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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
たはカワサキ正規取扱店にご相談願います。

3. このモデル、JT1500Dは4ストロークエンジンを
搭載したモデルです。ウォータクラフトを浸水さ
せてしまった場合、4ストロークエンジンを回復
させるためには2ストロークエンジンに比べて、
特別な整備と手順が必要です。そこで本書で
は2ストロークエンジンのモデルのサービスマ
ニュアルには触れられていない浸水後の整備
についても記述が載せられています。浸水後
の整備については第9章の冷却とビルジ系統
にある浸水後の概略・詳細手順を参照して下
さい。
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1-2 概要

SLOモード

このウォータクラフトにはSLO（スマート・ラーニング・オペレーション）モードと通常モード（フル・パワー・
オペレーション：FPO）があります。SLOモードではウォータクラフトの 高速度を約30％低減させます。初
心者及び経験の浅い運転者がウォータクラフトの運転に慣れるまで、このモードで練習されることをお奨
めします。
SLOモードからFPOモードへ又はその逆に切り換える場合は、“MODE”ボタンを7秒以上押します。

SLOモードはメータにSLOと表示されます。

要点
SLOモードへの切り替え時には電源投入時と同じ初期表
示がなされ、ブザーが2回鳴ります。その後SLOの文字が
時計／航走時間／航走距離／積算航走時間メータディ
スプレーの表示の間に3秒毎に交互点滅表示されます。
この表示はSLOモードで運転中は継続されます。

通常の運転モード（フル・パワー・オペレーション：FPO）はFPO
の表示で表されます。

要点
SＬＯから通常モード（FPOモード）への切り替えの時にも
初期画面が表示され、その後ＦＰＯの文字が2秒間点灯し
消灯します。FPOの文字はそれ以降は表示され ません。
イグニッションスイッチを“OFF”にして再度“ON”した場合
は“OFF”の時のモードが再び表示されます。
各種警告の作動、及びその他のメータ機能はSLOモー
ド、通常モード（FPO）とも同じです。
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作業を始める前に

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、又は調整が必要と

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

注意

冷却水の供給なしにエンジンを15秒以上、とくに高回転で回転させないで下さい。エンジンや排気系
統に重大な損傷を与えます。

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

く、常に水上でエンジンを回転させて下さい。

•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(P/No. 92005-3746)は完成艇に同梱されて
います。

•フロントストレージコンパートメントカバーを開けます。

•ストレージコンパートメントのそばにある洗浄キャップ［A］を
取り外します。

•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。
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作業を始める前に

•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。

［必要なエンジン冷却水量］

2.4 L/min @1 800 rpm
7.0 L/min @6 000 rpm

注意

冷却水の供給が不十分な場合には、エンジン及び排気
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下さい。

注意

ウォータクラフトは必ず左側に傾けて下さい。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。

注意

転覆した船は常に左舷を下側にして右回しに起こして下
さい。反対に回すと、マフラの水がエンジンの中に入り、
エンジンの損傷を招く恐れがあります。

バッテリケーブル
ウォータクラフトの整備中にエンジンが予期せずに始動する

ことがないよう、整備作業が完了するまではバッテリケーブル
をバッテリ端子から外して下さい。 初にアース端子（－）を外
し、次にプラス端子（＋）を外します。整備作業が完了したら、

初にプラス端子を接続し、次にアース端子を接続して下さ
い。
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部品のエッジ
大きな部品または重い部品を持ち上げる際は、部品端面の

エッジでのけがを防ぐため、手袋を着用して下さい。

溶剤
部品の清掃には高引火点溶剤を使用して下さい。高引火

点溶剤の使用にあたっては、溶剤メーカの指示を必ず守って
下さい。

分解前のウォータクラフト清掃
分解を行う前にウォータクラフト全体を清掃して下さい。整

備中にほこりや異物がウォータクラフトの密閉された部分に入
り込むと、摩耗を極端に早めたりウォータクラフトの性能を低
下させる原因となります。

取り外した部品の整理と清掃
分解した部品はしばしば混同しがちです。分解した順に部

品を整理して並べ、組み立て順に清掃を行うようにして下さ
い。

取り外した部品の保管
サブアッシを含むすべての部品は、清掃後はきれいな場所

に保管して下さい。異物などが付着しないよう、きれいな布ま
たはビニールシートを部品にかぶせて下さい。
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作業を始める前に

点検
摩耗が進行した部品や損傷がある部品を再利用すると、重

大な事故を引き起こす恐れがあります。取り外した部品に、腐
食、変色、あるいはその他の損傷がないか、目視点検を行っ
て下さい。部品それぞれの使用限度については、本マニュア
ルの該当するセクションを参照して下さい。部品に損傷がある
場合、または使用限度を逸脱している場合は部品を交換して
下さい。

交換部品
交換部品には、必ず川崎重工業製の純正部品か推奨部品

を使用して下さい。分解を行った場合は、ガスケット、Ｏリング、
オイルシール、グリースシール、サークリップ、割りピンは必ず
新品に交換して下さい。

組み立て順序
通常、組み立て順序は分解順序の逆ですが、本サービスマ

ニュアルで組み立て順序が指示されている場合はその手順
に従って下さい。

締め付け順序
このサービスマニュアルに締め付け順序の指示されている

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

締め付けトルク
ボルト、ナット、スクリュに不適切なトルクを与えると、重大な

損傷を起こす恐れがあります。品質の高いトルクレンチを使用
した上で、規定のトルクで締め付けを行って下さい。
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力
分解と取り付けに必要な力は常識に従って判断して下さい。

過度な力をかけると、補修が困難となったり、補修に多額の費
用を要する損傷を招く恐れがあります。締め付け時にロック剤
を塗布したスクリュは、必要に応じてインパクトドライバを使用
して取り外します。叩く必要がある場合はプラスチックハンマ
を使用します。

ガスケット、Ｏリング
ガスケットとＯリングに硬化、収縮、損傷がある場合、分解後

は密閉性が損なわれます。合わせ面にガスケットかすや異物
が残らないよう、古いガスケットを取り除ききれいに清掃して下
さい。組み立て時には新品のガスケットを取り付け、Ｏリングも
新品に交換します。

液体ガスケット、ロック剤
液体ガスケットやロック剤を塗布する場合は、合わせ面に油

分が残存しないように清掃を行って下さい。適量以上に塗布
してはいけません。はみ出した液体ガスケットやネジロック剤
がオイル通路をふさいで、機器類に重大な損傷を与える原因
となります。

圧入
ベアリングやオイルシールなど、圧入が必要な部品のはめ

合い部分には少量のオイルを塗布して下さい。取り付け時に
は、部品同士の位置が適切に合っていることを確認し、スムー
ズに圧入して下さい。

ボールベアリングとニードルベアリング
ボールベアリングとニードルベアリングは、本当に取り外し

が必要な場合を除いては取り外しと圧入を行ってはいけませ
ん。取り外した場合は新品に交換して下さい。ベアリングは、
メーカ名とサイズマークを外側に向けて圧入します。図のよう
な適切なベアリングレースに圧力をかけて、ベアリングを圧入
して下さい。
適切ではないレースに圧力をかけると、インナレースとアウ

タレースの間に圧力がかかり、ベアリングに損傷を与える原因
となります。
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作業を始める前に

オイルシール、グリースシール
圧入されたオイルシールとグリースシールは、本当に必要

な場合を除いては取り外してはいけません。取り外した場合
は新品に交換して下さい。新品のオイルシールは、メーカ名と
サイズマークを外側にして圧入します。取り付け時には、シー
ルが適切な位置に合っていることを確認して下さい。

シールリップ部には必ず指定のグリースを塗布してから組
み立てて下さい。

サークリップ、コッタピン
サークリップとコッタピンを取り外した場合は新品に交換して

下さい。取り付け時に変形しないよう、クリップの開き度合いが
小となるように注意して下さい。

潤滑
組み立て後の初動時の摩耗を抑えるため、回転部品と摺動

部品は潤滑した状態で組み立てる必要があります。潤滑すべ
き部位は本マニュアルに明記されていますので、規定の溶剤
またはグリースを手順に従って塗布して下さい。

エンジンの回転方向
クランクシャフトを手で空回しする場合、回転方向のあそび

しろが調整量に影響を与えます。クランクシャフトは、本来の
回転方向に回転させて下さい（船尾側から見て反時計方向）。
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リード線
2色のリード線では、第1の色が大きな部分を占め、第2の色

が占める部分はわずかになっています。従って2色のリード線
を表示する場合には、まずメインの色、次に補足の色を記述
します。

計器
正確な計測をおこなうには、適正な精度の計器を使って下

さい。計器を使う前に、計器の取り扱い説明書を良く読んで
下さい。読まないと、正確な値が読み取れず、間違った調整
となります。
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外観写真

JT1500D9F左側

JT1500D9F右側
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主要諸元

項目 JT1500D9F

エンジン

型式 4ストローク、DOHC、4気筒、水冷

排気量 1 498 cm³

内径×行程 83 × 69.2mm

圧縮比 10.6：1

高出力 112 kW (152 PS) @7 500 rpm

大トルク 144 N·m (14.7 kgf·m) @7 250 rpm

点火方式 デジタルトランジスタ

潤滑方式 セミドライサンプ

燃料装置 FI（燃料噴射）MIKUNI AC 60 × 1

始動方式 スタータモータ

シリンダナンバ 船首から船尾に、1-2-3-4

点火順序 1-2-4-3

バルブタイミング：

吸気

開 22.5°上死点前

閉 67.5°下死点後

開閉角度 270°

排気

開 74.5°下死点前

閉 9.5°上死点後

開閉角度 264°

スパークプラグ：

型式 NGK CR9EK

すき間 0.7 ∼ 0.8 mm

点火時期 3°上死点後@1 300 rpm ∼ 32°上死点前@3 000 rpm

アイドリング回転速度 水上1 300 ±100 rpm

陸上1 300 ±100 rpm

圧縮圧力 1 190 ∼ 1 799 kPa (12.1 ∼ 18.3 kgf/cm2) @430 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 4 130 N (421 kgf）

ステアリング ステアリングノズル

ブレーキ 水の抵抗

性能

† 小旋回半径 4.0 m

†燃料消費量 43 L/h（フルスロットル航走時）

†航続距離／時間 134 km/1時間26分（3人でフルスロットル航走時）
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主要諸元

項目 JT1500D9F

寸法・重量

全長 3 120 mm

全幅 1 180 mm

全高 1 050 mm

整備質量 378 kg

燃料タンク容量 62 L

エンジンオイル

推奨オイル カワサキ純正４サイクルオイル

等級 API SFまたはSG

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

粘度 SAE 10W-40

容量 5.0 L

電装品

バッテリ 12 V 18 Ah

ジェネレータ 高出力 16 A/14 V

†： 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ります。

主要諸元は予告なく変更される場合がありますので、予めご了承下さい。
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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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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

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） 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
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（６）ＳＩ／メートル単位軸トルク換算表

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

ウォータクラフトの良好な航走性能を維持するため、本表に従って定期的に点検整備を行うこと。初期
点検は特に重要なので、必ず実施すること。

点検項目

点検時期

初の
10時間

25時間
毎

50時間毎
100時
間毎

参照
ページ

スロットルコントロール系統の点検 • 2-10

エアフィルタドレンキャップの点検、清掃 • 2-10

エアフィルタの点検、清掃 •
（または毎年）

2-11

燃料ベントチェックバルブの点検 • 2-11

燃料ポンプスクリーンの清掃 • 2-12

スロットルシャフトスプリングの点検（必要ならスロッ
トルボディの交換） • 2-12

エンジンオイルの交換 •
（または毎年）

2-12

オイルフィルタの交換 • 2-14

バルブクリアランスの点検 • 2-14

エンジン取り付けボルトの点検、締め付け •
（または毎年）

2-19

カップリングダンパの点検 • 2-20

冷却系統の洗浄（海上での使用毎） • 2-20

ビルジラインとフィルタの洗浄 • 2-21

インペラの点検（要取り外し） • 2-22

ステアリングケーブルの点検 • 2-23

ハンドルバーピボットの潤滑（要分解） • 2-22

船体ドレンプラグの点検（必要なら交換） • 2-23

バッテリ充電状態の点検 • 2-23

バッテリ端子の点検 • 2-24

スパークプラグの清掃と点検（必要なら交換） • 2-24

スロットルボディのスロットルケーブル取り付け部の潤滑 • 2-25

スロットルケーブルとスロットルケースのスロットルケー
ブル取り付け部の潤滑 • 2-25

ステアリングケーブルのボール継ぎ手と、ステアリング
ノズルピボットの潤滑 • 2-25

ホース、ホースクランプ、ナット、ボルト類の点検 • • 2-27
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締め付けトルク、ネジロック剤一覧表

下表には主要ボルト・ナット類の締め付けトルクと、ネジロック剤やシリコンシーラントを必要とする部品
がまとめてあります。
“備考”の欄のマークは以下の意味を表します。
EO： ねじ部とシート当たり面にオイルを塗布する。
L： ねじ部にネジロック剤（中強度：ロックタイト242相当）を塗布する。

LN： ねじ部にネジロック剤（高強度：ロックタイト271相当）を塗布する。
MO： 二硫化モリブデン溶液を塗布する。

（10対1の重量比でエンジンオイルと二硫化モリブデングリースを混同した溶液）
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

転倒センサ取り付けボルト 1.5 0.15

ブラケット取り付けボルト 8.8 0.90 L

インレットマニホールド取り付けボルト 25 2.5 L

インレットマニホールド取り付けナット 20 2.0

デリバリパイプ取り付けボルト 7.8 0.80

吸気圧センサボルト 7.8 0.80

吸気温センサ 20 2.0

スロットルボディアッシ取り付けボルト 20 2.0

インレットマニホールドドレンプラグ 20 2.0

インレットマニホールドプレートボルト 7.8 0.80

クランクシャフトセンサスクリュ 4.4 0.45 L

カムシャフトポジションセンサボルト 9.8 1.0 L

水温センサ 15 1.5 本文参照

油温センサ 15 1.5 本文参照

レギュレータ／レクチファイアボルト 7.8 0.80

ECU取り付けボルト 8.8 0.90 L

スロットルセンサ取り付けスクリュ 2.0 0.2

ISCアクチェータ取り付けボルト 4.9 0.50

油圧スイッチ 15 1.5 SS

燃料注入口チューブクランプスクリュ 2.9 0.30

燃料レベルセンサクランプスクリュ 2.9 0.30

燃料フィルタ取り付けボルト 8.8 0.90 L

ラバーホルダクランプスクリュ 2.9 0.30

エアフィルタ取り付けボルト 9.8 1.0 L

エアフィルタブラケット取り付けボルト 7.8 0.80 L

スロットルケーブルロックナット 7.8 0.80

スロットルケース取り付けスクリュ 3.9 0.40

エンジン潤滑機構

ブリーザプレートボルト 7.8 0.80

注油口キャップ 1.0 0.10

オイル通路プラグ 20 2.0 L

オイル通路継ぎ手 11 1.1 L
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締め付けトルク
項目

N·m kgｆ·m
備考

オイルセパレータタンク取り付けスクリュ 4.9 0.50 L

オイルクーラアッセンブリボルト 7.8 0.80

油圧警告灯スイッチ 15 1.5 SS

オイル通路ボルト 78 8.0 S

オイルフィルタ 18 1.8 EO

オイルクーラ位置決めボルト 20 2.0 S

オイルパンボルト 7.8 0.80 S

オイルレベルゲージパイプボルト 8.8 0.90 L、S

オイルポンプスプロケットボルト 16 1.6 LN

オイルポンプカバーボルト 7.8 0.80

リリーフバルブ 15 1.5 LN

オイルパイプボルト 7.8 0.80

オイルポンプチェーンガイドボルト 7.8 0.80

チェーンガイドスプリングプレートボルト 7.8 0.80

オイルポンプボディプラグ 20 2.0 L

オイルポンプボディボルト 7.8 0.80

オイルスクリーンボルト 7.8 0.80

ウォータホース継ぎ手 20 2.0 L

排気系統

エキゾーストマニホールド取り付けナット 25 2.5 S

エキゾーストマニホールド取り付けボルト 25 2.5 L、S

バイパスノズル － － LN

ウォータホース継ぎ手 11 1.1 L

洗浄ホース継ぎ手 11 1.1 L

水温センサ 15 1.5 本文参照

エキゾーストパイプ取り付けプレートボルト 29 3.0 L

エキゾーストパイプ取り付けボルト 29 3.0

エキゾーストチューブクランプスクリュ 5.0 0.51

エンジントップ

シリンダヘッドカバーボルト 9.8 1.0

上側カムシャフトチェーンガイドボルト 12 1.2 S

カムシャフトキャップボルト 12 1.2 S

シリンダヘッドボルト（ 11） 23 2.3 仮締め、MO、S

シリンダヘッドボルト（ 11） 59 6.0 終、MO、S

シリンダヘッドボルト（ 7） 20 2.0 S

シリンダヘッドボルト（ 6） 12 1.2 S

ウォータジャケットプラグ 20 2.0 L

エンジンフックボルト 20 2.0

カムシャフトポジションセンサボルト 9.8 1.0 L

排気側カムシャフトチェーンガイドボルト（上側） 25 2.5
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締め付けトルク
項目

N·m kgｆ·m
備考

排気側カムシャフトチェーンガイドボルト（下側） 12 1.2

吸気側カムシャフトチェーンガイドボルト 12 1.2 L

カムシャフトチェーンテンショナキャップボルト 20 2.0

カムシャフトチェーンテンショナ取り付けボルト 9.8 1.0 L

カムシャフトポジションセンサロータボルト 12 1.2 L

ウォータホース継ぎ手 11 1.1 L

オイル通路継ぎ手 11 1.1 L

エンジン取り外し／取り付け

エンジン取り付けボルト 36 3.7 L

エンジンダンパ取り付けボルト 16 1.6 L

エンジンボトム

クランクシャフトセンサカバーボルト 7.8 0.80

エンジンブラケット取り付けボルト 32 3.3 L

タイミングロータボルト 29 3.0 L

コンロッドナット － － MO、本文参照

オイル通路プラグ 20 2.0 L

ステータ取り付けボルト 12 1.2 L

グロメットカバーボルト 9.8 1.0 L

マグネトカバーボルト 20 2.0

アウトプットカバーボルト 7.8 0.80

アウトプットシャフト 245 25.0 MO

カップリング 98 10

クランクケースボルト (10 mm) 50 5.0 MO、S

クランクケースボルト (8 mm) 29 3.0 MO、S

クランクケースボルト (8 mm) 29 3.0 S

クランクケースボルト (6 mm) 12 1.2 S

冷却・ビルジ系統

ビルジブリーザ取り付けボルト － － L

ウォータホース継ぎ手（L形） 11 1.1 L

ウォータホース継ぎ手（ストレート形） 20 2.0 L

ウォータホース継ぎ手（ストレート形） 11 1.1 L

冷却水ホースクランプスクリュ 2.5 0.25

洗浄キャップ 0.90 0.092

動力伝達機構

カップリング 39 4.0 L

ドライブシャフトホルダ取り付けボルト 22 2.2 L

カップリングカバーボルト 8.8 0.90 L

ポンプとインペラ

ポンプブラケット取り付けボルト (2) 19 1.9 LN、SS

ポンプブラケット取り付けボルト (4) 9.8 1.0 L
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締め付けトルク
項目

N·m kgｆ·m
備考

ポンプ取り付けボルト 36 3.7 L

グレート取り付けボルト 9.8 1.0 L

ポンプカバー取り付けボルト 7.8 0.80 L

インペラ 98 10

ポンプキャップボルト 3.9 0.40 L

ポンプアウトレット取り付けボルト 19 1.9 L

ステアリングノズルピボットボルト 19 1.9 L

ポンプキャッププラグ 3.9 0.40

冷却水フィルタカバー取り付けボルト 9.8 1.0 L

ステアリング

ハンドルバー取り付けボルト 16 1.6 L

スタート／ストップスイッチケース取り付けスクリュ 3.9 0.40

スロットルケース取り付けスクリュ 3.9 0.40

ステアリングシャフトロックナット 49 ∼ 59 5.0 ∼ 6.0

ステアリングシャフトナット 2.9 0.30

ステアリングホルダ取り付けボルト 20 2.0 LN

ステアリングネック取り付けボルト 16 1.6 L

ステアリングケーブル継ぎ手ボルト 9.8 1.0 L

ボール継ぎ手 9.8 1.0 LN

ステアリングケーブルナット 39 4.0

船体とエンジンフード

クロスメンバボルト 7.8 0.80 L

ハンドレイルボルト 9.8 1.0 L

ロックアッシナット 4.9 0.50

フロントダクトボルト － － L

ダンパボルト － － L

ダンパブラケットボルト － － L

フロントストレージコンパートメントカバーボルト － － L

ヒンジボルト － － L

フロントストレージコンパートメントフックボルト － － L

ステアリングカバーボルト － － L

メータスクリーンボルト － － L

シートフックボルト － － L

シートロックナット － － L

ミラーステーボルト － － L

スタビライザボルト 9.8 1.0 L

エアインレットダクトボルト － － L

エキゾーストアウトレットボルト － － L

電気系統

転倒センサ取り付けスクリュ 1.5 0.15

電装部品ブラケットスクリュ 4.9 0.50 L
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締め付けトルク
項目

N·m kgｆ·m
備考

スタータリレーケースボルト 7.8 0.80

イグニションコイル取り付けボルト 8.8 0.90 L

水温センサ 15 1.5 本文参照

スタータリレー取り付けナット 3.5 ∼ 4.5 0.35 ∼ 0.45

スタータケーブル取り付けナット 3.5 ∼ 4.5 0.35 ∼ 0.45

タイミングロータボルト 20 2.0 L

クランクシャフトセンサスクリュ 4.4 0.45 L

ラバーグロメットホルダスクリュ 4.4 0.45 L

クランクシャフトセンサカバーボルト 7.8 0.80

油温センサ 15 1.5 本文参照

カムシャフトポジションセンサボルト 9.8 1.0 L

スパークプラグ 13 1.3

レギュレータ／レクチファイアボルト 7.8 0.80

ECU取り付けボルト 8.8 0.90 L

リレーアッシ（メインリレー／燃料ポンプリレー）ボルト 2.5 0.25 L

メインヒューズ取り付けブラケットボルト 7.8 0.80

マルチファンクションメータ取り付けボルト 3.9 0.40 L

燃料レベルセンサクランプスクリュ 2.9 0.30

スタート／ストップスイッチケース取り付けスクリュ 3.9 0.40

スピードセンサ取り付けボルト 3.9 0.40 L

スタータモータ貫通ボルト 6.4 0.65 L

スタータモータ取り付けボルト 8.8 0.90 L

スタータモータアースボルト 7.8 0.80

スタータモータ端子ナット 7.8 0.80

ステータコイルボルト 12 1.2 L

グロメットホルダボルト 8.8 0.90 L

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

［標準締め付けトルク（ステンレスボルト及びナット）］

締め付けトルク
ネジサイズ（mm）

N·m kgｆ·m

6 5.9 ∼ 8.8 0.6 ∼ 0.9

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

スロットルレバーの遊び 約2 mm －－－

エンジン潤滑機構

エンジンオイル：

推奨オイル カワサキ純正4サイクルオイル

API SFまたはSG

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

粘度 SAE 10W-40

容量 4.0 L（フィルタを取り外さない場合、及びフィルタを取り
外した場合）

－－－

5.0 L（エンジンの完全分解乾燥時） －－－

エンジントップ

バルブクリアランス：

吸気 0.15 ∼ 0.24 mm －－－

排気 0.22 ∼ 0.31 mm －－－

電気系統

スパークプラグすき間 0.7 ∼ 0.8 mm －－－
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特殊工具

オイルフィルタレンチ：

57001-1249

シャフトレンチ：

57001-1551
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点検整備方法

燃料系統
スロットルコントロール系統の点検

•スロットルレバーの遊び［A］を点検する。

［スロットルレバーの遊び］

標準値： 約2 mm

遊びが標準値外であれば、スロットルケーブルを調整する。

•スロットルレバーを引いてスロットルバルブが全開から全閉
まで円滑に動き、かつリターンスプリングによりスロットルレ
バー及びスロットルバルブがど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。
スロットルレバーの戻りが悪いときには、スロットルケーブル
が正しく通されているか、ケーブルの調整は正しく行われて
いるか、ケーブルに損傷はないかを点検する。また、スロッ
トルケーブルへの潤滑を行う。

•エンジンがアイドリングの時、ハンドルバーを左右一杯に切っ
ても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上がる場合は、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。

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

•スロットルケーブルの調整具合を点検する。

•スロットルレバーを放した状態で、スロットルピボットアーム
［B］のアッパストップ［A］がスロットルボディのストッパ［C］に
当たり、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に握った状態で、ピボットアーム
のロアストップ［D］がスロットルボディのストッパに も近接
していることを確認する。

•必要ならスロットルケーブルを調整する。

• スロットルケーブルのロックナット[A]をゆるめ、スロットルピ
ボットアームのストッパがスロットルボディの上側のストッパに
当たるまでロックナットを回し、ケーブルにゆるみが少しでき
るようにナットを回して調整する。

• 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ロックナット：7.8 N·m (0.80 kgf·m)

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

エアフィルタドレンキャップの点検と清掃

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

•小物入れ（後部）を取り外す。

• ドレンキャップ［B］内部に水が入っていないかエアフィルタ
［A］を点検する。
キャップに水が入っている場合は両方のキャップを取り外し
水を捨てる。

要点
水にオイルが混入している可能性があるため布きれを敷
くこと。
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点検整備方法

エアフィルタの点検、清掃

• 取り外す。
エアフィルタ（燃料（DFI）系統の章、エアフィルタの取り外
しの項を参照）
フレームアレスタ[A]（燃料（DFI）系統の章、エアフィルタの
分解の項を参照）

•フレームアレスタ[A]を清掃する。

•フレームアレスタに損傷がないか、目視点検する。

•必要ならフレームアレスタを新品と交換する。

燃料ベントチェックバルブの点検
燃料ベントチェックバルブは、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。燃料ポンプ
によって燃料を引き込むために空気は燃料タンクに流れ込む
が、燃料はチェックバルブから流れ出ないようになっている。

•小物入れ（前部）を取り外す（船体とエンジンフードの章、小
物入れ（前部）の取り外しの項を参照）。

•バンド［A］を切除する。

•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。
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点検整備方法

•燃料ベントチェックバルブ［C］は、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。

燃料ポンプスクリーンの清掃

•燃料ポンプを取り外す（燃料系統（DFI）の章、燃料ポンプ
の取り外しの項を参照）。

•燃料ポンプスクリーン［A］を不燃性の高引火点の溶剤で洗
浄する。スクリーンの汚れはブラシで落とす。

警告

燃料ポンプスクリーンの清掃は、よく換気された場所で行
い、付近に火気がないことを確認すること。パイロットラ
ンプ付きの電気製品も近くに置かないこと。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。

スロットルシャフトスプリングの点検

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

•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へたっている場合、スロットルボ
ディを交換する。

エンジン潤滑機構
エンジンオイルの交換

•ウォータクラフトを、左右舷方向、及び船首船尾方向とも水
平に置く。
水平な地面［A］
サイドバンパ［B］
水平［C］
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点検整備方法

•換気の良い場所でエンジンを始動し冷却系統を冷却する。
フロントストレージコンパートメントカバーを開ける。
洗浄キャップを取り外す（冷却系統の洗浄を参照）。
水道ホースアダプタ［A］を洗浄フィッティング［B］にねじ込
む。
水道ホース［C］をホースアダプタに取り付け、ホースクラン
プ［D］で固定する。

•エンジンを暖気した後、停止する。

注意

エンジンは、水を流してから始動し、水を止めてから停止
すること。冷却水がない状態でエンジンを15秒以上回さ
ないこと。

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

•注油口［A］とオイルレベルゲージ［B］を取り外す。

注意

ほこりや異物がエンジン内部に入らないように注意する
こと。

•市販のバキュームポンプ［B］を使ってオイルレベルゲージ
パイプ［A］からオイルを抜き取る。

警告

エンジンオイルは有毒物質であり環境を汚染するため、
適切な処理を行わないまま廃棄してはならない。処分方
法については各地方自治体に問い合わせること。

•規定のグレードのエンジンオイルを、オイル注油口［A］から
規定量注入する。

［エンジンオイル］

推奨オイル： カワサキ純正4サイクルオイル

等級： API SFまたはSG

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

粘度： SAE 10W-40

容量： 4.0 L（フィルタを取り外さない場合、及びフィル
タを取り外した場合）

5.0 L（エンジンの完全分解乾燥時）
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点検整備方法

ウォータクラフトを使用する環境温度に応じて、右の図に従
いエンジンオイルの粘度を選択すること。

要点
クラッチの滑りやエンジンの性能、耐久性に悪影響を与
えることがあるので、エンジンオイルに摩擦を低減させる
添加物は加えないでください。

•注油口キャップを取り付ける。

トルク - 注油口キャップ：1.0 N·m (0.10 kgf·m）

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

オイルフィルタの交換

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

•エンジンオイルを抜き取る（エンジンオイルの交換の項を参
照）。

•布きれなどをオイルフィルタの下に敷いて残油を吸い取ら
せる。

•オイルフィルタレンチ［B］を使用してオイルフィルタ　[A]を
取り外す。

特殊工具 - オイルフィルタレンチ：57001-1249

•フィルタを新品に交換する。

•ガスケット［A］は取り付ける前にエンジンオイルを塗布して
おく。

•オイルフィルタレンチを使用してオイルフィルタを締め付け
る。

トルク - オイルフィルタ：18 N·m (1.8 kgf·m)

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

エンジントップ
バルブクリアランスの点検

要点
バルブクリアランスの点検と調整は、エンジンが冷間時
（室温）に行うこと。

• 取り外す。
シート（船体とエンジンフードの章、シートの取り外しの項
を参照）
シリンダヘッドカバー（エンジントップの章、シリンダヘッド
カバーの取り外しの項を参照）

•次の手順に従い、ピストン#1と#4が上死点になるようクラン
クシャフトの位置決めを行う。
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点検整備方法

シャフトレンチ［A］を使用して、ピストン#1と#4が上死点にな
るようにクランクシャフトを反時計回り［B］に回転させる。

特殊工具 - シャフトレンチ：57001-1551

図のように、タイミングマーク［A］をシリンダヘッド上端［B］に
合わせる。

•厚さゲージ［A］を使用してカムとバルブリフタ間のバルブク
リアランスを測定する。

［バルブクリアランス］

標準値：

吸気 0.15 ∼ 0.24 mm

排気 0.22 ∼ 0.31 mm

ピストン#1が圧縮工程の終わり状態で上死点にあるとき。
シリンダ#1と#3の吸気側バルブクリアランス
シリンダ#1と#2の排気側バルブクリアランス
測定対象のバルブ［•］
船首［A］
カムシャフトスプロケット位置［B］

ピストン#4が圧縮工程の終わり状態で上死点にあるとき。
シリンダ#2と#4の吸気側バルブクリアランス
シリンダ#3と#4の排気側バルブクリアランス
測定対象のバルブ［•］
船首［A］
カムシャフトスプロケット位置［B］

バルブクリアランスが規定値にない場合は、現在のクリアラ
ンス値を記録し、調整を行う。
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点検整備方法

•バルブクリアランスを変化させるには、カムシャフトチェーン
テンショナ、カムシャフト、バルブリフタを取り外す。そしてシ
ムを違う厚さのものに代える。

要点
バルブリフタとシムの位置に印をつけておき、あとで元の
位置に取り付けられるようにしておく。
すき間がゼロの場合は数サイズ小さいシムを選び、すき
間を測定する。

•バルブクリアランス調整表を参照して、バルブクリアランスを
標準値にできる新しいシムを選び出す。

バルブクリアランス調整表にある標準のシムの他に、以下の
シムを使用してもよい。

［シムの調整］

部品番号 厚さ

92025-1982 2.425 mm

92025-1983 2.475 mm

92025-1984 2.525 mm

92025-1985 2.575 mm

92180-1058 2.375 mm

92180-1059 2.625 mm

92180-1194 2.675 mm

92180-1195 2.725 mm

92180-1196 2.775 mm

•シムを清掃し、ゴミやオイルを除去する。

•取り外したシム［A］の厚さを測定する。
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点検整備方法

吸気側バルブクリアランス調整表

1. クリアランスを測定する（エンジンが冷間時）。
2. 現在のシムの厚さを確認する。
3. クリアランス値を左側の欄から、シム厚さを上側の欄か

ら探す。
4. それぞれの交点を求め、記載されている値のシムを取り

付ける。このシムによって適切なクリアランスが得られる。

例：
現在のシム厚さが2.60 mmとする。
測定したクリアランスが0.35 mmとする。
シムを2.60 mm厚から2.75 mm厚に交換する。

5. バルブクリアランスを再測定し、必要に応じて再調整を
行う。
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点検整備方法

排気側バルブクリアランス調整表

1. クリアランスを測定する（エンジンが冷間時）。
2. 現在のシムの厚さを確認する。
3. クリアランス値を左側の欄から、シム厚さを上側の欄か

ら探す。
4. それぞれの交点を求め、記載されている値のシムを取り

付ける。このシムによって適切なクリアランスが得られる。

例：
現在のシム厚さが2.65 mmとする。
測定したクリアランスが0.42 mmとする。
シムを2.65 mm厚から2.80 mm厚に交換する。

5. バルブクリアランスを再測定し、必要に応じて再調整を
行う。

•バルブクリアランスを変更する場合は、カムシャフトチェーン
テンショナ、カムシャフト、バルブリフタを取り外す。異なる厚
さのシムに交換する。
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点検整備方法

要点
それぞれ元の位置に戻せるように、バルブリフタとシムの
搭載位置を記録しながら作業すること。
クリアランスがない場合は、数段階薄いシムに交換しクリ
アランスを再測定する。

•バルブクリアランス調整表を参照して、規定のバルブクリア
ランス値が得られるシム厚さを選択する。

•バルブリフタに二硫化モリブデン溶液を、シムにエンジンオ
イルを塗布する。

•カムシャフトを取り付ける。正確にカムシャフトが取り付けら
れたか確認する（エンジントップエンドの章、カムシャフトの
取り付けの項を参照）。
調整したバルブクリアランスを再測定する。必要なら再調整
する。

注意

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

エンジン取り付けボルトの点検、締め付け

•エンジン取り付けボルト［Ａ］の締め付けを点検する。
ボルトがゆるんでいる場合はボルトを外す｡

•ボルトにネジロック剤を塗布し、規定トルクで締め付ける。

トルク - エンジン取り付けボルト：36 N·m (3.7 kgf·m)
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点検整備方法

エンジンボトム
カップリングダンパの点検

• 取り外す。
シート（船体とエンジンフードの章、シートの取り外しの項
を参照）
エンジン（エンジンの取り外し／取り付けの章、エンジンの
取り外しの項を参照）

•カップリングダンパ［A］を取り外し摩耗［B］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
冷却系統に砂や塩分が堆積するのを防ぐため、時々洗浄

する必要がある。海上で使用した場合や船体右舷側のバイパ
スアウトレットから出る水量が減少した場合は必ず洗浄し、そ
れ以外の場合は定期点検整備表に従って洗浄する。

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

要点
ホースアダプタは部品（P/No. 92005-3746）として同梱さ
れています。

•フロントストレージコンパートメントカバーを開ける。

•ストレージコンパートメントのそばにある洗浄キャップ［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。
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点検整備方法

•水を流す前にエンジンを始動してアイドリング回転させる。

注意

エンジンを始動する前に水を供給すると、エキゾーストパ
イプから水が逆流し、重大な損傷を引き起こす。

•水を流したらすぐに船体の右舷側のバイパス出口［A］から
水が少しずつ流れるように調整する。

•アイドリング状態で4 ∼ 5分間続けて水を流す。

•水を止め、エンジンはアイドリングさせておく。

•エンジンを4 ∼ 5回空吹かしして、排気系統に残った水を排
出する。

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
重大な損傷の原因になる。

•エンジンを停止させ、水道ホースとアダプタを取り外す。

•洗浄キャップをしっかり締め付ける。

トルク - 洗浄キャップ：0.90 N·m (0.092 kgf·m)

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。

•プラスチックブリーザフィッティング［B］のビルジホース［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。船尾のドレンプラグを外して、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。

• プラスチックブリーザフィッティングにホースを接続する前
に、ブリ－ザ上にある小さな孔［A］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。
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点検整備方法

ポンプとインペラ
インペラの点検

• インペラを調べる。［A］
点食、深い傷、欠け目、その他の損傷がある場合は、イン
ペラを交換すること。

要点
小さな傷はサンドペーパなどで取り除く。インペラの表面
が滑らかでないとキャビテーションを起こす原因となる。

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点検する。
ケーブルやケーブルハウジングに折れ曲がりや摩損がある
場合は、ケーブルを交換する。
ケーブル両端のシール［A］に何らかの損傷が見られる場
合、ケーブルを交換する。

•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を外す。
ケーブル継ぎ手ボルトまたはボール継ぎ手を取り外し、ケー
ブル継ぎ手を外す。

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。

ケーブルをケーブルハウジング内で前後［B］［A］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。

ハンドルバーピボットの潤滑

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

•以下にグリースを塗布する。
ブッシュ［A］
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点検整備方法

ステアリングシャフト［B］

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。

•バッテリケーブルを外す（電気系統の章のバッテリの取り外
しを参照）。

注意

必ずマイナスケーブルを 初に外すこと。

•バッテリ端子の電圧を測定する。

要点
小数点1桁まで読み取れるデジタルメータ［A］で測定する
こと。

測定値が標準値以下の場合には補充電が必要である（電
気系統の章のバッテリの補充電の項を参照）。

［バッテリ端子の端子電圧］

標準値： 12.6 V 以上

•バッテリケーブルを接続する。必ず（＋）ケーブルから先に
接続する。
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点検整備方法

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、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、バッテリの取り付けの
項を参照）。

スパークプラグの清掃と点検

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

• 16 mmプラグレンチ［A］を使用してスパークプラグを取り外
す。

搭載工具 - スパークプラグレンチ、16 mm：92110-1145

•スパークプラグを、できればプラグクリーナを使用して清掃
し、 後に研磨粒子を取り除く。あるいは、高引火点の溶剤
とワイヤブラシ等を用いて清掃してもよい。
スパークプラグの中心の電極［A］または側方の電極［B］、も
しくはその両方に腐食か損傷がある場合、あるいは絶縁が
いし部分［C］にひびが見られる場合、プラグを交換する。標
準のスパークプラグ、または同等品を使用する。

•ワイヤ式のすき間ゲージを使用してギャップ［D］を測定する。
すき間が標準値外の場合は、接地電極を注意深く曲げて
調整する。

スパークプラグすき間： 0.7 ∼ 0.8 mm

•プラグレンチ［A］にスパークプラグを差し込んだ状態で、ス
パークプラグをプラグ穴にまっすぐに挿入する。

搭載工具 - スパークプラグレンチ、16 mm：92110-1145

• 締め付ける。

トルク - スパークプラグ：13 N·m (1.3 kgf·m)
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点検整備方法

潤滑
ウォータクラフトを長く故障なく使用するためには、どのよう

な船舶でもそうであるように、適切な潤滑と腐食防止処置が不
可欠である。以下の潤滑作業の頻度については、定期点検
整備表を参照すること。

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

スロットルボディのスロットルケーブル端部［A］

小物入れ（前部）を取り外す（船体とエンジンフードの章を
参照）。
ステアリングシャフトのステアリングケーブルボール継ぎ
手［A］

•以下を浸透性防錆剤［B］で潤滑する。
スロットルコントロールケーブル［A］
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点検整備方法

ステアリングノズルピボット［A］

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

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

要点
エンジンのボルト・ナット類に関しては、エンジンが冷えた
状態（室温）で締め付けを確認する。

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

［点検するナット、ボルト類］

エンジン：

オイルフィルタカートリッジ
エンジン取り付けボルト（とブラケットボルト）
エンジンダンパ取り付けボルト
シリンダヘッドカバーボルト
シリンダヘッドボルト

ドライブシャフト、ポンプ、インペラ：

ドライブシャフトホルダ取り付けボルト
ポンプ取り付けボルト
ポンプカバー取り付けボルト
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

ステアリング：

ハンドルバー取り付けボルト
ステアリングネック取り付けボルト
ステアリングホルダ取り付けボルト
ステアリングシャフトロックナット
ステアリングケーブルナット
ステアリングケーブル継ぎ手ボルト

船体、エンジンフード：

スタビライザ取り付けボルト
ハンドレイル取り付けボルト

電気系統：

スパークプラグ
バッテリ端子

ホースとホース接続状態の点検

•以下のホース類に漏れ［A］、硬化、割れ［B］、裂け目、劣
化、破損及びふくらみ[C]がないか点検する。また、折れ曲
がったり、よじれていないかも点検する。
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

損傷があれば、ホースを新品と交換する。また他の部分に
ついても損傷がないか点検する。
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点検整備方法

•前述のホース類が正しく通されていて、クランプで確実に固
定されているか確認する。またそれらがほかの動く部品や鋭
利な切り口部と干渉していないかも確認する。
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劣化、損傷、漏れ
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、他の部品と干渉されずにメタルク
ランプで固定されているか確認する。

•燃料ホースが正しく通されていて、ダブルスプリングクランプ
で確実に固定されているか確認する。またそれらが他の動
く部品や鋭利な切り口部と干渉していないかも確認する。
ダブルスプリングクランプ［A］
ホース［B］
ホース取り付け部［C］

要点
燃料ホースに劣化、損傷、漏れがないことを点検する。
必要なら交換する。
上記のホース類が、他の部品と干渉されずにダブルスプ
リングクランプで固定されているか確認する。

注意

ダブルスプリングクランプは再使用してはならない。
再使用は燃料洩れの原因となります。
ダブルスプリングクランプは必ず新品に交換する。

•ダブルスプリングクランプ交換時には下記に注意する。
ダブルスプリングクランプはプライヤーで取り外す。
燃料ホースに新しいダブルスプリングクランプ［A］を取り付
ける。
プライヤー［C］でクランプストッパー［B］を引き抜き燃料ホー
スを固定する。

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目視や手でね
じったりして点検する。
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。
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燃料系統図

1. 燃料ポンプ
2. ダブルスプリングクランプ

（取り付け要領：クランプストッパー［A］をプライヤー［B］で引き抜く）
3. メインライン
4. 燃料フィルタ
5. 供給ライン
6. リターンライン
7. デリバリパイプ
8. 燃料インジェクタ
9. 燃料タンク
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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 転倒センサ取り付けスクリュ 1.5 0.15

2 ブラケット取り付けボルト 8.8 0.90 L

3 インレットマニホールド取り付けボルト 25 2.5 L

4 インレットマニホールド取り付けナット 20 2.0

5 デリバリパイプ取り付けボルト 7.8 0.80

6 吸気圧センサボルト 7.8 0.80

7 吸気温センサ 20 2.0

8 スロットルボディアッシ取り付けボルト 20 2.0

9 インレットマニホールドドレンプラグ 20 2.0

10 インレットマニホールドプレートボルト 7.8 0.80

11 クランクシャフトセンサスクリュ 4.4 0.45 L

12 カムシャフトポジションセンサボルト 9.8 1.0 L

13 水温センサ 15 1.5 本文参照

14 油温センサ 15 1.5 本文参照

15 レギュレータ／レクチファイアボルト 7.8 0.80

16 ECU取り付けボルト 8.8 0.90 L

17 電装品用ブラケットスクリュ 4.9 0.50 L

18 スロットルセンサ取り付けスクリュ 2.0 0.20

19 ISCアクチェータ取り付けボルト 4.9 0.50

20. イグニションコイル
21. 燃料インジェクタ
22. メインヒューズ20 A
23. リレーアッシ（メインリレー／燃料ポンプリレー）

EO： 指定のエンジンオイル（10W-30）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。
R： 交換部品
Si： 指定のシリコングリース（カワサキボンド：92137-1002）を取り付け穴に詰める（本文参照）。

SO： Oリングにシリコンオイルを塗布する。
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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 油圧スイッチ 15 1.5 SS

2 燃料注入口チューブクランプスクリュ 2.9 0.30

3 燃料レベルセンサクランプスクリュ 2.9 0.30

4 燃料フィルタ取り付けボルト 8.8 0.90 L

5 ラバーホルダクランプスクリュ 2.9 0.30

6. メータユニット
7. ブザー
8. 燃料ベントチェックバルブ
9. 燃料レベルセンサ
10. 燃料フィルタ
11. 燃料ポンプ
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（カワサキボンド：56019-120）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 エアフィルタ取り付けボルト 9.8 1.0 L

2 エアフィルタブラケット取り付けボルト 7.8 0.80 L

3 グロメットプレートボルト – – L

4 スロットルケーブルロックナット 7.8 0.80

5 スロットル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。



3-10 燃料系統（DFI）

サービスデータ

項目 標準値

DFI（デジタル燃料噴射）システム

アイドリング回転速度 1 300 ±100 rpm（水上及び陸上ともに）

スロットルボディアッシ：

タイプ シングルタイプ

ボア径 60 mm

ECU：

メーカ 三菱電機

タイプ デジタルメモリタイプ、ICイグナイタ内蔵、樹脂密封型

作動範囲 エンジン回転速度100 ∼ 8 100 rpm

油圧（高圧ライン）：

アイドリング時 約294 kPa（3.0 kg/cm2）

燃料ポンプ：

タイプ インペラタイプ

吐出量 3秒間で67 mL以上

スロットルセンサ：

入力電圧 4.75 ∼ 5.25 V DC、赤と黒／白のリード線間

出力電圧 1.08 ∼ 1.18 V DC、緑／白と黒／白のリード線間（アイドリング
スロットル開度で）

抵抗値 4 ∼ 6 kΩ

吸気圧センサ：

入力電圧 4.75 ∼ 5.25 V DC、赤と黒／白のリード線間

出力電圧 3.75 ∼ 4.25 V DC、緑／赤と黒／白のリード線間（標準大気圧で）

吸気温センサ：

ECUでの出力電圧 約2.3 ∼ 2.6 V（20°C）

抵抗値 5.4 ∼ 6.6 kΩ（0°C）

2.26 ∼ 2.86 kΩ（20°C）

0.29 ∼ 0.39 kΩ（80°C）

水温センサ：

抵抗値 電気系統の章を参照

ECUでの出力電圧 約3 ∼ 4 V（20°C）

転倒センサ：

検出方式 磁束検出方式

検出角度 各バンク110 ∼ 130°以上で検出

出力電圧 0.65∼ 1.35 V（センサが110 ∼ 130°以上傾いた状態で）

3.55 ∼ 4.45 V（センサの矢印が上に向いた状態で）

燃料インジェクタ：

タイプ INP-281

ノズルタイプ 4噴射口ワンスプレータイプ

抵抗値 約11.7 ∼ 12.3 Ω（20°C）

スロットルレバー及びケーブル

スロットルレバーの遊び 約2 mm
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特殊工具とシーラント

オイルプレッシャゲージ5 kgf/cm2：

57001-125

ハンドテスタ：

57001-1394

ニードルアダプタセット：

57001-1457

フューエルプレッシャゲージアダプタ：

57001-1463

スロットルセンサセッテングアダプタ：

57001-1521

センサハーネスアダプタ：

57001-1561

ハーネスアダプタ：

57001-1562

カワサキボンド（シリコンシーラント）：

56019-120

カワサキボンド（シリコングリース）：

92137-1002
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DFI部品の配置

1. 燃料インジェクタ#1
2. 燃料インジェクタ#2
3. 燃料インジェクタ#3
4. 燃料インジェクタ#4
5. 吸気圧センサ
6. 吸気温センサ
7. スロットルセンサ
8. ISC（アイドリングスピードコントローラ）
9. カムシャフトポジションセンサ

10. 水温センサ
11. クランクシャフトセンサ
12. 油圧スイッチ
13. 油温センサ



燃料系統（DFI） 3-13

DFI部品の配置

14. イグニションスイッチ
15. メータユニット
16. ブザー
17. 燃料ポンプ
18. 燃料レベルセンサ
19. 転倒センサ
20. イグニションコイル#1、#4
21. イグニションコイル#2、#3
22. メインヒューズ20 A
23. ECU（エレクトロニックコントロールユニット）
24. 外部診断用コネクタ
25. リレーアッシ（メインリレー、燃料ポンプリレー）
26. バッテリ
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DFIシステム

DFIシステム配線図
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DFIシステム

部品名
1. ジョイントコネクタY
2. ジョイントコネクタZ
3. ジョイントコネクタX
4. ジョイントコネクタW
5. 燃料インジェクタ#4
6. 燃料インジェクタ#3
7. 燃料インジェクタ#2
8. 燃料インジェクタ#1
9. 吸気温センサ
10. 吸気圧センサ
11. クランクシャフトセンサ
12. リレーアッシ(メインリレー、燃料ポンプリレー)
13. 転倒センサ
14. 燃料ポンプ
15. イグニションスイッチ
16. ジョイントコネクタP
17. ジョイントコネクタQ
18. ジョイントコネクタS
19. ジョイントコネクタR
20. スタートスイッチ
21. メインヒューズ20 A
22. ジョイントコネクタT
23. スタータモータ
24. バッテリ12 V 18 Ah
25. ジョイントコネクタU
26. メータユニット（診断信号)
27. イグニションコイル
28. 外部診断用コネクタ
29. 水温センサ
30. カムシャフトポジションセンサ
31. スロットルセンサ
32. ISC(アイドリングスピードコントローラ)
33. 油温センサ
34. 油圧スイッチ
35. ECU(エレクトロニックコントロールユニット)
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DFIシステム

ECUコネクタの端子番号

端子の名称
1. タコメータ信号
2. ECUメインリレー
3. 未使用
4. SLO（スマートラーニングオペレーション）モード
5. 油圧スイッチ
6. エンジンストップスイッチ
7. 吸気温センサ
8. センサ系のアース
9. イグニションスイッチ

10. ステアリングポジションセンサ
11. 未使用
12. センサ系への電源
13. カムセンサ（＋）信号
14. カムセンサ（－）信号
15. クランクシャフトセンサ
16. 未使用
17. 燃料ポンプリレー
18. ISC（アイドリングスピードコントローラ）
19. ISC（アイドリングスピードコントローラ）
20. ISC（アイドリングスピードコントローラ）
21. ISC（アイドリングスピードコントローラ）
22. イグニションコイル#1、#4
23. 未使用
24. 外部診断システムのアース
25. 制御回路のアース
26. 外部診断システム用信号
27. 自己診断信号
28. スタートボタン
29. 転倒センサ
30. ECUへの電源（バッテリから）
31. 未使用
32. 制御回路のアース
33. 吸気圧センサ
34. スロットルセンサ
35. 水温センサ
36. 外部診断システム用信号
37. 油温センサ
38. 燃料インジェクタ#2
39. 燃料インジェクタ#3
40. 燃料インジェクタ#4
41. 電源回路のアース
42. 電源回路のアース
43. 燃料インジェクタ#1
44. イグニションコイル#2、#3
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DFIシステムの点検整備上の注意

DFIシステムの点検整備を行う際には、以下の点に注意す
る。

DFIシステムは、12 Vのシール形バッテリを電源として使用
するように設計されている。12 Vのシールドバッテリ以外を、
電源として使用しない。
バッテリケーブルを逆に接続しないこと。これはECUに損傷
を与える。
DFI部品への損傷を防止するため、イグニションスイッチが
ON、またはエンジン回転中は、バッテリケーブルや他の電
気的接続を外さない。
バッテリのプラス（＋）端子に直結されているリード線を、エ
ンジンに短絡させないように注意する。
充電する場合には、バッテリを船体から取り外す。これは、過
剰電圧によってECUが損傷するのを防止するためである。
DFIの電気的接続を外す場合には、必ずイグニションスイッ
チをOFFにすること。逆に、エンジンを始動する前には、DFI
の電気的接続がすべて確実に接続されているか確認する。
DFIの電気的接続が1つでも外れている場合には、イグニ
ションスイッチとスタートスイッチをONにしないこと。ECUに
サービスコードが記憶される。
船体にトランシーバを取り付ける場合には、DFIシステムの
作動がアンテナから放射される電磁波の影響を受けないこ
とを確認する。エンジンをアイドリング回転させて、DFIシス
テムの作動を確認する。アンテナは、できる限りECUから離
れた場所に取り付ける。
燃料ホースを外している場合には、イグニションスイッチと
スタートスイッチをONにしないこと。ホースが外れた状態で
ONにすると、燃料ポンプが作動して、燃料ホースから燃料
が吹き出す。
ポンプが完全に乾燥した状態で、燃料ポンプを作動させな
いこと。これはポンプの焼き付きを防止するためである。
燃料系統の部品を取り外す前に、圧縮空気を吹き付けて部
品の外面を清掃する。
燃料ホースを外すとき、燃料ラインの残存圧力によって燃料
が吹き出す可能性がある。ホース継ぎ手にきれいな布をか
ぶせ、燃料がこぼれるのを防止する。
燃料ホースを取り付ける場合には、曲がり、つぶれ、ねじれ
がないようにする。また、燃料の流れが妨げられないように、
曲がりを 小にして燃料ホースを通す。
付録の章のケーブル、ワイヤ、ホースの通し方の項に従っ
てホースを通す。

図で示した位置にダブルスプリングクランプを取り付ける。
燃料ホースの取り付け後、燃料系統に漏れがないか点検す
る。
ダブルスプリングクランプ［A］
燃料ホース［B］
燃料パイプ［C］

注意

ダブルスプリングクランプは再使用してはならない。再使
用は燃料洩れの原因となります。
ダブルスプリングクランプは必ず新品に交換する。

不自然に折れ曲がったり、ねじれている燃料ホースは交換
する。
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DFIシステムの点検整備上の注意

燃料ラインが高圧になり、燃料漏れ［A］またはホースの破裂
が発生する場合がある。曲げたりねじったりして燃料ホース
を点検する。
亀裂［B］または膨らみ［C］があれば、ホースを交換する。

DFI部品を点検する場合、補助冷却なしでエンジンを15秒
以上回転させないこと（概要の章を参照）。

注意

補助冷却なしでエンジンを15秒以上回転させると（アイド
リング回転速度でも）、排気系統にあるラバー部品に損
傷を与える可能性がある。

頻繁にエンジンを回転させる必要がある場合には、補助冷
却を実行する。

•DFI部品を点検する場合には、電圧や抵抗値を小数点以下
2桁まで読み取れるデジタルメータを使用する。
ECUを含め、DFI部品のコネクタにはシールが付いている。
コネクタを接続した状態で入力または出力電圧を測定する
場合には、ニードルアダプタセットを使用する。ニードルア
ダプタが端子に到達するまで、ニードルアダプタをシールの
内部に挿入する。
デジタルメータ［A］

特殊工具 - ニードルアダプタセット：57001-1457

注意

端子間の短絡を防止するため、ニードルアダプタをまっ
すぐコネクタ内の端子に挿入する。

測定が終わったら、ニードルアダプタを取り外し、防水のた
めシリコンシーラントをコネクタ［B］のシール［A］に塗布する。

シーラント - カワサキボンド（シリコンシーラント）：56019-120

•DFI部品を点検する前に、バッテリの状態を必ず点検するこ
と。DFI部品を正確にテストするためには、充分に充電され
たバッテリを使用する。

• 12 Vのバッテリを、燃料インジェクタに直結しないこと。抵抗
（5 ∼ 7 Ω）または電球（12 V、3 ∼ 3.4 W）を、バッテリとイン
ジェクタの間に直列に接続する。
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自己診断

自己診断の概要
自己診断システムには2種類のモードがあり、交互に切り替

えることができる。
［A］ “SET”ボタンと“MODE”ボタンを、同時に3秒以上押す。
［B］ “SET”ボタンか“MODE”ボタンを、1秒以上押す。

ユーザモード
これは標準モードであり、イグニションスイッチをONにする

と自動的に入る。DFIシステム及びイグニション系統の部品が
故障した場合、ECUはLED警告灯［A］、FIインジケータ［B］、
“FI”の文字［C］を点滅させ、トラブルが発生したことを運転者
に通知し、ブザーが鳴る。またフェイルセーフ機能を開始す
る。重大なトラブルが発生した場合、ECUはインジェクタ、イグ
ニション、及びスタータモータの作動を停止させる。ブザー音
は“SET”または“MODE”ボタンのどちらかを押すと停止する。

ディーラモード
メータユニットの液晶ディスプレイにサービスコード文字［A］

が表示され、診断時点のDFIシステム及びイグニション系統に
存在するトラブルを示す。

•ディーラモードに入るには、“SET”ボタン［B］と“MODE”ボタ
ン［C］を同時に3秒以上押す。

•液晶ディスプレイに表示されるサービスコード文字を読み
取る。文字の意味については、「サービスコード（文字）一覧
表」を参照。

•ユーザモードに戻るには、“SET”または“MODE”ボタンのど
ちらかを1秒以上押す。

•問題が解決されると、メータユニットの液晶ディスプレイから
サービスコード文字の表示が消える。
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自己診断

サービスコード（文字）一覧表

サービスコード
（ECU内部で使用）

サービスコード文
字（メータユニット
に表示される）

トラブルの原因 フェイルセーフ機能

11

スロットルセンサの動作不良、
配線の断線または短絡

ECUは点火時期を、スロットル
が閉じた状態にロックし、DFIを
D－J制御（注記1を参照）に設
定する。

12
吸気圧センサの動作不良、
配線の断線または短絡

ECUはDFIをα－N制御（注記2
を参照）に設定する。

13
吸気温センサの動作不良、
配線の断線または短絡

ECUは吸気温を40°Cに設定す
る。

14
水温センサの動作不良、配
線の断線または短絡

ECUは水温を70°Cに設定する。
ECUは、点火制御することによ
り、エンジン回転速度を3 000
rpm未満に減速させる（スローダ
ウンモードに移行）。

21
クランクシャフトセンサの動作
不良、配線の断線または短絡

－

23
カムシャフトポジションセンサ
の動作不良、配線の断線ま
たは短絡

ECUは、 後の正常な信号の
時と同じ順番でシリンダの点火
を継続する。

31

転倒センサの動作不良、配
線の断線または短絡

ECUは、点火制御することによ
り、エンジン回転速度を3 000
rpm未満に減速させる（スローダ
ウンモードに移行）。

41
インジェクタ#1の動作不良、
配線の断線または短絡

－

42
インジェクタ#2の動作不良、
配線の断線または短絡

－

43
インジェクタ#3の動作不良、
配線の断線または短絡

－

44
インジェクタ#4の動作不良、
配線の断線または短絡

－

51
イグニションコイル#1、#4の動
作不良、配線の断線または
短絡

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

52
イグニションコイル#2、#3の動
作不良、配線の断線または
短絡

ECUはインジェクタ#2、#3を遮断
し、シリンダへ#2、#3の燃料供
給を停止する。

71 エンジンのオーバヒート

ECUは、点火制御することによ
り、エンジン回転速度を3 000
rpm未満に減速させる（スローダ
ウンモードに移行）。

72 エンジンの油圧が低過ぎる

ECUは、点火制御することによ
り、エンジン回転速度を3 000
rpm未満に減速させる（スローダ
ウンモードに移行）。
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自己診断

サービスコード
（ECU内部で使用）

サービスコード文
字（メータユニット
に表示される）

トラブルの原因 フェイルセーフ機能

73
油温センサの動作不良、配
線の断線または短絡

ECUは油温を60°Cに設定する。
ECUは、点火制御することによ
り、エンジン回転速度を3 000
rpm未満に減速させる（スローダ
ウンモードに移行）。

76 油温が高い

ECUは点火制御することにより、
エンジン回転速度を3 000 rpm
未満に減速させる（スローダウン
モードに移行）。

注記：
(1) D－J制御：エンジンの負荷が小さい場合のDFI制御方式。アイドリング時や低速航走時のようにエン

ジン負荷が軽い場合、ECUはスロットル負圧（負圧センサの出力電圧）及びエンジン回転速度（クラン
クシャフトセンサの出力電圧）から計算して、燃料噴射量を決定する。

(2) α－N制御：エンジン回転速度が上昇し、エンジン負荷が中程度から重たくなるにつれて、ECUはスロッ
トル開度（スロットルセンサの出力電圧）及びエンジン回転速度から計算して、燃料噴射量を決定する。

(3) スロットルセンサ及び吸気圧系統が両方とも故障した場合、ECUは点火時期を、スロットルが閉じた状
態にロックし、DFIをα－N制御に設定する。

(4) 上記のトラブルには、ECUが関係している場合がある。すべての部品と回路の点検結果が正常な場合
には、ECUのアース及び電源経路を点検すること。アース及び電源の点検結果が正常な場合には、
ECUを交換する。

サービスコード（文字）の記憶
過去に発生したサービスコード（文字）はECUに記憶されている。ただし、文字をメータに表示することは
できない。過去のサービスコードは、KDSを使用して確認及び消去することができる。
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DFIシステムのトラブルシューティング

［故障診断シートの見本］

操縦者名： 検査済票（船検ナンバー）： 初期登録年：

モデル： エンジン番号： 船体番号：

トラブル発生日： 航走距離：

トラブル発生時の環境

天候 □ 晴れ、□曇り、□雨、□雪、□常時発生、□その他：

気温 □ 暑い、□暖かい、□寒い、□非常に寒い、□常時発生

トラブル発生頻度 □ 慢性的、□時々、□一度だけ

標高 □ 通常、□高地（約1 000メートル以上）

トラブル発生時のウォータクラフトの状態

□ イグニションスイッチをONにした後に点灯し、1 ∼ 2秒後に消灯する（正常）。

□ イグニションスイッチをONにした後に点滅し、点灯したままになる（DFIのトラブル）

□ 消灯（LED警告灯、メータユニット、ECUまたはその配線の不良）。

LED警告灯、FI文
字、FIマーク

□ 時々点灯する（配線不良の可能性あり）。

□ スタータモータが回転しない。

□ スタータモータは回転するが、エンジンが始動しない。

□ スタータモータもエンジンも回転しない。

□ 燃料が流れていない（□タンクに燃料が入っていない、□燃料ポンプの作動音
がしない）。

□ 燃料過多（燃料過多の状態が悪化するため、スロットルを開いた状態でエンジン
をクランクしないこと）。

□ 火花が出ない。

始動が困難

□ その他：

□ 始動直後。

□ スロットルレバーを開いたとき。

□ スロットルレバーを閉じたとき。

□ 発進するとき。

□ ウォータクラフトを停止させたとき。

□ 航走しているとき。

エンストする

□ その他：

□ アイドリング回転速度が非常に低い、□アイドリング回転速度が非常に高い、

□ アイドリング回転速度が不安定。

□ バッテリ電圧の低下（バッテリを充電する）。

□ スパークプラグのゆるみ（締め付ける）。

□ スパークプラグの汚れ、破損、またはギャップの調整不良（修正する）。

□ バックファイヤ。

□ アフタファイヤ。

□ 加速が鈍い。

□ エンジンオイルの粘度が高過ぎる。

□ エンジンのオーバヒート。

低回転時のエンジ
ン不調

□ その他：
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DFIシステムのトラブルシューティング

□ スパークプラグのゆるみ（締め付ける）。

□ スパークプラグの汚れ、破損、またはギャップの調整不良（修正する）。

□ スパークプラグの番手不適（交換する）。

□ ノッキング（燃料の品質不良または不適合）

□ エンジンのオーバヒート。

□ エンジンオイルのレベルが高過ぎる。

□ エンジンオイルの粘度が高過ぎる。

高回転時のエンジ
ン不調、出力不足

□ その他：
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スロットルセンサ（サービスコード／文字-11／tPS）

スロットルセンサの取り外し／調整

注意

スロットルセンサ［A］を落下させない（特に硬い面に）。衝
撃でセンサが損傷する。

• 取り外す。
シート（船体とエンジンフードの章、シートの取り外しの項
を参照）
エアフィルタ（エアフィルタの取り外しの項を参照）

• トルクスレンチ［A］（T20、 B = 3.86 mm）を使って、スロットル
センサ取り付けスクリュ［C］を外す。

要点
エンジンルーム内には、スロットルセンサと船体の内壁と
の間に十分な空間が無いので、トルクススクリュを外す
際、Ｌ型のトルクスレンチを使用する。

•スロットルセンサ交換時、以下に注意する（スロットルセンサ
の写真はわかりやすいように、スロットルボディから取り外し
て撮影されています）。

スロットルセンサをスロットルボディに取り付ける時、スロット
ルセンサの突起［B］とスロットルシャフト［C］を右の写真のよ
うに合わせる［A］。

スロットルセンサを反時計回り［A］に少し回し、スロットルセ
ンサ取り付けスクリュを仮り締めする。

•スロットルセンサの位置を下記の要領で調整する。
エアフィルタを一時的に取り付ける。
エンジン暖機後、アイドリング回転スピードを点検する。

［アイドリング回転速度］

標準値： 1300 ±100 rpm

エンジンを止め、イグニションスイッチをOFFにする。
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スロットルセンサ（サービスコード／文字-11／tPS）

スロットルセンサコネクタを外し、ハーネスコネクタとスロット
ルセンサコネクタの間に、スロットルセンサセッティングアダ
プタ［A］を接続する。
セッティングアダプタのリード線にデジタルメータを接続す
る。

特殊工具 - スロットルセンサセッティングアダプタ：57001-1521

［スロットルセンサの出力電圧］

センサとの接続
メータ（＋）→緑／白のリード線
メータ（－）→黒／白のリード線

エンジンを始動し、アイドリング状態にする。
スロットルセンサを動かし［A］、出力電圧が標準値内に収ま
るようにする。

［センサでの出力電圧］

標準値： 1.08 ∼ 1.18 V DC（アイドリング時のスロットル開度）

スロットルセンサ取り付けスクリュを締め付ける。

トルク - スロットルセンサ取り付けスクリュ：2.0 N·m (0.20 kgf·m)

センサの出力電圧をもう一度、点検する。
エンジンを止め、イグニションスイッチをOFFにする。
セッティングアダプタを取り外し、スロットルセンサコネクタを
接続する。

入力電圧の点検

要点
バッテリを充分に充電しておくこと。

•イグニションスイッチをOFFにする。

• ECUを取り外す（ECUの取り外しを参照）。ECUコネクタは外
さないこと。

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

特殊工具 - ニードルアダプタセット：57001-1457

［スロットルセンサの入力電圧］

ECUとの接続
メータ（＋）→赤のリード線（端子12）
メータ（－）→黒／白のリード線（端子8）
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スロットルセンサ（サービスコード／文字-11／tPS）

•イグニションスイッチをONにし、キルスイッチコードキーをス
トップボタンに差し込む。

•エンジンを始動し、5 ∼ 6秒間アイドリング回転させ、センサ
の入力電圧を測定する。
もう一度エンジンを始動する場合には、15秒以上の間隔を
おくこと。

［ECUでの入力電圧］

標準値： 4.75 ∼ 5.25 V DC

• イグニションスイッチをOFFにする。
入力電圧の測定値が標準値よりも低い場合には、ECUの
アース、電源、及び配線の短絡を点検する。アース、電源、
及び配線が正常な場合には、ECUを交換する。
入力電圧が標準値内の場合には、スロットルセンサコネクタ
での入力電圧を点検する。

•エアフィルタを、一時的に取り外す（エアフィルタの取り外し
を参照）。

•スロットルセンサコネクタを外し、ハーネスコネクタとスロット
ルセンサコネクタの間に、セッティングアダプタ［A］を接続
する。

•セッティングアダプタのリード線に、デジタルメータを接続す
る。

特殊工具 - スロットルセンサセッテングアダプタ：57001-1521

［スロットルセンサの入力電圧］

センサとの接続
メータ（＋）→赤のリード線
メータ（－）→黒／白のリード線

•エアフィルタを取り付ける。

•イグニションスイッチをONにし、キルスイッチコードキーをス
トップボタンに差し込む。

•エンジンを始動し、5 ∼ 6秒間アイドリング回転させ、センサ
の入力電圧を測定する。
もう一度エンジンを始動する場合には、15秒以上の間隔を
おくこと。

［センサでの入力電圧］

標準値： 4.75 ∼ 5.25 V DC

• イグニションスイッチをOFFにする。
測定値が標準値外の場合には、配線を点検する（スロットル
センサの回路図を参照）。
測定値が標準値内の場合には、センサの出力電圧を点検
する。
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出力電圧の点検

•入力電圧の点検と同じ方法で、ECUでの出力電圧を測定
する。以下に注意すること。
デジタルメータ［A］
コネクタ［B］

特殊工具 - ニードルアダプタセット：57001-1457

［スロットルセンサの出力電圧］

ECUとの接続
メータ（＋）→緑／白のリード線（端子34）
メータ（－）→黒／白のリード線（端子8）

•エンジンを始動する。

•アイドリング回転速度を点検し、スロットル開度が正しいか
確認する。

［アイドリング回転速度］

標準値： 1 300 ±100 rpm

•アイドリング回転速度で、センサの出力電圧を測定する。

［ECUでの出力電圧］

標準値： 1.08 ∼ 1.18 V DC（アイドリング時のスロットル開度）

注意

スロットルセンサを落下させない（特に硬い面に）。衝撃
でセンサが損傷する。

出力電圧が標準値内の場合には、ECUのアース及び電源
が正常か点検する（ECU電源の点検を参照）。アース及び
電源が正常な場合には、ECUを交換する。
出力電圧が標準の範囲から大きく外れている場合（たとえ
ば配線が断線すると測定値が0 Vになる）、センサコネクタで
の出力電圧を点検する。

•スロットルセンサコネクタを外し、ハーネスコネクタとスロット
ルセンサコネクタの間に、セッティングアダプタ［A］を接続
する。

•セッティングアダプタのリード線に、デジタルメータを接続す
る。

特殊工具 - スロットルセンサセッテングアダプタ：57001-1521

［スロットルセンサの出力電圧］

センサとの接続
メータ（＋）→緑／白のリード線
メータ（－）→黒／白のリード線

•アイドリング回転速度で、センサの出力電圧を測定する。

［センサでの出力電圧］

標準値： 1.08 ∼ 1.18 V DC（アイドリング時のスロットル開度）

注意

スロットルセンサを落下させない（特に硬い面に）。衝撃
でセンサが損傷する。

•スロットルセンサの電圧点検が終わったら、セッティングアダ
プタを取り外す。
測定値が標準値外の場合には、スロットルセンサの抵抗値
を点検する。
測定値が標準値内の場合には、配線の導通を点検する（ス
ロットルセンサの回路図を参照）。
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スロットルセンサ（サービスコード／文字-11／tPS）

抵抗値の点検

• イグニションスイッチをOFFにする。

• 取り外す。
エアフィルタ（エアフィルタの取り外しを参照）

•スロットルセンサコネクタを外し、セッティングアダプタ［A］を
スロットルセンサ［B］に接続する。

特殊工具 - スロットルセンサセッテングアダプタ：57001-1521

ハーネスコネクタは接続しないこと。

•セッティングアダプタのリード線に、デジタルメータ［C］を接
続する。

•スロットルセンサの抵抗値を測定する。

［スロットルセンサの抵抗値］

ハーネスアダプタへの接続：
赤のリード線［D］←→黒／青のリード線［E］

標準値： 4 ∼ 6 kΩ

測定値が標準値外の場合には、スロットルボディアッシを交
換する。
測定値が標準値内にあるのに、トラブルが依然として存在
する場合には、ECUを交換する。

スロットルセンサの回路図

1. ECU（エレクトロニックコントロールユニット）
2. ジョイントコネクタX
3. ジョイントコネクタW
4. スロットルセンサ
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吸気圧センサ（サービスコード／文字-12／bOSt）

注意

センサを落下させないこと（特に硬い面に）。衝撃でセン
サが損傷する。

吸気圧センサの取り外し

•イグニションスイッチをOFFにする。

• 取り外す。
シート（船体とエンジンフードの章、シートの取り外しの項
を参照）。
吸気圧センサボルト［A］
吸気圧センサコネクタ［B］
吸気圧センサ［C］

吸気圧センサの取り付け

•Oリング［A］にシリコンオイルを塗布する。

注意

センサの先端（感知部）［B］及びセンサコネクタの内部
［C］には、シリコンオイルを塗布しないこと。

•締め付ける。

トルク - 吸気圧センサボルト：7.9 N·m (0.80 kgf·m)

入力電圧の点検

要点
バッテリを充分に充電しておくこと。
この点検は、スロットルセンサの「入力電圧の点検」と同
じ方法である。

•イグニションスイッチをOFFにする。

• ECUを取り外す（ECUの取り外しを参照）。ECUコネクタは外
さないこと。

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

特殊工具 - ニードルアダプタセット：57001-1457

［吸気圧センサの入力電圧］

ECUとの接続
メータ（＋）→赤のリード線（端子12）
メータ（－）→黒／白のリード線（端子8）

•イグニションスイッチをONにし、キルスイッチコードキーをス
トップボタンに差し込む。

•エンジンを始動し、5 ∼ 6秒間アイドリング回転させ、センサ
の入力電圧を測定する。
もう一度エンジンを始動する場合には、15秒以上の間隔を
おくこと。

［ECUでの入力電圧］

標準値： 4.75 ∼ 5.25 V DC

•イグニションスイッチをOFFにする。
入力電圧の測定値が標準値よりも低い場合には、ECUの
アース、電源、及び配線を点検する。アース、電源、及び配
線が正常な場合には、ECUを交換する。
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吸気圧センサ（サービスコード／文字-12／bOSt）

入力電圧が標準値内の場合には、センサコネクタでの入力
電圧を点検する。

•吸気圧センサコネクタを外し、ハーネスコネクタと吸気圧セ
ンサコネクタの間に、ハーネスアダプタ［A］を接続する。

•ハーネスアダプタのリード線に、デジタルメータを接続する。
［B］吸気圧センサ

特殊工具 - センサハーネスアダプタ：57001-1561

［吸気圧センサの入力電圧］

センサとの接続
メータ（＋）→赤のリード線［C］
メータ（－）→黒／白のリード線［D］

•イグニションスイッチをONにし、キルスイッチコードキーをス
トップボタンに差し込む。

•エンジンを始動し、5 ∼ 6秒間アイドリング回転させ、センサ
の入力電圧を測定する。
もう一度エンジンを始動する場合には、15秒以上の間隔を
おくこと。

［センサコネクタでの入力電圧］

標準値： 4.75 ∼ 5.25 V DC

• イグニションスイッチをOFFにする。
測定値が標準値外の場合には、配線を点検する（吸気圧セ
ンサの回路図を参照）。
測定値が標準値内の場合には、入力電圧は正常である。
出力電圧を点検する。

出力電圧の点検

•入力電圧の点検と同じ方法で、ECUでの出力電圧を測定
する。以下に注意すること。

［吸気圧センサの出力電圧］

ECUとの接続
メータ（＋）→緑／赤のリード線（端子33）
メータ（－）→黒／白のリード線（端子8）

［ECUでの出力電圧］

使用範囲： 3.75 ∼ 4.25 V DC、標準大気圧（絶体大気圧101.32
kPa、76 cmHg）で

要点
測定場所の大気圧に応じて、出力電圧は変化する。
バキュームセンサの出力電圧は、センサのチャンバ内の
ほぼ完全に近い真空状態を基準にしている。従って、セ
ンサは絶対値の負圧を示す。

出力電圧が使用範囲内である場合には、ECUのアース、電
源、及び配線を点検する。アース、電源、及び配線が正常
な場合には、ECUを交換する。
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吸気圧センサ（サービスコード／文字-12／bOSt）

出力電圧が使用範囲から大きく外れている場合には、セン
サコネクタ［A］での出力電圧を点検する。

•入力電圧の点検と同じ方法で、センサでの出力電圧を測定
する。以下に注意すること。
［B］吸気圧センサ

特殊工具 - センサハーネスアダプタ：57001-1561

［吸気圧センサの出力電圧］

センサとの接続
メータ（＋）→緑／赤のリード線［C］
メータ（－）→黒／白のリード線［D］

［センサコネクタでの出力電圧］

使用範囲： 3.75 ∼ 4.25 V DC、標準大気圧（絶体値101.32
kPa、76 cmHg）で

出力電圧が使用範囲内の場合には、配線の導通を点検す
る（吸気圧センサの回路図を参照）。
出力電圧が使用範囲外の場合には、センサを交換する。

•イグニションスイッチをOFFにする。

•センサハーネスアダプタを取り外す。

［出力電圧の変化］

（入力電圧：4.75 ∼ 5.25 V）
Vo：出力電圧
P：バキューム圧

吸気圧センサの回路図

1. ECU（エレクトロニックコントロールユニット）
2. ジョイントコネクタX

3. ジョイントコネクタW
4. 吸気圧センサ
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吸気温センサ（サービスコード／文字-13／Alrt）

吸気温センサの取り外し／取り付け

注意

センサを落下させないこと（特に硬い面に）。衝撃でセン
サが損傷する。

•エアフィルタを取り外す（エアフィルタの取り外しを参照）。

• コネクタ［A］を吸気温センサから外す。

•吸気温センサ［B］及びワッシャを取り外す。

•吸気温センサ及びワッシャ［A］を取り付ける。

• 締め付ける。

トルク - 吸気温センサ：20 N·m (2.0 kgf·m)

出力電圧の点検

要点
バッテリを充分に充電しておくこと。

• ECUを取り外す（ECUの取り外しを参照）。ECUコネクタは外
さないこと。

•ニードルアダプタセットを使用して、デジタルメータをECUコ
ネクタに接続する。

特殊工具 - ニードルアダプタセット：57001-1457

［吸気温センサの出力電圧］

ECUコネクタとの接続
メータ（＋）→赤／青のリード線（端子7）
メータ（－）→黒／白のリード線（端子8）

•イグニションスイッチをONにし、キルスイッチコードキーをス
トップボタンに差し込む。

•エンジンを始動し、5 ∼ 6秒間アイドリング回転させ、センサ
の出力電圧を測定する。
もう一度エンジンを始動する場合には、15秒以上の間隔を
おくこと。

［ECUでの出力電圧］

標準値： 約2.3 ∼ 2.6 V（吸気温20°C）

要点
吸気温に応じて出力電圧は変化する。

• イグニションスイッチをOFFにする。
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吸気温センサ（サービスコード／文字-13／Alrt）

出力電圧が標準値外の場合には、ECUのアース及び電源
を点検する（ECU電源の点検を参照）。アース及び電源が
正常な場合には、ECUを交換する。
出力電圧が標準値から大きく外れている場合には、配線を
点検する（吸気圧センサの回路図を参照）。

• ニードルアダプタセットを取り外し、防水のためコネクタの
シールにシリコンシーラントを塗布する。

シーラント - カワサキボンド（シリコンシーラント）：56019-120

配線が正常な場合には、センサの抵抗値を点検する。

吸気温センサの抵抗値の点検

•吸気温センサを取り外す（吸気温センサの取り外しを参照）。

•感熱部とねじ部が浸るように、機械油を入れた容器の中に
センサ［A］を吊り下げる。

•感熱部［C］とセンサがほぼ同じ深さになるように、温度計［B］
を吊り下げる。

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、温度を均等にするため油をゆっく
りとかき回しながら、徐々に油の温度を上げる。

•デジタルメータを使用して、下記に示す各温度で、センサの
内部抵抗を端子間で測定する。

［吸気温センサの抵抗値］

標準値： 5.4∼ 6.6 kΩ（0°C）

2.26 ∼ 2.86 kΩ（20°C）

0.29 ∼ 0.39 kΩ（80°C）

測定値が標準値外である場合には、センサを交換する。
測定値が標準値内である場合には、ECUを交換する。

吸気温センサの回路図

1. ECU（エレクトロニックコントロールユニット）
2. ジョイントコネクタW
3. 吸気温センサ
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水温センサ（サービスコード／文字-14／AqUt）

水温センサの取り外し／取り付け

注意

センサを落下させないこと（特に硬い面に）。衝撃で部品
が損傷する。

•センサコネクタ［A］を外し、水温センサ［B］を取り外す。

•水温センサ［C］を取り付ける前に、エキゾーストマニホール
ド［A］の取り付け穴に、指定のエンジンオイル（10W-30）［B］
またはシリコングリ－ス［B］を図のとおり詰め込む。
［D］5 mm

シリコングリース- カワサキボンド：92137-1002

• 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。

出力電圧の点検

要点
バッテリを充分に充電しておくこと。

• ECUを取り外す（ECUの取り外しを参照）。コネクタは外さな
いこと。
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水温センサ（サービスコード／文字-14／AqUt）

• ニードルアダプタセットを使用して、デジタルメータ［A］を
ECUコネクタ［B］に接続する。

特殊工具 - ニードルアダプタセット：57001-1457

［水温センサの出力電圧］

ECUとの接続
メータ（＋）→緑／黄のリード線（端子35）
メータ（－）→黒／白のリード線（端子8）

•イグニションスイッチをONにし、キルスイッチコードキーをス
トップボタンに差し込む。

•エンジンを始動し、5 ∼ 6秒間アイドリング回転させ、センサ
の出力電圧を測定する。
もう一度エンジンを始動する場合には、15秒以上の間隔を
おくこと。

［ECUでの出力電圧］

標準値： 約3 ∼ 4 V（20°C）

要点
エンジン内の冷却液温度に応じて、出力電圧は変化す
る。

•イグニションスイッチをOFFにする。
出力電圧が標準値外の場合には、ECUのアース及び電源
を点検する（ECU電源の点検を参照）。アース及び電源が
正常な場合には、ECUを交換する。
出力電圧が標準値から大きく外れている場合（たとえば配
線が断線すると電圧は約5 Vになる）、配線を点検する（水
温センサの回路図を参照）。
配線が正常な場合には、水温センサの抵抗値を点検する。

• ニードルアダプタセットを取り外し、防水のためコネクタの
シールにシリコンシーラントを塗布する。

シーラント - カワサキボンド（シリコンシーラント）：56019-120

水温センサの回路図

1. ECU（エレクトロニックコントロールユニット）
2. ジョイントコネクタW
3. 水温センサ

水温センサの抵抗値の点検

•水温センサを取り外す（水温センサの取り外し／取り付けを
参照）。

•水温センサの点検については、電気系統の章を参照。
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クランクシャフトセンサ（サービスコード／文字-21／CrAg）

クランクシャフトセンサの取り外し／取り付け

•電気系統の章の点火系統の項を参照。

クランクシャフトセンサの点検
クランクシャフトセンサには電源がないため、エンジンが停
止するとクランクシャフトセンサは信号を発生しない。

•エンジンを回して、クランクシャフトセンサのピーク電圧を測
定し（電気系統の章を参照）、センサを点検する。

•回路図を参照して、配線の導通を点検する。

クランクシャフトセンサの回路図

1. ECU（エレクトロニックコントロールユニット）
2. ジョイントコネクタW
3. クランクシャフトセンサ
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カムシャフトポジションセンサ（サービスコード／文字-23／CAA1）

カムシャフトポジションセンサの取り外し／取り付け
カムシャフトポジションセンサは、カムシャフトの位置を検出

してシリンダを識別する。

•電気系統の章の点火系統の項を参照。

カムシャフトポジションセンサの点検
カムシャフトポジションセンサには電源がないため、エンジ
ンが停止するとカムシャフトポジションセンサは信号を発生
しない。

•エンジンを回して、カムシャフトポジションセンサのピーク電
圧を測定し（電気系統の章を参照）、センサを点検する。

•回路図を参照して、配線の導通を点検する。

カムシャフトポジションセンサの回路図

1. ECU（エレクトロニックコントロールユニット）
2. カムシャフトポジションセンサ
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転倒センサ（サービスコード／文字-31／dOS）

このセンサには2個のマグネトを内蔵したウエイト［A］が付い
ており、ECUに信号を送っている。ウォータクラフトが、いずれ
か片方に110 ∼ 130°以上傾斜する（実際には転覆する）と、ウ
エイトが回転して信号を停止する。ECUはこの変化を検知し、
燃料ポンプ、燃料インジェクタ、及び点火系統を停止させる。

ホールIC［B］

転倒センサコネクタ［A］
アース端子黒／白［B］
出力端子青／白［C］
電源端子赤／緑［D］

転倒センサの取り外し

注意

転倒センサを落下させないこと（特に硬い面に）。衝撃で
センサが損傷する。

• 取り外す。
シート（船体とエンジンフードの章、シートの取り外しの項
を参照）。
小物入れ（前方）（船体とエンジンフードの章を参照）
ブラケット取り付けボルト［A］及びワッシャ

• 取り外す。
転倒センサコネクタ［A］
スクリュ［B］
転倒センサ［C］

転倒センサの取り付け

•センサのUPマーク［A］を上に向けること。

警告

転倒センサが正しく取り付いていないと、航走中にセンサ
の作動によりエンジン出力が急に低下し、カーブなどでバ
ランスを失い、危険である。転倒センサがブラケットの所
定の位置に固定されているか確認する。

• 締め付ける。

トルク - 転倒センサ取り付けスクリュ：1.5 N·m (0.15 kgf·m)
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転倒センサ（サービスコード／文字-31／dOS）

転倒センサの点検

要点
バッテリを充分に充電しておくこと。

• 取り外す。
燃料タンク（燃料タンクの取り外しを参照）

•ニードルアダプタセット［C］を使用して、デジタルメータ［A］
を転倒センサのコネクタ［B］に接続する。

特殊工具 - ニードルアダプタセット：57001-1457

［転倒センサの電源電圧］

センサとの接続
メータ（＋）→赤／緑のリード線［D］
メータ（－）→黒／白のリード線［E］

•イグニションスイッチをONにし、キルスイッチコードキーをス
トップボタンに差し込む。

•エンジンを始動し、5 ∼ 6秒間アイドリング回転させ、センサ
の電源電圧を測定する。
もう一度エンジンを始動する場合には、15秒以上の間隔を
おくこと。

［センサでの電源電圧］

標準値： 4.75 ∼ 5.25 V

•イグニションスイッチをOFFにする。
標準電圧でない場合には、以下の項目を点検する。
メインヒューズ20 A
転倒センサ電源の配線（転倒センサの回路図を参照）

電源が正常な場合には、出力電圧を点検する。

•イグニションスイッチをOFFにする。

•転倒センサを取り外す。コネクタは外さないこと。

•ニードルアダプタセット［B］を使用して、デジタルメータ［A］
をコネクタに接続する。

特殊工具 - ニードルアダプタセット：57001-1457

［転倒センサの出力電圧］

センサとの接続
メータ（＋）→青／白のリード線［D］
メータ（－）→黒／白のリード線［E］

•センサを垂直に保持する。

•イグニションスイッチをONにし、キルスイッチコードキーをス
トップボタンに差し込む。

•エンジンを始動し、5 ∼ 6秒間アイドリング回転させ、センサ
の出力電圧を測定する。
センサを110 ∼ 130°以上右または左に傾斜［C］させて保持
し、出力電圧を測定する。
もう一度エンジンを始動する場合には、15秒以上の間隔を
おくこと。

［センサでの出力電圧］

標準値： 0.65 ∼ 1.35 V（センサが110 ∼ 130°以上右または
左に傾いた状態）

3.55 ∼ 4.45 V（センサの矢印が上に向いた状態）
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転倒センサ（サービスコード／文字-31／dOS）

• イグニションスイッチをOFFにする。

• ニードルアダプタセットを取り外し、防水のためコネクタの
シールにシリコンシーラントを塗布する。

シーラント - カワサキボンド（シリコンシーラント）：56019-120

出力電圧が標準値内の場合には、配線に疑いがある。配
線を点検する。
配線が正常な場合には、ECUのアース及び電源を点検す
る（ECU電源の点検を参照）。アース及び電源が正常な場
合には、ECUを交換する。
出力電圧が標準値外の場合には、転倒センサを交換する。

転倒センサの回路図

1. ECU（エレクトロニックコントロールユニット）
2. ジョイントコネクタX
3. ジョイントコネクタW
4. 転倒センサ
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燃料インジェクタ（サービスコード／文字-41、42、43、44／InJ1、InJ2、InJ3、InJ4）

燃料インジェクタの取り外し

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。イグニションスイッチをOFFにする。バッテリ
（－）ケーブルの端子を外す。禁煙にする。作業する場所
は換気が良く、火気がないことを確かめること。パイロット
ランプ付きの電気製品も用いないこと。
燃料がこぼれた場合には、すぐに残らず拭き取ること。

• 取り外す。
シート（船体とエンジンフードの章、シートの取り外しの項
を参照）。
燃料ホース
デリバリパイプ取り付けボルト［A］、カラー［B］、及びクラン
プ

•デリバリパイプアッシを、シリンダヘッドから取り外す。

•ロック［A］を押して、インジェクタコネクタを外す。

•燃料インジェクタ［B］を取り外す。

注意

インジェクタを落下させないこと（特に硬い面に）。衝撃で
インジェクタが損傷する。

燃料インジェクタの取り付け

•インジェクタのOリング［A］を新品に交換する。

•Oリングにグリースを塗布する。

•インジェクタをデリバリパイプに挿入し、スムーズに回転する
かどうか確認する。

•シール［A］を新品に交換する。

•シールの内面及び外面にグリースを塗布する。
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燃料インジェクタ（サービスコード／文字-41、42、43、44／InJ1、InJ2、InJ3、InJ4）

• 取り付ける。
デリバリパイプアッシ
カラー

•図で示したようにクランプ［A］を取り付ける。

• 締め付ける。

トルク - デリバリパイプ取り付けボルト：7.9 N·m (0.80 kgf·m)

•燃料ホースを取り付ける（付録の章のケーブル、ワイヤ、ホー
スの通し方の項を参照）。
ダブルスプリングクランプを新品に交換する（燃料系統図を
参照）。

動作音点検

• エンジンを始動する。

•ドライバの先端［A］をインジェクタ［B］に押し当てる。グリップ
の端を耳にあて、インジェクタがカチカチというクリック音を
発生しているか聞く。
聴診器を使用することもできる。

•他のインジェクタでも同じ事を行う。
すべてのインジェクタが規則的な間隔でカチカチ鳴ってい
れば、インジェクタは正常である。
エンジン回転速度が上昇するにつれて、カチカチ音の間隔
は短くなる。
カチカチ音のしないインジェクタがある場合には、「インジェ
クタ信号テスト」を実施して、インジェクタの作動を点検する。

インジェクタの信号テスト

•図に示したようなオスの端子が付いたテスト電球セットを4組
準備する。
豆電球［A］の定格：12 V、3 ∼ 3.4 W
端子の幅［B］：1.8 mm
端子の厚さ［C］：0.8 mm

注意

上記に示したサイズよりも大きな端子は使用しないこと。
大きな端子を使用するとインジェクタメインハーネスコネ
クタ（メス）が損傷し、ハーネスの修理または交換が必要
になる。

• インジェクタのコネクタ［A］を取り外す。

•それぞれのテスト電球セット［B］を、インジェクタハーネスコ
ネクタ［C］に接続する。

• イグニションスイッチをONにする。

•スタータモータでエンジンを回転させながら、テスト豆電球
を観察する。
テスト豆電球が一定の間隔で点滅する場合には、ECU内の
インジェクタ回路及び配線は正常である。「インジェクタ抵抗
の点検」を実施する。
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燃料インジェクタ（サービスコード／文字-41、42、43、44／InJ1、InJ2、InJ3、InJ4）

インジェクタ信号は、テスト電球の代わりに、ハンドテスタ
（×10 V ACレンジ）をインジェクタハーネス（メス）コネクタに
接続して確認することもできる。スタータモータでエンジンを
回転させながら、テスタの指針が一定の間隔で振動するか
確認する。

特殊工具 - ハンドテスタ：57001-1394

テスト豆電球が点滅しない（またはテスタの指針が振動しな
い）場合には、配線及びコネクタをもう一度点検する。配線
が正常な場合には、インジェクタの電圧を点検する。

インジェクタ抵抗の点検

•デリバリパイプアッシを取り外す。

•インジェクタ［A］からコネクタを外す。

•ハンドテスタ［B］でインジェクタの内部抵抗を測定する。

特殊工具 - ハンドテスタ：57001-1394

［インジェクタの内部抵抗］

標準値： 約11.7 ∼ 12.3 Ω（20°C）

測定値が標準値外の場合には、「インジェクタ単品の作動
テスト」を実施する。
測定値が標準値内の場合でも、確認のため「インジェクタ単
品の作動テスト」を実施する。

インジェクタ単品の作動テスト

• 2本のリード線［A］、及び「インジェクタの信号テスト」と同じ
テスト豆電球のセットを使用する。
豆電球［C］の定格：12 V、3 ∼ 3.4 W
12 Vバッテリ［D］

注意

豆電球は直列に接続すること。この豆電球は、インジェ
クタ内のソレノイドを過剰電流から保護する、電流制御の
働きをする。

•図のとおり、テスト豆電球をインジェクタ［E］に接続する。

•バッテリ（－）端子側のリード線の先端を、繰り返し開放／接
続［F］する。インジェクタがカチカチと鳴るはずである。
インジェクタがカチカチと鳴らない場合には、インジェクタを
交換する。
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燃料インジェクタ（サービスコード／文字-41、42、43、44／InJ1、InJ2、InJ3、InJ4）

インジェクタ電圧の点検

• イグニションスイッチをOFFにする。

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

特殊工具 - ニードルアダプタセット：57001-1457

［インジェクタの電源電圧］

インジェクタ#1、#2、#3、#4との接続
メータ（＋）→赤／黄のリード線
メータ（－）→バッテリ（－）端子

•イグニションスイッチをONにし、キルスイッチコードキーをス
トップボタンに差し込む。

•エンジンを始動し、5 ∼ 6秒間アイドリング回転させ、インジェ
クタの電源電圧を測定する。
もう一度エンジンを始動する場合には、15秒以上の間隔を
おくこと。

［インジェクタコネクタでの電源電圧］

標準値： バッテリ電圧

電源電圧が標準よりも低い場合には、配線（燃料インジェク
タの回路図を参照）、メインリレー（リレーアッシの点検を参
照）、及びECU電源（ECU電源の点検を参照）を点検する。

• ECUを取り外す。コネクタは外さないこと。

•ニードルアダプタセット［C］を使用して、デジタルメータ［A］
をコネクタ［B］に接続する。

特殊工具 - ニードルアダプタセット：57001-1457

［インジェクタの出力電圧］

インジェクタ#1との接続
メータ（＋）→紫のリード線（端子43）
メータ（－）→バッテリ（－）端子

インジェクタ#2との接続
メータ（＋）→橙のリード線（端子38）
メータ（－）→バッテリ（－）端子

インジェクタ#3との接続
メータ（＋）→茶のリード線（端子39）
メータ（－）→バッテリ（－）端子

インジェクタ#4との接続
メータ（＋）→青／黄のリード線（端子40）
メータ（－）→バッテリ（－）端子

•イグニションスイッチをONにし、キルスイッチコードキーをス
トップボタンに差し込む。

•エンジンを始動し、5 ∼ 6秒間アイドリング回転させ、出力電
圧を測定する。
もう一度エンジンを始動する場合には、15秒以上の間隔を
おくこと。

［インジェクタコネクタでの出力電圧］

標準値： 約9 V以上

出力電圧が標準値外の場合には、ECUを交換する。
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燃料インジェクタ（サービスコード／文字-41、42、43、44／InJ1、InJ2、InJ3、InJ4）

インジェクタ燃料ラインの点検

•次の手順で、インジェクタ燃料ラインに漏れがないか点検す
る。
図のとおり、市販のバキューム／圧力ポンプ［A］を、燃料
ホース［C］（両端をクランプ［D］で接続）で、デリバリパイプ
［B］の供給継ぎ手に接続する。
デリバリパイプのリターン継ぎ手をラバープラグ［E］で塞ぐ。
クランプ［F］を締め付ける。
図に示した［G］の場所に石けん水を塗布する。
圧力ゲージを見ながら、ポンプのレバー［H］を握り、 大圧
力に達するまで加圧する。

［燃料ラインの 大圧力］

標準値： 300 kPa（3.06 kgf/cm2）

注意

圧力テストを実施中に、燃料系の 大圧力以上の圧力を
加えてはいけない。

少なくとも6秒間ゲージを観察する。
圧力が一定に保たれていれば、燃料系統は正常である。
圧力が急激に減少する、または［G］の場所に気泡が見られ
る場合には、燃料ラインが漏れている。デリバリパイプ、イン
ジェクタ、及び関連部品を交換する。

•漏れのテストを繰り返し、燃料ラインに漏れがないか確認す
る。

•ホース正しく通す（付録の章のケーブル、ワイヤ、ホースの
通し方の項を参照）。
ダブルスプリングクランプを新品に交換する（燃料系統図を
参照）。
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燃料インジェクタ（サービスコード／文字-41、42、43、44／InJ1、InJ2、InJ3、InJ4）

燃料インジェクタの回路図

1. ECU（エレクトロニックコントロールユニット）
2. ジョイントコネクタY
3. ジョイントコネクタZ
4. 燃料インジェクタ#4
5. 燃料インジェクタ#3
6. 燃料インジェクタ#2

7. 燃料インジェクタ#1
8. メインリレー（リレーアッシ内）
9. ジョイントコネクタP

10. メインヒューズ20 A
11. バッテリ12 V 18 Ah
12. ジョイントコネクタU
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イグニションコイル（サービスコード／文字-51、52／COL1、COL2）

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

イグニションコイルの取り外し／取り付け

注意

イグニションコイルを落下させないこと（特に硬い面に）。
衝撃でイグニションコイルが損傷する。

•電気系統の章の点火系統の項を参照。

入力電圧の点検

要点
バッテリを充分に充電しておくこと。

•イグニションスイッチをOFFにする。

• 取り外す。
小物入れ（前方）（船体とエンジンフードの章、小物入れ
（前方）の取り外しの項を参照）

•イグニションコイル一次リード線コネクタ［A］を外す。

•ハーネスアダプタ［A］及びデジタルメータ［B］を接続する。

特殊工具 - ハーネスアダプタ：57001-1562

•イグニションスイッチをONにし、キルスイッチコードキーをス
トップボタンに差し込む。

•エンジンを始動し、5 ∼ 6秒間アイドリング回転させ、入力電
圧を測定する。
もう一度エンジンを始動する場合には、15秒以上の間隔を
おくこと。

［イグニションコイル入力電圧］

イグニションコイル#1、#4との接続
メータ（＋）→赤／黄のリード線
メータ（－）→バッテリ（－）端子

イグニションコイル#2、#3との接続
メータ（＋）→赤／黄のリード線
メータ（－）→バッテリ（－）端子

［入力電圧］

標準値： バッテリ電圧

測定値が標準値外の場合には、配線を点検する（本項の回
路図を参照）。
測定値が標準値内の場合には、入力電圧は正常である。イ
グニションコイルのピーク電圧を測定し（電気系統の章を参
照）、一次コイルを点検する。
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イグニションコイル（サービスコード／文字-51、52／COL1、COL2）

イグニションコイルの回路図

1. ECU（エレクトロニックコントロールユニット）
2. ジョイントコネクタY
3. メインリレー（リレーアッシ内）
4. ジョイントコネクタP
5. メインヒューズ20 A
6. スタータモータ
7. バッテリ12 V 18 Ah
8. ジョイントコネクタU
9. イグニションコイル
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エンジンのオーバヒート（サービスコード／文字-71／HEAｔ）

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

考えられる原因 処置（参照の章）

水の通路の詰まり、ゆるみ、または損傷 点検する（9章）

エンジンオイルのレベルが正しくない 点検する（4章）

エンジンオイルの品質不良、または不適合 交換する（4章）

水温センサの破損 点検する（3章及び14章）

ジェットポンプまたはインペラの損傷 点検する（11章）

オイルクーラの詰まり 清掃する（4章）

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

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

考えられる原因 処置（参照の章）

オイル漏れ 点検する（4章）

エンジンオイルのレベルが低過ぎる 点検する（4章）

エンジンオイルの粘度が低過ぎる 点検する（4章）

オイルフィルタの詰まり 清掃する（4章）

油圧スイッチの損傷 点検する（3章及び14章）

オイルクーラの詰まり 点検する（4章）

カムシャフトベアリングの摩耗 点検する（6章）

クランクシャフトベアリングの摩耗 点検する（8章）

油圧リリーフバルブの開閉不良 交換する（4章）

オイルポンプの損傷 交換する（4章）

オイルスクリーンの詰まり 清掃する（4章）

クランクケース内のオイル通路にあるOリングの損傷 交換する（4章）
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油温センサ（サービスコード／文字-73／OILｔ）

油温センサの取り外し／取り付け

注意

センサを落下させないこと（特に硬い面に）。衝撃で部品
が損傷する。

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

•油温センサ［C］を取り付ける前に、オイルパン［A］の取り付
け穴に、指定のシリコングリース［B］を図のとおり詰め込む。
［D］5 mm

シリコングリース - カワサキボンド：92137-1002

•締め付ける。

トルク - 油温センサ：15 N·m (1.5 kgf·m)

出力電圧の点検

要点
バッテリを充分に充電しておくこと。

• ECUを取り外す（ECUの取り外しを参照）。コネクタは外さな
いこと。

• ニードルアダプタセットを使用して、デジタルメータ［A］を
ECUコネクタ［B］に接続する。

特殊工具 - ニードルアダプタセット：57001–1457

［油温センサの出力電圧］

ECUとの接続
メータ（＋）→黄のリード線（端子37）
メータ（－）→黒／白のリード線（端子8）

•イグニションスイッチをONにし、キルスイッチコードキーをス
トップボタンに差し込む。

•エンジンを始動し、5 ∼ 6秒間アイドリング回転させ、センサ
の出力電圧を測定する。
もう一度エンジンを始動する場合には、15秒以上の間隔を
おくこと。

［ECUでの出力電圧］

標準値： 約3 ∼ 4 V（20°C）

要点
エンジン内の冷却液温度に応じて、出力電圧は変化す
る。
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油温センサ（サービスコード／文字-73／OILｔ）

• イグニションスイッチをOFFにする。
出力電圧が標準値外の場合には、ECUのアース及び電源
を点検する（ECU電源の点検を参照）。アース及び電源が
正常な場合には、ECUを交換する。
出力電圧が標準値から大きく外れている場合（たとえば配
線が断線すると電圧は約5 Vになる）、配線を点検する（油
圧センサの回路図を参照）。
配線が正常な場合には、油温センサの抵抗値を点検する。

• ニードルアダプタセットを取り外し、防水のためコネクタの
シールにシリコンシーラントを塗布する。

シーラント - カワサキボンド（シリコンシーラント）：56019-120

油温センサの回路図

1. ECU（エレクトロニックコントロールユニット）
2. ジョイントコネクタW
3. 油温センサ

油温センサの抵抗値の点検

•油温センサを取り外す（油圧センサの取り外し／取り付けを
参照）。

•油温センサの点検については、電気系統の章を参照。
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油圧が高い（サービスコード／文字-76／OILH）

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

考えられる原因 処置（参照の章）

エンジンオイルのレベルが正しくない 点検する（4章）

エンジンオイルの品質不良、または不適合 交換する（4章）

油温センサの破損 点検する（4章及び14章）

オイルクーラの詰まり 清掃する（4章）

水の通路の詰まり、ゆるみ、または損傷 点検する（9章）

ジェットポンプ内での海草やゴミの詰まり 点検する（11章）

オイルポンプの動作不良 点検する（4章）

リリーフバルブの動作不良 点検する（4章）
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ECU

注意

ECUを落下させないこと（特に硬い面に）。衝撃でECUが
損傷する。

ECUの取り外し

• 取り外す。
シート（船体とエンジンフードの章、シートの取り外しの項
を参照）。
ボルト［A］

• ECUリード線コネクタ［A］を外す。

• 取り外す。
ECU［B］

ECUの取り付け

• ECUコネクタを接続して取り付ける。

•ネジロック剤をECUボルトに塗布し、締め付ける。

トルク - ECU取り付けボルト：8.8 N·m (0.90 kgf·m)

ECU電源の点検

• ECUコネクタの端子［A］を目視点検する。
コネクタに異物が詰まっている場合には、圧縮空気で吹き
飛ばす。
メインハーネスコネクタの端子に亀裂、曲がり、または損傷
がある場合には、メインハーネスを交換する。
ECUコネクタの端子に亀裂、曲がり、または損傷がある場合
には、ECUを交換する。

• ECUコネクタ［A］を接続し、イグニションスイッチをOFFにし
た状態で、テスタ及びニードルアダプタセットを使用して、以
下のアースリード線の導通を点検する。
［B］バッテリ
［C］テスタ

特殊工具 - ニードルアダプタセット：57001-1457

［ECUアースの点検］

25、32、41、または42（黒）端子 ←→ バッテリ（－）端子0 Ω

エンジンアース ←→ バッテリ（－）端子0 Ω

導通がない場合には、コネクタ、エンジンアースリード線、及
びメインハーネスを点検し、修理または交換する。
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ECU

•テスタ［A］を使用して、ECUの電源電圧を点検する。
右の図に示したECUコネクタ［B］の端子番号に従って、端
子の位置を接続する。

［ECU電源の点検］

テスタの接続
端子2（赤／緑）-バッテリ（－）端子
端子9（赤／白）-バッテリ（－）端子
端子28（黄／赤）-バッテリ（－）端子
端子30（赤／黄）-バッテリ（－）端子

端子電圧

イグニションスイッチがOFFの時：
端子2（赤／緑）→バッテリ電圧
端子9（赤／白）→0 V
端子28（黄／赤）→0 V
端子30（赤／黄）→0 V

イグニションスイッチをONにした時：
端子2（赤／緑）→バッテリ電圧
端子9（赤／白）→バッテリ電圧
端子28（黄／赤）→0 V
端子30（赤／黄）→0 V

イグニションスイッチ及びスタートボタンをONにした時：
すべての端子→バッテリ電圧

エンジンを始動し、3 ∼ 4秒間回転させる。
もう一度エンジンを始動する場合には、15秒以上の間隔を
おくこと。
ハンドテスタの指示値が標準値と異なる場合には、以下の
項目を点検する。
電源配線（ECU電源回路を参照）
メインヒューズ20 A（電気系統の章、ヒューズの点検の項を
参照）
メインリレー（リレーアッシの点検を参照）
イグニションスイッチ（電気系統の章、スイッチの点検の項
を参照）
スタートスイッチ（電気系統の章、スイッチの点検の項を参
照）
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ECU

ECU電源回路

1. ECU（エレクトロニックコントロールユニット）
2. ジョイントコネクタY
3. メインリレー（リレーアッシ内）
4. イグニションスイッチ
5. ジョイントコネクタP
6. ジョイントコネクタQ
7. スタートスイッチ
8. メインヒューズ20 A
9. ジョイントコネクタT

10. バッテリ12 V 18 Ah
11. ジョイントコネクタU
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DFIの電源

メインヒューズの点検

• メインヒューズの点検については、電気系統の章を参照。

リレーアッシの取り外し

注意

リレーを落下させないこと（特に硬い面に）。衝撃でリレー
が損傷する。

• 取り外す。
シート（船体とエンジンフードの章、シートの取り外しを参
照）
ボルト［A］
リレーアッシ［B］
コネクタ［C］（接続を外す）
バンド［D］（切除）

リレーアッシの点検

• リレーアッシを取り外す。

•図のとおり、ハンドテスタ［A］及び12 Vのバッテリ［B］を、リ
レーコネクタ［C］に接続する。

特殊工具 - ハンドテスタ：57001-1394

メインリレー
リレーコイル端子［3］及び［4］
リレースイッチ端子［1］及び［2］

［リレーのテスト］

テスタのレンジ： 1 Ωレンジ

基準： バッテリが接続されている場合→0 Ω

バッテリが接続されていない場合→∞ Ω

リレーが正常に動作しない場合には、リレーアッシを交換す
る。
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DFIの電源

燃料ポンプリレー：
リレーコイル端子［6］及び［8］
リレースイッチ端子［5］及び［7］

［リレーのテスト］

テスタのレンジ： ×1 Ωレンジ

基準： バッテリが接続されている場合→0 Ω

バッテリが接続されていない場合→∞ Ω

リレーが正常に動作しない場合には、リレーアッシを交換す
る。
ハンドテスタ［A］
バッテリ［B］
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スロットルレバー、ケーブル、及びケース

スロットルレバーの遊びの点検

•定期点検整備の章の、スロットルコントロール系統の点検の
項を参照。

スロットルケーブルの調整

•定期点検整備の章のスロットルコントロール系統の点検の
項を参照。

スロットルケースの取り外し／分解

•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。

•スロットルケースを取り外す。
スロットルケース取り付けスクリュ［Ｃ］を外し、上下のケース
［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］及びラバーキャップ［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、ケーブルエンドの先端［B］をケース
ボディから外す。
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スロットルレバー、ケーブル、及びケース

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

スロットルケースの組み立て／取り付け

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

• コントロー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、ケーブルエンドの先端
［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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スロットルレバー、ケーブル、及びケース

•締め付ける。

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

•スロットルレバーを引いて、スロットル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る。

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

スロットルケーブルの取り外し

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

•デリバリパイプ［B］に付いているバンド［A］を取り外す。

•スロットルケーブルをスロットルボディアッシから外す。
ラバーキャップを抜き出す。
アジャスタロックナット［A］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［A］をスロットルピボットアームからスライド
させる。

•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。

• インナパッドを抜き取る。
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スロットルレバー、ケーブル、及びケース

•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／
分解の項を参照）。

• 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。

•ステアリングカバーを取り外す（ステアリングの章のステアリ
ングの取り外しを参照）。

• グロメット取り付けボルト［A］を外し、プレート［B］及びグロ
メット［C］を引き出す。

•スロットルケーブル［A］をグロメット［B］から取り外す。

•スロットルケーブルを下に引き抜く。

スロットルケーブルの取り付け

•ケーブル取り付けを容易に行うために、新しいケーブル周
囲を潤滑する。

• スロットルピボットアーム［B］上で、ケーブルエンドの先端
［A］をスライドさせて取り付ける。
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スロットルレバー、ケーブル、及びケース

•締め付ける。

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

• 下記の部品を正しく通す（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
スタート／ストップスイッチリード線
ブザーリード線
マルチファンクションメータリード線

• 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、及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
左右に切っても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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エアフィルタ

エアフィルタの取り外し

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

•小物入れ（後方）を取り外す。

•エアフィルタ［A］から、以下の部品を外す。
オイルセパレータタンクホース［B］

•オイルセパレータタンク［C］を取り外す（エンジン潤滑機構
の章、オイルセパレータタンクの取り外しの項を参照）。

•吸気ダクト［B］のクランプ［A］をゆるめる。

•エアフィルタ取り付けボルト［C］を取り外す。

•エアフィルタ［A］をエンジンルームから取り出す。

エアフィルタの取り付け

• 締め付ける。

トルク - エアフィルタ取り付けボルト：9.8N·m (1.0 kgf·m)
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エアフィルタ

エアフィルタの分解

• 取り外す。
エアフィルタ（エアフィルタの取り外しの項を参照）
エアフィルタボルト［A］

• 取り外す。
ボルト［A］
フレームアレスタ［B］
ホース［C］
ダクト［D］
エアフィルタブラケット取り付けボルト［E］
エアフィルタブラケット［F］

•エアスクリーン［A］を取り外す。

エアフィルタの組み立て

•シール［A］に損傷がないか目視点検する。
損傷があれば新品に交換する。

•図のとおりに、フレームアレスタ［B］、ホース［C］及びダクト
［D］を取り付ける。

•マーク［B］を合わせてエアスクリーン［A］を取り付ける。

•エアフィルタボルトを締め付ける。

•エアフィルタブラケット取り付けボルトにネジロック剤を塗布
し、締め付ける。

トルク - エアフィルタブラケット取り付けボルト：7.8 N·m (0.80

kgf·m)
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スロットルボディアッシ

アイドリング回転速度の点検
通常のアイドリング回転速度はECU（エレクトロニックコント

ロールユニット）により制御されている。

［アイドリング回転速度］

標準値： 1 300 ±100 rpm（水上及び陸上ともに）

高地補正
燃料／空気の混合はECUが自動的に制御するため、高地

補正は不要である。

スロットルボディアッシの取り外し

• 取り外す。
シート（船体とエンジンフードの章、シートの取り外しの項
を参照）。
エアフィルタ（スロットルボディアッシから）
スロットルケーブル［A］（スロットルケーブルの取り外しを参
照）
エアインレットダクト
ISC（アイドリングスピードコントローラ）コネクタ［B］
スロットルセンサコネクタ［C］
スロットルボディアッシ取り付けボルト［D］
スロットルボディアッシ［E］
ガスケット

スロットルボディアッシの取り付け

•新品のガスケットを取り付ける。

• 締め付ける。

トルク - スロットルボディアッシ取り付けボルト：20 N·m (2.0 kgf·m)

•スロットルケーブルを取り付け、遊びを調整する。

•ハーネス［A］とコネクタをバンド［B］で共締めする。

•正しくハーネス［C］を通し、バンド［D］を締め付ける（付録の
章、ケーブル、ワイヤ、ホースの通し方の節を参照）。

スロットルボディアッシの分解

注意

工場で正確に調整または設定されているため、エアスク
リュ、スロットルリンク機構、及びスロットルボディアッシ
［A］は、分解または調整をしてはならない。これらの部品
を調整すると性能が低下する可能性があり、スロットルボ
ディアッシの交換が必要になる場合もある。
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スロットルボディアッシ

スロットルボアの清掃

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

•バルブを開いて、スロットルボア［A］にカーボンが堆積して
いないか点検する。
カーボンが堆積している場合には、綿棒を使用して、スロッ
トルボアからカーボンを拭き取る。

注意

表面を強く擦らないこと。またキャブレタ洗浄液は使用し
ない。

ISC（アイドリングスピードコントローラ）の取り外し／取り
付け

• 取り外す。
シート（船体とエンジンフードの章、シートの取り外しの項
を参照）
エアフィルタ（エアフィルタの取り外し参照）
バンド［A］
ISCコネクタ［B］
ステッピングモータ取り付けスクリュ［C］
ステッピングモータ［D］
ISCアクチェータ取り付けボルト［E］
ISCアクチェータ［F］

• ISCアクチェータ（ステッピングモータ）とスロットルボディの
合わせ面を清掃する。

•Oリング［A］を新品と交換する。

•ステッピングモータ［B］を組み付け、スクリュ［C］で締め付け
る。

• ISCアクチェータ［D］をスロットルボディに取り付け、ボルト
［E］で締め付ける。

トルク - ISCアクチェータ取り付けボルト：4.9 N·m (0.50 kgf·m)

•正しくハーネスを通しバンドでハーネスを締め付ける（付録
の章を参照）。

•スマートステアリングシステムが正常に働くか水上で確認す
る。

ISC（アイドリングスピードコントローラ）の点検

•マルチファンクションメータの中のタコメータでアイドリング回
転速度を点検する。
アイドリング時、スロットルレバーを開閉する。

標準値： 1 300 ±100 rpm（水上、陸上共）

アイドリング回転速度が標準値内であれば、ISCは正常であ
る。
アイドリング回転速度が標準値外であれば、ISCの作動音を
点検する。
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スロットルボディアッシ

ISCの作動音の点検

•エンジンをかけ、次にエンジンを止める。

•エンジン停止後、ISC［A］から作動音が聞こえる。
作動音がしない時は、ステッピングモータを交換する。
作動音がする時は、ISCの抵抗を点検する。

ISCの抵抗の点検

• 取り外す。
エアフィルタ（スロットルボディアッシから）
ISCコネクタ［B］

•ハンドテスタでISCの抵抗を測定する。

特殊工具 - ハンドテスタ：57001-1394

ISC［A］
ローター［B］

［ISCの抵抗］

接続 1－2、2－3、4－5、5－6の端子間

標準値： 約30 Ω（20°C時)

接続 1－3、4－6の端子間

標準値： 約60 Ω（20°C時)

測定値が標準値でない場合、ステッピングモータを交換す
る。
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インレットマニホールド

インレットマニホールドの取り外し

• 取り外す。
デリバリパイプの燃料供給ホース［A］
デリバリパイプの燃料リターンホース［B］
デリバリパイプ取り付けボルト［C］、カラー、及びクランプ

•バンド［D］を取り外し、以下のコネクタを外す。
カムシャフトポジションセンサコネクタ［E］
クランクシャフトセンサコネクタ［F］

• 取り外す。
スロットルケーブル下端（スロットルケーブルの取り外しを
参照）
スロットルボディアッシのスロットルセンサコネクタ［G］
スロットルボディアッシのISC（アイドルスピードコントローラ）
コネクタ［H］
インレットマニホールドの吸気圧センサコネクタ［I］
インレットマニホールドの吸気温センサコネクタ［J］

•インレットトマニホールド取り付けボルト［A］とナット［B］を外
す。
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インレットマニホールド

•インレットマニホールド［A］をスロットルボディアッシ［B］と共
に取り外す。

•スロットルボディアッシをインレットマニホールドから取り外す
（スロットルボディアッシの取り外しの項を参照）。

• インレットマニホールドプレートボルト［A］を外し、プレート
［B］及びガスケット［C］を取り外す。

• 取り外す。
吸気温センサ［D］
インレットマニホールドドレンプラグ［E］
吸気圧センサボルト［F］
吸気圧センサ［G］

インレットマニホールドの取り付け

•インレットマニホールドプレートガスケットを新品に交換する。

• 締め付ける。

トルク - インレットマニホールドプレートボルト：7.8 N·m (0.80

kgf·m)
インレットマニホールドドレンプラグ：20 N·m (2.0 kgf·m)
吸気温センサ：20 N·m (2.0 kgf·m)

•吸気圧センサ［B］のOリング［A］にシリコンオイルを塗布す
る。

要点
吸気圧センサコネクタの内部には、シリコンオイルを塗布
しないこと。

•吸気圧センサをインレットマニホールドに取り付ける。

トルク - 吸気圧センサボルト：7.8 N·m (0.80 kgf·m)

•インレットマニホールドガスケット［A］を新品に交換し、図の
とおり取り付ける。

•ネジロック剤をインレットマニホールド取り付けボルトに塗布
し、締め付ける。

トルク - インレットマニホールド取り付けボルト：25 N·m (2.5 kgf·m)
インレットマニホールド取り付けナット：20 N·m (2.0 kgf·m)
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インレットマニホールド

•インジェクタシール［A］を新品に交換する。

•シールの内面及び外面にグリースを塗布する。

•デリバリパイプ取り付けボルト［B］を締め付ける。

トルク - デリバリパイプ取り付けボルト：7.9 N·m (0.80 kgf·m)

•ケーブル、ワイヤ、及びホースを正しく通す（付録の章、ケー
ブル、ワイヤ、ホースの通し方の節を参照）。
ダブルスプリングクランプを新品と交換する（燃料系統図を
参照）。
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燃料ライン

燃料圧力の点検

要点
バッテリを充分に充電しておくこと。

•デリバリパイプの燃料供給ホース［A］のまわりに布を敷くこ
と。

警告

燃料がこぼれた場合、こぼれた燃料はすぐに拭き取って
きれいにする。
燃料ホースを外すと、残存圧力によって燃料がホースか
らこぼれ出す。ホースジョイントのまわりにきれいな布を
敷き、燃料が飛散するのを防止する。

•プライヤーでダブルスプリングクランプ［B］をゆるめ、燃料供
給ホースを引き抜く。

•燃料供給パイプと燃料供給ホースの間に、フューエルプレッ
シャゲージアダプタ［A］を手早く取り付ける。

•圧力ゲージ［B］を、フューエルプレッシャゲージアダプタに
接続する。

特殊工具 - フューエルプレッシャゲージアダプタ：57001-1463

オイルプレッシャゲージ5 kgf/cm2：57001-125

警告

燃料ホースを外した状態で、エンジンを始動させないこと。

•補助冷却をする（概要の章を参照）。

•エンジンを始動しアイドリング回転させる。

要点
特殊工具取り付け後、エンジンを始動させて燃料ライン
から燃料漏れがないか確認する。

• エンジンをアイドリング回転させた状態で燃料圧力を測定
する。

［燃料圧力（アイドリング時）］

標準値： 約294 kPa（3.0 kgｆ/cm2）

要点
ゲージの指針が振動する。指示値の 大と 小の平均
から圧力を読み取る。

燃料圧力が標準値より高過ぎる場合には、以下の項目を点
検する：
ゲージアダプタから燃料ポンプリターンパイプまでの燃料
ホースに、鋭い曲がり、よじれ、または詰まりがないか。
燃料ポンプ

燃料圧力が標準値より低過ぎる場合には、以下の項目を点
検する：
燃料ラインの漏れ
燃料インジェクタ
燃料ポンプ
燃料の流量（燃料流量の点検を参照）
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燃料ライン

燃料圧力が標準値よりかなり低いにもかかわらず、上記の
点検結果が正常である場合には、燃料フィルタを交換して
から燃料圧力をもう一度測定する。

•圧力ゲージ及びアダプタを取り外す。

•付録の章のケーブル、ワイヤ、ホースの通し方の項に従っ
て、燃料ホースを通す。
ダブルスプリングクランプを新品と交換する（燃料系統図を
参照）。

燃料流量の点検

要点
バッテリを充分に充電しておくこと。

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。作業する場所は換気が良く、火気がない
ことを確かめること。パイロットランプ付きの電気製品も用
いないこと。禁煙にする。
こぼれた燃料はすぐに拭き取る。

•イグニションスイッチをOFFにする。

•エンジンが冷えるまで待つ。

•燃料タンクキャップ［A］を開いて、タンク内の圧力を下げる。
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燃料ライン

• メスシリンダ［A］を準備する。

•デリバリパイプから燃料供給ホースを外し、メスシリンダ及び
燃料供給ホース［B］を図のとおりセットする。

•燃料タンクのキャップを閉める。

警告

こぼれた燃料はすぐに拭き取ること。
メスシリンダは垂直に保持すること。

• イグニションスイッチをONにする。

•スタートボタンを3秒間押す。

• 3秒間の排出量を測定する。

［燃料の流量］

標準値： 3秒間で67 mL以上

燃料流量が標準値より少な過ぎる場合には、以下の項目を
点検する：
燃料ポンプ供給パイプから燃料フィルタまでの燃料ホース
に、鋭い曲がり、よじれ、または詰まりがないか。
燃料ポンプの作動（燃料ポンプの作動電圧の点検を参照）
燃料ポンプスクリーン（定期点検整備の章、燃料ポンプス
クリーンの清掃を参照）
上記の点検結果が正常な場合には、燃料ポンプを交換し
て燃料の流量をもう一度測定する。

•点検が終わったら、燃料ホースを接続する。
ダブルスプリングクランプを新品と交換する（燃料系統図を
参照）。

•エンジンを始動し、燃料漏れがないか点検する。
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燃料ベントチェックバルブ

燃料ベントチェックバルブの取り付け

•定期点検整備の章の燃料ベントチェックバルブの点検を参
照。

燃料ベントチェックバルブの点検

•定期点検整備の章の燃料ベントチェックバルブの点検を参
照。
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燃料フィルタ

燃料フィルタの取り外し

要点
燃料フィルタは、通常の使用条件であれば、ウォータクラ
フトの耐用年数まで、特にメンテナンスなしで使用できる
ように製造されている。

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。キルスイッチコードキーをストップボタンか
ら抜き、作業する場所は換気が良く、火気がないことを確
かめること。パイロットランプ付きの電気製品も用いない
こと。禁煙にする。

• 取り外す。
小物入れ（前方）（船体とエンジンフードの章、小物入れ
（前方）の取り外しの項を参照）
燃料ホース［A］

• 取り外す。
スパークプラグキャップ［B］
転倒センサリード線コネクタ
イグニションコイル一次リード線コネクタ

• 取り外す。
ブラケット取り付けボルト［A］

• 取り外す。
燃料フィルタ取り付けボルト［A］
ホルダ［B］
燃料ホース［C］
燃料フィルタ［D］

燃料フィルタの取り付け

•ホースを正しく通す（付録の章のケーブル、ワイヤ、ホース
の通し方の項を参照）。

• “IN”の取り付け部［A］及び“OUT”の取り付け部［B］に注意
して、燃料ホースを燃料フィルタに取り付ける。
ダブルスプリングクランプを新品と交換する（燃料系統図を
参照）。

•ホルダを取り付け、ネジロック剤を取り付けボルトに塗布して
締め付ける。

トルク - 燃料フィルタ取り付けボルト：8.8 N·m (0.90 kgf·m)
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燃料ポンプ

燃料ポンプの取り外し

注意

燃料ポンプを落下させないこと（特に硬い面に）。衝撃で
ポンプが損傷する。

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。キルスイッチコードキーをストップボタンか
ら抜き、作業する場所は換気が良く、火気がないことを確
かめること。パイロットランプ付きの電気製品も用いない
こと。禁煙にする。

•小物入れ（前方）を取り外す（船体とエンジンフードの章、小
物入れ（前方）の取り外しの項を参照）。

•燃料ポンプリード線コネクタ［A］を外す。

•プライヤーでダブルスプリングクランプスクリュ［B］をゆるめ、
メイン［C］及びリターン［D］の燃料ホースを引き抜く。

•クランプ［E］を切断し、燃料ベントホース［F］を引き抜く。

•燃料ポンプのラバーホルダ［H］を固定している、下側のクラ
ンプスクリュ［G］をゆるめる。

•小物入れ（前方）を取り外した後にできた開口部から、燃料
ポンプ［A］及びラバーホルダ［B］を取り出す。

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



3-78 燃料系統（DFI）

燃料ポンプ

燃料ポンプの取り付け

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

•ラバーホルダを燃料ポンプに押し付けた状態で、径が小さ
い方のクランプ［E］を締め付ける。

トルク - ラバーホルダクランプスクリュ：2.9 N·m (0.30 kgf·m)

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

•燃料ホースの取り付け部が右舷側に向くように、ラバーホル
ダ［B］を取り付けた燃料ポンプ［A］をタンクに挿入する（付
録の章のケーブル、ワイヤ、ホースの通し方を参照）。次に、
ポンプのフランジ部分がタンクの上面［D］と密着するように
ポンプを押し下げる。

•径の大きいクランプ［E］をしっかり締め付ける。

トルク - ラバーホルダクランプスクリュ：2.9 N·m (0.30 kgf·m)

•次の部品を燃料ポンプに取り付ける。
燃料ホース
燃料タンクベントホース
燃料ポンプリード線コネクタ

ダブルスプリングクランプを新品と交換する（燃料系統図を
参照）。

要点
燃料メインホース径は、燃料リターンホースの径よりも大
きい。
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燃料ポンプ

電源電圧の点検

要点
バッテリを充分に充電しておくこと。

•小物入れ（前方）を取り外す（船体とエンジンフードの章、小
物入れ（前方）の取り外しの項を参照）。

•ニードルアダプタセット［C］を使用して、ハンドテスタ（25 V
DC）［A］を燃料ポンプリード線コネクタ［B］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

•イグニションスイッチをONにし、キルスイッチコードキーをス
トップボタンに差し込む。

•エンジンを始動し、5 ∼ 6秒間アイドリング回転させ、電源電
圧を測定する。
もう一度エンジンを始動する場合には、15秒以上の間隔を
おくこと。

［ポンプの電源電圧］

接続
テスタ（＋）→白／赤のリード線［D］
テスタ（－）→バッテリ（－）端子［E］

［ポンプリード線コネクタでの電源電圧］

標準値： バッテリ電圧

測定値が標準値内の場合には、電源電圧は正常である。
作動電圧を点検する。
バッテリ電圧がない場合には、以下の項目を点検する。
メインヒューズ20 A
燃料ポンプ電源の配線（燃料ポンプの回路図を参照）

作動電圧の点検

要点
バッテリを充分に充電しておくこと。

•小物入れ（前方）を取り外す（船体とエンジンフードの章、小
物入れ（前方）の取り外しの項を参照）。

•ニードルアダプタセット［C］を使用して、ハンドテスタ［A］を
コネクタ［B］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

•イグニションスイッチをONにし、キルスイッチコードキーをス
トップボタンに差し込む。

•エンジンを始動し、5 ∼ 6秒間アイドリング回転させ、作動電
圧を測定する。
もう一度エンジンを始動する場合には、15秒以上の間隔を
おくこと。
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燃料ポンプ

［ポンプの作動電圧］

接続
テスタ（＋）→白／赤のリード線
テスタ（－）→黒のリード線

［作動電圧］

標準値： バッテリ電圧

測定値はバッテリ電圧を指示しているのにポンプが作動し
ない場合には、ポンプを交換する。
バッテリ電圧を示さない場合には、ECUのアース及び電源
を点検する（ECU電源の点検を参照）。
アース及び電源が正常な場合には、燃料ポンプの配線を
点検する。
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燃料ポンプ

燃料ポンプリレーの取り外し

•DFI電源の項にあるリレーアッシの取り外しを参照。

燃料ポンプリレーの点検

•DFI電源の項にあるリレーアッシの点検を参照。

燃料ポンプの回路図

1. ECU（エレクトロニックコントロールユニット）
2. ジョイントコネクタY
3. リレーアッシ（メインリレー、燃料ポンプリレー）
4. 燃料ポンプ
5. ジョイントコネクタP
6. メインヒューズ20 A
7. バッテリ12 V 18 Ah
8. ジョイントコネクタU
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燃料タンク

燃料タンクの取り外し

•燃料を適当な容器に排出する。

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。キルスイッチコードキーをストップボタンか
ら抜き、作業する場所は換気が良く、火気がないことを確
かめること。パイロットランプ付きの電気製品も用いない
こと。禁煙にする。

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

•燃料ポンプを取り外す（燃料ポンプの取り外しを参照）。

• メインハーネスから次の部品を外す。
転倒センサリード線コネクタ［A］
イグニションコイルリード線コネクタ［B］

•エンジンルームからブラケット［C］を取り外す。

•燃料注入口チューブ［A］を燃料タンク［B］から取り外す。

•燃料タンクバンド［A］を外す。

•燃料レベルセンサ［B］を取り外す。



燃料系統（DFI） 3-83

燃料タンク

•燃料タンク［A］を船体から取り外す。

燃料タンクの取り付け

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

•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）。
燃料ホース
燃料タンクベントホース
燃料レベルセンサリード線
その他の配線及びハーネス

ダブルスプリングクランプを新品と交換する（燃料系統図を
参照）。

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を参照）。

•燃料を適当な容器に排出する。

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。キルスイッチコードキーをストップボタンか
ら抜き、作業する場所は換気が良く、火気がないことを確
かめること。パイロットランプ付きの電気製品も用いない
こと。禁煙にする。

• 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には、ビー玉また
はきれいな小石をタンクに入れて振る。

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。パイロットランプ付きの電気製品
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。

燃料注入口とチューブの取り外し

•フロントストレージコンパートメントカバーを開ける。

•燃料注入口チューブのクランプスクリュ［A］をゆるめ、燃料
注入口チューブ［B］を取り外す。
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燃料タンク

•燃料注入口キャップ［A］を取り外す。

•注入口のフランジからスクリュ［B］を外し、燃料注入口［C］
を取り外す。

燃料注入口とチューブの取り付け

•デッキと注入口の合わせ面を、高引火点溶剤で清掃する。

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。パイロットランプ付きの電気製品
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。

•燃料注入口ガスケット［A］を新品に交換する。

•燃料注入口キャップガスケット［B］に損傷がないか目視点
検する。
燃料注入口ガスケットの状態に何らかの問題がある場合に
は、ガスケットを新品に交換する。

•燃料注入口チューブクランプスクリュを締め付ける。

トルク - 燃料注入口チューブクランプスクリュ：2.9 N·m (0.30 kgf·m)

燃料タンクベントホースの取り付け

•ハンドルバーパッドとインナパッドを取り外し、透明チューブ
の外側でリード線やベントホースを束ねているタイバンドを
切断する。

•コルゲートチューブ［B］を取り付けた状態で透明チューブの
上端から燃料タンクベントホース［A］を150 mm引き出す。

• ベントホースの上端がコルゲートチューブ上端から15 mm
［C］出るようにコルゲートチューブをベントホースに取り付け
る。

•コルゲートチューブの上端と中央を短い新品のタイバンド［D］
で固定し、図のようにベントホースと共にコルゲートチューブ
の下端をビニールテープ［E］で固定する。
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燃料タンク

•ベントホースに捻じれやたるみがなく、ステアリングシャフト
に対してまっすぐになるようエンジンルームへベントホース
を引き下げる。

•ステアリングネック［B］の上面［A］に対して面一またはやや
下になるようベントホースの上端を揃える。

•透明チューブの上からコルゲートチューブを長いタイバンド
で適切な位置で固定する。

•ハンドルバーパッドとインナパッドを取り付ける。

警告

燃料タンクのエアベントパイプは正しく、確実に取り付け
ること。エアベントパイプの先端がハンドルバーパッドで
塞がったり、又はエアベントホースが折れ曲がり、塞がっ
た状態のまま使用した場合、エンジン不調を起こす恐れ
がある。
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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 kg·m
備考

1 ブリーザプレートボルト 7.8 0.80

2 注油口キャップ 1.0 0.10

3 オイル通路プラグ 20 2.0 L

4 オイルセパレータタンク取り付けスクリュ 4.9 0.50 L

5 オイル通路継ぎ手 11 1.1 L

6 オイルクーラアッセンブリボルト 7.8 0.80

7 油圧警告灯スイッチ 15 1.5 SS

8 オイル通路ボルト 78 8.0 S

9 オイルフィルタ 18 1.8 EO

10 オイルクーラ位置決めボルト 20 2.0 S

11 オイルパンボルト 7.8 0.80 S

12 オイルレベルゲージパイプボルト 8.8 0.90 L、S

13 オイルポンプスプロケットボルト 16 1.6 LN

14 オイルポンプカバーボルト 7.8 0.80

15 リリーフバルブ 15 1.5 LN

16 オイルパイプボルト 7.8 0.80

17 オイルポンプチェーンガイドボルト 7.8 0.80

18 チェーンガイドスプリングプレートボルト 7.8 0.80

19 オイルポンプボディプラグ 20 2.0 L

20 オイルポンプボディボルト 7.8 0.80

21 オイルスクリーンボルト 7.8 0.80

22 ウォータホース継ぎ手 20 2.0 L

EO： エンジンオイルを塗布する。
G： グリースを塗布する。
L： ネジロック剤を塗布する。

LN： ネジロック剤（高強度：ロックタイト271相当）を塗布する。
MO： 二硫化モリブデンオイル溶液を塗布する。

（10対1の重量比で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溶液）
S： 規定の順序で締め付ける。

SS： シリコンシーラントを塗布する（本文参照）。
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エンジンオイルの流れ

A： ブローバイガス
B： 供給エンジンオイルの流れ
C： リターンエンジンオイルの流れ
D： オイル溜り
1. オイルポンプ側面通路から
2. オイルクーラ
3. 主オイル通路へ
4. オイル通路ボルト
5. 油圧警告灯スイッチ
6. オイルフィルタ
7. オイル通路（オイルフィルタへ）
8. オイル通路（主オイル通路へ）

9. オイルパイプ（上下のクランクケースの間）
10. オイル通路プラグ
11. オイルパイプ（下側クランクケースとオイル

ポンプボディの間）
12. 油圧リリーフバルブ
13. オイルポンプ
14. オイル溜り（オイルパン内)
15. オイルパン
16. 下側クランクケース
17. 上側クランクケース
18. クランクシャフト
19. ブリーザホース
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エンジンオイルの流れ

20. オイルセパレータタンク
21. エアフィルタへ
22. オイルパンへ
23. カムシャフトオイル通路
24. カムシャフトキャップオイル通路
25. オイル通路（オイルパイプからカムシャフト

キャップへ）
26. オイルパイプ（シリンダとシリンダヘッドの間）
27. オイル通路（主オイル通路からオイルパイ

プへ）

28. クランクシャフトオイル通路
29. オイルスクリーン
30. オイル溜り（クランク室内）
31. オイルシール
32. オイルホース（シリンダとオイルパンの間）
33. シリンダオイル通路（リターン）
34. シリンダ
35. 主オイル通路
36. オイルパン溜りへ
37. オイルパイプ
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サービスデータ

項目 標準値

エンジンオイル

推奨オイル カワサキ純正4サイクルオイル

等級 API SFまたはSG

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

粘度 SAE 10W-40

容量 4.0 L（フィルタを取り外さない場合、及びフィルタを取り
外した場合）

5.0 L （エンジンが完全に乾燥している場合）

レベル アッパレベルラインとロアレベルラインの間

油圧の測定

油圧

エンジン回転数3 000 rpm油温74°C 461 kPa （4.7 kgf/cm2）
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特殊工具とシーラント

オイルプレッシャゲージ10 kgf/cm2：

57001-164

オイルプレッシャゲージアダプタPT 1/8：

57001-1033

オイルフィルタレンチ：

57001-1249

カワサキボンド（シリコンシーラント）：

56019-120

カワサキボンド（シリコンシーラント）：

92104-0004
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エンジンオイル及びオイルフィルタ

警告

エンジンオイルが不足、劣化、又は汚れた状態でウォー
タクラフトを操縦すると摩耗が激しくなり、エンジンの焼き
付き、事故、及びけがの原因になる場合がある。

オイルレベルの点検
このウォータクラフトには、セミドライサンプが採用されてい

る。セミドライサンプを使用したエンジンの場合、停止直後に
測定したオイルレベルと、長時間放置した後に測定したオイ
ルレベルには大きな差がある。
エンジンを始動する前に、規定量のオイルがエンジンに入っ

ているか、毎日点検する必要がある。この場合には、レベル
ゲージの冷間時マークを使用する。点検後にエンジンを回転
させ、エンジンの部品を充分に潤滑する。これ以降は、レベル
ゲージの温間時マークを使用して、レベルを点検する必要が
ある。

予備点検

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

•エンジンオイルのレベルを点検する場合には、必ずウォー
タクラフトの左右及び前後の水平を、出来る限り保つように
すること。
水平な地面［A］
サイドバンパ［B］
平行［C］

•オイルレベルゲージ［A］を外しきれいに拭いてから、オイル
レベルゲージパイプ［B］に挿入し、もう一度抜き取ってオイ
ルレベルを点検する。

•オイルレベルは、オイルレベルゲージ［C］の高［A］と低［B］
のレベルラインの間になっている必要がある（エンジン冷間
時のレベルラインを使用）。
冷間時の、高レベルライン［A］
冷間時の、低レベルライン［B］
オイルレベルゲージ［C］
温間時の、高レベルライン［D］
温間時の、低レベルライン［E］
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エンジンオイル及びオイルフィルタ

注意

オイルがすべての部品を潤滑する前にエンジンをふかす
と、エンジンが焼き付く可能性がある。
エンジンオイルのレベルが低過ぎる場合、オイルポンプ
又はオイル通路が詰まっている、又は正常に機能しない
場合には、油圧警告灯が点灯する。アイドリング回転速
度を超える状態でエンジンが回転しているときに警告灯
が点灯した場合には、すぐにエンジンを停止して原因を
調べること。

エンジンオイルのレベルが高過ぎる場合には、注射器又は
他の適切な器具を使用して、余分なオイルを抜き取る。
オイルレベルが低過ぎる場合には、低レベルラインに達す
るまで、注油口からオイルを補充する（定期点検整備の章、
エンジンオイルの交換の項を参照）。すでにエンジンに入っ
ているものと同じ種類及び銘柄のオイルを使用すること。

要点
エンジンオイルの種類及び銘柄が分からない場合には、
オイルレベルが低いまま航走するよりも、指定メーカのオ
イルを使用して 高レベルまで補充する。その後、できる
限り早い時期にオイルを完全に交換する。

通常（標準）点検

•通常点検の前に予備点検を実施する。

•取り外した部品を取り付ける。

•ウォータクラフトを水上に浮かべる。

•エンジンを始動して数分間待つ。

•ウォータクラフトに乗り、エンジンを約5 000 rpmで5分間回
転させる。

•エンジンを停止し、冷えるまで10分間放置する。

•ウォータクラフトが動かないように、静かな水面に浮かべる
か又は陸揚げし、出来る限り左右及び前後の水平を保つよ
うにする。

要点
ウォータクラフトが前後左右に傾斜しているとオイルレベ
ルが大幅に変化するため、オイルレベルの測定は必ず
運転者及び荷物が乗っていない状態で行うこと。
また、燃料が満タンになっていない場合には、ウォータク
ラフトを水平に保つため、図のとおり燃料タンク［A］を満
タンにする。
燃料タンク注入口［B］
燃料レベル［C］
燃料［D］
オイルレベルが低くて補充する必要がある場合にも、
ウォータクラフトを浮かべた状態で行うにはこの測定手順
に従う必要がある。
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エンジンオイル及びオイルフィルタ

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

•オイルレベルゲージ［A］を外しきれいに拭いてから、オイル
レベルゲージパイプ［B］に挿入し、もう一度抜き取ってオイ
ルレベルを点検する。

•オイルレベルゲージ［A］の温間時レベルマークを使用して、
オイルレベルを点検する。
温間時の、高レベルライン［B］
温間時の、低レベルライン［C］

オイルレベルが高過ぎる場合には、市販のバキュームポン
プ［B］を使用して、オイルレベルゲージパイプ［A］から、余
分なオイルを抜き取る。

オイルレベルが低過ぎる場合には、高レベルラインに達す
るまで、注油口からオイルを補充する（定期点検整備の章、
エンジンオイルの交換の項を参照）。すでにエンジンに入っ
ているものと同じ種類及び銘柄のオイルを使用すること。

要点
エンジンオイルの種類及び銘柄が分からない場合には、
オイルレベルが低いまま航走するよりも、指定メーカのオ
イルを使用して 高レベルまで補充する。その後、できる
限り早い時期にオイルを完全に交換する。

エンジンオイルの交換

•定期点検整備の章のエンジンオイルの交換を参照。

オイルフィルタの交換

•定期点検整備の章のオイルフィルタの交換を参照。
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オイルクーラ

オイルクーラの取り外し

• 取り外す。
シート（船体とエンジンフードの章、シートの取り外しの項
を参照）
エアフィルタとインレットダクト（燃料系統（DFI）の章、エア
フィルタの取り外しの項を参照）
インレットマニホールド（燃料系統（DFI）の章、インレットマ
ニホールドの取り外しの項を参照）

•油圧警告灯スイッチのコネクタ［A］を外す。

•クランプスクリュ［B］をゆるめ、オイル冷却水ホース［C］をオ
イルクーラから取り外す。

オイルフィルタ［A］をオイルフィルタレンチ［B］で取り外す。
布きれなど［C］をオイルフィルタの下に敷いて残油を吸い
取らせる。

特殊工具 - オイルフィルタレンチ：57001–1249

•オイルクーラ位置決めボルト[A］をゆるめる。

•オイル通路ボルト[B］をゆるめ、オイルクーラ［C］を取り外す。

•布きれなど［D］をオイルクーラの下に敷いて残油を吸い取
らせる。

オイルクーラの取り付け

•Oリング［A］を新品と交換し､新品Oリングにグリースを塗布
する。

•Oリングをオイルクーラ［B］の溝にしっかりはめ込む。

オイルクーラ位置決めボルト［A］とオイル通路ボルト［B］を
取り付ける。
オイル通路ボルトを 初に締め付ける。
次にオイルクーラ位置決めボルトを締め付ける。

トルク - オイル通路ボルト：78 N·m (8.0 kgf·m)
オイルクーラ位置決めボルト：20 N·m (2.0 kgf·m)
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オイルクーラ

オイル通路ボルトのネジ［A］とオイルフィルタ［C］のOリング
［B］にエンジンオイルを塗布する。
オイルフィルタ (P/No.16097-1072)を締め付ける。

トルク - 18 N·m (1.8 kgf·m)

•油圧警告灯スイッチコネクタを確実に接続する。

• 冷却水ホースを取り付ける（付録の章、ケーブル､ワイヤ、
ホース通し方の節を参照）。

•インレットマニホールドを取り付ける（燃料系統（DFI）の章、
インレットマニホールドの取り付けの項を参照）。

オイルクーラの分解

• 取り外す。
オイルクーラ（オイルクーラの取り外しを参照）
ウォータホース継ぎ手［A］
油圧警告灯スイッチ［B］
オイルクーラアセンブリボルト［C］

•Oリング［A］を取り外す。

•オイルクーラを上下反転させ、アセンブリボルト［B］を取り外
す。

•オイルクーラを分離する。
内側オイルクーラカバー［A］
Oリング［B］
オイルクーラ［C］
外側オイルクーラカバー［D］
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オイルクーラ

オイルクーラの組み立て

•Oリングにグリースを塗布し、クーラの各溝にしっかりはめ込
む。

•シリコンシーラントを下記の継ぎ手に塗布し、しっかり締め
付ける。

シーラント - カワサキボンド（シリコンシーラント）：56019-120

トルク - オイルクーラアセンプリボルト：7.8 N·m (0.80 kgf·m)
ウォータホース継ぎ手：20 N·m (2.0 kgf·m)

•オイルクーラを取り付ける（オイルクーラの取り付けを参照）。

オイルクーラの点検

•エンジンを始動し、水及びオイルが漏れていないか点検す
る。
水及びオイルが漏れている場合には、Oリングを交換するこ
と。

警告

閉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、エンジンを回転させないこと。エンジンと排気系統
の重大な損傷の原因になる。
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オイルセパレータタンク

オイルセパレータタンクの取り外し

• 取り外す。
シート（船体とエンジンフードの章、シートの取り外しの項
を参照）
ブリーザホースクランプ［A］（スライドさせて取り外す）
ブリーザホース［B］
取り付けスクリュ
ブラケット

ナット［C］を落とさないように注意すること。

• 取り外す。
ブリーザホースクランプ［A］
ブリーザホース［B］
オイルセパレータタンク［C］

要点
ホースの端は上にしておくこと。ホースが底にたれるとオ
イルが流れ出る。

オイルセパレータタンクの取り付け

•ブリーザホースを取り付けるときには、折れ曲がり、からみ、
つぶれ、又はねじれができないようにし、付録の章のホース
の通し方に従ってホースを通す。

•ネジロック剤をオイルセパレータタンク取り付けスクリュに塗
布する。

• 締め付ける。

トルク - オイルセパレータタンク取り付けスクリュ：4.9 N·m （0.50

kgf·m）

ナットを落とさないように注意すること。

ブローバイガス系統の点検

•すべてのホースに、つぶれやねじれがなく、正しく接続され
ていることを確認する。
問題がある場合には修正すること。

•ブリーザホース［A］、ブリーザパイプ及びエアフィルタドレン
キャップに、損傷や劣化がないか点検する。ホースを握り締
める。ホースが硬化してもろくなる、又は軟化して膨らんだ
状態であってはならない。
損傷したホースは交換すること。

•ホース及びキャップがしっかり接続されているか確認する。

エアフィルタの下に取り付けられているエアフィルタドレン
キャップ［A］は、エアフィルタハウジングの底から排出され
る、水又はオイルを受けとめる。通常の場合、ハウジングの
底に水やオイルが溜まることはない。ダクトを通して水が浸
入した場合、又はエンジンオイルが吹き戻された場合には、
ハウジング内の排水をする。

•エンジンオイルを交換するときには、エアフィルタドレンキャッ
プを抜いて、水又はブリーザオイルを排出する。
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オイルパン

オイルパンの取り外し

• 取り外す。
エンジンオイル（抜き取る、定期点検整備の章、エンジン
オイルの交換の項を参照）
エンジン（エンジンの取り外し／取り付けの章、エンジンの
取り外しの項を参照）

•エンジンを横倒しにする。

•オイルレベルゲージパイプのボルト［A］を外し、オイルレベ
ルゲージパイプ［B］を引き抜く。

•オイルパンボルト［A］を外し、オイルパン［B］を取り外す。

オイルパンの取り付け

•締め付け順［1 ∼ 17］に従って、オイルパンボルトを締め付
ける。

トルク - オイルパンボルト：7.8 N·m （0.80 kgf·m）

•オイルレベルゲージパイプ［B］のOリング［A］にグリースを
塗布する。

•オイルレベルゲージパイプボルトにネジロック剤を塗布する。

•オイルレベルゲージパイプのボルトを、すべて仮締めする。
初に、オイルパン側のボルトを締め付ける。次に、シリン

ダヘッド側のボルトを締め付ける。

トルク - オイルレベルゲージパイプボルト：8.8 N·m （0.90 kgf·m）
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オイルポンプ、オイルポンプスプロケット、及びリリーフバルブ

オイルポンプの取り外し

• 抜き取る。
エンジンオイル（定期点検整備の章、エンジンオイルの交
換の項を参照）

• 取り外す。
エンジン（エンジンの取り外し／取り付けの章、エンジンの
取り外しの項を参照）
オイルパン（オイルパンの取り外しを参照）
オイルポンプスプロケット（オイルポンプスプロケットの取り
外しを参照）
オイルポンプカバーボルト［A］

•オイルポンプカバー［B］を抜き取る。

•オイルポンプシャフト［A］をインナロータ［B］と共に抜き取る。

•アウタロータ［C］を取り外す。

オイルポンプの取り付け

•二硫化モリブデンオイル溶液を、アウタ及びインナロータの
外側に塗布する。

•アウタロータ［A］をオイルポンプボディに取り付ける。

•二硫化モリブデンオイル溶液をシャフトに塗布する。

•ピン［B］、インナロータ［C］を、オイルポンプシャフト［D］に
組み付ける。
ピンをインナロータの溝にはめ込む。

•シャフトアッシを挿入する。

•合わせピン［E］が、ポンプボディの所定の場所にあるか確
認する。

•新品のOリング［F］をポンプボディの溝にはめ込む。

•オイルポンプカバーを取り付け、カバーボルトを締め付ける。

トルク - オイルポンプカバーボルト：7.8 N·m （0.80 kgf·m）

• 取り付ける。
オイルポンプスプロケット（オイルポンプスプロケットの取り
付けを参照）
オイルパン（オイルパンの取り付けを参照）

オイルポンプの点検

•オイルポンプの部品を取り外す。

•オイルポンプのアウタロータ、インナロータ、及びカバーを
目視点検する。
損傷又は不均等な摩耗がある場合には、ロータ及びカバー
を交換すること。
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オイルポンプ、オイルポンプスプロケット、及びリリーフバルブ

オイルポンプスプロケットの取り外し

• 抜き取る。
エンジンオイル（定期点検整備の章、エンジンオイルの交
換の項を参照）

• 取り外す。
エンジン（エンジンの取り外し／取り付けの章、エンジンの
取り外しの項を参照）
オイルパン（オイルパンの取り外しを参照）
クランクシャフトセンサカバーボルト［A］
クランクシャフトセンサカバー［B］

•オイルポンプチェーンガイドボルト［A］を外す。

•スプリングプレートボルト［A］を外し、スプリングプレート［B］、
スプリング［C］、及びオイルポンプチェーンガイド［D］を取り
外す。

•オイルポンプスプロケットボルト［E］を外す。

•オイルポンプスプロケット［F］を、オイルポンプチェーン［G］
と共に引き抜く。

オイルポンプスプロケットの取り付け

•オイルポンプスプロケット［B］を、オイルポンプチェーン［A］
に取り付ける。

•スプロケットをチェーンと共にオイルポンプシャフト［C］に取
り付ける。
スプロケットボルトにネジロック剤（高強度：ロックタイト271相
当）を塗布する。

•締め付ける。

トルク - オイルポンプスプロケットボルト：16 N·m （1.6 kgf·m）
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オイルポンプ、オイルポンプスプロケット、及びリリーフバルブ

•オイルポンプチェーンガイド［A］、カラー［B］、ワッシャ［C］、
及びボルト［D］を、図の様に取り付ける。

• 締め付ける。

トルク - オイルポンプチェーンガイドボルト：7.8 N·m （0.80 kgf·m）

•チェーンガイドスプリング［A］及びスプリングプレート［B］を
取り付ける。
スプリングプレートの爪［C］を、クランクケースの穴［D］に挿
入する。

• 締め付ける。

トルク - チェーンガイドスプリングプレートボルト：7.8 N·m （0.80

kgf·m）

• 取り付ける。
オイルパン（オイルパンの取り付けを参照）

オイルスクリーンの取り外し

• 取り外す。
エンジン（エンジンの取り外し／取り付けの章、エンジンの
取り外しの項を参照）
オイルパン（オイルパンの取り外しを参照）
オイルスクリーンボルト［A］

•オイルスクリーン［B］をカップリング方向に引き抜く。

オイルスクリーンの取り付け

•高引火点の溶剤でオイルスクリーン［A］を洗浄し、付着物を
取り除く。

警告

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。引火性の高い液体は危
険なため、ガソリンや低引火点の溶剤は使用しないこと。

要点
スクリーンを清掃するときには、エンジン内部が損傷して
いる可能性を示す、金属片がないか点検する。
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オイルポンプ、オイルポンプスプロケット、及びリリーフバルブ

•Oリング［A］にグリースを塗布する。

•オイルスクリーン［B］を取り付ける。

•締め付ける。

トルク - オイルスクリーンボルト[C]：7.8 N·m （0.80 kgf·m）

• 取り付ける。
オイルパン（オイルパンの取り付けを参照）

リリーフバルブの点検

• 取り外す。
オイルパン（オイルパンの取り外しを参照）
リリーフバルブ［A］

•木又は他の柔らかいロッドで押したときに、バルブ［A］がス
ムーズにスライドするか、及びスプリング［B］の荷重でバル
ブが元の位置に戻るか点検する。

要点
バルブを組み付けた状態で点検すること。分解及び組み
立てによって、バルブの特性が変化する可能性がある。

上記の点検で引っかかるところが見つかった場合には、バ
ルブを高引火点の溶剤で清掃し、圧縮空気でバルブ内の
異物を吹き飛ばす。

警告

リリーフバルブの清掃は、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。引火性の高い液体
は危険なため、ガソリンや低引火点の溶剤は使用しない
こと。

清掃しても問題が解決しない場合には、アッシごとリリーフ
バルブを交換する。リリーフバルブは精密部品であるため、
部品を個別に交換することはできない。

• リリーフバルブにネジロック剤（高強度：ロックタイト271相当）
を塗布する。

• リリーフバルブを取り付け締め付ける。

トルク - リリーフバルブ：15 N·m （1.5 kgf·m）

オイルポンプスプロケットチェーンの取り外し

•クランクケースを分割する（エンジンボトムエンドの章、クラン
クケースの分割の項を参照）。

•カムシャフトチェーン［A］を取り外し、オイルポンプスプロケッ
トチェーン［B］を取り外す。
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油圧の測定

油圧の測定

• 取り外す。
シート（船体とエンジンフードの章、シートの取り外しの項
を参照）
インレットマニホールド（燃料系統（DFI）の章、インレットマ
ニホールドの取り外しの項を参照）
油圧警告灯スイッチコネクタ[A]
油圧警告灯スイッチ[B]

•オイルプレッシャゲージアダプタ[A]を油圧スイッチ穴に取り
付ける。

特殊工具 - オイルプレッシャゲージアダプタPT 1/8：57001–1033

•オイルプレッシャゲージ[A]をアダプタに取り付ける。

特殊工具 - オイルプレッシャゲージ10 kgf/cm2：57001-164

• 布きれ等を取り除く。

• 取り付ける。
インレットマニホールド（燃料（DFI）の章、インレットマニホー
ルドの取り付けの項を参照）

•エンジンを始動して数分間待つ。

•規定の速度でエンジンを回転させ、オイルプレッシャゲージ
値を読み取る。
油圧が規定より大幅に低い場合には、オイルポンプ及びリ
リーフバルブを点検する。
オイルポンプ及びリリーフバルブに異常がない場合には、
潤滑系統の他の部分を点検する。

［油圧］

標準値： 461 kPa （4.7 kgf/cm2）

エンジン回転数3 000 rpm、油温74°C

• エンジンを止める。

•ウォータクラフトを陸上に引き揚げる。

• 取り外す。
インレットマニホールド
オイルプレッシャゲージとアダプタ

警告

ゲージアダプタを取り外すときには、オイル通路からこぼ
れる高温のエンジンオイルでやけどをしないように注意
すること。

• 取り付ける。
油圧警告灯スイッチ
インレットマニホールドとアダプタ
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油圧警告灯スイッチ

油圧警告灯スイッチの取り外し

• 取り外す。
シート（船体とエンジンフードの章、シートの取り外しの項
を参照）
インレットマニホールド（燃料（DFI）系統の章、インレットマ
ニホールドの取り外しの項を参照）

• 取り外す。
スイッチコネクタ[A]

•布切れなどを油圧警告灯スイッチ［A］の下に敷き、油圧警
告灯スイッチを取り外す。
スイッチのコネクタ部［B］を傷付けないこと。

油圧警告灯スイッチの取り付け

•油圧警告灯スイッチのねじ部にシリコンシーラントを塗布し
て締め付ける。

シーラント - カワサキボンド（シリコンシーラント）：56019-120

トルク - 油圧警告灯スイッチ：15 N·m （1.5 kgf·m）

• コネクタを接続する。

•取り外した部品を取り付ける。
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分解図
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分解図

締め付けトルク
No. 項目

N·m kgｆ·m
備考

1 エキゾーストマニホールド取り付けナット 25 2.5 S

2 エキゾーストマニホールド取り付けボルト 25 2.5 L、S

3 バイパスノズル － － LN

4 洗浄ホース継ぎ手 11 1.1 L

5 ウォータホース継ぎ手 11 1.1 L

6 水温センサ 15 1.5 3章参照

7 エキゾーストパイプ取り付けプレートボルト 29 3.0 L

8 エキゾーストパイプ取り付けボルト 29 3.0

9 エキゾーストチューブクランプスクリュ 5.0 0.51

EO： 指定のエンジンオイル（10W-30）を取り付け穴に充填する。
L： ネジロック剤を塗布する。

LN： ネジロック剤（高強度：ロックタイト271相当）を塗布する。
S： 規定の締め付け順序に従う。
Si： 指定のシリコングリース（カワサキボンド：92137-1002）を取り付け穴に充填する。（本文参照）。
SY： 合成ゴム系の接着剤を塗布する。
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エキゾーストマニホールド

エキゾーストマニホールドの取り外し

• 取り外す。
オイルセパレータタンク［A］とオイルセパレータタンクホー
ス（潤滑系統の章、オイルセパレータタンクの取り外しの項
を参照）
エアフィルタ［B］（燃料系統の章、エアフィルタの取り外し
の項を参照）

• 取り外す。
スパークプラグキャップ［C］
水温センサコネクタ

• 取り外す。
ホース［A］

• 取り外す。
ボルト［A］とカラー
エキゾーストパイプ取り付けプレート［B］

• ゆるめる。
ジョイントチューブクランプスクリュ［C］

•エキゾーストマニホールド取り付けナット［A］とボルト［B］を
外す。

•エキゾーストマニホールドをエンジンから取り外した状態に
する。

•エキゾーストマニホールドとエキゾーストパイプを前方［C］に
引いて、エキゾーストパイプ［A］を左のウォータボックスマフ
ラ［B］から外す。
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エキゾーストマニホールド

•エキゾーストマニホールドをエキゾーストパイプと共に船体
から取り出す。

•エキゾーストパイプからホース［A］を外す。

エキゾーストマニホールドの取り付け

要点
ラバーバンドとフロントエキゾーストチューブをウォータボッ
クスマフラから取り外しておくと、エキゾーストマニホール
ドが取り付け易くなる。ウォータボックスマフラをエキゾー
ストパイプに接続した後に、ラバーバンドとフロントエキ
ゾーストチューブを取り付ける。

•エキゾーストマニホールドのガスケット［A］を新品に交換す
る。

•図のようにエキゾーストマニホールド、およびワッシャ［B］、
カラー［C］を取り付ける。

•ネジロック剤をエキゾーストマニホールド取り付けボルトに塗
布する。

•エキゾーストマニホールド取り付けナットとボルトを規定の順
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：25 N·m (2.5

kgf·m)
エキゾーストマニホールド取り付けボルト：25 N·m (2.5

kgf·m)

•エキゾーストパイプ取り付けプレートボルトにネジロック剤を
塗布し、カラーと共に取り付ける。

•締め付ける。

トルク - エキゾーストパイプ取り付けプレートボルト：29 N·m (3.0

kgf·m)

• 2個のリングを紙テープで束ねてから、ウォータボックスマフ
ラをエキゾーストパイプに接続する（エキゾーストパイプの取
り付けを参照）。

•水温センサを取り外した場合には、燃料系統の章の水温セ
ンサの取り外し／取り付けを参照。

•ホースの通し方とホースクランプスクリュの位置を確認する
（付録の章、ケーブル、ワイヤ、ホースの通し方の節を参照）。
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エキゾーストマニホールド

エキゾーストマニホールドの清掃と点検

•エキゾーストマニホールドのパーツを取り外す。

•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。

•水の通路の異物を真水で洗浄する。

•水の通路の内側に腐食がないか点検する。ガスケットの表
面に欠け目などの損傷がないか点検する。
過度な堆積があったり、ガスケット表面がひどく損傷してい
て適切に密封できなくなっている場合は、新しいものに交換
する。
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エキゾーストパイプ

エキゾーストパイプの取り外し

• 取り外す。
エキゾーストマニホールドとエキゾーストパイプのセット（エ
キゾーストマニホールドの取り外しを参照）
エキゾーストパイプ取り付けボルト［A］
エキゾーストパイプ［B］

•ジョイントチューブ［A］および2個のリングを取り外す。

エキゾーストパイプの取り付け

• 2個のリング［A］をエキゾーストパイプのリング溝に取り付け
る。
2個のリングに損傷または歪みがある場合には、リングを交
換すること。

•ウォータボックスマフラがエキゾーストパイプに容易に挿入
できるように、リングの周りに紙テープ［B］を巻いて2個のリ
ング［A］をしっかりと束ねる。紙テープはエンジン始動後に
燃失する。

•ジョイントチューブをエキゾーストパイプに取り付ける。

•エキゾーストパイプのガスケット［A]を新品に交換する。

•エキゾーストパイプ［B］をエキゾーストマニホールド［C］に取
り付けて、ボルト［D］を締め付ける。

トルク - エキゾーストパイプ取り付けボルト：29 N·m (3.0 kgf·m)

［E］ウォータホース継ぎ手
［F］30°
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エキゾーストパイプ

エキゾーストパイプの清掃と点検

•エキゾーストパイプのパーツを取り外す。

•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。

•水の通路の異物を真水で洗浄する。

•水の通路の内側に腐食がないか点検する。ガスケットの表
面に欠け目などの損傷がないか点検する。
過度な堆積があったり、ガスケット表面がひどく損傷してい
て適切に密封できなくなっている場合は、新しいものに交換
する。



排気系統 5-9

ウォータボックスマフラ

ウォータボックスマフラの取り外し

• 取り外す。
小物入れ（後部）
オイルセパレータタンクとオイルセパレータタンクホース（潤
滑系統の章、オイルセパレータタンクの取り外しの項を参
照）
エアフィルタ（燃料系統の章、エアフィルタの取り外しの項
を参照）

• ゆるめる。
ジョイントチューブクランプスクリュ（エキゾーストマニホール
ドの取り外しを参照）

•クランプスクリュ［B］をゆるめて、フロントエキゾーストチュー
ブ［A］を取り外す。
ラバーバンド［C］を取り外す。

• 取り外す。
ホース［A］
エキゾーストマニホールド［B］（エキゾーストマニホールド
の取り外しを参照）

•ウォータボックスマフラをリヤ方向へ引いて取り外す。

要点
ウォータボックスマフラを取り外す場合には、ウォータボッ
クスマフラの溶接部分［B］とリベット部分［C］がデッキに
当たらないように回転させながら、デッキからウォータボッ
クスマフラ［A］を取り外す。

•エキゾーストパイプからジョイントチューブを取り外す。
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ウォータボックスマフラ

ウォータボックスマフラの取り付け

•船底のダンパ［A］およびマフラのボディが所定の位置にあ
ることを確認する。

•左側のウォータボックスマフラにあるダンパ［A］が正しい位
置にあることを確認する。

• 2個のリング［A］が正しい位置に取り付けられているか確認
する。
リングに損傷または歪みがある場合には、リングを新品に交
換すること。

• リングの周りに紙テープ［B］を巻いて2個のリング［A］を束ね
る。紙テープはエンジン始動後に燃失する。

•ジョイントチューブをエキゾーストパイプに取り付ける。

•ウォータボックスマフラをエキゾーストパイプに取り付ける。

•スクリュの位置に注意しながらクランプを締め付け、フロント
エキゾーストチューブを固定し、ホースの通し方およびホー
スクランプスクリュの位置を確認する（付録の章、ケーブル、
ワイヤ、ホースの通し方の節を参照）。

トルク - エキゾーストチューブクランプスクリュ：5.0 N·m (0.51

kgf·m)
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ウォータボックスマフラ

点検

•左側のウォータボックスマフラを取り外す。

•ウォータボックスの排水をする。

•排気の入口部に損傷がないか点検する。
排気の入口部に損傷がある場合には、冷却系統に阻害物
がないか（定期点検整備の章の冷却系統の洗浄の項を参
照）、および燃料系統が適切に調整されているか（燃料系
統（DFI）の章を参照）を点検する。
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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 シリンダヘッドカバーボルト 9.8 1.0

2 アッパカムシャフトチェーンガイドボルト 12 1.2 S

3 カムシャフトキャップボルト 12 1.2 S

4 シリンダヘッドボルト（ 7） 20 2.0 S

シリンダヘッドボルト（ 11） 23 2.3 仮締め、MO、S
5

シリンダヘッドボルト（ 11） 59 6.0 本締め、MO、S

6 ウォータジャケットプラグ 20 2.0 L

7 シリンダヘッドボルト（ 6） 12 1.2 S

8 エンジンフックボルト 20 2.0

9 カムシャフトポジションセンサボルト 9.8 1.0 L

EO： エンジンオイルを塗布する。
L： ネジロック剤を塗布する。

MO： 二硫化モリブデンオイル溶液を塗布する。
（10対1の重量比でエンジンオイルと二硫化モリブデングリースを混同した溶液）

S： 規定の締め付け順序に従う。
SS： シリコンシーラントを塗布する。
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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 排気側カムシャフトチェーンガイドボルト（上側） 25 2.5

2 排気側カムシャフトチェーンガイドボルト（下側） 12 1.2

3 上側カムシャフトチェーンガイドボルト 12 1.2 S

4 吸気側カムシャフトチェーンガイドボルト 12 1.2 L

5 カムシャフトチェーンテンショナ取り付けボルト 9.8 1.0 L

6 カムシャフトチェーンテンショナキャップボルト 20 2.0

7 カムシャフトポジションセンサロータボルト 12 1.2 L

8 ウォータホース継ぎ手 11 1.1 L

9 オイル通路継ぎ手 11 1.1 L

10. コイルの密巻き側を下にする。
11. マーキングのくぼみが排気側。

EO： エンジンオイルを塗布する。
G： グリースを塗布する。
L： ネジロック剤を塗布する。
M： 二硫化モリブデングリースを塗布する。

MO： 二硫化モリブデンオイル溶液を塗布する。
（10対1の重量比でエンジンオイルと二硫化モリブデングリースを混同した溶液）

R： 交換部品
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

カムシャフト

カムの高さ：

排気 36.143 ∼ 36.257 mm 36.04 mm

吸気 36.440 ∼ 36.554 mm 36.34 mm

カムシャフトジャーナル、カムシャフト
キャップのすき間

0.028 ∼ 0.071 mm 0.16 mm

カムシャフトジャーナルの外径 23.950 ∼ 23.972 mm 23.92 mm

カムシャフトベアリングの内径 24.000 ∼ 24.021 mm 24.08 mm

カムシャフトの振れ 0.02 mm以下 0.1 mm

シリンダヘッド

シリンダ圧縮圧力 （使用範囲）
1 185 ∼ 1 795 kPa（12.1 ∼ 18.3 kgf/cm2）
＠430 rpm

－－－

シリンダヘッドのひずみ －－－ 0.05 mm

バルブ

バルブクリアランス：

排気 0.22 ∼ 0.31 mm －－－

吸気 0.15 ∼ 0.24 mm －－－

バルブヘッドの厚さ：

排気 0.8 mm 0.5 mm

吸気 0.5 mm 0.25 mm

バルブステムの曲がり 0.01 mm以下 0.05 mm

バルブステムの外径：

排気 4.955 ∼ 4.970 mm 4.94 mm

吸気 4.975 ∼ 4.990 mm 4.96 mm

バルブガイドの内径：

排気 5.000 ∼ 5.012 mm 5.07 mm

吸気 5.000 ∼ 5.012 mm 5.07 mm

バルブ／バルブガイドのすき間（振れ
測定法）：

排気 0.09 ∼ 0.17 mm 0.35 mm

吸気 0.03 ∼ 0.11 mm 0.29 mm

バルブシート研磨角度 45°、32°、60°、55° －－－

バルブシートの当たり面：

幅：

排気 0.8 ∼ 1.2 mm －－－

吸気 0.5 ∼ 1.0 mm －－－

外径：

排気 27.6 ∼ 27.8 mm －－－

吸気 32.6 ∼ 32.8 mm －－－
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サービスデータ

項目 標準値 使用限度

バルブスプリング自由長：

排気（内側） 38.08 mm 36.7 mm

排気（外側） 45.97 mm 44.3 mm

吸気（内側） 37.97 mm 36.5 mm

吸気（外側） 45.78 mm 44.2 mm

シリンダ、ピストン

シリンダ内径 82.994 ∼ 83.006 mm 83.10 mm

ピストン外径 82.919 ∼ 82.934 mm 82.77 mm

ピストン／シリンダのクリアランス 0.060 ∼ 0.087 mm －－－

ピストンリング／溝のクリアランス：

トップ 0.03 ∼ 0.07 mm 0.17 mm

セカンド 0.02 ∼ 0.06 mm 0.16 mm

ピストンリングの溝幅：

トップ 0.92 ∼ 0.94 mm 1.02 mm

セカンド 1.01 ∼ 1.03 mm 1.11 mm

ピストンリングの厚さ：

トップ 0.87 ∼ 0.89 mm 0.80 mm

セカンド 0.97 ∼ 0.99 mm 0.90 mm

ピストンリングの合い口すき間：

トップ 0.25 ∼ 0.40 mm 0.7 mm

セカンド 0.40 ∼ 0.55 mm 0.8 mm

バルブヘッドの厚さ

バルブヘッドの厚さ［A］
バルブステム径［B］
45°［C］

バルブステムの曲がり
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特殊工具とシーラント

コンプレッションゲージ20 kgf/cm2：

57001-221

バルブスプリングコンプレッサセット：

57001-241

ピストンタイミングゲージ：

57001-402

ピストンピンプーラセット：

57001-910

ピストンリングコンプレッサグリップ：

57001-1095

バルブシートカッタ45°- 35：

57001-1116

バルブシートカッタ32°- 30：

57001-1120

バルブシートカッタ32°- 35：

57001-1121

バルブシートカッタ60°- 30：

57001-1123

バルブシートカッタホルダバー：

57001-1128
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特殊工具とシーラント

バルブシートカッタ45° - 30：

57001-1187

バルブスプリングコンプレッサアダプタ 22：

57001-1202

バルブガイドアーバ 5：

57001-1203

バルブガイドリーマ 5：

57001-1204

バルブシートカッタホルダ 5：

57001-1208

バルブシートカッタ55° - 35：

57001-1247

コンプレッションゲージアダプタM10 × 1.0：

57001-1317

ピストンリングコンプレッサベルト 80 ∼ 91：

57001-1320

シャフトレンチ：

57001-1551

TDC位置計測工具：

57001-1560
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特殊工具とシーラント

ピストンベース 8：

57001-1604

カワサキボンド（シリコンシーラント）：

56019-120
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シリンダヘッドカバー

シリンダヘッドカバーの取り外し

• 取り外す。
スパークプラグキャップ［A］
ブリーザホース［B］

•シリンダヘッドカバーボルト［A］を外し、カバー［B］を取り外
す。

シリンダヘッドカバーの取り付け

•ピン［A］とラバーガスケット［B］を取り付けること。

•ヘッドカバーガスケットに損傷がある場合には、新品に交換
する。

•図の位置に、シリンダヘッドにシリコンシーラント［A］を塗布
する。

シーラント - カワサキボンド（シリコンシーラント）：56019-120

•金属側［A］を上に向けて、ワッシャを取り付ける。

•締め付ける。

トルク - シリンダヘッドカバーボルト［B］：9.8 N·m (1.0 kgf·m)

•ホースを正しく通す（付録の章、ケーブル、ワイヤ、ホースの
通し方の節を参照）。
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カムシャフトチェーンテンショナ

カムシャフトチェーンテンショナの取り外し

注意

これはノンリターンタイプのカムシャフトテンショナ［A］で
ある。カムシャフトチェーンのゆるみをなくすために移動
すると、プッシュロッドは元の位置に戻らないようになって
いる。以下に示す規定をすべて守ること。
テンショナを取り外す場合には、取り付けボルトを半分抜
き出した状態にしないこと。この位置から取り付けボルト
を締め付けると、テンショナ及びカムシャフトチェーンに損
傷を与える可能性がある。ボルトをゆるめたら、「カムシャ
フトチェーンテンショナの取り付け」に記述されているとお
りに、テンショナを取り外して元どおりに取り付ける。
テンショナを取り外した状態で、クランクシャフトを回さない
こと。これはカムシャフトチェーンのタイミングを狂わせ、
バルブが損傷する可能性がある。

• 取り外す。
シート（船体とエンジンフードの章、シートの取り外しの項
を参照）
キャップボルト［A］
ワッシャ［B］
スプリング［C］
ロッド［D］

•取り付けボルト［E］を外し、カムシャフトチェーンテンショナ
を取り外す。

カムシャフトチェーンテンショナの取り付け

•Ｏリング［A］にグリースを塗布する。

•ストッパ［B］を解除し、プッシュロッド［C］をテンショナボディ
［D］に完全に押し込む。

•ストッパが下側に向くように、テンショナボディを取り付ける。

•ネジロック剤をテンショナ取り付けボルト［A］に塗布する。

•テンショナ取り付けボルトを締め付ける。

トルク - カムシャフトチェーンテンショナ取り付けボルト：9.8 N·m
(1.0 kgf·m)

•スプリング［B］、ロッド［C］、及びワッシャ［D］を取り付ける。

•キャップボルト［E］を締め付ける。

トルク - カムシャフトチェーンテンショナキャップボルト：20 N·m
(2.0 kgf·m)
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カムシャフト、カムシャフトチェーン

カムシャフトの取り外し

• 取り外す。
シート（船体とエンジンフードの章、シートの取り外しの項
を参照）
スパークプラグ（定期点検整備の章、スパークプラグの清
掃と点検の項を参照）
シリンダヘッドカバー（シリンダヘッドカバーの取り外しの項
を参照）
エアフィルタ（燃料系統（DFI)の章、エアフィルタの取り外
しの項を参照）

•次の手順に従い、ピストン#1と#4が上死点になるようクラン
クシャフトの位置決めを行う。

シャフトレンチ［A］を使用して、ピストン#1と#4が上死点にな
るようにクランクシャフトを反時計回り［B］に回転させる。

特殊工具 - シャフトレンチ：57001-1551

図のように、タイミングマーク［A］をシリンダヘッド上端［B］に
合わせる。

• 取り外す。
カムシャフトチェーンテンショナ（カムシャフトチェーンテン
ショナの取り外しを参照）
カムシャフトキャップボルト［A］
上側カムシャフトチェーンガイド［B］
カムシャフトキャップ［C］
カムシャフト

•部品がクランクケース内に落下するのを防止するため、チェー
ントンネルにきれいな布を詰め込む。

注意

カムシャフトを取り外した状態でも、クランクシャフトを回
すことができる。クランクシャフトを回している間は、常に
チェーンを引いてピンと張った状態にする。これにより、
下側の（クランクシャフト）スプロケットでチェーンがねじれ
るのを防止する。チェーンがねじれると、チェーン及びス
プロケットの両方に損傷を与える可能性がある。
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カムシャフト、カムシャフトチェーン

カムシャフトの取り付け

•次の部品を必ず取り付けること。
ピン［A］

•カムの部品及びジャーナルのすべてに、二硫化モリブデン
オイル溶液を塗布する。

要点
エキゾーストカムシャフトには320 EXのマーク［A］が、イン
レットカムシャフトには320 INのマーク［B］が付いている。
これらのシャフトを混同しないように注意すること。

要点
インレットとエキゾーストのカムシャフトには識別用の溝
がある。

インレットカムシャフトの識別溝［A］
エキゾーストカムシャフトの識別溝［B］

カムシャフトポジションセンサのロータを取り外した場合に
は、次の手順で取り付ける。
カムシャフト及びボス［C］の穴［B］に、ピン［A］を挿入する。

ロータ［B］の突起［A］を、カムシャフトのくぼみ［C］にはめ込
む。
ネジロック剤をカムシャフトポジションセンサロータボルト［D］
に塗布し、締め付ける。

トルク - カムシャフトポジションセンサロータボルト：12 N·m (1.2

kgf·m)
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カムシャフト、カムシャフトチェーン

• 取り外す。
カップリングカバーボルト［A］
クランプ［B］
カップリングカバー［C］

•スパークプラグを取り外す。

•シャフトレンチ［A］を使用して、クランクシャフトを反時計回り
［B］に回し、クランクシャフトをピストン#1、#4の上死点にセッ
トする（ピストンの上死点検出を参照）。

特殊工具 - シャフトレンチ：57001-1551

• チェーンの張り側（エキゾースト側）を引いてピンと張り、
チェーンを取り付ける。

•スプロケットのタイミングマークが図に示した位置になるよう
に、カムシャフトチェーンとカムシャフトスプロケットを噛み合
わせる。
タイミングマークを、シリンダヘッドの上面［A］に合わせるこ
と。
EX マーク［B］
#1 ピン［C］
#2 ピン［D］
IN マーク［E］
#31 ピン［F］

•カムシャフトキャップ［A］及び上側カムシャフトチェーンガイ
ド［B］を取り付ける。カムシャフトチェーンを押した状態で、
カムシャフトボルト及びチェーンガイドボルトをすべて締め
付ける。
長ボルトを、三角のマークで示された#10及び#14の位置に
取り付ける。

初に、カムシャフトが所定の位置で固定されるように、カム
シャフトキャップ及びチェーンガイドボルトを均等に締め付
け、次に規定の順序に従ってすべてのボルトを締め付ける。

トルク - カムシャフトキャップボルト：12 N·m (1.2 kgf·m)
上側カムシャフトチェーンガイドボルト：12 N·m (1.2 kgf·m)

•カムシャフトチェーンテンショナを締め付ける（カムシャフト
チェーンテンショナの取り付けを参照）。

•シリンダヘッドカバーを取り付ける（シリンダヘッドカバーの
取り付けを参照）。
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ピストンの上死点検出
この作業は、エンジンが船体に搭載されている状態でカム

シャフトの取り付けを行う場合に実施する。

•指針として適当な針金を用意する。

•カップリングカバーボルト［A］を使用して、針金の指針［B］
を固定する。

• 取り外す。
#1スパークプラグ（前側）

•ピストントップディテクタのスリーブ［A］をプラグ穴に取り付
ける。

特殊工具 - TDC位置計測工具：57001-1560

•ピストントップディテクタのロッド［B］をスリーブに挿入する。

• ロッドが も高い点に達するまでシャフトレンチでクランク
シャフトを反時計方向に回す。

特殊工具 - シャフトフレンチ：57001-1551

•ロッドを取り外し、ダイヤルゲージにロッドを取り付ける。

•ロッドと共にフレーム［A］とダイヤルゲージ［B］を取り付ける。

特殊工具 - ピストンタイミングゲージ：57001-402

ダイヤルゲージの針が２ ∼ 3回振れるようにゲージをセット
する。

• ゲージを“0”調整する。

•ダイヤルゲージの針が振れなくなるまでクランクシャフトを反
時計回りに回し、針金の指針の先端の位置でカップリング
上に識別マーク［A］を記入する。

•ダイヤルゲージの針が振れなくなるまでクランクシャフトを時
計回りに回し、針金の指針の先端の位置でカップリング上
に識別マーク［A］を記入する。
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カムシャフト、カムシャフトチェーン

•針金の指針の位置が2つの識別マークの中間にくるように、
クランクシャフトを回す。
これでクランクシャフトはピストン#1、#4の上死点にセットさ
れている。

カムシャフト、カムシャフトキャップの摩耗

•プラスチゲージ（プレスゲージ）を、ジャーナルの幅に合わせ
て切り取る。切り取ったプラスチゲージを正しく取り付けたカ
ムシャフトと平行になるように、各ジャーナル上に配置する。

•プラスチゲージ［A］を使用して、カムシャフトジャーナルとカ
ムシャフトキャップのすき間を測定する。

•締め付ける。

トルク - カムシャフトキャップボルト：12 N·m (1.2 kgf·m)
上側カムシャフトチェーンガイドボルト：12 N·m (1.2 kgf·m)

要点
プラスティゲージがジャーナルとカムシャフトキャップの間
にある測定中は、カムシャフトを回転させないこと。

［カムシャフトジャーナル、カムシャフトキャップのすき間］

標準値： 0.028 ∼ 0.071 mm

使用限度： 0.16 mm

すき間が使用限度を超えている場合には、マイクロメータを
使用してカムシャフトジャーナルの外径を測定する。

［カムシャフトジャーナルの外径］

標準値： 23.950 ∼ 23.972 mm

使用限度： 23.92 mm

カムシャフトジャーナルの外径が使用限度より小さい場合に
は、カムシャフトを新品に交換してから、すき間をもう一度測
定する。
すき間がまだ限度を超えている場合には、シリンダヘッドを
カムシャフトキャップと共に交換する。

カムシャフトの振れ

•カムシャフトを取り外す（カムシャフトの取り外しを参照）。

•カムシャフトをカムシャフトアライメント治具またはVブロック
にセットする。

•図に示した規定の位置で、ダイヤルゲージを使用して振れ
を測定する。
振れが使用限度を超えている場合には、カムシャフトを交
換する。

［カムシャフトの振れ］

標準値： 0.02 mmまたはそれ以下

使用限度： 0.1 mm
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カムの摩耗

•カムシャフトを取り外す（カムシャフトの取り外しを参照）。

•マイクロメータで、それぞれのカムの高さ［A］を測定する。
カムが使用限度を超えて摩耗している場合には、カムシャ
フトを交換する。

［カムの高さ］

標準値：

吸気 36.440 ∼ 36.554 mm

排気 36.143 ∼ 36.257 mm

使用限度：

吸気 36.34 mm

排気 36.04 mm

カムシャフトチェーンの取り外し

•クランクケースを分割する（エンジンボトムの章、クランクケー
スの分割の項を参照）。

•カムシャフトチェーン［A］を、クランクシャフトスプロケットか
ら取り外す。
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シリンダヘッド

シリンダ圧縮圧力の測定

要点
充分に充電されたバッテリを使用する。

•エンジンを暖機すると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、エンジンを回転させないこと。エンジンと排気系統
の重大な損傷の原因になる。

•エンジンを止める。

•小物入れ（前部）を取り外す（船体とエンジンフードの章、小
物入れ（前部）の取り外しの項を参照）。

•一次イグニションリード線のコネクタ［A］の接続を両方とも外
す。

•スパークプラグを取り外す（定期点検の章、スパークプラグ
の清掃と点検の項を参照）。

•コンプレッションゲージ［A］及びアダプタ［B］を、スパークプ
ラグの穴にしっかり取り付ける。

•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。 高
示度が圧縮圧力である。

特殊工具 - コンプレッションゲージ20 kgf/cm2：57001-221

コンプレッションゲージアダプタM10 × 1.0：57001-

1317

［シリンダ圧縮圧力］

使用範囲： 1 185∼ 1 795 kPa (12.1 ∼ 18.3 kgf/cm2)＠430 rpm

•残りのシリンダについても測定を繰り返す。

•スパークプラグを取り付ける（定期点検整備の章、スパーク
プラグの清掃と点検の項を参照）。

•締め付ける。

トルク - スパークプラグ：13 N·m (1.3 kgf·m)

• #1、#4［A］と#2、#3［B］のコイルコネクタに留意しながら、イ
グニションコイルの１次側リードコネクタを接続する。#1、#4
のコイルコネクタはメインハーネスからの赤／黄と緑／青の
リード線に、#2、#3のコイルコネクタはメインハーネスからの
赤／黄と緑／黒のリード線に対応している。

要点
この作業により発生したサービスコード（COIL1とCOIL2）
はECUに記憶されている。必要であればこれらのサービ
スコードは、カワサキ診断システム（KDS)を使用して消去
することが出来る。
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使用範囲内の圧縮圧力が得られない場合には、次の表を参考にする。

問題点 診断 修正（処置）

バルブステムオイルシールまたはピストンオ
イルリング、あるいはその両方の損傷が原因
で、ピストン及び燃焼室にカーボンが堆積し
ている（これは排気ガスが白くなるので分か
る場合がある）。

カーボンの堆積を除去し、必要に
応じて損傷部品を交換する。

圧縮圧力が使用範
囲より高い

シリンダヘッドガスケットの厚さが不適合。 ガスケットを純正部品に交換する。

シリンダヘッド周辺のガス漏れ 損傷のあるガスケットを交換し、シリ
ンダヘッドのひずみを点検する。

バルブシートの状態不良 必要なら補修する。

バルブクリアランスが不適切 バルブクリアランスを調整する。

ピストン／シリンダのすき間 ピストンまたはシリンダ、あるいはそ
の両方を交換する。

ピストンの焼き付き シリンダ及びピストンを点検し、必要
に応じて交換または修理する。

圧縮圧力が使用範
囲より低い

ピストンリングまたはピストンリング溝、あるい
はその両方の状態不良

ピストンまたはピストンリング、あるい
はその両方を交換する。

シリンダヘッドの取り外し

• 取り外す。
エンジン（エンジンの取り外し／取り付けの章、エンジンの
取り外しの項を参照）
シリンダヘッドカバー（シリンダヘッドカバーの取り外しを参
照）

•クランクシャフトセンサカバーボルト［A］を外し、クランクシャ
フトセンサカバー［B］を取り外す。
エンジンオイルを1リットル抜き取る。

• クランクシャフトを時計回りに回し、ピストン#1、#4の上死点
にクランクシャフトをセットする。
ピストン#1、#4の上死点マーク［A］
タイミングマーク［B］（クランクケース合わせ面）

• 取り外す。
カムシャフトチェーンテンショナ（カムシャフトチェーンテン
ショナの取り外しを参照）
カムシャフト（カムシャフトの取り外しを参照）

• 取り外す。
エンジンフックボルト［A］
エンジンフック［B］
シリンダヘッドボルト［C］
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• 取り外す。
オイルレベルゲージパイプボルト（上側）［A］
排気側カムシャフトチェーンガイドボルト（上側）［B］
M７シリンダヘッドボルト［C］

•M11シリンダヘッドボルト［A］及びワッシャを取り外す。

•シリンダヘッドを取り外す。

シリンダヘッドの取り付け

要点
カムシャフトキャップはシリンダヘッドとセットで加工されて
いるため、新品のシリンダヘッドを取り付ける場合には、
新しいヘッドに付属しているキャップを使用する。

•オイルパイプ［B］のＯリング［A］を交換し、二硫化モリブデ
ンオイル溶液を塗布する。

•オイルパイプ［A］が適切に取り付けられているか確認する。

•新品のシリンダヘッドガスケット［B］、及びノックピン［C］を取
り付ける。

•M11シリンダヘッドボルトワッシャの両面［A］、及びヘッドボ
ルトのねじ部［C］に、二硫化モリブデンオイル溶液を塗付す
る。
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•シリンダヘッドを取り付ける。

• 初に、締め付け順［1 ∼ 10］に従って、M11シリンダヘッド
ボルトを締め付ける。

トルク - シリンダヘッドボルト（M11）：

仮締め：23 N·m (2.3 kgf·m)
本締め：59 N·m (6.0 kgf·m)

•次に、M7シリンダヘッドボルトを締め付け順に従って締め付
ける［11 ∼ 12］。

トルク - シリンダヘッドボルト（M7）：20 N·m (2.0 kgf·m)

• 後に、M6シリンダヘッドボルトを締め付け順に従って締め
付ける［13 ∼ 14］。

トルク - シリンダヘッドボルト（M6）：12 N·m (1.2 kgf·m)

• 取り付ける。
Ｏリング［A］
排気側カムシャフトチェーンガイドボルト（上側）［B］

Ｏリングにグリースを塗布する。

• 締め付ける。

トルク - 排気側カムシャフトチェーンガイドボルト（上側）：25 N·m
(2.5 kgf·m)

•カムシャフトを取り付ける（カムシャフトの取り付けを参照）。

シリンダヘッドのひずみ

•シリンダヘッドを取り外す（シリンダヘッドの取り外しを参照）。

•シリンダヘッドを清掃する。

•直定規をシリンダヘッド底面の数箇所に当てる。

•シックネスゲージ［A］を使用して、直定規［B］とヘッドのす
き間を測定する。

［シリンダヘッドのひずみ］

標準値： －－－

使用限度： 0.05 mm

ひずみが使用限度を超えている場合には、シリンダヘッド
を交換する。
シリンダヘッドのひずみが使用限度未満の場合には、定盤
に固定したサンドペーパで底面を研磨する（ 初に200番、
次に400番）。
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バルブ

バルブクリアランスの点検
定期点検整備の章のバルブクリアランスの点検を参照。

バルブの取り外し

•シリンダヘッドを取り外す（シリンダヘッドの取り外しを参照）。

•バルブリフタ及びシムを取り外す。
元どおりの位置に取り付けられるように、バルブリフタとシム
の位置にマークを付け記録する。

•バルブスプリングコンプレッサセットを使用して、バルブを取
り外す。

特殊工具 - バルブスプリングコンプレッサセット：57001-241［A］

バルブスプリングコンプレッサアダプタ 22：57001-

1202［B］

バルブの取り付け

•オイルシールを新品に交換する。

•バルブを取り付ける前に、二硫化モリブデングリースをバル
ブステムに薄く塗付する。

•コイルの密巻き側を下にして、スプリングを取り付ける。

［バルブスプリングの塗装色］

排気 赤

吸気 青

［A］バルブステム
［B］オイルシール
［C］スプリングシート
［D］コイルの密巻き側
［E］バルブスプリング（内側）
［F］バルブスプリング（外側）
［G］リテーナ
［H］スプリットキーパ

バルブガイドの取り外し

• 取り外す。
バルブ（バルブの取り外しを参照）
オイルシール
スプリングシート

•バルブガイドの周辺部を120 ∼ 150°Cに加熱し、バルブガイ
ドアーバ［A］を軽く叩いて、ヘッドの上部からガイドを取り外
す。

注意

シリンダヘッドをトーチランプで加熱しないこと。加熱する
とシリンダヘッドが歪む。シリンダヘッドをオイルに浸し、
オイルを加熱する。

特殊工具 - バルブガイドアーバ 5：57001-1203
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バルブガイドの取り付け

•取り付ける前に、バルブガイドの外面にエンジンオイルを塗
付する。

•バルブガイドの穴の周辺部を、オイルで約120 ∼ 150°Cに加
熱する。

•バルブガイドアーバを使用して、ヘッドの上部からバルブガ
イドを挿入する。深く入り過ぎないように、サークリップがフラ
ンジに当たってガイドは停止する。

特殊工具 - バルブガイドアーバ 5：57001-1203

•古いガイドを再使用する場合でも、バルブガイドリーマ［A］
でバルブガイドをリーマ仕上げする。

特殊工具 - バルブガイドリーマ 5：57001-1204

バルブとガイドのすき間測定（振れ測定法）
小型のボアゲージが利用できない場合には、次に示す振

れ測定法を使用して、バルブとバルブガイドのすき間を測定
し、バルブガイドの摩耗を点検する。

•新品のバルブ［A］をガイド［B］に挿入し、シリンダヘッドの合
わせ面にできる限り近づけて、ダイヤルゲージをステムに対
して直角にセットする。

•ステムを前後［C］に動かし、バルブとバルブガイドのすき間
を測定する。

• 初に動かした方向に対して垂直の方向に動かし、もう一
度測定する。
指示値が使用限度を超えている場合には、ガイドを交換す
る。

要点
測定点がガイドよりも上にあるため、この指示値は実際
のバルブとバルブガイドのすき間とは異なる。

［バルブとバルブガイドのすき間（振れ測定法）］

標準値：

吸気 0.03 ∼ 0.11 mm

排気 0.09 ∼ 0.17 mm

使用限度：

吸気 0.29 mm

排気 0.35 mm
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バルブシートの点検

•バルブを取り外す（バルブの取り外しを参照）。

•バルブ［B］とバルブシート［C］の間の、バルブ当たり面［A］
を点検する。
バルブシートに付いたシートパターンの外径［D］を測定す
る。
外径が大きすぎる、または小さすぎる場合には、シートを修
正する（シートの修正を参照）。

［バルブシート当たり面の外径］

標準値：

吸気 32.6 ∼ 32.8 mm

排気 27.6 ∼ 27.8 mm

バルブシートの、カーボンが堆積していない部分（白い部
分）で、当たり面の幅［E］をノギスで測定する。
良好［F］

幅が広すぎる［G］、狭すぎる［H］、または偏摩耗している［J］
場合には、シートを修正する（バルブシートの修正を参照）。

［バルブシート当たり面の幅］

標準値：

吸気 0.5 ∼ 1.0 mm

排気 0.8 ∼ 1.2 mm

バルブシートの修正

•バルブシートカッタ［A］を使用して、バルブシートを修正す
る。

特殊工具 - バルブシートカッタホルダ 5：57001-1208［B］

バルブシートカッタホルダバー：57001-1128［C］

［インレットバルブシートの場合］

バルブシートカッタ45° - 35：57001-1116
バルブシートカッタ32° - 35：57001-1121
バルブシートカッタ55° - 35：57001-1247

［エキゾーストバルブシートの場合］

バルブシートカッタ45° - 30：57001-1187
バルブシートカッタ32° - 30：57001-1120
バルブシートカッタ60° - 30：57001-1123

メーカの取扱説明書が利用できない場合には、次の手順を
使用する。
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シートカッタ使用上の注意
1. このシートカッタは、修正のためにバルブを研磨するもので

ある。したがって、シートの修正以外の目的に使用しては
ならない。

2. ダイヤモンド粒子が剥がれてしまうため、バルブシートカッ
タに衝撃を与えたり落下させたりしないこと。

3. シート表面を研磨する前に、バルブシートカッタにエンジン
オイルを必ず塗付する。カッタに付着した削りくずは、洗浄
油で洗い落とす。

要点
カッタから金属粒子を除去するために、ワイヤブラシは使
用しないこと。ワイヤブラシを使用すると、ダイヤモンド粒
子が剥がれる。

4. バルブシートカッタホルダを所定の位置にセットし、片手で
カッタを動かす。ダイヤモンド部分に、過剰な力をかけない
こと。

要点
研磨する前及び研磨中にエンジンオイルをカッタに塗付
し、カッタに付着した削りくずは洗浄油で洗い落とす。

5. 使用後は洗浄油で洗浄し、エンジンオイルを薄く塗付して
から保管する。

カッタに刻印されたマーク
カッタ［A］の裏側に刻印されているマークは、以下の意味

を持つ。
60° ......................... カッタの角度［B］
37.5 ..................... カッタの外径［C］

作業手順

•シート部分を慎重に清掃する。

•光明丹をシートに塗付する。

•ホルダに45°のカッタをはめ込み、スライドさせてバルブガイ
ドに挿入する。

•ハンドルを軽く押し下げ、右または左に回す。滑らかになる
程度まで、当たり面を研磨する。

注意

シートを研磨し過ぎないこと。研磨し過ぎると、バルブが
ヘッドに沈み込むため、バルブクリアランスが減少する。
バルブがヘッドに深く沈み込む場合には、クリアランスの
調整が不可能になるため、シリンダヘッドを交換する必
要がある。
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• ノギスを使用して、当たり面の外径を測定する。
当たり面の外径が小さ過ぎる場合には、径が規定の範囲内
になるまで45°の研磨を繰り返す。
45°のカッタで加工して広がった幅［A］
32°のカッタによる研削量［B］
32°［C］
正しい幅［D］
60°または55°のカッタによる研削量［E］
60°または55°［F］

• ノギスを使用して、当たり面の外径を測定する。
当たり面の外径が小さ過ぎる場合には、径が規定の範囲内
になるまで45°の研磨［A］を繰り返す。
元の当たり面［B］

要点
45°に研磨した面から、くぼみやきずをすべて除去する。
45°のカッタで研磨した後に、光明丹を当たり面に薄く塗
付する。これによって当たり面が明確になり、32°及び60°
の研磨作業が楽になる。
バルブガイドを交換する場合には、45°のカッタで研磨し
て中央で密着するようにする。

当たり面の外径［A］が大きすぎる場合には、次に記述する
32°の研磨を実施する。
当たり面の外径が規定の範囲内にある場合には、次の手順
で当たり面の幅を測定する。

•当たり面の外径が規定の範囲内になるまで、32°の角度［B］
でシートを研磨する。
32°で研磨するには、32°のカッタをホルダにはめ込み、スラ
イドさせてバルブガイドに挿入する。
ホルダを軽く押し下げながら、一度に1回転ずつ回す。回転
させるごとに、シートを確認する。

注意

32°のカッタは、材料を非常に速く切削する。削り過ぎを防
止するため、外径を何度も確認する。

32°で研磨した後に、前述の当り面の外径の測定に戻る。

•当たり面の幅を測定するには、当たり面の周囲の数箇所で、
45°の角度の部分をノギスで測定する。
当り面の幅が狭過ぎる場合には、幅がわずかに広くなり過
ぎる程度まで45°の研磨を繰り返し、前述の当り面の外径の
測定に戻る。

当り面の幅が広過ぎる場合には、次の手順で60°または55°
［A］の研磨を実施する。
当り面の幅が規定の範囲内である場合には、次の手順でバ
ルブをシートに重ね合わせる。

•当り面の幅が規定の範囲内になるまで、60°または55°の角
度でシートを研磨する。
60°または55°で研磨するには、60°または55°のカッタをホル
ダにはめ込み、スライドさせてバルブガイドに挿入する。
ホルダを軽く押し下げながら回転させる。
60°または55°で研磨した後に、前述した当り面の幅の測定
に戻る。
正しい幅［B］
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•当り面の幅と外径が規定の範囲内になったら、バルブをシー
トに重ね合わせる。
少し荒めの研磨用コンパウンドを、バルブヘッド周囲の複数
の場所でバルブの表面に塗付する。
研磨用コンパウンドによって、シートとバルブの両方にスムー
ズで密着する合わせ面ができるまで、バルブをシートに押し
付けて回転させる。
細かいコンパウンドを使用して、同じ手順を繰り返す。
［A］ラッパ
［B］バルブシート
［C］バルブ

•当たり面は、バルブ表面のほぼ中心に位置する必要がある。
当たり面がバルブの正しい位置になっていない場合には、
バルブが正規の部品かどうか確認する。正規の部品である
場合には、表面が何度も加工されている可能性があるので、
バルブを交換する。

•組み立てる前に、研磨用コンパウンドをすべて除去すること。

•エンジンの組み立てが終わったら、バルブクリアランスを調
整すること（定期点検整備の章のバルブクリアランスの点検
と調整を参照）。
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バルブ
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シリンダの取り外し

•エンジンオイルを抜き取る（定期点検整備の章、エンジンオ
イルの交換の項を参照）。

• 取り外す。
エンジン（エンジンの取り外し／取り付けの章、エンジンの
取り外しの項を参照）
シリンダヘッド（シリンダヘッドの取り外しを参照）
オイルレベルゲージパイプボルト［A］
オイルレベルゲージパイプ［B］

• 取り外す。
クランプ［A］
オイルホース［B］

• 取り外す。
カムシャフトチェーンガイドボルト［A］
カムシャフトチェーンガイド［B］
シリンダ［C］

ピストンの取り外し

•シリンダを取り外す（シリンダの取り外しを参照）。

•ピストンの下にきれいな布きれなどを敷き、ピストンピンスナッ
プリング［A］を各ピストンの外側から取り外す。

注意

スナップリングは、一度取り外すと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。
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•ピストンピンプーラ［A］でピストンピンを取り外す。

特殊工具 - ピストンピンプーラセット：57001-910

•ピストンを取り外す。

• リングのすき間を親指で注意深く広げ、リング［A］の反対側
を押し上げて取り外す。

•親指を使用して、3ピースのオイルリングを同じ方法で取り
外す。

ピストン／シリンダの取り付け

要点
新品のシリンダを使用する場合には、ピストンリングも新
品を使用する。
新品のピストンまたはシリンダ、あるいはその両方を取り
付ける場合には、新しいピストン及びシリンダボアに二硫
化モリブデンオイル溶液を薄く塗付する。

•先端［B］が当たるように、オイルリングエキスパンダ［A］を一
番下のピストンリング溝に取り付ける。

•オイルリングスチールレールを、エキスパンダの上下にそれ
ぞれ取り付ける。
レールがピストンにはめ込める程度まで、親指を使ってレー
ルを広げる。
レールを開放して、一番下のピストンリング溝にはめ込む。

要点
オイルリングレールには、“上面”及び“底面”の区別がな
い。

• トップとセカンドのリングを混同しないこと。

• “R”のマーク［B］が上に向くように、トップリング［A］を取りけ
る。
“RN”のマーク［D］が上に向くように、セカンドリング［C］を取
り付ける。
ピストンリングに、二硫化モリブデンオイル溶液を塗付する。
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要点
新品のピストンを使用する場合には、ピストンリングも新
品を使用する。

•マーキングのくぼみがエキゾースト側に向くように、ピストン
を取り付ける。

• 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。
ピストンピン及びピストンジャーナルに、二硫化モリブデンオ
イル溶液を塗布する。
ピストンピンスナップリングを取り付けるときは、取り付けるの
に必要十分な分だけ圧縮する。

注意

スナップリングは、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。

•ピストンリングのすき間は、図に示す位置になっている必要
がある。オイルリングスチールレールのすき間は、トップリング
のすき間から約30 ∼ 40°の角度に位置している必要がある。
［A］トップリング
［B］セカンドリング
［C］オイルリングスチールレール
［D］オイルリングエキスパンダ
［E］くぼみ（エキゾースト側）

•シリンダガスケットを新品に交換し、ピン［A］及び新品のガ
スケットを取り付ける。
エキゾースト側［B］

•シリンダボア、及びピストンとピストンリングの周囲に、二硫
化モリブデンオイル溶液を塗付する。

•どちらかの方法で、ピストンをシリンダに挿入する。
手作業

• クランクシャフトをピストン#2、#3の上死点に位置付ける。

• 2本のシリンダヘッドボルト［A］を、対角する位置でクランク
ケースに取り付ける。

•シリンダブロック［B］を取り付ける。
ピストン［C］
初に、ピストン#2、#3を取り付け、次にクランクシャフトを

90°の角度に回転させる。
親指または薄いマイナスドライバを使って、ピストンリングを
挿入する。
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特殊工具を使用

• 2本のシリンダヘッドボルト［A］を、対角する位置でクランク
ケースに取り付ける。

•ピストンの下にピストンベース［B］を入れて水平に保持する。

•ピストンリングコンプレッサグリップ［C］、及び面取り側を上
に向けたピストンリングコンプレッサベルト［D］を使用して、
ピストンリングを圧縮する。

特殊工具 - ピストンベース 8：57001-1604

ピストンリングコンプレッサグリップ：57001-1095

ピストンリングコンプレッサベルト 80 ∼ 91：57001-

1320

•シリンダボアをすべてのピストンヘッドに合わせ、シリンダを
強く押し下げる。

•ピストンリングコンプレッサベルトを取り外した後に、シリンダ
をピストンの角度に合わせシリンダを取り付ける。

•取り外した部品を取り付ける。

シリンダの摩耗

•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
2ヶ所それぞれについて左右方向と前後方向の測定（計4回
の測定）を行う。
シリンダ内径の測定値が使用限度を超えている場合には、
シリンダを交換する。
［A］10 mm
［B］60 mm

［シリンダの内径］

標準値： 82.994 ∼ 83.006 mm

使用限度： 83.06 mm

ピストンの摩耗

•ピストン底部から18 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。
測定値が使用限度未満の場合には、ピストンを交換する。

［ピストンの外径］

標準値： 82.919 ∼ 82.934 mm

使用限度： 82.77 mm
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ピストンリング、ピストンリング溝の点検

• リングの当たり面を点検し、溝に不均等な摩耗がないか点
検する。
このリングは、溝の表面と完全に平行な状態ではめ込む必
要がある。そうでない場合には、ピストン及びすべてのピスト
ンリングを交換する。

•ピストンリングを溝にはめた状態で、シックネスゲージ［A］で
ピストンリングと溝のクリアランスを測定する。

［ピストンリング／溝のクリアランス］

標準値：

トップ 0.03 ∼ 0.07 mm

セカンド 0.02 ∼ 0.06 mm

使用限度：

トップ 0.17 mm

セカンド 0.16 mm

ピストンリング溝の幅

•ピストンリング溝の幅を測定する。
ピストンの周囲の数箇所で、ノギスを使用して測定する。

［ピストンリング溝の幅］

標準値：

トップ［A］ 0.92 ∼ 0.94 mm

セカンド［B］ 1.01 ∼ 1.03 mm

使用限度：

トップ［A］ 1.02 mm

セカンド［B］ 1.11 mm

2本の溝のいずれかで、一箇所でも幅が使用限度よりも広く
なっている場合には、ピストンを交換する。

ピストンリングの厚さ

•ピストンリングの厚さを測定する。
リングの周囲の数箇所で、マイクロメータを使用して測定す
る。

［ピストンリングの厚さ］

標準値：

トップ［A］ 0.87 ∼ 0.89 mm

セカンド［B］ 0.97 ∼ 0.99 mm

使用限度：

トップ［A］ 0.80 mm

セカンド［B］ 0.90 mm

いずれかのリングで、測定値が使用限度未満になっている
場合には、すべてのリングを交換する。

要点
すでに使用しているピストンに新品のリングを取り付ける
場合には、溝に不均等な摩耗がないか点検する。このリ
ングは、溝側と完全に平行な状態ではめ込む必要があ
る。そうでない場合には、ピストンを交換する。
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ピストンリングの合い口すき間

•ピストンリング［A］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］の合い口すき間をシックネスゲージで測定する。

［ピストンリングの合い口すき間］

標準値：

トップ 0.25 ∼ 0.40 mm

セカンド 0.40 ∼ 0.55 mm

使用限度：

トップ 0.7 mm

セカンド 0.8 mm

先端のギャップが使用限度より大きくなっている場合には、
すべてのリングを交換する。
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分解図
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分解図

締め付けトルク
No. 項目

N·m kgｆ·m
備考

1 エンジン取り付けボルト 36 3.7 L

2 エンジンダンパ取り付けボルト 16 1.6 L

L： ネジロック剤を塗布する。
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エンジンの取り外し

• 取り外す。
シート（船体とエンジンフードの章、シートの取り外しの項
を参照）
オイルセパレータタンク（エンジン潤滑系統の章、オイルセ
パレータタンクの取り外しの項を参照）

•ホース端に栓［A］をする。
エンジンを分解する場合は、オイルを抜き取る（定期点検整
備の章、エンジンオイルの交換の項を参照）。

• 取り外す。
エアフィルタ（燃料（DFI)系統の章、エアフィルタの取り外
しの項を参照）
インレットマニホールド（燃料（DFI)系統の章、インレットマ
ニホールドの取り外しの項を参照）
エキゾーストマニホールド（排気系統の章、エキゾーストマ
ニホールドの取り外しの項を参照）
ボルト［A］とイグニションコイルブラケット

• 取り外す。
冷却水ホース［A］

オイルホース［B］は取り外す必要はない。

要点
エンジンにオイルがある場合、取り外したホースが下側
にたれるとホース端からオイルが流れ出る。

• 取り外す。
スタータモータケーブル［A］
冷却水ホース［B］

• 取り外す。
オルタネータリード線コネクタ［A］
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• 取り外す。
エンジン取り付けボルト［A］

•エンジンを前方にずらしてカップリング［A］を分離する。

•エンジンの前側を少し持ち上げ、リフタ［A］を使用してエン
ジン［B］を船体［C］から取り外す。
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エンジンダンパの取り外し

• 取り外す。
エンジンダンパ取り付けボルト［A］
エンジンダンパ［B］
シム［C］（0 ∼ 2個）
船首側［D］

•後で元の位置に戻せるように、4箇所それぞれのシムの数
を記録しながら作業すること。

注意

元の位置にシムを取り付ける。シムの位置が異なるとド
ライブシャフトのアライメントが狂う恐れがある。

エンジンダンパの取り付け

•同じ数のシムを取り付ける。

•ネジロック剤をエンジンダンパボルトに塗布し、しっかり締め
付ける。

トルク - エンジンダンパ取り付けボルト：16 N·m (1.6 kgf·m)

エンジンの取り付け

•船体内部に異物のないことを確認する。

•ビルジフィルタを清掃する（冷却・ビルジ系統の章、フィルタ
の清掃と点検の項を参照）

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

•インレットマニホールドを取り付ける（燃料系統（DFI）の章、
インレットマニホールドの取り付けの項を参照）

•ネジロック剤をエンジン取り付けボルトに塗布し、締め付け
る。

トルク - エンジン取り付けボルト：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
燃料や排気の漏れ

警告

閉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

冷却水の供給なしにエンジンを15秒以上、とくに高速で
回転させないこと。
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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 クランクシャフトセンサカバーボルト 7.8 0.80

2 エンジンブラケット取り付けボルト 32 3.3 L

3 タイミングロータボルト 29 3.0 L

4 コンロッドナット － － MO、本文参照

5 オイル通路プラグ 20 2.0 L

6 ステータ取り付けボルト 12 1.2 L

7 グロメットカバーボルト 9.8 1.0 L

8 マグネトカバーボルト 20 2.0

9 アウトプットカバーボルト 7.8 0.80

10 アウトプットシャフト 245 25.0 MO

11 カップリング 98 10

12 クランクケースボルト (10 mm) 50 5.0 MO、S

13 クランクケースボルト (8 mm) 29 3.0 MO、S

14 クランクケースボルト (8 mm) 29 3.0 S

15 クランクケースボルト (6 mm) 12 1.2 S

D： オイルまたはグリースを塗付しないこと。
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付する（カワサキボンド：92104-1062）。
M： 二硫化モリブデングリースを塗布する。

MO： 二硫化モリブデンオイル溶液を塗布する。
（10対1の重量比で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溶液）

R： 交換部品
S： 規定の締め付け順序に従う。

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

クランクシャフト、コンロッド

コンロッドの曲がり －－－ 0.2/100 mm

コンロッドのねじれ －－－ 0.2/100 mm

コンロッド大端のサイドクリアランス 0.13 ∼ 0.38 mm 0.58 mm

コンロッド大端ベアリングのメタル／クラン
クピンのすき間

0.041 ∼ 0.071 mm 0.11 mm

クランクピンの外径： 38.984 ∼ 39.000 mm 38.97 mm

マーク：

なし 38.984 ∼ 38.992 mm －－－

38.993 ∼ 39.000 mm －－－

コンロッド大端の内径： 42.000 ∼ 42.016 mm －－－

マーク：

なし 42.000 ∼ 42.008 mm －－－

42.009 ∼ 42.016 mm －－－

コンロッド大端ベアリングメタルの厚さ：

茶 1.475 ∼ 1.480 mm －－－

黒 1.480 ∼ 1.485 mm －－－

青 1.485 ∼ 1.490 mm －－－

コンロッド大端ベアリングメタルの選択

ベアリングメタルコンロッド大端
の内径マーク

クランクピンの
外径マーク サイズ識別色 部品番号

なし 茶 92139-3710

なし なし
黒 92139-3709

なし 青 92139-3708

クランクシャフトのサイドクリアランス 0.05 ∼ 0.24 mm 0.44 mm

クランクシャフトの振れ 0.03 mm以下 0.07 mm

クランクシャフトメインベアリングのメタル／
ジャーナルのすき間

0.030 ∼ 0.054 mm 0.08 mm

クランクシャフトメインジャーナルの外径： 40.984 ∼ 41.000 mm 40.96 mm

マーク：

なし 40.984 ∼ 40.992 mm －－－

1 40.993 ∼ 41.000 mm －－－

クランクケースメインベアリングの内径： 44.000 ∼ 44.016 mm －－－

マーク：

44.000 ∼ 44.008 mm －－－

なし 44.009 ∼ 44.016 mm －－－

クランクシャフトメインベアリングメタルの厚さ：

茶 1.490 ∼ 1.494 mm －－－

黒 1.494 ∼ 1.498 mm －－－

青 1.498 ∼ 1.502 mm －－－
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サービスデータ

項目 標準値 使用限度

クランクシャフトメインベアリングメタルの選択

ベアリングメタル*クランクケースメ
インベアリング
の内径マーク

クランクシャフト
メインジャーナル
の外径マーク サイズ識別色 部品番号 ジャーナル番号

92139-3704 1、5

92139-3713 31 茶

92139-3707 2、4

なし 92139-3703 1、5

92139-3712 3
なし 1

黒

92139-3706 2、4

92139-3702 1、5

92139-3711 3なし なし 青

92139-3705 2、4

*#2、#4のジャーナル用のベアリングメタルには、それぞれオイル溝が付いている。
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特殊工具とシーラント

オイルシール＆ベアリングリムーバ：

57001-1058

ベアリングドライバセット：

57001-1129

カップリングホルダ#2：

57001-1423

ロータホルダ：

57001-1544

ホルダアタッチメント：

57001-1547

アウトプットシャフトレンチHex 36：

57001-1550

グリップ：

57001-1591

フライホイール＆プーリホルダ：

57001-1605

ロータプーラ：

57001-1623

カワサキボンド（シリコンシーラント）：

56019-120
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特殊工具とシーラント

カワサキボンド：

92104-1062
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カップリング

カップリング／アウトプットシャフトの取り外し

• 取り外す。
エンジン（エンジンの取り外し／取り付けの章、エンジンの
取り外しの項を参照）
クランクシャフトセンサカバー（電気系統の章、クランクシャ
フトセンサの項を参照）

•タイミングロータを固定して、カップリングを外す。

特殊工具 - フライホイール＆プーリホルダ：57001-1605 [A]

ホルダアタッチメント：57001-1547 [B]

カップリングホルダ#2：57001-1423 [C]

もし、カップリングにアウトプットシャフトが付いて外れたなら
ば、カップリング［A］を固定して、アウトプットシャフトレンチ
［C］でアウトプットシャフト［B］を外す。
カラー［D］

特殊工具 - アウトプットシャフトレンチHex 36：57001-1550

• 取り外す。
アウトプットカバーボルト［A］
アウトプットカバー［B］

• 取り外す。
マグネトカバーボルト［A］
マグネトカバー［B］
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カップリング

•ロータホルダ［A］を使用して、アウトプットシャフト［B］を取り
外す。

特殊工具 - ロータホルダ：57001-1544

カップリング／アウトプットシャフトの取り付け

•アウトプットシャフトの座面に、二硫化モリブデンオイル溶液
を塗布する。

•ロータホルダ［A］を使用して、アウトプットシャフト［B］を取り
付ける。

特殊工具 - ロータホルダ：57001-1544

•締め付ける。

トルク - アウトプットシャフト：245 N·m (25.0 kgf·m)

•上下クランクケースとマグネトカバーの合わせ面に、シリコン
シーラント［A］を塗布する。

• ノックピン［B］を取り付ける。

•Ｏリング［A］にグリースを塗付し、マグネトカバー［B］の溝に
Ｏリングをはめ込む。

•マグネトカバーを取り付ける。
ワッシャ［C］及びスプリング［D］を、ブッシュの穴［E］に取り
付けること。

•締め付ける。

トルク - マグネトカバーボルト：20 N·m (2.0 kgf·m)

•Ｏリング［A］及びカラーの内面にグリースを塗布する。

•面取り側［C］が内側に向くように、カラー［B］を取り付ける。
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カップリング

• 取り付ける。
ピン［A］
ガスケット［B］

•マグネトリード線［C］を図のように配置する。

•オイルシールリップにグリースを塗付する。

•アウトプットカバーを取り付ける。
マグネトカバー［B］とアウトプットカバー［C］の間に、マグネ
トリード線［A］を図のように通す。

• 締め付ける。

トルク - アウトプットカバーボルト：7.8 N·m (0.80 kgf·m)

•使用中のタイミングロータ［A］を固定ツールとして使用して、
カップリングを取り付ける。

特殊工具 - カップリングホルダ#2：57001-1423

ホルダアタッチメント：57001-1547

フライホイール＆プーリホルダ：57001-1605［B］

トルク - カップリング：98 N·m (10 kgf·m)

•次に、タイミングロータを取り外す。取り外したロータは、特
殊工具として使用できるので保存しておくこと。その際、突
起を削除するか、後でわかるように印を付けておくこと。

•続いて、新品のタイミングロータ［A］を取り付ける。次の部品
を新品で使用する。

モデル名 部品番号

JT1500D9F 21007-3746

• 取り付ける。
クランクシャフトセンサカバー
エンジン（エンジンの取り外し／取り付けの章、エンジンの
取り付けの項を参照）

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を参照。

アウトプットカバーオイルシールの交換

• 取り外す。
アウトプットカバー（カップリング／アウトプットシャフトの取
り付けを参照）

•ベアリングドライバ［A］を使用して、オイルシールをセットで
取り外す。

特殊工具 - ベアリングドライバセット：57001-1129
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カップリング

•オイルシールを新品と交換する。

•オイルシールリップ［A］にグリースを薄く塗付する。

• オイルシールリップとオイルシールのハウジング（フライホ
イール側のオイルシール［C］）の間に、グリース［B］を詰め
る。

•底に達するまで、オイルシールを圧入する。
メーカ［E］のマークがカップリング側へ向くように、カップリン
グオイルシール［D］を取り付ける。
ダストシール［F］の側が外向きになるように、フライホイール
側のオイルシールを取り付ける。

オイルシールの点検

•オイルシールを点検する。
リップが変形、変色（ゴムが劣化したことを示す）、硬化、ま
たは損傷している場合には交換する。

マグネトカバーベアリングの交換

注意

必要な場合を除いて、ボールベアリングを取り外さないこ
と。取り外すとベアリングに損傷を与える。

• 取り外す。
マグネトカバー（カップリング／アウトプットシャフトの取り外
しを参照）

•オイルシール&ベアリングリムーバ［A］を使用して、ボール
ベアリングをマグネトカバー［B］から取り外す。
ボールベアリングを取り外すときには、マグネトカバーを固
定する。

特殊工具 - オイルシール＆ベアリングリムーバ：57001-1058

•プレス及びベアリングドライバセット［A］を使用して、ハウジ
ングの底面に達するまで、新品のベアリングを圧入する。

特殊工具 - ベアリングドライバセット：57001-1129

ボールベアリングの潤滑

要点
ベアリングにはグリスが充填され両面をシールされてい
るため、潤滑を行う必要はない。
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カップリング

ボールベアリングの点検

要点
点検するためにボールベアリングを取り外す必要はない。
ベアリングを取り外した場合には、新品に交換する必要
がある。

•手で回し［A］、ベアリングの状態を点検する。
雑音がする、スムーズに回らない、または引っかかる場所が
ある場合には、ベアリングを交換する必要がある。

•ベアリングシール［B］に亀裂や漏れがないか点検する。
シールに亀裂または漏れがある場合には、ベアリングを交
換する。
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マグネトフライホイール

マグネトフライホイールの取り外し

• 取り外す。
エンジン（エンジンの取り外し／取り付けの章を参照）
クランクシャフトセンサカバー（電気系統の章を参照）
カップリング（カップリング／アウトプットシャフトの取り外し
を参照）
マグネトカバー（カップリング／アウトプットシャフトの取り外
しを参照）

ロータプーラ［A］を使用して、フライホイール［B］を抜き取る。

特殊工具 - ロータプーラ：57001-1623

グリップ：57001-1591［C］

注意

ロータプーラのヘッドを叩かないこと。ロータの磁性が失
われる可能性がある。

マグネトフライホイールの取り付け

•高引火点の溶剤を使用して、クランクシャフトのテーパ部及
びマグネト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。

•図で示したようにＯリング［A］を直接取り付ける。
この面をマグネトフライホイール側［C］に向ける。

• リダクションギヤ［D］を取り外した場合は、二硫化モリブデン
グリースをシャフトの両端に塗布する。

• リダクションギヤ及びワッシャ［E］を取り付ける。

•マグネトフライホイール［B］の外側［A］のボスにグリースを塗
付する。
10 mm［C］

•マグネトフライホイールを取り付ける。
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マグネトフライホイール

要点
規定のトルクで締め付ける前に、マグネトフライホイール
がクランクシャフトにはまっているかどうかを確認する。

アウトプットシャフトを取り付け、70 N·m (7.0 kgf·m) のトルク
で締め付ける。
アウトプットシャフトを取り外す。
ロータプーラで引っ張って取り付けを確認する。

特殊工具 - ロータプーラ：57001-1623

グリップ：57001-1591

20 N·m (2.0 kgf·m) のトルクで引っ張ってもマグネトフライホ
イールが外れなければマグネトフライホイールの取り付けは
適切である。
20 N·m (2.0 kgf·m) 以下のトルクで引っ張ってマグネトフライ
ホイールが外れる場合には、クランクシャフトとマグネトフライ
ホイール先細部分のオイルや汚れ、付着物を取り除き、清
潔な布でぬぐって乾燥させる。その上で、20 N·m (2.0 kgf·m)
以下のトルクでは外れないことを確認する。

•マグネトフライホイールをロータホルダで固定しながら、アウ
トプットシャフトを締め付ける。

特殊工具 - ロータホルダ：57001-1544

トルク - アウトプットシャフト：245 N·m (25.0 kgf·m)

• 取り付ける。
マグネトカバー（カップリング／アウトプットシャフトの取り付
けを参照）
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ステータ

ステータの取り外し

• 取り外す。
エンジン（エンジンの取り外し／取り付けの章を参照）
マグネトカバー（カップリング／アウトプットシャフトの取り外
しを参照）
グロメットカバー取り付けボルト［A］
グロメットカバー［B］
ステータ取り付けボルト［C］とワッシャ
ステータアッシ［D］

ステータの取り付け

•グロメットの外側に、耐水グリースを塗付する。

•ネジロック剤をグロメットカバーボルトに塗布する。

•締め付ける。

トルク - グロメットカバーボルト：9.8 N·m (1.0 kgf·m)

•ネジロック剤をステータ取り付けボルトに塗布し、ワッシャを
取り付ける。

•締め付ける。

トルク - ステータ取り付けボルト：12 N·m (1.2 kgf·m)

ステータを取り付けるときには、ステータのリード線をマグネ
トカバーの溝に固定する。
ステータのリード線がゆるんでいないか、または挟まれてい
ないか確認する。
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クランクケースの分割

クランクケースの分割

• 取り外す。
シート（船体とエンジンフードの章、シートの取り外しの項
を参照）
エンジン（エンジンの取り外し／取り付けの章、エンジンの
取り外しの項を参照）

•エンジンオイルを抜き取る（定期点検整備の章、エンジンオ
イルの交換の項を参照）。

•部品を取り外している間は、エンジンをきれいな面にセット
して動かないように固定する。
適切な支持具［A］
下側クランクケースの突起［B］

• 取り外す。
クランクシャフトセンサカバー（電気系統の章、クランクシャ
フトセンサの取り外しの項を参照）
シリンダヘッド（エンジントップの章、シリンダヘッドの取り
外しの項を参照）
ピストン（エンジントップの章、ピストンの取り外しの項を参
照）
スタータモータ（電気系統の章、スタータモータの取り外し
の項を参照）
オイルポンプボディ（エンジン潤滑系統の章、オイルポン
プの取り外しの項を参照）
マグネトフライホイール（マグネトフライホイールの取り外し
を参照）
オイルフィルタ（定期点検整備の章、オイルフィルタの交換
の項を参照）

• クランクケースボルトを取り外す。
初にM6のボルト［1 ∼ 4］をゆるめる。

次に8 mmのボルト［5 ∼ 17］をゆるめる。
後に10 mmのボルト［18 ∼ 23］をゆるめる。
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•プライポイント［A］を使ってクランクケースを分割する。

•下側のクランクケースを取り外す。

クランクケースの組み立て

注意

上下のクランクケースは工場で共加工されているため、
クランクケースは上下セットで交換する。

•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。

•上下のクランクケースのオイル通路に圧縮空気を吹き込む。

• 取り付ける。
クランクシャフト［A］及びコンロッド（クランクシャフトの組み
立てを参照）
カムシャフトチェーン［B］
オイルポンプスプロケットチェーン［C］
ノックピン［D］
オイル通路パイプ［E］とＯリング
オイルシール［F］

•下半分のケースを上半分のケースに取り付ける前に、以下
の項目を点検する。
カムシャフト及びオイルポンプスプロケットチェーンを、クラ
ンクシャフトに掛けること。
オイルシール［A］が、クランクケースの溝［B］にはめ込まれ
ているか確認する。
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•液体ガスケット［A］を下側のクランクケースの合わせ面に塗
布する。

要点
下側のクランクケースの合わせ面に液体ガスケットを塗
布する場合には、30分以内に塗布を完了すること。
さらに、ケースの取り付け及びケースボルトの締め付け
は、液体ガスケットを塗布した直後に行うこと。

シーラント - カワサキボンド（液体ガスケット）：92104-1062

注意

クランクシャフトメインベアリングメタル［B］の周辺、及び
オイル通路穴［C］には、液体ガスケットを塗布しない。

•オイルポンプスプロケットチェーン［A］を下側のクランクケー
ス［C］のチェーンガイド［B］に取り付ける。

•下側のクランクケースにある10 mmのボルト［B］及び8 mm［7
∼ 10］のボルト［C］の当たり面［A］に、二硫化モリブデンオイ
ル溶液を塗布する。

• クランクケースボルトを締め付ける。
下側のクランクケースに記されている順番に従って、10 mm
のボルト［1 ∼ 6］を締め付ける。

トルク - クランクケースボルト(10 mm)：50 N·m (5.0 kgf·m)

順番に従って、8 mmのボルト［7 ∼ 10］を締め付ける。

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

順番に従って、8 mmのボルト［11 ∼ 19］を締め付ける。

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

順番に従って、M7のボルト［20 ∼ 23］を締め付ける。

トルク - クランクケースボルト (6 mm)：12 N·m (1.2 kgf·m)

•クランクケースボルトをすべて締め付けた後に、次の項目を
点検する。
クランクシャフトが自由に回転するか。
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クランクシャフトの取り外し

•クランクケースを分割する（クランクケースの分割を参照）。

•カムシャフト［A］、及びオイルポンプスプロケット［B］のチェー
ンを取り外す。

•クランクシャフト［C］をオイルシール［D］と共に取り外す。

クランクシャフトの取り付け

注意

クランクシャフト、ベアリングメタル、または上下のクラン
クケースを新品に交換した場合には、エンジンを組み立
てる前に、ベアリングメタルを選択してプラスチゲージで
すき間を測定し、正しいベアリングメタルが取り付けられ
ているか確認する。

•クランクシャフトメインベアリングメタルを、上側［A］及び下側
［B］のクランクケースに取り付ける。
#1、5のベアリングメタル（溝なし、同一）
#2、4のベアリングメタル（溝付き、同一）
#3のベアリングメタル（溝なし）

要点
ベアリングメタルが鞍部内に固定されて、ベアリングメタ
ルの爪と鞍部の切り欠きが、合っていること。

•クランクシャフトメインベアリングメタルに、二硫化モリブデン
オイル溶液を塗付する。

•上半分のクランクケースにある#3のメインベアリング［B］の両
側に、スラストワッシャ［A］を取り付ける。
オイル溝［C］が外側に向くように、スラストワッシャを取り付
ける。
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•オイルポンプスプロケットチェーン［A］及びカムシャフトチェー
ン［B］を掛けた状態で、クランクシャフトを取り付ける。

•オイルシール［A］を、クランクケースの溝［B］にはめ込む。

•クランクケースを組み立てる（クランクケースの組み立てを参
照）

コンロッドの取り外し

• クランクケースを分割する（クランクケースの分割を参照）。

• コンロッドナット［A］を取り外す。

• クランクシャフトを取り外す。

要点
コンロッド及び大端キャップの位置にマークを付けて記録
し、元どおりの位置に取り付けられるようにする。

• コンロッドをクランクシャフトから取り外す。

コンロッドの取り付け

警告

クランクシャフト、ボルト、ナット、及びコンロッドの清掃は、
よく換気された場所で行い、付近に火気がないことを確
認すること。パイロットランプ付き電気機器も遠ざけるこ
と。引火性の高い液体は危険なため、ガソリンや低引火
点の溶剤を洗浄に使用しないこと。

• コンロッドをクランクシャフトから取り外した後に、高引火点
の溶剤でロッドとシャフトを洗浄する。

• クランクシャフトのオイル通路に圧縮空気を吹き込み、通路
に堆積した異物や残存物を取り除く。
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注意

振動を 小限に抑えるため、同じウェイトマークの付いた
コンロッドを使用する。

大端キャップ［A］
コンロッド［B］
ウェイトマーク、アルファベット［C］
径マーク［D］

コンロッド、大端ベアリングメタル、またはクランクシャフトを
新品に交換した場合には、エンジンを組み立てる前に、ベ
アリングメタルを選択してプラスチゲージですき間を測定し、
正しいベアリングメタルが取り付けられているか確認する。

注意

コンロッドボルトは、締め付けると伸びるように設計され
ている。ボルトは再使用しないこと。ボルト及びナットの正
しい使用法については、次の表を参照。

•次の部分に、グリース及びオイルを塗布する。
二硫化モリブデングリース［A］を塗布する。
グリース及びオイル［B］を塗布しないこと。
二硫化モリブデンオイル溶液［C］を塗布する。

注意

下側の大端キャップの内面、及び下側のベアリングメタ
ルの外面に、グリースを塗布しないこと。

•ベアリングメタルの外面がコンロッドの端に当たって損傷す
るのを防止するため、図のとおりにベアリングメタルを取り付
ける。
コンロッド側のベアリングメタル［A］
ノックピン［B］
爪側［C］
キャップ側のベアリングメタル［D］
コンロッドキャップ［E］

•コンロッド大端のボルト及びナットを、新品に交換する。

•新品のコンロッド、ボルト、及びナットは防錆溶液で処理さ
れているため、高引火点の溶剤で充分に洗浄すること。

注意

洗浄したら、すぐに圧縮空気でボルト及びナットを乾かす。
ボルト及びナットを洗浄し、完全に乾燥させる。
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• コンロッドナットのねじ部［A］及び座面［B］に、少量の二硫
化モリブデンオイル溶液を塗付する

• 初に、ナットを規定のトルクで締め付ける。次の表を参照。

•次に、ナットを120°以上で増し締めする。
コンロッド大端のキャップ及びナットにマーク［A］を付け、
ナットを正確に120°［B］回せるようにする。
六角ナットを、角2つ分締め付ける。

コンロッド
ロッドアッシ

ボルト、ナット
締め付けトルク＋
角度締めN·m (kgf·m)

新品
新品のコンロッドに付属している
ボルト及びナットを使用する。
別新品のボルト及びナット。

21.6 (2.2) + 120°

使用済み
ボルト及びナットを新品に交換
する。

21.6 (2.2) + 120°

注意

ナットを締め付け過ぎないように注意すること。

コンロッドの曲がり

•コンロッド大端のベアリングメタルを取り外し、コンロッド大端
のキャップを元どおり取り付ける。

•コンロッド大端と同じ直径の軸［A］を選択し、軸をコンロッド
大端に挿入する。

•ピストンピンと同じ直径で、長さが少なくとも100 mm以上の
軸を選び、コンロッドの小端にその軸［B］を挿入する。

•定盤上で、大端の軸をVブロック［C］にセットする。

•コンロッドを垂直に保持し、高さゲージを使って100 mm離れ
た小端の軸高さを測定し、コンロッドの曲がりを判定する。
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
ロッドを交換する。

［コンロッドの曲がり］

使用限度： 0.2/100 mm

コンロッドのねじれ

•定盤上で、大端の軸をVブロック［C］にセットする。

• コンロッドを水平に保持した状態で、小端軸の水平面から
の偏差を100 mm離れたところで測定し、コンロッドのねじれ
を判定する。
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
ロッドを交換する。

［コンロッドのねじれ］

使用限度： 0.2/100 mm
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コンロッド大端のサイドクリアランス

•コンロッド大端のサイドクリアランス［A］を測定する。
大端といずれか一方のクランクウェブの間に、シックネスゲー
ジ［B］を挿入してすき間を測定する。

［コンロッド大端のサイドクリアランス］

標準値： 0.13 ∼ 0.38 mm

使用限度： 0.58 mm

クリアランスが使用限度を超えている場合には、コンロッドを
新品に交換してクリアランスをもう一度測定する。コンロッド
交換後のクリアランスが大き過ぎる場合には、クランクシャフ
トも交換する必要がある。

コンロッド大端のベアリングメタル／クランクピンの摩耗

•プラスチゲージ［A］を使用して、ベアリングメタル／クランク
ピン［B］のすき間を測定する。

要点
コンロッド大端ナットを、規定のトルクで締め付ける（コン
ロッドの取り付けを参照）。
すき間を測定している間は、コンロッド及びクランクシャフ
トを動かさないこと。

［コンロッド大端のベアリングメタル／クランクピンのすき間］

標準値： 0.041 ∼ 0.071 mm

使用限度： 0.11 mm

すき間が標準値の範囲内である場合には、ベアリングを交
換する必要はない。
すき間が0.072 mmから使用限度（0.11 mm）の間にある場合
には、ベアリングメタル［A］を青［B］の塗装が付いたメタル
に交換する。プラスチゲージで、メタル／クランクピンのすき
間を確認する。ベアリングの焼き付きを防止するため、すき
間は標準をわずかに超えることはあっても、 小限度より小
さくてはならない。
すき間が使用限度を超えている場合には、クランクピンの外
径を測定する。

［クランクピンの外径］

標準値： 38.984 ∼ 39.000 mm

使用限度： 38.97 mm

クランクピンが使用限度を超えて摩耗している場合には、ク
ランクシャフトを新品に交換する。
測定したクランクピンの径は使用限度未満ではないが、クラ
ンクシャフトに記された元の径マークと重なり合わない場合
には、新しいマークを付ける。

［クランクピンの径マーク］

なし 38.984 ∼ 38.992 mm

38.993 ∼ 39.000 mm

∆：クランクピンの径マーク、“ ”のマークまたはマークなし
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• コンロッド大端の内径を測定し、それぞれのコンロッド大端
に、内径に対応したマークを付ける。
大端キャップ［A］
コンロッド［B］
ウェイトマーク［C］：アルファベット一文字
内径マーク（ウェイトマークの周囲）［D］：“ ”またはマーク
なし

要点
コンロッド大端ナットを、規定のトルクで締め付ける（コン
ロッドの取り付けを参照）。
すでに大端に付けられているマークは、測定値とほぼ一
致するはずである。

［コンロッド大端の内径マーク］

なし 42.000 ∼ 42.008 mm

42.009 ∼ 42.016 mm

•コンロッドとクランクシャフトの組み合わせ記号に応じて、適
切なベアリングメタルを選択する。

•コンロッドに新品のメタルを取り付け、プラスチゲージでメタ
ル／クランクピンのすき間を確認する。

ベアリングメタルコンロッド大端
の内径マーク

クランクピン
の外径マーク サイズ識別色 部品番号

なし 茶 92139-3710

なし なし
黒 92139-3709

なし 青 92139-3708

クランクシャフトメインベアリングのメタル／ジャーナル
の摩耗

•ベアリングメタル／ジャーナル［B］のすき間を、プラスチゲー
ジ［A］で測定する。

要点
クランクケースボルトを、規定のトルクで締め付ける（クラ
ンクケースの組み立てを参照）。
すき間を測定している間は、クランクシャフトを回さないこ
と。
ジャーナルのすき間が0.025 mm未満の場合にはプラスチ
ゲージでは測定できないが、純正部品を使用すれば、す
き間を 小限の標準値に維持することができる。
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［クランクシャフトメインベアリングのメタル／ジャーナルのすき間］

標準値： 0.030 ∼ 0.054 mm

使用限度： 0.08 mm

すき間が標準値の範囲内である場合には、ベアリングを交
換する必要はない。
すき間が0.055 mmから使用限度（0.08 mm）の間にある場合
には、ベアリングメタル［A］を青［B］の塗装が付いたメタル
に交換する。メタル／ジャーナルのすき間を、プラスチゲー
ジで点検する。ベアリングの焼き付きを防止するため、すき
間は標準をわずかに超えることはあっても、 小限度より小
さくてはならない。
すき間が使用限度を超えている場合には、クランクシャフト
メインジャーナルの外径を測定する。

［クランクシャフトメインジャーナルの外径］

標準値： 40.984 ∼ 41.000 mm

使用限度： 40.96 mm

ジャーナルが使用限度を超えて摩耗している場合には、ク
ランクシャフトを新品に交換する。
測定したジャーナルの外径は使用限度未満ではないが、ク
ランクシャフトに記された元の外径マークと重なり合わない
場合には、新しいマークを付ける。

［クランクシャフトメインジャーナルの外径マーク］

なし 40.984 ∼ 40.992 mm

1 40.993 ∼ 41.000 mm

■： クランクシャフトメインジャーナルの外径マーク、“1”の
マークまたはマークなし。

• メインベアリングの内径を測定し、上側のクランクケース［A］
に内径に応じたマーク［B］を付ける。
クランクケースメインベアリングの内径マークは、“ ”のマー
クまたはマークなしである。

要点
クランクケースボルトを、規定のトルクで締め付ける（クラ
ンクケースの組み立を参照）。
すでに上側のクランクケースに付いているマークは、測
定値とほぼ一致するはずである。

［クランクケースメインベアリングの内径マーク］
44.000 ∼ 44.008 mm

なし 44.009 ∼ 44.016 mm
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マーキング位置

• クランクケースとクランクシャフトの組み合わせ記号に応じ
て、適切なベアリングメタルを選択する。

•上下のクランクケースに新品のメタルを取り付け、プラスチ
ゲージでメタル／ジャーナルのすき間を確認する。

ベアリングメタル*クランクシャフトメ
インベアリングの

内径マーク

クランクシャフトメ
インジャーナルの

外径マーク サイズ識別色 部品番号 ジャーナル番号

92139-3704 1、5

92139-3713 31 茶

92139-3707 2、4

92139-3703 1、5
なし

92139-3712 3

なし 1

黒

92139-3706 2、4

92139-3702 1、5

92139-3711 3なし なし 青

92139-3705 2、4

*#2、#4のジャーナル用のベアリングメタルには、それぞれオイル溝が付いている。

クランクシャフトのサイドクリアランス

• メインジャーナル#3 の位置で、シックネスゲージ［A］をスラ
ストワッシャ［B］とクランクウェブ［C］の間に挿入し、クリアラ
ンスを測定する。
クリアランスが使用限度を超えている場合には、スラストワッ
シャをセットで交換し、クランクシャフトのメインジャーナル#3
の幅を確認する。

［クランクシャフトのサイドクリアランス］

標準値： 0.05 ∼ 0.24 mm

使用限度： 0.44 mm
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クランクシャフト及びコンロッド

•クランクシャフトのメインジャーナル#3の幅［A］を測定する。
測定値が標準を超えている場合には、クランクシャフトを交
換する。

［クランクシャフトメインジャーナル#3の幅］

標準値： 27.45 ∼ 27.55 mm

クランクシャフトの振れ

• クランクシャフトの振れを測定する。
測定値が使用限度を超えている場合には、クランクシャフト
を交換する。

［クランクシャフトの振れ］

標準値： 0.03 mm以下

使用限度： 0.07 mm
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分解図
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分解図

締め付けトルク
No. 項目

N·m kgｆ·m
備考

1 ウォータホース継ぎ手（L形） 11 1.1 L

2 ウォータホース継ぎ手（ストレート形） 20 2.0 L

3 ウォータホース継ぎ手（ストレート形） 11 1.1 L

4 冷却水ホースクランプスクリュ 2.5 0.25

5 洗浄キャップ 0.90 0.092

6. シリンダヘッド
7. ウォータパイプ
8. シリンダヘッドガスケット
9. シリンダ
10. オイルクーラ
11. アウトプットカバー
12. エキゾーストパイプ
13. エキゾーストパイプガスケット
14. エキゾーストマニホールド
15. エキゾーストマニホールドガスケット
16. バイパスアウトレットノズル
17. プラスチッククランプ
18. 洗浄フィッティング
19. ホルダ
20. バイパスアウトレット
21. 左ウォータボックスマフラ
22. 冷却水フィルタカバー
23. 冷却水フィルタ
24. ポンプ
25. ビルジブリーザ
26. ビルジフィルタ
27. ポンプアウトレット
28. 保護チューブ
29. メタルクランプ

CY： 瞬間接着剤を塗布する。
G： グリースを塗布する。
L： ネジロック剤を塗布する。
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ビルジ系統

ブリーザの取り外し

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

•ホース［A］をブリーザから引き抜く。

•取り付けボルト［B］を外し、ブリーザ［C］を取り外す。

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。

•ネジロック剤をブリーザ取り付けボルトに塗布し、しっかり締
め付ける。

ブリーザの清掃と点検

•ブリーザの一端をふさいで他端から空気を吹きつけ、ブリー
ザ上部の小さな孔が詰まっていないか点検する。
もし孔が詰まっていれば、圧搾空気を用いて詰まりを取り除
く。孔が広がってしまうので、針やワイヤなど先の尖ったもの
を使用しないこと。孔が広がってしまうと、ビルジ系統が船底
の水を吸い出せなくなる。

フィルタの取り外し
次の手順に従って、右側のフィルタ［A］を取り外す。

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

•ホース［B］をフィルタから引き抜く。

•取り付けスクリュ［C］を外して、フィルタを取り外す。
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ビルジ系統

次の手順に従って、左側のフィルタ［D］を取り外す。

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

•ホース［C］をフィルタから引き抜く。

•取り付けスクリュ［A］を外して、フィルタを取り外す。

フィルタの取り付け

•フィルタ［B］の突起［A］と、ブラケット［D］の穴［C］を合わせ
る。

フィルタの清掃と点検

•きれいな水でフィルタをよく洗浄し、水気を切っておく。

•フィルタは水を自由に通し、大きなごみを通さないことを確
認する。
フィルタの詰まりが取れない場合や破損していてゴミが通過
してしまう場合は、フィルタを交換する。
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冷却・ビルジ系統のホース

ホースの取り外し

•大部分のビルジホースには、両端にクランプがない。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。

要点
ビルジ系統のホースには、プラスチッククランプで固定さ
れているものもある。

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

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。

要点
クランプで固定されているビルジ系統のホースは、必ず
クランプで固定する。

•冷却系統ホースを取り付ける際には必ず、元のクランプと同
じ種類のクランプを使用すること。

ホースの点検

•定期点検整備の章のホースとホース接続状態の点検を参
照。
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冷却・ビルジ系統の洗浄

冷却系統の洗浄

•定期点検整備の章の冷却系統の洗浄の項を参照。

ビルジ系統の洗浄

•定期点検整備の章のビルジ系統の洗浄の項を参照。
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冷却及びビルジ系統の流れ図
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冷却及びビルジ系統の流れ図

A. 冷却系統の水の流れ
B. ビルジ系統の水の流れ
C. 冷却水と排気の流れ
1. シリンダヘッド
2. ウォータパイプ
3. シリンダヘッドガスケット
4. シリンダ
5. オイルクーラ
6. アウトプットカバー
7. エキゾーストパイプ
8. エキゾーストパイプガスケット
9. エキゾーストマニホールド
10. エキゾーストマニホールドガスケット
11. 洗浄フィッティング
12. バイパスアウトレット
13. ウォータボックスマフラ
14. テールパイプ
15. 冷却水フィルタカバー
16. 冷却水フィルタ
17. ポンプ
18. ビルジブリーザ
19. ビルジフィルタ
20. ポンプアウトレット
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ウォータパイプ

ウォータパイプの取り外し

•インレットマニホールドを取り外す（燃料系統の章を参照）

•ウォータパイプのホース取り付け部から冷却水ホース［A］を
外す。

•取り付けボルト［B］を外し、ウォータパイプ［C］をシリンダヘッ
ド［D］から取り外す。

ウォータパイプの取り付け

•Oリング［A］にグリースを塗付し、取り付けボルトでウォータ
パイプを取り付ける。

•冷却水ホース［B］（シリンダヘッド ∼ ウォータボックスマフラ）
をウォータパイプのホース取り付け部に取り付け、ホースク
ランプ［C］で固定する。

• 締め付ける。

トルク - 冷却水ホースクランプスクリュ：2.5 N·m (0.25 kgf·m)
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浸水後の処置

注意

エンジン内に水が入ったままで、ウォータクラフトを運転
しないこと。エンジン内の水を完全に排出するまで、エン
ジンを始動させない。エンジン内部の部品が激しく、しか
も急に損傷する恐れがある。
もしエンジン内に水が入ったならば、直ちに次の処置を
すること。エンジン内に数時間以上水が残ったままにな
ると、クランクシャフトベアリングやエンジン内部部品を傷
めることになる。

もしウォータクラフトが水没したら、スロットルボディを通して
エンジン内に水が入ることがある。また燃料タンクにも水が入
ることがある。
エンジンルームに浸水したウォータクラフトは、以下に述べ

る手順に従って点検、処置を実施する。
初に、概略手順を読み、次に詳細手順をよく読むこと。



9-12 冷却・ビルジ系統

浸水後の処置

浸水後の概略手順
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浸水後の処置

浸水後の詳細手順
1. シートを取り外す（船体とエンジンフードの章、シートの

取り外しの項を参照）。
2. 船尾のドレンプラグを外して、エンジンルームの排水を

行う。
3. 小物入れ（前部）を取り外す（船体とエンジンフードの章

を参照）。
4. イグニションコイルの近くにある、一次イグニションリード

線コネクタ［A］を両方とも外す。

5. スパークプラグキャップをすべて引き抜く。
6. スパークプラグをすべて取り外す（定期点検整備の章

のスパークプラグの清掃と点検の項を参照）。
7. イグニションスイッチをONにし、キルスイッチコードキー

をストップボタンに差し込んで、スタートボタンを押す。
8. これにより、エンジン内に水が入っている場合には、ス

パークプラグの穴［A］から排出される。スタータは続け
て5秒以上回さないこと。再度回す場合は15秒以上間
隔をおくこと。エンジンから水を完全に排水すること。

警告

この作業中は、エンジンの上にかがみこまないこと。ス
パークプラグ穴から水とガソリンの混合物が勢いよく噴出
し、目に入る恐れがある。もし少しでも目に入ったら、す
ぐに水道水を十分使って目を洗うこと。できるだけ早く医
者の診察を受けること。

9. 小物入れ（後部）を取り外し、エアフィルタ［A］に水が
入っていないか、ドレンキャップ［B］で確認する。

10. キャップ内に水が見える場合には、キャップを両方とも外
して水を排出する。水にオイルが混入している可能性が
あるため布きれを敷くこと。次の手順（No. 11）に進む。

要点
キャップ内に水が入っていた場合には、インレットマニホー
ルドにも水が入った可能性が大きい。キャップ内に水が
入っていなければ、No. 12に進む。

11. インレットマニホールド［B］のドレンプラグ［A］を外し、布
きれを敷き、それに排水する。（上記に示した、エアフィ
ルタのキャップ内に水が入っていなかった場合には、こ
の手順を省略して次の手順No. 12に進む）

12. スパークプラグの電極から水気をよくふき取り、プラグと
プラグキャップを取り付ける。
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浸水後の処置

13. #1、#4［A]と#2、#3［B］のコイルコネクタに留意しながら、
イグニションコイルの1次側リード線コネクタを接続する。
#1、#4のコイルコネクタはメインハーネスからの赤／黄
と緑／青のリード線に、#2、#3のコイルコネクタはメイン
ハーネスからの赤／黄と緑／黒のリード線に対応して
いる。

要点
この作業により発生したサービスコード（COIL1とCOIL2）
はECUに記憶されている。必要であればこれらのサービ
スコードは、カワサキ故障診断システム（KDS)を使用して
消去することができる。

14. スタートボタンを押してエンジンを始動する。但し、15秒
以上回転させないこと。

注意

ウォータクラフトを陸揚げした状態で、エンジンを一度に
15秒間以上回転させないこと。オーバヒートさせると、エ
ンジン及び排気系統に重大な損傷を与える。陸上では、

高回転数でエンジンを運転しないこと。エンジンに重大
な損傷を与える可能性がある。

15. オイルレベルゲージ［A］を外し、エンジンオイルに水が
混入していないか点検する。（水が混入した場合には、
オイルが白濁する）

16. オイルが白濁している場合にはオイルを交換し、オイル
が白濁しなくなるまで、14及び15の手順を繰り返す。
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浸水後の処置

17. エンジンが始動しない場合には、燃料系統に水が混入
している可能性がある。

18. 燃料タンクに水が入った場合には、ポンプ又はサイフォ
ンで抜き取る必要がある。燃料タンクに新しい燃料を注
入する。抜き取った燃料は指定された方法以外で廃棄
しないこと。

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。パイロットランプ付き電気製品
も含まれる。

警告

油脂類の廃液は法令で適切な処置を行うことが義務づ
けられている。

19. トラブルが継続するときには、排水するために燃料ライ
ンの清掃が必要になる場合がある。

20. エンジンを始動させてみて（手順No. 14）、手順No. 15
と16に進む。

21. シートを元どおり取り付けて固定する。
22. 船尾のドレンプラグを元どおり取り付ける。
23. 後にウォータクラフトを水上に戻し、10分間以上走ら

せて、残っている水を完全に蒸発させ、塩などの異物を
排気口から排出させる。
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ドライブシャフト
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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 カップリングカバーボルト 8.8 0.9 L

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（本文参照） ［A］0.1 mm以下 0.2 mm

［B］0.2 mm以下 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

カワサキボンド（シリコンシーラント）：

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、
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バイスで固定し、カップリングを外す。

特殊工具 - カップリングホルダ#2：57001–1423［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。
ネジロック剤をカップリングのねじ部に塗布し、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）

グリースシールのリップ部とドライブシャフトのスプライン部に
グリースを塗布する。

ドライブシャフトホルダの取り外し／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

グリースシール（小）を押して、グリースシール（大）とベアリ
ングとグリースシール（小）をホルダから抜き取る。
［A］スリーブ
［B］ブロック
［C］押す

ドライブシャフトホルダの組み付け／取り付け

•グリースシールを新品と交換する。

•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。
各部品を以下の順序で取り付ける。
グリースシール（小）2個［A］
ベアリング1個［B］
グリースシール（大）2個［C］
船首側［D］

特殊工具 - ベアリングドライバセット：57001-1129

スプリングが付いた側が外側を向くようにシールを取り付け
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。［F］

•ベアリングの内面とグリースシールのリップ部に耐水グリー
スを塗布する。

•サークリップの側が船首方向に向くように、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）

•エンジンカップリング［B］とドライブシャフトカップリング［C］
のすき間［A］が3 ∼ 5 mmあるか確認する。
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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振れ

• ドライブシャフトをVブロックで支え、図に示したドライブシャ
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、ドライブシャフトを交
換する。

［ドライブシャフトの振れ］

標準値： 0.1 mm以下［A］

0.2 mm以下［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 ポンプブラケット取り付けボルト（2） 19 1.9 LN、SS

2 ポンプブラケット取り付けボルト（4） 9.8 1.0 L

3 ポンプ取り付けボルト 36 3.7 L

4 グレート取り付けボルト 9.8 1.0 L

5 ポンプカバー取り付けボルト 7.8 0.80 L

6 インペラ 98 10

7 ポンプキャップボルト 3.9 0.40 L

8 ポンプアウトレット取り付けボルト 19 1.9 L

9 ステアリングノズルピボットボルト 19 1.9 L

10 ポンプキャッププラグ 3.9 0.40

11 冷却水フィルタカバー取り付けボルト 9.8 1.0 L

12 ステアリングケーブル継ぎ手ボルト 9.8 1.0 L

13 ウォータホース継ぎ手 – – L

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（高強度：ロックタイト271相当）を塗布する。
M： 二硫化モリブリ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。
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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 147.5 ∼ 147.7 mm 146.5 mm

ポンプケース内径 148.0 ∼ 148.1 mm 149.1 mm

インペラクリアランス 0.15 ∼ 0.3 mm 0.6 mm
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特殊工具とシーラント

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

インペラホルダ：

57001-1393

インペラホルダ：

57001-1695

カワサキボンド（シリコンシーラント）：

56019-120
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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傾ける。

•ポンプカバー取り付けボルト［A］を外し、ポンプカバー［B］
を取り外す。

•グレート取り付けボルト［A］を外し、グレート［B］を取り外す。

•継ぎ手トボルト［A］を外して、ステアリングケーブルの継ぎ手
部を外す。

• インレット冷却水ホースのクランプ［B］をゆるめて、ホース
［C］を引き抜く。

•ポンプ取り付けボルト［A］を外す。

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

•ポンプブラケットを取り外すには以下の作業を行う。
船体内のポンプブラケット取り付けボルト［A］とワッシャを外
す。
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ポンプとインペラ

ポンプブラケット取り付けボルト［A］を外す。

図中に示された範囲［A］のシーラントを切り取り、ポンプブ
ラケット［B］を取り外す。

ポンプの取り付け

•ポンプインテーク周辺の古いシーラントすべてを取り除く。

•ポンプブラケットの外側にシリコンシーラント［A］を十分に塗
布し、ブラケットと船体のすき間をふさぐ。

シーラント - カワサキボンド（シリコンシーラント）：56129-120
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ポンプとインペラ

•ポンプブラケット［A］を船体に取り付ける。
ネジロック剤またはネジロック剤（高強度：ロックタイト271相当）を下記のボルトに塗布し、しっかり締め付
ける。

トルク - ポンプブラケット取り付けボルト（2）［B］：19 N·m (1.9 kgf·m)－（ロックタイト271相当）

ポンプブラケット取り付けボルト（4）［C］：9.8 N·m (1.0 kgf·m)

船体のポンプブラケット取り付けボルト（2）は、ボルトヘッドをシリコンシーラントで覆うこと。

シーラント - カワサキボンド（シリコンシーラント）：56129-120

• トリムシール［A］が所定の位置にあることを確認する。

• ドライブシャフトのスプラインに耐水グリースを塗布する。

• ポンプを取り付ける。

•ネジロック剤をポンプ取り付けボルトに塗布し、しっかり締め付ける。

トルク - ポンプ取り付けボルト：36 N·m （3.7 kgf·m）
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ポンプとインペラ

•グレート［A］を取り付ける。
トリムシール［B］が所定の位置にあることを確認する。

•ネジロック剤をグレート取り付けボルトに塗布し、しっかり締め付ける。

トルク - グレート取り付けボルト：9.8 N·m （1.0 kgf·m）

•船体のシール［A］が所定の位置にあることを確認する。

船体とシールのすき間をふさぐために、シール［B］の外縁
［A］にシリコンシーラントを塗布する。

シーラント - カワサキボンド（シリコンシーラント）：56129-120

•ポンプカバーを取り付ける。
シール［A］が所定の位置にあることを確認する。
ネジロック剤をポンプカバー取り付けボルトに塗布し、しっ
かり締め付ける。

トルク - ポンプカバー取り付けボルト：7.8 N·m （0.80 kgf·m）
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ポンプとインペラ

ポンプの分解

•ステアリングノズルピボットボルト［A］を外し、ステアリングノ
ズル［B］を取り外す。

•ポンプアウトレット取り付けボルト［A］を外し、ポンプアウトレッ
ト［B］を取り外す。

•ポンプキャップボルト［A］を外し、ポンプキャップ［B］を取り
外す。

• インペラからインペラシールを取り外す。

•損傷しないように注意して、シャフトをインペラホルダに固定
する。

•ポンプシャフトからインペラを取り外す。

特殊工具 - インペラホルダ：57001-1695［A］

インペラレンチ：57001-1228［B］
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ポンプとインペラ

•ブッシュ［B］を押して［A］ボールベアリング［C］とブッシュを
ポンプケースから外す。

•サークリップを取り外す。

•グリースシールを取り外す。

特殊工具 - オイルシール＆ベアリングリムーバ：57001-1058［A］

•ポンプシャフトとベアリングを取り外す。

•ハンドプレス［A］を使って、ポンプシャフト［B］を押し出し、
ボールベアリング［C］を取り出す。

•ポンプベアリングを取り付ける前に、圧縮空気を使ってほこ
りや異物をポンプケースから吹き飛ばす。

•ポンプベアリングを取り付ける前に、冷却水フィルタカバー
［C］を取り外して、ポンプケース［B］の内側または外側［A］
の冷却水フィルタに異物が付着していないか点検する。
グレードの高い耐水グリースをOリング［D］に塗布する。
ネジロック剤を冷却水フィルタカバー取り付けボルトに塗布
し、しっかりトルク締めする。

トルク - 冷却水フィルタカバー取り付けボルト：9.8 N·m （1.0 kgf·m）
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•必要ならグリースシールを新品に交換し取り付ける。

特殊工具 - ベアリングドライバセット：57001-1129

スプリングのある面が外側を向くように個々のシール［A］を
ポンプケース［B］に圧入する。
シール間のすき間［C］にグレードの高い耐水グリースを充
填し、シールリップ［D］にもグレードの高い耐水グリースを塗
布する。

•サークリップ［E］を取り付ける。

•ブッシュ［F］をポンプケースに押し込む。
グレードの高い耐水グリース［G］を充填する。

•新品のベアリングを底付きするまでポンプケース［A］に圧入
する。

特殊工具 - ベアリングドライバセット：57001-1129［B］
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•ポンプシャフトベアリングを取り付ける。

•ハンドプレス［A］を使って、新しいボールベアリング［B］のイ
ンナレースがポンプシャフトの段部分［C］にあたるまでシャ
フトを押し込む。

•ポンプシャフト［E］にOリング［D］を取り付ける。
Oリングにグレードの高い耐水グリースを塗布する。

•ポンプシャフトネジ部［A］に二硫化モリブデングリースを塗
布する。

•ポンプケースの中にポンプシャフト［B］とベアリングを押し込
む。

•インペラをねじ込んで締め付ける。

特殊工具 - インペラホルダ：57001-1393

インペラレンチ：57001-1228

トルク - インペラ：98 N·m (10 kgf·m)

•インペラシール［A］を目視点検して、必要なら交換する。

• インペラにシールを取り付ける。
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•Oリング［A］がポンプキャップ［B］およびプラグ［C］上の所定
の位置にあることを確認する。
Oリングにグレードの高い耐水グリースを塗布する。

• 以下を取り付ける。
ポンプキャップ
ポンプキャッププラグ
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 - ポンプキャッププラグ：3.9 N·m （0.40 kgf·m）

ポンプキャップボルト：3.9 N·m （0.40 kgf·m）

ポンプアウトレット取り付けボルト：19 N·m （1.9 kgf·m）

ステアリングノズルピボットボルト：19 N·m （1.9 kgf·m）

•ポンプシール［A］がポンプケース上の所定の位置にあるこ
とを確かめる。

インペラの点検

•定期点検整備の章のインペラの点検を参照。

インペラ外径の測定

• インペラ外径を測定する。
インペラが使用限度を超えて摩耗していたら新品と交換す
る。

［インペラ外径］

標準値： 147.5 ∼ 147.7 mm

使用限度： 146.5 mm
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ポンプの点検

•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。
ポンプケースが使用限度を超えて摩耗していたら新品と交
換する。

［ポンプケース内径］

標準値： 148.0 ∼ 148.1 mm

使用限度： 149.1 mm

インペラクリアランス

• インペラクリアランスはポンプ性能に決定的な影響を及ぼ
す。ポンプケースとインペラに目に見える損傷がなくても、イ
ンペラクリアランスが大き過ぎるとポンプ性能が低下する。

•インペラクリアランスを点検するには、グレートを取り外し、イ
ンペラブレード［B］の先端とポンプケース［C］の間にすき間
ゲージ［A］を挿入する。

［インペラクリアランス］

標準値： 0.15 ∼ 0.3 mm

使用限度： 0.6 mm

インペラクリアランスが正しくない場合は、摩耗または損傷
によるものか調べる（ポンプとインペラの点検の項を参照）。

冷却水フィルタカバーの取り外し／取り付け

• クランプ［A］をゆるめて、ホース［B］を引き抜く。

•フィルタカバー取り付けボルト［C］を取り外す。

•フィルタカバー［D］を取り出す。

•ガスケットを新品に交換する。

•取り付け手順は取り外し手順を逆に行う。

•ネジロック剤をフィルタカバー取り付けボルトに塗布し、しっ
かりトルク締めする。

トルク - フィルタカバー取り付けボルト：9.8 N·m （1.0 kgf·m）
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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 ハンドルバー取り付けボルト 16 1.6 L

2 スタート／ストップスイッチケース取り付けスクリュ 3.9 0.40

3 スロットルケース取り付けスクリュ 3.9 0.40

4 ステアリングシャフトロックナット 49 ∼ 59 5.0 ∼ 6.0

5 ステアリングシャフトナット 2.9 0.30

6 ステアリングホルダ取り付けボルト 20 2.0 LN

7 ステアリングネック取り付けボルト 16 1.6 L

8 ステアリングケーブル継ぎ手ボルト 9.8 1.0 L

9 ステアリングケーブルナット 39 4.0

10. ブザー
11. ステアリングポジションセンサ
12. マグネット
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（高強度：ロックタイト271相当）を塗布する。
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特殊工具とシーラント

ボックスレンチ(27 mm)：

57001-1451

カワサキボンド（シリコンシーラント）：

56019-120

ナット締付け板：

57001-1698
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ステアリングケーブル

ステアリングケーブルの調整

•ステアリングケーブルを点検する。
ハンドルバーを直進位置にする。

•ステアリングノズル［A］がノズル室の両側から等しい距離［B］
にあるか点検する。

•必要ならステアリングケーブルを調整する。
ステアリングノズルの右側にあるステアリングケーブル先端
のロックナット［A］をゆるめる。
ケーブル継ぎ手ボルト［B］を外し、ステアリングノズルから
ケーブル継ぎ手［C］を取り外す。
ハンドルバーを直進位置にする。
ケーブル上の継ぎ手を回して、ステアリングを調整する。
ケーブル継ぎ手ボルトを仮締めして継ぎ手をノズルに接続
し、ケーブル調整具合をもう一度確認する。
調整が正しいときは、ケーブル継ぎ手ボルトをゆるめてネジ
ロック剤を塗る。それからケーブル継ぎ手ボルトとステアリン
グケーブルロックナットを本締めする。

•締め付ける。

トルク - ケーブル継ぎ手ボルト：9.8 N·m (1.0 kgf·m)

追加点検として、ハンドルバーを左および右一杯に回し、ノ
ズルとノズル室の間隔を測定する。左右に一杯にきった状
態で両方とも同じ間隔でなければならない。

ステアリングケーブルの取り外し

•スクリュ［A］を外し、小物入れ（前部）［B］を取り外す。
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ステアリングケーブル

•ステアリングケーブル前端のロックナット［A］をゆるめ、ボー
ル継ぎ手の外側スリーブをずらして、ボール継ぎ手［B］を取
り外して、ケーブルの前端からロックナットを取り外す。

•ホルダ［A］をケーブルブラケットから引き抜く。

•ステアリングケーブル［B］をずらしてケーブルブラケット［C］
から外す。ケーブルが取り外しにくい場合にはケーブルブ
ラケット取り付けボルト［D］を外し、ケーブルブラケットを取り
外す。

•ウォータクラフトを左側に傾け、ポンプカバーを取り外す（ポ
ンプとインペラの章を参照）

注意

ウォータクラフトは決して右側に傾けてはいけない。排気
系統の水が逆流してエンジンに入り、重大な損傷を引き
起こす。

•ステアリングケーブルの後側のロックナット［A］を外し、継ぎ
手ボルト［B］を取り外す。

•継ぎ手［C］とロックナットをケーブルから取り外す。

•レンチを使って船体の大型ナット（ステアリングケーブルナッ
ト）を外す。
大型ナット（ステアリングケーブルナット）の取り外しには、特
殊工具のボックスレンチ［A］を利用すると便利である。

特殊工具 - ボックスレンチ：57001-1451

•スナップリング［A］、ワッシャ［B］、およびOリング［C］と共に
ステアリングケーブルを後方向に引く。
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ステアリングケーブル

ステアリングケーブルの取り付け

•ケーブルを船体に通しやすくするため、短いゴムかプラス
チックのチューブをケーブル前端にかぶせる。

•ケーブルの取り付けを容易にするため、新しいケーブルの
外側を潤滑する。

•締め付ける。

トルク - ステアリングケーブルナット：39 N·m (4.0 kgf·m)

•ケーブル継ぎ手ボルトとステアリングケーブルブラケット取り
付けボルトを取り外した場合、ネジロック剤を塗布する。

•締め付ける。

トルク - ケーブル継ぎ手ボルト：9.8 N·m (1.0 kgf·m)

•継ぎ手ボール［A］に耐水グリースを塗布する。

•ステアリングケーブルを調整する（ステアリングケーブルの
調整の項を参照）。

ステアリングケーブルの点検

•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。

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密封式のため、潤滑は不要であ
る。シールに損傷がある場合はケーブルを交換すること。
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ハンドルバー

ハンドルバーの取り外し

•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。

•ブザー［C］を押しながら［B］、インナパッド［A］を取り外す。

•ボルト［A］を外し、パッドホルダ［B］を取り外す。

•スロットルケース取り付けスクリュを外し、スロットルケース［A］
を取り外す。

•スイッチケース取り付けスクリュを外し、スイッチケース［B］を
取り外す。

• パイプ［C］を外す。

• クランプ［D］を切除する。

•ハンドルバーの取り付けボルト［A］を外し、ハンドルバーク
ランプ［B］およびハンドルバー［C］を取り外す。
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ハンドルバー

ハンドルバーの取り付け

•パッドホルダを取り付ける。
ネジロック剤をパッドホルダボルトに塗布する。

•ハンドルバーをステアリングネックのホルダに取り付ける。

•ネジロック剤をハンドルバー取り付けボルトに塗布する。

ハンドルバー左側のポンチマーク［A］をすき間［B］に合わ
せる。
ハンドルバーの取り付けボルトを、前側、後側の順に規定の
トルクで締め付ける。

トルク - ハンドルバー取り付けボルト：16 N·m (1.6 kgf·m)

•燃料タンクベントホースを取り付ける。
燃料系統の章にある燃料タンクベントホースの取り付けを参
照。

•スロットルケースとスイッチケースを取り付ける。

•スクリュを締め付ける。

トルク - スロットルケース取り付けスクリュ：3.9 N·m (0.40 kgf·m)
スタート／ストップスイッチケース取り付けスクリュ：3.9

N·m (0.40 kgf·m)

•インナパッドのくぼみ［C］にブザー［B］を押し込みながら、
インナパッド［A］をハンドルバーに取り付ける。

•ハンドルバーパッドの穴［B］にパッドホルダのボス［A］を取
り付ける。
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ハンドルバー

•パッドの突起［B］をパッドの溝［C］に合わせる［A］。
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ステアリング

ステアリングの取り外し

•ハンドルバーおよびパッドホルダを取り外す（ハンドルバー
の取り外しを参照）。

•右側ステー［A］を取り外す（船体とエンジンフードの章、ミ
ラーステーの取り外しの項を参照）。

•ステアリングカバー取り付けボルト［B］［C］を外し、ステアリ
ングカバー［D］を持ち上げる。

•小物入れ（前部）を取り外す（船体とエンジンフードの章、小
物入れ（前部）の取り外しの項を参照）。

• 取り外す。
ステアリングポジションセンサのリード線コネクタ［A］
ブザーコネクタ［B］
マルチファンクションメータのリード線コネクタ［C］
上端のステアリングケーブルボール継ぎ手

•グロメット取り付けプレート［A］およびグロメット［B］を取り外
す。
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ステアリング

• マルチファンクションメータのリード線［A］およびブザーの
リード線［B］をグロメットから引き抜く。

•ステアリングカバー［C］を取り外す。

•ステアリングネックの取り付けボルト［A］を外し、ステアリング
ネック［B］を取り外す。

•割りピン［A］とステアリングシャフトロックナット［B］を取り外
す。

• ホルダ［C］を取り外す。

•ステアリングホルダの取り付けボルト［A］、ナット、およびワッ
シャを外し、ステアリングホルダ［B］を持ち上げる。

•エアインテークダクトの取り付けボルト［A］を外し、エアイン
テークダクト［B］をステアリングホルダ［C］から取り外す。
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ステアリング

•スイッチケースリード線コネクタを外し、リード線［A］を船体
から引き抜く。

•燃料ベントホースの上端でパイプを外し、燃料ベントホース
［B］を下に引き抜く。

•スロットルケースの位置でスロットルケーブルの上端を外し、
スロットルケーブル［C］を下に引き抜く。

• ロックプレート［A］を取り外す。

•ステアリングシャフトナット［B］を外し、ステアリングシャフト
［C］を下に引きぬく。

•ステアリングホルダを取り外す。

ステアリングの取り付け

•ステアリングホルダ［B］のガスケット［A］を新品と交換する。

•ステアリングホルダを取り付ける前に、ブッシュが損傷また
は摩耗していないか点検する。
ブッシュが損傷または摩耗している場合は、新品と交換す
る。

•グリースを塗布する。
ブッシュ［A］

ステアリングシャフト［B］
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ステアリング

•ステアリングシャフトを取り付ける。

•ステアリングシャフトナット［A］を手で締め付け、一度ゆるめ
る。

•ナット締付け板［A］をステアリングシャフトナット［B］に付け
る。

• 2つのボルト［C］でプレートを取り付ける。

特殊工具 - ナット締付け板：57001-1698

• トルクレンチの角ドライブ部分［D］をプレートの四角穴に差
し込む。

•ナットと共にプレートにトルク（2.6 N·m, 0.27 kgf·m）をかける。

トルク - ステアリングシャフトロックナット：29 N·m (0.30 kgf·m)
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ステアリング

•ボルトとナット締付け板（特殊工具）を取り外す。

•ステアリングシャフトナットをゆるめ、2回以内でねじ部［A］が
プレート［C］の穴［B］に揃うようにする。

•ボルト［D］を締め付け、ステアリングシャフトにあそびがなく、
自由に回転するか点検する。

要点
ケーブルを接続した時、ステアリングシャフトはスムーズ
に回るようでなければならない。

•エアインテークダクト[B]をステアリングホルダ[C]に取り付け
る。

•エアインテークダクト取り付けボルト[A]にネジロック剤を塗
布する。

•ステアリングシャフトロックナット［A］にトルクをかけ締め付け
る。

トルク - ステアリングシャフトロックナット：49 ∼ 59 N·m (5.0 ∼ 6.0

kgf·m)

•ステアリングシャフトを左および右方向いっぱいに回して、
ステアリングポジションセンサがマグネットに接触しないか確
認する。

•ステアリングポジションセンサ［B］とマグネット［C］のすき間
［A］を、すき間ゲージで確認する。

［ステアリングポジションセンサのすき間］

標準値： 0.5 ∼ 1.5 mm

必要に応じ、ステアリングシャフトのナットを回してすき間を
調整する。
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ステアリング

•割りピン［A］を新品に交換する。

要点
割りピン取り付けの際、ロックナットのスロットがステアリ
ングシャフトの割りピンの穴に合わない場合、ロックナット
を時計回り［B］に締め付け次の穴に合わせる。
角度は30度以内でなければならない。
スロットが も近い穴を通過してしまった場合には、一度
ゆるめてからもう一度締め付ける。

• 割ピンを曲げる。

•ステアリングホルダを取り付ける。

•ネジロック剤（高強度：ロックタイト271相当）をステアリングホ
ルダの取り付けボルトに塗布する。

• 締め付ける。

トルク - ステアリングホルダ取り付けボルト：20 N·m (2.0 kgf·m)

•矢印マーク［B］がフロントを向くようにステアリングネック［A］
を取り付ける。

•ネジロック剤をステアリングネック取り付けボルトに塗布する。

• 締め付ける。

トルク - ステアリングネック取り付けボルト：16 N·m (1.6 kgf·m)

•ダンパ［A］が所定の位置にあるか確認する。

•ネジロック剤をグロメット取り付けプレートに塗布する。

•ネジロック剤をステアリングカバー取り付けボルトに塗布す
る。

•ステアリングカバー取り付けボルトをステアリングカバーに取
り付ける。

•ネジロック剤をシフトレバーナットに塗布する。

•シフトケーブルおよびステアリングケーブルを調整する。
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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 クロスメンバボルト 7.8 0.80 L

2 ハンドレイルボルト 9.8 1.0 L

3 ロックアッシナット 4.9 0.5

4 フロントダクトボルト － － L

5 ダンパボルト － － L

6 ダンパブラケットボルト － － L

7 フロントストレージコンパートメントカバーボルト － － L

8 ヒンジボルト － － L

9 フロントストレージコンパートメントフックボルト － － L

10 ステアリングカバーボルト － － L

11 メータスクリーンボルト － － L

12 シートフックボルト － － L

13 シートロックナット － － L

14 バックミラーステーボルト － － L

CY： 瞬間接着剤を塗布する。
L： ネジロック剤を塗布する。

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

締め付けトルク
No. 項目

N·m kgｆ·m
備考

1 スタビライザボルト 9.8 1.0 L

2 エアインレットダクトボルト － － L

3 エキゾーストアウトレットボルト － － L

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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フィッティング

シートの取り外し

• ラッチハンドル［A］を引く。

•シートを持ち上げ［B］、後方に取り外す［C］。

シートの取り付け

•シートフック［A］をデッキのブラケット［B］に挿入し、シートの
後端を前方に押してスライドさせロックする。

フロントストレージコンパートメントカバーの取り外し

• 取り外す。
ダンパブラケット取り付けボルト［A］
フロントストレージコンパートメントカバーブラケット取り付け
ボルト［B］
フロントストレージコンパートメントカバーアッシ［C］

•以下の部品を外し、ヒンジアッシを取り外す。
ダンパボルト［A］
ヒンジボルト［B］
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フィッティング

フロントストレージコンパートメントカバーの分解

•フロントダクトボルト［A］を外し、フロントダクト［B］を取り外す。

•ロックアッシナット［A］を外し、ロックアッシ［B］を取り外す。

•正しいサイズのドリルビット［B］を使い、リベット［A］を外し、
フロントダクトカバー［C］を取り外す。

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。
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フィッティング

フロントストレージコンパートメントカバーの組み立て

• リベッタ［B］を使用して、フロントダクトカバーをフロントダク
ト［A］にリベットで固定する。

• トリムシール［A］が所定の位置にあるか確認すること。

• ロックアッシナットを締め付ける。

トルク - ロックアッシナット： 4.9 N·m （0.5 kgf·m）

•ネジロック剤を以下のボルトに塗布する。
エアダクトボルト
ヒンジボルト
ダンパボルト

バックミラーステーの取り外し

•右側のバックミラーステー［A］を取り外すにはボルト［B］を
外す。

要点
船体内側のプレート［C］が 後のボルトを外すと落下す
る。

•左側のバックミラーステーを取り外すには、以下の手順を行
うこと。
クランプ［A］をゆるめ洗浄ホース［B］を外す。
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フィッティング

•洗浄キャップを外す。

•洗浄フィッティング［A］をダンパ［B］と共に船体から引き抜く。

•ボルト［C］を外し、左側のバックミラーステー［D］を取り外す。

要点
船体内側のプレート［E］が 後のボルトを外すと落下す
る。

バックミラーステーの取り付け

•ダンパ［A］が所定の位置にあるか確認する（両側）。

•船体内側の右側のプレート［A］には「R」マーク［B］が、左側
のプレート［C］には「L」マーク［D］が刻印されている。

•ネジロック剤をバックミラーステーボルトに塗布し、しっかりと
締め付ける。

•ダンパ［A］を船体に取り付ける。

要点
オイルを少量塗布すると挿入しやすくなる。
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フィッティング

•洗浄フィッティング［A］をダンパ［B］に取り付ける。

小物入れ（前部）の取り外し

•小物入れ（前部）取り付けスクリュ［A］を取り外す。

•小物入れ（前部）［B］を取り外す。

小物入れ（前部）の取り付け

•取り付けは取り外しの逆順で行う。

小物入れ（前部）の分解／組み付け

•シャフト［B］（両側）を回して引き出して、ストレージポケット
カバー［A］を取り外す。

•シャフトを取り付けるときは、シャフトの先端［C］（両側）をス
トレージポケットのくぼんだ部分［D］に差し込む。

•シャフト［B］（両側）を回して引き出して、ロック［A］を取り外
す。

•シャフトを取り付けるときは、シャフトの先端［C］（両側）をロッ
クのくぼんだ部分［D］に押し込む。
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フィッティング

クロスメンバの取り外し

•小物入れ（前部）を取り外す（小物入れ（前部）の取り外しを
参照）。

•ステアリングケーブルの上端［A］を外す。

•ホルダ［A］を外す。

•取り付けボルト［D］を外し、ケーブルブラケット［C］とケーブ
ル［B］から取り外す。

•右側カバーを取り外すにはホルダ［A］をケーブルブラケット
から取り外す。

•取り付けナット［A］とワッシャ［B］を外し、左右のカバー［C］、
［D］を取り外す。

• クロスメンバボルト［E］とブラケット［F］を外し、クロスメンバ
［G］を取り外す。
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フィッティング

クロスメンバの取り付け

•ネジロック剤をクロスメンバボルトに塗布し、しっかり締め付
ける。

トルク - クロスメンバボルト： 7.8 N·m （0.80 kgf·m）

•ダンパ［A］が所定の位置にあるか確認する。

•ネジロック剤をケーブル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。

ハンドレイルの取り外し

•シートを取り外す（シートの取り外しを参照）。

•ビルジブリ－ザからビルジホースを外す。

•船体内側の取り付けナット［A］とワッシャを外し、ロックアッ
シ［B］を取り外す。

•船体内側のナットを保持し、取り付けボルト［C］を外し、ハン
ドレイル［D］を取り外す。

ハンドレイルの取り付け

• ロックアッシとハンドレイルを取り付けるときは、ロックアッシ
の突起［A］とスタッドボルト［B］を船体の穴［C］に合わせる。

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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フィッティング

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。

スタビライザの取り外し

•スタビライザボルト［A］を外し、スタビライザ［B］を取り外す。

スタビライザの取り付け

•図のようにスタビライザを取り付ける。
スタビライザ［A］
チャインライン［B］
105 ±3 mm［C］
20 ±2 mm［D］

•ネジロック剤をスタビライザボルトに塗布し、しっかり締め付
ける。

トルク - スタビライザボルト： 9.8 N·m （1.0 kgf·m）
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船体（ハル）の交換

船体（ハル）を交換するには、以下の推奨順序で部品を取
り外す。

バッテリ及びパッド
エキゾーストパイプとエキゾーストマニホールド
インレットマニホールド
エンジンとエンジンマウント
エアフィルタ
ウォータボックスマフラ
ドライブシャフトとドライブシャフトホルダ
ポンプとホース
ステアリングカバー
ハンドルバーとステアリング
ステアリングケーブル
クロスメンバ
燃料タンクと注入口
冷却とビルジ系統のホース
バイパスホースとアウトレット
バンパ
エンジンフードラッチ
フロントストレージコンパートメントカバーとブラケット
ハンドレイル

以下の部品は再使用できないので、新品と交換する。
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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ラバー部品

要点
ウォータクラフトのラバー部品は、接着剤で接着されてい
る。ラバー部品交換時には、下記の接着剤または同等品
を使用すること。

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。

部品名 接着剤のタイプ

マット 合成ゴム系

エンジンフードガスケット 接着剤

フロントストレージコンパートメントカバー （P/N： 92104-3701）

トリムシール

ホルダ 瞬間接着剤

ハンドルバーグリップ

注意

瞬間接着剤でいったん接着した部品は、位置の修正が
効かないので十分に注意すること。

警告

瞬間接着剤が目や皮膚に付かないよう注意すること。万
一、瞬間接着剤が目に入った場合には、洗い流そうとし
ないで直ちに医師に治療を求めること。瞬間接着剤が指
に付いた場合には、その指を体の他の部分に接触させ
ず、そのまま硬化させること。硬化した接着剤は、いずれ
はがれ落ちる。

ラバー部品の位置
エンジンフードガスケット［A］
小物入れ（後部）トリムシール［B］
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ラバー部品

フロントストレージコンパートメントガスケット［A］
フロントストレージコンパートメントトリムシール［B］

ホルダ［A］

マット［A］

デッキ上のダンパ［A］（右舷側のみ）
20 mm［B］
30 mm［C］
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ラバー部品

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

•プラグ［A］を外す。

•取り付けボルト［F］、ナット［C］とワッシャ［G］を取り外す。

• リベット［D］をドリルで外す（リベットの取り外しを参照）。

•フロントバンパ［E］を取り外す。

フロントバンパの取り付け

•フロントバンパをリベットで船体フランジ部に固定する（リベッ
トの取り付けを参照）。

リヤバンパの取り外し

•コーナバンパ［A］とトリムストリップ［B］を取り外す。
プラグ［C］を取り出す。
リベット［D］をドリルで外す（リベットの取り外しを参照）。

• リヤバンパ［E］を取り外す。

リヤバンパの取り付け

•バンパをリベットで船体フランジ部に固定する（リベットの取
り付けを参照）。
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ラバー部品

サイドバンパの取り外し

• プラグ［A］を外す。

• リベット［B］をドリルで外す（リベットの取り外しを参照）。

• コーナバンパ［C］を取り外す。

• トリムストリップ［A］をサイドバンパ［B］から取り外す。

• リベット［A］をドリルで外す（リベットの取り外しを参照）。

サイドバンパの取り付け

•サイドバンパをリベットで船体フランジ部に固定する（リベッ
トの取り付けを参照）。

• トリムストリップを取り付ける。
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部品位置

1. 船首側
2. イグニションコイル#2、#3
3. イグニションコイル#1、#4
4. クランクシャフトセンサ
5. マグネト
6. スタータモータ
7. ヒューズケース
8. レギュレータ、レクチファイヤ
9. ECU（エレクトロニックコントロールユニット）
10. スタータリレー
11. バッテリ
12. リレーアッシ（メインリレー／燃料ポンプリレー）
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部品位置

13. 水温センサ
14. カムシャフトポジションセンサ
15. 油温センサ
16. 油圧警告灯スイッチ
17. スピードセンサ
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部品位置

18. 燃料レベルセンサ
19. ステアリングポジションセンサ
20. ブザー
21. マルチファンクションメータ
22. スタートスイッチ
23. エンジンストップスイッチ
24. キルスイッチコード（テザーコード）
25. イグニションスイッチ
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分解図



電気系統 14-7

分解図

締め付けトルク
No. 項目

N·m kgｆ·m
備考

1 転倒センサ取り付けスクリュ 1.5 0.15

2 電子部品ブラケットスクリュ 4.9 0.50 L

3 スタータリレーケースボルト 7.8 0.80

4 イグニションコイル取り付けボルト 8.8 0.90 L

5 水温センサ 15 1.5 テキスト参照

6 スタータリレー取り付けナット 3.5 ∼ 4.5 0.35 ∼ 0.45

7 スタータケーブル取り付けナット 3.5 ∼ 4.5 0.35 ∼ 0.45

8 タイミングロータボルト 20 2.0 L

9 クランクシャフトセンサスクリュ 4.4 0.45 L

10 ラバーグロメットホルダスクリュ 4.4 0.45 L

11 クランクシャフトセンサカバーボルト 7.8 0.80

12 油温センサ 15 1.5 テキスト参照

13 カムシャフトポジションセンサボルト 9.8 1.0 L

14 スパークプラグ 13 1.3

15 レギュレータ／レクチファイアボルト 7.8 0.80

16 リレーアッシ（メインリレー／燃料ポンプリレー）ボルト 2.5 0.25 L

17 ECU取り付けボルト 8.8 0.90 L

18 メインヒューズ取り付けブラケットボルト 7.8 0.80

19 ブラケット取り付けボルト 8.8 0.90 L

20. 吸気圧センサリード線コネクタにはグリースを塗布しない。
21. 吸気温センサリード線コネクタにはグリースを塗布しない。
22. メインヒューズ20A

EO： 指定のエンジンオイル（10W-30）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： 指定のシリコングリース（カワサキボンド：92137-1002）を取り付け穴に充填する。

WG： 耐水グリースを塗布する。



14-8 電気系統

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 マルチファンクションメータ取り付けボルト 3.9 0.40 L

2 燃料レベルセンサクランプスクリュ 2.9 0.30

3 スタート／ストップスイッチケース取り付けスクリュ 3.9 0.40

4 スピードセンサ取り付けボルト 3.9 0.40 L

5. マルチファンクションメータ
6. 燃料レベルセンサ
7. ブザー
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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 スタータモータ貫通ボルト 6.4 0.65 L、R

2 スタータモータ取り付けボルト 8.8 0.90 L

3 スタータモータアースボルト 8.8 0.90

4 スタータモータ端子ナット 8.8 0.90

5 ステータコイルボルト 12 1.2 L

6 グロメットホルダボルト 8.8 0.9 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。

WG： 耐水グリースを塗布する。
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配線図
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配線図
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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 －－－

スタータ系統

スタータモータ：

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 バッテリ電圧 14 ∼ 15 V －－－

オルタネータ出力電圧 48 ∼ 72 V －－－

ステータコイル抵抗 0.432 ∼ 0.648 Ω －－－

点火方式

イグニションコイル：

一次コイルの巻線抵抗 1.53 ∼ 2.07 Ω －－－

二次コイルの巻線抵抗 12.50 ∼ 16.91 kΩ －－－

スパークプラグ：

タイプ NGK CR9EK －－－

ギャップ 0.7 ∼ 0.8 mm －－－

クランクシャフトセンサ抵抗 408 ∼ 612 Ω －－－
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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

ホルダアタッチメント：

57001-1547

ハーネスアダプタ：

57001-1562

フライホイール＆プーリホルダ：

57001-1605

カワサキボンド（シリコンシーラント）：

56019-120

カワサキボンド（シリコングリース）：

92137-1002
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注意

電気系統の保守整備にあたっては、数多くの事項に注意し
なければならない。
バッテリケーブルを逆に接続しないこと。電子部品のダイ
オードを焼損させる恐れがある。
電気系統の他の部品を疑う前に、まずバッテリの状態を確
認すること。電気系統の正確なテストを行うときは、満充電
のバッテリを使用すること。
電子部品をハンマで叩いたり硬い面に落下させるなど衝撃
を与えてはならない。衝撃により部品に損傷を与える恐れ
がある。
電子部品を損傷から守るために、イグニションスイッチがオ
ンの状態もしくはエンジンが回転している状態では、バッテ
リを外したり他の接続を外してはならない。
スタータモータには大電流が流れるため、回転しないときに
スタータボタンを押したままにしないこと。スタータモータの
巻線を焼損させてしまう恐れがある。
配線図に規定されていない電圧またはワット数の照明バル
ブを使用しないこと。電球の過剰な熱によりメータやパネル
が変形する恐れがある。
バッテリのプラス（＋）端子に直結されているケーブルを、エ
ンジンに短絡させないように注意すること。
故障は、単一の部品だけではなく全体が関与していること
もある。故障原因が判明するまで、故障した部品を交換しな
いこと。別の要因により故障が生じている場合、故障原因と
なっている部品を修理または交換しない限り、故障した部品
を交換してもまた同じ故障が発生する恐れがある。
すべてのコネクタはきれいでゆるみがないことを確認し、す
べてのリード線には損傷や擦り切れ等がないことを点検す
る。劣化したリード線とコネクタを使用すると電気系統の動
作に影響を与えることがある。
コイルと巻線の抵抗値を測定する場合は、部品が冷えてい
る状態（室温）で行うこと。
色コード：

BK： 黒
BL： 青
BR： 茶
CH： チョコレート色
DG： 濃緑

G： 緑
GY： 灰
LB： 水色
LG： 若葉
O： 橙

P： ピンク
PU： 紫
R： 赤
W： 白
Y： 黄

電気コネクタ
コネクタ［A］
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注意

コネクタ［B］
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配線の点検

•配線に、焼損、擦り切れなどがないか目視点検する。
配線に問題が見られる場合、損傷している配線を交換する。

•各コネクタ［A］を引き抜き、腐食、汚れ、損傷を点検する。
コネクタが腐食したり汚れている場合は注意深く清掃する。
損傷している場合は交換する。

• 断線を点検する。
配線図を使用して、問題があると思われるリード線の端部を
探す。
ハンドテスタをリード線の両端に接続する。

特殊工具 - ハンドテスタ：57001-1394

テスタを×1 Ωレンジにセットし、数値を読む。
テスタが0 Ωを示さない場合はリード線が断線している。必
要に応じてリード線またはワイヤハーネス［B］を交換する。
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取り外し

•バッテリケーブル［A］を外す。

警告

けがや電気系統の損傷を防ぐため、バッテリケーブルは
必ず、アース（－）ケーブル先に取り外すこと。

•バンド［B］を外す。

•バッテリを慎重に持ち上げて、エンジンルームから取り出す。

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。

•バンドをかける。

•バッテリケーブルを接続する。必ずプラス（＋）ケーブルか
ら先に接続する。
ケーブルを2本とも接続した後、腐食防止のため端子とケー
ブルの端子にグリースを塗布する。
両端子に保護ブーツをかぶせる。

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、火花や爆発が起こり、負傷や死亡する恐れがある。
バッテリ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。

注意

バッテリの接続を逆にしないこと。

バッテリの取り扱い
電解液の注入

•電解液容器記載のモデル名［A］がバッテリのモデル名［B］
に合っていることを確認する。両者は同一でなければならな
い。

JT1500Dで使用しているバッテリ型名：YTX20L-BS

注意

バッテリのタイプによって電解液の量と比重が異なるた
め、容器にバッテリと同一のモデル名が記載してある電
解液を使用すること。この点を確認すれば、電解液の過
注入、バッテリ寿命の短縮、バッテリ性能の低下を防ぐこ
とが出来る。
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•バッテリ上面の封口シールに、剥離、破れ、穴がないことを
確認する。

•バッテリを平らなところに置く。

•封口シール［A］をはがす。

注意

注液直前までバッテリ注入口［B］の封口シールは、はが
してはいけない。

•ビニール袋から電解液容器を取り出す。

•容器の密封栓［A］を取る。

要点
密封栓は、あとでバッテリプラグとして使用するため捨て
ないこと。
容器のシール［B］をめくったり穴を開けたりしてはならな
い。

•電解液容器を逆さにして、バッテリの6個の注液口に6個の
シール部を合わせる。

•シールが破れるまで容器を充分に押し込む。電解液がバッ
テリに注ぎ込まれる。

要点
電解液の注入が止まることがあるので容器は傾けないこ
と。

•電解液が流れ込んでいるか確認する。
気泡[A]が出ていない注液口がある場合や、空になってい
ないセルがある場合は、容器の底を2 ∼ 3回軽く叩く[B]。

•容器をそのまま 低２０分間放置する。容器は空になるまで
バッテリから外さないこと。バッテリを正常に作動させるには､
容器内の電解液を残らず注入する必要がある。

注意

完全に空になる前に容器を外すと、バッテリの寿命を縮
める恐れがある。容器を２０分間放置して､電解液は全容
量を完全に注入すること。

•容器をバッテリから静かに外す。

•バッテリをそのまま60分間放置して、電解液を極板にしっか
り浸透させてから充電すること。

要点
電解液を注入した直後にバッテリの充電を行うと､バッテ
リの寿命を縮める恐れがある。注入後、バッテリをそのま
ま少なくとも60分間放置すること。
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初充電

•密封栓［A］を注入口にゆるく仮り置きする。

•初めて使用するバッテリは、必ず初充電を行ってから使用
する。

普通充電： 1.8 A × 5 ∼ 10時間

バッテリ充電器を使用する場合、充電器の取扱説明書に従
い初充電を行うこと。
充電器は、シール形バッテリ対応の充電器を使用すること。

要点
充電電流／時間の設定はバッテリの保管期間、温度、充
電器のタイプにより異なる。初充電後バッテリを30分間放
置し、電圧計でバッテリ端子間の電圧を点検する。12.8 V
より電圧が低い場合は、もう一度充電する。

•充電が完了したら、密封栓［A］を両手で全体に力をかけて
押し込む（強くたたかないこと、またハンマーは使用しない
こと）。密封栓はバッテリと同じ高さになるように押し込む。

注意

密封栓［A］をバッテリに取り付けた後、密封栓を取り外し
たり、水や電解液を追加したりしないこと。

要点
バッテリの寿命を長くするために、充電電流の3倍で15秒
間の負荷試験を行うことを推奨します。バッテリ端子間の
電圧を再度点検し、12.8 Vより低い場合は、もう一度充電
し、負荷試験を行う。それでも12.8 Vにならない場合は、
バッテリに問題がある。

使用上の注意
1) 補水は不要

通常の使用においてバッテリが寿命を迎えるまで、電解液を補充する必要はない。水を加えるため
に密封栓を無理にこじ開けることはきわめて危険である。決して行わないこと。

2) 補充電
エンジンを始動できない場合は、バッテリがあがっていることを意味する。仕様で規定されている電

流値（本章を参照）で5 ∼ 10時間の充電を行うこと。
急速充電がどうしても必要な場合、バッテリに記載されている 大充電電流と時間条件に厳密に

従うこと。

注意

このバッテリは、上記の方法によって補充電を行えば、通常は低下しないように設計されている。た
だし、指示と異なる方法で充電した場合、著しく性能が低下することがある。補充電中は決して密封
栓を外さないこと。過充電によってまれに過剰な量のガスが発生することがあっても、安全バルブの
作動により安全性は保たれる。

3) 数ヶ月間ウォータクラフトを使用しない場合
ウォータクラフトを保管する前に補充電を行い、（－）ケーブルを外した状態で保管する。保管中も1

か月に１度は補充電を行うこと。
4) バッテリの寿命

数回補充電を行ってもバッテリでエンジンを始動できない場合、バッテリ寿命を過ぎていることが考
えられる。バッテリを交換すること。（ただしウォータクラフトの始動システムに問題がないか確認する
こと）。
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警告

充電中はバッテリから水素と酸素が混合した爆発性のガスが発生するため、火花や火気を近づけな
いこと。またバッテリ充電器の使用に際しては、バッテリと充電器を接続してから充電器をONにする
こと。
それによってバッテリ端子に火花が発生し、バッテリガスに引火する危険性を防ぐことが出来る。
バッテリの近くに炎を近づけたり、バッテリ端子をゆるめないこと。
電解液には硫酸が含まれているため、肌や眼にかからないように注意すること。かかった場合には、
十分な量の水で洗い流すこと。異常を感じた場合には医師に相談すること。

互換性
シール形バッテリは、ウォータクラフトの適切な電装システムとの組み合わせでその性能を完全に発揮

することができる。従って純正品としてシール形バッテリが装着されているウォータクラフト以外に、シール
形バッテリを装着してはいけない。
純正品として通常のバッテリが装着されているウォータクラフトにシール形バッテリを装着すると、バッテ

リ寿命が短くなるので注意すること。

充電状態の点検
定期点検整備の章のバッテリ充電状態の点検を参照。

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従い、次の方法で補充電を行う。

警告

このバッテリはシールドタイプである。充電中であっても
シールキャップ［B］を取り外さないこと。水も入れないこ
と。下記の電流と時間で充電する。

［端子電圧：11.5 V以上12.8 V未満］

普通充電： 1.8 A × 5 ∼ 10時間（下の表を参照）

急速充電： 9.0 A × 1.0時間

注意

可能な限り急速充電を避けること。やむを得ず急速充電
を行った場合でも、あとで必ず普通充電を行う。

［端子電圧：11.5 V未満］

充電方法： 1.8 A × 20時間

要点
充電開始後にバッテリの電流引き込みが弱い場合は、充
電電圧を 大の25 Vに上げる。 大電圧での充電は5分
以内とし、バッテリが電流を引き込んでいるか確認する。
バッテリが電流を引き込むようになったら、電圧を下げて
バッテリケースに記載されている標準の充電電流で充電
する。5分経過しても電流を引き込まないときはバッテリを
交換する。

バッテリ［A］
バッテリチャージャ［B］
標準値［C］
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•バッテリ補充電後にバッテリの状態を確認する。
バッテリの状況は、充電が終わってから30分後に下表に従
い端子電圧を測定して判断する。

基準 判断

12.8 V以上 良好

12.0 V以上12.8 V未満 充電不十分→再充電が必要

12.0 V未満 充電不可能→交換する
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スタータリレーの取り外し

• 取り外す。
シート（船体とエンジンフードの章、シートの取り外しの項
を参照）。
小物入れ（後方）
バッテリ（バッテリの取り外しの項を参照）

•バッテリ端子からアース線を外す（バッテリの取り外しの項を
参照）。

•スタータリレーリード線コネクタ［A］を外す。

• ラバーキャップ［A］をスライドさせて出す。

•ナット［B］をバッテリとスタータリレースイッチのスタータ端子
から取り外す。

•スタータリレーケースボルト［C］を取り外し、絶縁ワッシャや
グロメットを紛失しないように注意しながら、リレーケース［D］
からスタータリレースイッチをスライドする。

スタータリレーの取り付け

•スタータリレースイッチ［A］をリレーケース［B］の中に取り付
ける。
絶縁ワッシャ［C］とグロメット［D］に耐水グリースを塗布する。
絶縁ワッシャとグロメットがすべて所定の位置にセットされて
いることを確認する。
スタータリレー取り付けナット［E］をしっかり締め付ける。

トルク - スタータリレー取り付けナット：4 N·m (0.40 kgf·m)

•ガスケット［A］を新品に交換する。

• ノックピン［B］が正しい位置にあることを確認する。

•グロメット［C］がリレーケース［D］の中に取り付けられている
ことを確認する。

•バッテリケーブルが、赤色のマークの付いたバッテリ端子に
接続されていることを確認する。

• 締め付ける。

トルク - スタータリレーケースボルト：7.8 N·m (0.80 kgf·m)
スタータケーブル取り付けナット：3.5 ∼ 4.5 N·m (0.35 ∼

0.45 kgf·m)

スタータリレーの点検

•スタータリレーを取り外す（スタータリレーの取り外しを参照）。

•ハンドテスタをR× 1 Ωのレンジにセットする。

• メータのリード線を図のようにスタータリレーに接続する。
抵抗が無限大にならない場合、スタータリレースイッチが正
常な状態に戻っていないので交換すること。

特殊工具 - ハンドテスタ：57001-1394



電気系統 14-25

スタータ系統

•ハンドテスタをR× 1 Ωのレンジにセットする。

•テスタのリード線を図のようにスタータリレーに接続する。

•図のように12 Vバッテリをつないで、スタータリレースイッチ
を作動させる。
スタータリレースイッチがかちっと音をたて、テスタがゼロを
示した場合、スタータリレースイッチの動作は正常。
テスタの表示値が高いか無限大（∞）の場合、スタータリレー
スイッチは動作不良なので交換すること。

スタータモータの取り外し

• 取り外す。
シート（船体とエンジンフードの章、シートの取り外しの項
を参照）。
インレットマニホールド（燃料系統（DFI）の章、インレットマ
ニホールドの取り外しの項を参照）

•ラバーキャップ［A］をずらし端子ナットを取り外す。

•取り付けボルト［A］を取り外す。

•スタータモータ［B］を引き抜く。

スタータモータの取り付け

注意

スタータモータシャフトやボディを叩かないこと。シャフト
やボディを叩くとモータを損傷する恐れがある。

•スタータモータを取り付ける前に、スタータモータのアース
となるスタータモータ脚部［A］とクランクケースの台座［B］を
清掃しておく。

•Oリング［A］にグリースを塗布する。

•スタータモータを取り付け、取り付けボルトを締め付ける。

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)



14-26 電気系統

スタータ系統

スタータモータの分解

•スタータモータを取り外す（スタータモータの取り外しを参照）

•スタータモータ貫通ボルト［A］を抜き、両端カバー［B］を取
り外し、ヨーク［C］からアーマチュアを引き抜く。

•ターミナルロックナット［A］とターミナルボルト［B］を取り外し、
ヨークからブラシプレート［C］と一緒にブラシを取り外す。

スタータモータの組み付け

•オイルシール［A］にグリースを薄く塗布する。

•爪付きワッシャ［B］をエンドカバーにはめ込む。

•プレートカバー［A］とプラス極ブラシアッシ［B］をヨーク［C］
内に取り付ける。

•ターミナルナット［D］をしっかり締め付ける。

•スプリング端［A］を適当なプレート［B］に固定し、アーマチュ
アをブラシの間に入れる。
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•Oリング［A］とワッシャ［B］を図のように取り付ける。

•ブラシプレートの突起［A］をエンドカバー溝［B］にはめ込む。

• ヨークの線［A］を両方のエンドカバーの線［B］に合わせる。

•スタータモータ貫通ボルト［C］を新品に交換する。

•締め付ける。

トルク - スタータモータ貫通ボルト：6.4 N·m (0.65 kgf·m)

ブラシの点検

•それぞれのブラシの長さ［A］を測定する。
使用限度を超えて摩耗が見られる場合、アース極のブラシ
アッシ［B］とプラス極のブラシアッシ［C］を交換する。

［スタータモータブラシの長さ］

標準値： 12 mm

使用限度： 6.5 mm

コンミテータの清掃と点検

•必要ならサンドペーパー［B］でコンミテータの表面［A］を磨
き、溝をきれいにする。
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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未満の場合は、スタータモー
タを新品と取り替える。

［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

•ハンドテスタのレンジを× 1 Ωにセットして、コンミテータセ
グメント［A］の部分間の抵抗を測定する。

特殊工具 - ハンドテスタ：57001-1394

セグメント間のどこかで抵抗値が高かったり無限大（∞）の
場合、コイルが断線しているのでスタータモータを取り替え
る必要がある。

•ハンドテスタを も高いレンジにセットし、セグメントとシャフ
ト［B］間の抵抗値を測定する。
導通があれば、アーマチュアは短絡しておりスタータモータ
を取り替える必要がある。

要点
この点検でアーマチュアに問題がなくても、ハンドテスタ
では検出できない形でアーマチュアに不良がある恐れが
ある。スタータモータとスタータモータ回路部品すべてが
点検で問題がなく、しかしスタータモータが始動しないま
たは弱くしか回らない場合には、スタータモータを新品と
交換する。

ブラシリード線の点検

•ハンドテスタを× 1 Ωレンジにセットし、図のように抵抗値を
測定する。
［A］端子とプラス極ブラシ
［B］ブラシプレートとアース極ブラシ

特殊工具 - ハンドテスタ：57001-1394

ゼロΩ付近にない場合は、ブラシリード線が断線している。
プラス極ブラシアッシかアース極ブラシアッシ、またはその
両方を交換する。

ブラシプレートと端子ボルトの点検

•ハンドテスタを 高のレンジにセットし、図のように抵抗値を
測定する。
［A］端子ボルトとブラシプレート
［B］端子ボルトとヨーク

測定値が０の時は、アース極ブラシアッシかプラス極ブラシ
アッシ、またはその両方が短絡している。アース極ブラシアッ
シとプラス極ブラシアッシを交換する。
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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、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
く回転するはずである［B］。

•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
るはずである。
ピニオンギヤが正常に機能しない場合、交換する。
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スタータ系統

スタータ回路

1. エンジンスタートスイッチ
2. メインヒューズ20 A
3. ジョイントコネクタT
4. スタータモータ
5. バッテリ12 V 18 Ah

6. スタータリレー
7. ジョイントコネクタU
8. イグニションスイッチ
9. ジョイントコネクタP

10. ジョイントコネクタG
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マグネト出力電圧

• 取り外す。
シート（船体とエンジンフードの章、シートの取り外しの項
を参照）
ダクトとエアフィルタ（燃料系統の章、エアフィルタの取り外
しの項を参照）

•３ピンステ－タコイルリード線コネクタ［A］を外す。

•エンジンをおよそ3 000 rpmで回転させ、ハンドテスタ［A］を
使用してオルタネータ出力（回路中）の電圧を測定し、電圧
値が下の表と合っているか確認する。

警告

電気的なショックをさけるため、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。

［マグネト出力電圧］

接続
メータレンジ

メータ（＋）端子 メータ（－）端子
標準値

250 V AC 白のリード線 白のリード線 48 ∼ 72 V

マグネト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。
マグネト出力電圧が低い場合、下の表に従いデジタルメー
タを使用してステータコイルの抵抗値を測定する。

［ステータコイル抵抗テスト］

接続
メータレンジ

メータ（＋）端子 メータ（－）端子
標準値

R × 1 Ω 白のリード線 白のリード線 0.432 ∼ 0.648 Ω

コイルの抵抗値が正常でありながら充電系統の電圧チェッ
クで異常が見られる場合、フライホイールの永久磁石の磁
力が低下している可能性があるため、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／取り付け

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

• 取り付けボルト［A］をゆるめレギュレータ／レクチファイア
［B］を取り外す。

• コネクタ［C］を外す。
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•防水のため、ハーネスコネクタの全周［A］にグリースを塗布
する。

• ボルトを締め付ける。

トルク - レギュレータ／レクチファイアボルト：7.8 N·m (0.80 kgf·m)

•ブラケットを取り付ける際は、ネジロック剤をブラケット取り付
けスクリュに塗布し、しっかり締め付ける。

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R× 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。

特殊工具 - ハンドテスタ：57001-1394

［レギュレータ／レクチファイヤの点検 単位：kΩ］

テスタ（＋）リード端子

端子 ＋ ∼ ∼ ∼ －

＋ － 500 ∼ ∞ 500 ∼ ∞ 500 ∼ ∞ 500 ∼ ∞

∼ 2 ∼ 20 － 500 ∼ ∞ 500 ∼ ∞ 500 ∼ ∞

∼ 2 ∼ 20 500 ∼ ∞ － 500 ∼ ∞ 500 ∼ ∞

∼ 2 ∼ 20 500 ∼ ∞ 500 ∼ ∞ － 500 ∼ ∞

（－）*

－ 2 ∼ 20 2 ∼ 20 2 ∼ 20 2 ∼ 20 －

（－）*：テスタ（－）リード端子
点検結果の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こと。

レギュレータの点検
回路から外したレギュレータをテストする場合は、3個の12 V
バッテリとテストライト（リード線付き12 V 3 ∼ 6 W電球）を用
意する。

注意

豆球は、パイロットランプとして働くばかりではなくレギュ
レータ／レクチファイアに流れる電流を制御する働きもす
る。従って、豆球の代わりに電流計を使ってはいけない。

•レギュレータ回路テストの第1ステップ。
図のように、テストライトと12 Vバッテリをレギュレータ／レク
チファイアに接続する。
図のように3ヶ所の端子を点検する。
テストライトが点灯する場合はレギュレータ／レクチファイア
に障害がある。交換すること。
テストライトが点灯しない場合は、次のステップに進む。
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•レギュレータ回路テストの第2ステップ。
“第1ステップと同じように”、図のようにテストライトと12 Vバッ
テリをレギュレータ／レクチファイアに接続する。
プラス（＋）端子に12 V電圧をかける。
図のように３ヶ所の端子を点検する。
テストライトが点灯する場合はレギュレータ／レクチファイア
に障害がある。交換すること。
テストライトが点灯しない場合は、次のステップに進む。

•レギュレータ回路テストの第3ステップ。
“第1ステップと同じように”、図のようにテストライトと12 Vバッ
テリをレギュレータ／レクチファイアに接続する。
12 Vバッテリを直列に追加し、プラス（＋）端子に瞬間的に
24 Vの電圧をかける。
図のように3ヶ所の端子を点検する。

注意

24 Vの電圧をかける時は、2 ∼ 3秒以内にする。それ以上
かけると、レギュレータ／レクチファイアが損傷する。また
24 V以上の電圧は絶対にかけないこと。

プラス（＋）端子に瞬間的に24 Vの電圧をかけたときにテス
トライトが点灯しなければ、レギュレータ／レクチファイアに
異常がある。交換すること。
レギュレータ／レクチファイアが上記テストに合格した場合
でも、なお、異常がある場合がある。すべての部品とバッテ
リを確認したあとも充電系統が正しく機能しない場合は、レ
ギュレータ／レクチファイアを良品に交換してテストを行う。

• 別のレギュレータ／レクチファイアを用いてテストを繰り返
す。

充電系統回路

1. ジョイントコネクタP
2. 負荷
3. メインヒューズ20 A
4. バッテリ12 V 18 Ah

5. ジョイントコネクタU
6. レギュレータ／レクチファイヤ
7. マグネト
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警告

点火系統は、きわめて高い電圧を発生する。強い電気
ショックを受けるので、エンジンの運転中はスパークプラ
グやスティックコイルに触れてはいけない。

注意

イグニションスイッチONの状態、あるいはエンジンが回転
中にバッテリリード線やその他の電装品の結線を外さな
い。ECU損傷の原因になる。
バッテリの逆接続はダイオードとECUを損傷するので、必
ず（－）リード線をアースする。

クランクシャフトセンサの取り外し

• 取り外す。
エンジン（エンジンの取り外し／取り付けの章、エンジンの
取り外しの項を参照）
クランクシャフトセンサカバーボルト［A］
クランクシャフトセンサカバー［B］

• スクリュを取り外す。
ラバーグロメットホルダスクリュ［A］
クランクシャフトセンサスクリュ［B］

•ラバーグロメット［C］をホルダ［D］に押し込む。

• クランクシャフトセンサ［E］を取り外す。

クランクシャフトセンサの取り付け

•センサリード線をカバー穴に通す。

• クランクシャフトセンサ［A］を取り付ける。

•ネジロック剤をセンサスクリュに塗布する。

• 締め付ける。

トルク - クランクシャフトセンサスクリュ：4.4 N·m (0.45 kgf·m)

•ラバーグロメット［B］をセンサカバー穴に取り付ける。

•グロメットの外側に耐水グリースを塗布する。

•グロメットホルダスクリュにネジロック剤を塗布する。

•センサリード線［C］を図のように通す。

• 締め付ける。

トルク - ラバーグロメットホルダスクリュ：4.4 N·m (0.45 kgf·m)
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•Oリングにグリースを塗布し、センサカバーの溝にはめ込む。

•シリコンシーラント［A］をクランクセンサ取り付け位置の左右
両側にあるクランクケースの上下の合わせ面に塗布する。

シーラント - カワサキボンド（シリコンシーラント）：56019-120

• クランクケースセンサカバーを取り付ける。

•締め付ける。

トルク - クランクシャフトセンサカバーボルト：7.8 N·m (0.80 kgf·m)

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

タイミングロータの取り外し

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

•クランクシャフトセンサカバーを取り外す（クランクシャフトセ
ンサの取り外しを参照）。

•タイミングロータ［A］を取り外す。
フライホイール＆プーリホルダ［B］を使用してタイミングロー
タを固定し、ボルト［C］をゆるめる。

特殊工具 - フライホイール＆プーリホルダ：57001-1605

ホルダアタッチメント：57001-1547［D］

タイミングロータの取り付け

•ロータをクランクシャフトにはめ込む。

•ネジロック剤をロータボルトに塗布する。

• ロータボルトを締め付ける。

トルク - タイミングロータボルト：20 N·m (2.0 kgf·m)

• クランクシャフトセンサカバーを取り付ける（クランクシャフト
センサカバーの取り付けを参照）。

クランクシャフトセンサの点検

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

• 2ピンのクランクシャフトセンサリード線コネクタ（青）［A］を外
す。

•ハンドテスタのレンジを× 100 Ωにセットし、ゼロに合わせ、
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。
規定値以上の抵抗がある場合、センサコイルのリード線が
断線しているので、新品と交換する必要がある。規定値より
はるかに低い抵抗値の場合、センサが短絡しているため、
新品と交換する必要がある。

［クランクシャフトセンサの抵抗］

標準値： 408 ∼ 612 Ω
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イグニションコイルの取り外し

• 取り外す。
シート（船体とエンジンフードの章、シートの取り外しの項
を参照）
小物入れ（前方）（船体とエンジンフードの章、小物入れ
（前方）の取り外しの項を参照）
スパークプラグキャップ（定期点検整備の章、スパークプラ
グの清掃と点検の項を参照）
クランプ［A］
ダブルスプリングクランプ［A］
燃料供給ホース［B］

• 取り外す。
ブラケット取り付けボルト［A］

•イグニションコイル一次リード線コネクタ［A］と転倒センサリー
ド線コネクタ［B］を外す。

•イグニションコイル［B］、転倒センサ［C］、燃料フィルタ［D］
が取り付けられた状態のままブラケット［A］を引き抜く。

•ナット［A］をゆるめてボルト、カラー［B］、イグニションコイル
［C］を取り外す。
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•ハイテンションリード線［B］をイグニションコイル［A］から引き
抜く。リード線を浸透性防錆剤で潤滑する。

イグニションコイルの取り付け

•ハイテンションリード線を各イグニションコイルに次のように
接続する。
#1ハイテンションリード線長さ340 mm［A］
#2ハイテンションリード線長さ450 mm［B］
#3ハイテンションリード線長さ540 mm［C］
#4ハイテンションリード線長さ600 mm［D］
各リード線に数字がマーク［E］されている。

•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する。

• #1、#4イグニションコイル［F］と#2、#3イグニションコイル［G］
をブラケット［H］に取り付ける。

•締め付ける。

トルク - イグニションコイル取り付けボルト：8.8 N·m (0.90 kgf·m)

•ネジロック剤をブラケット取り付けボルトに塗布する。

•締め付ける。

トルク - ブラケット取り付けボルト：8.8 N·m (0.90 kgf·m)

•取り外した部品を取り付ける。
ダブルスプリングクランプを新品と交換する（燃料系統（DFI)の章を参照）。
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イグニションコイルの点検
火花特性の測定

も正確にイグニションコイルの状態をテストするには、火
花特性の測定を行う。

•イグニションコイルを取り外す（イグニションコイルの取り外し
を参照）。

•スパークプラグキャップがスパークプラグリード線に取り付け
られている状態で、イグニションコイル［A］を市販のコイルテ
スタ［B］に接続し、火花特性を測定する。
補助リード線［C］

警告

高電圧のショックを避けるため、コイルやリード線に触れ
ないこと。

火花特性の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損傷している。

［イグニションコイルの火花特性］

標準値： 7 mm以上

•部品の損傷箇所を判断するため、スパークプラグリード線を
イグニションコイルから取り外した状態でもう一度火花特性
を測定する（イグニションコイルの取り外しを参照）。
火花特性が変わらず標準値未満の場合は、イグニションコ
イルそのものに問題がある。火花特性が標準値になった場
合は、スパークプラグリード線に問題がある。

コイル抵抗の測定
コイルテスタが利用できない場合でも、ハンドテスタを利用

してコイルの巻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、ハンドテスタは層間短絡と高電圧下での絶縁障
害に起因する短絡は検出できない。

• コイル端子から一次リード線を外す。

•次のように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。

•次のように二次コイル抵抗を測定する［B］。
ハイテンションリード線を取り外す（イグニションコイルの取り
外しを参照）。
テスタを二次リード線端子間に接続する。
テスタを× 1 kΩレンジにセットし、数値を読む。
ハンドテスタの数値が規定値と異なる場合には、コイルを交
換する。

［コイル抵抗］

標準値： 一次コイル1.53 ∼ 2.07 Ω

二次コイル12.50 ∼ 16.91 kΩ

テスタの数値が標準値の範囲内であれば、コイルの巻きは
問題がない。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
のと交換してみること。
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ハイテンションリード線抵抗値を測定する

•ハイテンションリード線［A］に目立った損傷がないか点検す
る。
ハイテンション線に損傷がある場合、スパークプラグリード
線を交換する。

•ハンドテスタ［B］を使用して、リード線抵抗値を測定する。

［スパークプラグリード線抵抗値］

標準値： 3.75 ∼ 6.25 kΩ

ハンドテスタの数値が標準値と異なる場合には、リード線を
交換する。

カムシャフトポジションセンサの取り外し

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

• クランプ［A］を切除する。

•カムシャフトポジションセンサリード線コネクタ［B］を外す。

• 取り外す。
カムシャフトポジションセンサボルト［A］
カムシャフトポジションセンサ［B］

カムシャフトポジションセンサの取り付け

•カムシャフトポジションセンサに取り付けるOリングにグリー
スまたはエンジンオイルを塗布する。

•締め付ける。

トルク - カムシャフトポジションセンサボルト：9.8 N·m (1.0 kgf·m)

カムシャフトポジションセンサの点検

• 取り外す。
シート（船体とエンジンフードの章、シートの取り外しの項
を参照）
カムシャフトポジションセンサリード線コネクタ［A］（外す）

•ハンドテスタ［B］を× 10 Ωレンジにセットし、コネクタの黄色
と黒色のリード線に接続する。

特殊工具 - ハンドテスタ：57001-1394

測定値が標準値を上回っている場合、センサコイルのリー
ド線が断線しているので交換する。標準値を大きく下回って
いる場合はセンサコイルがショートしているので交換する。

［カムシャフトポジションセンサの抵抗値］

標準値： 400 ∼ 460 Ω

•テスタを も高いレンジにセットし、カムシャフトポジションセ
ンサリード線とシャーシアース間の抵抗値を測定する。
抵抗値が無限大（∞）とならない場合は短絡が生じているた
め、カムシャフトポジションセンサを交換する必要がある。
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イグナイタの取り外し／取り付け

•燃料系統（DFI）の章のECUの取り外しの項を参照。

イグナイタの点検
イグナイタはECU（エレクトロニックコントロールユニット）に
内蔵されている。

注意

イグニションスイッチがONまたはエンジンが回転中にバッ
テリリード線や他の電装品の結線を外さない。これはECU
内のイグナイタを損傷から保護するためである。

イグニションコイル一次ピーク電圧の点検

要点
バッテリを充分充電しておくこと。

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

•すべてのスパークプラグからスパークプラグキャップを外す。

•新品のスパークプラグ［A］を各プラグキャップ［B］に取り付
け、エンジンでアースを取る。

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（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）。

• 取り外す。
小物入れ（前方）（船体とエンジンフードの章、小物入れ
（前方）の取り外しの項を参照）

•ピーク電圧アダプタ［A］をハンドテスタ［B］に取り付ける。
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•ハーネスアダプタ［C］を使用して、ピーク電圧アダプタ［A］
をイグニションコイル一次リード線コネクタ［D］に接続する。
ハンドテスタ［B］
イグニションコイル［E］
スパークプラグ［F］

特殊工具 - ハンドテスタ：57001-1394

ハーネスアダプタ：57001-1562

ピーク電圧アダプタ：57001-1415

タイプ：KEK-54-9-B

ハンドテスタレンジ：× DC 1000 V

［一次リード線側接続］

アダプタ
（赤、＋）

アダプタ
（黒、－）

#1、4イグニションコイル 赤 ←→ 黒／白（アース）

#2、3イグニションコイル 赤 ←→ 黒／白（アース）

警告

高電圧のショックを避けるため、スパークプラグやテスタ
接続に触れないこと。

•イグニションスイッチをONにし、キルスイッチコードキーをス
トップボタンに差し込む。

•スタータボタンを押して、エンジンを4 ∼ 5秒間回転させ、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。

• 1つのイグニションコイル当たり5回以上測定を繰り返す。

［イグニションコイル一次側ピーク電圧］

標準値： 250 V以上

•他のイグニションコイルについてもチェックを繰り返す。
測定値が規定値未満の場合、“点火系統のトラブルシュー
ティング”の表を参照してそれぞれのイグナイタの良否を判
定する。
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点火系統

クランクシャフトセンサピーク電圧の点検

要点
バッテリを充分充電しておくこと。

•ピーク電圧アダプタ［A］をハンドテスタ［B］に接続する。

特殊工具 - ピーク電圧アダプタ：57001-1415

タイプ：KEK-54-9-B

•ニードルアダプタセット［D］を使用してアダプタをクランクシャ
フトリード線コネクタ［C］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

［接続］

アダプタ（赤、＋） アダプタ（黒、－）

クランクシャフトセンサ 緑 ←→ 青

ハンドテスタレンジ：× DC 10 V

•イグニションスイッチをONにし、キルスイッチコードキーをス
トップボタンに差し込む。

•スタータボタンを押して、エンジンを4 ∼ 5秒間回転させ、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ピーク電圧］

標準値： 2.5 V以上

測定値が上記の標準値よりも低い場合、クランクシャフトセン
サを点検する（クランクシャフトセンサの点検の項を参照）。

カムシャフトポジションセンサピーク電圧の点検

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

•デジタルメータ［B］を10 V DCレンジにセットする。

•ピーク電圧アダプタ［C］をデジタルメータに接続する。

特殊工具 - ピーク電圧アダプタ：57001-1415

タイプ：KEK-54-9-B

•ニードルアダプタセット［A］を使用して、ピーク電圧アダプタ
をクランクシャフトセンサリード線コネクタ［D］に接続する。

特殊工具 - ニードルアダプタセット：57001-1457

［接続］

カムシャフトセンサリード線 アダプタ ハンドテスタ

黒 ← 赤 → （＋）

黄 ← 黒 → （－）

•イグニションスイッチとエンジンストップスイッチをオンにする。

•スタータボタンを押しエンジンを4 ∼ 5秒回転させ、カムシャ
フトポジションセンサのピーク電圧を測定する。

• 5回以上測定を繰り返す。

［カムセンサピーク電圧］

標準値： 0.4 V以上

ピーク電圧が規定値未満の場合、カムシャフトポジションセ
ンサを点検する。
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スパークプラグの取り外し

•定期点検整備の章の、スパークプラグの清掃と点検を参照。

スパークプラグの取り付け

•定期点検整備の章のスパークプラグの清掃と点検を参照。

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清掃と点検を参照。

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清掃と点検を参照。

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と点検を参照。
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点火系統

点火系統回路

1. ジョイントコネクタY
2. ジョイントコネクタX
3. ジョイントコネクタW
4. クランクシャフトセンサ
5. リレーアッシ（メインリレー、燃料ポンプリレー）
6. 転倒センサ
7. イグニションスイッチ
8. ジョイントコネクタP
9. ジョイントコネクタQ

10. ジョイントコネクタS
11. ジョイントコネクタR

12. エンジンストップスイッチ
13. メインヒューズ20 A
14. スタータモータ
15. バッテリ12 V 18 Ah
16. ジョイントコネクタU
17. スパークプラグ
18. イグニションコイル
19. カムシャフトポジションセンサ
20. スロットルセンサ
21. ECU(エレクトロニックコントロールユニット)



電気系統 14-45

点火系統



14-46 電気系統

カワサキスマートステアリングシステム

ステアリングポジションセンサとマグネットの取り外し

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

• 以下を取り外す。
ステアリングポジションセンサのリード線コネクタ［A］
ステアリングホルダ上のリード線クランプ
ステアリングポジションセンサ取り付けスクリュ［B］
ステアリングポジションセンサ［C］

•取り付けスクリュ［A］をゆるめマグネット［B］を取り外す。

ステアリングポジションセンサとマグネットの取り付け

•ステアリングシャフトを［A］と［B］の方向に動かし、ステアリン
グシャフトに過大なあそびがないか点検する。
必要に応じてステアリングシャフトナットを調整するかブッ
シュを交換する。

•ネジロック剤をステアリングポジションセンサ取り付けスクリュ
とマグネット取り付けスクリュに塗布する。

•ステアリングポジションセンサ［A］をステアリングホルダに取
り付け、マグネットの突起［B］をステアリングシャフトプレート
の穴［C］に合わせる。
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•ステアリングシャフトを左及び右方向いっぱいに回して、ス
テアリングポジションセンサがマグネットに接触するか確認
する。

•ステアリングポジションセンサ［B］とマグネット［C］のすき間
［A］を、すき間ゲージで確認する。

［ステアリングポジションセンサのすき間］

標準値： 0.5 ∼ 1.5 mm

必要に応じてステアリングシャフトナットを調整する。

•カワサキスマートステアリングシステムの動作を確認する。

カワサキスマートステアリングシステムの点検

•ウォータクラフトを水上に浮かべ、カワサキスマートステアリ
ングシステムを点検する。

•ハンドルバーを直進位置にする。

•スロットルレバーを握り、エンジンをおよそ4 000 rpmで4秒
以上回転させる。

•スロットルレバーを放す。

• 1秒以内にハンドルバーを左または右いっぱいに切り、エン
ジンの回転数がおよそ2 800 rpmに上昇することを確認する。

•ハンドルバーを直進位置に戻し、エンジンの回転数がアイ
ドル回転数まで低下することを確認する。
カワサキスマートステアリングシステムが正常に動作しない
場合は、ステアリングポジションセンサのすき間を確認する。

ステアリングポジションセンサのすき間

•ステアリングポジションセンサ［B］とマグネット［C］のすき間
［A］を、すき間ゲージで確認する。

［ステアリングポジションセンサのすき間］

標準値： 0.5 ∼ 1.5 mm

すき間が規定値にある場合はステアリングポジションセンサ
の入力電圧を点検する。
必要に応じてステアリングシャフトナットを調整する。
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カワサキスマートステアリングシステム

ステアリングポジションセンサ入力電圧の点検

•ステアリングポジションセンサの入力電圧を測定する。

要点
バッテリを充分充電しておくこと。

ニードルアダプタセット［C］を使用して、デジタル電圧計［A］
をステアリングポジションセンサのリード線コネクタ［B］に接
続する。

特殊工具 - ニードルアダプタセット：57001-1457

［ステアリングポジションセンサコネクタの接続］

メータ（＋）→ 赤／白端子

メータ（－）→ 黒端子

イグニションスイッチをONにする。
ハンドルバーを直進位置にする。
入力電圧を測定する。

［ステアリングポジションセンサ入力電圧］

標準値： バッテリ電圧

イグニションスイッチをOFFにする。
測定値が正常な場合、ステアリングポジションセンサの出力
電圧を点検する。
測定値が標準値外の場合、以下を確認する。
バッテリ電圧
メインヒューズ20 A
電源配線（ステアリングポジションセンサ回路を参照）
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ステアリングポジションセンサ出力電圧の点検

•ステアリングポジションセンサの出力電圧を測定する。

要点
バッテリを充分充電しておくこと。

ニードルアダプタセット［C］を使用して、デジタル電圧計［A］
をステアリングポジションセンサのリード線コネクタ［B］に接
続する。

特殊工具 - ニードルアダプタセット：57001-1457

［ステアリングポジションセンサコネクタの接続］

メータ（＋）→ 黄／黒端子

メータ（－）→ 黒端子

イグニションスイッチをONにする。
ハンドルバーを左または右にいっぱいに切る。
出力電圧を測定する。

［ステアリングポジションセンサ出力電圧］

標準値： 約0 V

要点
ハンドルバーを中央に戻した状態での出力電圧値の標
準値はバッテリ電圧となる。

イグニションスイッチをOFFにする。

測定値が標準値外の場合は以下を確認する。
ステアリングポジションセンサの故障
センサ回路の断線

測定値が正常にも関わらずカワサキスマートステアリングシ
ステムが正しく機能しない場合は、ECU及びスロットルボディ
内のアイドリングスピードコントローラの不良が考えられる。
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ステアリングポジションセンサ回路

1. ジョイントコネクタR
2. マルチファンクションメータ
3. ステアリングポジションセンサ
4. メインヒューズ20 A
5. ジョイントコネクタV
6. バッテリ12 V 18 Ah
7. ジョイントコネクタU
8. ECU（エレクトロニックコントロールユニット）
9. イグニションスイッチ

10. ジョイントコネクタP
11. ジョイントコネクタQ



電気系統 14-51

センサ

スピードセンサの取り付け／取り外し

•取り付けボルト［A］をゆるめスピードセンサアッシ［B］を取り
外す。

•キャップ［A］をゆるめる。

•スピードセンサコネクタを引き出し外す。

•スピードセンサアッシを取り付ける場合は以下に注意する。
シリコンシーラントをグロメット［A］とリード線の周りに塗布す
る。

スピードセンサの点検

•スピードセンサを取り外す。

•バッテリとテスタを図のようにセンサに接続する。
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センサ

•ウォータホイールを手でゆっくり回す。

•スピードセンサの出力電圧を測定する。

緑／赤（＋）、黒／白（－）→0 ∼ バッテリ電圧：2回転（ゆっ
くり回す）

出力電圧が1回転につき2回、0 Vからバッテリ電圧まで上が
らない場合は、センサを交換する。

•高速時のスピードセンサの出力電圧を測定する。
圧縮空気を使って、ウォータホイールを早く回す。

緑／赤（＋）、黒／白（－）→約5 V

圧縮空気で回した時に出力電圧が5 Vに達しなければ、セ
ンサを交換する。

燃料レベルセンサの点検

•フロントストレージコンパートメントカバーを開ける。

•燃料レベルセンサの2ピンコネクタを外す。

• クランプをゆるめ、燃料レベルセンサを燃料タンクから取り
外す。

•ハンドテスタのレンジを×1 kΩにする。

特殊工具 - ハンドテスタ：57001-1394

•テスタのリード線を白／赤及び黒／白のリード線に接続し、
フロートのスイッチ操作の抵抗値を測定する。

［メータの表示値］

センサが直立時［A］ 約8.03 kΩ

センサが倒立時［B］ 約0 Ω

メータは上記のように表示していなければならない。上記以
外の場合、燃料レベルセンサを交換する。
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スロットルセンサの取り外し／取り付け

•燃料系統（DFI）の章のスロットルセンサの取り外し／調整の
項を参照。

スロットルセンサの点検

•燃料系統（DFI）の章のスロットルセンサの項を参照。

水温センサの点検

•水温センサを取り外す。

•センサ［A］の感熱部分が隠れるまでテスト容器の中に入れ
る。

•正確な温度計［B］を水中に吊るす。

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。

•ハンドテスタを使用して、表の温度条件におけるセンサの内
部抵抗値を測定する。
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

吸気温センサの点検

•燃料系統（DFI）の章の吸気温センサの項を参照。

油温センサの点検

•油温センサを取り外す。

•センサ［A］の感熱部分が隠れるまでテスト容器の中に入れ
る。

•正確な温度計［B］を水中に吊るす。

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。

•ハンドテスタを使用して、表の温度条件におけるセンサの内
部抵抗値を測定する。
測定値が標準値を表示しない場合は、センサを交換する。

［油温センサの標準値］

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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マルチファンクションメータ

表示機能点検

•補助リード線を用いて、12 Vバッテリ［A］を図のとおりメータ
ユニット［B］のコネクタに接続する。
バッテリのプラス端子を端子［1］に接続する。
バッテリのマイナス端子を端子［2］に接続する。
［1］赤バッテリ（＋）
［2］黒アース（－）
［3］赤／青、スピードセンサ
［4］赤／白、イグニションスイッチ（＋）
［5］白／赤、燃料レベルセンサ
［6］青／黒、診断信号
［7］灰色、タコメータパルス
［8］緑／赤、スピードセンサパルス
［9］黒／白、ブザー（－）
［10］赤／黒、ブザー（＋）
［11］黄／青、SLO(スマートラーニングオペレーションモー
ド）
バッテリ電圧範囲：10 ∼ 16 V

•バッテリのプラス端子（＋）を端子［4］に完全に接続したとき、
メータパネルの種々の表示が消えた直後にすべてのLCD
セグメントとLED警告灯が数秒間点灯することを点検する。

•端子が外されたときに、LCDセグメントとLED警告灯すべて
が消灯することを確認する。
LCDセグメントとLED警告灯がまったく点灯しない場合は、
メータアッシを交換する。

［1］MODEボタン
［2］SETボタン
［3］燃料インジケータ
［4］燃料レベル計
［5］タコメータ
［6］スピードメータ
［7］“LED”警告灯
［8］エンジン油圧インジケータ
［9］FIインジケータ
［10］バッテリ電圧低下インジケータ
［11］エンジン冷却水温度インジケータ
［12］マルチファンクションディスプレイ

注意

メータユニットを落とさないこと。端子間を短絡させないこ
と。
エンジン運転中にマルチファンクションメータが正しく表示
されない場合、まず（－）バッテリ端子リード線をいったん
外し、再接続する。
そして、表示の異常を防止するために、標準のプラグと
プラグキャップが取り付けられているかどうか確認する。
プラグとプラグキャップはいずれも、純正品であること。こ
れら両部品には、抵抗器が内蔵されている。
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MODEボタンとSETボタンの点検

•MODE（モード）ボタンを押しつづけると、以下のように4つの
モード表示に切り替わっていくことを確認する。

•Clock（時刻）モードを示す。

• SETボタンを2秒以上押しつづけると、メータ表示が時刻設
定モードに変わることを確認する。
表示機能に異常があれば、メータアッシを交換する。

•Time（航走時間）モードを示す。

• SETボタンを2秒以上押しつづけると、メータ表示が“00：00”
に変わることを確認する。
表示機能に異常があれば、メータアッシを交換する。

•Trip（航走距離）モードを示します。

• SETボタンを2秒以上押しつづけると、メータ表示が“000.0”
に変わることを確認する。
表示機能に異常があれば、メータアッシを交換する。

SLO（スマートラーニングオペレーション）モードの点検

• SLOモードへ切り替え時の確認。
“MODE”ボタンを7秒以上押し続けSLOモードへ切り替える。
電波投入時と同じ初期表示がなされ、ブザーが2回鳴る。
そ の 後 の “SLO” の 文 字 （ 1 秒 間 ） と 一 般 文 字
（ Clock/Time/Trip/Hour) （ 3 秒 間 ） が 交 互 に 点 滅 表
示される。

•通常モードへ切り替え時の確認。
“MODE”ボタンを7秒以上押し続けSLOモードへ切り替える。
初期画面が表示され、その後“FPO”［A］の文字が2秒間点
灯する。
“FPO”の文字はそれ以降表示されない。

表示機能に異常があれば、メータアッシを交換する。
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燃料レベル計／燃料シンボル／FUELの文字／警告灯
の点検

• 12 Vバッテリと端子を、“表示機能点検の項”に示したのと同
じ方法で接続する。

•可変抵抗器［A］を端子［5］に図示のように接続する。

•点灯するセグメントの数が、可変抵抗器の抵抗値に応じて
下表のように変化するか確認する。

抵抗値（Ω） 点灯セグメント数

8030 0*

2930 1 ∼ 2

1330 3 ∼ 4

510 5 ∼ 6

0 7 ∼ 8

*： 同時にLED警告灯、燃料シンボル、FUELの文字が点
滅する。

•表示機能に異常があれば、メータアッシを交換する。

スピードメータの点検

• 12 Vバッテリと端子を、“表示機能点検の項”に示したのと同
じ方法で接続する。

•図示したような矩形波を端子［8］に入力すると、入力周波数
に相当する速度が、発振器［A］に表示される。
入力周波数が約265 Hzだと、約60 mphの速度が表示され
る。
入力周波数が約165 Hzだと、約60 km/hの速度が表示され
る。
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•発振器が入手できない場合には、以下の方法でもスピード
メータを点検できる。
メータユニットを取り付ける。
イグニションスイッチをONにする。
ウォータホイールを手で回す。
スピードメータが速度を表示しているか確認する。
スピードメータが機能しない場合は、スピードセンサとスピー
ドセンサの電源電圧を確認する。

スピードセンサの電源の確認

• 12 Vバッテリと端子を、“表示機能点検の項”に示したのと同
じ方法で接続する。

•ハンドテスタ［A］のレンジを25 V DCにセットし、端子［3］と
［2］に接続する。
電圧が7 V未満なら、メータアッシを交換すること。
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マルチファンクションメータ

タコメータの点検

• 12 Vバッテリと端子を、“表示機能点検の項”に示したのと同
じ方法で接続する。

•図示したような矩形波を端子［7］に入力すると、入力周波数
に相当する回転数（rpm）が、発振器［A］に表示される。
入力周波数が約100 Hzだと、約3 000 rpmの回転数が表示
される。
タコメータに異常があれば、メータアッシを交換する。

バッテリシンボル／bAtの文字／LEDの点検

• 12 Vバッテリと端子を、“表示機能点検の項”に示したのと同
じ方法で接続する。

•端子への入力電圧［A］が12 V以下だと、バッテリシンボル
／bAtの文字／LEDが点滅することを確認する。さらに、端
子への入力電圧が12.5 V以上になると、メータが通常状態
に戻ることを確認する。
表示機能に異常があれば、メータアッシを交換する。
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ブザーの点検

•ブザーを［9］と［10］に接続し、イグニションキーを“ON”にし
たときと、異常が起きた場合にブザーが鳴動するか確認す
る。

•ブザーが鳴動しているときの［9］と［10］の出力電圧が規定
の範囲にない場合、メータアッシを交換する。

出力電圧：通常音量7 ∼ 14 V、小音量2 ∼ 4 V

ハンドテスタ［A］
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マルチファンクションメータ回路

1. ジョイントコネクタR
2. 燃料レベルセンサ
3. ブザー
4. マルチファンクションメータ
5. スピードセンサ
6. メインヒューズ20 A
7. ジョイントコネクタV
8. スタータモータ
9. バッテリ12 V 18 Ah

10. ECU（エレクトロニックコントロールユニット）
11. イグニションスイッチ
12. ジョイントコネクタP
13. ジョイントコネクタQ
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リレーアッシ

取り外し

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

•小物入れ（後部）を取り外す。

• 取り外す。
リレーアッシコネクタ[A]
クランプ[B]
ボルト[C]
リレーアッシ[D]

取り付け

•ネジロック剤をリレーアッシ取り付けボルトに塗布ししっかり
と締め付ける。

• リレーアッシのリード線を正しく取り回す（付録の章のケーブ
ル、ワイヤとホースの通し方の項を参照）。
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リレーアッシ

回路の点検

• リレーアッシを取り外す。

•以下の番号の端子の導通をリレーアッシにハンドテスタと12
Vバッテリを接続して表に従って点検する。

特殊工具 - ハンドテスタ：57001-1394

テスタが規定の値にないならばリレーアッシを交換すること。

［リレーアッシ回路点検（バッテリを接続していない状態）］

テスタ接続 テスタ値（Ω）

3-4 ∞
ECUメインリレー［A］

1-2 ∞*でない

7-8 ∞
燃料ポンプリレー［B］

5-6 ∞*でない

（*）： 実際の測定値は使用するハンドテスタによって異なる。

［リレーアッシ回路点検（バッテリを接続した状態）］

バッテリ接続
（＋）（－）

テスタ接続 テスタ値（Ω）

ECUメインリレー［A］ 1-2 3-4 0

燃料ポンプリレー［B］ 5-6 7-8 0

（＋）：プラスのリード線を接続する。
（－）：マイナスのリード線を接続する。
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スイッチ

スイッチの点検

•ハンドテスタを使用して、各端子間の導通を点検する（ほと
んど0オーム）。
スイッチハウジングとイグニションスイッチは配線図の表を参
照のこと。
断線または短絡がある場合は、修理または交換する。

特殊工具 - ハンドテスタ：57001-1394

イグニションスイッチ

スタートスイッチ

ストップスイッチ

テザースイッチ

油圧警告灯スイッチの接続*

*： エンジン潤滑機構が正常な状態のとき
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ヒューズ

ヒューズの点検

• 取り外す。
シート
ヒューズケース［A］

• ヒューズ［A］を外す。

• ヒューズエレメントを点検する。
切れていればヒューズを交換する。切れたヒューズを交換
するときは、必ず関係する回路の電流値を測定すること。電
流値がヒューズ定格と同じかそれ以上の場合は、配線と関
係部品が短絡していないか確認する。
ハウジング［A］
ヒューズエレメント［B］
端子［C］
切れたエレメント［D］

注意

ヒューズを交換するときは、必ず新品のヒューズが当該回
路のヒューズ定格に適合していることを確認する。容量の
大きい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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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。

要点
ウォータクラフトは、長期間水中に置いておくようになっ
ていません。長期間水にさらすと、船体の塗装のはくりの
原因になります。また、ジェットポンプの金属が電解腐食
を招き、ウォータクラフトの寿命を短くします。水中に放置
された船は定期的に引き揚げ、船底をこすり、汚れを防
ぐ塗料にて塗装しなければなりません。それによって、水
中の金属は電解腐食を減らします。ウォータクラフトは使
用する毎に、水中から引き揚げると、より長く、よりきれい
な外観を保ちます。

冷却系統

•冷却系統を洗浄する（定期点検整備の章を参照）。

•気温が氷点下になる可能性のある地域でウォータクラフトを
保管する場合は以下の作業をしてください。

排気系統内の残水の排水

注意

冷却系等を洗浄した後、排気系統内の残水を排水してく
ださい。寒冷時、排気系統内の残水が凍結し排気パイプ
を損傷することがあります。

•洗浄後、エンジン後部のアウトプットカバー［A］上に接続し
ている冷却水ホース［C］を取り外し、そのホース端部をエン
ジンルーム内の低い位置に導きエキゾーストパイプ内［D］
の残水を排水します。

•排水後、冷却ホースをアウトプットカバー上の継ぎ手［B］に
接続し、確実に締め付けます。
エアフィルタ［E］

注意

ホースは確実に継ぎ手に接続してください。運転中、ホー
スが外れると冷却水でエンジンルームが浸水します。も
し、この作業を行うのに不安がある場合は、「カワサキ正
規取扱店」に相談してください。

ビルジ系統

• ビルジ系統を洗浄する（定期点検整備の章を参照）。プラ
スチック製ブリ－ザ取り付け部にホースを接続する前に、両
ホース［A］から圧縮空気を吹き込み、ビルジ系統から水を
排出する。

エンジンオイル

•エンジンオイルを交換する（定期点検整備の章、エンジンオ
イルの交換の項を参照）。
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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。パイロットランプ付きの電気製
品も含まれる。

•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。
［A］サイフォンホース

要点
船尾を少し持ち上げ、燃料タンクの底にある燃料と水が
燃料注入口の方へ流れるようにして、燃料タンクを完全
に空にする。

•燃料ポンプを取り外す（燃料系統の章、燃料ポンプの取り
外しの項を参照）。

•燃料ポンプスクリーン［A］を清掃する（定期点検整備の章、
燃料ポンプスクリーンの清掃の項を参照）。

•燃料タンクに新しい燃料を約10リットル注入する。

•イグニションスイッチを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んでエンジ
ンを始動し、燃料系統内の燃料がすべて新しい燃料と入れ
替わるまで15秒間運転する。5分間の間隔をおいて、15秒
間の運転を繰り返す。

注意

冷却水の供給なしにエンジンを一度に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。

•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。

•燃料タンクを空にする。

•燃料タンク内での結露を防ぐため、燃料注入口キャップを
ゆるめたままにする。
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エンジン

•小物入れ（前部）を取り外す（船体とエンジンフードの章、小
物入れ（前部）の取り外しの項を参照）。

•一次イグニションリード線のコネクタ［A］の接続を両方とも外
す。

•スパークプラグ取り外す（定期点検整備の章、スパークプラ
グの清掃と点検の項を参照）。

•浸透性防錆剤を各シリンダ内にスプレーする。

• イグニションスイッチを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回し、シリンダ内
面にオイルを行きわたらせる。

警告

この作業中は、エンジンの上にかがみこまないこと。ス
パークプラグ穴から防錆剤が霧状になって勢いよく噴出
することがあり、目に入る恐れがある。もし少しでも目に
入ったら、すぐに水道水を十分使って目を洗うこと。でき
るだけ早く医者の診察を受けること。

•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。

•浸透性防錆剤をスパークプラグにスプレーし、スパークプラ
グおよびキャップを元どおりに取り付ける（定期点検整備の
章、スパークプラグの清掃と点検の項を参照）。

• #1、#4［A］と#2、#3［B］のコイルコネクタに留意しながら、イ
グニションコイルの1次側リード線コネクタを接続する。#1、
#4のコイルコネクタはメインハーネスから赤／黄と緑／青の
リード線に、#2、#3のコイルコネクタはメインハーネスからの
赤／黄と緑／黒のリード線に対応している。

要点
この作業により発生したサービスコード（COIL1とCOIL2）
はECUに記憶されている。必要であればこれらのサービ
スコードは、カワサキ故障診断システム（KDS）を使用して
消去することが出来る。

•小物入れ（前部）を取り付ける。

エアフィルタ

•エアフィルタを取り外す（燃料（DFI）系統、エアフィルタの取
り外しの項を参照）。

•エアフィルタを分解する（燃料（DFI）系統、エアフィルタの分
解の項を参照）。

•フレームアレスタ［A］を洗浄、乾燥させる。

•エアフィルタを組み立て、取り付ける（燃料（DFI）系統、エア
フィルタの組み立て、取り付けの項を参照）。
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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、マイナス側のケーブルを取り外しておく。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。

注意

重曹の水溶液をバッテリ内部に混入させないこと。

•バッテリ端子にグリースを塗布する。

•バッテリを湿気のない冷暗所に保管する。ただし、氷点下の
温度にバッテリをさらさないこと。

潤滑

•推奨手順に従って潤滑を行う（定期点検整備の章を参照）。

全般

•エンジンルームを水道水で洗浄し、船尾のドレンプラグを抜
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、シートを外し、厚さ10 mm
のスペーサでシートを持ち上げておく。

•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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潤滑

•推奨手順に従って潤滑を行う（定期点検整備の章を参照）。

各部の点検

• スロットル、ステアリング、シフト機構などに固着がないか
チェックする。スロットルレバーは、手を離せば完全に元の
位置まで戻ること。

•スパークプラグを清掃し、ギャップを調整する（定期点検整
備の章、スパークプラグの清掃と点検の項を参照）。

•ラバーホースに亀裂やゆるみがないかどうかチェックする。

•船尾のドレンスクリュがゆるんでいないかどうかチェックする。

•バッテリを点検して必要なら充電し、端子を清掃する。バッ
テリを取り付ける（電気系統の章、バッテリ取り付けの項を参
照）。

燃料系統

•燃料ポンプスクリーンを点検し、必要なら清掃または交換す
る（定期点検整備の章、燃料ポンプスクリーンの清掃の項を
参照）。

警告

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。パイロットランプ付きの電気製
品も含まれる。

•燃料注入後、エンジン始動の前に、シートを後方にずらして
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。少なければ規定のオ
イルを補充する。

テスト航走（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一度に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。

•シートを取り付け、ロックされたことを確認する。
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16-2 付録

ケーブル、ワイヤ、ホースの通し方
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ケーブル、ワイヤ、ホースの通し方

1. クロスメンバ
2. シリンダヘッドカバー
3. スロットルケーブル
4. デリバリパイプ
5. スロットルケーブルをデリバリパイプにバンドで固定する。
6. インレットマニホールド
7. 水平面
8. クランプのつまみ部が水平面下にくるようにする。
9. スロットルボディアッシ
10. エアフィルタ
11. クランプ
12. 冷却水ホース（シリンダ ∼ ウォータボックスマフラ）
13. オイルパン
14. クランプのつまみ部の位置を図のようにする。
15. オイルセパレータタンクホース（タンク ∼ オイルパン）
16. 冷却水ホース（ポンプ ∼ アウトプットカバー）
17. アウトプットカバー
18. エキゾーストパイプ
19. 冷却水ホース（アウトプットカバー ∼ エキゾーストパイプ）
20. バンド
21. オイルセパレータタンク
22. 冷却水ホース（ウォータボックスマフラ ∼ シリンダ）
23. リターンオイルホース（シリンダ ∼ オイルパン）
24. エアフィルタドレンキャップ
25. 白のマーク
26. オイルセパレータタンクホース（タンク ∼ エアフィルタ）
27. デッキ（左舷側）
28. オイルセパレータタンクホース（シリンダヘッドカバー ∼ タンク）
29. プレート
30. エキゾーストマニホールド
31. 洗浄ホース
32. バイパスアウトレットホース
33. ブリーザホース（シリンダヘッド ∼ 上側クランクケース）
34. 洗浄ホースをクロスメンバの下に通し、左端の穴にバンドでゆるく固定し、ホースがクロスメンバに

接触しないようにする。
35. 洗浄キャップ
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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. オイルクーラ
2. シリンダヘッド
3. ウォータパイプ
4. シリンダ
5. オイルフィルタ
6. オイルパン
7. バッテリ（－）ケーブル
8. スタータモータ
9. スタータモータケーブル
10. 冷却水ホース（シリンダヘッド ∼ 左ウォータボックスマフラ）
11. No. 10冷却水ホース、バッテリ（－）ケーブル、及びスタータモータケーブルをバンドで固定する。
12. アウトプットカバー
13. ウォータホース継ぎ手部（インレット）
14. ウォータホース継ぎ手部（アウトレット）
15. リターンオイルホース（シリンダ ∼ オイルパン）
16. 保護チューブ
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ケーブル、ワイヤ、ホースの通し方
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ケーブル、ワイヤ、ホースの通し方

1. クランプ
2. ブリーザホース（シリンダヘッド ∼ 上側クランクケース）
3. クランプ拡大図
4. クランプのつまみ部の位置を図のようにする。
5. シリンダのインレットウォータパイプ継ぎ手部（ウォータボックスマフラからの冷却水）
6. シリンダ
7. シリンダヘッドカバー
8. アウトプットカバー
9. 保護チューブ
10. リターンオイルホース（シリンダ ∼ オイルパン）
11. オイルパン
12. 前側つまみ部
13. 後ろ側つまみ部
14. クランプをそのつまみ部がオイルセパレータタンクホースに接触しないように固定する。
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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

冷却・ビルジ系統の章の分解図と流れ図を参照。
スクリュヘッドの位置に注意して、図のようにクランプを取り付ける。
1. バイパスアウトレット
2. クランプ
3. ホルダ
4. バイパスアウトレットホース（図のように燃料タンクとストラップの間を通す）
5. 冷却水ホース（小型オイルクーラ ∼ エキゾーストマニホールド）：図のように燃料タンクとストラップの

間を通す。
6. 冷却水ホース（ポンプ ∼ オイルクーラ）
7. オイルクーラ
8. シリンダヘッドのウォータパイプ
9. クランプスクリュのヘッドの位置を図のようにする。
10. 冷却水ホース（シリンダヘッド ∼ ウォータボックスマフラの下にあるウォータパイプジョイント部）
11. 保護チューブ
12. 冷却水ホース（アウトプットカバー ∼ エキゾーストパイプ）
13. アウトプットカバー
14. 冷却水ホース（ポンプ ∼ アウトプットカバー）
15. オイルパン
16. バンド
17. スクリュヘッドが下方向で外側に向くように、クランプを位置付ける。
18. ポンプ
19. ドレン（排出）
20. 冷却水ホース（ポンプ ∼ アウトプットカバー）
21. ウォータボックスマフラ
22. 冷却水ホース（ウォータボックスマフラ ∼ ハル）
23. No. 24及びNo. 25の冷却水ホースを、クランプで固定する。
24. 冷却水ホース（アウトプットカバー ∼ エキゾーストパイプ）
25. 冷却水ホース（ウォータボックスマフラ ∼ シリンダ）：No. 25のホースを図のようにNo. 24のホースの

下を通す。
26. エキゾーストパイプ
27. スクリュヘッドが内側に向くように、クランプを位置付ける。
28. エキゾーストマニホールド
29. 冷却水ホース（オイルクーラ ∼ エキゾーストマニホールド）
30. 燃料タンク
31. 燃料タンクストラップ
32. シフトケーブル
33. No. 6の冷却水ホースとシフトケーブルをバンドで固定する。
34. 保護チューブ



16-10 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. エキゾーストマニホールド
2. エキゾーストパイプ
3. ウォータホース継ぎ手（アウトプットカバーからの冷却水ホース）
4. 30°
5. ウォータホース継ぎ手（オイルクーラからの冷却ホース）
6. 上側ウォータホース継ぎ手
7. 冷却水ホース継ぎ手（ウォータボックスマフラ ∼ シリンダ）
8. 冷却水ホース継ぎ手（ウォータボックスマフラ ∼ ドレン）
9. 下側ウォータホース継ぎ手
10. 45°
11. ダンパ
12. ウォータボックスマフラ
13. クランプをスリュヘッドが前側に向くように固定する。
14. テイルパイプへ
15. 矢印
16. エキゾーストチューブ
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ケーブル、ワイヤ、ホースの通し方
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ケーブル、ワイヤ、ホースの通し方

1. 右リヤダクト
2. 右ビルジホース
3. 左ビルジホース
4. 左リヤダクト
5. ウォータボックスマフラ
6. 図のように、左リヤダクトが左ビルジホースの内側になるようにする。
7. 図のように、右リヤダクトが右ビルジホースの下側になるようにする。
8. 右ビルジブリーザ
9. 左ビルジブリーザ
10. 左ビルジフィルタ
11. 右ビルジフィルタ
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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. クランプのつまみ部が前方を向くようにダブルスプリングを位置付ける。
2. デリバリパイプジョイント部
3. デリバリパイプ
4. 吸気圧センサ
5. 保護チューブ
6. スロットルボディアッシ
7. クランプのつまみ部が後方を向くようにダブルスプリングを位置付ける。
8. #4スパークプラグキャップ
9. #3スパークプラグキャップ
10. #2及び#3のハイテンションリード線をクランプで固定する。
11. #3及び#4のハイテンションリード線をクランプで固定する。
12. #2スパークプラグキャップ
13. #1スパークプラグキャップ
14. #1及び#2のハイテンションリード線をクランプで固定する。
15. ダブルスプリングクランプ
16. 燃料フィルタ
17. ブラケット
18. 転倒センサ
19. イグニションコイル
20. #4ハイテンションリード線
21. #3ハイテンションリード線
22. #2ハイテンションリード線
23. #1ハイテンションリード線
24. ホルダ
25. 燃料ポンプ
26. 燃料リターンホース
27. 燃料メインホース
28. 燃料供給ホース
29. 20°
30. 黒／白リード線が上側になるように固定する（両側のイグニションコイル）。
31. 赤リード線が下側になるように固定する（両側のイグニションコイル）。
32. クランプ
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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. 水温センサリード線
2. エキゾーストマニホールド
3. ブリーザホース
4. シリンダヘッドカバー
5. クランクシャフトセンサリード線
6. クランクシャフトセンサリード線と油温センサリード線を、オイルレベルゲージパイプにバンドで固定

する。
7. オイルレベルゲージパイプ
8. インレットマニホールド
9. エンジンハーネスとクランクシャフトセンサリード線を固定する。
10. エンジンハーネス
11. 吸気圧センサ
12. 吸気圧センサリード線を、デリバリパイプの下に通す。
13. デリバリパイプ
14. 吸気温センサ
15. スロットルセンサコネクタ
16. インジェクタ
17. 油圧スイッチ
18. オイルフィルタ
19. オイルクーラ
20. 油温センサ
21. ISC（アイドルスピードコントローラ）コネクタ
22. カムシャフトポジションセンサコネクタ
23. ECU（エレクトロニックコントロールユニット）コネクタ
24. 水温センサとカムシャフトポジションセンサのリード線をクランプで固定する。
25. ISC（アイドルスピードコントローラ）
26. エンジンハーネスを、ISCにバンドで固定する。
27. クランクシャフトセンサリード線コネクタ
28. カムシャフトポジションセンサリード線コネクタと水温センサリード線コネクタをバンドで固定する。
29. 吸気温センサ
30. 油圧スイッチリード線を、シリンダとインレットマニホールド間に通す。
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ケーブル、ワイヤ、ホースの通し方
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ケーブル、ワイヤ、ホースの通し方

1. クランクシャフトセンサリード線
2. グロメット
3. クランクシャフトセンサカバー（裏側）
4. クランクシャフトセンサ
5. マグネトカバー（裏側）
6. マグネトリード線
7. マグネトリード線固定プレート：リード線をプレートとマグネトカバーの間に挟まないこと。
8. マグネトリード線を、マグネトカバーのくぼみに沿って通す。
9. クランクケース
10. カップリング
11. アウトプットカバー
12. マグネトリード線を、マグネトカバーとアウトプットカバーの間に通す。リード線を挟まないこと。
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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. バンド
2. メインハーネス
3. リベット
4. ワッシャ
5. 船首まわりの配線の通し方を参照。
6. 船尾まわりの配線の通し方を参照。
7. クランプ
8. スピードセンサリード線
9. ウォータボックスマフラ
10. 16ピン（灰）および6ピン（白）コネクタ
11. エンジンへ
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ケーブル、ワイヤ、ホースの通し方
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ケーブル、ワイヤ、ホースの通し方

1. クロスメンバ
2. ステアリングポジションセンサリード線
3. ホルダ及びクランプ
4. 燃料ベントホース
5. スロットルケーブル
6. バンド
7. イグニションスイッチリード線
8. イグニションスイッチリード線コネクタ（黒）
9. ステアリングポジションセンサリード線コネクタ（白）
10. 燃料レベルセンサリード線コネクタ（黒）
11. メインハーネス
12. 燃料ポンプ
13. 燃料ポンプリード線コネクタ（白）
14. ステアリングケーブル
15. 燃料フィルタ
16. 転倒センサ
17. イグニションコイルリード線コネクタ（灰）
18. 転倒センサリード線コネクタ（白）
19. 燃料タンク
20. バイパスアウトレットホース
21. #2、#3イグニションコイル
22. #1、#4イグニションコイル
23. 燃料レベルセンサ
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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. マルチファンクションメータリード線コネクタ（青と白）
2. ブザーリード線コネクタ（青）
3. スタート／ストップスイッチリード線
4. 燃料タンク
5. ホルダ及びバンド
6. メインハーネス
7. シフトケーブル
8. ヒューズケース
9. レギュレータ／レクチファイヤ
10. 16ピン（灰）及び6ピン（白）コネクタ
11. ECU（エレクトロニックコントロールユニット）
12. スタータリレーケース
13. スタータリレーリード線コネクタ（黒）
14. バッテリ（＋）ケーブルコネクタ
15. バッテリ（＋）ケーブル
16. スピードセンサリード線コネクタ（黒）
17. スピードセンサリード線
18. クランプ
19. バッテリ（－）ケーブルコネクタ（黒）
20. マグネトリード線コネクタ（黒）
21. バッテリ（－）ケーブル
22. スタータモータ
23. スタータモータケーブル
24. リレーアッシ
25. エンジンへ
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ケーブル、ワイヤ、ホースの通し方
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ケーブル、ワイヤ、ホースの通し方

1. レギュレータ／レクチファイヤ
2. ECU（エレクトロニックコントロールユニット）
3. メインハーネス
4. クランプ
5. 電子部品ブラケット
6. スタータモータへ
7. バッテリへ
8. リレーアッシ
9. 赤マーク
10. スタータリレー
11. 右舷デッキ
12. メインハーネス
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ケーブル、ワイヤ、ホースの通し方
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ケーブル、ワイヤ、ホースの通し方

1. 燃料ベントパイプ：パイプをハンドルバーに掛ける。
2. スロットルケーブル
3. ブザーリード線（リード線を保護チューブの中に通す）
4. 保護チューブ
5. バンド
6. クランプ
7. スタート／ストップスイッチリード線
8. ステアリングホルダのグロメット
9. マルチファンクションメータリード線
10. 燃料ベントホース
11. ステアリングホルダ
12. ホルダ
13. ステアリングポジションセンサ
14. ステアリングシャフト
15. ステアリングホルダ裏側
16. 保護チューブ（小さい直径側）
17. クランプ
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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. 80 mm
2. 100 mm
3. 180 mm
4. 40 mm
5. 105 mm
6. 90 mm
7. 50 mm
8. 130 mm
9. デタント
10. ホルダ
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トラブルシューティングガイド

要点
このガイドは、以下のすべてを漏れなく記載
したものではない。一般的な故障の原因を突
き止めるための、おおまかな指針である。

エンジンの始動が不能または困難：
スタータモータが回らない：
スタータモータの故障（ブラシの摩耗）
バッテリあがり
スタータリレーの接触不良、または作動不良
スタータボタンの接触不良
配線短絡または断線
イグニションスイッチの故障
エンジンストップスイッチの故障
ヒューズの切れ

スタータモータは回転するが、エンジンが回転
しない：
リダクションギアの故障
転倒センサ（DFI）の脱落

エンジンが回転しない：
バルブの焼き付き
バルブリフタの焼き付き
シリンダ、ピストンの焼き付き
クランクシャフトの焼き付き
コンロッド小端部の焼き付き
コンロッド大端部の焼き付き
カムシャフトの焼き付き

ガソリンが流れない：
タンクにガソリンが入っていない
燃料タンクエアベントの詰まり
燃料ポンプスクリーンまたは燃料フィルタ、あ
るいはその両方の詰まり

インジェクタの故障
燃料ラインの詰まり

燃料過多：
スパークプラグを清掃し、プラグのすき間を調
整する

始動方法に問題がある
（燃料過多になった場合には、スロットル全開
でエンジンをクランクしないこと）

DFIシステムによりさらにガソリンが流れ、燃料
過多がひどくなる

火花が飛ばない、火花が弱い：
イグニションコイルの不良
転倒センサ（DFI）の脱落
転倒センサの故障
イグニションスイッチがOFFになっている／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

バッテリあがり
スパークプラグの汚れ、破損、またはすき間
の調整不良

イグニションコイルの短絡または接触不良
イグニションコイルの故障
スパークプラグの熱価の不適
スパークプラグキャップの不良

スパークプラグキャップの短絡または接触不
良

ECUのICイグナイタの故障
カムシャフトポジションセンサの故障
クランクシャフトセンサの故障
配線短絡または断線
ヒューズの切れ

混合気が不適当：
空気通路の詰まり
エアフィルタのシール不良
インジェクタの故障
燃料に水または異物が混入している
スロットルセンサの故障
燃料圧力が低下している可能性がある
燃料ポンプの故障
吸気圧センサの故障
吸気温センサの故障
水温センサの故障
クランクシャフトセンサの故障

圧縮圧力が低い：
スパークプラグのゆるみ
シリンダヘッドの締め付け不良
バルブクリアランス不足
シリンダ、ピストンの摩耗
ピストンリングの不良（摩耗、へたり、損傷、ま
たは膠着）

ピストンリング／溝のすき間が過大
シリンダヘッドガスケットの損傷
シリンダヘッドのひずみ
バルブスプリングの損傷またはへたり
バルブによるシールの不良（バルブの曲がり、
摩耗、または当たり面のカーボン堆積）

低速時の航走不調：
火花が弱い：
バッテリあがり
スパークプラグの汚れ、破損、またはすき間
調整不良

イグニションコイルの短絡または接触不良
イグニションコイルの故障
スパークプラグの熱価の不適
スパークプラグキャップの故障
スパークプラグキャップの短絡または接触不
良

ECUのICイグナイタの故障
カムシャフトポジションセンサの故障
クランクシャフトセンサの故障

混合気が不適当：
空気通路の詰まり
エアフィルタのシール不良
燃料タンクエアベントの詰まり
燃料ポンプの故障
インレットエアダクトのゆるみ
燃料ポンプスクリーンまたは燃料フィルタ、あ
るいはその両方の詰まり

スロットルボディアッシのゆるみ
スロットルボディアッシガスケットの損傷



付録 16-33

トラブルシューティングガイド

燃料ラインの詰まり
吸気圧センサの故障
吸気温センサの故障

エンストしやすい：
燃料ポンプの故障
インジェクタの故障
スロットルセンサの故障
カムシャフトポジションセンサの故障
燃料圧力が低過ぎるまたは高過ぎる
吸気圧センサの故障
水温センサの故障
吸気温センサの故障
燃料ラインの詰まり
クランクシャフトセンサの故障
イグニションコイルの故障

圧縮圧力が低い：
スパークプラグのゆるみ
シリンダヘッドの締め付け不良
バルブクリアランス不足
シリンダ、ピストンの摩耗
ピストンリングの不良（摩耗、へたり、損傷、ま
たは膠着）

ピストンリング／溝のクリアランス過剰
シリンダヘッドのひずみ
シリンダヘッドガスケットの損傷
バルブスプリングの損傷またはへたり
バルブによるシール不良（バルブの曲がり、
摩耗、または当たり面のカーボン堆積）

加速が鈍い：
燃料圧力が低過ぎる
燃料ラインの詰まり
燃料ポンプの故障
インジェクタの故障
吸気温センサの故障
スロットルセンサの故障
水温センサの故障
吸気圧センサの故障
インジェクタコネクタのゆるみ
クランクシャフトセンサの故障
イグニションコイルの故障
バッテリ（－）ケーブルまたはエンジンアース
ケーブル線の端子のゆるみ

加速の不調：
燃料圧力が低過ぎる
燃料ラインの詰まり
燃料フィルタまたはポンプスクリーンの詰まり
燃料ポンプの故障
インジェクタの故障
吸気温センサの故障
水温センサの故障
イグニションコイルの故障
エンジンオイルのレベルが高過ぎる
スパークプラグの汚れ、破損、またはすき間
の調整不良

加速が遅れる：
燃料圧力が低過ぎる
インジェクタの故障

スロットルセンサの不良
水温センサの故障
吸気圧センサの故障

サージング：
燃料圧力が不安定
インジェクタの故障
水温センサの故障

減速時のバックファイヤ：
スパークプラグの汚れ、破損、またはすき間
の調整不良

燃料圧力が低過ぎる
燃料ポンプの故障
スロットルセンサの故障
吸気温センサの故障
水温センサの故障
吸気圧センサの故障
エアサクションバルブの故障

アフタファイヤ：
クランクシャフトセンサの故障
スパークプラグの過熱、またはすき間の調整
不良

吸気温センサの故障
水温センサの故障
大気圧センサの故障
吸気圧センサの故障
インジェクタの故障

自己点火（ディーゼリング）：
イグニションスイッチの故障
スタート／ストップスイッチの故障
インジェクタの故障
バッテリ（－）ケーブルまたはECUアースリー
ド線の端子のゆるみ

バルブ当たり面のカーボン堆積
エンジンのオーバヒート

その他：
ECUのICイグナイタの故障
エンジンオイルの粘度が高過ぎる
エンジンのオーバヒート
DFIの故障と復旧が断続的に発生

高回転時のエンジン不調または出力不足
失火する：
スパークプラグの汚れ、破損、またはすき間
調整不良

イグニションコイルの短絡または接触不良
イグニションコイルの故障
スパークプラグの熱価不適
スパークプラグキャップの故障
スパークプラグキャップの短絡または接触不
良

カムシャフトポジションの故障
ECUのICイグナイタの故障
クランクシャフトセンサの故障

混合気が不適当：
エアフィルタのシール不良
エアフィルタＯリングの損傷
インレットエアダクトのゆるみ



16-34 付録

トラブルシューティングガイド

燃料に水または異物が混入している
インジェクタへの燃料供給不足（DFI）
燃料タンクエアベントの詰まり
燃料ラインの詰まり
燃料ポンプの故障（DFI）
インジェクタの詰まり
スロットルボディアッシのゆるみ
スロットルボディアッシガスケットの損傷
燃料ラインの詰まり
燃料ポンプの動作が間欠的
吸気温センサの故障
スロットルセンサの故障
吸気圧センサの故障

圧縮圧力が低い：
スパークプラグのゆるみ
シリンダヘッドの締め付け不良
バルブクリアランスの不足
シリンダ、ピストンの摩耗
ピストンリングの不良（摩耗、へたり、破損、ま
たは膠着）

ピストンリング／溝のクリアランス過剰
シリンダヘッドガスケットの損傷
シリンダヘッドのひずみ
バルブスプリングの破損またはへたり
バルブの当たり不良（バルブの曲がり、摩耗、
または当たり面のカーボン堆積）

ノッキング：
燃焼室内のカーボン堆積
燃料の品質不良
スパークプラグの熱価不適
ECUのICイグナイタの故障
カムシャフトポジションセンサの故障
クランクシャフトセンサの故障
イグニションコイルの故障
吸気温センサの故障

その他：
スロットルバルブが全開しない
エンジンのオーバヒート
エンジンオイルのレベルが高過ぎる
エンジンオイルの粘度が高過ぎる
カムシャフトカムの摩耗

オーバヒート：
失火する：
スパークプラグの汚れ、破損、またはすき間
調整不良

スパークプラグの熱価不適
ECUのICイグナイタの故障

混合気が不適当：
インレットエアダクトのゆるみ
エアフィルタのシール不良
エアフィルタＯリングの損傷

圧縮圧力が高い：
燃焼室内のカーボン堆積

エンジン負荷不良：
エンジンオイルのレベルが高過ぎる
エンジンオイルの粘度が高過ぎる

潤滑が不適切：
エンジンオイルのレベルが低過ぎる
エンジンオイルの品質不良、または不適合

オイルクーラの不良：
オイルクーラの詰まり

センサの不良：
水温センサの損傷

オーバクール：
センサの不良：
水温センサの損傷

エンジン異音：
ノッキング：
ECUのICイグナイタの故障
燃焼室内のカーボン堆積
燃料が低品質または不適合
スパークプラグの熱価不適
オーバヒート

ピストンスラップ音：
シリンダ／ピストンのクリアランス過剰
シリンダ、ピストンの摩耗
コンロッドの曲がり
ピストンピン、ピストンピン穴の摩耗

バルブの異音：
バルブクリアランスが不適当
バルブスプリングの破損またはへたり
カムシャフトベアリングの摩耗
バルブリフタの摩耗

その他の異音：
コンロッド小端部のクリアランス過大
コンロッド大端部のクリアランス過大
ピストンリング／溝のクリアランス過剰
ピストンリングの摩耗、破損、または膠着
ピストンリング溝の摩耗
ピストンの焼き付き、損傷
シリンダヘッドガスケットの漏れ
カムシャフトの振れが大きすぎる
エンジンマウントのゆるみ
クランクシャフトベアリングの摩耗
カムシャフトチェーンテンショナの故障
カムシャフトチェーン、スプロケット、ガイドの
摩耗

エアサクションバルブの損傷
マグネトフライホイールのゆるみ

油圧警告灯が消えない：
オイルポンプの損傷
オイルスクリーンの詰まり
オイルフィルタの詰まり
エンジンオイルのレベルが低過ぎる
エンジンオイルの粘度が低過ぎる
カムシャフトベアリングの摩耗
クランクシャフトベアリングの摩耗
油圧スイッチの損傷
配線の不良
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クランクケース内のオイル通路にあるＯリングの
損傷

バッテリの故障：
放電状態にある：
充電が不十分
バッテリの不良（端子電圧が低過ぎる）
バッテリリード線の接触不良
マグネトの故障
配線の不良
レギュレータ／レクチファイヤの故障

過充電状態にある：
マグネトの故障
レギュレータ／レクチファイヤの故障
バッテリの不良

エンジンの調子は正常だが性能が低下
ジェットポンプ：
取り入れ口の障害
インペラまたはポンプケースの損傷
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：
ステアリングの調整不良

ブッシュの損傷または亀裂
ステアリングシャフトの曲がり
ステアリングピボットの潤滑不足
ステアリングケーブルの損傷または取り回し
が不適切

スローダウンモードが働く
冷却水の温度が高い：
ジェットポンプ内での海草やゴミの詰まり
冷却系統の詰まり

エンジンオイルの圧力が低い：
エンジンオイルのレベルが低過ぎる
エンジンオイルの品質不良、または不適合

水温センサ動作不良、配線の断線または短絡
転倒センサ動作不良、配線の断線または短絡
油温が高い：
エンジンオイルのレベルが低過ぎる
オイルポンプの動作不良
リリーフバルブ動作不良
ジェットポンプ内での海草やゴミの詰まり
冷却系統の詰まり

油温センサ動作不良、配線の断線または短絡
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