
                       MANITOU SWINGER REAR SHOCK

このMANITOU　Swinger　SPVショックは完全に組み立てられ、自転車に組み付けら
れる状態で出荷されています。各自転車によってショックの全長や取り付け金具は
異なります。自転車にご乗車になる前に、必ずこのマニュアルをお読み下さい。

SWINGER COIL SPV 6-WAY ADJUST
コイルスプリングサスで伸び側減衰、プリロード、SPV空気圧、SPV容積、高速圧縮
側減衰、低速圧縮側減衰の6つの調整機能を持っています。

SWINGER COIL SPV 4-WAY ADJUST
コイルスプリングサスで伸び側減衰、プリロード、SPV空気圧、SPV容積、の４つの
調整機能を持っています。

SWINGER AIR SPV 4-WAY ADJUST
エアスプリングサスで伸び側減衰、エアスプリングの圧力、SPV空気圧、SPV容積、
の４つの調整機能を持っています。

警告:自転車に乗ることは非常に冒険的なスポーツであり、自転車を常に乗員のコ
ントロール下において置かなければなりません。重大な事故を未然に防ぐためにも
、当マニュアルをよく読み完全に理解して下さい。自転車の乗車の前には、前回の
乗車の際にショックユニットが損傷を蒙っていないか確認して下さい。万一、曲が
りやひび割れオイル漏れ等の発生や部品の欠損がある場合には乗車しないで下さい
転倒や落車は乗員に重大な怪我を発生させる危険があり時には死亡の可能性もあり
ます。マニュアルに従うことで事故の可能性を減少させることが出来ます。このシ
ョックユニットについて、ご不明な点がある場合はお買い上げの販売店またはマニ
トウの輸入代理店にご連絡して下さい。

保証内容:全てのANSWER MANITOU製サスペンションはご購入日から一年以内に、材
料や製造工程上の問題で不具合が発生した場合には無料修理または交換を行います
ただし保証書を添えてお買い上げの販売店にお申し出下さい。修理に伴う部品の
工場への送料はお客様のご負担となります。
・部品の曲がりや転倒や落車に起因する故障は当保証の対象にはなりません。
・誤った使用法によるもの、シリアル番号の確認できないものは保証の対象になり
　ません。
・塗装、及び外観上の変化及び劣化は保証の対象にはなりません。
・お客様による改造等が行われた場合、保証は無効になります。

・ANSWER　MANITOU製品は、この保証書のみによって保証されます。
・ANSWER製品の不具合に付随して発生するいかなる間接的損害に対してもANSWERは
　責任を負いません。
・保証修理の際はショックユニットを、お買い上げ店を通じて輸入代理店にご送付
　下さい。
・輸入代理店に連絡がなされた時点で販売店あてに、返品及び修理、交換などの手
　配をいたします。

警告:リヤショックユニットを分解する場合は必ず内部を減圧して下さい。減圧し
ないで分解すると非常に危険で、作業員が重傷を負う可能性があります。
万一、ショックユニットにおいて、エア漏れ、オイル漏れ、異音の発生が見受けら
れた場合は直ちに乗車を中止し、お買い上げの販売店にご連絡しショックユニット
の点検を受けて下さい。
・不適当な調整、圧力のままご使用頂くと、自転車のコントロールを失い乗員が重
　傷を負う、または死亡の可能性があります。
・SWINGER　SPVショックユニットはリザーバータンクの空気圧力によってダンピン
　グ機構を適切に作用させます。気圧範囲は50-175PSIです。
・毎乗車前にリザーバータンクの空気圧を点検し規定気圧に収まっているか確認し
　て下さい。不適当なままショックユニットを使用すると、ショックユニットの破
　損や誤動作の原因になります。

警告:ショックユニットが作動するとユニットの位置も変化しますので、最大限に
作動してもフレームやシートポストに干渉しないか確認して下さい。
・シートポストがシートチューブ下部から出てしまうような調整は避けて下さい。
・ショックユニットの全てのストローク長において作動時にフレーム及びシートポ
　ストと干渉しない事の確認はお客様自身の責任で行って下さい。
・自転車のショックユニットを当ユニットに交換した場合、フレームやシートポス
　トとの干渉の確認はお客様の責任において行って下さい。

SPVの性能の特徴
・安定したプラットフォームバルブの技術
・大きい障害に接し速いスピードで圧縮を受けた場合、バルブは開放されます。
・圧縮側減衰は位置依存特性を持っています。
・底付きを防止します。
・低速減衰が働きペダリングとの共振を防ぎます。
・油圧によって伸びきることをコントロールします。
・伸び側減衰の調整機能ダイヤル付き
・リザーバータンクの空気室容量が調整可能
・リザーバータンクの空気圧が調整可能
・低速圧縮側減衰力調節が可能（６WAYのみ）
・高速圧縮側減衰力調節が可能（６WAYのみ）



SPVテクノロジーの恩恵

・動作全体の低速減衰力を強め、ペダリングによっておこる共振（BOB）を防ぐこ
　とが出来ます。
・乗車姿勢を安定させコーナーリングの精度やスピードを大幅に向上させます。
・全域での安定性を向上させます。
・大きめの障害物に接した場合はオイル弁が開き高速で衝撃を吸収しスパイクを感
　じさせません。
・位置依存減衰構造によって非常に軽い初期減衰と非常に重い終盤の減衰を発生し
　ます。
・乗員のペダリングによって引き起こされるショックユニットの不必要な運動を低
　速減衰によって防ぎます。
・トラクションに優れます。
・幅広い減衰調整が分解なしで外部からダイヤルにより行えることで、どんな種類
　の自転車でもトレイルのコンディションや乗員の体重に応じて最高の調整を得る
　ことが可能です。

SPVサスペンション用語の解説

ボビング：ペダリングに伴う上下動でありペダリングロスの原因になります。この
動きはペダル周期入力（低速共振）であり、ペダリング中の体重移動によって発生
します。

乗車姿勢及び操縦安定性：SPVによってコントロールされた減衰力によって得られ
るもので、積極的に及び困難な地形をライディングする際に、過度のノーズダイブ
、不要な沈み込み、ボビング、不要なフレームの動き、及び従来のショックユニッ
トの減衰の足りない動きから乗員を開放してくれます。

ステーブルプラットフォームダンピング：SPV技術の全く新しい減衰特性でペダリ
ングを改善し、乗車姿勢及び操縦安定性に貢献します。

スパイク：木の根や大きい障害、岩、角ばった地形などを超える際に発生する高速
な圧縮が発生したときに感じる強い衝撃を指します。

バンプダンプ：ショックユニットが高速の圧縮を吸収するためSPVシステムにより
高い圧縮を逃がし、高速（シャフトの動きが高速）でスパイクを吸収する能力。

位置依存圧縮側減衰：減衰力はその圧縮ストローク量によって自動的に増加します
位置依存圧縮減衰によって非常に軽いストローク初期から圧縮の入力によってプロ
グレッシブに増加します。

サグ：通常の乗車姿勢で、乗員が自転車に乗った際のショックユニットの圧縮量。
サグは荒い地形走行時やターン時のコントロール性、トラクションの向上にも寄与
する伸び側のストローク（ネガティブトラベル）となります。

                                          

スプリングレート：スプリングに対してある基準距離を圧縮する重さで表されます
通常1インチを縮める重さをポンドで表してあります。（例　400/in）

スプリングプリロード：スプリングの自由長とショックユニットにセットされてい
る長さの差の分を呼びます。スプリングプリロードによってスプリングの初期起動
重量を変更出来ます。

エアスプリング圧：エアショックユニットの空気圧でスプリングの働きをします。
空気圧を高めることでより固くよりプログレッシブ効果を高く調整出来ます。

SPV空気圧：リザーバータンク内の空気圧でSPV圧縮減衰の特性や性質をコントロー
ルします。空気圧を高めることで更に固いプラットフォームを形成し、圧縮側全域
で減衰力を増加させます。低めの空気圧では軽いプラットフォームを形成し、柔軟
な反応を生み出します。

SPV容積調整：SPVリザーバータンクの容積を調整できます。このアジャスターは位
置依存による圧縮減衰調整で、どんな固さやプログレッシブにも調整可能です。よ
り少ない容積はさらにプログレッシブな特性となり、位置依存特性をより明確にし
ます。

圧縮側減衰（コンプレッションダンピング）：ショックユニットが衝激を受けて縮
む間の抵抗の量を指します。圧縮減衰は衝撃を受けた際の運動エネルギーを熱エネ
ルギーに変換し、そのスピードを制御します。

伸び側減衰（リバウンドダンピング）：車輪の跳ね返りの動きに関する抵抗の量で
す。伸び側減衰はスプリングが圧縮された後の伸びる時の運動エネルギーを熱に変
換し発散し、そのスピードを制御します。

<SPVの調整には以下のものが必要です>

・MANITOU　エアショックポンプ　（米式バルブ対応のサスペンションポンプ）
・SPV容量調整用16mmソケット　
・Swinger SPV オーナー/チューニングマニュアル



SWINGER　SPVショックユニットのセットアップ方法
SWINGER　SPVショックユニットのセットアップやチューニングを行う場合は下記要
領に従って下さい。SPVのテクノロジーによって、乗員のライディングスタイルや
路面の状況、自転車に合わせて、最高の性能を発揮するよう素早く簡単に調整可能
となりました。あなたの独自の設定を決定する前に最低1時間は推奨された調整を
試して下さい。
推奨する調整に関する手順は以下に示します。

１、SPV空気圧：SPVテクノロジーを適切に機能させるには空気圧が重要になります
。不適切な空気圧で使用すると破損や故障の原因となり、品質保証も無効となりま
す。これはスプリングエア圧ではなく、リザーバータンクバルブの内側のエア圧を
指します。この圧力設定によって動作初期の圧縮減衰を制御し、ペダリングプラッ
トフォームや衝撃に際しての減衰開放に影響を与え、また動作全域の圧縮側減衰特
性も制御します。これはSPVテクノロジーにおける第一次の調整ポイントです。SPV
空気圧の範囲は50～175psiです。50psi以下では決して使用しないで下さい。簡単
な初期セットとしてはライダー体重（ポンド）の50％～70％の圧力に調整します。
（乗員の体重（kg）/ 0.45 X0.5～0.7で出たpsi値となります。）＜例70kgの人は
　70/0.45X0.5～0.7＝77.7～108.8psiが推奨値となります。＞この値はサグにも影
響を及ぼしますので、必ずスプリング（コイルプリロードかエア圧）とサグのセッ
ティングの前に調整して下さい。このセッティングは以下の状況によって変化しま
す。
１）� 乗員の質量
２）� スプリングレート
３）� 自転車固有のリヤサスペンションのレバー比
４）� 乗員の走行能力
低めの空気圧の場合、緩やかな操縦感覚が得られ、バンプダンプの際に低い圧力で
ブローオフします。
高い空気圧の場合、全体に固めの作動となり、ペダリングや操縦性も剛性感の高い
ものとなります。またバンプダンプ時のブローオフも強い衝撃によって作動します
一度設定が決まっても、最高の設定であるとは限りません。調整の範囲内で様々な
設定をお試し下さい。

コース例・
ペダリングセクションのより多いトレイル（SPV空気圧を上げて下さい）
細かいギャップが多いトレイル（SPV空気圧を下げて下さい）
大きなギャップや落差のあるコースやジャンプを行なう場合（更に高いSPV空気圧
とより大きい空気容積に調整して下さい。）
これらの調整はエアポンプと16mmソケットレンチを用いて容易に行えます。

２、SPV空気圧の追加：SPVリザーバータンクの米式バルブに付いているキャップを
取り外します。エアポンプを米式バルブにセットします。しっかりセットされてい
ないとポンプを損傷させることがあります。ポンプのゲージがエア圧を表示してか
らさらに半回転締め込んでからエアを入れて下さい。MANITOU純正のエアポンプを
用いることで空気圧の微調整を行うことが出来ます。その場合、ポンプを取り外す
際に聞こえる"シュッ"という音はショックではなくポンプに残された空気が抜ける
音です。従って、ショックの空気圧調整には影響ありません。ポンプをセットする

際にも同様に空気圧がポンプを満たすため
、以前に調整した空気圧より低下します。
これはポンプの圧力計で通常、10～15psiの
範囲で発生します。これはSPVショックを調
整する場合の必ず発生し、問題はありません
。ポンプを外したら、必ず米式バルブのキャ
ップを取り付けて下さい。ショックユニット
に圧力を加えた際、適正に減衰が働かない場
合はポンプを取り外す際にSPV空気圧が失わ
れたかポンプフィッティング　Oリングの磨
耗が考えられます。SPV空気圧が適正でない

状態では自転車に乗らないで下さい。

３、SPV容積調整：SPV容積の設定によって圧縮側減衰の位置依存特性を制御出来ま
す。SPV空気室の容積調整はリザーバータンクの端にある赤いアジャスターを16mm
のソケットレンチで回転させることで行います。この容積調整機能はショックスト
ロークの後半50％における圧縮側減衰の強
め具合を変化させることで、ボトム付近の
抵抗を制御します。SPV空気圧の調整には
MANITOU純正ソケットレンチ（#85-3007）を
使用することをお勧めします。このレンチ
には容積調節に役立つマーキングがなされ
ており、調整範囲の把握が容易です。スウ
ィンガーショックのSPV容積調整アジャスタ
ーは６回転分の調整範囲を持っています。
アジャスターを緩める（反時計回し）とSPV
空気容積は大きくなり、圧縮側減衰とショ
ックストロークの後半50％におけるフルボ
トムに対する抵抗力を弱めます。アジャスターを締める（時計回し）とSPV空気容
積は小さくなり、圧縮側減衰とショックストロークの後半50％におけるフルボトム
に対する抵抗力を強めます。原則としてSPV容積が小さいときは低い空気圧で使用
し、SPV容積が大きい時は高い空気圧で使用する形になります。SPV容積の調整を行
うとSPV空気圧も変化します。特に最大限緩めた状態から、最大限締め込んだ時に
は著しく変化します。このため、SPV容積を調整した後は必ずSPV空気圧をライダー
の好みに合った値に調整して下さい。SPV容積アジャスター部分を緩めていて限界
点に達しているにも関わらず、さらに緩めようとするとアジャスター機構に損傷を
与える原因になります。この場合は保証対象外となります。抵抗を感じたら、それ
以上回転させないで下さい。

４、サグの調整：サグの調整の前には必ずSPV空気圧を調整して下さい。サグ調整
は乗員の体重や自転車の種類、自転車のサスペンション機構、ライディングスタイ
ル及び個々の好みによって変化します。スウィンガーSPVショックを最高に機能さ
せる為には概して、従来のショックよりわずかに多くサグをとる形になります。
推奨値は下記のとおりです。
クロスカントリー：25-30％



フリーライディング：30-40％
ダウンヒル：30-45％　サグのセットはスプリングの圧縮時始動の強度を調整する
ものであって、ソフトスプリングやハードスプリングの代わりの機能を乗員にもた
らすものではありません。

・コイルスプリングのプリロードとサグの調整－スプリングプリロードの調整はプ
リロード調整リングによって行います。ショックマウントボルト2箇所の中心の距
離を測定して下さい。（あなたのユニットのアイ－トゥ－アイ長、通常ユニット長
はこの寸法を言います。）そして最初の値として記録しておいて下さい。（測定値
A）もしお使いの自転車がこの値を容易に測定できないタイプであれば、後輪車軸
からサドルの後部までの距離を測定することでも代用できます。次に、乗車姿勢を
安定させるために壁の近くで正常な乗車姿勢でサドルに座って下さい。サドルやペ
ダルだけに体重を掛けず、ハンドルを握った状態で正常な乗車姿勢をとり、サドル
とペダルに体重を分散させて下さい。乗員とは別の方が、上記で測った寸法の新し
い値を測定して記録して下さい。（測定値B）以下の式によってサグを計算して下
さい。

初期測定値　　　　　　　　　　　A
乗車測定値をマイナス　　　　　－B
イコールサグ値　　　　　　　　　C
サグ％＝＜サグ値＞　÷　＜初期測定値＞となります。（C／A）

スプリングプリロードアジャスターを上下させて、サグを適正な値に調整して下さ
い。8mm以上のプリロードをスプリングに掛けてはいけません。また、必ず1mm以上
のプリロードをスプリングに掛けるようにして下さい。スプリングプリロードを最
大まで（8mm）掛けてもサグが多すぎる場合には、より高いスプリングレートのス
プリングが必要となります。またプリロードを最小に（1mm）調整しても充分なサ
グが得られない場合にはより低いスプリングレートのスプリングが必要になります
これらのオプションスプリングはANSWER　PRODUCTSからの購入が可能です。ショッ
クの部品番号および、コイルスプリングに印字してあるスプリングレート及び作動
量を添えて依頼して下さい。

・エアショックのスプリング調整－メインエアスプリ
ングの調整は大きい方の金属空気容器の上にある米式
バルブによって行います。メインエアスプリングの調
整前に必ずSPV空気圧の調整を行って下さい。スウィ
ンガーSPVエアショックのリザーバータンクには推奨
サグ値を示す目盛りが記載されています。リザーバー
の内側に2本のサグ目盛りがあります。片方は25%のサ
グ値を示し、もう一方は35％のサグ値を示しています
。これは推奨サグ値の範囲を表します。まず、乗車姿
勢を安定させるために壁の近くで正常な乗車姿勢でサ
ドルに座って下さい。サドルやペダルだけに体重を掛
けず、ハンドルを握った状態で正常な乗車姿勢をとり
、サドルとペダルに体重を分散させて下さい。次に自
転車から降りてダンパーボディーについているサグを

示すOリングを確認して下さい。このOリングが
リザーバータンクに記載された二本の目盛り（
25％及び35％）の間にあれば推奨値の範囲であ
ると言えます。この目盛りを参考に空気圧を調
整して下さい。Oリングが35％の目盛りを超え
ていればサグは大きすぎ、空気圧が低すぎます
。Oリングが25％の目盛りに達していなければ
サグは小さすぎ、空気圧が高すぎます。
メインエアスプリングの調整の際は大きい方の
金属空気容器の上にある米式バルブのキャップ
を取り外します。エアポンプを米式バルブにセ
ットします。しっかりセットされていないとポ

ンプを損傷させることがあります。ポンプのゲージがエア圧を表示してからさらに
半回転締め込んでからエアを入れて下さい。MANITOU純正のエアポンプを用いるこ
とで空気圧の微調整を行うことが出来ます。その場合、ポンプを取り外す際に聞こ
える"シュッ"という音はショックではなくポンプに残された空気が抜ける音です。
従って、ショックの空気圧調整には影響ありません。ポンプをセットする際にも同
様に空気圧がポンプを満たすため、以前に調整した空気圧より低下します。これは
ポンプの圧力計で通常、10～15psiの範囲で発生します。これはエアスプリングを
調整する場合に必ず発生し、問題はありません。ポンプを外したら、必ず米式バル
ブのキャップを取り付けて下さい。

５、伸び側減衰調整：伸び側減衰調整とは、シ
ョックユニットが衝撃を吸収し圧縮された後の
跳ね返り具合を制御するものです。スプリング
レートやコース、乗員の好みによって伸び側減
衰を調整出来ます。伸び側減衰調整は、エアシ
ョックにおいては、大きい方の金属空気容器の
マウントボルト付近、コイルスプリングショッ
クにおいてはインナーシャフト側のマウントボ
ルト付近の青いノブによって行います。伸び側
減衰があまりに速く調整された場合、ペダリン
グによる動きに過度に反応し、衝撃が連続する
場合や大きな衝撃の場合にリヤエンドが跳ね上
げられるなどバネ感の強い特性を示します。またあまりに遅く調整された場合には
、ショックが圧縮されたままになってしまい衝撃が連続する場合にはスプリングが
固く感じられ、制動の際などに車輪が流され易くなります。伸び側減衰の調整は、
ちょうど、ユニットが伸びきる時の衝撃「コツンと戻ってくる感じ」が無くなった
ところから始めると良いでしょう。

６、コイルスプリングの取り付けと取り外し：スウィンガーショックのコイルスプ
リングの取り付け及び取り外しは以下の手順によって下さい。

スプリングの取り外し
１）伸び側減衰調整ノブの中央の小さい6角ボルトを緩めて、ノブを取り外します



２）プリロード調整リングを緩めて、スプリン
グリテーナークリップを取り外します。
３）スプリングをずらしてショック本体から引
き抜きます。
注意：ご使用の車種によってショックマウント
用のカラー等は取り外し、新しいスプリングの
装着後に再度取り付けなければなりません。こ
のカラー等の取り付け、取り外しの際にはアイ
（穴部分）やDUブッシュを傷つけないようにし
て下さい。

スプリングの取り付け
１）ショック本体にスプリングをはめ込み、ス
プリングリテーナークリップを取り付けます。
２）プリロード調整リングをスプリングプリロ
ードが1mm掛かる位置まで締め込みます。
３）ショックマウント用のカラーや伸び側減衰
調整ノブを取り付けます。
４）この説明書のスプリングプリロードとサグ
調整の項に従ってスプリングプリロードを調整
します。

スウィンガー６WAYのみの調整機能
スウィンガー６WAYコイルショックにはさらに二つの圧縮側減衰調整機能がありま
すこれら二つの調整ノブはリザーバータンクの根元に位置し、速度によって変化す
る圧縮側減衰の究極の微調整を可能にしました。赤いノブは低速時の圧縮側減衰を
制御し、黒いノブは高速時の圧縮側減衰をコントロールします。（低速、高速とは
走行速度ではなく、ピストンの移動速度を指します。）これら二つのノブは最小値
（反時計回りに最大）にしておいて、SPV空気圧とSPV容積の調整のみによって圧縮
側減衰を調整しても構いません。もしさらなる微調整を行うのであれば、下記要領
に従って下さい。

低速圧縮側減衰（赤いノブ）：このダイヤルは低速圧縮の際の減衰を制御し、全般
的な車体の安定性の向上や姿勢制御を行います。緩める（反時計回し）とより柔軟
になり活動的走行をもたらしますが、車体の安定
性は損なわれます。締める(時計回し)と柔軟さや
活動的走行は損なわれますが、車体の安定性は向
上します。最小値で調整を始め、「スパイク」（
大きな衝撃）があまり無く、ライダーの望む車体
の安定性が得られるまで締め込みます。概して、
低速圧縮側減衰が固めに調整される場合はSPV空
気圧が低めでSPV容積は大きい調整となります。
低速圧縮側減衰とSPV空気圧設定のバランスをと
ることによって最高のパフォーマンスが達成され
ます。

高速圧縮側減衰（黒いノブ）：このダイヤルは鋭
い角に衝突したときや大きな段差に衝突したとき
等の高速圧縮時の反応を制御します。高速の圧縮
には、このアジャスターで対応できます。このア
ジャスターはシャフトの移動速度が非常に速い場
合に、中間から３/４のストローク位置で最も大き
な抵抗力を制御します。これは他の微調整がすべ
て終了したあとに行って下さい。概して、このダ
イヤルが固めに調整（時計回し）される場合は、
SPV容積が大きめに調整されていることによって、
高速時の底付き付近の抵抗が必要な場合でしょう。高速圧縮側減衰とSPV空気圧設
定のバランスをとることによって最高のパフォーマンスが達成されます。

注意：ショックユニットの自転車への取り付けに関しては、自転車製造業者による
、ボルト類の締め付け推奨トルクに従って下さい。

＜メンテナンス＞

新品時
・サグ調整/プリロードの確認
・SPV空気圧の確認
・取り付けボルトのトルク確認

毎走行時
・SPV空気圧の確認

走行8時間ごと
・サグ調整/取り付けボルトのトルク　
　確認

走行200時間ごと
・オイル交換及び検査のためにサービ
　スセンターにショックユニットを送
　付して下さい（有料）

　
　　このマニュアルは株式会社GIANT　JAPANによって翻訳されています。無断転載や複製を禁じます。


