
取り扱い説明書

　充放電制御装置　EPMS

型式　ＪＣ０１EP０1Ａ
Made in Japan
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　　　自動車用燃費向上製品・充放電制御装置、EMPSをご購入頂きありがとうご
　　　ざいます。本製品は車両の発電機に付加する事で減速エネルギーを回収し
　　　、加速時のオルタネータ負荷をカット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車両の電子機器に重大な障害をあた
　　　えるか、又はバッテリー上がりの原因になる場合があります。

　　　　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
　
　　　　　　・アフターサービス／保証
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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）オルタネータ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　３ｍ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）　　ショートコネクター（本製品故障時に、標準状態へ戻すコネクターです）
　
　　　　（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。
　　　　　　　　　　　　【既に同類のオルタネータ制御機能が搭載された車両】
　　　　　　　　　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、「エンジン制御ECU又はパワーマネージメントECU等と呼ば
　　　　　　　　　れる制御装置とオルタネータが直接繋がっている車両」は既に、充放
　　　　　　　　　電制御が行われていると判断されます。その場合、本製品は装着で
　　　　　　　　　きません（その際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）
　　　　　　　　　逆に、オルタネータの背面には・Batt（バッテリ）・S（同じくバッテリ）
　　　　　　　　　・L（チャージランプ）・IG（キーON後の電源／接続が無い場合もありま
　　　　　　　　　す）、しか繋がっていない車両は充放電制御機能を持っておらず、本
　　　　　　　　　製品の装着が可能です。
　　　　！警告：メータ内の充電警告灯（チャージランプ）が点灯した場合は５分以内に
　　　　　　　　　エンジンを停止して説明書内に記載した点検を行ってください。
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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　３ｍ程度　×　５本(黒３本、赤１本、青１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３個、Ｕ型端子3ターミナル１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
　　　　・鋼線（針金）φ０．６程度の物　３ｍ程度
　　　　・精密ドライバー（－）
　　　　・ラジペン
　　　　・配線用ビニールテープ
　　　　・シリコン接着材（防水コーキング剤）
　　　　・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ンジン制御ECU端子部分の配線図
　　　　・装着する自動車のオルタネータ部分の配線図
　　　　　（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
　　　　・装着する自動車に既存の充放電制御システムが無いことを確認してくだ
　　　　　さい。（本説明書のPage３を参照ください）
　
　　　　＊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

　　　　　モニターランプ：アクセル全閉時に点灯します
　　　　　調整ダイアル：アクセル全閉時のみモニターランプが点灯し、アクセルを少
　　　　　　　　　　　　　し踏むと消灯するように調整します。
 
　
 
　　　　　接続コネクター：オルタネータ、及びエンジン制御ECUと接続します
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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電源（配線図では通常外部にEFI／EGIフューズが接続されています、
　　　　　　またIG1の表示がしてあります、キーをONまで回した時に供給される電源
　　　　　　です）
　　　    ・IDLスイッチ信号（配線図ではスロットルポジションセンサー内のアイドル
　　　　　　接点と接続されています、またIDLと表示されています）
　
　　　　！注意：車両によってはIDLスイッチが無い場合があります。その際はスロッ
　　　　　　トルポジションセンサー信号を使用します。配線図ではVTA又はTVOと表
　　　　　　示されています。
　
　　　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。
　
　　　　！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、バッテリを一度繋いで
　　　ください。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と車体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。
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　　□接続図
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IG1（１２V)

IDLスイッチ

IDLスイッチの無い
車両の場合はスロ
ットルポジションセ
ンサー

IDLスイッチ

IG1

ECU

付属コネクター

分岐用コネクター（エーモン製相当）

(黒） (黒）

！注意：IDLスイッチとIG1の配線色は黒を使用してください。青、赤は別途
　　　　　  Page8～Page9で使用します
！注意：エンジンルームへの配線はPage8～Page9の作業完了後に室内
　　　　　　側の電線を適度な長さにカットしたあとコネクタをかしめて挿入し
　　　　　　ます。

SB(赤）

SA(青）

ボデーアース（黒）

エンジンルームへ
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　　　　　・IDLスイッチと車体の間の電圧を測定します→キーをONにしてアクセルを
　　　　　　踏まないときは０Vです。アクセルを踏むと５V又は１２Vになります。
　　　　　・IDLスイッチの無い車両の場合に代用するスロットルポジションセンサー
　　　　　 の電圧はキーをONにしてアクセルを踏まないときは約１Vです。アクセル
             を全開にすると約４V程度まで連続的に変化します。

　　　（４）オルタネータ配線の製作
       オルタネータ端子配線図（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。
　　　　　・S端子（配線図ではバッテリと繋がっています、但しB端子ではありません
　　　　　　B端子は非常に太く短い配線でバッテリの端子ブロックとネジで結合され
　　　　　　ていますが、S端子はAV０．５程度の細い電線です）
　
       オルタネータの背面近くの適当な場所でS端子配線をカットし、室内から引いて
　　　 きた配線と接続します。（室内からの通し方は以下に説明があります）

　

　

　　　　　！警告：可能であれば配線を半田付けしてください。不可能な場合でもテー
　　　　　　　　　　プはしっかり巻いて防水してください。この配線が水濡れで腐食して
　　　　　　　　　　断線又はショートするとバッテリ上がりや、過充電によるバッテリ損
　　　　　　　　　　傷の原因になります。
　　　　　！警告：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。

　　　<室内への配線の通し方>
　　　　既存のハーネスが通っている場所を
         探してゴムブーツに鋼線を刺します。
         この時ハーネスの位置を室内側でも
         確認しておいてください。
　　　　次に室内側から鋼線が出てきますの
         でその先端に購入した電線３本を強く
         結びます。
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ｵﾙﾀﾈｰﾀ
ｺﾈｸﾀｰ

S端子配線(直径2mm程度
の細い電線）

カット

配線の被覆を20mm程度剥いて用意した電線を接続します。
しっかりと捻り合わせて、上からしっかりとビニールテープ
で巻いてください

室内へ

室内から

エーモンターミナルを使用して
ボディーへネジ止め

SB(赤）

SA（青）

エンジンルーム室内

既存のハーネス

鋼線

用意した電線

結ぶ

引く

ゴムブーツ

（黒）
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　　　　鋼線を引っ張ると、室内で結んだ電線がエンジンルームに出てきます。
　
　　　　！注意：電線色は黒、赤、青の３本を使用してください。
　　　　！注意：（黒）線をボデーにネジ止めしたあとはテスターで抵抗を測って０Ω
                    であることを確認してください。稀に塗装面では上手く接触しない場合
                    があります。
　　　　！警告：既存のハーネスに鋼線を突き刺さないように注意すること

　　　　電線の先端は余裕を持ってオルタネータに届くまで引き出します。その後ゴム
　　　　ブーツ部を電線が貫通した部分にシリコン接着材を塗って防水してください。
　
　　　　ここまでの作業を完了したらPage7の室内側の作業に移り、SA、SB、ボディー
　　　　アースの配線を付属コネクタに差込ます。
　　　　最後に、エンジンルーム及び室内側の配線を適当な場所へ止めて引っかか
         り、断線、金属部への噛み込みを確実に防止してください。
　
　　　  ！警告：配線は排気管等の高熱部分から遠ざけてテープ固定してください。
　　　　！警告：配線はドアヒンジ等の可動部分から遠ざけてテープ固定してくださ
　　　　　　　　　い。
　
　　　　　・付属のショートコネクターを差込んでください。
　　　　　・バッテリのマイナス端子を接続してエンジンを始動し、充電警告灯が消灯し
　　　　　　ていること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EPMSを装着します。

　　　　以上で装着完了です。

　　□スロットルポジションセンサーのアイドル検出調整（IDLスイッチの場合は不要）
　　　①EPMSを装着してエンジンを始動し、完全に暖機します
　　　②EPMSのパネル部にある調整ダイアルに精密ドライバーを差し込んでゆっくり
　　　　と右又は左に回転します。
　　　③調整ダイアルの横の赤LEDが【点灯→消灯】した付近が目標位置の近くです
　　　④LEDが消灯した位置から少しダイアルを戻してLEDを点灯させます
　　　⑤LED点灯の状態で少しアクセルを踏むと消灯すればOKです

　　　  ！注意：EPMS使用中1ヶ月に１度くらい、アクセル全閉＝LED点灯、アクセル
　　　　　　　　を少し踏むとLED消灯することを確認してください。この機能が正常でな
　　　　　　　　い場合は燃費効果が無くなります（但し車両の不具合にはなりません）

　　　　！注意：IDLスイッチ車の場合は調整ダイアルが約１／２回転の位置に設定し
　　　　　　　てください。この場合も上記と同じようにアクセルを踏むとLEDが消灯しま
　　　　　　　す。
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　　　　　！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
　　　　分解したパネル類を基にもどした後EPMS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
　　　　　！警告：本製品は室内装着専用です。エンジンルームへの装着はできま
　　　　　　　　　　せん。
　　　□作動確認
　　　　（１）日陰に移動するか、若しくは夜間に確認します。
　　　　（２）エンジンを始動してヘッドライトを点灯し、エアコンのブロアを最大にして
　　　　　　暖機します。
　　　　（３）ヘッドライトの明るさか、ブロアの送風音を感覚で覚えてください
　　　　（４）上記（３）の状態でアイドルから少しアクセルを踏みます、その時、アクセ
　　　　　　ルを踏んだ直後から数秒間はほんの少しヘッドライトが暗くなり、またエア
　　　　　　コンの送風音が弱まります。
　　　　（５）上記（４）から今度はアクセルを離します。すると離した瞬間から数秒間
　　　　　　はほんの少しヘッドライトが明るくなり、またエアコンの送風音が強くなりま
　　　　　　す。
　　　　　　！参考：バッテリ端子に電圧計を繋いで、スロットルを手で操作しても同様
　　　　　　　　　　　に、加速時電圧低下、減速時電圧上昇が確認できますが、エンジ
　　　　　　　　　　　ンルームはファン等が回転しており危険ですので注意して作業し
                      てください。
        （６）約３０秒間アイドリングした後、アイドリングのままでSA端子とSB端子との
　　　　　　間の電圧を測定します。測定値が±0.1V以下(－0.1V～＋0.1Vの間)
　　　　　　であることを確認してください。範囲外の場合は配線ミス或いはEPMSの故
　　　　　　障が考えられます。その際は弊社までご連絡願います。
　　□走行と燃費について
　　　　　EPMSは加速時にオルタネータをカットして電気負荷によるエンジン駆動抵
　　　　　抗を減らし、エンジン出力を積極的に走行だけに使用するように作用し、
　　　　　その時失った（放電した）バッテリ電気量を減速時に積極的な充電を行うこ
　　　　　とで回収するものです。
　　　　　簡単な表現では、「加速時にエンジンが軽く回る」ようにして燃費改善を図
　　　　　る装置です。
　　　　　但し、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EPMS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５～１０％程度の燃費改善が確認できます。

　　　　　　　！参考：非装着状態はEPMS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
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　　□異常時の処置
        メータ内の充電警告灯（チャージランプ）が点灯した場合は５分以内にエン
        ジンを停止して以下の点検、修理を行ってください。
　
　　（１）EPMSを取り外してショートコネクタを接続します

　　（２）エンジンを再始動して充電警告灯が消灯することを確認します
　
　　　　→未だ充電警告灯が点灯したままの場合はEPMSの不良ではなく、配線の
　　　　　不良です。

　　（３）オルタネータの背面でカットして接続したS端子の状態を確認します。
　
　　　　→断線している場合には接続し直して（２）の確認をしてください。
　　　　→未だ充電警告灯が点灯したままの場合はS端子配線がボデーとショート
　　　　　している可能性があります。

　　（４）S端子とボデーがショートしている可能性がある場合には、カットしたS端子
　　　　　の配線を元通りに戻してEPMS装着で追加した配線の接続を取り外します。

　　（５）フューズBOXの中で断線しているフューズがありますので、正規フューズ
　　　　と交換してください。

　　（６）以上で充電警告灯が消灯し、走行可能になります。

　　（７）安全な場所へ移動し、追加した配線とボデーがショートしている箇所を探し
　　　　　て復旧を確認後、EPMSを装着可能です。
　

　　　　　　！参考：EPMSが正常に作動している場合に、加減速を行うとヘッドライト
　　　　　　　　　　　の明るさが変化してちらつく場合がありますが、これは異常では
　　　　　　　　　　　ありません。
　　　　　　　　　　　ちらつきが大きすぎると感じられる場合は、EPMS内部の調整が
　　　　　　　　　　　可能ですから、購入先へご相談ください。

　　　　　　！参考：EPMS装着によってバルブ（電球）の寿命が短くなる場合がありま
　　　　　　　　　　　すが、これは作動原理上やむを得ない現象です。
　　　　　　　　　　　（バルブが劣化していると切れ易くなります）
　　　　　　　　　　　新品バルブを装着しても短期間に断線する場合はEPMS内部の
　　　　　　　　　　　調整が可能ですから、購入先へご相談ください。
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