
   

２００６年ニューモデル ＫＸ４５０ F 新発売のご案内 

カワサキでは高い戦闘力を発揮する２ストロークモトクロッサー、ＫＸ４５０ F が新発売致します。つきましては

お客様へのご案内、ご商談促進のほど、よろしくお願い申し上げます。 

記 

車名（通称名） ＫＸ４５０ F 

マーケットコード ＫＸ４５０Ｄ６Ｆ 

型式 ＫＸ４５０Ｄ 

発売予定日 ２００５年９月１日 

メーカー希望小売価格 ７４０,２５０円（車体価格７０５,０００円消費税３５,２５０円） 

ユーザーへの公表 専門誌記事・インターネット等（２００５年６月２３日より） 

カタログ発送予定日 未 定 

カラー ･ライムグリーン(ＬＩＭ) Ｎｅｗグラフィック 

受注開始日 ２００５年８月 1 日 

引当方法 順 位 

出荷開始日 ２００５年８月下旬頃 

■価格は沖縄を除くメーカー希望小売価格です。 

■価格にはスペアパーツセット（ガスケット・レバー類）を含みます。 

■ＫＸ 450F は公道や一般の交通に供する場所での走行は一切できません。 

 

【モデルコンセプト】 
「レースに勝ちたい」常にスキルアップを目指し、チェッカーフラッグを誰よりも先に受けることを強く望むライダーこ

そが、マシンのポテンシャルを最大限に引き出せること 。いたずらに方向性を広げることなく、レーストラックで必

要とされる戦闘力を何よりも優先して開発された真のモトクロスレーサー。それ以外に KX450F を呼ぶに相応しい

言葉はないでしょう。 

ピークを超えてもなお伸び続けるエンジン 

一歩も引くことなくコーナーに飛び込み、立ち上がりラインに入るやスロットルを全開に。澱みなく吹けあがるエン

ジン回転数とともにライバルを後方に置き去り、さらにエンジンは高回転域へと伸び続ける・・・。カワサキが自信を

もって KX450F に搭載する新開発エンジンの特徴は、中回転域からのパワーバンドで発揮するエンジンパワーの

みならず、ピークパワー回転数を越えても急激なパワーの落ち込みを起こすことなく更に伸び続ける回転特性に

あります。可能な限りパワーバンドを広くすると同時に、パワーカーブの落下曲線を極力、オーバーラン領域の奥

へと追いやることで、数値のみでは語れない戦闘力をもつエンジンなのです。そしてさらに、あらゆる構成パーツ

と機構の根本からの検討により、軽量化と信頼性の両立というハードルをクリア。実際のレースにおける様々な状

況・条件の下で、勝つために必要な真のパフォーマンスを発揮することを目指しています。 

大地を蹴りマシンを推し進めるパワー 

スターティングゲートから解き放たれるや否や、コースへと弾き出されるマシンの群れ。誰よりも先に第一コーナー

を駆け抜けるため、フルスロットルをマシンに与え、押しのけるように競い合い、右に左にと入り乱れるライバル同

士・・・・・・スタートダッシュ数秒後、エキゾーストサウンドの喧騒は後方へと去り、大きく開いた視界には、無人のク

リッピングポイントだけが迫る。トラクション性能の優劣を決定付けるのは、強力ながら扱いやすいトルク特性とリヤ

サスセッティングの的確なコンビネーション。トルクの発生カーブと走行抵抗の限界曲線を可能な限り近付けるこ

とが、KX450F のエンジンセッティングにおける重要なテーマでした。（ただ発生トルクを高めるだけでは、限界曲

線を越えてしまう回転域ができることによって、ホイールスピンという結果を招き、マシンを前へと推進する力には

なりません） フレーム設計開発は、マスの中心をどこに置くのか、そしてキーとなる箇所（スイングアームピボット、

アウトプット・スプロケット、リヤアクスル）をどういった配置にするか、この 2 点からスタートしました。その結果、車体

が沈み込むことなしに、エンジンからの駆動力を効率よくタイヤへと伝達する優れたトラクション性能をもつシャー

シを実現。また、エンジン自体もシリンダー傾斜角を最小にしたことでマスの集中化に貢献しています 

最も重要なのは剛性バランス 

3 連ジャンプで空を切り、競り合うライダーと横並びに着地、ライバルのマシンがまるで着地を確かめるかのような

動きを見せる一瞬、KX450F はすでに加速へとむかっている。全てが新開発されたアルミペリメターフレームの設

 



   

計には、歴代 KX レーサーでのハイテンシション・スチール製ペリメターフレーム開発の経験とノウハウ、そして最

新のテクノロジーが織り込まれています。まず鍛造材、押出し材、鋳造材を適材適所に使用することで、「ねじり」

「縦横」の剛性バランスを最適化。可能な限りスリムな形状としたフレームを作り上げ、フロント/リヤのサスペンショ

ンで車体パッケージを完成させるという開発プロセスで生み出された KX450F のシャーシ。「速く走るテクニックを

備えたライダーがより速く走るために必要なものは何か」それがハンドリング特性を選ぶ際のテーマでした。そして

上記以外にも車体パッケージを構成する、さらに多くのワークスレーサー譲りの要素が上げられます。前後に採

用された高性能を誇るペタル・ディスクブレーキ、レンサル・ハンドルバー、アルミ製スキッドプレート、そしてボルト

1 本にいたるまで見直すことで 1mg でも軽い車両重量を実現するために採用されたアルミ製パーツ。ライダーがよ

り速く走るために必要と思われる全てが、KX450F の各部に施されています。1 ラップでの速さではなく、チェッカ

ーフラッグを誰よりも前で受けるための速さ。 

KX450F の特徴をポイントごとに簡潔にまとめると以下のようになります。 

＜レース使用に特化したエンジン性能＞ 

  レースの状況下で求められる高い走行性能、優れた信頼性、強靭な安定性をもつオートデコンプを備えた、水

冷 4 ストローク 449 cm3 単気筒エンジン。 

＜優れたトラクション性能＞ 

広い回転域で発生するトルクを最大限に駆動力として伝達するシャーシ構成、リヤサスペンション・リンク・レシ

オとショックアブソーバー減衰の設定、多岐に渡る開発テストを経たそれらのコンビネーションが実現する優れ

たトラクション性能。 

＜レース使用に特化したシャーシ設定とバランス＞ 

全てが新設計されたアルミフレーム、上級テクニックをもつライダーに合わせたサスペンション設定、ペタル・デ

ィスクブレーキ、車体各所に渡る軽量化。 

 

【主な特徴】 
レース使用に特化したエンジン性能 

＜エンジン＞  

・ 中高回転域で強力なパワーを発揮する水冷 4 ストローク 449 cm3 単気筒エンジンは、中～上級ライダーによ

るライディング時に最適な広いパワーバンドと、パワーカーブの落下曲線を極力オーバーラン領域の奥へと

追いやったセッティングを施しています。 

① 研磨加工された吸気ポートの採用によって 全回転域で優れた吸気効率を実現しています。 

② 左右非対称の断面形状をもつハイカムの採用により、吸気効率の向上に貢献しています。 

③ 軽量なアルミ製のバルブ・スプリング・リテーナーの採用によって、高回転域での正確なバルブ作動を実

現しています。 

④ ダブル・バルブ・スプリングの採用はバルブ作動の安定性を高めるとともに、エンジン全高を低く抑えるこ

とにも貢献しています。 

・ トルクフィーリングに優れた低回転域のアクセルレスポンスを実現したポイント： 

① エキゾーストパイプを内径 38mm→41mm と後方にむかって拡張するテーパー形状として、低/高回転域

でのエンジン性能の向上とその両立に貢献しています。 

② バネを装着したスクリュー調整タイプのカムチェーン・テンショナーを採用。固定式タイプやバネの無い

スクリュー調整タイプのものに対する利点としては、カムチェーンがテンショナーから浮いてしまうことに

起因する振動を自動的に制御することにあります。完全自動制御のため、自動式ではなく誤って過度な

押さえつけを与えてしまったテンショナーに起因するバルブタイミングのズレなどの心配も無く、レース中

における安定性に優れたエンジン稼動を実現しています。 

・   チタン製のエキゾーストパイプカバーを採用し、エンジン重量の軽量化を図っています。 

・   レース中にエンジンストールを起こしてしまった際に、いかに早くエンジンを再始動できるかは、勝敗を競うう

えで非常に重要なマシン戦闘力のひとつで、特に気筒あたりの排気量が大きい 4 ストローク単気筒エンジン

の場合は、キックスタート動作自体がライダーの体力に及ぼす負荷も過大なものになります。KX450F のエン

ジンには、排気カムに装着した遠心式のデュアル・ウェイトが手動レバータイプのものと同じ動きを自動的に

おこなう ACR（オート・コンプレッション・リリース）機構が装着されており、優れたエンジン始動性を実現してい

ます。 

 



   

・ 信頼性の高いエンジンを実現したポイント 

① クランクシャフトとコネクティングロッドには、浸炭処理を施し、剛性を高めています。 

② カムシャフトのカム面とタペットの表面に軟窒化処理を施して、耐久性と高回転時の信頼性の向上を図

っています。 

③ 回転時の信頼性を向上させるチタン製のバルブ (IN 側: 36 mm; EX 側: 31 mm) を採用しています。 

④ サイレンサーには、耐劣化性に優れたロングウールファイバーを採用し、メンテナンスの手間を低減させ

ています。 

⑤ ラジエターコアの密度を増し、フィン形態を新設計としました。大容量かつスリムな形状とし、優れた放熱

性を実現しました。 

・   KX シリーズ初となる低フリクション加工（コーティング）されたピストンを採用しています。 

・   クランクシャフト/ローターのマス集中、オイル循環、点火タイミングを始めとする、エンジン全域にわたった徹

底的な検討・検証をおこない、優れたエンジンブレーキ特性を実現しています。 

＜トランスミッション＞ 

・   全面的に新開発されたシフトチェンジ･ドラムは、遊びを最低限におさえ的確なシフトチェンジ動作を可能と

しています。 

優れたトラクション性能 

＜エンジン＞ 

・   幅広い回転領域における優れたトラクション性能を実現するために、トルクバンドを最大限まで広くするエン

ジンセッティングを施しています。 

・   トラクション効率を向上させるために、エンジンシリンダー傾斜角をほぼ垂直（前傾 3 度）として、マスの集中と

中心位置の最適化を図っています。 

＜フレーム＞ 

・   新開発のアルミフレームは、加速時における車体姿勢の過度な沈み込みを制御するために、車体構成のキ

ーとなる箇所（スイングアームピボット、アウトプット・スプロケット、リヤアクスル）の配置と車体の重心位置を最

適化しています。 

＜リヤサスペンション＞ 

・   新開発のフレームとスイングアームの採用にあわせて、リンケージの形状も刷新したニュー・ユニトラック・サ

スペンションを採用。サスペンションアームがスイングアームよりも低くなる形状としたことで、より長いストロー

ク長の確保、その結果より厳密なリヤサスペンション調整が可能となっています。 

・   優れたトラクション性能を発揮するためのリヤサスペンション・リンク・レシオとショックアブソーバー減衰の設

定は、多岐に渡る開発テストを通じて決定されています。 

レース使用に特化したシャーシ設定とバランス 

＜フレーム＞ 

・   アルミペリメターフレームは、鍛造材、押出し材、鋳造材を適材適所に使用した素材構成となっています。 

開発初期の車体寸法の決定の後、上級テクニックをもつライダーの走行に最適化した「ねじり」「縦横」の剛

性バランスを実現していくというプロセスを経てフレーム開発は行われています。 

・   ステップ素材のチタン化だけにとどまらず、フレームへの装着ブラケットの素材もチタン化し、徹底的な軽量

化を図っています。（チタン製ステップは、鉄製と比較して約マイナス 140g） 

・   ワークスレーサー譲りのアルミ製スキッドプレートを標準装備としています。 

・   クラッチ・ケーブル・エルボー、クラッチ・ケーブルの固定ナット、燃料タンクの固定ナット、シートの装着ブラケ

ット、フロントブレーキ・ホースの止め具など、一般的には鉄製が採用される部品にもアルミ素材を採用し徹

底的な軽量化を図っています。また、プラスチック製フロントフォークカバーの装着ブラケットを上下 2 ケ所で

はなく下部分のみとして、同じく軽量化を図っています。 

＜スイングアーム＞ 

・   全面的に新開発されたスイングアームは、前部に鋳造材、スパー部分にハイドロフォーミング材、チェーン・

プラーには鍛造材を使用した複合構成となっています。また、スイングアームを先端にいくに従って細くなる

テーパー形状としたことによって、フルボトム時のサイレンサーとブレーキ・キャリパーの干渉を防ぐための充

分なクリアランスを確保しています。 

＜サスペンション＞ 

 



   

・   フロントフォークには、カヤバ製のAOSフォークを採用しました。ASOとは、Air-Oil-Separate＝エアオイル分

離加圧式の事で、エアとオイルを分離することによって、長時間のレース走行においても安定した減衰性能

を発揮します。 

・  リヤサスペンションには、初期の作動は柔らかく、最大減衰点に近づくにつれて底付きしないように固くなる

セッティングが施されています。また、リヤ・ショックアブソーバーには高速走行時と低速走行時、それぞれの

領域でより的確なサスセッティングを可能とする、2系統の圧側減衰調整をもつショックアブソーバーを新採

用しています。 

・  フロントおよびリヤサスペンションの設定は、開発テスト時の多岐に渡るライダーからのフィードバックを受けて

決定されています。前後のサスペンションそれぞれの特性のみならず、高剛性フレームとサスペンションの相

互作用に関しても綿密に考慮された結果、ジャンプからの着地直後の俊敏な車体の動き、加速時/減速時

いずれにおいても優れた安定性、こぶ越えの後の扱いやすい車体操作性をなど、オフロードレースにおけ

る理想的なセットアップを実現しています。 

＜ブレーキ＞ 

・  前後ブレーキディスクのデザインをペタル（花弁）形状に変更し、軽量化を図るとともに、ブレーキパッドへの

泥などの付着を減少させることによって、より効率の高いブレーキ性能を実現しています。 

＜ボディワーク＆エルゴノミクス＞ 

・   2 分割のラジエター・シュラウドの採用によって、アッパーフレームを避けるシュラウド形状が可能となり、ライ

ディングポジションのひざ部分のスリム化を実現。また、その他に 2 分割にしたことによるメリットとしては、①ア

グレッシブなスタイリングデザインに貢献する 2 トーングラフィックの採用②一体式のものと比較して部分的に

交換が可能なことによるコスト削減の 2 点があげられます。 

・   ライダーが車体の押さえ込みをし易いように、くるぶし付近の幅を広くとったフレーム形状を採用。また、シー

ト下の部分のフレーム幅を狭めることによってスリムなライディングポジションを実現しています。 

・   ハンドルバーには、ワークスレーサー譲りのアルミ製レンサル・バーを標準装備。また、ハンドルバーからの

振動軽減をねらった設計を施した軽量なショートグリップを採用しています。 

・   シートの座面部分には、滑りにくい素材を採用する一方、サイド部分にはライダーがアクションを取る際の動

きやすさを優先した素材を採用しています。 

・ 各外装パネルやシートなどの形状、それらの合わせ面などは、車体前方にむかって上昇するラインを基軸に

デザインされています。また、外装パネルに開けられた穴は、機能性を求めた結果（シュラウド部分＝ラジエ

ターからの熱気を逃がす、サイドゼッケンカバー部分＝エアクリーナーへの冷気導入）であるにもかかわらず、

デザイン上のアクセントにもなるなど、外装部品の組み方自体もアグレッシブなカワサキらしいスタイリングデ

ザインを実現する要素となっています。 

 

【その他の特徴】 

＜エンジン＞  

・   クラッチレバー部にホットスタータ機構の操作レバーを取り付けました。エンジンが高温の状態でも、瞬時の

エンジン始動を可能としています。 

・   ホットスタータの作動プランジャーには、キャブレターへの浸水を防ぐ U 字パッキンが採用されています。 

＜シャーシ＞ 

・   国内の主要なコース環境をより考慮したフロント/リヤタイヤの選択、およびサスペンション設定を施していま

す 

・   フレームとスイングアームの表面にはヘアライン処理を施しています。 

＜その他＞ 

・   金属製部品・プラスチック製部品に精度の高い表面加工処理を施すことによって、質感の高い外観を実現

しています。 

・   エンジンのオプション部品として、マグネットローター（標準プラス/マイナス 1kg cm2）および 14 丁（標準は 13

丁）のアウトプット・スプロケットが用意されています。 

・   シャーシのオプション部品として、直径φ28.6 mm のハンドルバー用ホルダー（標準は 22.2 mm）、アルミ製も

しくは鉄製のリヤ・スプロケット（標準プラス/マイナス 2 丁）、雨天レース用のソリッド・ペタル・ディスク、フロント

フォークおよびリヤショックのスプリング、20 インチ・フロントホイール、マニュアル・デコンプ・レバー＆ケーブ

ルが用意されています。 

 



   

 

２００６年モデル ＫＸ４５０ F 主要諸元 

SPECIFICATIONS 
車名（通称名） KX450F 

型式 KX450D 

全長×全幅×全高 2,185mm×820mm×1,280mm 

軸間距離 1,485mm 

最低地上高 345mm 

シート高 965mm 

キャスター/トレール 27.1°/117mm 

エンジン種類/弁方式 水冷 4 ストローク単気筒/DOHC4 バルブ 

総排気量 449cm ３ 

内径×行程/圧縮比 　　　　　96.0mm×62.1mm/12.0  

最高出力 41.5kW(56.4PS)/8,500rpm 

最大トルク 50.8N-m(5.18kg-m)/7,000rpm 

始動方式 プライマリーキック 

点火方式 電子進角式 

潤滑方式 セミ・ドライサンプ 

ギヤオイル容量 - 

燃料供給方式 キャブレター KEIHIN FCR40 

トランスミッション形式 常噛 4 段リターン 

クラッチ形式 湿式多板 

１速 1.800(27/22) 

２速 1.412(24/17) 

３速 1.188(19/16) 
ギヤ･レシオ 

４速 1.000(19/19) 

一次減速比/二次減速比 2.727(60/22)/3.846(50/13) 

フレーム形式 アルミペリメタープレーム 

前 テレスコピック(倒立・インナーチューブ径 48mm) 
懸架方式 

後 スイングアーム(ニューリンク・ユニ・トラック) 

前 315mm 
ホイールトラベル 

後 310mm 

前 90/100-21 51M 
タイヤサイズ 

後 120/80-19 57M 

前 - 
ホイールサイズ 

後 - 

前 ペタル（花弁）形状シングルディスク 250mm(外径) 
ブレーキ形式 

後 ペタル（花弁）形状シングルディスク 240mm(外径) 

ステアリングアングル(右/左) 42°/ 42° 

車輌重量（乾燥） 99.8kg 

燃料タンク容量  7.2L 

乗車定員 １名 

カラー ライムグリーン(LIM) 

※改良のため、仕様および諸元は予告なく変更することがあります。 
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●ライムグリーン（ＬＩＭ） 
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