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自動車用減速エネルギー回生装置（マイクロハイブリッドシステム）、Micro_HSを
ご購入頂きありがとうございます。本製品はシガライターソケット又は車室内のフュ

ーズボックスに接続するだけで、減速時の車両エネルギーを回生し、減速時以外では

車両のエアコン、ストップランプ、メータ、エンジン制御 ECU、ヘッドライト、オー
ディオ、ワイパー等々の電気負荷へ電力を供給することで、オルタネータ負荷を低減

して燃費向上を行う装置です。 
 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、及び本製品の故障の原因となります。    
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□適合車両 
   本品は全ての１２V車両（ガソリン、LPG、ディーゼル、）に適合します。 
お車交換後も使用できますので、継続してご愛用頂くことをお勧め致します。 

 
□梱包内容 
  （１）  本体 １ 個 
  （２）  チャージモジュール（EDLC） １ 個 
  （３）  ディスプレー  １ 個 
        （４）  取り扱い説明書 １ 部     
  （５）  保証書 １ 部 
  （６）  ＊オプション部品ご購入の場合は、対象部品 １個 
 
□重要な注意事項 
 （１）本品は精密電子機器です。そのため、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）本品、及び本品に接続されたハーネスは大電流を制御するとともに、 
    精密制御装置です。改造した場合には発煙発火の恐れがあります。 
    また、ハーネスの傷つきによるボデーとのショート、コネクタ挿入不良 
    による半勘合も火災の原因となります。 
 （３）フューズは必ず定格部品（２０A、３０ｍｍガラス管フューズ）を使用 

してください。 
 （４）シガライター接続タイプでは、異常の場合を除いて、本品表示が消灯するま

でシガライタープラグを抜かないでください。プラグを抜くときに、プラグ

先端とシガライターソケット口金部が接触すると本品フューズが溶断します。 
 （５）本品装着後、バッテリー上がり等のトラブル時に誤ってバッテリーの 
    （＋）（－）を逆につなぐと、本品のフューズまたは車両のフューズ 
    が溶断します。その際、走行して本システムの不具合が見つかった場合には

本品及び車両のフューズを点検し、定格品と交換してください。 
 （６）フューズ分岐接続の場合は、長期間（１ヵ月程度）車両を使用しない場合は、

本品を接続する端子（ギボシ）を外してください。 
    また、トラックへの搭載・フェリー等での移動では車両停止中であるにも関

わらず、本品が起動しバッテリー上がりを起こす可能性があります。その際

は、フューズ分岐接続のギボシ端子を外しておいてください。 
    接続したまま放置するとバッテリー上がりの可能性があります。 
    また、外したギボシ端子が車の金属部分に触れないようにご注意ください。

万が一、金属部分に触れた場合は本品のＥＤＬＣから大電流が流れて、本品

のフューズが溶断する可能性があります。 
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□取り付け前準備物 
（１）本体、チャージモジュール、ディスプレー固定材料（ホームセンター等で入

手できます） 
     お好みの装着方法によって、材料選定し準備ください。 
    

（例） 
    ・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 
    ・マジックテープ  
    ・穴あきブラケット材（鉄板）等 
    ・ボルト＆ナット等 
    ・タイラップ （配線結束用） 
 
（２）工具 
    ・水準器（無い場合は食料品用タッパに水を入れて蓋をして準備します） 
    ・上記取り付けに必要な工具 
 
（３）その他確認事項 
    弊社 HP にて製品サイズをご確認頂いた上で、装着場所を決定してください。 
     
＜装着場所選定上の注意事項＞ 

   １．本体 
    ・水濡れが無い場所 
    ・運転者、乗客の足がぶつかって振動を与えることが無い場所 
       
     ！注意：車体の走行振動以外の衝撃を与えると誤動作の原因になります。 
 
    ・車両進行方向に対して装着方向が決まっています。変更はできません 
    ・運転操作の妨げにならない場所 
   
   ２．チャージモジュール 
    ・水濡れが無い場所 
    ・高温に成らない場所（車室内で直射日光が当たる場所は高温になります） 
    ・運転操作の妨げにならない場所 
     
   ３, ディスプレー 
    ・運転中の視界に入らないこと（夜間減光しませんので、運転の妨げに 

なります） 
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□装置各部名称と機能 
     本体 （チャージモジュールへの充放電を制御します）  
   サイズ：150 X 65 X 110 mm 
  チャージモジュール （車両の減速エネルギーを電力として蓄電します） 
   サイズ：110 X 45.3 X 220 mm 
  ディスプレー （蓄電状態”量”を表示します） 
   サイズ：70 X 65 X 26 mm 
 
         配線長さは下図によります。但し表示していない電線長さは３０ｃｍ程度 
です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

！参考：車両に接続するにはギボシ端子先端へ、シガライタープラグか、 
フューズ分岐接続の部品が必要です（別売） 

           ！警告：配線の延長はできません。やむを得ず延長する場合は、弊社ま 
でお問い合わせください。 

 
  オプション（別売） 
   （１）シガライター（アクセサリー）プラグ 
   （２）フューズ分岐部品（平型小） 
   （３）フューズ分岐部品（平型小低背） 
   （４）フューズ分岐部品（大） 
 
    ！参考：シガライター接続用部品、及びフューズ分岐部品はエーモン製部品を

購入されて、ご自分での加工も可能ですが、大電流が流れますので使

用する電線と、処理（半田）に注意が必要です。詳細は弊社までお問

い合わせください。 
    ！参考：（２）～（４）は車種によってサイズが違いますので、ご自身のお車

のサイズを確認してご購入ください。フューズボックスは運転席足元

等にあります。 
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オプション部品 
（別売） 
・シガライタープラグ 
・フューズ分岐部品（小） 
・フューズ分岐部品（小低背） 
・フューズ分岐部品（大） 



□取り付け 
（１）本体の固定 
    本品は、内部に高精度傾斜センサーを内蔵しており、車体の傾斜角度を 
   測定しています。その為、本体を「車両の進行方向にまっすぐ向けて、且つ前

後左右水平に取り付ける」必要があります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   本体の水平確認は、水準器を用いるか、蓋をしたタッパに水をいれたもの 
   を本体上面において、出来るだけ水平になるようにしてください。 
  
     ！参考：本体は上下裏返しでも装着できます。但し、その場合にも進行方

向と水平は必ず守って装着してください。 
 
     ！注意：後の項目で、作動チェック時に本体を傾斜させてテストする必要

があります。その為、ここでは装着場所を決めて仮固定とし、後

で一旦外せるようにしておいてください。 
 
     ！参考：セダン系の装着場所例→シート下（但し、シートに座っても、本

体とシートが接触して振動させることがないように注意が必要で

す）。ワゴン系の装着場所例→後部ラッゲージスペース（但し、

付近にアクセサリーソケット／シガライターソケットが必要で

す）。 
 
     ！警告：進行方向と水平の調整が大きくずれた状態で作動させると、本来

の効果とは逆に、燃費悪化となりますので、少なくとも、目視で

方向と水平のズレが認められない程度の正確な取り付けが必要で

す（但し、車両や、本品の故障の原因とはなりません）。 
      
                   ！参考：車両のフロアーカーペットのタイプによって、マジックテープが

貼り付け可能な場合がありますので、これが利用可能な場合の装

着は拠り簡単に行えます。 
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（２）本体アース配線の接続（！接触不良の無いように要注意作業！） 
    本体から出た黒配線の U字型コネクタを、例えばシート取り付けネジのよう

に車体金属部に対してしっかり接続されたネジに強く締め付けます。この時車

体金属部が塗装されている場合には接触不良となりますので、紙やすり等で磨

いてください。 
 
（３）チャージモジュールの固定 
    チャージモジュールは装着方向の規定はありませんので、本体からハー      

ネスの届く範囲で確実に固定し、本体とのコネクタを接続してください。 
 
（４）ディスプレーの固定 
    ディスプレーは、運転中に確認できる位置で、且つ走行視界の妨げにな 
   らない位置を探して、両面テープで固定します。なお、LED表示は夜間に減光

しませんので、眩しさが運転の妨げにならないように配慮して装着してくださ

い。位置決めが終わりましたら、本体との２極コネクタを接続してください。 
 
（５）フューズ接続タイプの配線 
   ①オプション部品のフューズ分岐部品を準備し、平型フューズのサイズがお車

のフューズサイズと同じであることを確認します。 
   ②平型フューズの一方の端子にメンディングテープが貼ってあることを確認し

てください。 
   ③車室内フューズボックスから２０Aのフューズを探して抜き取ります。 
   ④キーを OFFにします。（バッテリーは接続されていること） 
   ⑤フューズ分岐部品についたギボシ端子を本体配線ギボシ端子に強く挿入しま

す。 
   ⑥抜いたフューズ部へ本品オプションのフューズ分岐部品を差し込みます。 
    １分程待った後、本体矢印を前方にして、後方を上に５ｃｍほど持ち上げて

本体を傾けた状態を２０秒程維持します→ディスプレーの表示が点灯すれば

OKです。 
   ⑦表示が点灯しない場合には、フューズ分岐部品を抜いて「逆方向」に差し込

みます。その後⑥と同じ作業を繰り返します→ディスプレーの表示が点灯す

れば OKです。 
   ⑧ ⑥と⑦の両方でディスプレーが点灯しない場合は、別の２０Aフュー     
    ズを探して、⑥⑦と同じ作業を繰り返し、ディスプレーが表示する場所とフ

ューズの向きを見つけてください。 
   ⑨見つかったら、フューズ分岐部品に貼ってあったメンディングテープを完全

にはがして、再度同じ場所へ同じ向きで差し込みます。 
 
             ！注意：⑥⑦でメンディングテープが破れた場合は張り直しが必要です 
             ！警告：この後は、常時本品に電源が入った状態になっています。 
       ！注意：フューズ分岐部品のメンディングテープは完全に剥がしてくださ

い。テープが残っていると接触不良の原因になります。 
       ！警告：使用するフューズは“エンジン”“エアバック”等の走行・安全

に関係する回路用を避けてください（パワーウンドウ等がベスト） 
Page7 



（６）シガライタータイプの配線 
   ①オプション部品のシガライタープラグを準備します。 
   ②キーを OFFにします。（バッテリーは接続されていること） 
   ③シガライタープラグについたギボシ端子を本体配線ギボシ端子に強く挿入し

ます。 
   ④シガライタープラグをシガライターソケットに挿入します。 

！注意：シガライタープラグを奥まで確実に挿入してください。 
    ！警告：走行使用時に時々プラグに手を触れて発熱していないか確認のこと。

挿入が中途半端の場合発熱の危険あり。 
 
（７）ハーネス類の処理について 
    シガライター（又はフューズボックス）⇔本体⇔チャージモジュール⇔ディ

スプレーの配線は、運転者や乗客が足をひっかけたり、シートスライド時にレ

ールに挟まれて傷つかないように、束ねて適当な場所にタイラップ等を使用し

て固定します。フロアマット下に隠すことも問題ありません。 
 
□作動確認 
（１）シガライター接続の場合 
    Keyを ACC位置まで回して１分程待った後、本体矢印を前方にして、後方を

上に５ｃｍほど持ち上げて本体を傾けた状態を２０秒程維持します 
→ディスプレーの表示が点灯すれば OKです。 

   次に、オーディースイッチを ON にしてラジオ等が動作することを確認します。
最後に、一端シガライタープラグを抜いて、ライター本体を差し込んでプッシ

ュし、過熱するか確認します。 
   （→フューズ断線の有無確認） 
   この時、フューズが断線してラジオに電源が入らない／シガライターが 使え

ない場合は、フューズ容量不足が考えられます。 
   車両の取り扱い説明書を読んで、ACCフューズとシガライターフューズの両方

（又はアクセサリーソケットフューズ）の容量が１５A以上であることを確認
してください。 

   仮に、１５A未満である場合には、車両のフューズボックス内のフューズを、
ACC、シガライター（アクセサリー）共に１５Aへ交換してください。 

  
    ！警告：１５Aよりも大きい定格のフューズを使用すると配線焼損の可能性

があります。 
 
フューズ交換後も、ACC－ONによって再度フューズが断線する場合は本体異
常が考えられます。問題なければ一端 Keyを OFFにします。 

 
（２）フューズ分岐接続の場合 
    本品取り付け Page7の（５）で本品が作動することを確認した後で、交換・

分岐したフューズが元々受け持っていた機器（ワイパー、パワーウンドウ等）

が正常に作動することを確認してください。 
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（３）動作チェック 
    エンジンを始動して１分以上待ちます（走行しない）。 

次に、本体前方を下方向に４５度程度傾けた状態を１分程度保持します。 
   すると、ディスプレーが点灯して表示数値が上昇します。 
    次に本体前方を上方向に４５度程度傾けて（振動しないように）そのま 
   ま保持すると数秒後にディスプレーの表示数値が減少を始めます。 

以上で、動作確認完了です。 
 
（４）本体固定 
   Page6の要領に従って、本体を水平にし、しっかりと固定して、作業完了とな

ります。 
 
□走行確認 
  アイドリングで、３分程度放置します。 
 次に走行して、約１０秒間以上継続して減速（又は下り坂をアクセル OFFで惰性走
行）を続けると、ディスプレーが点灯し表示が増加します。 
 この数値が、車両の減速エネルギーを回収している状態を表します。 
  回収されて蓄積されるエネルギーの最大値はディスプレー表示において 
     約１０００～１２００程度です。但し、これは走行状態によって変わります。 
 出来るだけ、数値が大きくなるように＝回収エネルギーが増加するように運転する

方が、燃費上有利になります。 
  次に、上記ディスプレーの表示が点灯している状態で停止か、または加速走行を

行うと、表示値が減少します（約５００～６５０程度の値まで減少）。この数値は、

蓄積されたエネルギーを放出している状態を表します。 
  
  ！参考：本品をシガライターソケットへ装着すると Key位置を OFFまで回しても、

当分の間 ACCは ONのまま（チャージモジュールから ACC系統へ電力
が供給され続ける）になりますので、一部の車種では ACC接続機器
（ラジオ等）が OFF にならない車がありますが、異常ではありません。
この場合、Key-OFFで数分以上経過すると自然に ACC機器は OFFにな
ってディスプレーが消灯します。   
尚、フューズ分岐接続ではこの現象はありません。 

        また、ディスプレーはＫｅｙをＯＦＦにしても数時間は消灯しない場合
があります。 

 
   ！注意：`シガライター接続では Keyを抜いても ACC電圧が残っていることが原

因でキーレスエントリ・スマートドアロックが機能しない場合がありま

す。 
        その際はお手数ですが、フューズ接続方式へ変更ください。フューズ分

岐部品（オプション）は別売となっておりますので、弊社まで問い合わ

せをお願い致します。 
        尚、シガライターではなく、アクセサリーソケットへ接続した場合

にはキーレスエントリー等への影響が無い車両もあります。 
        但しシガライタープラグと同様に問題が残る車種もあります。 
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□！警告 異常時の処置 
   加減速を伴う走行を１０分程度以上行っても、全くディスプレーが点灯し 
  ない場合には、各コネクタの接続不良か、フューズ断線、又は本品の異常が 
考えられます。再度各フューズの断線を確認してください。 

  コネクタ接合、及びフューズに異常が無ければ本体異常です。 
   その最は、速やかにシガライタープラグ(又はフューズ分岐配線)を抜いて、 
 購入先までご連絡をお願い致します。逆に、ディスプレー表示が１０００以上 
で、全く低下しない場合にも同様に故障が考えられますので、使用を中止し 
てご連絡をお願いします。 
また、動作中に本体から煙がでたり、匂いがする等の場合には速やかにシガ 
ライタープラグ（又はフューズ分岐配線）を抜いて本品の使用を中止してく 
ださい。 

 
！警告：一般的に、オルタネータ故障によってバッテリー電圧が異常に高 

くなる車両故障があります。その場合には本品のチャージモジュ 
ールが破損する可能性がありますので、メータ内の充電警告等が 
点灯したら速やかに本品のシガライタープラグ（又はフューズ分 
岐配線）を抜いてください。 

 
故障部位と症状  
 
（１）チャージモジュール 
  ・どのような減速状況時にも、必ず５秒以内にディスプレー表示が消灯から 
   １０００以上にまで上昇する、且つ表示が１０００以上のときに停止する 

と５秒以内に６００程度以下まで低下する。 
（２）本体 
  ・表示数値の減少速度が異常に遅い（１０の桁が１秒~２秒あたり１カウン 

ト程度で減少するのが正常です。１の桁が１~２秒あたり１カウント程 
度しか減少しない場合は異常です） 
・加減速を行ってもディスプレー表示が変化しない（又は消えたまま） 
・車を停止してもディスプレー表示が１０００以上のまま低下しない。 
・ 駐車中に、バッテリー上がりを起こす（フューズ分岐接続の場のみ） 

（３）フューズ断線 
     加減速を行ってもディスプレー表示が消えたまま。 
（４）コネクタ外れ・断線 
     加減速を行ってもディスプレー表示が消えたまま。 
   
 以上の症状の場合は、配線の点検と、フューズ断線をチェックして、復旧しない場 
合には購入先までご連絡をお願い致します。 

 
     ！参考：車両の充電系統（オルタネータ、バッテリー）の故障で修理 

を行う際には、必ず本品のシガライタープラグ（又はフュー 
ズ分岐端子）を抜いて修理を実施し、完了後に再度本品を装 
着してください。 

Page10 



□走行と燃費について 
 本品は、車両の減速時のエネルギーを電気エネルギーとして蓄積し、非減速時に再

利用することによって、オルタネータ発電量（ガソリンを消費します）を減らして燃

費向上を行います。 
 従って、加減速の多い渋滞市街地走行モードで改善率が最も高くなります。     
   ！参考：改善率は、ベースとなる燃費に対する向上率ですので絶対燃費ではあ

りません。つまり、加減速を多く行うと燃費が向上するという意味で

は無いことにご注意ください。 
  
 
（参考例） 単位：Km/L 
                      

＜未装着＞ ＜Micro_HS装着＞ ＜改善率＞ 
  ・高速走行モード   １５           １５．３            ２％ 
  ・市街地走行モード     １０     １０．７      ７％ 
  ・渋滞市街地走行モード  ８        ８．８     １０％ 
 
 また、Micro_HSが効果を発揮するには、積極的に減速モードにいれて電力を蓄える
（ディスプレー表示数値が上がる）運転を心がける必要があります。 
 具体的には、回収されて蓄積されるエネルギーの量はディスプレーに表示されます

ので、数値が大きくなるように赤信号手前では早めにアクセルから足を離して惰性減

速するように運転します。 
 
   ！警告：運転中にディスプレーを注視してはいけません。 
 
□ラジオノイズについて 
 本品装着によって、ラジオ（特に AM 放送）からノイズが聞こえる場合があります。
その際は、本体のアルミケースと車体金属部との間を出来るだけ短い電線を使って接

続してください。 
 また、本体を車両のアンテナから離して設置することも有効です。 
 
□走行中の表示変化について 
 下り勾配の坂道で停車すると、表示数値が増加し続ける場合があります。また昇り

勾配でしばらく停車したのち、平たん路を走行する場合にも暫く表示が増加し続ける

場合があります。 
 これは、本体特性によるものですので異常ではありません。 
１０分程度の連続平たん路走行の加減速で、加速→表示減少、減速→表示増加、とな

れば機能は正常です。 
 
□キーレスエントリー、スマートドアドックの作動不具合 
 シガライタープラグでの接続が原因です、フューズ分岐接続への変更をお願い致し

ます。 
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