取り外し／取り付け

•ネジロック剤を下記のボルトに塗布し、ボルトを締め付ける。

トルク - エンジン取り付けボルト：49 N·m (5.0 kgf·m)

•エンジンをゆすりエンジンベッドとエンジンマウントとの間に
ガタがないか点検する。
ガタが感じられるようであれば、エンジンベッドとエンジンマ
ウントとの間のシムを挿入する。

［調整用シム］

シムの部品番号 厚さ

92025-3705 0.3 mm

92025-3706 0.5 mm

92025-3707 1.0 mm

92025-3708 1.5 mm

•ネジロック剤を下記のボルトに塗布し、ボルトを締め付ける。

トルク - エンジンベッド取り付けボルト：36 N·m (3.7 kgf·m)

•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
チョークケーブル
燃料や排気の漏れ

警告

密閉した場所でエンジンをかけないこと。排気ガスには、
無色無臭で有毒ガスである一酸化炭素が含まれており、
吸い込むと死亡の恐れがある。

注意

冷却水を供給せずにエンジンを運転するのは、短時間に
とどめること。オーバヒートさせると、エンジンおよび排気
系統に重大な損傷を与える。
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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 マグネトカバーキャップボルト 8.8 0.90 L

2 マグネトカバー取り付けボルト 8.8 0.90 L

3 カップリング 130 13.5 L

4 セットスクリュ 2.5 0.25 L

5 フライホイールボルト 130 13.5 L、N

6 クランクシャフトセンサブラケットスクリュ 2.5 0.25 L

7 グロメット締め付けスクリュ 2.5 0.25 L

8 スタータ取り付けボルト 12 1.2

9 エレクトリックケースキャップボルト 8.8 0.90 L

10 クランクケースボルト (6 mm) 8.8 0.90 L、S

11 クランクケースボルト (8 mm) 29 3.0 L、S

A： JS800-A1モデル
B： JS800-A2モデル ∼
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。（液体ガスケット、TB1105：92104-1003）
LN： ネジロック剤を塗布する。（高強度：ロックタイト271相当）
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。
S： 規定の締め付け順序に従う。

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

クランクシャフトの振れ 0.04 mm 0.10 mm TIR

コンロッドのサイドクリアランス 0.45 ∼ 0.55 mm 0.8 mm

コンロッドのラジアルクリアランス 0.038 ∼ 0.049 mm 0.10 mm

コンロッドの曲がり 0.05 mm/100 mm 0.2 mm/100 mm

コンロッドのねじれ 0.15 mm/100 mm 0.2 mm/100 mm
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特殊工具とシーラント

カップリングホルダ：

57001-1230

ロータプーラM18 × 1.5：

57001-1258

ロータホルダHex 30：

57001-1368

液体ガスケット、TB1105：

92104-1003
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カップリング

取り外し

•取り外す。
エンジン（エンジンの取り外し／取り付けの章のエンジンの
取り外しの項を参照）
カップリングダンパ
マグネトカバー

•フライホイールを固定して、カップリングを外す。

特殊工具 - フライホイールホルダ：57001-1368［A］

カップリングホルダ：57001-1230［B］

取り付け

•カップリングのねじ部にネジロック剤を塗布する。

•カップリングをクランクシャフトにねじ込み、締め付ける。

トルク - カップリング：130N·m (13.5 kgf·m)

カップリングダンパの点検

•定期点検整備の章のカップリングダンパの点検の項を参照。
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マグネトフライホイール

取り外し

•エンジンフードを取り外す（船体、エンジンフードの章のエ
ンジンフードの取り外しの項を参照）。

•取り付けボルト［A］を外し、マグネトカバー［B］を外す。

要点
ロータプーラ (57001-1258) を使用すると、燃料タンクを外
さなくてもフライホイールを取り外すことができる。

•フライホイールを固定して、フライホイールボルトを取り外す。

特殊工具 - フライホイールホルダ：57001-1368［A］

•フライホイールをクランクシャフトから引き抜く。

特殊工具 - ロータプーラアダプタ、M18 × 1.5：57001-1258［B］

注意

マグネットが損傷する可能性があるため、フライホイール
をハンマで叩かないこと。

取り付け

•高引火点の溶剤を使って、フライホイールベルト、クランク
シャフトのテーパ部、フライホイールのテーパ部に付着した
オイルや汚れをすべて取り除く。

•マグネトフライホイールを取り付ける前に、ウッドラフキー［A］
をクランクシャフトにきっちりはめ込む。

•フライホイールを取り付ける。

•フライホイールボルトのフランジ部に、エンジンオイルを薄く
塗布する。

•ネジロック剤（高強度：ロックタイト271相当）をフライホイール
ボルトのねじ部に塗布し、しっかりと締め付ける。

トルク - フライホイールボルト：130 N·m (13.5 kgf·m)

• ノックピン［A］とスプリング［B］が所定の位置にあることを確
認するとともに、Oリングを交換する。

•ネジロック剤をマグネトカバー取り付けボルトのねじ部に塗
布し、しっかり締め付ける。

トルク - マグネトカバー取り付けボルト：8.8 N·m (0.90 kgf·m)

• JS800-A2 ∼ ：
ノックピン［A］
スプリング［B］
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ステータ

取り外し

•エンジンフードを取り外す（船体とエンジンフードの章のエ
ンジンフードの取り外しの項を参照）。

•ボルト［A］およびエレクトリックケースキャップ［B］を取り外す。

• JS800-A1：
コネクタ［A］を外す。

• JS800-A2 ∼ ：
コネクタ［A］を外す。

•取り外す。
マグネトカバー［A］

•コネクタからピンをスライドさせて出す。
ドライバ［A］を使用してピンラッチを押し込む。
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ステータ

•エレクトリックケースキャップから、グロメットキャップ［A］を外
す。

•グロメットおよびキャップから、リード線を1本ずつ引き抜く。
グロメットを浸透性防錆剤で潤滑する。

• JS800-A1：
セットスクリュ［A］とボルト［B］を外し、ステータアッシを取り
外す。

• JS800-A2 ∼ ：
セットスクリュ［A］とボルト［B］を外し、ステータアッシを取り
外す。

取り付け

•グロメット［A］に耐水グリースを塗布する。
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ステータ

• JS800-A1：
図のようにコネクタのピンをコネクタに挿入する。
紫［A］
赤［B］
緑［C］
青［D］
茶［E］
黒［F］
茶［G］

• JS800-A2 ∼ ：
図のようにコネクタのピンをコネクタに挿入する。
青［A］
緑［B］
茶［C］
黒［D］
茶［E］

• クランクシャフトセンサブラケットの突起［A］を、カバーの穴
［B］に入れる。
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クランクケース

分割

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

•エンジンから下記を取り外す。
エキゾーストマニホールド
スタータモータ
キャブレタ
インレットマニホールド
シリンダヘッド
シリンダブロック
ピストン
カップリング
マグネトフライホイール
減速ギヤ

要点
カップリングを外すときにクランクシャフトが保持できなく
ならないように、マグネトフライホイールを取り外す前に、
カップリングを取り外すこと。

• 6 mmクランクケースボルト［A］を先に外し、それから8 mmの
ボルト［B］を取り外す。

•図に示したポイント［A］をこじ開けてクランクケースを上下に
分離し、下半分のクランクケースを取り外す。

•上半分のクランクケースからクランクシャフトアッシを取り外
す。

組み立て

•クランクシャフトOリング［A］を目視点検し、交換する。

•カラー［B］の内部表面にグリースを塗布する。

•カラーのテーパ［C］を内側にしてシャフトに取り付ける。
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クランクケース

•オイルシールのリップにグリースを塗布する。

• リヤオイルシール（カップリング側）の間にグリース［A］を詰
める。

•図で示したようにオイルシールを取り付ける。
ダブルリップシール［A］
シングルリップシール［B］
突起側［C］
平面［D］

•上半分のクランクケース［B］にクランクシャフトアッシ［A］を
取り付け、クランクシャフトアッシ上の位置リング［C］をクラン
クケースの溝［D］にはめ込む。

• ノックピン［E］を穴［F］に挿入する。

• ノックピン［A］が所定の位置にあるか確認する。

•高引火点の溶剤を使って上下クランクケースの合わせ面を
清掃し、拭いて乾かす。

•液体ガスケットを下半分のクランクケースの合わせ面に塗布
する。

シーラント - 液体ガスケット、TB1105：92104-1003

•下半分のクランクケースを上半分に取り付ける。

•ネジロック剤をクランクケースボルトに塗布し、しっかり締め
付ける。

トルク - クランクケース8 mmボルト：29 N·m (3.0 kgf·m)
クランクケース6 mmボルト：8.8 N·m (0.90 kgf·m)

締め付け順序は下半分のクランクケース上に記されている。
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クランクシャフトのメンテナンス

クランクシャフトは、ピストンの往復運動を回転運動に変換
してジェットポンプを駆動する。過度のあそびや振れといった
クランクシャフトのトラブルはピストンに断続的な力による圧力
を倍増させる。クランクシャフトベアリングの急速な摩耗だけで
なく、騒音、出力低下、振動やエンジン寿命短縮の原因にも
なる。クランクシャフトの問題は初期段階で発見し、すぐに修
理する。
次のセクションはクランクシャフトの一般的問題と、あそびと

振れの測定、およびコンロッドの位置合わせについて説明し
ている。クランクシャフトの分解は、非常に専門的な設備が必
要になるので、ここでは説明しない。クランクシャフトの構成部
品が損傷または摩耗した場合は、シャフト全体をアッシとして
交換する。

コンロッドの曲がり／ねじれ
クランクシャフトを表面プレート上のアライメントジグまたはV
ブロックにセットする。
コンロッドのスモールエンドと同じ直径で、少なくとも100 mm
の長さの心棒を選び、コンロッドのスモールエンドから挿入
する。
コンロッドを垂直に保持した状態で、コンロッドの曲がりの程
度を測るために100 mm以上長さのある表面プレート上で、
高さゲージを使い心棒の高さの違いを測定する。
コンロッドの曲がりが使用限度を超えている場合には、コン
ロッドまたはクランクシャフトを交換する必要がある。
100 mm［A］

［コンロッドの曲がり］

標準値： 0.05/100 mm以下

使用限度： 0.2/100 mm

•コンロッドのねじれを測定する。
クランクシャフトがアライメントジグにある状態で、コンロッド
を水平に持ち、ねじれの程度を測るために100 mm以上長さ
のある心棒上で、クランクシャフトと心棒が平行でない度合
いを測定する。
コンロッドのねじれが使用限度を超えている場合には、コン
ロッドまたはクランクシャフトを交換する必要がある。
100 mm［A］

［コンロッドのねじれ］

標準値： 0.15/100 mm以下

使用限度： 0.2/100 mm

コンロッドビッグエンドの半径すき間

•ビッグエンドの半径すき間を点検する。
クランクシャフトをアライメントジグまたはVブロック上にセット
して、コンロッドのビッグエンドにダイヤルゲージを当てる。
コンロッドをまずゲージに向かって押し付け、次に反対方向
に向かって押し付ける。2つのゲージ測定値の差が半径す
き間である。
半径すき間が使用限度を超えている場合、クランクシャフト
アッシを交換するか、または分解してクランクピン、ニードル
ベアリング、コンロッドビッグエンドに摩耗がないか点検する。

［コンロッドビッグエンドの半径すき間］

標準値： 0.038 ∼ 0.049 mm

使用限度： 0.10 mm
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クランクシャフトのメンテナンス

コンロッドビッグエンドの側面すき間

•ビッグエンドの側面すき間［A］を測定する。
フィーラゲージをビッグエンドとクランクケースの上下どちら
かの間に挿入してすき間を計る。
測定値が使用限度を超えている場合には、クランクシャフト
を交換する。

［コンロッドビッグエンドの側面すき間］

標準値： 0.45 ∼ 0.55 mm

使用限度： 0.8 mm

クランクシャフトメインベアリングの摩耗

•ベアリングを高引火点の溶剤で洗浄し、吹き付けて乾燥さ
せ（絶対に回転させないこと）、エンジンオイルで全体を潤
滑する。

警告

溶剤は有害で可燃性である。清掃は皮膚上に溶剤が残
らないようにし、また火気のない通気性の良いところで行
う。乾いたパーツに圧縮空気を使用するときは、何か目
を保護するものを付けること。人に向けて空気を吹き付
けないこと。172 kPa (1.75 kgf/cm2) の 大ノズル圧力で
使用する。

•個々のベアリングを手で回し、静かに動き、スムーズに回転
し、引っかかるところがないか確認する。
ベアリングのどれかに損傷がある場合、交換する。

クランクシャフトの振れ

•振れを測定してクランクシャフトの位置合わせを点検する。
Vブロック［A］上にクランクシャフトをセットし、クランクシャフ
トをゆっくりと回転させ、図で示した個々の位置の振れを測
定する。
いずれかの位置で振れが使用限度を超えている場合には、
クランクシャフトを交換する。

［クランクシャフトの振れ（任意の場所）］

標準値： 0.04 mm以下 TIR

使用限度： 0.10 mm TIR
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クランクシャフトのメンテナンス

クランクシャフトアッシの諸元
クランクケースを分解した場合には、組み立てるときに次の

規定値を使用する。
0.5 mm［A］
0.45 ∼ 0.55 mm［B］
97.5 mm［C］
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冷却・ビルジ系統
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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 ウォータホース継ぎ手 9.8 1.0 L

A： JS800-A1モデル
B： JS800-A2モデル ∼
C： JS800-A3モデル ∼
L： ネジロック剤を塗布する。
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ビルジ系統

ブリーザの取り外し

•エンジンフードを取り外す（船体とエンジンフードの章のエ
ンジンフードの取り外しの項を参照）。

•ホース［A］をブリーザから引き抜く。

•正しいサイズのドリルビットを使い、リベットを外す。

［リベット取り外し用のドリルビットのサイズ］

5.0 mm

要点
リベットヘッド［A］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。
適当なポンチとハンマで、船体のリベットを外す。

•ブリーザをブラケット［B］と共に取り外す。

•ブリーザ［A］をブラケットから分離する。

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。

•ブラケット［A］およびワッシャ［B］の穴を、ブリーザ［C］の取
り付け穴に合わせる。

• リベット［D］で、ブラケットおよびワッシャをブリーザに固定
する。
リベッタ［E］
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ビルジ系統

•ポップリベット穴［A］にシリコンシーラントを塗布する。

•ロングリベット［B］を使用して、プレート［C］とビルジブリーザ
［E］のブラケット［D］を固定する。

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
恐れがあるので、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。

ビルジフィルタの取り外し

•エレクトリックケースを取り外す（電気系統の章のエレクトリッ
クケースの取り外しの項を参照）。

•取り付けスクリュ［A］を外し、フィルタを取り外す。

ビルジ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。
フィルタ内の汚れはブラシで落とす。

•フィルタは水を自由に通し、大きなごみを通さないことを確
認する。
フィルタがきれいにならない、または壊れてごみが通り抜け
る場合、新しいものと交換する。
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冷却・ビルジ系統のホース

ホースの取り外し

•ビルジ系統のホース［A］にはクランプがない。このホースを
取り外すには、ビルジフィルタを取り外す（ビルジフィルタの
取り外しの項を参照）。クランプがないビルジ系統のホース
は、取り付け部から単純に引き抜くことができる。

•冷却系統のホース［A］は両端にクランプがある。クランプを
ゆるめて、ホースを引き抜く。

• JS800-A2 ∼ ：

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。

•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（スムーズ取り付けを使用す
る際に必要）。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

•定期点検整備の章のホース、ホースクランプ、ナット、ボル
ト類の点検の項を参照。
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冷却・ビルジ系統の洗浄

冷却系統の洗浄

•定期点検整備の章にある冷却系統の洗浄の項を参照。

ビルジ系統の洗浄

•定期点検整備の章にあるビルジ系統の洗浄の項を参照。
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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 カップリング 39 4.0

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
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。
SS： シリコンシーラントを塗布する。

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（ページ9-7を参照） ［A］0.1 mm未満 0.2 mm

［B］0.2 mm未満 0.6 mm
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特殊工具とシーラント

ベアリングドライバセット：

57001-1129

カップリングホルダ#2：

57001-1423

液体ガスケット、TB1211：

56019-120
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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／取り付け

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

• ドライブシャフト［A］を船体から引き抜く。

• ドライブシャフトを万力で固定し、カップリングを外す。

特殊工具 - カップリングホルダ：57001-1423［A］

•ドライブシャフトを取り付ける際には、次の項目に注意する。
ネジロック剤をドライブシャフトのねじ部に塗布し、カップリン
グをしっかり締め付ける。

トルク - カップリング：39 N·m (4.0 kgf·m)
グリースシールリップに耐水グリースを塗布する。
ドライブシャフトスプラインに二硫化モリブデングリースを塗
布する。

ドライブシャフトの取り外し／分解

• ドライブシャフトを取り外す。

•取り付けボルト［A］を外し、バルクヘッドからドライブシャフ
トホルダ［B］を取り外す。

• ドライブシャフトホルダを分解する。
サークリップ［A］を取り外す。
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ドライブシャフト／ドライブシャフトホルダ

小グリースシールを押し込むと、大グリースシールとベアリン
グと小グリースシールがホルダから出てくる。
スリーブ［A］
ブロック［B］
押す［C］

特殊工具 - ベアリングドライバセット：57001-1129

ドライブシャフトホルダの組み付け／取り付け

•ガスケットシールを新品と交換する。

•次のことに注意して、ベアリングとグリースシールをドライブ
シャフトホルダに押し込む。
パーツはこの順序で取り付ける。
小グリースシール2つ［A］
ベアリング1つ［B］
大グリースシール2つ［C］
船首［D］

特殊工具 - ベアリングドライバセット：57001-1129

スプリング面とサイドが外側を向くように取り付ける。
シール間のすき間に耐水グリース［E］を詰める。

•サークリップを取り付ける。

•ベアリングの内側表面とグリースシールリップに耐水グリー
ス［F］を塗布する。

•図のようにフランジの裏側にシリコンシーラントを塗布する
［G］。

シーラント - 液体ガスケット、TB1211：56019-120

シリコンシーラントを塗布してから、15分以内にドライブシャ
フトホルダ取り付けボルトを締め付ける。

•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。

•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、仮り締めする。

• ドライブシャフトを取り付ける。

•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)

ドライブシャフトの振れ

•シャフトをVブロックで支え、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］

標準値： 0.1 mm未満［A］

0.2 mm未満［B］

使用限度： 0.2 mm［A］

0.6 mm［B］
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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 ウォータホース継ぎ手 9.8 1.0 L

2 ステアリングノズルピボットボルト 8.8 0.90 LN

3 ポンプアウトレット取り付けボルト － － L

4 ポンプキャップボルト － － L

5 インペラ 98 10.0

6 ポンプ取り付けボルト 22 2.2 L

7 ポンプカバー取り付けボルト 6.9 0.70 L

8 グレート取り付けボルト 7.8 0.80 L

9 ステアリングケーブルボール継ぎ手 9.8 1.0 LN

10 ポンプシャフト 98 10.0 M

HG： グレードの高い耐水グリース（昭和シェル石油のアルバニアEPグリースまたは相当品）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相当）
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

ジェットポンプ

インペラ外径 139.5 ∼ 139.7 mm 138.5 mm

ポンプケース内径 140.0 ∼ 140.1 mm 141.1 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

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

インペラレンチ：

57001-1228

ベアリングリムーバヘッド 15 × 17：

57001-1267

ベアリングリムーバシャフト 13：

57001-1377
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ポンプとインペラ

ポンプの取り外し

•ウォータクラフトを左側に回す。

•取り付けナット［A］を外し、グレート［B］とカバー［C］を取り
外す。

•ステアリングケーブルコネクタ［A］をボールから外す。

• クランプをゆるめて、ホース［B］を引き抜く。

•ポンプ取り付けボルト［A］を外す。

•ポンプをリヤ方向にスライドさせてドライブシャフトから放し、
船体から取り外す。

ポンプの取り付け

• ドライブシャフトのスプラインに二硫化モリブデングリースを
塗布し、ポンプシャフトのOリングが所定の位置にあることを
確認する。

• トリムシール［A］が所定の位置にあることを確認する。
船首［B］

•ポンプケース［A］を取り付ける場合には、トリムシール［B］が
所定の位置に保持されるように注意する。
船首［C］

必要に応じて、トリムシールの表面に水またはオイルを塗布
する。

要点
ポンプ（トリムシール）と船体の間に、シリコンシーラント
を塗布する必要はない。
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ポンプとインペラ

• ドライブシャフト［A］を取り付ける場合には、シャフトの先端
とOリング［C］の間にすき間［B］ができないように、ドライブ
シャフトをインペラのスプラインに取り付ける。
船首［D］

•ネジロック剤をポンプ取り付けボルトに塗布し、しっかり締め
付ける。

トルク - ポンプ取り付けボルト：22 N·m (2.2 kgf·m)

•ホースとステアリングケーブルを接続する。

•ポンプカバー［A］およびポンプグレート［B］を取り付ける。
ネジロック剤を下記のボルトに塗布し、しっかり締め付ける。

トルク - ポンプカバー取り付けボルト：6.9 N·m (0.70 kgf·m)
グレート取り付けボルト：7.8 N·m (0.80 kgf·m)

ポンプの分解

•取り付けボルト［A］を外し、ステアリングノズル［B］を取り外
す。

•取り付けボルト［A］を外し、ポンプアウトレット［B］を取り外す。

•キャップボルト［A］を外し、ポンプキャップ［B］を取り外す。
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ポンプとインペラ

•損傷を与えないように気をつけて、シャフトを万力で固定す
る。

•ポンプシャフトからインペラを取り外す。

特殊工具 - インペラレンチ：57001-1228［A］

•ポンプシャフト［A］を引き抜き、次にブッシュ［B］を引き抜く。

•グリースシール［A］を取り外す。

特殊工具 - オイルシール&ベアリングリムーバ：57001-1058［B］

•ベアリングリムーバ（特殊工具）を使用してポンプベアリング
を取り外す。
ポンプケース［A］
ポンプベアリング［B］
カラー［C］

特殊工具 - ベアリングリムーバシャフト、 13：57001-1377［D］

ベアリングリムーバヘッド、 15 × 17：57001-1267

［E］
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ポンプとインペラ

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。

要点
マークのある側を外に向けてポンプベアリングを取り付
ける。

•ベアリングドライバ［A］でアウタレースを押して、新品のベア
リングを以下の順番で取り付ける。
リヤポンプベアリング（底に付くまで）［B］
カラー［C］
フロントポンプベアリング（インペラ側）［D］

フロントのポンプベアリングを取り付ける場合には、ベアリン
グのインナーレースおよびアウタレースの両方をベアリング
ドライバで保持する。

特殊工具 - ベアリングドライバセット：57001-1129

•ベアリングの取り付けに使用したのと同じ特殊工具で、グ
リースシールを取り付ける。
スプリングのある側面が外側を向くように個々のシールをポ
ンプケースに押し入れる。シール間のすき間にグレードの高
い耐水グリースを詰める。

•ブッシュをポンプシャフトに押し入れる。

•ポンプシャフトのOリングにグレードの高い耐水グリースを塗
布する。

•ポンプシャフトのネジ部に二硫化モリブデングリースを塗布
し、ポンプケースの裏側からシャフトを挿入する。

•ポンプシャフトにインペラをねじ込み締め付ける。

トルク - インペラ：98 N·m (10.0 kgf·m)

•二硫化モリブデングリースを塗布：
インペラグリースシールのリップ［A］
インペラのボア［B］

•ポンプキャップに、新品のOリング［A］を取り付ける。

•取り付ける。
ポンプキャップ
ポンプアウトレット
ステアリングノズル

•ネジロック剤を以下の部品のねじ部に塗布する。
ポンプキャップボルト
ポンプアウトレット取り付けボルト
ステアリングノズルピボットボルト

•締め付ける。

トルク - ステアリングノズルピボットボルト：8.8 N·m (0.90 kgf·m)



10-10 ポンプとインペラ

ポンプとインペラ

ポンプとインペラの点検

• インペラ［A］を調べる。
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。

要点
小さな欠け目や溝はサンドペーパ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。

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： 139.5 ∼ 139.7 mm

使用限度： 138.5 mm

•ポンプケース［A］を調べる。
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を測定する。
ポンプケースが摩耗して使用限度より小さい場合、交換す
る。

［ポンプケース内径］

標準値： 140.0 ∼ 140.1 mm

使用限度： 141.1 mm

インペラクリアランス

•インペラクリアランスは、フル性能を発揮するのに重要であ
る。ポンプケースとインペラに外傷がないのに性能が発揮
できない場合、インペラクリアランスが大きすぎる可能性が
ある。

•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］の間にフィー
ラゲージ［A］を挿入する。

［インペラクリアランス］

標準値： 0.15 ∼ 0.30 mm

使用限度： 0.60 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
によるものか調る（ポンプとインペラの点検の項を参照）。
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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 ステアリングサポートブラケット取り付けボルト － － L

2 ステアリングピボットスタッド（小さい方のねじ部） 38 3.9 LN

3 ハンドルポールピボットシャフト 9.8 1.0

4 ハンドルポールピボットシャフトナット 33 3.4

5 ハンドルバー締め付けスクリュ 18 1.8 LN

6 ハンドルポールブラケットボルト 19 1.9 L

7 ハンドルポールカバースクリュ 1.5 0.15

8 ハンドルバープレートピボットボルト 7.0 0.70 LN

9 配線締め付けスクリュ 2.9 0.30 L

10 ステアリングケーブルナット 39 4.0

11 スイッチケース取り付けスクリュ 3.9 0.40

12 スロットルケーススクリュ 3.9 0.40

13 ハンドルポールブラケットスタッド 20 2.0 L

14 ハンドルポールブラケットナット 19 1.9

15. ステアリングケーブル
A： JS800-A1モデル
B： JS800-A2モデル ∼
Ｃ： JS800-A1 ∼ A8F モデル
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相当）
R： 交換部品
SS： シリコンシーラントを塗布する。
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ステアリングケーブル

調整

•ステアリングケーブルの調整を点検する。
ハンドルポール［A］を下げ、ハンドルバー［B］を直進位置
にする。

•ステアリングノズル［A］がポンプキャビティの中央に位置し
ている［B］かどうか確認する。
ほぼ同じ間隔［C］

•必要ならステアリングケーブルを調整する。

•取り付けスクリュ［A］を外し、ハンドルバーパッド［B］を取り
外す。

ハンドルポール［A］を持ち上げ、ステアリングケーブルのロッ
クナット［B］をゆるめる。
外側のスリーブ［C］をスライドさせボール［D］から少し離して
ボール継ぎ手部を外し、ボールからケーブルを持ち上げる。
ケーブル上のボール継ぎ手部を回して、ステアリングを調
整する。
ボール継ぎ手部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、ステアリングケーブルロックナットを締め
付ける。

•取り外す。
ハンドルバーパッド
スクリュ［A］およびハンドルバーポールカバー［B］
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ステアリングケーブル

•ステアリングケーブル両端のボール継ぎ手部を外す。
外側の各スリーブ［A］をスライドさせてボールから少し離し、
ケーブルをハンドルバーボール継ぎ手部［B］およびステア
リングノズルボール継ぎ手部［C］から持ち上げる。

注意

ウォータクラフトは右側に倒さないこと。排気系統に水が
入ると、エンジンに流れ込み重大な損傷を起こす恐れが
ある。

•ロックナット［A］をゆるめ、ハンドルバーのボール継ぎ手部
［B］をボール［C］から取り外し、ケーブルの先端からロック
ナットを取り外す。

•ハンドルポールのケーブルホルダから、ステアリングケーブ
ルを外す。
ケーブルホルダ［A］を外す。

•ポンプカバーを取り外す（ポンプ／インペラの章のポンプの
取り外しの項を参照）。

•ステアリングケーブルを船体後部の取り付け部から外す。
レンチを使い、取り付け部を船体に入れた状態で、ステアリ
ングケーブルナット［A］を外す。
スナップリング［B］、ワッシャ［C］、Oリング［D］をずらして外
す。
船首［E］

•取り外す。
エキゾーストマニホールド（エンジントップの章のエキゾー
ストマニホールドの取り外しの項を参照）

•エンジンルームのケーブルホルダ［A］から、ケーブルを引
き抜く。

•ケーブルの後部を慎重に引き［B］、船体［C］からケーブル
を取り外す。
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ステアリングケーブル

•ハンドルポールを少し後方へ倒し、ケーブル［A］の前部を
慎重に引いて、ハンドルポールからケーブルを取り外す。

取り付け

•ケーブルを保護するために、プラスチックまたは ラバーホー
ス［A］をステアリングケーブルの前端に取り付けて、ハンド
ルポールに通す。

•ケーブル取り付けを行うために、新しいケーブル周囲を潤
滑する。

トルク - ハンドルポールカバースクリュ：1.5 N·m (0.15 kgf·m)

点検

•定期点検整備の章のステアリングケーブルの点検の項を参
照。

潤滑

•定期点検整備の章のステアリングケーブルの潤滑の項を参
照。
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ハンドルバー

ハンドグリップの取り外し／取り付け

•ハンドグリップは、ハンドルバーに接着されている。グリップ
を取り外すには、鋭いナイフでグリップを長さ方向に切断し、
バーから剥がす［A］。

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恐れがある。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。

•グリップの内側に接着剤を塗布する。

•ハンドルバーの所定の位置までグリップをスライドさせる。

ハンドルバーの取り外し

•取り外す。
ハンドルバーパッド取り付けスクリュ［A］
ハンドルバーパッド［B］

•取り外す。
スロットルケーススクリュ［C］
スロットルケース［D］

•取り外す。
スイッチケーススクリュ［E］
スイッチケース［F］
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ハンドルバー

•取り外す。
ステアリングケーブルボール継ぎ手部［A］
配線締め付けスクリュ［B］
配線クランプ［C］

•割りピン［A］を外し、ステアリングピボットナット［B］を、ステ
アリングピボットスタッドから取り外す。

•ハンドルバー［C］を、ハンドルバープレートと共にハンドル
ポールから取り外す。

•パッドを取り外し、スクリュ［A］を外して、ハンドルバーをハン
ドルバープレート［B］から分離する。

ハンドルバーの取り付け

•ネジロック剤（高強度：ロックタイト271相当）をハンドルバー
締め付けスクリュに塗布し、しっかり締め付ける。

トルク - ハンドルバー締め付けスクリュ：18 N·m (1.8 kgf·m)

•ステアリングピボット全体にグリースを塗布し、ハンドルバー
があそびしろなしでスムーズに回るように、ステアリングピボッ
トナットを締め付ける。

•新しい割りピン［A］を差し込む。

要点
割りピンを差し込む時、ナットの溝とステアリングシャフト
の割りピンの穴が一致していない場合は、次に一致する
までナットを時計回り［B］に回す。
角度は30度以内とすること。
溝が一番近い穴を過ぎてしまったら、一度ゆるめてから
再度締め付ける。

•割りピン［A］をナットの上に折り曲げる。

•ネジロック剤を配線締め付けスクリュに塗布し、規定トルクで
締め付ける。

トルク - 配線締め付けスクリュ：2.9 N·m (0.30 kgf·m)
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ハンドルバー

•スイッチケースの突起［A］を、ハンドルバーの穴［B］に挿入
し締め付ける。

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

ハンドルバーステアリングピボットの点検整備

•ステアリングピボットがゆるい、あるいは締め付け過ぎた場
合には、ピボットを潤滑するか、またはブッシュを交換する
必要がある。

•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）。

•スクリュ［A］を抜き取り、ハンドルポールカバー［B］を外す。

•取り付けボルト［A］を抜き取り、ステアリングサポートブラケッ
ト［B］を取り外す。

•プラスチックブッシュ［A］をハンドルバープレート［B］から分
離する。
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ハンドルバー

•ステアリングピボットスタッド［A］を清掃し、表面に腐食およ
び摩耗がないか点検する。
腐食または摩耗が見られる場合には、スタッドを交換する。

•ステアリングサポートブラケットからスタッドを取り外す。

要点
スタッドはロック&シール剤で取り付けられている。必要な
ら、トーチでスタッドを熱すると取り外しが容易になる。

•サポートブラケットのねじ部を充分に清掃し、新しいスタッド
の小さい方のねじ部にネジロック剤（高強度：ロックタイト271
相当）を塗布して、規定のトルクで締め付ける。

トルク - ステアリングピボットスタッド：38 N·m (3.9 kgf·m)

•プラスチックブッシュ［A］およびスチールワッシャ［B］に、損
傷または摩耗がないか点検する。
ブッシュまたはワッシャが損傷または摩耗している場合は、
新品と交換する。

•ステアリングピボットを組み立てる場合には、新しいブッシュ
［B］およびワッシャ［C］にグリース［A］を充分に塗布するこ
と。
ハンドルバープレート［D］

•ステアリングの動作がスムーズでゆるみがないように、ステア
リングピボットナットを締め付ける。

要点
通常の場合、ステアリングブッシュを潤滑し数時間使用し
た後に、ステアリングピボットナットを再調整する必要が
ある。ブッシュからグリースが少し絞り出されるため、ステ
アリングがゆるくなる。

•ネジロック剤を配線締め付けスクリュに塗布し、規定トルクで
締め付ける。

トルク - 配線締め付けスクリュ：2.9 N·m (0.3 kgf·m)
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ハンドルポールとブラケット

取り外し

•取り外す。
エンジンフード（船体とエンジンフードの章のエンジンフー
ドの取り外しの項を参照）
ハンドルバースイッチのリードコネクタ［A］（リヤのエンジン
ルーム内）
ハンドルバー（ハンドルバーの取り外しの項を参照）
ハンドルポールカバー（ハンドルバーステアリングピボット
の点検整備の項を参照）
船尾［B］

•取り付けボルト［A］を抜き取り、ステアリングサポートブラケッ
ト［B］を取り外す。

•スロットルケーブルの下端を、キャブレタアッシから取り外す。

•ステアリングポールから引き抜く。
スロットルケーブル［A］
ハンドルバースイッチリード線［B］
ステアリングケーブル［C］

•取り外す。
ハンドルポールピボットシャフトナット［A］
ハンドルポールピボットシャフト［B］

•ブラケットからハンドルポール［C］を持ち上げる。2個のワッ
シャ［D］が落下する。

•ハンドルポールスプリングを取り外す。
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ハンドルポールとブラケット

取り付け

•ワッシャに耐水グリースを塗布する。

•ハンドルポールピボットシャフトを取り付け、規定のトルクで
締め付けてから、ピボットシャフトナットを取り付ける。ハンド
ルポールが上下にスムーズに動くことを確認してから次の作
業に移ること。スムーズに動かない場合には、ピボットシャフ
トの締め付けトルクを少しゆるめる。

トルク - ハンドルポールピボットシャフト：9.8N·m (1.0 kgf·m)
ハンドルポールピボットシャフトナット：33 N·m (3.4 kgf·m)

•ブラケットと船体の合わせ面を清掃する。

•ハンドルポールブラケットボルトを締め付ける。

トルク - ハンドルポールブラケットボルト：19 N·m (1.9 kgf·m)
-JS800-A1

ハンドルポールブラケットスタッド：20 N·m (2.0 kgf·m)
-JS800-A2 ∼

ハンドルポールブラケットナット：19 N·m (1.9 kgf·m)
-JS800-A2 ∼



船体とエンジンフード 12-1

12

船体とエンジンフード

目次
分解図 ........................................................................................................................................................... 12-2
エンジンフード .............................................................................................................................................. 12-6

エンジンフードの取り外し.................................................................................................................... 12-6
エンジンフードの取り付け................................................................................................................... 12-7
エンジンフードフックの取り外し ......................................................................................................... 12-8
エンジンフードフックの取り付け......................................................................................................... 12-8
エンジンフードプレートの取り外し ..................................................................................................... 12-9
エンジンフードプレートの取り付け .................................................................................................... 12-9
エンジンフードダンパの取り外し........................................................................................................ 12-9
エンジンフードダンパの取り付け....................................................................................................... 12-9
消火器ホルダの取り外し..................................................................................................................... 12-9
消火器ホルダの取り付け.................................................................................................................... 12-9

取り付け部.................................................................................................................................................... 12-10
ハンドルポールパッドの取り外し....................................................................................................... 12-10
ハンドルポールパッドの取り付け ...................................................................................................... 12-10
バッテリブラケットの取り外し.............................................................................................................. 12-10
バッテリブラケットの取り付け............................................................................................................. 12-11
エレクトリックケースブラケットの取り外し ........................................................................................ 12-11
エレクトリックケースブラケットの取り付け ....................................................................................... 12-11
エンジンフードラッチの取り外し......................................................................................................... 12-12
エンジンフードラッチの取り付け ........................................................................................................ 12-12
ドレンプラグハウジングの取り外し.................................................................................................... 12-12
ドレンプラグハウジングの取り付け................................................................................................... 12-12
エキゾーストアウトレットの取り外し .................................................................................................. 12-13
エキゾーストアウトレットの取り付け ................................................................................................. 12-13
リベットの取り外し................................................................................................................................. 12-13
リベットの取り付け................................................................................................................................ 12-13
フロントバンパの取り外し.................................................................................................................... 12-13
フロントバンパの取り付け.................................................................................................................. . 12-14
フロントカバーの取り外し.................................................................................................................... 12-14
フロントカバーの取り付け ................................................................................................................... 12-14
コーナバンパの取り外し...................................................................................................................... 12-15
コーナバンパの取り付け..................................................................................................................... 12-15
サイドバンパの取り外し ...................................................................................................................... 12-15
サイドバンパの取り付け...................................................................................................................... 12-15
リヤバンパの取り外し .......................................................................................................................... 12-16
リヤバンパの取り付け ......................................................................................................................... 12-16

船体の取り替え ........................................................................................................................................... 12-17
ゴムの部品 ................................................................................................................................................... 12-18

ゴムの部品の位置................................................................................................................................ 12-18
デッキフィンパッドの取り外し ............................................................................................................. 12-20
デッキフィンパッドの取り付け............................................................................................................. 12-21



12-2 船体とエンジンフード

分解図
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分解図

1. フロントカバースクリュ
2. エキゾーストアウトレットボルト
3. バッテリブラケットボルト
4. バンドボルト
5. バンドブラケットボルト
6. フロントバンパ
7. サイドバンパ
8. コーナバンパ
9. ドレンプラグ

10. ホルダ
CY： 瞬間接着剤を塗布する。
L： ネジロック剤を塗布する。
SS： シリコンシーラントを塗布する。
SY： 合成ゴム系接着剤を塗布する。
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分解図
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分解図

1. エンジンフードプレートボルト
2. エレクトリックケースブラケットボルト
3. エンジンフード
4. エンジンフードラッチ
5. デッキフィンパッド
6. フロントサイドマット
7. サイドデッキマット
8. デッキフロアマット
9. リヤバンパ

10. ハンドルポールパッド
11. ハンドルポールブラケットダンパ
A： JS800-A1モデル
B： JS800-A2モデル ∼

CY： 瞬間接着剤を塗布する。
L： ネジロック剤を塗布する。
R： 交換部品
SS： シリコンシーラントを塗布する。
SY： 合成ゴム系接着剤を塗布する。
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エンジンフード

エンジンフードの取り外し

•ハンドルポールを上方向いっぱいに持ち上げた状態にし、
ハンドルポールのストッパピン［A］を持ち上げ、その先端を
ハンドルポールブラケットの架台［B］に掛ける。

•ラッチロックノブを時計回りにに回し、ラッチをいっぱいに引
き上げ上部［A］を外す。

•エンジンフード［B］の後部を少し引き上げ［A］、後方にスラ
イド［C］させて、ハンドルポールピボット部のブラケット［E］か
らフードのフック［D］を外す。

•エンジンフード［B］を持ち上げ［A］、フードを取り外す。
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エンジンフード

注意

エンジンフードの内部が損傷するため、ハンドルポールピ
ボット部のブラケットからフードのフックを外す前に、エン
ジンフード［B］の後部を持ち上げ［A］ないこと。

エンジンフードの取り付け

•ダクト［D］がエンジンルームのスペース［E］に入るように、エ
ンジンフード［B］をエンジン開口部［C］と平行にのせる［A］。

•エンジンフード［A］をデッキ［B］に載せ、フードとデッキの中
心を合わせる［C］。

•エンジンフード［A］を前方［B］に押す。
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エンジンフード

•フードのフック［A］がハンドルポールピボット部のブラケット
［B］に掛かっているか確認する。
エンジンフード［C］

•エンジンフード［B］の後ろ側を押し下げる［A］。

•ラッチを押し下げ、ラッチロックノブを反時計回りに回す。

注意

エンジンフードの内部が損傷するため、JS750のような角
度でエンジンフード［B］を取り付け［A］ないこと。

エンジンフードフックの取り外し

•エンジンフードを取り外す（エンジンフードの取り外しの項を
参照）。

•取り付けボルト［A］とナット［B］を外し、エンジンフードフック
［C］を取り外す。

エンジンフードフックの取り付け

•取り外したナットを新品と交換する。

•取り付け手順は取り外し手順を逆に行う。
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エンジンフード

エンジンフードプレートの取り外し

•エンジンフードを取り外す（エンジンフードの取り外しの項を
参照）。

•取り付けボルト［A］を外し、エンジンフードプレート［B］を取
り外す。

エンジンフードプレートの取り付け

•取り付け手順は取り外し手順を逆に行う。

エンジンフードダンパの取り外し

•エンジンフードを取り外す（エンジンフードの取り外しの項を
参照）。

•取り付けナット［A］を外し、エンジンフードダンパ［B］を取り
外す。

エンジンフードダンパの取り付け

•ワッシャ［C］を取り付けてから、取り付けナットを締め付ける。

消火器ホルダの取り外し

•エンジンフードを取り外す（エンジンフードの取り外しの項を
参照）。

• リベット［A］を外す（リベットの取り外しの項を参照）。

•消火器ホルダ［B］を取り外す。

消火器ホルダの取り付け

•消火器をリベットでエンジンフードに固定する（リベットの取
り付けの項を参照）。
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取り付け部

ハンドルポールパッドの取り外し

注意

どうしても必要な場合を除いて、ハンドルポールパッドを
取り外さないこと。取り外すとハンドルポールのスクリュ
の穴が損傷する可能性がある。

•ハンドルポールカバースクリュ［A］を外し、ハンドルポール
カバー［B］を取り外す。

•ハンドルバーパッド取り付けスクリュ［C］を外し、ハンドルバー
パッド［D］を取り外す。

•ステアリングケーブル上端のボール継ぎ手部を外す。
外側のスリーブ［A］をボールから少しずらして、ケーブルを
ボールから持ち上げる。

•ステアリングサポートブラケットのボルト［B］を外し、ステアリ
ングサポートブラケット［C］をハンドルバーと共に取り外す。

•ハンドルポールパッドスクリュ［A］を外し、ハンドルポール
パッド［B］を取り外す。

ハンドルポールパッドの取り付け

•ネジロック剤をステアリングサポートブラケット取り付けボルト
に塗布し、しっかり締め付ける。

•下側のハンドルポールカバースクリュを締め付ける。

トルク - ハンドルポールカバースクリュ：1.5 N·m (0.15 kgf·m)

バッテリブラケットの取り外し

•バッテリを取り外す（電気系統の章のバッテリの取り外しの
項を参照）。

•バッテリブラケットボルト［A］をゆるめバッテリブラケット［B］
を取り外す。
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取り付け部

バッテリブラケットの取り付け

•バッテリブラケットボルトに、ネジロック剤を塗布する。

•ブラケットの左側に4つのボルト穴［A］がある。ボルトの位置
に注意して、バッテリブラケットボルト［B］を締め付ける。

エレクトリックケースブラケットの取り外し

•エレクトリックケースを取り外す（電気系統の章のエレクトリッ
クケースの取り外しの項を参照）。

•エンジンフードラッチ［A］を取り外す（エンジンフードラッチ
の取り外しの項を参照）。

•エレクトリックケースブラケットのボルト［B］を外し、エレクトリッ
クケースブラケット［C］を取り外す。

エレクトリックケースブラケットの取り付け

•ネジロック剤をエレクトリックケースブラケットボルトに塗布し、
しっかり締め付ける。
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取り付け部

エンジンフードラッチの取り外し

•エンジンフードを取り外す（エンジンフードの取り外しの項を
参照）。

•取り外す。
エンジンフードラッチナット［A］
プレート［B］
スパークプラグキャップホルダ［C］
エンジンフードラッチ［D］

エンジンフードラッチの取り付け

•取り付け手順は取り外し手順を逆に行う。

ドレンプラグハウジングの取り外し

•スクリュ［A］を外してドレンプラグハウジング［B］を取り外す。

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。
必要なら新品と交換する。

• “OUT”のマーク［C］が外側に向くように、新品のガスケット
［B］を取り付ける。
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取り付け部

エキゾーストアウトレットの取り外し

•取り付けナット［A］を外し、ホルダ［B］とエキゾーストアウト
レット［C］を取り外す。

エキゾーストアウトレットの取り付け

•ネジロック剤を取り付けボルトに塗布し、しっかり締め付ける。

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、リベットを外す。

［リベット取り外し用のドリルビットのサイズ］

5.0 mm

要点
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。
適当なポンチとハンマで、リベットを外す。

リベットの取り付け

• リベッタ［A］を使用して、部品を船体にリベットで固定する。

フロントバンパの取り外し

• リベット［A］を外す（リベットの取り外しの項を参照）。

•フロントバンパ［B］を取り外す。
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取り付け部

フロントバンパの取り付け

•フロントバンパ［B］の突起［A］を、ブラケット［D］の穴［C］に
挿入する。

•フロントバンパをリベットで船体に固定する（リベットの取り付
けの項を参照）。

フロントカバーの取り外し

•フロントバンパを取り外す（フロントバンパの取り外しの項を
参照）。

• リベット［A］を外す（リベットの取り外しの項を参照）。

•エンジンフードを取り外す（エンジンフードの取り外しの項を
参照）。

•フロントカバースクリュとワッシャ［A］を外す。

•燃料フィラーキャップ［A］を、チェーンクリップ［B］から取り
外す。

•フロントカバー［C］を取り外す。

フロントカバーの取り付け

•フロントカバーをリベットで船体に固定する（リベットの取り付
けの項を参照）。
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取り付け部

コーナバンパの取り外し

• リベット［A］を外す（リベットの取り外しの項を参照）。

•プレート［B］およびコーナバンパ［C］を取り外す。

コーナバンパの取り付け

•コーナバンパを押し上げた［B］状態で、コーナバンパ［A］を
リベットで船体に固定する（リベットの取り付けの項を参照）。

コーナバンパを取り付けるときには、フランジ［B］とバンパの
下端［C］のすき間［A］が、出来る限り小さくなるようにする。

サイドバンパの取り外し

•フロントバンパを取り外す（フロントバンパの取り外しの項を
参照）。

•コーナバンパを取り外す（コーナバンパの取り外しの項を参
照）。

•ポップリベット［A］を外す（リベットの取り外しの項を参照）。

•サイドバンパ［B］を取り外す。

サイドバンパの取り付け

•サイドバンパの形状に注意すること。
上側［A］
下側［B］

サイドバンパ［C］を取り付けるときには、フランジ［E］とバン
パの下端［F］のすき間［D］が、出来る限り小さくなるようにす
る。
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取り付け部

•サイドバンパ［A］を後ろ側から取り付ける。
サイドバンパの後端［B］が、コーナバンパの前端［C］に接
触しているか確認する。

•サイドバンパをリベットで船体に固定する（リベットの取り付
けの項を参照）。

リヤバンパの取り外し

•ブッシュ［A］とナットを外す。

• ドリルビットを使い、リベット［B］とワッシャを外す。

• リヤバンパ［C］を取り外す。

リヤバンパの取り付け

• リヤバンパをリベットで船体に固定する（リベットの取り付け
の項を参照）。
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船体の取り替え

•船体を取り替えるには、下記の推奨手順に従い各種パーツ
を取り外す。
バッテリとブラケット
ポンプとホース
ハンドルポールとブラケット
エアインテークカバー
キャブレタ
エキゾーストパイプとエキスパンションチャンバ
エレクトリックケースとブラケット
ウォータボックスマフラ
エンジンとエンジンマウント
燃料タンク
ドライブシャフトとドライブシャフトホルダ
コントロールケーブル
エンジンフードラッチ
ビルジブリーザ
冷却とビルジ系統のホース
燃料フィラのアッシ
バイパスホースとアウトレット
ケーブルのホルダ
ホースホルダおよびブラケット
ダンパおよびパッド

•下記のパーツは船体から取り外すことはできないので、取り
替える必要がある。
シール
ラベル
マット

•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。

注意

船体（ハル）を交換した場合には、「日本小型船舶検査機
構」において予備検査及び本検査を受ける。
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ゴムの部品

要点
ウォータクラフトのゴムの部品は、各種の接着剤で固定
されている。ゴムの部品を交換するには、下表の接着剤
または同等品を使用する。

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恐れがある。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 合成ゴム系接着剤

ウォータボックスマフラダンパ (P/N：92104-3701)

エンジンフードガスケット

ホルダ

ハンドルバーグリップ

ハンドルポールブラケットダンパ

瞬間接着剤

注意

接着剤を塗布する際には、パーツが適切な位置にあるこ
とに注意する。そのパーツの位置を後で変更できない可
能性がある。

警告

瞬間接着剤を決して目や皮膚に接触させないこと。万一
目に入ってしまった場合、決して洗わないで、至急医師の
処置を受けること。指についてしまった場合、触ったとこ
ろにはどこにでも接着するので、その指で他の体の部位
を触らないこと。接着剤が固まるのを待てば、自然に摩
耗してなくなる。

ゴムの部品の位置
フロントサイドマット［A］
サイドデッキマット［B］
デッキフロアマット［C］
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ゴムの部品

エンジンフードガスケット［A］
トリムシール［B］
エンジンフードガスケットの上側［C］
接着面［D］

要点
リヤの中心で、ガスケットの両端を瞬間接着剤で接続［E］
する。ガスケットの底面から、瞬間接着剤が漏れ出さない
ようにすること［F］。

ハンドルポールブラケットダンパ［A］

ホルダ［A］
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ゴムの部品

ウォータボックスマフラダンパ［A］

要点
ウォータボックスマフラダンパ［A］は、船体［B］をウォータ
ボックスマフラ［C］のエッジから保護する。

デッキフィンパッドの取り外し

•サイドデッキマット［A］を引き下げ、スクリュ［B］を外す。

• JS800-A1：
エンジンフードを取り外す（エンジンフードの取り外しの項を
参照）。
コーナバンパを取り外す（コーナバンパの取り外しの項を参
照）。
ポップリベット［A］を外す（リベットの取り外しの項を参照）。
取り外す。
プレート［B］
カラー
デッキフィンパッド［C］

• JS800-A2 ∼ ：
エンジンフードを取り外す（エンジンフードの取り外しの項を
参照）。
コーナバンパを取り外す（コーナバンパの取り外しの項を参
照）。
ポップリベット［A］を外す（リベットの取り外しの項を参照）。
デッキフィンパッド［B］を外す。
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ゴムの部品

デッキフィンパッドの取り付け

• JS800-A1：
リベット穴にシリコンシーラント［A］を塗布する。
デッキフィンパッドのフロント［D］にカラー［B］とプレート［C］
を取り付け、ロングリベット［E］を使用してプレート［C］を固
定する。

要点
右側のリベット［E］の場合には、ビルジブリーザ［G］のブ
ラケット［F］でプレートを固定する。

• JS800-A2 ∼ ：
リベット穴にシリコンシーラント［A］を塗布する。
デッキフィンパッドをリベットで船体に固定する（リベットの取
り付けの項を参照）。
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分解図（JS800-A1）
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分解図（JS800-A1）

締め付けトルク
No. 項目

N·m kgf·m
備考

1 エレクトリックケースコネクタ取り付けボルト 8.8 0.90 L

2 スパークプラグ 27 2.8

3 ジョイント 3.9 0.40

4 スタータリレーリード線取り付けナット 4.4 0.45

5 エレクトリックケース取り付けボルト 8.8 0.90 L

6 水温センサ取り付けボルト 8.8 0.90 L

7 水温センサ 27 2.8

8 レギュレータ／レクチファイヤ取り付けボルト 8.8 0.90 L

9 CDIイグナイタ取り付けボルト 8.8 0.90 L

10 イグニションコイル取り付けボルト 8.8 0.90 L

11 エレクトリックケースボルト 8.8 0.90 L

12 スイッチケース取り付けスクリュ 3.9 0.40

G： グリースを塗布する。
L： ネジロック剤を塗布する。
Si： シリコ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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分解図（JS800-A2 ∼ ）
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分解図（JS800-A2 ∼ ）

締め付けトルク
No. 項目

N·m kgf·m
備考

1 エレクトリックケースコネクタ取り付けボルト 8.8 0.90 L

2 スパークプラグ 27 2.8

3 ジョイント 3.9 0.40

4 スタータリレーリード線取り付けナット 4.4 0.45

5 エレクトリックケース取り付けボルト 8.8 0.90 L

6 水温センサ 15 1.5 テキスト参照

7 レギュレータ／レクチファイヤ取り付けボルト 8.8 0.90 L

8 CDIイグナイタ取り付けボルト 8.8 0.90 L

9 イグニションコイル取り付けボルト 8.8 0.90 L

10 エレクトリックケースボルト 8.8 0.90 L

11 スイッチケース取り付けスクリュ 3.9 0.40

EO： 指定のエンジンオイルを取り付け穴に充填する。
G： グリースを塗布する。
L： ネジロック剤を塗布する。
Si： シリコ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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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 バッテリアースケーブル線取り付けボルト 8.8 0.90 L

2 スタータモータケーブル（＋）取り付けナット 7.8 0.80

3 スタータモータ取り付けボルト 8.8 0.90 L

4 スタータモータリテーニングボルト 6.3 0.65 L

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
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サービスデータ

項目 標準値 使用限度

バッテリ

タイプ 12 V 18 Ah、シールドバッテリ －－－

スタータ系統

スタータモータ：

カーボンブラシの長さ 12.5 mm 6.5 mm

コンミテータの外径 28 mm 27 mm

充電系統

レギュレータ／レクチファイヤの出力電圧 14.0 ∼ 15.0 V（バッテリ電圧） －－－

チャージングコイルの出力電圧 20 V －－－

チャージングコイルの抵抗：

茶←→茶 0.7 ∼ 1.1 Ω －－－

レギュレータ／レクチファイヤの抵抗 本文参照 －－－

点火方式

点火時期 13° BTDC @1 250 rpm ∼ 20.2° @4 000 rpm －－－

クランクシャフトセンサ抵抗 396 ∼ 594 Ω －－－

イグニションコイル：

三針ギャップ（火花特性） 7 mm以上 －－－

一次コイルの巻線抵抗 0.08 ∼ 0.1 Ω －－－

二次コイルの巻線抵抗 3.5 ∼ 4.7 kΩ －－－

イグニションコイルの一次側ピーク電圧 150 V 以上 －－－

クランクシャフトセンサのピーク電圧 3.0 V 以上 －－－

スパークプラグ：

タイプ NGK BR8ES －－－

ギャップ 0.7 ∼ 0.8 mm －－－

スタート／ストップスイッチ

スタートボタン：

離す ∞ Ω －－－

押す 約0 Ω －－－

ストップボタン：

離す ∞ Ω －－－

押す 約0 Ω －－－

水温センサ

水温センサの抵抗 本文参照 －－－
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特殊工具とシーラント

ハンドテスタ：

57001-1394

ピーク電圧アダプタ：

57001-1415

ニードルアダプタセット：

57001-1457
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配線図

JS800-A1
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配線図

JS800-A2 ∼
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バッテリ

バッテリの取り外し

• JS800-A1：
取り外す。
エンジンフード（船体、エンジンフードの章のエンジンフー
ドの取り外しの項を参照）
エアインレットカバー［A］（燃料系統の章のフレームアレス
タの項を参照）

• 初にバッテリのマイナス（－）ケーブル線［A］を外し、次に
プラス（＋）ケーブル線を外す。

警告

けがや電気系統の損傷を防ぐため、バッテリケーブル線
は必ず、アースケーブル線から先に取り外すこと。

•バッテリバンド［B］を外す。

• JS800-A2 ∼ ：
取り外す。
フレームアレスタ［A］
フレームアレスタケース［B］
バッテリマイナス（－）ケース［C］
バッテリバンド［D］

•バッテリ［A］を慎重に持ち上げて、図のようにエンジンルー
ムから取り出す。
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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。

•バッテリケーブル線を接続する。必ず（＋）ケーブル線から
先に接続する。
ケーブル線を2本とも接続した後、腐食防止のため端子と
ケーブル線端子にグリースを塗布する。
保護ブーツをずらして、両端子にかぶせる。

警告

バッテリの端子がゆるんでいると、火花が発生し、火災や
爆発のおそれがあり、けがや死に至ることがある。
バッテリの端子スクリュがしっかり締め付けられており、
端子にカバーが被っていることを確認する。

注意

バッテリを逆に接続しないこと。

充電状態の点検

•定期点検整備の章のバッテリ充電状態の点検の項を参照。

バッテリの補充電

•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、次の方法で補充電を行う。

注意

このバッテリは密封型である。充電中であっても密封栓
［B］を取り外さないこと。補水もしないこと。下記の電流と
時間に従って充電する。

［端子電圧：11.5 ∼ 12.6 V］

普通充電： 1.8 A × 5 ∼ 10 時間（次頁の表を参照）

急速充電： 9.0 A × 1.0 時間

注意

可能な限り急速充電はしない。やむを得ず急速充電を
行った場合は、あとで普通充電を行う。

［端子電圧：11.5 V 未満］

充電方法： 1.8 A × 20 時間

要点
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。電流が流れ始めた場合は、すぐに充電
電圧を下げ、バッテリ本体に記載の標準充電電流で充電
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］
標準充電電流［C］
電流が流れ始めた場合［D］
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バッテリ

バッテリの参考標準充電時間チャート

•充電後、バッテリの充電状態を点検する。
充電完了後、30分後に端子電圧を測定し、下表により充電
状態を測定する。

判定基準 判定

12.6 V 以上 良好

12.0 ∼ 12.6 V 未満 充電不足→再充電が必要

12.0 V 未満 使用不能→バッテリ交換
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スタータ系統

リダクションギヤの取り外し／取り付け

• リダクションギヤを取り外す前に、マグネトフライホイールを
取り外す（エンジンボトムの章のマグネトフライホイールの取
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。

リダクションギヤの点検

•ピニオンギヤ［A］を反時計回りに回転させる。ギヤは支障な
く回転する［B］こと。

•ピニオンギヤを時計回りに回転させる。ピニオンギヤはリダ
クションギヤシャフトに従って進み、ストッパ［A］のところで停
止する。

•ピニオンギヤを放す。ピニオンギヤはすぐに元の位置に戻
る。
ピニオンギヤが正常に機能しない場合、リダクションギヤを
交換する。

スタータモータの取り外し

•取り外す。
エキゾーストマニホールド（排気系統の章のエキゾーストマ
ニホールドの取り外しの項を参照）
バッテリアースケーブル線［A］
スタータモータケーブル［B］

•スタータモータ取り付けボルト［C］外し、スタータモータ［D］
を引き抜く。

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恐れがある。

スタータモータの取り付け

•スタータモータをアースしているスタータモータ取り付け部
［A］とクランクケース［B］を清掃する。

•少量のエンジンオイルをOリングに塗布する。

•ネジロック剤をスタータモータ取り付けボルトとバッテリアー
スケーブル線取り付けボルトに塗布する。

•バッテリアースケーブル線を接続する。

•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)
バッテリアースケーブル線取り付けボルト：8.8 N·m (0.90

kgf·m)
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スタータモータの分解

• リテーニングボルト［A］を外し、両端のエンドカバーを取り外
す。

•アーマチュアをピニオンギヤから引き抜く。

•ブラシプレート［A］をリード線［B］から取り外す。
ヨーク［C］

•ナットと端子ボルト［A］を取り外し、ブラシ［B］とプラスチック
ホルダ［C］を取り外す。

スタータモータの組み立て

•端子ボルトを図のとおり取り付ける。
ナット［A］
スプリングワッシャ［B］
ワッシャ［C］
絶縁体（大）［D］
絶縁体（小）［E］
端子ボルト［F］
Oリング［G］
プラスチックホルダ［H］

•ブラシプレートを以下の手順で取り付ける。
ブラシリード線［B］をプレートの切り欠き部［C］に差し込み、
ブラシプレート［A］をヨークに取り付ける。ブラシプレートの
突起［D］をヨークの切り欠き部［E］に合わせる。



電気系統 13-17

スタータ系統

アーマチュアをヨークに挿入する。
モータを真立させた状態でブラシスプリング［A］を取り付け
る。スプリングをスプリングポスト［B］に半分まで差し込む。ポ
ストはスプリングのD字形端部に位置しなければならない。ス
プリングの他端を時計回り［C］に半回転回し、ブラシ溝［D］
にはめ込む。スプリングをポストの段差部分まで押し込む。
ブラシ［E］

両エンドカバーのマークをヨークのマークに合わせて［A］、
エンドカバーをヨークに取り付ける。
ネジロック剤をスタータモータリテーニングボルトに塗布し、
ボルトを締め付ける。

トルク - スタータモータリテーニングボルト：6.3 N·m (0.65 kgf·m)

ブラシの点検

•各ブラシの長さを測定する。
一つでも使用限度まで摩耗している場合は、すべてのブラ
シを交換する。

［スタータモータブラシの長さ］

標準値： 12.5 mm

使用限度： 6.5 mm

ブラシスプリングの点検

•ブラシスプリングが所定の位置にあり、ブラシを適正位置に
保持しているか点検する。
そうでない場合にはスプリングを交換する。

コンミテータの清掃と点検

•必要ならコンミテータの表面［A］をサンドペーパー［B］で磨
き、溝を清掃する。
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•コンミテータ［B］の外径［A］を測定する。
コンミテータの外径が使用限度より小さい場合は、スタータ
モータを新品と交換する。

［コンミテータの外径］

標準値： 28 mm

使用限度： 27 mm

アーマチュアの点検

•テスタのレンジを× 1 Ωに設定して、各コンミテータセグメ
ント間［A］の抵抗を測定する。
測定値が大きい場合、あるいは無限大（∞）の場合、巻線が
断線しているのでスタータモータを交換する。

•テスタのレンジを 大に設定し、コンミテータとシャフト［B］
間の抵抗を測定する。
抵抗値が無限大でない場合、アーマチュアはショートしてい
るので、スタータモータを交換する。

上述の点検でアーマチュアの異常が認められなくても、テ
スタでは容易に検知できない何らかの異常が存在する場合が
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。

ブラシプレートの点検

•テスタのレンジを× 1 Ωに設定して、ブラシ［A］とブラシプ
レート［B］間の抵抗を測定する。
測定値が0Ω近辺でない場合、ブラシプレートは断線してい
るので、ブラシプレートを交換する。

•テスタのレンジを× 1 kΩに設定して、ブラシプレート［B］と
ブラシホルダ［C］間の抵抗を測定する。
抵抗値が無限大でない場合、ブラシホルダはショートしてい
るので、ブラシプレートを交換する。

ブラシ／リード線アッシの点検

•テスタのレンジを× 1Ωに設定して、ブラシ間の抵抗を測定
する。
測定値が大きい場合、あるいは無限大（∞）の場合、リード
線が断線しているので、ブラシとリードアッシを交換する。
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スタータリレーの取り外し

• JS800-A1：
エレクトリックケースを開ける（エレクトリックケースの分解の
項を参照）。
取り外す。
アースリード線［A］
黄／赤リード線［B］
赤リード線［C］

• JS800-A2 ∼ ：
エレクトリックケースを開ける（エレクトリックケースの分解の
項を参照）。
取り外す。
アースリード線［A］
黄／赤リード線［B］
赤リード線［C］

•ナット［A］をスタータリレーの端子から取り外す。

•スタータリレーをずらし、絶縁ワッシャまたはグロメットをなく
さないように注意しながら、エレクトリックケースから外す。

スタータリレーの取り付け

•グロメット［A］に耐水グリースを塗布する。

•絶縁ワッシャ［B］とグロメットを所定の位置に取り付ける。
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•アースリード線（黒）［A］をアース取り付けボルトに接続する。

•バッテリ（＋）ケーブルは端子先端［C］が赤い（ペイント）端
子［B］に接続する。
この端子には赤リード線が接続されている。

スタータリレーの点検

•ハンドテスタ［A］のレンジを× 1 Ωにセットする。

特殊工具 - ハンドテスタ：57001-1394

•テスタのリード線を図のようにスタータリレー［B］に接続する。
M6端子［C］
抵抗が無限大にならない場合、スタータリレーを交換する。

•ハンドテスタ［A］のレンジを× 1 Ωに設定する。

特殊工具 - ハンドテスタ：57001-1394

•テスタのリード線を図のようにスタータリレー［B］に接続する。

•図のように12 V バッテリ［C］をつないで、スタータリレーを作
動させる。
黄／赤リード線［D］
黒リード線［E］

スタータリレーがかちっと音をたて、テスタがゼロを示した場
合、スタータリレーの動作は正常。
テスタの表示値が高いか無限大（∞）の場合、動作不良な
のでスタータリレーを交換する。
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充電系統の点検

• JS800-A1：
取り外す。
エレクトリックケースコネクタ［A］
3ピンコネクタ［B］

• JS800-A2 ∼ ：
取り外す。
エレクトリックケースコネクタ［A］
3ピンコネクタ［B］

•エンジンが3 000 rpmで回っている状態で、下表に従いハン
ドテスタでチャージングコイル出力電圧を点検する。

警告

感電の恐れがある。このテストは水上では行わないこと。

注意

冷却水の供給なしにエンジンを続けて15秒以上運転しな
いこと。負荷のない状態で、エンジンを吹かし過ぎないよ
うに注意すること。

［チャージングコイル出力電圧］

接続
メータレンジ

メータ（＋） メータ（－）
標準値

250 VAC 茶色 茶色 20 V

チャージングコイル出力電圧が正常な場合、レギュレータの
試験手順に従いレギュレータを点検する。
チャージングコイル出力電圧が低い場合には、ハンドテス
タを使用し以下の表に従ってチャージングコイルの内部抵
抗を測定する。

［チャージングコイルの抵抗］

接続
メータレンジ

メータ（＋） メータ（－）
標準値

× 1 Ω 茶色 茶色 0.7 ∼ 1.1 Ω

チャージングコイルの内部抵抗値が標準値内で出力電圧
が標準値に達しない場合は、フライホイール内の永久磁石
が弱まっているので、フライホイールを交換する。

レギュレータ／レクチファイヤの取り外し

•エレクトリックケースを取り外し（エレクトリックケースの取り外
しの項を参照）、開ける（エレクトリックケースの分解の項を
参照）。
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•取り外す。
CDIイグナイタ［A］
レギュレータ／レクチファイヤ取り付けボルト［B］
レギュレータ／レクチファイヤ［C］

•取り外す。
レギュレータ／レクチファイヤリード線コネクタ

• JS800-A2 ∼ ：
取り外す。
CDIイグナイタ［A］
コネクタ［B］
レギュレータ／レクチファイヤ取り付けボルト［C］
レギュレータ／レクチファイヤ［D］

取り外す。
レギュレータ／レクチファイヤリード線コネクタ

レギュレータ／レクチファイヤの取り付け

•レギュレータ／レクチファイヤのリード線コネクタ［A］および
CDIイグナイタのリード線コネクタを、エレクトリックケースの
穴に通してから、レギュレータ／レクチファイヤ［B］を取り付
ける。

•ネジロック剤を下記のボルトに塗布し、ボルトを締め付ける。

トルク - レギュレータ／レクチファイヤ取り付けボルト［C］：8.8

N·m (0.90 kgf·m)
エレクトリックケースボルト：8.8 N·m (0.90 kgf·m)

レギュレータ／レクチファイヤの点検

•ハンドテスタのレンジを× 1 kΩに設定し、下表に従ってレ
ギュレータ／レクチファイヤを点検する。

［レギュレータ／レクチファイヤの抵抗］

テスタ（＋）端子

端子 赤 赤／紫 茶 茶 黒 黒

赤 － 0 18 ∼ 110 18 ∼ 110 15 ∼ 80 15 ∼ 80

赤／紫 0 － 18 ∼ 110 18 ∼ 110 15 ∼ 80 15 ∼ 80

茶 1.0 ∼ 6.0 1.0 ∼ 6.0 － 30 ∼ 160 18 ∼ 110 18 ∼ 110

茶 1.0 ∼ 6.0 1.0 ∼ 6.0 30 ∼ 160 － 18 ∼ 110 18 ∼ 110

黒 2.0 ∼ 12 2.0 ∼ 12 1.0 ∼ 6.0 1.0 ∼ 6.0 － 0

（－）*

黒 2.0 ∼ 12 2.0 ∼ 12 1.0 ∼ 6.0 1.0 ∼ 6.0 0 －

（－）*：テスタ（－）端子
点検の結果、どれかが上記の表に指定の値から外れている
場合、レギュレータ／レクチファイヤを交換する。
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警告

点火系統は、非常に高い電圧を発生する。エンジン運転
中にスパークプラグ、イグニションコイル、スパークプラグ
リード線に触れないこと。強い電気ショックを受ける恐れ
がある。

注意

イグニションスイッチがオンまたはエンジン運転中はバッ
テリリード線や他の電気接続を切り離さないこと。これは
CDIイグナイタを保護するためである。

クランクシャフトセンサの点検

• JS800-A1：
エレクトリックケースコネクタ［A］を取り外す。
4ピンコネクタ［B］を外す。

• JS800-A2 ∼ ：
エレクトリックケースコネクタ［A］を取り外す。
2ピンコネクタ［B］を外す。

•ハンドテスタのレンジを× 100 Ωに設定し、コネクタのクラン
クシャフトセンサリード線端子（緑と青）に接続する。

特殊工具 - ハンドテスタ：57001-1394

標準値以上の抵抗がある場合、コイル線を、新品と交換す
る。規定値よりはるかに低い抵抗値の場合、コイルが短絡し
ているため、新品と交換する必要がある。

［クランクシャフトセンサの抵抗］

標準値： 396 ∼ 594 Ω

イグニションコイルの取り外し

•エレクトリックケースを取外し、開ける（エレクトリックケースの
分解の項を参照）。

•スパークプラグキャップ［A］を引き抜き、プロテクタチューブ
［B］を外す。

•グロメットキャップ［C］及びグロメットを外す。リード線を潤滑
剤で潤滑する。
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•イグニションコイル一次リード線コネクタ［A］を外す。

•イグニションコイル取り付けボルト［B］を外し、イグニションコ
イル［C］を取り外す。

イグニションコイルの取り付け

•ネジロック剤をイグニションコイル取り付けボルトに塗布し、
ボルトを締め付ける。

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)

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、コイ
ルテスタを使って三針ギャップの測定を行う。

• イグニションコイルを取り外す。

•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］をコイルテスタ
［B］に接続し、三針ギャップを測定する。

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。

測定値が標準値未満の場合は、イグニションコイルかスパー
クプラグキャップが異常である。

［イグニションコイルの三針ギャップ］

標準値： 7 mm以上

•どちらの部品に異常があるかを判断するには、スパークプラ
グキャップをイグニションコイルから取り外した状態でもう一
度三針ギャップを測定する。
三針ギャップが変わらず標準値未満の場合は、イグニション
コイルに問題がある。三針ギャップが標準値になった場合
は、スパークプラグキャップに問題がある。
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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、ハンドテスタを利用

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、この点検は層間短絡と高電圧下での絶縁障
害を起因とする短絡は検出できないので、コイルの良否を判
定するには充分ではない。

•コイル端子から一次リード線を外す。

•一次コイル抵抗を測定する［A］。
テスタをコイル端子間に接続する。
テスタを× 1 Ωレンジにセットし、数値を読む。

•二次コイル抵抗を測定する［B］。
プラグキャップを反時計回りに回して取り外す。
テスタをスパークプラグリード線間に接続する。
テスタを× 100 Ωレンジにセットし、数値を読む。
ハンドテスタの数値が標準値と異なる場合には、コイルを交
換する。

［イグニションコイルの抵抗］

標準値： 一次巻0.08 ∼ 0.1 Ω

二次巻3.5 ∼ 4.7 kΩ

テスタの数値が標準値の範囲内であれば、コイルは問題が
ない。しかし、他のパーツすべての点検完了後にも点火系
統の調子が悪い場合には、コイルを良好な状態のものと交
換してみる。

•スパークプラグリード線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、イグニションコイ
ルを交換する。

CDIイグナイタの取り外し

•エレクトリックケースを取り外し、開ける（エレクトリックケース
の分解の項を参照）。

• JS800-A1：
取り外す。
CDIイグナイタ取り付けボルト［A］
CDIイグナイタ［B］とプレート
レギュレータ／レクチファイヤ［C］

取り外す。
CDIイグナイタリード線コネクタ

• JS800-A2 ∼ ：
取り外す。
CDIイグナイタ取り付けボルト［A］
CDIイグナイタ［B］、プレートとカラー
コネクタ［C］
レギュレータ／レクチファイヤ［D］

取り外す。
CDIイグナイタリード線コネクタ
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CDIイグナイタの取り付け

• JS800-A1：
レギュレータ／レクチファイヤのリード線コネクタ［A］および
CDIイグナイタのリード線コネクタを、エレクトリックケースの穴
に通してから、レギュレータ／レクチファイヤを取り付ける。
取り付ける。
プレート［B］

ネジロック剤を下記のボルトに塗布し、ボルトを締め付ける。

トルク - CDIイグナイタ取り付けボルト［C］：8.8 N·m (0.90 kgf·m)
エレクトリックケースボルト：8.8 N·m (0.90 kgf·m)

• JS800-A2 ∼ ：
レギュレータ／レクチファイヤのリード線コネクタ［A］および
CDIイグナイタのリード線コネクタをエレクトリックケースの穴
に通してから、レギュレータ／レクチファイヤを取り付ける｡
取り付ける｡
カラー［B］
プレート［C］
ボルト［D］

ネジロック剤を下記のボルトに塗布し、ボルトを締め付ける。

トルク - CDIイグナイタ取り付けボルト［C］：8.8 N·m (0.90 kgf·m)
エレクトリックケースボルト：8.8 N·m (0.90 kgf·m)

イグニションコイルの一次側ピーク電圧の点検

要点
バッテリを充分に充電しておくこと。

•エレクトリックケースを取り外し、開ける（エレクトリックケース
の分解の項を参照）。

•スパークプラグキャップをすべてスパークプラグから外し、
キャップ［A］をスパークプラグキャップホルダにいっぱいま
で差し込む。

要点
作業はシリンダの圧縮圧力が正常な状態で行うこと（ピー
ク電圧は、スパークプラグをシリンダヘッドに取り付けた
状態で測定すること）。

• JS800-A1：
ピーク電圧アダプタ［B］をハンドテスタ［C］とニードルアダプ
タセット［D］に取り付ける。
イグニションコイルの一次リードコネクタの黒／白と橙（オレ
ンジ）のリード線間にアダプタを接続する。
イグニションコイル［E］
CDIイグナイタ［F］
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• JS800-A2 ∼ は右図を参照する。
ピーク電圧アダプタ［B］
ハンドテスタ［C］
ニードルアダプタセット［D］
イグニションコイル［E］
CDIイグナイタ［F］

特殊工具 - ハンドテスタ：57001-1394

ニードルアダプタセット：57001-1457

ピーク電圧アダプタ：57001-1415

タイプ：KEK-54-9-B

ハンドテスタレンジ： 250 V DC

［一次リード線側接続］

イグニションコイル アダプタ テスタ

黒／白 ←→ 赤 ←→ （＋）

オレンジ ←→ 黒 ←→ （－）

警告

高電圧のショックを避けるため、スパークプラグリード線
やテスタ接続に触れないこと。

•キルスイッチコードキーをストップボタンに押し込み、スター
タロックスイッチを右の位置にする。

•スタータボタンを押して、エンジンを4 ∼ 5秒間クランクさせ、
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。

• 5回以上測定を繰り返す。

［イグニションコイルの一次側ピーク電圧］

標準値： 150 V 以上

測定値が標準値より低い場合は、次の点を確認する。
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ピーク電圧
の点検の項を参照）
イグニションコイルおよびクランクシャフトセンサが正常の場
合には、CDIイグナイタを交換する。

クランクシャフトセンサのピーク電圧の点検

要点
バッテリを充分に充電しておくこと。

•取り外す。
エレクトリックケースコネクタ［A］

•スパークプラグキャップをすべてスパークプラグから外し、
キャップ［B］をスパークプラグキャップホルダにいっぱいま
で差し込む。

要点
作業はシリンダの圧縮圧力が正常な状態で行うこと（ピー
ク電圧は、スパークプラグをシリンダヘッドに取り付けた
状態で測定すること）。
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•ピーク電圧アダプタ［C］をハンドテスタ［D］とニードルアダプ
タセット［E］に接続する。

特殊工具 - ハンドテスタ：57001-1394

ニードルアダプタセット：57001-1457

ピーク電圧アダプタ：57001-1415

タイプ：KEK-54-9-B

ハンドテスタレンジ： 10 V DC

•クランクシャフトセンサのリードコネクタの緑と青のリード線間
にアダプタを接続する。

クランクシャフトセンサ アダプタ テスタ

緑 ←→ 黒 ←→ （－）

青 ←→ 赤 ←→ （＋）

•キルスイッチコードキーをストップボタンに押し込み、スター
タロックスイッチを右の位置にする。

•スタータボタンを押して、エンジンを4 ∼ 5秒間クランクさせ、
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回以上測定を繰り返す。

［クランクシャフトセンサのピーク電圧］

標準値： 3.0 V 以上

測定値が標準値よりも低い場合は、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ピーク電圧の点検の
項を参照）。

スパークプラグの取り外し

•スパークプラグキャップを引き抜く。

•スパークプラグを外す。
スパークプラグのセラミック部分を損傷させないように注意
すること。

スパークプラグの取り付け

•スパークプラグのねじ部に汚れがなく乾いていることを確認
する。

•締め付ける。

トルク - スパークプラグ：27 N·m (2.8 kgf·m)
スパークプラグのセラミック部分を損傷させないように注意
する。

•スパークプラグにスパークプラグキャップをしっかりと取り付
ける。
キャップの下端［A］とプラグの6角形のナット上面の間の距
離が6 mm［C］になるように、キャップをプラグに押し付ける。

要点
スパークプラグキャップを容易に正しく取り付けるには、
プラグに印字されている‟BR8ES”［D］の文字がキャップで
半分隠れるまで、または”NGK/R”の“NGK”［E］が完全に
隠れるまで、キャップをプラグに押し付ける。

スパークプラグの点検

•定期点検整備の章のスパークプラグの点検の項を参照。
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スパークプラグの調整

•定期点検整備の章のスパークプラグの調整の項を参照。

スパークプラグの清掃

•定期点検整備の章のスパークプラグの清掃の項を参照。
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点火系統
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エレクトリックケース

エレクトリックケースの取り外し

• JS800-A1：
取り外す。
バッテリ（－）ケーブル（バッテリの取り外しの項を参照）
スパークプラグキャップ［A］
バッテリケーブル（＋）［B］
スタータモータケーブル［C］
スタータおよびストップスイッチのリード線コネクタ［D］
エレクトリックケースコネクタ［E］
4ピンコネクタと3ピンコネクタ

取り外す。
温度センサホース［A］

• JS800-A2 ∼ ：
取り外す。
バッテリ（−）ケーブル（バッテリの取り外しの項を参照）
スパークプラグキャップ［A］
スタータおよびストップスイッチのリード線コネクタ［B］
バンド［C］
コネクタ［D］
エレクトリックケースコネクタ［E］
2ピンコネクタと3ピンコネクタ

取り外す。
クランプ［F］
バッテリケーブル（＋）［G］
スタータモータケーブル［H］

•取り外す。
エレクトリックケース取り付けボルト［A］とクランプ［B］
エレクトリックケース［C］
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エレクトリックケース

エレクトリックケースの取り付け

•エレクトリックケースコネクタのOリング［A］に耐水グリースを
塗布する。

•ネジロック剤をエレクトリックケース取り付けボルトに塗布し、
ボルトを締め付ける。

トルク - エレクトリックケース取り付けボルト：8.8 N·m (0.90 kgf·m)

エレクトリックケースの分解

• JS800-A1：
取り外す。
エレクトリックケース（エレクトリックケースの取り外しの項を
参照）
エレクトリックケースボルト［A］

エレクトリックケースを開ける。
取り外す。
スタータリレー［A］
CDIイグナイタ［B］
レギュレータ／レクチファイヤ［C］

取り外す。
イグニションコイル［A］
水温センサ［B］（水温センサの取り外しの項を参照）。

• JS800-A2 ∼ ：
取り外す。
エレクトリックケース（エレクトリックケースの取り外しの項を
参照）
エレクトリックケースボルト［A］
吸気温センサ［B］とブラケット［C］
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エレクトリックケース

エレクトリックケースを開ける。
取り外す。
スタータリレー［A］
CDIイグナイタ［B］
レギュレータ／レクチファイヤ［C］

取り外す。
イグニションコイル［A］

エレクトリックケース組み立て

• JS800-A1：
グロメット［A］とOリング［B］に耐水グリースを塗布する。
ジョイント［C］を取り付ける場合は、Oリング［D］に耐水グリー
スを塗布し、締め付ける。

トルク - ジョイント：3.9 N·m (0.40 kgf·m)
イグニションコイルのスパークプラグリード線［E］をグロメット
に挿入する場合は、グロメットの内側［F］にシリコングリース
を塗布する。
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エレクトリックケース

イグナイタおよびレギュレータ／レクチファイヤのリード線コ
ネクタ［A］を、エレクトリックケースの穴に通してから、レギュ
レータ／レクチファイヤを取り付ける。
レギュレータ／レクチファイヤ、イグナイタ、スタータリレーの
アースリード線（黒）端子を、レギュレータ／レクチファイヤの
取り付けボルト［B］に接続する。
取り付ける。
イグニションコイル［C］（イグニションコイルの取り付けの項
を参照）
レギュレータ／レクチファイヤ［D］（レギュレータ／レクチ
ファイヤの取り付けの項を参照）
CDIイグナイタ［E］（CDIイグナイタの取り付けの項を参照）
スタータリレー［F］（スタータリレーの取り付けの項を参照）
水温センサ［G］（水温センサの取り付けの項を参照）
ヒューズアッシ［H］

ネジロック剤を下記のボルトに塗布し、ボルトを締め付ける。

トルク - レギュレータ／レクチファイヤ取り付けボルト：8.8 N·m
(0.90 kgf·m)

CDIイグナイタ取り付けボルト：8.8 N·m (0.90 kgf·m)
イグニションコイル取り付けボルト：8.8 N·m (0.90 kgf·m)

エレクトリックケース［A］を組み立てる場合は、エレクトリック
ケースの間にリード線を挟まないように注意すること。このと
き、組み立てを容易にするためOリング［B］にグリースを塗
布する。
ネジロック剤を下記のボルトに塗布し、ボルトを締め付ける。

トルク - エレクトリックケースボルト［C］：8.8 N·m (0.90 kgf·m)
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エレクトリックケース

• JS800-A2 ∼ ：
グロメット［A］とOリング［B］に耐水グリースを塗付する。
ジョイント［C］を取り付ける場合は、Oリング［D］に耐水グリー
スを塗付し、締め付ける｡

トルク - ジョイント：3.9 N·m (0.40 kgf·m)
イグニションコイルのスパークプラグリード線［E］をグロメット
に挿入する場合は、グロメットの内側［F］にシリコングリース
を塗付する｡

イグナイタおよびレギュレータ／レクチファイヤのリード線コ
ネクタ［A］を、エレクトリックケースの穴に通してから、レギュ
レータ／レクチファイヤを取り付ける｡
レギュレータ／レクチファイヤ、イグナイタ、スタータリレーの
アースリード線（黒）端子を、レギュレータ／レクチファイヤの
取り付けボルト［B］に接続する。
取り付ける。
イグニションコイル［C］（イグニションコイルの取り付けの項
を参照）
レギュレータ／レクチファイヤ［D］（レギュレータ／レクチ
ファイヤの取り付けの項を参照）
CDIイグナイタ［E］（CDIイグナイタの取り付けの項を参照）
スタータリレー［F］（スタータリレーの取り付けの項を参照）
水温センサ［G］（水温センサの取り付けの項を参照）
ヒューズアッシ［H］

ネジロック剤を下記のボルトに塗布し、ボルトを締め付ける。

トルク - レギュレータ／レクチファイヤ取り付けボルト：8.8 N·m
(0.90 kgf·m)

CDIイグナイタ取り付けボルト：8.8 N·m (0.90 kgf·m)
イグニションコイル取り付けボルト：8.8 N·m (0.90 kgf·m)
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エレクトリックケース

エレクトリックケース［A］を組み立てる場合は、エレクトリック
ケースの間にリード線を挟まないように注意すること｡このと
き、組み立てを容易にするためOリング［B］にグリースを塗
付する。
ネジロック剤を下記のボルトに塗付し、吸気温センサ［D］取
り付けブラケットと共締めする。

トルク - エレクトリックケースボルト［C］：8.8 N·m (0.90 kgf·m)
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スイッチ

スタート／ストップスイッチの取り外し

•取り外す。
エンジンフード（船体、エンジンフードの章のエンジンフー
ドの取り外しの項を参照）
スタート／ストップスイッチリード線のコネクタ［A］

•取り外す。
ハンドルバーパッドスクリュ［A］
ハンドルバーパッド［B］

•取り外す。
クランプ［A］

•スタート／ストップスイッチのリード線を、ハンドルポールか
ら注意しながら引き抜く。

•取り外す。
スイッチケース取り付けスクリュ［A］
スイッチケース［B］

スタート／ストップスイッチの取り付け
スイッチケースには、位置決め突起［A］が付いている。

•この突起を、ハンドルバーの穴［B］に合わせる。

•締め付ける。

トルク - スイッチケース取り付けスクリュ：3.9 N·m (0.40 kgf·m)

•ハンドルバーがスムーズに動き、ひっかかり等がないことを
確認する。
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スイッチ

スタート／ストップスイッチの点検

•スタート／ストップスイッチのケースおよび配線を点検する。
スイッチケースに何らかの破損または損傷がある場合には、
スイッチアッシを交換する。
配線に損傷がある場合には、配線を修理するか、またはス
イッチアッシを交換する。

•スタートスイッチ［A］を点検する。
ハンドテスタのレンジを× 1 Ωにセットする。

特殊工具 - ハンドテスタ：57001-1394

スタートスイッチの赤／青および黄／赤のリード線に、テス
タのリードを接続する。
スタータロックスイッチ［B］を、右の位置にする。
スタートボタンを放した状態および押した状態で、スイッチ
の抵抗値を点検する。

［スタートスイッチの抵抗］

スタートボタン 測定値

放す ∞ Ω

押す 約0 Ω

いずれかの測定値が正しくない場合は、スタート／ストップ
スイッチを交換する。

•スタータロックスイッチを点検する。
スタータロックスイッチ［B］を左の位置にして、スタートスイッ
チ［A］のテストを繰り返す。
いずれの指示値も∞ Ωでなければならない。
いずれかの指示値が∞ Ω より小さい場合は、スタート／ス
トップスイッチを交換する。
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スイッチ

•ストップスイッチ［A］を点検する。
キルスイッチコードキー［B］をストップスイッチに差し込む。
ハンドテスタのレンジを× 1 Ωにセットする。

特殊工具 - ハンドテスタ：57001-1394

ストップスイッチの黒と白のリード線に、テスタのリード線を
接続する。
ストップボタンを放した状態および押した状態で、スイッチの
抵抗値を点検する。

［ストップスイッチの抵抗］

ストップボタン 測定値

放す ∞ Ω

押す 約0 Ω

いずれかの測定値が正しくない場合には、スタート／ストッ
プスイッチを交換する。
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水温センサ（JS800-A1）

水温センサは冷却水温を検出するセンサで、バイパスホー
スに取り付けられている。冷却水の温度が95°C以上になると、
センサから信号を受けたイグナイタは点火の間引きによりエン
ジン回転数を3 500回転位までに減速させ、オーバーヒートを
防止している。
航走中、ウォータクラフトが減速するようであれば、冷却系

統につまりなど異常がないか点検する。

注意

航走中にウォータクラフトが減速したときは、直ちに岸に
戻ること。オーバーヒートはエンジンや排気系統の重大な
損傷の原因になる。原因を見つけて、修理するまでウォー
タクラフトを運転してはいけない。

水温センサの取り外し

•エレクトリックケースを開ける（エレクトリックケースの分解の
項を参照）。

•取り外す。
水温センサの取り付けボルト［A］およびワッシャ

•水温センサリード線［A］（黒／黄と赤／黄）を取り外す。

•グロメットキャップ［B］］とグロメット［C］を外す。

•エレクトリックケースから、温度センサアッシ［D］を引き抜く。

• ラバーキャップ［A］をずらし、水温センサ［B］をホルダ［C］
から取り外す。
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水温センサ（JS800-A1）

水温センサの取り付け

•Oリング［A］を確認する。

•水温センサ［B］をホルダ［C］に取り付ける。

•締め付ける。

トルク - 水温センサ：27 N·m (2.8 kgf·m)

•センサアッシ［A］を図示の位置で取り付ける。

•ネジロック剤を水温センサ取り付けボルト［B］に塗布し、ボ
ルトを締め付ける。
［C］ワッシャ

トルク - 水温センサ取り付けボルト：8.8 N·m (0.90 kgf·m)

水温センサの点検

•水温センサを取り外す（水温センサの取り外しの項を参照）。

•センサ［A］の温度感知部を水の中に入れる。

•温度計［B］を水中に入れる。

要点
センサや温度計が容器の側面や底に接触しないこと。

•容器を熱源の上に置き、水をゆっくりとかき回しながら徐々
に水温を上げる。

•ハンドテスタを使って、下記の温度におけるセンサの内部
抵抗を測定する。

特殊工具 - ハンドテスタ：57001-1394

測定値が規定値でない場合は、センサを交換する。

［水温センサの抵抗］

温度上昇時：

90 ∼ 100°CでOFF→ON

温度下降時：ONになった温度から下に7°C以内でON→OFF

ON：0.5 Ω以下

OFF：1 M以上
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水温センサ（JS800-A2 ∼ ）

水温センサは冷却水温を検出するセンサで、エキゾースト
パイプに取り付けられている｡冷却水の温度が100°C以上に
なると、センサから信号を受けたイグナイタは点火の間引きに
よりエンジン回転数を3 500回転位までに減速させ、オーバー
ヒートを防止している。
航走中、ウォータクラフトが減速するようであれば、冷却系

統につまりなど異常がないか点検する｡

注意

航走中にウォータクラフトが減速したときは、直ちに岸に
戻ること。オーバーヒートはエンジンや排気系統の重大な
損傷の原因になる。原因を見つけて、修理するまでウォー
タクラフトを運転してはいけない。

水温センサの取り外し

•取り外す。
バンド［A］
水温センサコネクタ［B］

•水温センサ［A］を取り外す。

水温センサの取り付け

•取り外す。
エキスパンションチャンバ（排気系統の章のエキスパンショ
ンチャンバの取り外しの項を参照）

•水温センサ［C］を取り付ける前に、エキゾーストパイプ［A］
の取り付け穴に、指定のエンジンオイル［B］を図のとおり詰
め込む。
5 ∼ 10 mm［D］

•締め付ける。

トルク - 水温センサ：15 N·m (1.5 kgf·m)

要点
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。
エンジンオイル及びシリコングリースを詰め込みすぎない
こと。ボス部が損傷するおそれがある。



電気系統 13-43

水温センサ（JS800-A2 ∼ ）

水温センサの点検

•水温センサを取り外す（水温センサの取り外しの項を参照）。

•センサ［A］の温度感知部を水の中に入れる。

•温度計［B］を水中に入れる。

要点
センサや温度計が容器の側面や底に接触しないこと。

•容器を熱源の上に置き、水をゆっくりとかき回しながら徐々
に水温をあげる。

•ハンドテスタを使って、下記の温度におけるセンサの内部
抵抗値を測定する。

特殊工具 - ハンドテスタ：57001-1394

測定値が標準値を表示しない場合は、センサを交換する。

［水温センサの標準値］

水温 センサ抵抗値

20°C 約293 kΩ

50°C 約78.5 kΩ

90°C 約18.1 kΩ

100°C 約13.2 kΩ
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吸気温センサ（JS800-A2 ∼ ）

吸気温センサの取り外し

•吸気温センサコネクタ［B］を取り外し、ブラケット［D］より吸
気温センサ［C］を取り外す。
エレクトリックケース［A］

吸気温センサの取り付け

•吸気温センサコネクタを取り付け、ブラケット［A］に吸気温
センサ［B］を取り付ける。

吸気温センサの点検

•吸気温センサを取り外す（吸気温センサの取り外しの項を
参照）。

•センサの温度感知部［A］を水の中に入れる。

•温度計［B］を水中に入れる。

要点
センサや温度計が容器の側面や底に接触しないこと。

•容器の熱源の上に置き、水をゆっくりとかき回しながら徐々
に水温を上げる。

•ハンドテスタを使って、下記の温度におけるセンサの内部
抵抗を測定する。

特殊工具 - ハンドテスタ：57001-1394

測定値が規定値でない場合は、センサを交換する。

［吸気温センサの抵抗］

水温 センサ抵抗値

10°C 約3.74 kΩ

20°C 約2.47 kΩ

50°C 約0.833 kΩ

70°C 約0.448 kΩ
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ヒューズ

ヒューズの点検

•取り外す。
エンジンフード（船体、エンジンフードの章のエンジンフー
ドの取り外しの項を参照）
ヒューズプラグ［A］

•キャップ［A］を外し、ヒューズ［B］（10A）を取り出す。

• ヒューズエレメント［A］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［B］を交
換する前に、必ずその回路の電流値を測定すること。電流
値がヒューズの定格と同じかそれ以上の場合は、配線や関
連部品が短絡していないか点検する。

注意

ヒューズを交換するときは、必ずその回路に合った規定
のヒューズを使用する。規定より大きな容量のヒューズを
取り付けると、配線や部品が損傷する。
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14-2 格納

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。

冷却系統

•冷却系統を清掃する（定期点検整備の章の冷却系統の洗
浄の項を参照）。

ビルジ系統

•ビルジ系統を清掃する（定期点検整備の章のビルジ系統
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。

燃料系統

警告

ガソリンは非常に引火性が強く、条件によっては爆発す
る恐れがある。エンジンキルスイッチからコードキーを抜
き、禁煙にする。作業する場所は換気が良く、火気がな
いことを良く確かめること。口火のついている電気製品も
遠ざけること。

•燃料タンクを空にする。サイフォンやポンプを使って行う。
サイフォンホース［A］
船首［B］

•フィルタスクリーン［A］を清掃する（定期点検整備の点検の
燃料フィルタスクリーンの清掃の項を参照）。

•燃料フィルタを点検／清掃する（燃料系統の章の燃料フィ
ルタの点検と清掃の項を参照）。

•燃料タンク内での結露を防ぐため、燃料フィルタキャップを
ゆるめたままにする。

• イグニションスイッチをONにする。

•キルスイッチコードキーをストップボタンに押し込み、エンジ
ンを始動して15秒間運転する。燃料系統内の燃料が完全
に消費されるまで5分間の間隔をおいて、15秒間の運転を
繰り返す。

•ストップボタンからキルスイッチコードキーを引き抜き、イグ
ニションスイッチをOFFにする。

注意

冷却水が供給されていない状態で15秒以上、特に高回
転で、エンジンを動かさないこと。エンジンと排気系統の
重大な損傷が起こる。
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格納の準備

•エアインレットカバー［A］をキャブレタアッシから取り外す。
船首［B］

•フレームアレスタ［A］を取り外して、必要なら清掃する（定
期点検整備の章のフレームアレスタの清掃と点検の項を参
照）。

•浸透性防錆剤をキャブレタボア内にスプレーする。

•フレームアレスタを取り付ける。

•カバーを元通り取り付け、ネジロック剤をエアインレットカバー
ボルトのねじ部に塗布する。

トルク - エアインレットカバー取り付けボルト：8.8 N·m (0.9 kgf·m)

エンジン

•スパークプラグを取り外し、プラグキャップをエンジンルーム
後ろ側のプラグキャップホルダ［A］に完全に押し込む。

•各シリンダへモータオイルを30cc程度注入する。

注意

オイルを入れすぎると、次回エンジンを回したとき、クラン
クシャフトのオイルシールを損傷するおそれがある。

• イグニションスイッチをONにする。

•エンジンキルスイッチ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キルスイッチコードキーを引き抜き、イグ
ニションスイッチをOFFにする。

•スパークプラグとプラグキャップを元通り取り付ける。

バッテリ

•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。そして保管中、
月に一度、バッテリを充電する。

•バッテリを取り外す（電気系統の章の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

•後述の推奨手順に従って潤滑を行う（定期点検整備の章の
潤滑の項を参照）。

•保管中、以下の部分に浸透性防錆剤を同様に潤滑する。
ステアリングノズルのステアリングケーブル継ぎ手部コネクタ



14-4 格納

格納の準備

全般

•エンジンフードを取り外す（船体、エンジンフードの章のエ
ンジンフードの取り外しの項を参照）。

•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［A］
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、
色があせる恐れがある。

•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ーする。

•換気を良くし腐食を防止するため、エンジンフードを取り外
し、厚さ10 mmのスペーサでエンジンフードを持ち上げてお
く。

•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

•後述の推奨手順に従って潤滑を行う（定期点検整備の章の
潤滑の項を参照）。

各部の点検

•スロットル、チョーク、ステアリング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
位置までに戻ること。

•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
備の章のスパークプラグの清掃とスパークプラグの調整の
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（電気系統の章のバッテリの取り付け
の項を参照）。

燃料系統

•燃料フィルタスクリーンを点検し、必要なら清掃または交換
する（定期点検整備の章の燃料フィルタスクリーンの清掃の
項を参照）。

警告

ガソリンは非常に引火性が強く、条件によっては爆発す
る恐れがある。エンジンキルスイッチからコードキーを抜
き、禁煙にする。作業する場所は換気が良く、火気がな
いことを良く確かめること。口火のついている電気製品も
遠ざけること。

•燃料注入後、エンジン始動の前に、エンジンフードを後方
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

エンジンルーム内の気化ガソリンの濃度が高いと、火災
や爆発の恐れがある。

•燃料の漏れがないかどうかチェックする。必要なら補修する。

•エンジンオイルレベルをチェックする。オイルタンクには指
定のオイルを入れること。

試運転

警告

締め切った場所でエンジンを回さないこと。排気ガスに
は、無味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、一酸化炭素中毒になり、窒
息して死亡する恐れがある。

•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秒以上回転させないこ
と。エンジンや排気系統に重大な損傷を与える。

•エンジンフードを取り付け（船体とエンジンフードの章のエ
ンジンフードの取り付けの項を参照）、ロックされたことを確
認する。
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15-2 付録

ケーブル、ワイヤ、ホースの通し方

JS800-A1



付録 15-3

ケーブル、ワイヤ、ホースの通し方

1. バイパスアウトレット
2. クランプ
3. バイパス冷却水ホース（シリンダヘッド ∼ エキゾーストアウトレット）
4. スタート／ストップスイッチへ
5. 冷却水ホース（ウォータボックスマフラ ∼ 水温センサ）
6. マグネトリード線
7. スタート／ストップスイッチリード線
8. スタータモータケーブル
9. バイパス冷却水ホースおよび#2スパークプラグのリード線をクランプする。

10. #1および#2スパークプラグのリード線をクランプする。
11. 冷却水ホース（シリンダヘッド ∼ エキゾーストパイプ）
12. バッテリ（＋）ケーブル
13. バッテリ（－）ケーブル
14. バッテリ
15. 冷却水ホース（水温センサ ∼ 船体）
16. エレクトリックケース
17. スタータモータ
18. 船体へ
19. エキゾーストチャンバ
20. シリンダヘッド
21. カップリングカバー
22. 締め付けスクリュの位置を図のようにする。



15-4 付録

ケーブル、ワイヤ、ホースの通し方

JS800-A2 ∼



付録 15-5

ケーブル、ワイヤ、ホースの通し方

1. バイパスアウトレット
2. クランプ
3. バイパス冷却水ホース（シリンダヘッド ∼ エキゾーストアウトレット）
4. スタート／ストップスイッチへ
5. 冷却水ホース（ウォータボックスマフラ ∼ 船体）
6. マグネトリード線
7. スタート／ストップスイッチリード線
8. 水温センサリード線
9. 吸気温センサリード線

10. スタータモータケーブル
11. バイパス冷却水ホースおよび#2スパークプラグのリード線をクランプする。
12. #1および#2スパークプラグのリード線をクランプする。
13. 冷却水ホース（シリンダヘッド ∼ エキゾーストパイプ）
14. バッテリ（＋）ケーブル
15. バッテリ（－）ケーブル
16. バッテリ
17. 冷却水ホース（ウォータボックスマフラ ∼ 船体）
18. エレクトリックケース
19. 指定のエンジンオイル（10W-30)またはシリコングリース（グリース、ＳＣＨ-20：92137-1002）を取り付

け穴に充填する（本文参照）。
20. 船体へ
21. エキゾーストチャンバ
22. シリンダヘッド
23. 洗浄ホース
24. 締め付けスクリュの位置を図のようにする。
25. 洗浄キャップ
26. 洗浄フィッティング
27. 洗浄ホースを燃料ホースの下に通す。



15-6 付録

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. スタート／ストップスイッチリード線
2. クランプ
3. マグネトリード線
4. スタート／ストップスイッチへ
5. バイパス冷却水ホース
6. シリンダヘッドから
7. バイパスアウトレットへ
8. 冷却水ホース
9. ウォータボックスマフラから

10. 水温センサ
11. 締め付けスクリュの位置を図のようにする。
12. 船体へ
13. スタータモータケーブル
14. バッテリ（＋）ケーブル
15. エレクトリックケース
16. 水温センサリード線
17. マグネトカバー
18. ストッパ
19. クランプがストッパに接触しているか確認する。
20. スタータモータ
21. 保護チューブ
A： JS800-A1のみ
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ケーブル、ワイヤ、ホースの通し方

JS800-A2 ∼



付録 15-9

ケーブル、ワイヤ、ホースの通し方

1. スタート／ストップスイッチリード線
2. クランプ
3. マグネトリード線
4. スタート／ストップスイッチへ
5. バイパス冷却水ホース
6. シリンダヘッドから
7. バイパスアウトレットへ
8. 冷却水ホース
9. ウォータボックスマフラから

10. 水温センサリード線
11. 船体へ
12. スタータモータケーブル
13. バッテリ（＋）ケーブル
14. エレクトリックケース
15. 吸気温センサリード線
16. バッテリ（− ）ケーブル
17. バッテリ
18. カップリングカバー
19. スタータモータ
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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. シリンダヘッド
2. キャップ
3. 締め付けスクリュの位置を図のようにする。
4. ウォータホース継ぎ手部（図のように取り付ける）
5. エキゾーストチャンバ
6. エキゾーストマニホールド
7. スタータモータ
8. インレット冷却水ホース
9. マグネトリード線

10. クランプ
11. ポンプからインレット冷却水ホース
A： JS800-A1
B： JS800-A2 ∼
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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. ウォータボックスマフラ
2. エキゾーストチューブ
3. エキゾーストパイプ
4. エキゾーストチャンバ
5. ブラケット
6. プレート
7. デッキ
8. テールパイプへ
9. 締め付けスクリュの位置を図のようにする。

10. 締め付けスクリュをマークの位置に合わせる。
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ケーブル、ワイヤ、ホースの通し方



付録 15-15

ケーブル、ワイヤ、ホースの通し方

1. ハンドルポール
2. スタート／ストップスイッチ
3. スロットルケース
4. スタート／ストップスイッチリード線
5. スロットルケーブル
6. ステアリングケーブル
7. スロットルケーブルを、スタート／ストップスイッチのリード線の上から、ハンドルバーピボットの左へ

通す。
8. ハンドルバーピボット
9. クリップ

10. スロットルケーブルをクリップに通し、ブラスのクランプが2つのクリップの間に位置しているか確認
する。

11. クランプ
12. グロメット
13. キャップ
14. スロットルケーブル
15. スタート／ストップスイッチリード線
16. ステアリングケーブル
17. 燃料ベントホース



15-16 付録

ケーブル、ワイヤ、ホースの通し方



付録 15-17

ケーブル、ワイヤ、ホースの通し方

1. バイパス冷却水ホース
2. 燃料タンクバンド
3. ステアリングケーブルとスロットルケーブル
4. ウォータボックスマフラ
5. 燃料ベントホース
6. スタート／ストップスイッチリード線：燃料フィラチューブの上にリード線を通す。
7. 燃料フィラチューブ
8. フォーム
9. ケーブルをフォームのへこみに入れ、ケーブルを燃料タンクとバンドの間から通す。

10. ステアリングケーブル
11. スロットルケーブル
12. 燃料タンク
13. 燃料タンクバンド
14. エンジン取り付け面の端にホルダを取り付ける。
15. エンジン取り付け面の端
16. ブラケット
17. ステアリングケーブルを、ブラケットの右側に通す。



15-18 付録

ケーブル、ワイヤ、ホースの通し方



付録 15-19

ケーブル、ワイヤ、ホースの通し方

1. 燃料フィルタアッシ
2. 燃料タンク
3. エアインテークカバー
4. バッテリ
5. クランプ
6. 燃料ベントホース
7. 燃料ホース（リターン）
8. 燃料ホース（メイン）
9. 燃料ホース（リザーブ）

10. チョークケーブル
11. ブラケット：ブラケットの裏側に、ケーブル、配線、およびホースを通す。
12. 燃料ホース（供給）
13. 洗浄ホース（JS800-A2 ∼ ）
A： JS800-A1



15-20 付録

ケーブル、ワイヤ、ホースの通し方



付録 15-21

ケーブル、ワイヤ、ホースの通し方

1. 70 mm
2. 330 mm
3. 570 mm
4. 170 mm
5. 350 mm
6. 600 mm
7. 40 mm
8. 160 mm
9. ホルダ

10. 基準点



15-22 付録

トラブルシューティング

エンジン始動不能または困難
点火系統

イグニションの火花は出る

•燃料系統の不良

•圧縮圧力の不良
火花が出ない

•スパークプラグの不良

•スパークプラグ配線の絶縁不良

•CDIイグナイタの不良

• イグニションコイルの不良

•マグネトの不良

•バッテリの電圧低下
燃料系統（燃料タンクに燃料が入っているか点検）

キャブレタ外部

•燃料供給ラインでの漏れまたは詰まり

•パルスラインでの漏れまたは詰まり

•燃料フィルタスクリーンの詰まり

•ベントラインの詰まり

•燃料ポンプの故障
キャブレタ内部

•キャブレタダイアフラムの損傷

• ミクスチャスクリュ未調整

•キャブレタ内に水が浸入

•フロートアームレベルの調整不良
バッテリ／スタータ系統

•マグネトソレノイドスイッチの不良

•バッテリの電圧低下

•スタータモータブラシの摩耗

• リダクションギヤの不良

•スタータロックアウトスイッチの不良、またはキルスイッチコードキーがストップボタンに差し込まれ
ていない、あるいはその両方。

エンジンは始動するがすぐに止まる
圧縮圧力

• クランクシャフトオイルシールの不良

• クランクケース合わせ面、シール面からの漏れ

•ピストンとリングの摩耗

•ヘッドガスケットからの漏れ

•スパークプラグからの漏れ
燃料系統

キャブレタ外部

•チョークの誤用

•燃料フィルタスクリーンの詰まり

•燃料供給ラインでの漏れまたは詰まり

•パルスラインでの漏れまたは詰まり

•ベントラインの詰まり

•燃料ポンプの故障
キャブレタ内部

•キャブレタ内に水が浸入

•キャブレタダイアフラムの損傷

• ミクスチャスクリュ未調整

•フロートアームレベルの調整不良
電気系統

•スパークプラグの不良

•配線の接続不良

•マグネトの不良



付録 15-23

トラブルシューティング

エンジンの点火不良、不調
燃料系統

混合気が希薄過ぎる
キャブレタの不良

• ミクスチャスクリュの設定不良

•燃料通路やアウトレットの詰まり

•ダイアフラムの漏れまたは損傷

•フロートアームレベルの調整不良
その他

•燃料供給の低下（燃料フィルタスクリーン、ホース、ベントラインの詰まり）

•キャブレタ取り付け部のゆるみ

•燃料ポンプの故障
混合気が濃過ぎる

キャブレタの不良

•ダイアフラムニードルの汚れまたは損傷

•フロートアームレベルの調整不良

•チョークの調整不良

• ミクスチャスクリュ未調整
その他

•フレームアレスタの詰まり
電気系統

その他

•点火時期の調整不良
火花が弱い

• イグニションコイルの不良

•高電圧による絶縁破壊

•スパークプラグの汚れ

•スパークプラグギャップの調整不良

•配線の接続不良、スパークプラーグキャップの配線不良

•CDIイグナイタの不良

•マグネトの不良

•バッテリのあがり

エンジン異音
通常航走中

•ピストンの軽微な焼き付き

•ピストンリングの折損または固着

• メインベアリングの摩耗または損傷
急加速中

•コンロッド小端部とピストンピン間、またはピンとピストン間のクリアランスが過大

• コンロッド大端部のクリアランスが過大
ノッキング

•点火時期が早すぎ

•シリンダヘッドのカーボン堆積

•燃料の品質不良

•スパークプラグの熱価不適
寒冷時のアイドリング中

•ピストンのクリアランス過大

•ピストンリングの摩耗

•ピストンの摩耗

• コンロッドの曲がりやねじれ



15-24 付録

トラブルシューティング

エンジン出力低下（複数の原因に起因することが多く、またトラブルが明確に現れない
ことがある）

点火系統

•スパークプラグギャップ不適または熱価不適

•点火時期の調整不良

• イグニションコイルの出力低下

•点火回路での配線接続不良
燃料系統

•キャブレタへの燃料供給不足

•キャブレタダイアフラムの損傷

•パルスラインでの漏れまたは詰まり

•高速ノズルの詰まり

•スロットルバルブが全開不可

•燃料フィルタスクリーンの詰まり

•燃料ポンプの故障
その他

•フレームアレスタの詰まり

•マフラや排気系統の詰まり

•燃料に水または異物が混入している

•エンジンルームでの排気ガス漏れ
オーバヒート

•点火不良

•キャブレタの調整不良

•燃焼室でのカーボン堆積

•燃料またはガソリンの種類不適

•ガソリン／オイルの混合不良

•冷却水ラインでの漏れまたは詰まり
燃料消費が過大

•キャブレタの調整不良

•フレームアレスタの詰まり

•マフラや排気系統の詰まり

•シリンダ、ピストンまたはピストンリングの摩耗

•燃料供給ラインでの漏れ

•キャブレタダイアフラムニードルの汚れまたは損傷

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、ジェットスキー正規ディーラに
点検を依頼すること）

ハンドルバーが重い

•ハンドルバーピボットナットの締め付けトルク過剰

•ブッシュの損傷または亀裂

•ハンドルバーのプレートまたはピボットが曲がっている

•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





収 録 機 種

年度 通称名 機種 船体番号

2003 JET SKI 800 SX-R JS800-A1 KAW60001□203 ∼
2004 JET SKI 800 SX-R JS800-A2 KAW30001□304 ∼
2005 JET SKI 800 SX-R JS800-A3 US-KAW20001□405 ∼
2006 JET SKI 800 SX-R JS800A6F US-KAW10001□506 ∼
2007 JET SKI 800 SX-R JS800A7F US-KAW80001□607 ∼
2008 JET SKI 800 SX-R JS800A8F US-KAW10001□708 ∼
2011 JET SKI 800 SX-R JS800ABF US-KAW50001□011 ∼
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