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スクーターの駆動系部品は消耗品だ 交換時期
が判断できなければバラして確認!!

掲載⽇︓2017年01⽉28⽇ 特集記事＆最新情報    
取材協⼒／ワイズギア、ヤマハ発動機
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⾞体がフルカバードされたスクーターや1,000ccを越えるビッグバイクとなると、メンテナン
ス初⼼者はなかなか⼿が出しづらいように思えるかもしれない。しかし、どんなバイクでもメ
ンテの基本は変わらないはずだ。特に⽇常的な点検やベーシックな消耗品交換などは、初⼼者
にも挑戦しやすい作業である。最初は簡単なものからトライしてみてはいかがだろう。⾃分で
⾏った作業で愛⾞の調⼦が変わる体験をすれば、バイクいじりの楽さを実感できるだろう。ま
ずは⼯具を⼿に持って、休⽇に愛⾞と⾃宅で過ごしてみよう!!

スクーターの駆動系部品は消耗品だ
交換時期が判断できなければバラして確認!!

ライダーをクラッチ操作の煩わしさから開放した、スクーターのV ベルト変速機構は消耗品の
集合体である。ストップアンドゴーを多⽤したり、⾼速連続⾛⾏しているスクーターは駆動系
部品への負担が⼤きいので注意が必要だ。
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スクーターの無段階変速機構は、プーリーとクラッチをベルトで繋いでおり、エンジン回転に
応じてベルトがプーリーの斜⾯を滑るように動くことで変速している。

駆動系の分解点検
作業難易度★★★★☆ ／ 参考作業時間60分

駆動ケースを開ける前に、ベルトケースの樹脂カバーを取り外す。3番のプラスドライバーを
使って、頭を嘗めないように緩める。固着していたらインパクトドライバーを使おう。

⽤品インプレッション

▼アイテムタイプから探す

ツーリング⽤品

ヘルメット

アパレル

アイウェア

フットギア

グローブ

プロテクター

バイク雑貨

ケミカル

メンテナンス⽤品

エンジンオイル

盗難防⽌⽤品

ハンドル

電装類

外装類

タイヤ

タグで検索

メーカー

ホンダ ヤマハ スズキ

カワサキ ハーレー BMW

ドゥカティ トライアンフ

排気量

50cc 125cc 150cc

250cc ミドルクラス

ビッグバイク

⾞両タイプ

ネイキッド スーパースポーツ

カフェレーサー ネオクラシック

ボバー スクランブラー

オフロード アドベンチャー

アメリカン クルーザー

スクーター 絶版・旧⾞
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樹脂カバーの内側は吸⾳スポンジで防⾳対策されている。続いて駆動系ケースのボルトを緩め
ていく。⾒えにくい下側にもボルトがあるので、確認しながら全部緩める。

駆動系ケースのカバーはダウエルピンで位置決めされており、外れにくいのでプラハンでコツ
コツショックを与えつつ⼿前に引き抜く。急に外れて怪我をしないように!!

CB400 CBR1000RR

CB1100 CB1300

アフリカツイン YZF-R250

SR400 MT-07 MT-09

YZF-R1 XSR900

アドレスV125 GSX250R

Vストローム250 GSX-R1000

GSX-S1000 ハヤブサ

ニンジャ250 Z900RS

ニンジャ1000 ZRX1200

ブランドボイスをチェック︕

有名ショップやメーカーの新着情報
ヨシムラクシタニ フルメッシュ
パーカージャケット 初回出荷開
始
ヨシムラジャパン
2020-03-30 17:19:00

モンキーのカスタムといった
ら・・・
Gクラフト（Gcraft）
2020-03-29 08:01:00

春夏新作ウェアの情報満載のデ
グ通2020春夏号完成しまし
た︕
DEGNER
2020-03-27 18:14:00

【新製品】LEDコンバージョン
キット シーケンシャルウイン
カーYAMAHAタイプ
POSH Faith【ポッシュフェイス】
2020-03-27 17:30:00

Ｚ１マフラー加⼯
プレジャー
2020-03-27 10:21:00

Rebel 250 フルエキゾースト
マフラー 第⼆弾
OVER Racing (オーヴァーレーシング)
2020-03-26 10:19:00

ブランドボイス⼀覧を⾒る

バイク買取＆乗り換えガイド

バイクを売却したい時の⼿続き
とは

バイクを売却する時に必要なものとは︖

ツーリン
グレポー
ト

⽤品イン
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グ⽤品

ヘルメッ
ト
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貨
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メンテナ
ンス⽤品

エンジン
オイル

盗難防⽌
⽤品

ハンドル

電装類

外装類

タイヤ

バイク動
画

バイク動
画⼀覧

ホンダ

ヤマハ

スズキ

カワサキ

ハーレー
ダビッド
ソン

BMW
Motorrad

ドゥカテ
ィ

トライア
ンフ

⽩バイ流
安全運転
テク
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駆動系ケースのカバーに紙ガスケットが使われていると、外すときに切れてしまって再使⽤で
きないことが多いが、BWʼS125やシグナスX SRはゴムガスケットだ。これは素晴らしい!!

プーリーのセンターナットを緩める前に合いマークを付けておくと、復元時に元の締め付けト
ルクで締め付けることが可能だ。マニュアルとトルクレンチがあるなら規定トルクで締め付け
よう。

プーリーホルダーで回り⽌めをして、センターナットを緩める。プーリーホルダーのハンドル
を地⾯に当てて固定すると、ナットを緩めるハンドルに⼒が掛けやすい。

不動⾞でも買取してもらえる︖

バイクを売却すると⾃賠責保険
は返⾦されるのか︖

バイク買取＆乗り換えガイド⼀覧
を⾒る
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プーリーとプーリーフェイス⾯に段付き摩耗が無いか確認する。段付があるとそこでベルトの
滑りが悪くなってスムーズな加速の障害となる。油分は付着させないように。

プーリー内に組み込まれるウエイトローラー外周にフラットスポットがあると、そこでローラ
ーの動きが⽌まって変速しなくなる。消耗品なので摩耗があれば交換しておこう。
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クラッチ側もホルダーで回り⽌めをした状態でセンターナットを緩める。ホルダーがいきなり
外れて、いきおい余って⼿をぶつけて怪我をする失敗が多いので気をつけよう。

クラッチユニットを外して、クラッチシューの摩耗を点検。クラッチアウター内側のシューの
削れたカスをクリーンナップしておく。この部分も油分を付着させないように注意しよう。
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ドライブベルトは内側を確認。⼭なりに反らせるようにしてヒビ割れが無いかチェックしよ
う。また、新品と⽐べて幅が狭くなってしまうと最⾼速まで変速できなくなってしまう。

ベルトケース底にはベルトが削れたカスが堆積するので、クリーンナップしておく。油分があ
る場合、ギアオイルの侵⼊が疑われる。ドライブシャフトのオイルシールもチェックすしてお
こう。
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復元時はクラッチ側のセンタースプリングを指で押し縮め、ベルトが⼀番奥に位置するように
セットする。⼿は事前にしっかり洗って、油分が付いたらパーツクリーナーで拭き取ろう。

ベルトが⼀番奥の位置にある状態のまま、クラッチ、プーリーのセンターナットを締める。ベ
ルトの余裕を作っておかないと、プーリーフェイスが奥まで⼊らない可能性があるのだ。
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そのままエンジン始動するとたるんだベルトがいきなりパンと張って負担が掛かるので、ベル
トを⼿で回転させてクラッチセンタースプリングのテンションを戻して置こう。

使⽤⼯具

駆動系の作業にはプーリーホルダーを⽋かすことができない。メーカーや機種によって適合が
違うので、愛⾞に合ったものを選んで所持しよう。⻑めのブレーカーバーがあるとなお使いや
すい。

 

ついでに点検しておきたい
ベルトケースのエアフィルター

駆動系の部品は発熱するので、⾛⾏⾵を導⼊して冷却を⾏っており、異物の侵⼊を防ぐために
フィルターが付いている。このフィルターが汚れやすいので点検清掃よう。
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フィルターは駆動系ケースの樹脂カバーの下に位置している。センターのプラスビスを3番の
ドライバーで緩める。ドライバーのボルスターを使うと⼒がかかりやすい。



2020/3/30 スクーターの駆動系部品は消耗品だ 交換時期が判断できなければバラして確認!! 特集記事＆最新情報-バイクブロス

https://www.bikebros.co.jp/vb/feat/mm128f_p36_37/ 11/12

バイクブロス・マガジンズ TOP › 特集記事＆最新情報  › 

【前の記事へ】
フレッシュエアーでエンジン完調!!フ
ィルター⼆重構造でライフ⻑持ち!?

【次の記事へ】
ヘビーデューティーな遊べるスクータ
ー どんどん乗り回してしっかりメンテ
したい!!

新品と⽐べるとフィルターの汚れ具合は⼀⽬瞭然。10000kmごとの清掃が指定されており、
フィルター洗浄液で洗って再使⽤できる。酷い汚れや破損があれば交換だ。

樹脂製のフィルターフレームもしっかりクリーンアップしよう。フィルターが綺麗になって、
通気性が良くなれば駆動系の冷却性が良くなり、駆動系パーツの延命に繋がる。

ヤマハ BWʼS125のカスタムパーツをバイクブロスで⾒る

ツイートする シェアする 友だち追加

こちらの記事もおすすめです

【バイク保管の予備知識】
3ヶ⽉くらい乗らないのな
ら
特集記事＆最新情報

【バイク保管の予備知識】
半年以上乗らないのなら
特集記事＆最新情報

【バイク保管の予備知識】
愛⾞を永い眠りから起こす
ために ⾛り出す前にしっ
かり点検整備
特集記事＆最新情報

XSR900 ⾼圧縮⾼出⼒のハ
イパフォーマンスマシンは
エンジンオイルに求められ
る性能も⾼い!!
特集記事＆最新情報
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バイクの総合ウェブマガジン バイクブロス・マガジンズ
⼆輪の免許取得やバイク購⼊の基礎知識、最新モデル動向、インプレ、さらにツーリング、ライテク、メンテナンス、各種⽤品詳細まで、

初⼼者からベテランさんまで、あらゆるライダーが役⽴つニュースを発信しているバイク情報総合ウェブマガジンです。
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ヘビーデューティーな遊べ
るスクーター どんどん乗
り回してしっかりメンテし
たい!!
特集記事＆最新情報

プラグ点検もバッテリー交
換も⾞載⼯具で脱着かんた
ん!!
特集記事＆最新情報

フレッシュエアーでエンジ
ン完調!!フィルター⼆重構
造でライフ⻑持ち!?
特集記事＆最新情報

エンジンブレーキが効きづ
らいスクーターは前後のブ
レーキへの負担はが⼤き
い!!
特集記事＆最新情報
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