
取り扱い説明書

Ａ／Ｆコントローラ　Ｊ－ＡＦＣ

型式　ＪＣ０１ＡＦ０５B
Made in Japan
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　　　自動車用燃費低減制御装置（A/Fコントローラ）、J-AFCをご購入頂きありがと
       うございます。本製品は車両のエンジン制御装置に付加する事でエンジンへ
　　　のガソリン噴射量を調整可能にして燃費低減を行う製品です。
　　　取り扱い説明書をよく読んで正しく装着・ご使用頂きます様御願い致します。

　　　特に　！警告　と書かれた内容は良く理解頂き、確実に守ってください。
　　　これに反する取り扱いをされた場合はエンジンに重大な障害をあたえるか、
　　　または法令違反となる場合があります。

　　　　目次　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Page
　
　　　　　　・包装内容
　
　　　　　　・重要な注意事項
　
　　　　　　・取り付け前準備物
　
　　　　　　・装置各部名称と機能

　　　　　　・取り付け
　
　　　　　　・作動確認／調整
　
　　　　　　・排出ガス測定
　
　　　　　　・走行と燃費について

　　　　　　・異常時の処置
　
　　　　　　・アフターサービス／保証
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     □包装内容

　　　　（１）　　本体　１　個
　
　　　　（２）　　エンジン制御ECU側コネクタ　(ハーネスキットは別売品です）

　　　　（３）　　ショートコネクタ　 １　個
　
　　　　（４）　　取り扱い説明書　１　部

　　　　（５）　　保証書　１　部

　　　□重要な注意事項

　　　　（１）　　本品及び車両のエンジン制御ECUは精密電子機器です。これらの
　　　　　　　　　製品及び機器は静電気や衝撃、水濡れによって故障する場合があ
　　　　　　　　　りますので、取り付け説明文中に記載した注意事項を遵守願います。

　　　　（２）　　誤接続して電源をONにした場合に、本製品またはエンジン制御ECU
　　　　　　　　　が故障する場合があります。
　　　　　　　　　取り付け完了後、バッテリを接続する前に十分な接続確認を行って
　　　　　　　　　ください。

         （３）　　作業中は必ずバッテリのマイナス端子を外して作業してください。

　　　　（４）　　本品は車両のエンジン運転空燃比を可変にする機器です。取り付け
　　　　　　　　　後は必ず専用の排ガステスターで排出ガス濃度を測定して、規制値
　　　　　　　　　以下であることを確認ください。
　　　　　　　　　万一、規制値を超えた状態で車両を運転すると道路交通法違反と
　　　　　　　　　なるばかりか、最悪の場合車両のマフラーに装着された触媒を破損
　　　　　　　　　する場合があります。
　
　　　　（５）　　車両によって取り付け不可能な場合があります。
　　　　　　　　　以下の車両には適合しませんので十分に事前確認を御願いします。
　　　　　　　　　・ディーゼルエンジンの車両（LPG車は装着可能）
　　　　　　　　　・リニアO2センサーの車両
　　　　　　　　　・電子制御システム（EFI・EGI等）で無い車両
　　　　　　　　　・２個以上の複数のO2センサーを使用した車両
　　　　　　　　　・超低排出ガス規制適合車の一部（平成１２年規制車両の一部）
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　　□取り付け前準備物

　　　（１）材料（ホームセンター等のカー用品コーナーで入手できます）
　　　　・両面テープ　　厚さ１ｍｍ程度　自動車外装部品接着用強力タイプ
　　　　・分岐用コネクター　エーモンE673相当　４個
　　　　　　（無くても作業は出来ますが、その場合は配線の被覆を剥いての
　　　　　　　作業になりますので、ビニールテープを準備ください）。

　　　　　！注意：分岐用コネクターは電線サイズにあったものを使用してください。
　　　　　　　　　　不適合サイズの使用は接触不良や断線の原因になります。
      （２）工具
　　　　・ニッパ／ワイヤーストリッパ（無くても作業は可能ですが、その場合
　　　　　はニッパで慎重に電線の被覆を剥いてください。
　　　　・＋／－ドライバー（大）
　　　　・８ｍｍ～１２ｍｍラチェットレンチ
　　　　・精密ドライバー（－）
　　　　・ラジペン
　　　　・テスター（直流１２V程度の電圧を測定可能なもの）

　　　（３）資料
　　　　・装着する自動車のエンジン制御ECU端子部分の配線図
　　　　　（ディーラーで御願いすればコピー可能です、入手不可能な場合当
　　　　　　社までお問い合わせください）

　　　（４）その他確認事項
　　　　・装着する自動車の排出ガス適合年度が平成１０年規制以前であること
　　　　　（車検証に記載してあります）
　　　　・O２センサーのタイプ→リニアO2センサーで無いこと＝整備解説書ではO2
　　　　　センサーが約１秒周期でON/OFFすると書いてあるものが適合します
　　　　　（リニアO2センサータイプの車両には装着できません）
　　　　・O２センサーの個数→センサーは１個であること
　　　　　（一部のV６エンジン、又は高年式の低排出ガス規制適合車両で採用
　　　　　　されている２個以上のO２センサーを使用したシステムには適合しま
　　　　　　せん）
　　　　＊上記確認事項はディーラーまでお問い合わせ頂くか、又は当社へ確認
　　　　　　をご要求ください。
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　　□装置各部名称と機能
　
　　　　サイズ：58×18×95mm

　　　　　ﾓﾆﾀｰﾗﾝﾌﾟ１,２    ：システムの作動状態を表示します
                                   点滅有無により、O２センサーの故障モニターも可能です。
　
　　　　　調整ﾀﾞｲｱﾙ        ：燃料噴射量を増減します
 
　　　　　　！注意：左右回転停止位置から半分回転した位置が１／２回転を意味しま
                         す。
　　　　　　！参考：一番左へ回しきると車両の標準状態設定となります
　　　　　　　　　　　逆に一番右へ回すと燃料噴射量が少なくなります。
 
　　　　　接続ｺﾈｸﾀｰ       ：エンジン制御ECUと接続します
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ﾓﾆﾀｰﾗﾝﾌﾟ１ ﾓﾆﾀｰﾗﾝﾌﾟ２
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　　□取り付け

　　　（１）バッテリ電源の遮断
　　　　バッテリのマイナス端子を取り外してください

　　　（２）エンジン制御ECUの取り出し
　　　　通常、助手席の足元かセンターコンソール前方のインパネ下部に装着され
　　　　ています。
　　　　その周囲をカバーしている部品を取り外して、エンジン制御ECUのコネクター
　　　　部が見える状態にしてください。車両によっては、エンジン制御ECUそのもの
　　　　を取り外さないとコネクター部分が見えない場合もあります。
　　　　この時、ECUからコネクターを取り外す必要はありません。

　　　　！注意：必ずバッテリマイナス端子取り外し後に作業してください。
　　　　　　　　　表面に見えない部分の車両各部は樹脂や金属のバリによって鋭く
　　　　　　　　　なっている場合があります。手を切らないように軍手等を装着して
　　　　　　　　　作業してください。

　　　（３）分岐ハーネスの取り付け
        ECU端子配線図（ディーラーから入手頂いたもの）を見て下記端子を探します
　　　　　・IG（キー）ONで１２Vとなる電源（配線図では通常外部にメインリレーが接
　　　　　　続されています、IG1またはVB、あるいはIG等の表示がしてあります）
　　　    ・センサー用GND（配線図では通常水温センサーや吸気温センサー、又は
　　　　　　O2センサーのシールド配線が接続されています、E1と表示されている場
　　　　　　合が多くあります）
　　　　　・O2センサー信号（配線図でO2センサーの信号が接続されている部分で
　　　　　　す／シールドで無い方が信号です、多くの場合オキシジェンセンサー、
　　　　　　又はO2あるいはOXと表示されています。OXR、OXLの様に２本の入力が
　　　　　　ある場合には本装置は適合しません）
　　　　　　分岐ハーネスを適当な長さに切って次Pageの配線図のように接続します。
　
　　　　！注意：配線が長すぎるとノイズによる誤動作の原因になります。４０ｃｍ
　　　　　　　　　以上にしないでください。
　　　　！注意：コネクターのかしめは確実に行ってください。かしめ不良は接触不良
　　　　　　　　　や配線外れの原因になります。

　　　上記配線が正しく接続出来たかどうかの確認をします。
　　　　　・センサー用GNDと車体の間の直流抵抗を測定します→０Ωのこと
　　　　　・IG１電源と車体の間の直流抵抗を測定します→数Ω以上
　　　　　・O２センサー信号のセンサー側と車体、またECU側と車体の間の直流抵抗
　　　　　　を測定します→双方ともに数キロΩ以上
　　　　　・バッテリの（－）を接続して基にもどします
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　　□接続図

　　　　　！注意：O2センサー線はエンジン制御ECUから５ｃｍ以内で切断してください
　　　　　　　　　　　遠く離れた位置で切断するとシールド配線を同時に切断してしまう
　　　　　　　　　　　可能性があります（シールド線になっています）
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IG1（１２V）

O2センサー

O2センサー入力

センサーGND

O2センサー
（黒）

O2センサー
入力（赤）

IG1（１２V）（白）

ECU

分岐ハーネス
接続完了後にビニール
テープ等で束ねる
！注意：他の既存電線と
一緒に束ねると誤動作の
原因になります

付属コネクター

分岐用コネクター（エーモン製相当）

図示左から
５cm以内で切断
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　　　　（続き）
　　　　　・KeyをONの位置まで廻して電源をいれます。
　　　　　・センサー用GND（－）とIG1電源（＋）の間の電圧を測定します
　　　　　　→約１２Vであること
　　　　　・KeyをOFFにして電源を切ります

　　　　　！注意：ここで付属コネクターへの差込み位置が正しいか確実にチェック
　　　　　　　　　　してください。位置間違いで製品接続後に電源をいれると製品又は
　　　　　　　　　　ECUを破壊することがあります。

　　　　　・付属のショートコネクターを差込んでください。
　　　　　・エンジンを始動し、暖機した後３分程度アイドル運転します。
　　　　　・正常に始動でき、また警告灯（メータ内にあるチェックエンジンランプ）が点
　　　　　　灯または点滅していない事を確認してください
　　　　　・KeyをOFFにしてエンジンを停止します。
　　　　　・ショートコネクターを取り外してJ-AFC　０５Bを装着します。

　　　　以上で装着完了です。
　　　　分解したパネル類を基にもどした後J-AFCを適当な場所に固定してください。
　　　　フロアマットの下等に収納しても良いですが以下の注意事項を厳守ください。

　　　　　！注意：水濡れの可能性のない場所へ装着すること
　　　　　　　　　　過剰な荷重・力のかからない場所へ装着すること
　　　　　　　　　　ヒータ／エアコンの送風を直接あてないこと
　　　　　　　　　　ブロアモータ等、電気ノイズを発生する部品から１０ｃｍ以上離す事
　　　　　　　　　　J-AFCのモニターランプは作動確認時に目視する必要があります

　　　　　！注意：ここまでの各確認項目で、異常が見つかった場合は配線不良です。
　　　　　　　　　　もう一度自動車の配線図を見て間違いがないか確認ください。
　　　　　　　　　　場合によっては、配線図自体の選定ミス（異なる車種のもの）である
　　　　　　　　　　可能性もありますので、注意が必要です。

　　　　　！注意：エーモン製コネクタを使用しなかった場合には電線の接続はしっか
　　　　　　　　　　り行い、確実にテーピングしてショートを防いでください。

　　　　　　  参考：O2センサーは消耗部品です。故障その他によって機能不良である
　　　　　　　　　　か否かはJ-AFCのモニターランプの点滅状態で知ることが出来ま
                       す。
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　　□作動確認／調整
　　　　（１）精密ドライバーを使用してJ-AFCの調整ダイアルを左（Rich）に回
　　　　　　　しきってください。

　　　　　　！注意：調整ダイアルは強く回したり、強く押したりしないでください
　　　　　　　　　　　破損する可能性があります

　　　　（２）エンジンを始動して十分に暖機します。

　　　　（３）アイドリング状態にてJ-AFCのモニターランプL1とL2が点滅して
　　　　　　　いることを確認してください。

　　　　　　！確認：約１～２秒の周期で点滅します。異常に早い周期で
　　　　　　　　　　　点滅している場合は接続不良の可能性があります。

　　　　（４）エンジン回転数を３０００ｒｐｍ程度に維持して、アイドル時と同じ様に
　　　　　　　L1とL2が点滅することを確認してください。
　
　　　　　　！参考：アクセルを踏み込んだ瞬間や、高回転からアクセルを離した
　　　　　　　　　　　瞬間はL1とL2の点滅が停止します

　　　　（５）J-AFCのダイアルを中間位置（1/2回転）にセットします

　　　　　　！警告：上記（３=アイドル）及び（４＝３０００rpm）の手順でにL1とL2が
　　　　　　　　　　　　点滅していることを確認してください。但し、この場合はL1の点
　　　　　　　　　　　　滅とL2の点滅は少し時間がずれます。この時間のずれが一番
　　　　　　　　　　　　小さい時が標準の燃料噴射量で、時間のずれが大きい時、燃
　　　　　　　　　　　　料噴射量が少なくなります。

　　　　（６）走行して異常が無いかを確認します
　　　　　　！警告：加速時に異常なノッキング音が発生する場合はJ-AFCの
　　　　　　　　　　　　調整ダイアルを少し左（Rich）へ回して調整します。失火（息
　　　　　　　　　　　　つき）する、またはチェックエンジンランプが点等する場合に
　　　　　　　　　　　　も同様に調整ダイアルを少し左へ回してください。

　　　　（７）異常が無ければ車両を車検場（或いはディーラ）へ持ち込んで通常
　　　　　　　のアイドル時排出ガス測定を行ってください

　　　　　　！注意：マフラー交換により触媒を外した車両では、この確認はできま
　　　　　　　　　　　　せん、走行確認で異常がなければそのままご使用ください。

　　　　　　！参考：高速走行が多い方は念の為点火プラグを１クラス冷え型に交
　　　　　　　　　　　　換してください。（５番が標準であれば６番へ交換）
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　　□排出ガス測定
　　　　J-AFCの調整ダイアルは標準時真上で使用します。これを右（Lean）へ回す
　　　　と、より燃料噴射量が減って、燃費向上効果がある場合があります。
　　　　さらに、希薄化（Lean）の設定で使用する場合には以下の手順で調整しま
         す。

　　　　（１）排出ガス測定器でアイドル時のCO／HC排ガス測定をします。

　　　　（２）J-AFCの調整ダイアルを少しずつ右（Lean）へ回し、回す毎に１～２分
　　　　　　　アイドルして再度排出ガスを測定します。

　　　　（３）HC/COが車検証の基準値以内であれば、さらに調整ダイアルを右
              （Lean）へ回して同様の排出ガス測定をします

　　　　（４）以上のようにして、測定した排出ガスが基準値以内で最もJ-AFCの調整
　　　　　　ダイアルが右に回った位置が最も燃料噴射量の少ない調整になります

　　　　（５）NOX測定が可能な整備工場の場合、NOXについても基準値以内である
　　　　　　ことを確認してください。

　　　□走行と燃費について
　　　　　J-AFCは、O2センサーの信号をモニターしながら燃料噴射量を減少させて
　　　　　エンジンの空燃比を希薄化します。
　　　　　従って、通常運転時のエンジン発生トルクが低下しますから少し多めにアク
　　　　　セルを踏んだ走行状態を要求します。
　　　　　このとき、エンジンの吸気系で発生するポンピングロスが小さくなることを
　　　　　利用して、燃費向上を図ったものです。
　　　　　従って、エンジンの発生トルクが小さくなったと感じるのは異常ではありませ
　　　　　ん。
　　　　　また、出来るだけアクセルの踏み込み量を控えてソフトな加減速で運転する
　　　　　ことは拠り燃費向上に効果があります。
　　　　　燃費は、運転状態やエアコンの使用・非使用で大きく変化します。
　　　　　一般に利用可能な満タン法による測定であれば１０回以上の満タン測定で
　　　　　同季節で似たような走行条件（速度・渋滞）でJ-AFCの装着有無で効果を比
　　　　　較してください。
　　　　　そのような測定方法によって５～１０％程度の燃費改善が確認できます。

             ！参考：非装着状態はJ-AFCに替えて付属のショートコネクタを挿入
　　　　　　　　　　　　することによって再現できます
             ！参考：本製品はアクセル踏み込み量が少なく、一定の速度で走行する
　　　　　　　　　　　　状況下での燃費改善に効果があります。
　　　　　　　　　　　　逆に、加減速の多い走行条件では、効果が少なくなります。
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　　　　　また、高回転全負荷ではJ-AFC取り付け前に比べてエンジンの吹き上がり
　　　　　が改善される場合が多くあります（自動車メーカの標準設定では濃い目の
　　　　　空燃比に設定されており、この部分が適正値に近づくことによって吹き上が
　　　　　りが良くなる）。
　　　　　但し、常時全負荷で運転するケースが多い場合にはエンジン保護の点で
　　　　　J-AFCの調整ダイアルを少し左（Rich）に設定しプラグの熱価を１番冷え
　　　　　型に交換してください。

　　　　　！警告：燃料噴射量の少ない状態（Lean）で連続して全負荷走行しないで
　　　　　　　　　　ください。触媒を破損する場合があります。

　　□異常時の処置

　　　　　暖機後のアイドル運転でJ-AFCのモニターランプが点滅しない場合は装置
　　　　　の異常が考えられます。
　
　　　　　！確認：アイドルから一瞬アクセルを踏んで直ぐに離して再度アイドル運転
　　　　　　　　　　を行うと、正常に点滅を始める場合があります。
　　　　　　　　　　これはエンジン制御ECUの特性によるものですから異常ではありま
　　　　　　　　　　せん

　　　　　異常である場合には、J-AFCを取り外して付属のショートコネクタにより標準
　　　　　状態に戻して運転してください。
　
　　　　　！警告：異常のまま運転すると排出ガスが基準値を超える場合があり違法
　　　　　　　　　　となります。

　　　　　　エンジンから過度のノッキング音（アクセルを踏んだ時のカリカリ音）が増
　　　　　　えた場合にはそのまま運転を続けないでJ－AFCの調整ダイアルを少し左
　　　　　　（Rich）へ回してください。

　　　　　！警告：ノッキングが発生したまま走行を続けるとエンジンを破損する場合
　　　　　　　　　　があります。但し加速時に一瞬”カリッ”とノッキングする程度は異常
　　　　　　　　　　ではありません。

　　　　　連続高速走行中に触媒温度警告灯が点灯する場合には、走行を中止して
　　　　　しばらくアイドリングにより冷却したあとで、J-AFCの調整ダイアルを少し左
　　　　　（Rich）へ回して調整してください。

　　　　　！警告：触媒温度警告灯が点灯したままで走行すると触媒を損傷する場合
　　　　　　　　　　があります。
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