仕組みを知れば、
もっとPWCはオモシロイ!!

PWC
メカニズム
解体新書
【第１回】
燃料タンクは呼吸する!?
PWCは乗って楽しいのはもちろん、そのメカニズムを知ればさらに楽しい
ノリモノだ。そこで、今号から始まるこの連載では、誰もがPWCのメカニズム
を理解できるように噛み砕いて紹介。仕組みを知ることで、メンテナンスの重
要性や今までとは違ったPWCの楽しさを発見してほしい。
special thanks/ジェットスキープラザ港北
photo & text/H.W.S.M.編集部

TEL:045-941-0651

「メカニズムを知るということ」

な仕組みを噛み砕いて紹介していきたい。
また、仕組
みを知って知識を得るだけでなく、あなたが現在行っ

PWCを水に浮かべてシートに座り、エンジン始動ス
イッチを押す。そしてスロットルレバーを握れば走りだ

ているメンテナンスも見つめ直してほしい。
PWCの乗艇前点検や、遊んだ後のメンテナンスなど、

す。
こうして、
さほど難しい行程を経ることなく、ボクら

最低限ユーザー自身ができることがあるという点を

はPWCを楽しめる。
しかし、
どうやって水に浮き、
どの

理解しておこう。そして、長期保管前の細かいチェック

ようにエンジンを始動させ、PWCは走りだすのか?

や、長期保管後の始動前点検、高度な技術を必要とす

というギモンを持ち始めると、頭の中はすぐにもクエ

る整備作業などは、いつもお世話になっているショッ

スチョンマークで充満してしまう。

プにお願いすれば良いだろう。仕組みを知ることで、ユ

そこで、今 月 か ら それらギモンの原因でもある
PWCのメカニズムについて、
じっくりと迫ってみよう
と思う。特にPWCを始めようと考えている読者や、始
めたばかりのユーザーにもわかりやすいように、複雑

ーザー自身がするべきこと、
ショップにしかできない
こと、
双方が整理できるはずだ。
そして何より、
この連載を通じて、あなたが今以上に
PWCへ興味を持ってくれることに期待している。

当コーナーを監修するのは

上田義章さん
（ジェットスキープラザ港北 店長）
カワサキから優れたサ
ービス技術を持つメカ
ニックに贈られる
「ジェ
ットスキーテクニカル
優 秀 A R K 」を、4 年 連
続受賞。日々勉強とい
うスタンスと、
熱い情熱
を 持ってP W Cと接し
ている頼れる存在。

住所：神奈川県横浜市都筑区荏田南5-1-5
TEL：045-941-0651
営業時間：10〜20時
10〜21時
（木曜日）
定休日：水曜日
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燃料タンクは呼吸する!?
記念すべき連載第一回目となる今回

ものがある。それが燃料（ガソリン）で

チェックバブル

あり、それを入れておく燃料タンクだ。

のテーマは
『燃料タンク』。
何十年前のPWCと現在のPWCを比

では、その燃料タンクとはどのような

べると、エンジンはものすごい速さで

仕組みになっていて、
どのような働きが

進化していることがわかる。2ストロー

行われているのだろうか？

エアベントホース

エアベント

クのキャブレターから2ストロークの
D.I.（ダイレクトインジェクション）、4ス

仕組みを知れば、
もっとPWCはオモシロイ!!

「燃料タンクとエアベント」

トロークの自然吸気、そして4ストロー
クの過給機搭載モデルへとさまざまな

まず、みなさんに燃料タンクに関する

進化を遂げてきた。現在では、排気量や

身近な現象を思い出してもらいたい。

仕様をはじめとするさまざまなタイプ

PWCに限らず、クルマでも給油する際

左写真はカワサキJS 800SX-Rのハンドルポールを取り外したもの。
丸く囲んだ
ものがエアベントホース。
中央写真はカワサキの4ストローク、
右写真は2ストローク
の燃料ポンプをそれぞれ真上から見たもの。
丸く囲んだ箇所がエアベントとなる。

場合、あまり圧力の変化が起こりづら

さらに、エアベント関連で気を付け

ていたりする場合には、
ガソリンがエア

いので感じられないこともあるかもし

たいポイントとして、燃料タンクいっぱ

ベントホースから漏れ多形跡がないか

れないが、夏場の暑い時期に圧力が感

いまでガソリンを入れた場合、エアベ

チェックしてみると良いだろう。

じられなかったら要注意。

エアベントは燃料タンク内の圧力を正常
に保つため、
大気をタンク内に取り込んだ
り、
タンク内の圧力を大気中に逃がしたり
する穴。
圧力調節はエアベントからホース
でつながるチェックバルブの弁が行う。
タ
ンクが膨らんだり縮んだりしないのは、
こ
のバルブによる調節のおかげだ。

「燃料タンクが呼吸するこ
とで発生するリスク」

ているのだ。しかし呼吸しているがゆ

ンドル周辺が赤く変色していたり、臭気

え、海上では塩分を含んだ大気を吸い

大な現象が起きているということを理

がしたり、付近のデッキマットが剥がれ

込み、扱い方を誤ればガソリンを吐き

あるだろう。これはガソリンが揮発性

の仕組みは圧力を逃がす一方通行の

気をタンク内に取り込んでいるのであ

ものではなく、
まったく逆の役割も果た

る。タンク内の圧力はエアベントから

分を含んだ空気がホースからエアベン

ンジンをかけるために共通して必要な

押されるような感覚を味わった経験が

した圧力がタンクの外へ逃げようとす

している。エンジンがかかっている最

ホースでつながったチェックバルブ（圧

トを通過してタンクに吸い込まれる。そ

る力によるもの。燃料キャップが密閉

中は、タンクからエンジンにガソリン

力弁）により調節され、一定の圧力がか

れがタンク内でガソリンとミックスさ

されている間はこの蒸発した圧力は抜

が送り込まれるので、当然、タンク内に

かると大気を取り込んだり、タンク内の

れ、2ストロークのキャブレターモデル

けず、さらにずっとそのままにしておけ

は負圧（タンク外側の気圧と比べてタ

圧力を逃がしたりしている。一概に断

であればキャブレターに、4ストローク

大気

給油口

解しておこう。海の上を走ると当然、塩

ばタンクは膨らんで、最終的には破裂

ンク内側の気圧が低い状態）が発生。タ

定することはできないが、例えば燃料

であればインジェクションにそれぞれ

してしまうだろう。そこで、タンクには

ンクに圧力を調節する空気穴がないま

キャップを開けた時に、タンク内側か

送られる。そしてガソリンに混入してい

その圧力を逃がしてあげるための通路

ま、燃料キャップが閉まった状態だと、

らの圧力を感じなかった場合、このエ

た塩分が蓄積して、
アルミやゴムを劣化

が設けられている。それがエアベント

徐々に負圧でタンクは縮んでしまう。そ

アベントのチェックバルブが壊れてい

させ、
トラブルを引き起こす原因となる

と呼ばれる穴だ。
また、
このエアベント

れを防ぐために、エアベントを通じて大

る可能性もある。冬場や寒冷地などの

のだ。

だす可能性もあるということも忘れて

ーブコックがついているものがあるが、

はならない。
こまめに点検して、必要で

この燃料ポンプにその謎が隠されてい

エンジンへ

時に圧力をタンクの外へ吐きだす。
こう

ク内に大気を取り入れる際、PWCに重

（蒸発しやすい性質）であるため、蒸発

（※JCIの規定による）

る。時には大気をタンク内に取り込み、

マルのPWCの場合、エアベントホース

することで、タンクの状態を正常に保っ

に燃料キャップを開けた瞬間、
「 シュ

チェックバルブ

ソリンが外に漏れだす恐れがある。
ノー

ハンドルカバーに隠れているため、ハ

ッ」という音とともに内側から圧力で

燃料タンクの仕組み
（例）

このように、燃料タンクは常にエア
ベントを使って呼吸をしていると言え

の先端はエンジンルーム外部にあり、

ナップされている。
しかし、それらのエ

エアベントホースの
先端は船体外部へ

ントがそれに浸かり、そこからエアベン
トホースやチェックバルブを通ってガ

また、このエアベントから燃料タン

のエンジンを搭載したPWCがライン

PWCの給油口はメーカーや機種によってさまざまだ。
外部にあるものや、
フロ
ントフードの中にあるもの、
キャップと一体型になっている種類もある。

PWC
メカニズム
解体新書

あればショップにて掃除してもらうこ

る。長さの異なる2本のパイプが伸び

とが、PWCを長持ちさせる秘訣となり

ているが、短い方が通常のガソリンの

そうだ。

通り道だ。そして燃料が少なくなった

4ストローク

2ストローク

通常用

場合にリザーブコックをONにすると、

エアベント
デリバリーホース

「リザーブタンクってどこに
ある?」
続いて紹介するのは燃料ポンプにつ

クの深い部分まで燃料を吸いあげるこ
とができるという仕組みとなっている。

時には下の図のようにセンサーが浮き

映されるという仕組み。
ちなみに、クル

じつは船体にリザーブタンクを持って

あがっている。徐々に燃料が減っていく

マも同様の原理で燃料の残量を表示し

にしたがって、センサーも下方にスラ

ている。なお、センサーの可動域はタン

ンプは左側の太いタイプが4ストロー

4ストロークPWCの場合、ポンプに

イドしてくる。
このセンサーの動きに合

クの底につかない角度に設定されてい

ク、右側の細いタイプが2ストロークモ

フロートタイプの可変式燃料センサー

わせて、
インフォメーションディスプレ

るため、タンク内にある程度のガソリ

が備わっている。
これは、燃料が満タン

イ上の燃料ゲージに残量の目安が反

ンが残っていても警告表示がでる仕組

いて。右下で紹介している2つの燃料ポ

燃料センサー

リザーブ用

長い方のパイプが有効となり、
よりタン

デルとなる。
2ストロークPWCにはリザ

いるということではなかったのだ。

みとなっている。ただし、燃料フィルタ

燃料（ガソリン）

ーのメカニズム上、ガソリンが空にな
るまで、
すべてを使い切ることはできな
いので、警告表示がでないうちに早め
早めの給油を心がけるようにしよう。

燃料ポンプ

燃料フィルター
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写真左側が燃料センサー、
右側が燃料
フィルター。

燃料

燃料

多

少

こうして、燃料タンクひとつをとって
も目からウロコのメカニズムが次々と
でてくるPWC。次回も乞うご期待!!

インフォメーションディスプレイに表示される燃料メーターは、
センサーが上下する信号を表している。
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仕組みを知れば、
もっとPWCはオモシロイ!!

どんな読者にも PWC の仕組みをわ
かりやすく紹介するこの連載企画。前回
の燃料タンクにひきつづき今回のテー
マは、すべての PWC に搭載されてい
るジェットポンプとその周辺の仕組み
について。推進力の命とも言えるジェッ
トポンプとは、果たしてどのような仕組
みなのだろう ?

船底に溜まったビルジを
負圧で吸いあげ、ステア
リングノズルから放出

ポンプまわりの仕組み
（例）
水圧を利用して一部の
水が冷却水としてエン
ジンルームへ

水の流れ

冷却水
取入口

ドライブカプラー

ステアリングノズル

ドライブシャフト

流れ
の
水

エンジンのエネルギーを
インペラに伝える

ベンチュリーノズル
船 底 (アンダーハル)
水中
テールコーン

インペラ

special thanks/ジェットスキープラザ港北
TEL：045-941-0651
photo & text/H.W.S.M.編集部

ライドプレート

ジェットポンプ

インテークゲート

ベーン

【第2回】正常な推進力を得るためのカギは水深!?
今月はPWCの推進源となる『ジェッ

い。エンジンを始動し、そのエネルギー

トポンプ』とその周辺の仕組みについ

によってインペラと呼ばれるプロペラ

て紹介しよう。PWCは水をジェットポ

を回し、インテークゲートから水を吸

ンプに吸い込み、圧縮し、吐きだすこと

い込む。そしてインペラとジェットポン

で推進力（前進する力）を生みだしてい

プ内のベーンで圧縮および整流した水

る。これはどの機種にも共通して採用

を、
ステアリングノズルから噴射するこ

されている方式だ。いくら高出力エン

とで推進力を得ている。

クリアランス

インナーハウジング

PWCの推進とノズル切れ角の関係
直

進

左 旋 回

インペラ

ジンを全開で回しても、そのエネルギ
ーを推進力に変えるポンプがなければ、

「ポンプに忍び寄るトラブル」

PWCを動かすことはできない。
ジェット推進は吸い込んだ量の水を

「PWCが進む仕組み」

ため、ひと掻きの水を吸い込む量が非

「ジェットポンプの異常は、
各所に波及する恐れあり」

ジェットポンプの後ろ側には、
円を仕切るベーンと呼ば
れる羽と円錐状のテールコーンが覗く。

ベンチュリーノズルには、
ベンチュリーと呼ばれる内壁の
羽が整流を目的として備えられている。

ジンに強力な負荷がかかる。高回転で

ヒートの原因となる。走行中の違和感

ェットポンプ周辺

回っていたエンジンが一瞬にしてスト

や空ぶかしは、一度や二度ならば問題

は非常に複雑な

ップすることは計り知れない衝撃を受

ないかもしれないが、すでにオーバー

構造であるため、

けるのは明らかで、重大なエンジン損

ヒートの一歩手前まで症状が進んでい

一般ユーザーが目

直進している場合、水を噴
射するステアリングノズル
の向きは真っ直ぐとなって
いる。

ステアリングノズルが左側
に傾くことで、
PWCは左に
曲がる。
右に曲がる場合は、
ノズルが右側に傾く。

ポンプ周辺の仕組みについて、まず

魔をすると、通常よりも吸い込む水の

常に多い。水深の浅い場所では、水と一

は右ページのイラストを見てもらいた

量が減少し、ゲートとジェットポンプの

緒に砂や石などを吸い込む危険性があ

傷の原因になる。さらに、ジェットポン

る可能性もあるため、異常を感知した

視しただけでは確認しづらい。少しで

ンスとして防錆剤をポンプケースに噴

間にキャビテーション（水のなかに空

る。最低でも水底から股下ほどの深さ

プが吸い込む水の一部がエンジン冷

ら周囲に注意してエンジンを停止し、

も不安を覚えた際には、ショップに相

霧しておくこと。ちなみにポンプの軸

気が混じること）が発生。自ずと噴射量

のある水面で、発進および通行を心が

却水として使用されているため、異物

船台にあげてゲートやポンプをチェッ

談すること。個人でできるチェック項目

にあるベアリングが劣化していること

がその取り入れ口に詰まるとオーバー

クした方が良いだろう。その際、誤作動

として乗艇前後にゲート周辺やポンプ

もあるため、最低でも一年に一回はシ

ヒートを引き起こす恐れもある。陸上で

を防ぐため、ランヤードは必ず抜き、バ

内の点検と水洗いを徹底し、
メンテナ

ョップで定期点検を行おう。

空ぶかしする場合も、同様にオーバー

ッテリーをはずしておくこと。また、ジ

が減少し、推進力の減衰につながって

インペラ
（写真手前左）
、
ジェットポンプ
（写真
中央）
、
シール
（写真右）
。
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インペラとインナーハウジング の 隙 間
（クリアランス）
が、
メーカー規定値よりも
大きく開いている場合、キャビテーショ
ンが発生する恐れあり。

吐きだすため、吸い込み口のインテー
クゲートにビニールなどが張りいて邪
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ジェットポンプの周囲を覆うゴム製のシールは、
船
体とポンプをつなぐパッキンの役割を果たす。
これ
が劣化すると吸い込んだ水がポンプ以外の部分に
抜け、
キャビテーションが発生する恐れがある。

けよう。

しまう。また、ゲートからペットボトル

ツーリングなどでやむなく浅場を走

のキャップやロープなどを吸い込んだ

行する場合、前走艇が吐きだした水泡

場合も、同様にキャビテーションの原

のうえを通過して、船底から「チャリン」

因となる。硬い石や木片などを吸い込

という音が聞こえた経験はないだろう

んだ場合にも、インペラが変形してキ

か?

ャビテーションを起こすことがあり、さ

底から舞いあげられた砂などを吸い込

らに運悪く、その異物がインペラを抜

み、
インペラに当たって起こる音。空気

けてジェットポンプまで到達すると、ベ

混じりの水や砂利を吸い込むことを避

ーンを傷つけてキャビテーションを発

けるため、安全の意味も含めて前走艇

生させる。特に現在のPWCは高馬力な

の真後ろを走る行為は控えよう。

先に述べたトラブルの代償が、ジェ
ットポンプの損傷だけで終わらないの
が怖いところ。例えば石などを吸ってイ
ンペラがロックした場合、
ドライブシャ
フトやドライブカプラーを通じてエン

当コーナーを監修するのは

上田義章さん
（ジェットスキープラザ港北 店長）

これは前走艇の水流によって水

ポンプの脱着作業は非常に困難なため、
ショ
ップで行ってもらう方が安心だ。

ジェットポンプには推進力を生みだすだけでなく、
冷却水をエンジンに送るという役割もある。
左側の小さい写真にある細かい取り入れ口から、
ホースを伝ってエンジンを冷やしている。
右
側の写真にあるように、
ベンチュリーノズルには船底に溜まったビルジを負圧によって吸いだ
すフィッティングが備わっている。

店長の上田さんは、
優
れた サービス技 術を
持つメカニックに対し
てカワサ キから贈ら
れる
「ジェットスキー
テ ク ニ カ ル 優 秀
ARK」
を、
4年連続受
賞。日々勉強というス 住所：神奈川県横浜市都筑区荏田南5-1-5
タンスと、
熱い情熱を TEL：045-941-0651
持ってPWCと接する 営業時間：10〜20時
10〜21時
（木曜日） 定休日：水曜日
頼れる存在だ。
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補

冷却系統の流れ
（例）……直接冷却
過給気搭載4ストPWC

排出

2ストPWC

リザーブタンク

排出
ジェットポンプ

インタークーラー

排出
エンジン
エキゾーストマニホールド

検水孔

エキゾーストノズル

シリンダー

マフラー

ウォーターボックス

循

special thanks/ジェットスキープラザ港北
TEL:045-941-0651
photo/kazuhiko TAKAHASHI 高橋和彦
H.W.S.M.編集部
text/H.W.S.M.編集部

（過給気）

ライドプレート

シリンダーヘッド

排出

【第3回】密閉されたエンジンルーム内で活躍する冷却系統
（2スト）

という

存在しなければ、マフラーの温度はど

した際に、
ジェットポンプからエンジン

点について説明したい。2ストローク、4

んどん上昇し、FRPでできたボディ
（ハ

ルームに冷却水を送っているという点

ストロークどちらのエンジンも混合気

ル）やPWCが沈まないための発泡材、

に触れた。今回はその冷却水が流れる

（燃料の混ざった空気）を圧縮、燃焼さ

各部を連結するゴム製のカプラー（連

冷却系統の仕組みについて紹介してい

せてエネルギーを生みだしている。そ

結のゴムパイプ）など周囲の部品が溶

ールドは二重管構造になっていて、
ウォ

こう。

の際にエンジンを構成する各部が高温

けたり、焦げてしまう。

ータージャケットと呼ばれる冷却水の

前回、ポンプまわりの仕組みを紹介

「冷却系統の存在意義」

やさなければならないのか?

になるほか、燃焼によって高温の排気

そのため、エンジンのシリンダーや

ガスが発生する。各気筒から排出され

マフラーに冷却水を通すことで、各部

た高温の排気ガスはエキゾーストマニ
まずは冷却系統の説明をするうえで、
それがなぜ存在しているのか、なぜ冷

の温度が異常な高さまで上昇しないよ

ホールドからマフラー（チャンバー）へ

うな仕組みとなっているのだ。
また、エ

と送られる。もしも、
ここに冷却系統が

ンジン自体も異常な高温状態になると

エキゾーストマニホールド断面図

ー内のピストンが溶けるといった致命

ウォータージャケット

冷却系統の基本的な流れは2ストローク
エンジンも4ストロークエンジンも同様。
ただし、
2ストロークはシリンダーからシ
リンダーヘッドを冷却してマフラーに回
るという違いがある。
また、
スーパーチャ
ージャーなど過給器搭載モデルに関して
は、
あわせてインタークーラーを装備し
ていることが多く、
そのための冷却経路
が別に確保されているという特徴がある。

SEA-DOOの4ストロークモデルで採用さ
れている間接冷却方式は、
クーラント液が
エンジンを循環する経路が別に用意されて
いる。
冷却水に海水を使わないことで、
冷却
経路の塩詰まりから解放されるというメリ
ットがある。

冷却水はゴムホースなどの焦げを防止

通り道が設けられており、排気通路周
辺を重点的に冷やしている。次にシリ
最終的に冷却水のほとんどは排気とともにエ
キゾーストノズルから排出される。

ンダーを回り、マフラーへと流れる。
こ

かせない。

っている。そしてウォーターボックスへ

のマフラーもまた二重管の仕組みとな

と渡り、モデルによってはレゾネーター

オーバーヒートを引き起こし、エンジン
の焼きつきや最悪の場合にはシリンダ

充

毎月、PWC 仕組みを噛み砕いて紹介
するこのコーナー。今月のテーマは冷
却系統。PWC を正常に動かすために
必要なこの冷却系統が、どのような流
れで機能しているのかを探ってみよう。

インテークゲート

環

PWC
メカニズム
解体新書

仕組みを知れば、
もっとPWCはオモシロイ!!

冷却系統の流れ
（例）
……間接冷却

自然給気4ストPWC

「モデルによって様々な冷
却方法とその経路」

と呼ばれる水を溜める部分を経て、最
終的にエキゾーストノズルから排気ガ
スの圧力を利用して排出される。この

的なダメージを受けることとなる。特に

P W C の エンジ ン
ル ーム はクルマな
どに 比 べ て狭 い 。
そ の た め 、金 属 製
よりも使い勝手の
良いゴム製パイプ
を多く使用。
しかし、
ゴムは熱に弱いの
で、冷 却 水 で 冷 や
す 必 要 が あ る。通
常 、ゴ ム 製 パ イプ
は弾力があるが、
こ
れが焦げて硬化し
ている場合には冷
却系統の異常も考
えられる。

検水孔は冷却系統の詰まりなどのひとつの目
安になる。

排気通路

排気通路

PWCはクルマやバイクといったノリモ

では、
この冷却系統はPWCのどの部分

冷却方式は直接冷却と呼ばれるが、
こ

ノと異なり、エンジンルームの四方八方

をどのように通過しているのだろうか?

れとはまったく構造の異なる間接冷却

がボディ
（ハル）やシートによって塞が

まずは一般的な4ストロークモデルを

という方式も存在する。

マと同様にクーラント液を内部循環さ

ーラーを搭載した過給機モデルもエキ

のオーバーヒート、各部品の溶けや焦

れて密閉状態となっているため、この

例にとって紹介しよう。右ページ上のイ

BRP SEA-DOOの4ストロークモデ

せることでエンジンを冷却している。
エ

ゾーストマニホールドから冷却経路が

げなどのトラブルを引き起こす原因と

冷却系統による適度な温度調節が欠

ラストとあわせて、冷却系統の流れを

ルに採用されているこの方式は、クル

キゾーストマニホールドやマフラーは

バイパスして、
インタークーラーへ冷却

なる。この現象は冷却水として取り入

理解してほしい。
インテークゲートから

他モデルと同様にジェットポンプから

水を通すという特徴を持っている。

れた海水が冷却経路に残って乾燥する

取り込んだ水はジェットポンプに送ら

取り込んだ水を冷却水として使用し、
こ

れ、圧縮・整流して推進力となっている

の2つの方式を併用して各部を冷却し

ことは前号で紹介した通り。その一部

ている。

冷却系統はゴム製のホースでエンジンルーム
内を駆け巡っている。

ことで起こるため、乗艇後にしっかりと

「冷却系統のトラブル」

冷却経路の洗浄メンテナンスを心がけ
るようにしよう。間接冷却の場合はク

がジェットポンプから冷却水としてエ

2ストロークモデルは、
シリンダーと

冷却系統に起こりやすいトラブルと

ンジンルームに送られている。最初に

マフラーの間に一度シリンダーヘッド

してもっとも多いのが、
ウォータージャ

いるので海水によるリスクはないが、

取り込んだばかりの冷たい水が送られ

を経るのが主流だ。ちなみにシリンダ

ケットやウォーターラインでの塩詰ま

外部から水を取り込んで冷却している

る先が、もっとも熱を持つエキゾースト

ーヘッドを抜けてシリンダーに行くタ

り。
これにより冷却されるべきところに

経路もあるので、そちらは通常通り、要

イプのモデルもある。
また、
インターク

水が回らなくなり、前述の通りエンジン

メンテナンスとなっている。

マニホールド。
このエキゾーストマニホ

エキゾーストマニホールドには、冷却水の通
り道となるノズルを配置。

ーラント液が常にエンジンを循環して

ウォータージャケット
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PWC
メカニズム
解体新書

PWCの生命線ともいえる
ウォーターボックス

水の逆流防止
効果を検証!!
前ページで冷却水が回る経路を紹

けて3つの効果があるが、まずはエン

果のあるウォーターボックスを取り付

介したが、そのなかにウォーターボッ

ジンへの水の逆流、次に排気系統周辺

けてPWCを出荷している。高度なチュ

クスと呼ばれる部品がある。読者のな

の冷却、そして騒音防止。PWCはアン

ーニングを施したレース艇が集まる

かにもこの名前を聞いたことがあるひ

ダーハルやポンプが水中にあり、走行

JJSFやJJSBAをはじめとする各レース

とは多いのではないだろうか？ この

中や横転時または係留中にエキゾース

団体も、
レギュレーションによって無改

ウォーターボックスは一般的なノリモノ

トの出口からエンジンへ水が逆流する

造のメーカー純正ウォーターボックス

には装備されておらず、PWC独自の部

恐れがある。それを防ぐためウォータ

の装着を義務付けている点からも、
こ

品となっている。その理由はPWCの特

ーボックスの内部はいくつかの壁で仕

の騒音問題の重要さが理解できるだろ

徴や構造と密接に関係しているのだ。

切られている。ちょうど迷路のような

う。
レジャーでも騒音によって近隣住民

経路をイメージしてもらえばわかりや

や周囲への迷惑となり、ゲレンデが封

「ウォーターボックスの役割」

すいだろう。水は順路に対してスムーズ

鎖されるという事態を招きかねないだ

に流れ、逆流しづらい構造となってい

けに、このウォーターボックスの改造、

それでは、
このウォーターボックスが

る。
また、PWCではマフラー出口とウォ

修理、
および取り外しは厳禁だ。読者の

持つ役割から説明していこう。大きく分

ーターボックスをつなぐパイプが上に

みなさまには、ひとりひとりがPWCユ

立ちあげられるなど、逆流を防ぐため

ーザーの代表という気持ちを持って、

ウォーターボックスの
おもな役割

様々な工夫が施されている。

いただきたい。

「PWCが周囲と共存していくため
に欠かせない存在となる」

・エンジンへの水の
そして、
このアルミ製のウォーターボッ

逆流防止作用
・排気温度の冷却作用
・排気音の低減作用

クスの内部には常に水が溜まっていて、
高温になった排気を冷却する効果もあ
る。さらに、PWCはクルマやバイクより
もマフラー部分が短いため、排気音が
大きくなるという特徴があるため、各
PWCメーカーは環境に配慮し、消音効
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環境に配慮しながらPWCを楽しんで

ペットボトルから2Lの水をすべてウォーター
ボックスに注ぎ、
それを逆さに傾けて果たして
どれだけの水がでてくるかを検証した。
すると
逆さに向けてもでてきたのは、ほんのわずか
の水だけ。
高い逆流防止効果を証明する結果
となった。

当コーナーを監修するのは

上田義章さん
（ジェットスキープラザ港北 店長）
店長の上田さんは、
優
れた サービス技 術を
持つメカニックに対し
てカワサ キから贈ら
れる
「ジェットスキー
テ ク ニ カ ル 優 秀
ARK」
を、
4年連続受
賞。日々勉強というス 住所：神奈川県横浜市都筑区荏田南5-1-5
タンスと、
熱い情熱を TEL：045-941-0651
持ってPWCと接する 営業時間：10〜20時
10〜21時
（木曜日） 定休日：水曜日
頼れる存在だ。

PWC
メカニズム
解体新書

仕組みを知れば、
もっとPWCはオモシロイ!!

毎月、PWC の仕組みを噛み砕いて紹
介するこのコーナー。今月のテーマは、
4 ストローク主流の現在も各地のゲ
レンデで現役艇としてバリバリ走る 2
ストロークモデルの仕組みについて。

の吸気から排気までを、
ピストンが1往

ら押しだして、また圧縮（二次圧縮）と

クエンジンの特徴だ。基本的にはシリ

燃焼が繰り返される。ちなみにシリン

ンダーの内壁に掃気ポート
（掃気口）
と

ダー内で排気が行われている際には、

排気ポート（排気口）を備えており、上

同時に新たな混合気がクランクケース

下に動くピストンがそれぞれのポート

内で圧縮（一次圧縮）され、シリンダー

のフタの役割を担って開閉する仕組み

内で燃焼が行われている時には、クラ

となっている。4ストロークエンジンは

ンクケースへ新たな混合気を送るなど、

シリンダーヘッドに吸気と排気それぞ

常にシリンダーとクランクケースそれ

れのバルブが設けられている。吸気か

ぞれで圧縮や燃焼、排気といった作業

ら排気までの一連の流れをピストンが

が行われている。4ストロークエンジン

構造上、一部の混合気は排気ガスを押

2往復（4行程）
する間に行う。

はタンク内の燃料をすべて出力に変え

し出すために燃焼せずに外へ出ていく。

【第4回】2ストロークエンジンの仕組みを大解剖!!
るラインナップは4ストロークモデル

2ストロークエンジンの各構成部品名称
シリンダーヘッド

際の混合気（空気と燃料が混ざったも
の）の流れなどを順に説明していこう。

スシーンやフリースタイル、
レジャーシ

スパークプラグ

ーンでも活躍している2ストロークモ

「吸気から排気までをピストンが
2行程するのが2ストローク」

の場合は吸気、圧縮、燃焼、排気の行程
の順番がそれぞれの気筒ごとに異な

下の連続写真を参考にしてほしい。混

るように設計されている。例えば、2ス

合気をシリンダー内に導くまでの行程

トロークエンジンの2気筒であれば、一

として、
まずはキャブレターと呼ばれる

方のシリンダーで燃焼を行っている際

装置内から吐出した燃料がインテーク

それをリードバルブと呼ばれる逆止弁

排気ポート

掃気ポート
吸気ポート

コンロッド
インテークマニホールド

てなされている。

「どうして2ストロークエンジンは

ランス調整がクランクシャフトによっ

オイルが減っていくのか？」
うえの問いに対して、簡潔に答える

②

とすれば、燃焼して消費しているから

れる。クランクシャフトの回転によって

掃気
ポート

だ。2ストロークエンジンは4ストロー

ケース内で圧縮（一次圧縮）
された混合

排気
ポート

クエンジンとは異なり、内部にオイルを
溜めておく機構を持たないため、混合
気とともにシリンダーへと送られ、一

に移動。ピストンが上昇すると最初に
掃気ポートが閉じ、続いて排気ポート

ピストン

緒に圧縮、燃焼される。

③

当コーナーを監修するのは

気は再び圧縮（二次圧縮）され、ピスト

上田義章さん

ンが上死点（シリンダー内の最上地点）

（ジェットスキープラザ港北 店長）

を飛ばして点火。燃焼によって大きな

2ストロークエンジンは4ストローク

クトで軽く、
メンテナンス性に優れてい

エンジンに比べてパーツ点数が少なく、

圧力が発生し、ピストンを押し下げる。

シンプルな構造になっていることは先

ピストンが下降すると排気ポートが開

というメリットも持っている。そんな2

述した通り。エンジンが回っているとき、

き、排気がスタート。続いて、掃気ポート

ストロークエンジンだが、4ストローク

シリンダー内では吸気、圧縮、燃焼、排

も開いて次の新しい混合気がシリンダ

エンジンとの違いや、エンジンが回る

気という順で動作が行われている。こ

ー内に送り込まれる。この新たな混合

ピストンリング

ピストン

①

ートを経て、クランクケース内へと送ら

クランクシャフトが収まっているクランクケ
ースは、
耐久性が重視される。

に、もう一方では掃気を行うなどのバ

ピストンと各ポートの関係

構造になった装置を通過させ、吸気ポ

比べて部品点数が少ないため、
コンパ

る。
また小排気量で高出力が得られる

シリンダー

2ストロークエンジンは特性上、
ピストンの裏
側にも混合気およびオイルが送られる。

に達した時点でスパークプラグが火花

デルのPWC。4ストロークエンジンに

ているが、2ストロークエンジンはその

吸気から排気までの混合気の流れは

が閉じる。シリンダー内に残った混合

が中心となっているが、いまなおレー

クランクシャフトはコンロッドを介してピスト
ンの上下運動を管理する役割を担う。

ったことではないが、多気筒エンジン

気は、掃気ポートを経てシリンダー内
現在、各PWCメーカーが発表してい

リードバルブはキャブレターからクランクケ
ースに送られた混合気の逆流を防ぐ装置。

また、
これは2ストロークエンジンに限

「2ストエンジンの混合気の流れ」

マニホールド内で空気と混合される。
special thanks
ジェットスキープラザ港北 TEL：045-941-0651
photo/kazuhiko TAKAHASHI 高橋和彦
H.W.S.M.編集部
text/H.W.S.M.編集部

気が燃焼した排気ガスを排気ポートか

復（2行程）の間に行うのが2ストロー

2ストロークエンジンの吸気から排気までの流れ

混合気の流れ

ピストン上昇時における各ポートの
開閉状況は写真の通り。
①掃気、
排気
ポートの両方が開いている状況
（①）
から、
ピストンの上昇に従い、
掃気ポ
ートが閉じる
（②）
。
続いて排気ポート
が閉じて、
ピストンが上死点に達する
（③）
。
ピストンが下降時はこの逆とな
る。

店長の上田さんは、
優
れたサービス技術を
持つメカニックに対し
てカワサ キから贈ら
れる
「ジェットスキー
テ ク ニ カ ル 優 秀
ARK」
を、
4年連続受
賞。日々勉強というス 住所：神奈川県横浜市都筑区荏田南5-1-5
タンスと、
熱い情熱を TEL：045-941-0651
持ってPWCと接する 営業時間：10〜20時
10〜21時
（木曜日） 定休日：水曜日
頼れる存在だ。

ピストンの動く方向

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

キャブレターから吐出された燃
料がインテークマニホールド内
で空気と混合され、
リードバルブ、
吸気ポートを通過する。

ピストンが上昇することで発生す
る負圧によって、
クランクケース
内へ混合気が送られる。

ピストンが下降を始めると、
混合
気はクランクケース内で圧縮さ
れる。
これを一次圧縮と呼ぶ。

さらにピストンが下降すると掃
気ポートが開き、
一次圧縮された
混合気がシリンダー内へと送ら
れる。

掃気ポートが閉じ、
シリンダー内
で混合気の圧縮
（二次圧縮）
が始
まる。同時に再び①の作業も行
われている。

圧縮された混合気をプラグによ
って点火。
クランクケース内には
②と同様に新たな混合気が送ら
れる。

混合気の燃焼によって発生した
排気ガスを排気ポートから排出
開始。
クランクケース内では一次
圧縮中。

掃気ポートから一次圧縮を経た
新たな混合気がシリンダー内へ
と送られ、
排気ガスを排気ポート
から外へと押しだす。

リードバルブ

クランクシャフト クランクケース
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現在のPWCに搭載されるエンジン

仕組みを知れば、
もっとPWCはオモシロイ!!

キャブレターの燃料フィルター
バルブシート部

は4ストロークが主流となり、徐々に影

メンンジェット

を潜めつつある2ストローク。
しかし、

スロージェット
（これが詰まると
始動しづらい）

レースやフリースタイル競技ではいま
なお2ストロークが主導権を握ってお
り、ゲレンデでも数多くの2ストローク
ボートを見かける。その2ストロークエ
ンジンと組み合わせて搭載されている
キャブレターというパーツは、空気と

海水でPWCに乗っていると、
年月が経
つにつれてキャブレターを構成するス
クリューのネジ山の溝にまでしっかり
と塩分が付着してくるため、
こまめなメ
ンテナンスが必要だ。

伸縮を繰り返すダイヤフラムもまた、
キ
ャブレターの消耗品のひとつ。定期的
に販売店に持ち込んで、
上の写真のよ
うに劣化していないかチェックしてお
く必要がある。

燃料を混ぜ合わせて混合気を作ると
いう、エンジンが出力を発生するため

special thanks/ジェットスキープラザ港北
TEL：045-941-0651
photo & text/H.W.S.M.編集部

毎月、PWCの仕組みを噛み
砕いて紹介するこのコーナー。
今月は、現役モデルをはじめ
過去に発売された多くの2ス
トロークモデルに採用される
キャブレターについて。

キャブレターを構成する各部のはたらき
（例：Kawasaki JS 800SX-R）

①空気の吸入口を強制的に閉じる
ことのできるチョークバタフライ。
②中〜高速域で空気に燃料を吐出
するベンチュリー
③スロットルレバーと連動して開
閉するスロットルバタフライ。
ここ
からインテークマニホールドを介
して、
混合気をエンジンに送る
④キャブレター内外の気圧の差を
利用して、
燃料を吐出口に送るダイ
ヤフラム内蔵部
⑤燃料の流量を微調節するための
ニードル
（ジェット）
高速
⑥燃料の流量を微調節するための
ニードル
（ジェット）
低速
⑦燃料タンクからキャブレターに
燃料を送られる
⑧クランクケース内で発生した負
圧をキャブレターに伝える燃料ポ
ンプ
⑨燃料をタンクに戻すためのリタ
ーンフィッティング
⑩チョークバタフライを動かすチ
ョーク
⑪左右のチョークバタフライの開
度の同調を調整するためのスクリ
ュー
⑫左のキャブレターから右のキャ
ブレターに燃料を送るホース
⑬スロットルバタフライを動かす
スロットル
⑭左右のスロットルバタフライの
開度の同調を調整するためのスク
リュー

燃料ポンプ

空気の通り道

混合気がインテークマニホールドへ

FRONT
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の重要な役割を担っている。
しかし、そ

まれた空気と燃料がミックスされ混合

漏れがないかどうかなど、自分で行え

ベンチュリーをはじめとする燃料吐出

の仕組みは意外にも複雑で、一般のユ

気が生まれる。負圧により吸い込まれ

る最低限の点検知識は身につけてお

口の塩詰まりなど、数えあげればキリ

ーザーが気軽に触れるモノではないの

た空気の通り道があるのだが、その途

こう。異常を発見したら、専門的な知識

がないほどの点検項目が存在する。シ

も事実。
しかし、その構造を知っておく

中に設置された吐出口から負圧によ

を持った販売店に持ち込むこと。

ーズン毎にオーバーホールをするのも

ことで、今後のPWCライフにおけるメ

って同時に燃料を吸いだし、空気と燃

ンテナンスやトラブル防止に役立てる

料がそれぞれ混ざり合うという仕組み

「キャブレターも呼吸する!?」

してこまめに販売店に持ち込むなどの

ことはできるハズだ。

「キャブレターに空気と燃料が送ら
れる仕組み」
前述の通り、キャブレターは空気と

【第5回】キャブレターってどうなってるの？

ここが摩耗する
キャブレターには非常に細かい構成パーツが多く含まれて
いる。
単4型電池よりもさらに小さいパーツもある。

手だが、まずは日頃のメンテナンスと

注意が必要だ。

だ。さらに、現在の4ストロークエンジ
ンに搭載されているフューエルインジ

このコーナーの第1回目（本誌67

ェクションと呼ばれる燃料噴射装置

号）で紹介した燃料タンクの仕組みを

は、電子制御によって燃料の吐出量を

思いだしてほしい。タンク内の圧力を

「チョークの役割」

管理しているのに対し、キャブレター

適正に保つために設けられたエアベ

キャブレター搭載モデルには、チョ

はメインジェット、スロージェットと呼

ントが、タンク内の空気を外に逃がし

ークというシステムがある。チョーク

燃料を混ぜ合わせてできた混合気を、

ばれる燃料の通り道の径を交換した

たり、外気をタンク内に吸い込んでい

レバーをONにすることで、チョークバ

インテークマニホールドを介してエン

り、ニードルと呼ばれる細い針で流量

るため、塩分混じりの空気がタンク内

タフライが空気の通り道を閉じて（実

ジンに送るというはたらきを持ってい

を微調整する（低速、高速それぞれを

に入り、結果的に燃料経路を塩が塞ぐ

際は少し空気が入るようになってい

る。
しかし、
これら混合気を作るまでに

微調整できる）。
アナログと言えばアナ

などの症状を引き起こす、という解説

る）、負圧の勢いを燃料吐出口に向け

電子の力には一切頼らず、自然の原理

ログだが、細かい構成パーツを多く含

を利用しているという特徴がある。ク

んでいるため、デリケートに扱わなくて

を行った。今回のキャブレターの場合、
（フレームアレスターは介しているも

る。そのため、
より多くの燃料が引き出
されて、初爆のきっかけにしている。

ランクシャフトが回ると同時にピスト

はならない。純正のキャブレターはメ

のの）直接的に空気を取り込むため、

ンが上下運動することで発生した負圧

ーカーが設定した最適なセッティング

海水で乗る場合には塩害に十分注意

がキャブレターの燃料ポンプ部に伝

となっているので、むやみに手を加え

したい。実際に海水で乗っているPWC

わり、
フレームアレスターを介して空気

ないこと。ただし、
スロットルレバーと

のキャブレターは、構成部品であるボ

キャブレターの調整でよく耳にする

を吸い込んでいる。
また、同時に燃料タ

スロットルワイヤーおよびバタフライ、

ルトのネジ山の溝にまで塩がこびりつ

のが同調という言葉。
これは複数ある

ンクからキャブレター内に燃料も吸い

チョークレバーとバタフライが正しく

いていた。さらにはチョークやスロッ

チョークおよびスロットルバタフライ

込む。その後、キャブレター内に吸い込

連動しているか、キャブレターに燃料

トルといった各バタフライの固着や、

の開度をすべて統一させるという意味

「同調とは？」

を持つ。
この開度がそれぞれバラバラ

スロットル開度とバタフライ開度の関係

だと、混合気の濃度が統一されず、エン
ジン内で不安定な燃焼につながってし
まう。オーバーホールなどそれぞれの
キャブレターを分解した時には必ず行
わなければならない作業となるので、
これも含めメンテナンスは専門的な知
識を持った販売店にまかせた方が良
いだろう。

アイドリング

低速

中〜高速

アイドリング時はバタフライが少しだけ開い
ている状態
（矢印部分）
で、
微量の空気と燃
料をエンジンに送っている。

スロットルを少し開けた低速状態ではバタ
フライも少し開き、
より多くの空気と燃料を
エンジンに送っている。

スロットルを全開にするとバタフライも完
全に開いて大量の空気を吸い込み、
ベンチ
ュリーからも多量の燃料が送られる。

当コーナーを監修するのは

上田義章さん
（ジェットスキープラザ港北 店長）

チョークバタフライとスロットルバタフライ
の間には、
ベンチュリーと呼ばれる小さな筒
状の燃料吐出口が装備されている。

社外キャブレターはより多くの混合気をエ
ンジンに送るための改良が施されている。
写真はSEのChopperキャブ。

店長の上田さんは、
優
れた サービス技 術を
持つメカニックに対し
てカワサ キから贈ら
れる
「ジェットスキー
テ ク ニ カ ル 優 秀
ARK」
を、
4年連続受
賞。日々勉強というス
タンスと情熱を持って
PWCと接する頼りに
なる存在だ。

住所：神奈川県横浜市都筑区荏田南5-1-5
TEL：045-941-0651
営業時間：10˜20時
（木曜日は21時まで）
定休日：水曜日
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「ライダー自身はあまり気
づいていないPWCのひき
波に関する知識」

仕組みを知れば、
もっとPWCはオモシロイ!!

走行エリアで変化するPWCのひき波による影響
周囲に何もない海などの場合

河川などの狭い水路の場合

PWCに限らず、
どんな種類の船舶か
らも発生するひき波。意外にも操船し
ているひとは、自分の後ろで起こって
いることだからなのか、
このひき波に

船体後部にあるジェットポンプが動きの中
心となるPWC。
クルマやオートバイとは異
なる動き方を、
いま一度理解しておこう。

対する意識や注意が希薄であるよう
に感じられる。
水面にいるひとはもちろん、ツーリ
ングなどで後続を走るPWC、
ヨットや

special thanks/ジェットスキープラザ港北
TEL：045-941-0651
photo & text/H.W.S.M.編集部

シーズンが本格化し、全国各
地のゲレンデは賑わいを見
せる。しかし、ひとが多く集ま
る今こそ危険がいっぱい。今
回はそんなゲレンデでの注
意点を紹介しよう。

【第6回】多くのひととPWCが集まる真夏のゲレンデは危険がいっぱい!?
待ちに待った夏休みがやってきて、

に、現実問題としてどのようなトラブ

読者のなかには「毎日が楽しくて仕方

ルが起きているのかを知っておくこと

がない」
というひとも多くいることだろ

が必要となる。

う。それもそのはず、一年のなかでもっ

ジしている。海の上ではひき波はどん

含む係留中の船舶など、多くのひとや

どん広がって最終的には消えてしまう

モノに対して脅威となるだけに、その

が、狭い水路の場合には壁面などにぶ

影響には深く注意したいところだ。ま

つかったひき波が反射して水面を荒ら

た、ひき波はPWCが走行するフィール

してしまう。
しかも複数のPWCが通過

ドによっても、
影響は大きく変化する。

するとなれば、その状況はさらに深刻

その説明として、
まずは右のイラスト

になるだろう。だから徐行エリアや狭

を見てもらいたい。左側は周囲に何も

い水路は、できるだけひき波を立てな

ない海上、右側が河川などの狭い水路

いように注意しながら通過することを

を通過した時のひき波の様子をイメー

徹底してほしい。

ビーチに係留する際の注意点

一年のなかでもっともゲレンデにひととPWCが集まる時期
だけに、
普段以上にトラブル防止への気配りが大切になる。

周りに 何 も な い 大 海 原 で あ れ ば 、
PWCのひき波は後方に向かって放射
状に広がっていき、
徐々に消えていく。

PWCから放射状にひき波がでるとい
う点は同じものの、
それが壁などに当
たって暴れまわる。
水面状況は左の場
合とは比べものにならないほど荒れて
しまう。

例えば走行中のPWCとひとによる

ともPWCを楽しめる時期なのだから。

接触事故が起きることがあれば、PWC

しかし同時に、ひとつのゲレンデに多

同士の接触も起こりうる。
また、夏場に

くのひとやPWCが集中するため、
トラ

多く見かけるトーイングチューブやウ

ブルの危険性がもっとも高い時期とも

ェイクボードでのトラブルも報告され

言える。普段よりも周囲への注意や配

「係留中も油断大敵!!
賢い係留を覚えておこう」

アンカーを打つ際、簡単に動かないよ
うに、足でしっかりと踏んで砂のなか

休憩するためにビーチなどでPWC

に噛ませるようにすればなお安心だ。

て い る 。こ れ ら の 発 生 原 因 として、

を係留する際にも、意識したいことが

そして、ゲレンデで複数のPWC同士

慮が必要になることを忘れないでいた

PWCに乗るライダーの不注意やイタ

ある。海で係留する場合にまず注意し

をロープで結んで係留しているシーン

だきたい。そこで今回は、真夏のゲレン

ズラ心によるものが多いようだ。さら

なくてはならないのが、
アンカーの打

も良く目にするが、波によってそれぞ

デでしばしば見かけるトラブルについ

に間接的ではあるが、走行するPWCの

ち方。左のイラストの下側のように、ロ

れのボディやバンパーにぶつかり合い、

て、
メカニズムの視点で解説していき

ひき波によって発生するトラブルもあ

ープを真下に垂らしてアンカーを打つ

その繰り返しによって船体にクラック

たいと思う。

る。そしてライダーが乗っていない係
留中のPWCにもトラブルの可能性は

「PWCで溢れた真夏のゲ
レンデでは、
どんなトラブル
があるのか？」

潜んでいる。

水深の約3倍ほどの長さを持ったロープを
使用して、
アンカーは沖側に打つ。

「PWC特有の動きを把握し
て、
安全に走行する」

PWCで遊ぶ際には、そういったすべ

と、波でPWCの船体が揺れた時にアン

などのキズが入ることもあるため、で

ったのに、後ろ側が接触したというケ

カーが垂直方向に持ちあげられては

きるだけ他艇から離して係留すること。

ースは、PWCの動きの特性を充分に理

ずれやすくなる。そうならないために

大事なPWCがぶつかって傷つくこと

解していないため起こる。周囲に多く

も、上側のイラストのように、ロープの

は、お互いに気持ちの良いことではな
い。ともすればユーザー同士のケンカ

PWCはジェットポンプによって推進

のPWCが係留しているビーチで、自分

長さは水深の最低3倍（約5m）以上に

注意を払いながら楽しんでもらいたい。

力を得ていることは、この連載の第2

のPWCを動かす場合、他艇にまったく

して沖側にアンカーを落とす。
こうして

に発展することにもなりかねないので、

多くのPWCとひとが集中する真夏

取り返しのつかないトラブルが起きて

回目（本誌68号）
で紹介した。ポンプノ

ぶつからないように避けて沖にでる

おけばPWCのボディがたとえ波で揺

こまめに気を配り、常に自分のPWCは

のゲレンデでは、
トラブルが発生しや

からでは遅いので、未然に防ぐという

ズルが後方についているため、PWCは

のは至難の業だ。たとえ上手く避けた

れたとしても、水の底をアンカーが這

自分の目で見張っておくという心構え

すくなることは前述の通り。では実際

意識が大切だ。

ハンドルを切った際にボートの後ろ側

としても自分のPWCのひき波で、他艇

うように動くため、はずれにくい。
また、

が必要だ。

を中心に前進、旋回、後進するという

同士が揺れて接触することも十分にあ

特性がある。クルマやオートバイは前

り得る。
しかも水中には係留ロープが

輪を動かすことができるため、車体は

張り巡らされているため、吸い込んで

思い通りのラインを走りやすいが、そ

しまう可能性だってある。面倒でもエ

れと比べるとPWCは水上という不安

ンジンを切った状態で、他艇がいない

定なフィールドでさらに前述した推進

ところまで押してから乗り込んでスタ

方法により、なかなか最初のうちは思

ートしよう。

ての危険性を頭に入れておき、細心の

い通りに走るのは難しい。
複数のPWCを近くに係留すると、
お互いの
ボディがぶつかり合って損傷の原因となる。
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ディンギーといった非動力船、PWCを

狭い水路などを通過する際は、
ひき波を立
てぬよう細心の注意を払おう。

例えば前方に迫ったPWCやひと、障
害物などを避けるためにハンドルを切

ひとりひとりのこうした心がけによ
って、おのずとトラブルは減り、みんな
が楽しめるゲレンデになるハズだ。

ロープをを真下に垂らしてアンカーを打つ
と、
波で船体が揺れた際にアンカーがはず
れやすくなるのでNG。

当コーナーを監修するのは

上田義章さん
（ジェットスキープラザ港北 店長）

少し目を放している間に潮が引
いて、
PWCが浜に打ち上げられ
た経験があるひとは意外に多い
のでは？ 常にPWCから目を
放さないように見張り、
潮の加減
によってアンカーを打ち直すな
どの配慮が必要だ。

店長の上田さんは、
優
れた サービス技 術を
持つメカニックに対し
てカワサ キから贈ら
れる
「ジェットスキー
テ ク ニ カ ル 優 秀
ARK」
を、
4年連続受
賞。日々勉強というス
タンスと情熱を持って
PWCと接する頼りに
なる存在だ。

住所：神奈川県横浜市都筑区荏田南5-1-5
TEL：045-941-0651
営業時間：10˜20時
（木曜日は21時まで）
定休日：水曜日
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仕組みを知れば、
もっとPWCはオモシロイ!!

エンジンルームの湿気でターミナルや端子に被膜がついていると、
接触不良
の原因となるため、
マイナスドライバーなどを使って磨いておく。

左からそれぞれカワサキ、
ヤマハ、
BRPでおもに採用
されている純正バッテリー。
カワサキのみ密閉式だ。

毎月、PWCの仕組みを噛み
砕いて紹介するこのコーナー。
今月はPWCの電力源となる
バッテリーの仕組みと働きに
ついて、詳しく探っていくこと
にしよう。

special thanks/ジェットスキープラザ港北
TEL：045-941-0651
photo & text/H.W.S.M.編集部

【第7回】甘く見ていると大トラブルにつながるバッテリーの恐怖
PWCに限らず、世の中に存在するほ

バッテリーを一言で表すとすれば、

収まるようにしよう。一方の密閉式は

とんどのノリモノに搭載されているバ

言わば大型の充電池。始動時にセルモ

メンテナンスフリータイプ（MFバッテ

ッテリー。過去から現在までPWCでは

ーターを回すための電力を供給する重

リー）
と呼ばれ、外部から液面を確認す

「バッテリーにまつわる
怖ーいトラブル」

に振るだけの話（本当はそれも避けた

「バッテリー交換の目安」

い……）だが、水上にでてエンジンが
かからなくなった場合には生命の危

一般的にバッテリーは永久に使える

険に関わる。だからこそ、自分のPWC

ものではなく、寿命がある消耗品。
メン

に搭載しているバッテリーの状態は充

テナンスを怠ったり、各ユーザーの使

分に理解しておく必要がある。そして

用条件によって、その寿命は変化して

適度に充電をすることを覚えておいて

いく。何にせよ大事なことはバッテリ

ほしい。

ーの状態を常に把握しておくこと。そ
のなかでも特に重要なのが、ホームセ

「新品バッテリーを購入し
たらまずは初期充電」
新艇を購入した場合や古くなったバ

ホームセンターなどで手に入る電圧計があれば、
バッ
テリー の 状 態 を 数 値 で 確 認 で きる。左 が エンジ ン
OFF、
右がエンジンONでの計測数値。
エンジンをか
けると電圧があがることがわかる。
これはエンジンの充
電機能が働いているためだ。

と効果的だ。また、しばらくPWCに乗

バッテリーにはプラスとマイナスの

ンターなどで売られている電圧計を使

らない場合には、マイナス端子を外し

端子を接続するターミナルがあり、
これ

ったバッテリー電圧チェック。右上の写

て無駄な電力消費を防ぐなどの細か

らをつなぐことで初めてバッテリーが

真のように表示が12V後半以上であ

い配慮もしておきたい。

機能する。バッテリー本体がしっかり

れば通常使用に問題はないが、ある数

固定されているか確認することは当然

「使用条件によって異なる
バッテリーの取り扱い」

例外なく、すべてのモデルにおいて、
こ

要な働きを担っている。このバッテリ

ることはできない。
しかし、開放式に比

バッテリー電圧がゼロになった場合

ッテリーを買い替える場合、新品のバ

値を下回っている場合には、充電する

のバッテリーが電力源として搭載され

ーの種類は開放式と密閉式の2つに分

べてバッテリー液が減りづらい作りと

はもちろんのこと、電圧が少ない場合

ッテリーを購入したらまず初めにして

ことができなくなってしまうので注意

てきた。この バッテリー が な け れ ば

けることができる。開放式は本体側面

なっているが、まったく減らないわけ

にもエンジンを始動させることができ

おきたいことがある。それが初期充電

が必要だ。また、電圧は適正でも側面

PWCが水上を走ることができないの

からバッテリー液の残量を見ることが

ではないので注意。バッテリー液は開

ない。せっかくゲレンデに行っていざ

だ。新品のバッテリーには液が入って

に異常な膨らみや損傷が見られる場

先述したとおり、必ずしもすべてのユ

として、端子がしっかり締めつけられ
ているかどうかは特に注意してチェッ
クしておくこと。前回、端子をはずして
再度接続し直す場合はもちろん、毎週

は、多くの読者が理解しているだろう。

でき、アッパーレベルとロアーレベル

放・密閉それぞれのタイプに合わせて

遊ぼうという時に、肝心のエンジンが

いないため、自分で液を入れなければ

合も交換する必要がある。バッテリー

ーザーが同条件でPWCに乗っている

乗っているひとも乗艇前には緩みがな

では、なぜバッテリーがPWCには必要

が表示されているので、そのレベル内

希硫酸の比重が異なる。もしも開放式

かからなければその1日が台無しにな

ならない。これを入れればバッテリー

には劇薬の希硫酸が入っているので、

わけではないので、状況に応じたバッ

いかしっかりと確認してほしい。また、

不可欠なのだろうか？

まで液が入っているように保つこと。

バッテリーを使用していて、補充に際し

ってしまう。
また、電圧が少ないバッテ

はすぐに使うことができるのだが、そ

むやみやたらに捨てず、各市区町村の

テリーのメンテナンスが求められる。

この着脱の際の注意点として以下を覚

万が一、液面がロアーレベルを下回っ

て不安を覚えるひとは行きつけのショ

リーで仮に運良くエンジンが始動でき

の前に一度、充電することをオススメ

取り決めに従って処分すること。日頃

例えば1年を通じて毎週乗っているひ

えておくとよい。取り付けを行う場合、

ている場合には、注入口からバッテリ

ップに相談しよう。ちなみにおもな純

たとしても、何らかの影響でエンジン

したい。
こうすることでバッテリーの寿

のメンテナンスとしては、プラスとマイ

とであれば特に複雑なメンテナンスは

まずはプラスの端子をターミナルに接

ー補充液を足しておこう。ただし、
アッ

正バッテリーとして、カワサキは密閉

がストップした場合に、再び始動でき

命を長持ちさせることができるからだ。

ナスの端子やターミナルにエンジンル

必要なく、定期的に電圧や液残量、傷

続し、続いてマイナス端子をつなぐ。一

パーレベルを超す量の補充液を足さ

式、ヤマハとBRPには開放式が採用さ

るという保証はどこにもない。陸でエ

ショップで新艇を購入した場合や、新

ーム内の湿気によって被膜がついてい

みのチェックなどをすれば良い。しか

方、取り外す際には、マイナスを先、プ

ないこと。あくまで液面がレベル内に

れている。

ンジンがストップする分には1日を棒

品バッテリーに交換する場合には、初

ることがあるので、マイナスドライバー

し、1年のなかで夏だけしか乗らない

ラスを後の順に外していくこと。この

期充電をお願いしよう。

や簡易的なヤスリを使って磨いておく

その役割に

ついて紹介していこう。

「バッテリーは始動に欠か
せない大型の充電池」

ひとなどは、冬季メンテナンスとしてバ

際、工具の金属部分が取り付け、取り外

ッテリーをPWCから取り外して保管・

しを行っているターミナルと逆のター

充電する必要がある。

ミナルにうっかり触れないようにする
こと。
（例えば、
マイナスのターミナルを

「最重要点検項目はバッテ
リー端子の締めつけ」

締めつけている最中にプラスのターミ
ナルに触れないこと）

写真左の密閉式は液の注入口が赤いテープの下にある。
写真
右の開放式には黄色いキャップつきの注入口が配置される。

当コーナーを監修するのは

上田義章さん
（ジェットスキープラザ港北 店長）

バッテリーには開放式と密閉式の2種類がある。
写真
左の黒い方がメンテナンスフリーの密閉式、
写真右の
白い方が開放式だ。

バッテリー液は密閉式と開放式で希硫酸の比重が異なる。
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新品のバッテリーを購入した際
（新艇購入時も含む）
、
ショップで初期充電を行ってもらうと寿命が長くなる。

店長の上田さんは、
優
れた サービス技 術を
持つメカニックに対し
てカワサ キから贈ら
れる
「ジェットスキー
テ ク ニ カ ル 優 秀
ARK」
を、
4年連続受
賞。日々勉強というス
タンスと情熱を持って
PWCと接する頼りに
なる存在だ。

住所：神奈川県横浜市都筑区荏田南5-1-5
TEL：045-941-0651
営業時間：10˜20時
（木曜日は21時まで）
定休日：水曜日
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さまざまな温度範囲における
推奨オイルのグレード

仕組みを知れば、
もっとPWCはオモシロイ!!
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毎月、PWCの仕組みを噛み
砕いて紹介するこのコーナー。
今月はエンジンには欠かせ
ないオイルの働きについて迫
ってみよう。

special thanks/ジェットスキープラザ港北
TEL：045-941-0651
photo & text/H.W.S.M.編集部

【第8回】エンジンオイルはPWCにとって大事な血液
エンジンオイルの役割（4ストローク）

潤 滑

エンジンオイルの重要な働きとしてエン
ジン各部の隙間に入り込み金属同士の
摩擦を軽減し、
潤滑する作用がある。
こ
れによって金属疲労が起こりづらくなり、
エンジン自体の耐久性アップにつなが
る。

防 錆
エンジンを構成する各部のパーツにオ
イル膜を張ることで、
酸素を遮断してサ
ビを防ぐ。
こうしてエンジン自体の寿命
を長くしてくれる役割を担っている。

洗 浄
燃料やオイルが変質してできたスラッ
ジがエンジン内部に付着するため、
これ
を洗い落としてクリーンに保つ働きがあ
る。
エンジンオイルが黒くなっていくの
は、
この洗浄作用によって汚れを吸収し
ているため。

混合気の圧縮や燃焼、
各部の摩擦によ
って高温になるエンジンの熱を吸収し、
放熱する働きを持つ。
これによってエン
ジンの熱ダレを防ぎ、
効率良くエンジン
パワーを引きだす手助けをしている。

密 閉
ピストンとシリンダーの隙間にオイルの
膜を張ることで、
圧縮ガスや燃焼ガスを
燃焼室内に密封してパワーロスを低減
する役割も持つ。
エンジンのパワーアッ
プや燃費向上に一役買っているのだ。

耐腐食
劣化防止

エンジン内部で発生する熱にさらされ
たり、
空気に触れることで酸化するなど、
オイル自体も劣化していくが、
この劣化
を低減するのもまたオイルの役割のひ
とつ。
これによりオイルの寿命を長くす
ることができる。
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防錆と同様に、
エンジン内部で発生した
水分などによる金属の腐食を防ぐ耐腐
食作用もあるエンジンオイル。
エンジン
を長持ちさせるために欠かせない働き
となっている。

写 真 のようにピストン
や、クランクシャフトな
ど 様々な 部 分 にオイル
の通過経路が用意され
ている。

SAE 15W40
エンジン（クランク）の回転を使ってオ

ル自体が劣化してくるのは当然のこと。

談し、正確なサイクルを覚えておくこと。

イルポンプを回して、オイルをエンジン

PWCは海など水上のノリモノなので、

自分でオイル交換をしようと考えてい

上部まで送り込んでいる。
油路を通って

クルマやオートバイに比べて使用条件

るひとは、最低限2スト用と4スト用オ

エンジン上部のカムシャフト回りに送

（環境）が厳しい。特に金属摩耗を防ぐ

イルはしっかり区別しよう。2スト用オ

PWCのエンジンは4ストロークが主

られたオイルは、油圧によってエンジ

効果が薄れれば、金属疲労を起こして

イルを4ストエンジンで使用する、
また

流になり、2ストと比べてメンテナンス

ンの各部を通過しながら下方に落ちて

しゅう動部分やメタルやバルブ回り、

はその逆も厳禁!!

が少なくなったイメージがある。
しかし、

いき、再びオイルパンに戻る。その過程

ピストンとシリンダーの壁面などに傷

4ストになったことで、エンジンの部品

ではオイルフィルターによって、汚れを

をつけてしまうのだが、これはエンジ

点数が増え、構成が複雑化しているの

ろ過している。
ドライサンプにはオイル

ンを開けてみて初めてわかること。ま

もまた事実。ひとたびトラブルを起こ

パンがなく、2ストのようにオイルタン

た、オイルの劣化や酸化は目に見えな

せば、その原因解明と修復作業には多

クからオイルを圧送するポンプと、そ

いものなので、ユーザーがPWCに乗っ

オイルには粘度を示すグレードとい

くの苦労を要する。決してメンテナンス

れに加えてオイルをタンクにかき集め

ていてトラブルとして実感することは

うものがあり、使用条件に合ったオイ

フリーではない4ストの重要なメンテ

るポンプが用意される。オイルをかき

難しい。
しかし、
これが長く続けばエン

ルを選べるようになっている。シング

ナンス作業のひとつとして、エンジンオ

集めることができるため、オイルパン

ジンの焼きつきや金属の破損など結果

ルグレードとマルチグレードの2種が

イルの交換がある。そこで今回はエン

を持たなくても良い。4ストPWCの場

的に大ダメージを与えてしまうことは

存在し、通常、クルマなどでも主流とな

状態に変化する。つまり前の数値が低

ジンオイルについて紹介しよう。

合は、下からクランクケース部、
シリン

確実。
また、エンジンオイルに水が混入

っているのがマルチグレードだ。これ

いほど粘度が柔らかく、後ろの数値が

「潤滑方式が異なる
2ストと4スト」

冷 却

SAE 10W40

「オイルの種類は様々ある
がどれを選べば良い？」
オイルフィルターにサビがあ
ると、
オイル漏れなどを起こす
恐れもある。
オイルと一緒にフ
ィルターも交換しておこう。

になり、熱すればサラサラの柔らかい

ダー、
シリンダーヘッド部、
（カムシャフ

した場合には、乳化という現象が起こ

は季節などによる温度の変化にとも

高いほど硬いオイルとなる。
しかし、
こ

ト回り）があり、2ストに比べてエンジ

り、オイルは潤滑効果、冷却効果などを

なって使い分けていたオイルを、1年中

こで注意したいのが、高級なオイルを

ン自体に高さがある。スペースや重心

一気に失うため、高温で金属同士が直

使用可能にしたもの。現在、
スタンダー

入れれば長持ちするわけではないとい

の高さの観点から、オイルパンを持た

接擦れ合い、
こちらも大損害を引き起

ドなPWCの使用に関して、国内全域を

うこと。高いオイルほど極限での体力

カ バ ー で きる オイル の グレ ードは 、

はあるが、一度熱を入れて空気に触れ

2ストと4ストの2種類のエンジン形

ないドライサンプを採用している機種

こす要因となる。何が言いたいかとい

式とともに、オイルも2スト用と4スト

もあるようだ。
また、
レーシングカーな

うと、エンジンオイルの管理は徹底的

「10W-40」が主流のようだ。グレード

用に分かれている。2ストにおいてオイ

ど激しい走行をするライディングスポ

にシビアな目で行ってほしいというこ

の見方は、W（WINTERの頭文字）の前

どのオイルも同じ。最近のPWCにはア

ルはクランクのしゅう動部分・ベアリ

ーツの世界では、高速域で旋回をする

と。オイルゲージの見方ひとつを取っ

が低温の使用範囲で、低い数値ほど寒

ワーメーターが備わっているので、ど

ング回り、
シリンダーとピストンの摩擦

と強いGがかかり、オイルパン内でオイ

ても、
メーカーや機種、潤滑方式の違い

冷時の使用により耐え、
（
- ハイフン）の

れだけ走行したかを自分で確認できる。

を軽減する役割を持つ。ただしエンジ

ルの偏りが発生し、圧送ポンプが充分

によって様々だ。自分の機種の正確な

後ろの数値が高いほど、高温に耐えら

つまり走行時間によってオイルの管理

ンの構成上、ガソリンとオイルを混ぜ

に機能しないことも考えられるため、

確認方法をショップで必ず教えてもら

れることを表す。温度別の詳しい推奨

をしやすくなっているため、
ショップと

たり、もしくはガソリンとオイルそれぞ

常に一定のオイルをエンジンに送り込

うこと。
また、オイル交換も機種ごとに

グレードは上の表を参考にしてほしい。

相談して積極的にオイルへの気配りを

れのタンクが用意され、燃焼室内でガ

むことのできるドライサンプが積極的

サイクルが異なるため、ショップに相

オイルは冷やせばドロドロの硬い状態

してもらいたい。

ソリンを含む混合気とオイルが一緒に

に採用されているようだ。

当コーナーを監修するのは

燃やされる。一方の4ストの場合、燃焼
室内では混合気だけが燃やされ、オイ
ルはエンジン各部を潤滑しながら循

上田義章さん

「エンジンを動かすために
重要な役割を持つオイル」

（ジェットスキープラザ港北 店長）

環している。この潤滑方式にはドライ
サンプ式とウェットサンプ式の2種類

れば、劣化・酸化が始まるという点は、

では、エンジンオイルはどのような

がある。多くのクルマに採用されてい

働きを持っているのだろうか？

るウェッ

くは左ページにまとめてある通り、お

トサンプは、エンジンの真下にオイル

もに7つの役割を担っている。
これだけ

パン（オイルが溜まっている池）があり、

多くの仕事をこなしているため、オイ

詳し
メーカーや機種、
潤滑方式によってゲージの
見方やオイル交換のサイクルも様々。
ショップ
に相談して正確な知識を身につけておこう。

店長の上田さんは、
優
れた サービス技 術を
持つメカニックに対し
てカワサ キから贈ら
れる
「ジェットスキー
テ ク ニ カ ル 優 秀
ARK」
を、
4年連続受
賞。日々勉強というス
タンスと情熱を持って
PWCと接する頼りに
なる存在だ。

住所：神奈川県横浜市都筑区荏田南5-1-5
TEL：045-941-0651
営業時間：10〜20時
（木曜日は21時まで）
定休日：水曜日
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シリンダーヘッド

図④

仕組みを知れば、
もっとPWCはオモシロイ!!

（Q.13）

スパークプラグ

図⑤
シリンダー

（Q.20）

（Q.18）

ピストンリング

吸気ポート

ピストン

コンロッド
インテークマニホールド

緊急企画!!

毎月、PWCの仕組みを噛み
砕いて紹介するこのコーナー。
今月はいままで紹介したメカ
ニズムのおさらいとして模擬
試験を実施。あなたはいくつ
解けるかな？

PWCメカニズム

おさらい模擬試験

（Q.13）
【Q.13】図④はエキゾーストマニホールドの断面図となっているが、線で示した部分
は何の通り道か答えよ。

残り、塩詰まりを引き起こしてオーバーヒートなどの原因となることがある。

当コーナーを監修するのは
に関する模擬試験を行うことにした。

たいという趣旨で始めたこの連載で

制限時間は1か月でカンニング（バッ

は、8か月に渡って様々なPWCに関す

クナンバーの参照）ももちろんOKだ。

る仕組みを紹介してきた。PWCが動く

また、成績優秀者には豪華プレゼント

ための仕組みや、各種構成部品、
メン

も用意したので、ふるって応募してほ

テナンスの重要性などを理解してもら

しい。そして、問題を解きながら、今一

えたのでこれほど嬉しいことはない。

度、知識を再確認し、それをPWCライ

突然ではあるが、今月はこれまでと
は少し趣向を変えて、PWCメカニズム

【Q.15】BRP SEA-DOOの4ストモデルでは間接冷却方式が採用されているが、エ

上田義章さん

ンジン各部を循環している液体の名称を答えよ。

（ジェットスキープラザ港北 店長）
店長の上田さんは、
優
れた サービス技 術を
持つメカニックに対し
てカワサ キから贈ら
れる
「ジェットスキー
テ ク ニ カ ル 優 秀
ARK」
を、
4年連続受
賞。日々勉強というス
タンスと情熱を持って
PWCと接する頼りに
なる存在だ。

フに活かしてもらえれば幸いだ。

クランクシャフト（Q.19）

【Q.14】海でPWCに乗った場合、冷却水として取り込んだ海水や砂利が冷却経路に

（○か×で解答）

もっとPWCに興味を持ってもらい

リードバルブ

【Q.16】
ウォーターボックスのおもな役割のうち、エンジンへの水の逆流防止、排気
系統周辺の冷却とならんで重要ものを1つ答えよ。

【Q.37】エンジンオイルの乳化現象は、何が混じった時に起こるか答えよ。
【Q.38】
すべてのPWCは、オイルゲージの見方やオイル交換のサイクルが共通であ
る。
（○か×で解答）
【Q.39】2ストエンジンは4スト用エンジンオイルを使用しても問題ない。
（○か×で
解答）

【Q.17】ウォーターボックスの改造、取り外し、個人での修理は行ってはいけない。 【Q.40】図⑥のオイルグレードのなかで、Wの文字の前の数字は何を表しているか
（○か×で解答）
住所：神奈川県横浜市都筑区荏田南5-1-5
TEL：045-941-0651
営業時間：10〜20時
（木曜日は21時まで）
定休日：水曜日

【Q.18-20】
図⑤の2ストエンジン写真で、空欄になっている各部の名称をそれぞれ
答えよ。

答えよ。

図⑥

【Q.21】2ストエンジンのメリットを2つ挙げよ。
【Q.22】2ストエンジンは吸気から排気までの1行程の間に、
ピストンが4往復する。

それでは試験スタート!!

（○か×で解答）

図③

【Q.1】燃料タンク内の圧力を調整する役割を持つ図①の圧力弁の名称を答えよ。

冷却水
取入口

ドライブカプラー

（Q.8）

ドライブシャフト

【Q.3】燃料補給の際、タンクいっぱいまで入れた方が、
より効果的にエアベントが機

【Q.25】2ストエンジンはその特性上、
シリンダー内に送られるすべての混合気を燃

【Q.26】キャブレターからクランクケースに送られた混合気の逆流を防ぐ装置の

流れ
水の

【Q.4】図②の2ストPWCの燃料ポンプのうち、
リザーブ用のパイプはどちらか答え

ベンチュリーノズル

よ。
（AかBで解答）
【Q.5】燃料の残量を示すメーターは、可変式燃料センサーが上下する信号によって

【Q.27】キャブレターの役割を簡潔に答えよ。

水中

最優秀成績者に豪華プレゼント!!

【Q.28】キャブレターのなかで燃料の流量を微調整する部品の名称を答えよ。

今回のおさらい模試で最優秀成 【配点】100点満点（各2.5点×計40問）
績を収めた読者には、本誌から 【応募方法】今回の模試の解答を本誌97ページのハガキ内に
プレゼントを進呈。
メカニズムに ある解答欄に記載して、郵送またはFAXにて編集部までお送り
欠 か せ な い も のと言 え ば 工 具 。 下さい。
工具に欠かせないものと言えば 【締め切り】2009年12月10日（木）消印有効
工具箱。
ということで、
ちょっと変 【解答&成績優秀者発表】本誌2月号（2010年1月10日発売
わったツールボックスをお送り 予定）
します
（笑）
。
萌え系PWCユーザ ※解答は読みやすい文字で記載して下さい。
ーだけでなく、
幅広い読者のご参 ※雑誌公正競争規定により、このコーナーでプレゼントに当選
加をお待ちしておりまーす。
された方は、同号の他の懸賞に当選できない場合があります。
※ 最 優 秀 成 績 者が 複 数 の 場 合 、
抽選でプレゼント当選者を決定
します。

（Q.7）
テールコーン
（Q.6）
ベーン

インテークゲート

ライドプレート

【Q.6-8】図③のポンプ周辺のイラストで、空欄になっている各部の名称をそれぞれ
答えよ。

の名称を答えよ。

も持っている。
（○か×で解答）

め、
もっとも注意しなくてはならないことは何か答えよ。
【Q.12】一般的な4ストPWCの冷却水の経路（直接冷却）について、下のA〜Gを正
確な順に並べよ。

B

【Q.30】PWCをビーチに係留する際、
アンカーは真下に垂らして打った方がはずれ

【Q.31】バッテリーの種類は大きく分けて2種類ある。
その2つを答えよ。

答）
【Q.33】
しばらくPWCに乗らない場合でも、バッテリーのマイナス端子を外したり、

【Q.11】PWCを始動させる際、
ジェットポンプが異物を吸い込まないようにするた

A

ルのバタフライ開度をすべて統一させることを何というか答えよ。

【Q.32】新品のバッテリーは初期充電をした方が、寿命が長持ちする。
（○か×で解

【Q.10】PWCの推進力を生みだすジェットポンプは、冷却水をエンジンに送る役割

A）
インテークゲート B）
ウォーターボックス

【Q.29】2連、3連など複数連なったキャブレターにおいて、チョークおよびスロット

にくい。
（○か×で回答）

【Q.9】
インテークゲートが空気の混ざった水を吸い込み、推進力を減衰させる現象

図②

名称を答えよ。

船 底 (アンダーハル)

表示されるものが主流となっている。
（○か×で解答）
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とはない。
（○か×で答えよ）

焼させ、出力に変えている。
（○か×で解答）

能する。
（○か×で解答）

図①

あなたが考えるマナーについて、
編集部ま
でご意見をお寄せ下さい。
例えば、
「私の徐
行は●km/h」
「私が考える新しいPWCマ
ナー」
「 ゲレンデで見かけたマナー違反ユ
ーザー」
「 マナー違反者への注意の仕方」
など、
PWCのマナーに関することであれ
ば何でも構いません。
本誌97ページのハ
ガキ内フリースペース欄に記入のうえ、
編
集部まで郵送またはFAXでお送り下さい。
お待ちしております。

【Q.24】2ストエンジンのシリンダー内で、掃気ポートと排気ポートの両方が開くこ

水の流れ

【Q.2】海でPWCに乗った場合、燃料タンクに塩分が入ることは100%ない。
（○か
×で解答）

マナーに関するアンケート募集!!

【Q.23】2ストエンジンからでる排気ガスにオイルが混ざる理由を答えよ。

バッテリー自体をPWCから外して保管・充電する必要はない。
（○か×で解
答）
【Q.34】バッテリーをPWCに取りつける際、プラス端子をターミナルに接続してか
らマイナス端子をつなぐ。
（○か×で解答）

C）エキゾーストノズル

D）エキゾーストマニホールド E）
ジェットポンプ F）
シリンダー G）マフラー

「痛箱
（いたばこ）
」
世界初となる萌え〜な
工 具 箱 は、カワイイだ
けじゃなくこだわりの
スペックが満載。
プロ
向けの工具箱をベース
とした高品質設計。ゲ
ームソフトやフィギュア
なども収納可能だ。

【Q.35】4スト用エンジンオイルの7つの役割を簡潔に答えよ。
【Q.36】4ストエンジンの潤滑方式を2種類答えよ。

069

