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こんにちは、hachimaru93さん マイページ ▼ マイブログ ▼

はちまるの日常。（チョイノリブログ）

新規投稿

ブログ設定 メッセージ ログアウト Yahoo! JAPAN

ｘ
新規投稿・設定はこちらから行えます！

チョイノリサイトあります http://suzuki-choinori.com/

全体表示

[ リスト ]

< クラッチ分解してみた no2 グリスアップ

チョイノリ エンジン組み方①ピストン・クランク
2012/2/27(月) 午後 1:30

チョイノリ エンジン組み方②クランクケース >
クリップ追加

修正

エンジン分解・組上げ・脱着・補修

削除

移動

オートバイ

0
全分解したウチのチョイノリのZ401エンジンですが、順を追って組み方を記載していきたいと思います。
まずはピストンを完成させて、クランクアッセイに装着するまでです

組むのはこれだけのパーツです。
ピストンに装着するピストンリングは全部で5個あります。エンジンオーバーホールの場合にはリングを新品にさ
れるほうが好ましいですが、焼きつきがなければ再利用でも問題なく動きます。

はちまる
男性 / 非公開
人気度

プロフィールの編集
今回はピストンリングとサークリップを新品購入してみました
12140-22G00 リングセット ピストン
1450円
09381-10006 サークリップ
@70円×2 140円
ピストンは傷が全くないので再利用です。ピストンには「22G0」と「ART」の刻印があります。
溝は3本入っていて、
一番上に「トップリング」
二番目に「セカンドリング」
三番目に「オイルリング」（＝サイドリング上＋スペーサー＋サイドリング下）
が装着されます。

友だち(86)

友だち一覧

ゲストブック

すべての記事(742)
画像一覧
TOP
プロローグ その他
チョイノリの基本と初級整備
足回り・フレーム・外装
電装・メーター系
吸排気系・燃料装置
エンジン分解・組上げ・脱着・補修
型式（前後期の違いなど）
サラダ油・廉価オイル投入記録
金属カム導入と維持記録
もっと速く！という無駄な抵抗
ツーリング・性能評価動画
チョイノリ林道走破プロジェクト
投票
チョイノリ写真館

訪問者
ブログリンク
コメント
トラックバック

今日

全体

360

751927

0

28

0

14381

0

2

新品のリングには刻印が入っていて、
トップリングにはOと書いてあり、赤い着色が、
セカンドリングにはRと書いてあり、緑色の着色があります
いずれも刻印側が上になるように装着します。
（再利用する場合、この刻印はまず確実に消えています、なので外すときに上下方向とどのリングかわかるよう
に記録しておきましょう）
さてはめていきます

スマートフォンで見る

スマートフォン版Yahoo!ブログにアクセス！
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最新のコメント
- 丁寧な回答ありがとうございます！ そもそ...
- K3前期型だと思われます。 板金キックス...
- アース線の線付きワッシャ？が破断していま
し...
- ここまで積み上げてきた技術系情報は、チョ
イ...
- 5月9日から別ブログに引っ越せるようにな
る...

最新のトラックバック

すべて表示

- 聖地巡礼の旅2013(その8：聖地巡礼旅2...
すべて表示

訪問者履歴
ブログリンク
Yahoo!からのお知らせ

はめる順番は
１、スペーサー
２、サイドリング下
３、サイドリング上
４、セカンドリング
５、トップリング
の順です。
それぞれのリングには切り欠きがあり、その方向をずらして装着しなくてはなりません。
写真のようにピストンのEX側を示す凹みを12時方向にして、各リングを
トップリング 6時方向
セカンドリング 10時方向
サイドリング上 2時方向
スペーサー 6時方向
サイドリング下 2時方向
に向けて装着します。
装着自体はそれほど困難ではありません。あまり無理に開こうとするとリングが割れるので注意しましょう。
この後の作業で確実にずれてしまうので、最後にもう一度位置を確認します。

次にピストンにサークリップを装着します。装着前にサークリップに変形がないことをよく確認しましょう。
今回は新品を使用しています。
赤矢印で示すように、取り付けやすいように一部に凹みがあるので、ここにサークリップの切り欠きがくるように
はめていきます。内部の溝にしっかり嵌めます。
はめ込んだ後は切り欠きを凹みからずらします。黄色矢印のあたりに切り欠きがくるようにぐるっと回します。
（注：サークリップが脱落するとピストンとエンジンに重大な損傷をきたします。ここの装着は確実にできているよう
しっかり確認すること。）
一個だけ装着して、反対側のサークリップは、コネクティングロッドにピストンを装着した後に嵌めます。

・初めての方へ

開設日: 2010/12/1(水)

【予約販売 5⽉上旬
⼊荷予定】ハー…

Android6.0 10イン
チタ…

￥7,390

￥11,600

互換：YTX20L-BS、Y
TX20H…
送料無料

カラー:ホワイト＜br
＞OS：Andr…
(8件)

(89件)

次に、ピストンをクランクのコネクティングロッドに装着してきますが、方向を確認しておきましょう。
黄色丸のように排気側が下にくるような位置（実際の車両積載での位置）で、赤丸のようにカム回転用歯車が車
体右になるような位置関係です。
ここを反対に嵌めちゃうとすべてやり直しですので注意。

液晶ガラスフィルム i
phone …

SUPER NATTO スー
パーナ…

￥1,580

￥6,280

iPhone ⽤強化ガラス
フィルム＜b…
送料無料

■商品番号＜br＞STX
20L-BS_…
送料無料

(8件)

(3件)

よしもとブログランキング
1

2

小川菜摘

浅香あき恵

もっと見る

3

Love Me Do

オフィシャル

もっと見る

淀川 寛平マラソン
淀川 寛平マラソン

チーム森田の“天気で斬る！”

黄色丸の方にサークリップが嵌めてあります。ですのでその反対方向から赤矢印のようにピストンピンを挿入し
ます。ピストンピンにはエンジンオイルを少量塗っておきます。
挿入初期は若干硬い印象がありますが、基本的に指の力だけで挿入できます。
ここがあまりに硬かったり、傷が付いているようなら焼きつき経験エンジンの可能性があります。ピンを交換しまし
ょう。
ピストンピン挿入後は反対側もサークリップを嵌めて完了です。
こちらのサークリップも切り欠きの位置を回転させて、しっかりはまっていることを確認しましょう。

チーム森田

Yahoo!ブログアクセス解析はマイページから
ブログを書いてTポイントを山分け！
アフィリエイトブログを始めよう！

これで完成です。
ピストンがコネクティングロッドに対してスムーズに動くでしょうか。通常はコネクティングロッドを傾けるだけで重
力でピストンがカタカタ動きます。

おまけ
作業中のはちまる書斎。

紅茶でも飲みながら、優雅にエンジン組み立てなんていい身分です。
しかしまあ、書斎だなんて言っておきながら、本などほとんどなくて工具やパーツばかり
さらにはこんなものが…

奥が「ホンダGX35」という芝刈り機用35ccエンジンを積んだ折りたたみバイク、何と 琵琶湖一周 完遂機。
手前が御存じホンダ モトコンポ レストア済み。
昔から小さいバイクに興味があったので、なかなか手放せないコレクションです（＾＾）

この記事に

> 趣味とスポーツ > 乗り物 > オートバイ
コメント（8）
ハニワ「おい馬！これからクランク組み込むぞ！」
馬 「うちらクランク持ったら傷だらけになりますぜ？」
なんて会話が聞こえてきそうです(笑)紅茶は優雅だなぁ～。
2012/2/27(月) 午後 2:53

返信する

＞k原さん
寝ている間にハニワとウマが勝手にエンジン組んでいたら…なんて
なんちゅうメルヘンなお話でしょう
きっとエンジン始動したらエキゾーストノートは笛の音ですぜだんな！
（＾＾）
2012/2/27(月) 午後 3:18

返信する

いやぁ～。サービスマニュアルより写真がたくさんあってはるかにわかりやすいです～～
僕は紙ウェスは家庭用６本入りのヤツを愛用しています。
６本で178円くらいでオトクです！
2012/2/27(月) 午後 8:25

返信する

ピストンピン挿入についてですが、
サービスマニュアルでは0.01mmのクリアランスが限界値のようですし
焼きつきでの不純物程度でもきつくなるかも？と思います
綺麗な状態でもきついと言うことなら、ピストンピンは多分鉄で

0

削れる方向に寸法が変化するはず
ピストンはアルミなので抜けにくいという事は
熱でピストン（またはピン穴）が変形してるのではと推測します
つまるところピストンの方を交換した方が良いかもと思ったり

…モトコンポ良いなぁーうらやましいー
ちょいのりさん購入前の候補でしたがレストアの自信がなくて諦めました
2012/2/27(月) 午後 9:45 [

ふももも ]

返信する

＞KSK＠ばすさん
そういや、こないだツマーとホムセンにいって作業用青ペーパー、3本入りを買っていたら、キッチ
ンタオルがもっと安いと言われました。
確かに激安ですよね～
紙の内容量に不安があったので、いつもの青ペーパーにしましたが
次、ためしてみますね。
2012/2/28(火) 午前 8:30

返信する

＞ふもももさん
焼き付きの状況で個体差があるとは思いますが
当方の焼き付きエンジンで新しいピストンの装着感も検討してみるようにしますね
モトコンポは自分が初めてレストアに挑戦した車種です。車体が小さいので場所をとらないし、2st
だから構造も単純だろうと選択しました。3台レストアしましたが、まったくの素人でもちゃんと走れ
るようにできてうれしかったです。
2012/2/28(火) 午前 8:59

返信する

こんばんは。自分もピストン組んで入れたんですが、入れるとき硬いとだめなんでしょうか？。台湾
製ですが、。３yk7
2013/2/16(土) 午後 7:26 [

ひさ ]

返信する

＞ひささん
チョイノリではピストンリングが縮まっていったん入り込むと後はするする動きます。
車種によってはピストンサイズが複数存在したりしますので確認されてみては？
2013/2/18(月) 午前 8:10

返信する

表示名を選択 はちまる（hachimaru93）

チョイノリ エンジン組み方①ピストン・クランク
について思ったことをコメントしてみよう

内緒
トラックバック（0）

< クラッチ分解してみた no2 グリスアップ

チョイノリ エンジン組み方②クランクケース >

宴会会場 ユニオン東館 | パーティーを盛り上げる演出多数 数々の二次会や貸切パーティーを実
施してきた…
union.owst.jp
Ads by Yahoo! JAPAN

宴会会場 ユニオン東館

union.owst.jp

二次会・同窓会・歓送迎会・着席200人OK

ASP協賛！他にないアフィリ法

afi-lab.net

無料メルマガ講座の登録者限定特典！解説動画、マニュアル、サイトテンプ

40代からの≪タキシフォリン≫

store.shopping.yahoo.co.jp

≪タキシフォリン≫はシベリアカラマツ含有のポリフェノールです
Ads by Yahoo! JAPAN

Yahoo!検索で調べてみよう
折りたたみバイク ホンダ
ホンダ 芝刈り機 エンジン

連携サービス

チョイノリ

モトコンポ エンジン

装着 反対

知恵袋 ｜ textream（掲示板） ｜ ロコ ｜ 求人

