昨日：00060 今日：00054 合計：0167406
[ ホーム ] [ トップ ] [ 削除 ] [ 編集 ] [ 過去ログ ] [ 検索 ] [ 画像 ] [ 管理 ] [ ヘルプ ] [ 管理人へメール ] [
無料で高性能画像掲示板を作る ]

VOLVO AMAZON FAN CLUB fan BBS 新館
おなまえ
E-mail
ホームページ
題

http://

名

コメント
添付File

ファイルを選択

投稿パス

ファイル未選択

(記事の削除用)

画像認証キー
送信する

あなたのクリックで掲示板が救われます！
0

4
ええやん！

0

0

users

Tweet

クラッチケーブルのゴム Name 伊賀 2015/03/29(Sun) 14:50 No.227 [レス・レス表示 ]
1970年の122Sなんですが、クラッチハウジングのカバーが取れていて
購入してつけようとしたらクラッチケーブルの取り付け部にざくざく
な四角いゴムが付いていまして、外したら崩れそうなのです。調べて
みてもパーツリストにもみあたりません。CVIのクラッチレリーズを
見ると形も違うようなのですが、仕様が異なっているのでしょうか。

… Re: 西口 康司 2015/04/01(Wed) 15:05 No.5
(後藤さんの写真の）クラッチ・ケーブルの丸いボール状の部分が(伊賀さんの写真
の）クラッチ・フォークの左側の丸い穴から入ってもっと左側の狭い部分にセットさ
れるのだと思います。外れ防止はスプリングで引っ張っています。おそらくはケーブ
ルが延びてしまった状態で、新しいケーブルを購入しないまま使うためにスペーサー
(かいもの）として適当なものをはさんで対応しているのではないでしょうか？新旧の
ケーブルのアウターとインナーの長さの差をチェックすればいいのでは。(ただしペダ

ル側の取り付けは結構面倒かも知れません。私はまだやったことがありません。）
… Re: 伊賀 2015/04/03(Fri) 01:06 No.6
サービスマニュアルを見るとクラッチワイヤーにテンションが
かかる方向でスプリングがついていますが、私のには最初の写
真のようにバネがつけられていません。これは失われているの
でしょうか。

… Re: 西口 康司 2015/04/03(Fri) 12:08 No.7
20番のバネでしたら付いているのが正常です。677531
では10.06US$

リターン・スプリング

CVI

… Re: 伊賀 2015/04/03(Fri) 19:22 No.8
下を洗う前で汚くて済みません。これは下から見た写真なので
すが、リターンスプリングはついていません。スプリングのボ
ディ川はどこに付くのでしょうか。

… Re: 西口 康司 2015/04/03(Fri) 19:30 No.9
写真の下側にあるミッション・サポートに引っ掛けます。ミッションサポートを締め
付けている2個のボルトとミッションマウントの中間くらいの斜めになっている部分
の前方に小さい穴が見えます。反対側は整備書のとおりにクラッチ・フォークの穴に
引っ掛けます。結構バネの力は強いですよ。
… Re: 緑熊 2015/04/03(Fri) 19:55 No.10
今でこそ個人輸入でお安くパーツが入手できますが、昔、かの高名なＹ社が扱ってい
た時代には、ガイシャのパーツは高くて当然（他社に比べれば輸入してくれて入手で
きるだけでも奇跡にちかい？）でしたので、国産車からの流用が結構されてました。
エンジンについては、ボルボも日産もイスズあたりも、英国車のコピーですから、み
な兄弟のようなものですからね。ですから、オリジナルのパーツ以外が使われている
可能性もかなり高いです。私の昔の白熊はリリースが油圧でしたが、日産のパーツで
代用してました。でもどうやってリターンの力を生み出しているんでしょうかね。ま
さか、ゴムの蛇腹の中にリターンスプリングが仕込まれているのでしょうか。
… Re: 伊賀 2015/04/03(Fri) 21:47 No.11

西口様 そうですよね。おかしな事です。とりあえず対処しなくては。
緑熊様 工夫の数々がなされておりまして、中には首をかしげたくなるような対処も
たくさんあります。リリースフォークにはリターンスプリングが無くてもクラッチ自
体はつないだり外したりできるから、走れるって事ではないでしょうか。ちょっとう
るさい音がしてますが。このせいかもしれません。
… Re: 伊賀 2015/04/07(Tue) 02:07 No.12
しつこくてすみません。ボディ側にはスプリングを引っかけるような穴が見当たりま
せんでした。どうもリターンスプリングが無くても戻るようなのでリリースフォーク
にスプリングが内蔵でもされているのでは無いかとさえ思っています。とりあえず工
場にあったバネを引っかけて様子を見ています。他の70年モデルの方はどうなってい
るのでしょうか。
… Re: 西口 康司 2015/04/07(Tue) 13:40 No.13
私の車の場合はミッション・サポートのクロス・メンバーに穴が開いていてそこにス
プリングを引っ掛けるようになっています。ヘインズのマニュアルでは（わかりにく
い写真ですが）ミッションの最後端に引っ掛けているようにも見えますね。
… Re: 橋田 仁男 2015/04/10(Fri) 22:37 No.14
クラッチは踏み込んで離れ、繋ぐ時にはクラッチ版のバネの力で戻ります。遊びの部
分をスプリングで戻しています。遊びによってケーブルがぶらつかない為のもので
す。適当なスプリングで代用可能と思いますが硬いとクラッチ操作が重くなると思い
ます。長さを測ってネットでも探せると思います

このスレを盛り上げよう！
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香川県の小林です Name 小林 2015/04/04(Sat) 19:30 No.231 [レス・レス表示 ]
西口さんデスビーの示唆参考になりましたありがとう御座いました 本日インジェクショ
ンの３番のカプラーが外れているのを発見しました 此のせいでいろんな事を体験しまし
た また６５アンペアのオルターのプウリーの凹凸をサンダーで削りVベルト（バンドー
のA-34と３５）使てみました トルクがかかるからか溶けるように消耗します これも
よくわかりません

… Re: 後藤 HP 2015/04/05(Sun) 10:40 No.1

こんにちは。

Ｖベルトがみるみる消耗するとのことですがベルトの張りの強さや掛けているベルト
の角度等に問題はありませんか？
… Re: 西口 康司 2015/04/05(Sun) 15:45 No.2
オルタネーターは純正のものでしょうか？整備書によりますと、オルタはSEV（モト
ローラ）もBoschも最終モデルで55Wになっています。それ以前は35W。もしかしたら
バレオ製のものがほかにあるのかもしれませんが。掲示板を読んでいる人は車の状態
を文章でしか知りえません。文章を書いている人にとっては既にわかりきっているこ

とについても書かれていない場合は判断が出来ない小おtが多々あります。今回の文面
では私は｢トルクがかかる」というところが充分に理解できませんでした。エンジン

のインジェクターのカプラーの外れを発見されて、(外れていた部分を再度接続したこ
とにより）エンジンの調子が良くなって、エンジン・パワーが以前の不調だったとき
よりも良くなった感じで、エンジンの）トルクが増えたようで、その)トルクがVベル
トにかかることで（Vベルトが）溶けるように消耗する。とおっしゃりたいのでしょ
うか？もうひとつ此の姓でせいでいろんなことを体験しました。とお書きになってい
ますが、｢いろんなこと」は前回お書きになった問題点の解決あるいは原因に関係は
していたのでしょうか？

… Re: 西口 康司 2015/04/05(Sun) 16:28 No.3
基本的にクランクシャフトの部分のプーリーとウオーターポンプの部分のプーリーは
調整することが出来ません。ただし長期間動かしていなかった場合は固着していない

かどうかをVベルトをかける前に確認する必要はあると思います。(ウオーター・ポン
プのプーリー）オルタネータのプーリーに関しても同様に単独で軽く回ることを確認
する必要があると思います。プーリーの凹凸をサンダーで削られたということです
が、凹凸とは何が原因で出来た凹凸でしょうか？通常V溝の部分は滑らかな状態のは
ずです。サンダーはデイスク・サンダーのことだと思いますが、何を取り付けて削っ
たのでしょう。ワイヤー・カップ・ブラシのようなものでしょうか？Vバルトはプー

リーのV溝の底面に当たっているのではなくVの壁面に当たっている必要があります。
片あたりしている場合はV溝の片側だけにベルトが強くあたるために目視ですぐにわ
かると思います。この現象が起きている場合はベルトラインが狂っています。Vベル
トの張りは、ウオーターポンプの部分とオルタネーターの部分の中間部でベルトを押
し付けてみて指一本分たわむくらいが良いといわれています。旧い車の場合はウオー
ターポンプの偏芯をなるべく防止するため気持ち弱めに張るほうが良いと私は教えて
もらいました。（きちんと充電できていることが前提です。）Vベルトの消耗とは別
ですが、純正のオルタネーターには別の場所にカット・アウト・リレーが装備されて
います。このリレーの接点が焼きついてくっついたままになるとオーバーチャージが
起こります。

このスレを盛り上げよう！
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67年アマゾンワゴン Name 後藤 HP 2015/04/04(Sat) 19:37 No.232 [レス・レス表示 ]
今日はアマゾンワゴンオーナー木保さんとトヨタ博物館でミニオ

フしてきました。
珍しいワゴンを見て、助手席にも乗せて頂きありがとうございま
した。
きれいに仕上がったワゴン羨ましいっす（＾＾;）
今後ともよろしくお願いします。

このスレを盛り上げよう！
ええやん！
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燃料タンク Name gen kibo 2015/04/01(Wed) 17:53 No.229 [レス・レス表示 ]
ガソリンインジメーターが壊れ右に針がふったっきり動きません。
タンクの容量を知りたいです。
教えていただけますか。よろしくお願いします。
… Re: 緑熊 2015/04/01(Wed) 19:44 No.1
へインズのマニュアルでは、容量は45リッターとなっています。
… Re: 西口 康司 2015/04/01(Wed) 20:04 No.2
ずっと動かしていなかった車なら、ガソリン・タンクの中にあるセンダーがさびて動
かなくなっている可能性があります。(右に振り切っているというのは燃料がいっぱい
に入っているということですよね。）タンク・センダー・ユニットは品番662152
30.54US$です。（CVI価格）
… Re: 西口 康司 2015/04/01(Wed) 20:12 No.3
計器側の問題でしたら、メーターASSYは絶版だと思います。
… Re: gen kibo 2015/04/02(Thu) 15:29 No.4
緑熊さんありがとうございます。市内でリッター10Kはいいほ
うですか？
西口さんご無沙汰しております。

メーターは常に(満タンでなくても）右に振ったきりなので、
今タンク内を清掃して錆止め処理中です。
その時にセンサーユニットを確認します。
次に、MSDのデジタル6Aとイグニッションコイルに変換を考

えています。
変換するにあたって何かアドバイスいただけますか。
よろしくお願いします。
… Re: 西口 康司 2015/04/02(Thu) 19:59 No.5
走り方にもよりますが、市内でリッター10kmは良い値だと思います。(SUツイン・キ

ャブの場合はたいていはそこまで行かないと思います。後藤さんは高速通勤ですとリ
ッター15kmくらいの記録をお持ちだそうですが。）メーター(計器盤）を車両から外

してもメーターの針が右に行ったままならメーターの修理やさんに依頼する必要があ
ると思います。(関東なら日本計器が有名ですが仕事が詰まっているみたいです。）
… Re: 西口 康司 2015/04/02(Thu) 20:02 No.6
ポイント式のままで火花を強化すのでしたらMSDはとてもいいと思います。(私も過去
に使ったことがあります。）私の場合は電気式のタコメーターが動かなくなるのでや
めましたが。(アダプターを使えばタコメーターは動きます。）
… Re: 西口 康司 2015/04/02(Thu) 20:08 No.7
クレーがー・ホイールはアメリカンな感じが良く出ていると思います。少し、重くは
無いですか？

このスレを盛り上げよう！
ええやん！
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右ハンドル用ダッシュパッド Name 緑熊 2015/04/01(Wed) 19:53 No.230 [レス・レス表示 ]
CVIのニュースレターによると、18年ぶりに右ハンドル用ダッシュパッドをついにご用意
できることとなったそうです。一時出回った大洋州・NZ製とは異なり、本国メイドで
261.43米ドルとのこと。大物につき送料が高そうです。
… Re: 西口 康司 2015/04/01(Wed) 20:00 No.1
私のところにもメールが来ました。といっても私は以前Brook house で最後の1個を買
っていますけれど。(もったいなくて取り付けてはいません。）
… Re: 後藤 HP 2015/04/02(Thu) 07:04 No.2
こうして製廃品が再生産されるのには本当に頭が下がります。日本の大メーカーにも
見習ってほしいっす。

ダッシュパッドも替えたいけどその前に塗装なんとかしないとと思いつつ年月ばかり
が過ぎていきます。

このスレを盛り上げよう！
ええやん！
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1800Eのキャブレター化 Name 小林 2015/04/01(Wed) 09:48 No.228 [レス・レス表示 ]
香川県の小林と申します ２４年ぶりの車検を試みていますがトルク低下しています１８
００EをIPDのシングルウェーバーにしようと思いますデスビーはコンピューターの線を
切ればそのまま使えるのでしょうか
しく

また注意点＆作法などお教え願います

どうぞよろ

… Re: 西口 康司 2015/04/01(Wed) 14:54 No.1
デスビにつながっている3本の線がコンピュータに繋がっていて、コンピュータが燃

料の噴射を制御していると思います。デスビの3本の線を外せば燃料噴射の信号は出な
くなると思います。（インジェクション用のデスビをキャブレター車に使ったことが
あります。）後は、各種センサー類を取っ払い、シリンダーヘッドに刺さっているイ

ンジェクターを取り外し、代わりにめくらぶたをすればいいと思います。各種センサ

ーやインジェクターはそのままでもとりあえず問題は無いと思います。IPDのウエー
バー・キットを購入すればどのように作業すればいいかはマニュアルがあると思いま
す。

… Re: 西口 康司 2015/04/01(Wed) 20:07 No.2
デスビの3本線はコネクターで差し込まれていますから、切断しないでも抜けます。
… Re: 西口 康司 2015/04/01(Wed) 20:36 No.3
少し気になるので書き込みます。24年ぶりに車検を再取得されるとのことですが、ト

ルク低下の原因は何でしょう？整備書で確認したところP1800Eに搭載されているエン
ジンB20Eの最大トルクは18.0kgm/3500rpmです。2.0LのSUツイン・キャブ仕様のB20B
は17kgm/3500rpm、1.8LのSUツイン・キャブ仕様のB18Bは15.5kgm/4000rpmです。

B20Eは燃料噴射にすることとカムを変更することでノーマル・エンジンの中では一番
大きなトルクを得ています。(馬力もDINで120hp/6000rpmと一番大きいです。）トルク
が低下している原因が燃料噴射装置(インジェクターのつまりなど）に起因しているの
がはっきりしているのであればいいのですが。長い間エンジンを掛けないままにして

いた車の場合燃料タンクからのラインが詰まっている可能性もありますのでそこも確
認すべきだと思います。

このスレを盛り上げよう！
ええやん！
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ドアパネル Name 伊賀 2015/03/29(Sun) 14:36 No.226 [レス・レス表示 ]
右ドアパネルの下の方に大きなさびがあります。ドア一枚交換し

なければならないかと思っておりましたらSCANCARに「Volvo
part Body amazon door repair panel lower part right side 2 door For
Volvo part [9020122] 37.5EUR」というものがありました。これを
購入して溶接したらいいのでしょうか。
… Re: 後藤 2015/03/30(Mon) 12:55 No.1
多分溶接すればOKです。但しかなりアバウトの鉄板ですので現状との合わせが大変ら
しいです。

スキャンドカーとの取引はこの掲示板でも複数の方が痛い目にあっているのでご注意
下さい。

… Re: 伊賀 HP 2015/03/30(Mon) 16:24 No.2
後藤様 情報提供ありがとうございます。すぐにというわけではありません。どこかに
右ドアがあればそれを買うほうがよさそうですね。
… Re: 西口 康司 2015/04/01(Wed) 15:39 No.3
現在の状態を板金やさんに見てもらい、おおよその費用を見積もってもらうといいと

思います。中古のドアを購入しても塗装はやり直す必要があります。(また小さい腐食
もあるかもしれません。）錆の下の隠れた部分の状態を見てもらうことで切り継ぎ溶
接の費用を見積もってもらえると思います。もちろんコーコンビニ倶楽部のようなと
ころではなく、昔ながらの職人さんのいる板金やさんのところに行く必要がありま
す。(探せばそういった板金やさんはまだあります。）

このスレを盛り上げよう！
ええやん！
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Cafe Amazon Name 後藤 HP 2015/03/28(Sat) 23:49 No.225 [レス・レス表示 ]
京都七条通りを歩いてたらカフェ・アマゾンを発見
急いでたので珈琲は飲んでいません（^^;）

このスレを盛り上げよう！
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プーリー再生 Name 橋田 仁男 2015/03/14(Sat) 20:42 No.224 [レス・レス表示 ]
今、着けているWグローブプーリーと同じものがもう一つ有り、

切り詰めて合わせようと思ったが、我が家の小型旋盤では大きす
ぎて切断作業が出来ず。壊れたプーリーを再生のため溶接してみ
ました。ガッチリ溶接して旋盤に着けて回したところVベルト部
分の振れは無かったのですが。ウォーターポンプ取り付け部の

振れは半端では有りません。芯が出ていないプーリーで良く今ま
で動いていたかと思うと怖い思いです。
… Re: 橋田 仁男 2015/03/14(Sat) 20:43 No.1
再生後のプーリーです。

このスレを盛り上げよう！
ええやん！
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プラグの焼けの状態 Name 西口 康司 2015/02/27(Fri) 20:42 No.223 [レス・レス表示 ]
車検後キャブレターの調整がうまくいかず、四苦八苦していまし
た。とりあえず、B20Bのノーマル・キャブに戻しジェットを少し
濃い目にして、アイドリングもやや高めにしておいて、新品の

NGKの6番のイリジウム・プラグを取り付けて(今までは7番をつ
けていました。）瑞穂までのショート・ドライブに出かけまし
た。途中何度かコンビニなどでジェット位置や、アイドル・スク
リューを少しずつ戻しながらアイドリング回転数とアクセルペダ

ルを踏んだときの加速の感じをチェックしました。アイドリング
回転数はエンジンが熱いときは1300〜1200rpm(しばらくすると
1100〜1000rpmになります。）排気管からはまだ水が出るまでに

は決めきれてはいません。(まだ濃いと思います。）この状態で瑞

穂まで走り、修理やさんや杉並のIさんと楽しくお話し、帰りはそ
のままのセッティングで走りました。家に着いたときに外してみ
たプラグの焼けの状態が写真の様子です。左から右に1番から4

番。碍子が真っ白でした。これなら7番でもいけるかと思い7番に
交換しました。アイドル・アジャスト・スクリューも30度ほど戻
しました。この状態でもう少し走ってみるつもりです。

… Re: 西口 康司 2015/02/27(Fri) 20:50 No.1
エアクリーナーを見た目重視でノーマルからK&Nに変更して
いるのと、エキマニを純正鋳鉄から社外のパイプエキマニに
変更しているため、キャブレターが熱の影響を受けやすくな
っています。おそらくそのために走行中に比べ、信号待ちの

ときなどにはアイドリングが安定しません。(純正が一番なの
ですが、他人と同じ仕様はいやなんです。お馬鹿ですね。）
… Re: 橋田 仁男 2015/03/01(Sun) 18:48 No.2
オイルの戻りは落ち着きましたか?

このスレを盛り上げよう！
ええやん！
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