
YAMAHARZ50 





夢の水冷・2ストローク。
Y.E.I.S．搭載。
これはまぎれもなく「RZ」だ。

，；ワーユニ．，卜かこJ)マン ンV）・1‘lーを；；i:グ［l心 「TZ」のノウハウから生まれた水冷方式によって、 7.2psとし‘うハイ

50ccスポーツ初の水冷・ 2ストロークエンジンを 熱ダレすることなく、長時間の連続走行て•も極め バワー2ストローク

搭載してやってきた、スーパーフィフティRZ50。 て安定しています。クーリングシステムはあのRZ

rfi販ロードレーサー「TZ」に象徴される、ヤマハ 250と同じプレッシャータイプ（図1)。袖水の手間

テクノロジーを結集して開発された水冷・ 2スト が省け、メンテナンスの容易なリザープタンク付

ローク •50ccのバワーユニットこそ、 RZ50の索 てす。加えて、ヤマハテクノロジ一の最新の成果、 から十分にバワフルなものに

質を雄弁に語っています。最品出力はクラス最 Y.E.1.S.（ヤマハ・エナジー・インダクション・ ー変。 30km/h定地走竹テスト値80km/Cとい

強の7.2ps/9000r.p.m.。しかもこのハイパワーは システム）を、ロードモデルとしては初めて採用。 う低燃費と、低速から品速まてパワフルな

高性能の両立

をはたしました。 Y.E.I.S．はエンジン

の吸気骨にチャンバーをつなく‘ーというシンプルな lnlし低中速域が豊かな、あっかいやすい高

構沿。リードバルプの間1り1にともなう吸気管l)、IU) 性能ノ；ワーユニットが実現しました。 ムラの

圧）J変動を利／ijして、 II／し気混介気をチャンバー ない吸気流速は、 キャプレターの窄撚北変動

内に涌人したり (I翌12)、チャンバー内に］詳入され の防 l卜にも役立って、低中速械ての燃費が大

た混合気をシリンダー内に供給する働き(|‘x|3) 1|Jに向上。エコ／ミーてしかもパワフルなモダン

があります。この働きによって吸’ズ［流．速にムラが 2ストロークエンジンとなっています。これとともに、

なく•なり、吸気効率が大 l|l に，応まることから、ハ 点火方式はメンテナンスフリーの高速遅角型C.

ーフスロットル1lてiU) パワー、トルクが 1—I に見えて D.I．点火方式を採用しました。



水冷・ 2ストローク•7.2ps。クロスレシオの 6速ミッション。モノクロスサスペンション。

妥協のないメカニズムは美しい。50ccだから、とい め、コーナリングを楽しむスポーツバイクには欠ヵ， ①モノクロスサスペンション

うエクスキューズを一切許さなかったヤマハのつ せないフレームてす。 ②ダプルクレードルフレーム

くりにご注目ください。スーパーフィフティRZ50。~ ~ ③ テレスコピックフォーク

④油圧式ディスクプレーキ

⑤吃耗インジケーター

⑥キャストホイール

⑦ オーソコ‘` ナル・エンジンマウン ト｝i式

⑧10仰のロング＆ビッグ・フュエルクンク

⑨760mmの低シート点j

⑩ コンチネンタルタ イプのフラッ トハンドル

⑪後）jにセ ットされたフート レス ト

⑫リンク式チェンジペダル

スーパーフィフティは制動力も高性能。 前章合に ⑬51゚傾斜のメーターパネル

④油1モ式ディスクプレーキ採用。シャープなレス ⑭25W, 25Wの角型ヘッ ドランプ

ポンスを示すパワーユニットに対応して、 RZ50 ⑮大型テールランフ゜

卓越したコーナリング性能を約束する①モノクロ は耐フェード性の高い油圧式ディスクプレーキを ⑯大容拭ジェネレーター

スサスペンションと、②ダブルクレードルフレーム。 前給に配しています。 後輸は防塵防水式の大 ⑰冷却水リザープタンク

ヤマハが世界GPマシン用に開発し、市販ロード 径ドラムプレーキ。リヤプレーキにはライニング ⑱施錠式キ ャップカバー

レーサー「TZ」や「RZ250」て定評のモノクロス の摩耗状態を確認てきる⑤ ）が耗インシケークー ⑲バワーレバー

サスペンションを採用。95mmの長いホイールトラベ を設置。また、タイヤは前栓2.50-18-4PR。後 ⑳施錠式小物入れ

ルから生まれる卓越した乗り心地と、すぐれた後 栓はクラス最大の2.75-18-4PRと、グリップ ⑪ハンドルスタンディング

桧追従性が安定した走行性能をもたらします。ま のよいラージサイズ。これに精悴なデザインの⑥

水冷・ 2ストロークのバワーユニットが、油圧式

ディスクプレーキが、定評のモノクロスサスペ

ンションが、バックステップとコンチネンタルハン

ドルが、スポーツマインドを駆りたててやまない。
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たフロントサスは、クラス最長130mmのストロークを イタリックタイプのキャストホイールを組み合わせ を得るために、ヤマハはRZ250• 350に続いて、 る新方式のエンジンマウント方式てす。このオー

持つ③ テレスコピックフォーク。 スーバーフィフティ て、バネ下重量の軽減をはかりました。 RZ50にもオーソコ‘ナル・エンジンマウント方式を ソゴナル・エンジンマウントは、フレームヘの強度

にふさわしい高性能サスペンションシステムてす。 コンピューター解析を利用してエンジン飯動を 採用。エンジン振動をコンピューターて解析、 負担を軽減てきるため、水冷パワーユニットや

フレームは軽盆かつ剛性に富んだダプルクレー 低滅。⑦ ォーソコゞ ナル・エンジンマウント方式。工 そのデータをもとに、マウント位習を設定し、 数々の上級装備搭載にもかかわらず、車両重旦

ドルフレーム。コーナリング時のねじれに強いた ンジン振動の少ないなめらかな走行フィーリング 振動系に見合ったラバーを配して振動を吸収す を75kgにおさえることに成功しています。また、エ

ンジンなどの重醤物を車体中心付近に集中させ

たため、重心が安定し、卓越した操縦安定性を

発揮します。

ライディングポジションまても、スーパーだ。ロー

ドレーサー「TZ」を思わせるシャープなスタイリ



全身が「RZ」の名にふさわしいハイメカニズムの結晶。スーパーフィフティ、RZ50。
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ングが、 RZ50のスーパーぶりを無言て主張し イプのフラットハンドル。思い切り後方にセットされ

ています。クラス初の容量lOtの⑧ロング＆ビッ た⑪フートレスト。そして⑫リンク式チェンジペダル。

グ・フュエルタンクには、深いえぐりを与え、 R汀60 これらから生まれる、迫力の前傾ライディングポジ

mmという低シート高とあいまって、ニーグリップはび ション。エンジンの位置も、上方に配置して、ロ

たりと決まります。低くセットされた⑩コンチネンタルタ ードレーサーなみの深いバンク角（右53゚、左56°)
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を実現しました。

前傾ポジションをとるライダーのために。⑬傾斜

式メークーパネル採用。スピードメーター、タコ

メーター、各種インジケーターランプをはじめ、

水温計まて装備したメーターバネルは読みとりや

クンクを装備。点検を容易にするためにタン舛炎

面に点検窓を設置しました。このはか点火装躍も

メンテナンスフリーの高速遅角型C.D.I．方式を

採用、プレーキライニングにも摩耗インジケータ―

を設匿するなど、保守点検の容易さを考えた数々

の配慮がなされています。

← そして、ツーリングてその真価を発押する、RZ50

す〈 51゚ 傾斜にセット。夜間照明もオレンジ色の透 ならてはの、ラグジュアリーな装備を川意。

過光式として、視認性を高めました。 ●容量lOtの、ロング＆ビッグ・フュエルタンク。

十イトライディングに威｝Jを発揮する、 明る＜粘 Y.E.I.S．による80km/e (30km/h定地走行テスト

I¥！な⑭角刑ヘッドランプ ヘッドランプは明るい 値）という低燃費とあいまって、無給油ての長距

25W/25Wの角型。 RZ50のフロントマスクをいっ 離ツーリングが夢てはなくなりました。

そう精I旱な印象にしています。ウイング付シートカ ●フュエル＆オイルタンクキャップを、いたずら防

ウルにビルトインされに13テールランプも大型て、 止の、 ⑱施錠式キャップカバー付としました。

●クラッチレバーは、頻繁なクラッチ操作ても疲

労が少なく、使い勝手のよい⑲バワーレバー。
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夜間の後続車からの被視認牲を高め、安全走行

の一役を任っています。このほか、 ⑯大容横ジ

エネレークーとレギュレーターによって、バッテリー

および電球の寿命も向上。

メンテナンスの容易さに対する配慮もガ全てす。

冷却水の補充回数を減らすために、⑰リザープ

●シートカウルに便利な⑳施錠式の小物入れを用意。

●メインスイッチはハンドルロック一体式。

●シート右側下に便利な⑪ハンドルスタンディング。
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仕様諸元 RZ50標準現金価格 ¥176,DOD

主長／全巾I全裔 I 9 I Qmm/685mm/ I 000mm 

註問距珪 | 230mTl 

シート高9畏1巨地上局 760rnrn/200 mm 

乾浄重量 75り

汽費（定地走行テスト値） 80km/i (30•.m /ii) 

叢小回転半溢 2 Om 

制更り停止距珪 3.5m (20km/h) 

エンジン種碩 2サイクル・水命・トルクインタクション

気筒数配列1活排気量 単気筒／49cc

内偽X行程 40, OX 39, 7mm 

圧胡比 6.9 I 

叢高出力 7.2ps(9000r,p m.) 

昂大トルク 0,62 k,―「n(8000rp,m,) 

治髪り方式 プライマリーキソク

点火方式 CD I, 

9克中十タンク容豆 l | 0 i 

●サンシャインレ ウト‘ ●ヤマハフラソク

オイル容塁 1. I E 

閃；骨方式 分離翠由（ヤマハオートループ）

ハソテリー容呈f型式 6V、4AH/6N4-2A 

1次咸速桟構I．戌速比 ギャ／3.578

2次ば．速橙構／減速比 チェーン／4000 

クラザ形式 湿式多板

変速梧形式 リクーン式6段

変速比 3, 250/2, 125/ I. 550/ 1.227/ I. 040/0. 923 

フレーム形式 浅管ダフ）レクレートル

キャスタ／トレール 26'20'185mm 

タイヤサイズ・前1浚 2.50-18-4PR/2 75-18-4PR 

制動装濯， ば 湛岱廿＿日王5式ヤJ テド9-ラfムスフウしフーl---キーキ

宍嘗は定）託れt：試駐条件のもとてのイ直です．促ってモ行時の気会・道路・車両・整｛薩などの諸条件によって異なります．

RZ50エンシン性能曲逗
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コー→、力心1,1由に痣べ叫史利さです-
●本仕柑は予告な〈文更することがあります．

●仕庄立更なとにより｀写真や内容か一部実車と異なる湿合がありiす．

●ポテイカラーは印刷のため、実杓と異なって見スる場合かあります

●へ）レメットをかふりましょう ●定期点検をうけましょう，

●自賠責保険に加入しましょう

●走行ィ麦のマフラーに陀れないように注意しまLょう

●己造はやめまLょう

YAMAHA 
ヤマハ呈童9呼校式缶社
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