
取り扱い説明書

　エアコン制御装置　J-ECO/AC

オートエアコン用

型式　JC01AC01A
Made in Japan
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　　　自動車用燃費向上製品・J-ECO/ACをご購入頂きありがとうございます。
       本製品は車両のオートエアコン制御装置に付加する事で冷房時のヒータ
　　　機能による温風混合での送風温度制御を停止し、コンプレッサのON/OFF
　　　のみで送風温度制御を行います。
　　　それによって、エアコン作動時のコンプレッサ稼動時間を最小限にするこ
　　　とが可能で、走行燃費向上を実現するものです。
　　　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車両の電子機器に重大な障害をあた
　　　える場合があります。

　　　　目次
　
　　　　　　・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
　
　　　　　　・走行と燃費について

　　　　　　・異常時の処置
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     □包装内容

　　　　（１）　　本体　１　個
　　　　（２）　　車両側コネクター及び端子　　１　式
　　　　　　　　　注）分岐ハーネスは付属しておりませんので、別途自動車用電線
　　　　　　　　　　　AVS-0.5　相当　３０ｃｍ程度　×　５本　が必要です。自動車
　　　　　　　　　　　用品店等でお求めの上、作業を開始してください。
　　　　（３）　　取り扱い説明書　１　部
　　　　（４）　　保証書　１　部

　　□重要な注意事項

　　　　（１）　　本品及び車両のエアコン制御ECU（電子制御装置の略称）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、本製品またはエアコン制御ECU
　　　　　　　　　が故障する場合があります。取り付け作業中及び完了後、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）　　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。
　　　　　　　　　　　　【①オートエアコン非装着車両】
　　　　　　　　　　　　【②エアミックスドア開度位置検出のポテンショメータ（可変抵抗
　　　　　　　　　　　　　)が無いタイプのオートエアコン装着車両】
　　　　　　　　　②の適合の可否判断は、自動車販売店において、お車の電気配線
　　　　　　　　　図を参照頂き、「A/Mアクチュエータ、又はAIRMIXアクチュエータ」と
　　　　　　　　　して下図の記載があるものが適合します。逆に→部が配線として外部
　　　　　　　　　に出ていないものや、ステッピングモータタイプのもの、あるいはIC式
　　　　　　　　　のアクチュエータタイプは適合しませんので、事前に配線図を確認く
　　　　　　　　　ださい。（不適合の場合は返品に応じますのでご相談ください、但し送
　　　　　　　　　料・手数料をご負担頂きます）
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この部分が、この様に配線
として出ている必要があり
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エアミックスアクチュエータ
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　　□取り付け前準備物

　　　（１）材料
　　　　・自動車用電線　AVS０．５相当　３０ｃｍ程度×５本
　　　　・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相当品５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
　　　　・電線カシメ工具
　　　　・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（－）
　　　　・配線用ビニールテープ
　　　　・テスター（直流１２V程度の電圧を測定可能なもの、ホームセンターで
　　　　　３０００円程度で販売しています）

　　　（３）資料
　　　　・装着する自動車のエアコン制御ECU端子部分の配線図

　　　！参考：脱着部分の作業方法が不明な場合は自動車販売店様にお問
　　　　　　　　 い合わせ頂くと、ご協力を頂ける場合があります。
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　　□装置各部名称と機能

　

　　　　　ＥＣＯ機能ＯＮ／ＯＦＦスイッチ：ＯＦＦにすると通常のオートエアコンの
　　　　　機能に戻ります
　　　　　接続コネクター：エアコン制御ＥＣＵの分岐ハーネスと接続します
　
　　□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）エアコン制御ECUの取り出し
　　　　２タイプの種類があります。
　　　　１つは、エアコンの操作ボタン（ダイアル）パネルと一体になったもの、他の
　　　　タイプは、操作パネルと制御ＥＣＵボックスが別体のものです。
　　　　前者は操作パネルを、後者はＥＣＵボックスを取り外します。
　　　　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）制御極性の確認
　　　　①一度バッテリ端子を仮付けして電源が入るようにします。
　　　　②キーをＯＮにしてエアコンＯＮ（ブロア最小、モードはどの位置でも構いま
　　　　　 せん）にします。
　　　　③リアエアコン装着車はリアをＯＦＦにしておきます。
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　　　　④テスターを使用します。レンジは電圧（ＤＣＶ）３０Ｖ程度に合わせて下さ
　　　　　 い
　　　　⑤テスターの黒リードを車体の金属部（確実に車体と繋がっている部分）
　　　　　 に当てて、赤リードをＰａｇｅ３の図のＡＩＲＭＩＸからの可変抵抗から配線
　　　　　されてＥＣＵに接続されている部分のコネクタの背面（電線側）へ差し込み
　　　　　ます。
　　　　！注意：テスターのピンが太すぎて入らない場合に無理に差し込まないで
　　　　　　　　　ください。その際は安全ピン等をさして、それにテスターを当てます。
　　　　！注意：エアコンＥＣＵにコネクタをさしたままで作業します

　　　　⑥その状態で、エアコンの設定温度を最低（－１８℃）にします。
　　　　　　→テスターが４Ｖ付近を示している場合。
　　　　　　　設定温度を最高（３２℃）にして、テスターの指示電圧が低くなること
　　　　　　　を確認してください・・・・これは（ＡＭ－）タイプとなります
　　　　　　→テスターが１Ｖ付近を示している場合。
　　　　　　　設定温度を最高（３２℃）にして、テスターの指示電圧が高くなること
　　　　　　　を確認してください・・・・これは（ＡＭ＋）タイプとなります
　
　　　（４）バッテリ電源の遮断
　　　　キーをＯＦＦにして、バッテリのマイナス端子を取り外してください
　
　　　（５）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電源（IG1又はＩＧ２の表示がしてあります、キーをONまで回した時に１２
　　　　Vが供給される電源です）
　　　　 ・ＡＩＲＭＩＸ可変抵抗電圧（Ｐａｇｅ３の矢印部からエアコンＥＣＵへ接続された
　　　　　配線です）
　　　　 ・Ａ／Ｃリクエスト（エアコン制御ＥＣＵからエンジン制御ＥＣＵへ接続されて
　　　　いる配線です、Ａ／Ｃ又はＡ／Ｃシグナル又は、Ａ／Ｃリクエストと書いてある
　　　　場合があります）
　　　　 ・アース（エアコン制御ＥＣＵからボディに接続された配線です、ＧＮＤ又は
　　　　　アース、又はＥとの記載がある場合があります）
　　　　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。

　　　（６）上記配線が正しく接続出来たかどうかの確認をします、バッテリを一度繋
　　　　いでください。
　　　　また、確認が終わったら必ずバッテリのマイナス端子を外してください。
　　　　 ・IG１とアースの間の電圧を測定します→キーをONにすると１２Vになりま
　　　　　す。OFFにすると０Vです。
　　　　 ・ＡＩＲＭＩＸ可変抵抗とアースの間の電圧測定→上記⑥と同じ手順で測定し
　　　　　、温度設定を変化させた場合にアースとの間で電圧の変化があればＯＫで
　　　　　す
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　　　　 ・ＡＣリクエストとアースの間の電圧測定→キーをＯＮにし、エアコンのブロア
　　　　　を回した状態でＡ／ＣボタンをＯＮにすると約０Ｖになり、ＯＦＦにすると約１２
　　　　　Ｖになります(０Vのまま変化しない場合は本製品取り付け後に確認ください）

　　□接続図

　
　　　　　！警告：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。
　　　　　！参考：J-ECO/ACはスイッチが操作可能な位置に両面テープで装着しま
                    すので、分岐ハーネス長さを考慮しておいてください
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ください
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（下部は空き）

付属コネクター

分岐ハーネス
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　　　　！注意：各電圧の測定は付属コネクタの背面（電線側）からテスターピン
　　　　　　　をさして行ってください。正面からさすとコネクタピンが変形して接触
　　　　　　　不良の原因になります。
　
　　□組み立て
　　　取り外したエアコン制御ECUを元通りに装着します。

　　　！注意：分岐ハーネスが足元に垂れ下がって、引っ掛かり、運転の妨げに
　　　　　　ならないように注意が必要です。

　　　キーOFFを確認の上、バッテリのマイナス端子を接続して元に戻します。
　　　J-ECO/ACのケースフタを開けた状態で分岐ハーネスに差込んでください。

　　□調整
　　　エアミックス開度位置検出の調整を行います。作業はJ-ECO/AC内部の調
　　　整ダイアルを精密ドライバーで回して行います。

　　　！警告：調整作業中は電源が入った状態で行いますので、J-ECO／AC内部
　　　　　　に金属物を落としたり、調整ドライバーでダイアル以外の部分を触ると故
　　　　　　障の原因となりますので、慎重に作業してください。
 
　　 ①キーをONにしてエンジンを暖機します
　　 ②一旦エンジンを止めて再度キーをONにします（エンジンは始動しません）
　　 ③リアエアコン装着車はリアをOFFにします
　　 ④エアコンＯＮ（ブロア最小、モードはどの位置でも構いません）にします。
　　 ⑤A/CをONにします
　　 ⑥温度設定を最低（１８℃）にします
　　 ⑦J-ECO/AC内部の調整ダイアルを精密ドライバーで回してLEDが点灯した
　　　　状態から消える瞬間（暗くなり始める点）の位置に正しく合わせます
　　 ⑧上記⑦の消えた位置からさらに約１／８回転回します（未だ消えている事
　　　　を確認すること、１／８回転以前にダイアルが端まで回りきった場合は、
　　　　回しきった位置で止める）
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上図は右回転で消えた場合

（左回転で消えた場合は上記と同様にして、左方向へ調整します）

右へ回しながらLEDが消えた位置

さらに右へ1/8回転回して調整完了

（左）

（左）
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　　⑨LEDが消えている状態で、最低（１８℃）に設定した温度設定を高い方向
　　　 へ変えます（３２℃）
　　⑩この時LEDが点灯することを確認して調整完了です

　　　　！注意：調整ダイアルは強く回しきったり、強く押したりしないでください。
　　　　　　　　　破損の原因となります。
　
　　　　！注意：調整ダイアルをどちらの方向に回してもLEDが消灯しない（又は
　　　　　　　　　点灯しない）場合は配線ミスか、J-ECO／ACの故障が考えられま
　　　　　　　　　す。Page６の手順に従って、再度配線の点検を行って、異常があ
　　　　　　　　　れば修正してください。
　　　　　　　　　特にPage６の⑥でAIRMIXの可変抵抗からの電圧が０－５Vの範囲
　　　　　　　　　でない場合（例えば１２Vになる）はJ-ECO/ACが適合しません。
　　　　　　　　　その際はJ-ECO／ACの改造を行って適合が可能ですから購入先
　　　　　　　　　へお問い合わせください。
　
　　□取り付け
　　J-ECO/ACのケースフタを確実に閉めて、インパネの適当な場所へ両面テー
　　プで固定してください。
　
　　　　　！注意：取り付け場所は、水濡れ、衝撃の無い場所を選定ください。
　
　　　　　！注意：本製品は車室内装着専用です、エンジンルームへの装着は
　　　　　　　　　　出来ません。
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　　□作動確認
　　　　ECOスイッチをONにしてエンジンを始動＋暖機し、設定温度を変化させて通
　　　  常通り冷房と暖房ができる（送風口から冷風又は温風が出る）ことを確認し
　　　　ます。
　
　　　　！参考：ECOスイッチOFFの通常モードでの設定温度とECOスイッチONの
　　　　　　　　　エコモードでの室内温度は、同じ設定温度でも少し差がでる場合
　　　　　　　　　がありますが異常ではありません。
　　　　　　　　　その際はご希望の温度になるように温度設定を変えてご使用くだ
　　　　　　　　　さい。特に、簡易形のリアエアコン装着者ではリアの室内温度が
　　　　　　　　　J-ECO／AC装着後のECOモードでは大きめの温度差（高めにな
　　　　　　　　　る）場合があります。
　
　　□走行と燃費について
　　　　　Ｊ－ＥＣＯ／ＡＣは、外気温度が極端に高くない季節（２７℃以下のような
　　　　　場合）に、エアコンの送風空気にヒータの加熱空気とクーラの冷却空気
　　　　　とを混合しながら温度制御するような状況で大きな効果を発揮します。
　　　　　そのような状況で、Ｊ－ＥＣＯ／ＡＣのＥＣＯスイッチをＯＮにするとヒータ
　　　　　による加熱空気を混合する前にエアコンのコンプレッサをＯＦＦにして
　　　　　送風温度を上げるように作用しながら、設定した室内温度にあわせるよ
　　　　　うに制御します。
　　　　　従って、通常時に消費していたコンプレッサの動力を減少させて燃費向
　　　　　上が可能になるのです。
　
　　　　　但し、燃費は、運転状態やエアコンの設定温度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・設定温度）でＪ－ＥＣＯ／ＡＣの
　　　　　装着有無での効果を比較してください。
　　　　　そのような測定方法によってＥＣＯスイッチのＯＮ・ＯＦＦ時の燃費差は５～
　　　　　１０％程度の改善が確認できます。

　　　　　また、エアコンは外気導入で御使用になると、効率が低下し燃費悪化の原
　　　　　因となります。やむを得ず換気が必要な場合を除いて、内気循環で御使用
　　　　　になることをお勧めします。
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　　□異常時の処置
 
　　　エアコンの冷房機能が作動しなくなった場合は、Ｊ－ＥＣＯ／ＡＣの故障か配線
　　　異常が考えられます。
　　　また、使用中にエアコン操作パネルに故障表示（インジケータが点滅を始めた
　　　りエアコンディスプレーにエラーコードが表示される）が出た場合にも同様の異
　　　常が考えられます。

　　　その際にはＥＣＯスイッチをＯＦＦにしてください。
　　　それでも、故障表示が消えず、冷房動作ができない場合は配線異常ですので
　　　お客様が作業された配線箇所の異常が無いか、再点検ください。

　　□使用上の注意
　　　ＥＣＯスイッチＯＮの状態では、室内の除湿効果が小さくなります。
　　　万一、窓が曇り始めた場合は、エアコンの設定温度を下げるか、ＥＣＯスイッチ
　　　をＯＦＦにするか、窓を少し開けることによって曇り取りができます。

　　　なお、フロントガラスの内側を中性洗剤等でこまめに掃除することも曇り防止に
　　　は有効です。
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