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Instruction manual
This time, you purchasing our company
product, thank you indeed. In order for you
to use this product just, please read the
instruction manual well. In addition,
removing with anytime, in order to be able
to read, please keep the instruction manual
in side of this product. When you transfer
this product, to the your other customer, by
all means please transfer also this
instruction manual and the guaranty
together.

Apex Corporation
A’PEX Chasing Our Dreams - A complete line of customized car and
automotive parts developed with state of the technology art and new
ideas. Our company is A'PEX which means the highest in quality.
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Introduction
? This time, you to purchase power FC, thank you

Conformity model

See chart below

indeed. In order for you to use this product just,
please read the instruction manual well.
? This book has become the power FC common
instruction manual which has been stated in the
below-mentioned chart.
? Please verify whether the power FC which you have
the below-mentioned conformity commodity.

Vehicle type

See chart below

? As for use to other than the below-mentioned conformity

Engine type

See chart below

Year system

See chart below

Commodity name
Product code
Use

Power-FC
See chart below
Engine control

Transmission type

vehicle absolutely cripes it turns the occasion where is.

? Also operation methodological contents of the FC

commander (415-X001,415-F001) who is the option part
of power FC are included in this book.
When the optional FC commander to purchase receiving,
because it becomes necessary, please keep carefully.

Manual transmission

The commodity which corresponds to this instruction manual
Power-FC

Handling explanation P7~P23

Product code Conformity model
414-N012

Skyline

414-N013

Silvia

414-N014

Silvia

414-N014

180SX

414-N015

180SX

414-N016

Vehicle type
ECR33

Engine type
RB25DET

’93/8~’98/4

S14 (previous term)

SR20DET

’93/10~’96/6

PS13

SR20DET

’91/1~’93/10

RPS13 (previous term) SR20DET

’91/1~’94/1

RPS13 (mid term)

SR20DET

’94/1~’96/8

Silvia

S14 (latter term)

SR20DET

’96/6~’98/12

414-N017

180SX

RPS13 (latter term)

SR20DET

’96/8~’98/12

414-N018

Silvia

S15

SR20DET

’99/1~

414-N028

Skyline GTR

BNR34

RB26DETT

’99/1~

414-N029

Skyline GTR

BNR32/BCNR33

RB26DETT

? FC commander operation explanation P24~P77

2

Year system

* Only all the models MT

Product code

Conformity product code

Conformity model

415-X001

See chart above

See chart above

415-F001

See chart above

See chart above
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Note
1. Concerning the contents of this book, in the future notice dying there are times
when it modifies.
2. Expecting perfection concerning the contents of this book, it drew up, but
10,001 doubtful point and error etc, when there is a thing which becomes aware
please communicate.
3. The company name and the trade name which are stated in this book are
registered trade mark or trade mark of each company.
4. Reproducing the portion or all of this book with no permission is prohibited.
In addition, besides the fact that you utilise as an individual, with respect to
the Copyright Act, you cannot use to our company with no permission.
5. It is due to the disappearance of the memory contents which originate in the
breakdown and repair other reasons, because at our company it cannot owe the
responsibility altogether concerning damage and the like, please acknowledge
beforehand.
6. There are times when it modifies specification of this product, or option part, as for
price and appearance etc without notice.
7. As for this product, it is something which designs the use in the Japanese
country in prerequisite. In the foreign country please do not use.

This product is designed for domestic use only.
It must not be used in any other country.
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安全上のご注意
■表示の説明
製品を安全にご使用いただく
ために、「安全上のご注意」を
ご使用の前によくお読みくださ
い。お読みになった後は必要な
ときにご覧になれるよう大切に
保管してください。弊社の”取
扱説明書”には、あなたや他の
人への危害及び財産への損
害を未然に防ぎ、弊社の商品
を安全にお使いいただくために
守っていただきたい事項を記
載しています。その表示（シグ
ナルワード）の意味は右記の様
になっています。内容をよく理
解してから本文をお読みくださ
い。

表

示

表 示 の 意 味

！ 警告

この表示を無視して誤った
取 扱・作 業 を 行 う と、本 人
または第三者が死亡また
は、重傷を負う恐れが想定
される状況を示します。

！ 注意

この表示を無視して誤った
取 扱・作 業 を 行 う と、本 人
または第三者が軽傷また
は、中程度の損害を負う状
況、及び物的損害の発生
のみ が 想定 され る 状況 を
示します。

！ 警告
●本製品は、適応車両・適応商品以外には絶対に使用しないでください。
適応車両・適応商品以外での動作は一切保証できません。また、思わぬ事故
の原因になるので絶対におやめください。
●本製品ならびに付属品を、弊社指定方法以外の使用はしないでください。
その場合のお客様ならびに第三者の損害や損失は一切保証いたしません。
●運転者は、走行中に本製品を操作しないでください。
運転操作に支障をきたし、事故の原因になります。
●本製品は、しっかりと固定し運転の妨げになる場所・不安定な場所に取付
けないでください。
運転に支障をきたし、事故の原因になります。
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第１章 パワーＦＣ取扱説明

！ 警告
●取付け作業はバッテリのマイナス端子を取外してから行ってください。
ショートなどによる火災、電装部品が破損・焼損する原因になります。
●本製品に異音・異臭などの異常が生じた場合には、本製品の使用をすみや
かに中止してください。
そのまま使用を続けますと、感電や火災、電装部品の破損の原因になります。
お買い上げの販売店または、最寄りの弊社営業所へお問い合わせください。
●コネクタを外す場合は、必ずコネクタを持って取外してください。
ショートなどによる火災、電装部品が破損・焼損する原因になります。
●本製品の配線は必ず取扱説明書に通り行ってください。
配線を間違えますと、火災、その他の事故の原因になります。
●万一実走による調整が必要なときは、他の交通の妨げにならないように十
分注意し、交通法規を守った運転をしてください。

！ 注意
●本製品の取付けは、必ず専門業者に依頼してください。
取付けには専門の知識と技術が必要です。専門業者の方は、本製品が不安
定な取付けにならないように行ってください。
●本製品の加工・分解・改造は行わないでください。
事故・火災・感電・電装部品が破損・焼損する原因になります。
●本製品を落下させたり強いショックを与えないでください。
作動不良を起こし、車両を破損する原因になります。
●直射日光のあたる場所には取付けないでください。
作動不良を起こし、車両を破損する原因になります。
●高温になる場所や水が直接かかる場所には取付けないでください。
感電や火災、電装部品を破損する原因になります。作動不良を起こし、車両
を破損する恐れがあります。
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本製品の特徴

パワーFCは、アペックス独自のエンジ
ン制御をおこなう、エンジンコントロー
ル ユ ニ ッ ト（以 下、ECU）で、次 の よ う
な特徴をもっています。

■ 配線作業不要のカプラ・オン接続フルコンピュータ

パワーFCは、純正ECUと同様のコネクタを持っている完全置き換えECU
です。これにより、ECUのコネクタを接続するだけでアペックスチューニン
グ仕様の制御が可能になります。当然、純正ECUの下取りはなく、お手元
に置いておくことが可能です。
■ 数々の自社テストをクリアした高性能エンジン制御

パワーFCは、ダイノパックテスト、エミッションテスト、高地テスト、低温テス
トなど数々の自社テストをクリアしています。それにより高出力を実現しな
がら、排気ガス規制値をクリアした低エミッション性能を両立。そして、氷
点下の寒冷の土地、また標高が高く気圧の低い土地においても、場所を
選ばず高機能・高性能なエンジン制御を実現します。
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第１章 パワーＦＣ取扱説明

■ パワー・トルク向上を実現したベストセッティングデータ

パワーFCの初期データは、ダイノパックテストによりパワー・トルクの向上
を実現したベストセッティングデータとなっています。高精度なセッティン
グとハイパワー車にも対応できるよう燃料マップや点火マップの格子を
20×20とし高精度なエンジン制御を実現しています。
■ チューニングに対応したアペックス独自のウォーニング機能

パワーFCには、エンジンチェックランプを使用したウォーニング機能がつ
いています。センサ異常時にエンジンチェックランプを点灯させることは、
もちろん、独自のウォーニング機能としてインジェクタ全開時、ノッキング
発生時にエンジンチェックランプの点滅をおこなうことにより、ドライバに警
告を行います。
■ バッテリをはずしてもデータの消えないバッテリレスメモリ

パワーFCには、セッティングデータや学習値をメモリするのに電源を必要
としません。したがって、バッテリを取外しても、パワーFCを取外してもセッ
ティングデータや学習値が消えることはありません。別売のFCコマンダー
を使用すればセッティングデータと学習値の初期化がおこなえます。
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Classification and function
Part list
Before this product installation, verify the that you have recieved all the parts with the
part list.

1.POWER-FC

2. Guarantee

1Stand

1 Copy

3. Manual

4. Magic tape

1Volume

2 Groups

* Name of section
Power - FC

Harness

* There are times when the figure and the actual product differ depending upon the vehicle.
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1st chapter power FC handling explanation

About the option part

Contines on the next page

? FC Commander
? Modification of settings is possible simply with the optional FC commander

The Power-FC can modify the data settings of the
fuel map and the ignition map etc, by connecting the
optional FC commander.
In addition, you can monitor the various data from the
input/output’s.

FC Commander
Product code:
415-X001
415-F001

(Monitor item)
? Injector opened valve ratio
? Ignition timing
? Air Flow Meter voltage
? Engine rpm
? Vehicle speed
? Intake pressure
? Knocking level
? Water temperature
? Inhalation temperature
? Battery voltage

(Setting item)
? Ignition timing map
? Fuel revision map
? Air flow rate revision of air flow signal
? Injector injection time revision
? Turbo charging pressure setting
? Acceleration increasing in quantity revision
? Test revision
? When starting fuel injection time
? Water temperature revision
? RPM setting
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Continues from previous page

About the option part

Boost control kit
? Actualizing the turbo charging pressure control of

high accuracy by installing the optional boost
control kit

It is possible to do the fast startup and the turbo charging
pressure control which is superior in stability by connecting
the boost control kit to power FC.
In order to set the turbo charging pressure, by duty
controlling the solenoid valve. Turbo charging
pressure and setting of duty are optionally setting
possible by using the FC commander of selling separately.

The type of POWER FC and the product code of the optional boost control
kit which is adapted differs. At the time of purchase and please verify the
below-mentioned list.

Product code 415-A001
Product code Conformity model

Vehicle type

Engine type

Year system

414-N028

Skyline GT-R

BNR34

RB26DETT

414-N029

Skyline GT-R

BNR32/BCNR33

RB26DETT

ECR33

RB25DET

’93/8~’98/4

SR20DET

’93/10~’96/6

414-N012

Skyline

414-N013

Silvia

Product code 415-A001
Product code Conformity model
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Adaptation model list

S14 (Previous term)

’99/1~

Adaptation model list
Vehicle type

414-N014

Silvia

PS13

414-N014

180SX

RPS13(Previous term)

414-N015

180SX

414-N016

Engine type

Year system

SR20DET

’91/1~’93/10

SR20DET

’91/1~’94/1

RPS13 (Mid term)

SR20DET

’94/1~’96/8

Silvia

S14 (Latter term)

SR20DET

’96/6~’98/12

414-N017

180SX

RPS13 (Latter term)

SR20DET

’96/8~’98/12

414-N018

Silvia

S15

SR20DET

’99/1~

2nd chapter
POWER-FC installation

The removal of genuine ECU.............................16
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Before travelling, verifying idling.................... 20
It travels hitting...................................................... 22
Such a time?............................................................. 23
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Removal of the genuine ECU

1.

Remove the 0 (-) terminal from the battery.
Settings which are backed up with a
regular power source, such as car audio
and car navigation is lost. Beforehand,
necessary setting leaves to memo, the
fish we ask. This corporation is unable to
owe all responsibility concerning the
damage of the customer whom it occurs
by removing 0 (-) terminal of the battery.

-

+
R

PE

RY

TTE
A
B
SU

２.

With the ECU arrangement plan as a reference, the place of ECU is verified.

３.

The connector of the vehicle harness which is connected to genuine ECU is
removed from ECU.
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2nd chapter - Power-FC installation

Installation of Power-FC
With the procedure of opposite to the removal of genuine ECU, install the Power-FC in
place of genuine ECU.

1.

Connect the vehicle harness to the Power-FC.
While pushing in both sides of the coupler by the hand, tighten the bolt in the
centre of coupler.

２.

Install the Power-FC securely in suitable position using the
magic tape.

３.

Terminal of the battery is installed.

As for the substance lock securely. In addition, do not install in an
unstable place which could be an interference of driving.
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Before using the engine
When all installation jobs end, before using the engine, please verify the contents below.

installation for
１ Verify
the second time.

? Installation it is connected?
? Power-FC
? Vehicle harness
? 0 (-) terminal of battery.

Please verify whether it has not
become the routing where the
harness is unreasonable.

on the ignition
２ Turn
switch.

? No strange noise, stench or similar

to need,
３According
please modify

? You use the modification optional

initialising.

Continues on
the following page

18

from the vehicle?
If your car starts making a strange
noises or stench, discontinue the use
of this product promptly.

boost control kit of initialising?
When the optional boost control kit is
not used, and it enabled the engine
check lamp lights up. You can modify
the setting with the FC commander.
As for setting method please read
page 74.

2nd chapter - Power-FC installation

Continues from the previous page

? The early data of this product at the

normal vehicle has done development.
Depending upon the specification of
vehicle, there are times when setting
changes becomes necessary.

When setting becomes necessary,
・Specification differs from standard
vehicle
For example, when air flow metre, injector,
and the turbine etc have been modified,

・When early setting of this product is
not agreeable to the vehicle,
Of modifying page the setting please view the
method” of 22 surrounding.

whether you
４ Verify
use high octane
gasoline

verify that the
５ Please
engine check lamp
has not lit up.

? Is high octane gasoline used?
Because power torque improvement
is actualised, the setting which
designates the use of octane gasoline
as prerequisite is done. When regular
gasoline is used, there is a possibility
of becoming cause of knocking
occurrence and breaking the engine.

The Power-FC lights up the engine
check lamp. When an abnormality of a
sensor is discovered with the
individual self diagnostic function.
In that case, repair or replace the
abnormal sensor.
If you purchased the optional FC commander.
[etc.]->[Sensor/SW check] So, you can verify
abnormal contents.
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Before travelling, verifying idling
Power-FC does engine control same as genuine engine control unit as an engine control
unit, but in order to revise the idling malfunction due to the individual difference of the
vehicle idling study is done.
Immediately after the Power-FC installation, it does not do early idling study and
travels directly, the idling malfunction and after the travelling there is a possibility of the
engine stall and very much it is dangerous. By all means, after doing idling study, please
travel. Furthermore, idling study while idling has always gone excluding the time and the
like of engine cold.

１ Please start the engine,
warm up.

By all means “using the engine before”
of the front section, please verify
contents.
Preparation which verifies idling
・Please warm up the engine.
・Circulating
water temperature
・

If you purchased the optional FC commander,
[monitor]->[1~8channel] so you can verify
coolant temperature.
If you didn’t purchase the FC commander,
Verify idling after the genuine temperature
gauge stabilises

verify idling with
２ Please
each conditional each
one of the page the
right.
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“For verifying idling following the
respective condition of the condition”
of surrounding under the right page, to
“the verification method of idling” the
upper surrounding, please do the study
of idling.

2nd chapter - Power-FC installation

Verification method for idling
? When engine rpm is unstable,

Leave for a while (5 minutes) Idling is studied and engine rpm
stabilises. Rev then engine to make sure the idle returns to a stable
position
? Idling is stable,

Or when study idling and stabilise
Please rev lightly. The occasion where it returns to idling, engine rpm
falls, if there is no strange feeling, study of idling is normal e.g., it does
not finish to go down. Case there is a strange feeling the case of idling
return, “description above engine rpm is unstable when,”, please do.

The condition for verifying idling
Idle under each conditions below for 5 minutes each, verify idling in when
done.
When the air conditioner is on, the air conditioner relay point is turned on. At
the time of air conditioner on always, air conditioner relay has become on with
does not limit. If you purchased the optional FC commander,[etc.]->
[Sensor/SW check] You can verify that the A/C relay is turned on.
Air conditioner

Headlights

(1)

OFF
(2)

The air conditioner and the headlights
(electric load) are turned off.

Just the air conditioner is turned on.

OFF
(3)

414-N018 Only S15, please do the verification of
idling even under this conditions.
The setting which only turns on the headlights.
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It travels knocking
When it travels, please verify the below-mentioned contents once more.
Is high octane gasoline used?
Because power torque improvement is actualised, because is used
high octane gasoline in prerequisite setting, when it is regular gasoline use,
guaranty of efficiency is unable to do.

When travelling and knocking occurs
Power FC does not retard the ignition timing when knocking occurs. When
knocking occurs, use the optional FC Commanderdo the setting which is adjusted
to the vehicle. with customer himself at the apex chain store (power excelling
dealer) please as for set, or go with compensation.
Occurrence of the knocking becomes cause of engine damage.

The method of modifying setting
? You use the optional FC commander, set with customer himself.
In setting, measurement equipment and material such as knowledge and experience
and in addition air fuel ratio metre becomes necessary. As for modification of setting
please go on customer himself responsibility. As for trouble such as the engine
damage with the modification of setting, as for this corporation it does not owe all responsibility.

? Setting is requested at the power excelling dealer.
At the power excelling dealer which the apex recognises, modification of setting at
compensation we have gone.Concerning detailed contents, please inquire to the
power excelling dealer.
Address of the power excelling dealer of the vicinity, as for telephone number, please
inquire to our company customer consultation room or each place of business.
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2nd chapter - Power-FC installation

Such a time?
The engine check
lamp lights up.

Continues the next page

? When the ignition switch is turned on, it

lights up, goes out after approximately
2 seconds for burned out light bulb
verification .
? When abnormality of a sensor is
discovered, it lights up.
Please verify the abnormality of the
sensor with the FC commander.

The engine check
lamp blinks.

? When it blinks 3 times at 0.1 second interval
You can think the occurrence of the
knocking.
Please do the setting which is adjusted
to the vehicle.
? When it blinks at 0.5 second interval,
The injector has become fully opened.
When the injector becomes fullly open,
there is a possibility that the engine will
nott get the necessary quantity of fuel. In
that case, burning pressure is increased,
do the guaranty of the fuel e.g., the
injector is exchanged.
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Continues from the previous page
Fuel cut enters

Such a time?

The fuel cut with the rising too much of
turbo charging pressure
When setting becoming the “boost
control kit - on”, supercharging pressure
fuel cut that set supercharging pressure
compared to, when approximately it
exceeds 0.25 [kg/cm2].
Case with supercharging pressure
control control equipment (AVC-R and
the like) other than this product turbo
charging pressure is increased, “boost
control kit - off”. Set turbo charging
pressure to the turbo charging pressure
where fuel cut does not enter.
The fuel cut with rev limiter
When engine rpm exceeds setting
Rev limit/idle rotational speed, fuel cut.
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FC commander operation
3rd chapter
FC commander operation summary

Functional main contents...................................26
It is possible with monitor mode .....................28
It is possible with setting mode........................29
It is possible with other modes.........................31
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Functional main contents
It is possible to modify the indication and setting of engine control state by connecting
the FC commander, to Power-FC.
It operates, selecting from three modes which designate the basic menu as the nucleus.

Monitor mode
The mode which monitors
engine control state.
1 Channel
2 Channel
4 Channel
8 Channel
Map Tracer

Basic menu
With the menu which becomes the
basis of operation of the FC
commander, it selects from three modes.
Monitor mode
Setting mode
Other modes

monitor
setting
etc.

Setting mode
It is the mode which the user
optionally sets.
Ign Map
Inj Map
Air Flow
Injector
Boost

Acceler.
Ign/Inj
Cranking
Wtr Temp
Rev/Idle

Other modes
The mode that sets original
function and verifies
input/output etc.
Prog. Version
Sensor/SW check
Function select
LCD/LED adjust
All Data Init.
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3rd chapter - FC commander operation summary

【1Channel 】、【2Channel】、
【4Channel 】、【8Channel】...........................................................................34
Selecting the data of all the 10 items, from the number of 1,2,4,8 items
data displays, it is possible to indicate. Method of presentation, numerical
indication it is possible to select from line graph indication 10 seconds
which are continued.
【Map Tracer 】..........................................................................................................38
It is possible to trace the map position which Power-FC is reference.

To modify the setting of item below it can do with setting mode.
【Ign Map 】Ignition timing map .................................................................. 40
【Inj Map 】Fuel revision map ....................................................................... 42
【Air Flow 】Air flow sensor setting .............................................................. 44
【Injector 】Injector setting ............................................................................ 50
【Boost
】Turbo charging pressure setting .......................................... 54
【Acceler. 】Acceleration increasing in quantity setting ...................... 58
【Ign/Inj 】Test revision ................................................................................. 60
【Cranking 】When starting fuel injection time setting ......................... 62
【Wtr Temp】Water temperature revision................................................... 64
【Rev/Idle 】RPM settings ................................................................................ 66

With other modes, to indicate and it is possible to set the item below.
【 Prog. Version
【Sensor/SW check
【Function select
【LCD/LED adjust
【 All Data Init

】Program version indication ................................... 68
】Input/output signal classification ........................ 69
】Original functional setting ......................................74
】Liquid crystal contrast & brightness control ....76
】All the data resets .......................................................77
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It is possible with monitor mode
To do the indication like example below it is possible with monitor mode.

[It indicates engine control state](Indicatory example①~⑤) ...........34
［Method of presentation］ Numerical indication and graphical representation
［Function]
Pause, peak hold (only numerical indicatory time)

[Map trace indication is done](Indicatory example⑥）....................... 38
It is possible to trace the map position which Power-FC is reference.
Pause, locus indication
［Function]
①1 Channel Indicatory example

Injection Duty

50.0
％
②1 Channel Indicatory example
(peak indication)

Injection Duty

50.0
89.0

％

③1 Channel Indicatory example
(graphical representation)

28

④8 Channel Indicatory example

InjDuty 54.9
％
IgnTmng 25 deg
AirFlow 2358 mV
Eng.Rev
3581 rpm
Speed 85 km/h
Boost +0.
13 kg/cm 2
Knock |
O
WtrTemp 73
C
⑤8 Channel Indicatory example
(peak indication)

InjDuty
IgnTmng
AirFlow
Eng.Rev
Speed
Boost
Knock
WtrTemp

89.0
40
4138
7213
258
+1. 13
120
82

％
deg
mV
rpm
km/h
kg/cm 2
O

C

⑥Map trace example (locus indication)
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It is possible with setting mode Continues on the nextpage
Modify the ignition timing map .................................................. 40
Setting mode[setting]->[Ign Map]
It is possible to modify the ignition timing map.

Modify the fuel revision map ........................................................42
Setting mode[setting]->[Inj Map]
It is possible to modify the fuel revision map.

When air flow metre is exchanged,
air flow rate revision of the air flow signal is done ................44
Setting mode[setting]->[Air Flow]
Air flow sensor voltage 0.64V~5.12V, it is possible to revise with
8 points of the 0.64V mark.

When the injector and burning pressure are modified,
injector revision is done..................................................................50
Setting mode[setting]->[Injector]
When the injector and burning pressure are modified, this setting is done.

When optional [hu] ? [sutokontororukitsuto]
is installed, it modifies supercharging pressure.....................54
Setting mode[setting]->[Boost]
It is possible to set turbo charging pressure.

Modify acceleration increasing in quantity revision.............58
Setting mode[setting]->[Acceler. ]
Acceleration increasing in quantity revision adding to usual fuel injection time
according to rpm and the throttle opening change quantity, improves the
engine response. When we would like to modify acceleration increasing in
quantity which responds to rpm, this setting is done.
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Continues from previous page

It is possible with setting mode

Test revision is done ........................................................................ 60
Setting mode[setting]->[Ign/Inj]
It is possible temporarily ignition timing advanced angle it can point,
retarded angle it can point, to make the fuel oil consumption increase
in quantity, to decrease the quantity. When directivity of setting is verified
and the like, you use.

Modify the fuel injection time when starting ......................... 62
Setting mode[setting]->[Cranking]
It is possible to set the fuel injection time that adjusts to water
temperature. When beginning kinesis is not good, when starting the
water temperature of that time it modifies fuel injection time, begins
and it is possible to improve kinesis.

Modify water temperature revision........................................... 64
Setting mode[setting]->[Wtr Temp]
When water temperature is low, because evaporation of the fuel is bad,
increasing in quantity revision is done according to water temperature.
When water temperature is low, when operability ([tsuki] and the like of
engine) is not good, it modifies the correction coefficient of water
temperature of that time, it is possible to improve the operability in warmth.

Modify Rev limit/idle rpm .............................................................. 66

Setting mode[setting]->[Rev/Idle]
Idle rpm under each conditions of the air conditioner and it is possible
to set rev limit.
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It is possible with other modes
Program version and the corresponding engine model..........68
Other modes [etc.]->[Prog. Version]
Program version and corresponding engine type of Power-FC and
the FC commander are indicated.

The input/output signal is indicated................................................69
Other modes [etc.]->[Sensor/SW check]
ON/OFF of the sensor voltage switch of various input/output signals
of Power-FC is indicated. At the time of engine check lamp illumination
please verify abnormal item with this mode. Numerical value it reverses
indicates the time of sensor abnormal occurrence.

Original function is set ..........................................................................74
Other modes [etc.]->[Function Select]
It sets whether it does power FC individual functional air flow sensor
warning, injector warning, knocking warning and O2 sensor feedback.
In addition, it sets optional boost control kit presence.

Contrast and back light are adjusted ...............................................76
Other modes [etc.]->[LCD/LED adjust]
The contrast adjustment of LCD and brightness control of LED back
light are done.

The data is initialised..............................................................................77
Other modes [etc.]->[All Data Init.]
It initialises all data, resets to the early data at the time of factory
shipment.
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? Memo.
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3rd chapter
FC commander operation method
Monitor mode
Indicates engine control state..........................34
Map trace indication is done .............................38
Setting mode
Modifies the ignition timing map................... 40
Modifies the fuel revision map.........................42
Air flow rate revision of the air flow signal...44
Injector revision is done.......................................50
Turbo charging pressure is modified.............54
It modifies acceleration increasing in quantity
revision.......................................................................58
Test revision is done.............................................60
Modifies fuel injection time when starting..62
Modifies water temperature revision.............64
Rev limit/idle rotational speed is changed ..66
Other modes
Indicates program version ................................. 68
Indicates the input/output signal................... 69
Sets original function.......................................... 74
Adjust contrast & back light ............................. 76
Initialises the data................................................. 77
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Monitor mode
Indicates engine control state
Select the number of data sources to be displayed at a time 1,2,4,8. Select data
from the 10 items in the below-mentioned table, such as ignition timing, Injector
opened valve ratio, and vehicle speed. The data can be displayed as a numerical
indication or graphical representation. Peak hold indication can only be used
with the numerical indication.
1.
2.
3.
4.
5.

InjDuty .....
IgnTmng.....
AirFlow .....
EngRev ......
Speed ......

Injector opened valve ratio
Ignition timing
Air flow sensor voltage
Engine rpm
Speed of vehicle

6. Boost .......
7. Knock .......
8. WtrTemp.....
9. AirTemp .....
10. BatVolt .....

Inhalation pressure
Knocking level
Engine water temperature
Inhalation air temperature
Battery voltage

* Depending upon the vehicle, [AirTemp] Inhalation air temperature my not work.

１．

Select [monitor] from the basic menu screen.

monitor
setting
etc.

①Selection
②Decision

Basic menu

２．

In the monitor menu screen, selects the number of
indicatory items [1Channel]~[8Channel].

１Ｃｈａｎｎｅｌ
２Ｃｈａｎｎｅｌ
４Ｃｈａｎｎｅｌ
８Ｃｈａｎｎｅｌ
Ｍａｐ Ｔｒａｃｅｒ
Monitor menu
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①Selection
②Decision
Returns

Returns to the
basic menu.
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Indicatory item is selected
[1 Channel] selected

1 InjDuty
IgnTmng
AirFlow
Eng Rev
Speed

Boost
Knock
WtrTemp
AirTemp
BatVolt

①Selection

Monitor mode

３．

②Indication
Return

Returns to the indication item selections.

[2 Channel]~[8 Channel] selected
①Channel selection

1 InjDuty
2 IgnTmng
AirFlow
Eng Rev
Speed

①Selection

Boost
Knock
WtrTemp
AirTemp
BatVolt

②Decision
③Indication
Return

①Selection

②Selection of indicatory item

1 InjDuty
2 IgnTmng
AirFlow
Eng Rev
Speed

Boost
Knock
WtrTemp
AirTemp
BatVolt

Indicatory item of the other
channel is selected

Return

Returns to the indication item selection.

②Indication
③Return
Returns to the channel selection.

④Return

Returns to the indication item selection.

②When selecting the indicatory item
With operation in the left figure,
①It returns to the selection of the
channel. With similar procedure
①Selection of channel
②Please do the selection of
indicatory item.
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Indicates engine control state (continued)

４．

View the peak value.

Normal indication
Numerical indication

About the renewal of peak value
Peak value is renewed, when numerical
indication, or the graph being indicatory
with monitor mode only.
At the time of basic menu indication,
when doing map trace indication with
setting mode and other modes and
monitor mode, peak value is not
renewed.

Injection Duty

50.0
％

Peak indication
Peak indication
is done.

Cancel peak indication
Cancelles the
peak indication

Peak indication

After the Ignition power source is reset, or
the peak reset is pressed, the present
highest value is the peak value.

Injection Duty

50.0
89.0

Injection Duty

％

50.0
50.0

Peak reset
Resets the
Peak value
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Peak value reset

％
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Monitor mode

Graphical
Representation
Change
Numerical indication
and graphical
representation are
changed.

Pause indication
Use the pause function to temporarily stop the graphical indication.
It is possible to pause in numerical indication or graphical representation.

It indicates
the pause.

The pause
is cancelled.
Pause
change

Pause and
Key operation is not accepted?
change of pause When paused, the only command
cancellation
that will be accepted is the pause
cancel command.
When you think that key operation is
not accepted, verify whether pause is
activated.

Return to the monitor menu
１Ｃｈａｎｎｅｌ
２Ｃｈａｎｎｅｌ
４Ｃｈａｎｎｅｌ
８Ｃｈａｎｎｅｌ
Ｍａｐ Ｔｒａｃｅｒ

Return
Push once to return to the selection
of indicatory items.
Push a second time to return to the
monitor menu.
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マップトレース表示を行なう
燃料、点火時期の２つのマップは回転軸と負荷軸の２０×２０の格子で構成されて
います。現在その格子のどの部分を読んでいるかを、表示するモードです。モニ
タ上で黒くなっているところが、現在使用しているマップ位置です。
セッティングモードで燃料マップ、点火時期マップのデータを書き換える場合、こ
のトレースモードで、使用している位置を確認することができます。

１．

基本メニュー画面で【monitor】を選択します。

monitor
setting
etc.

①選択

②決定

２．

モニターメニュー画面で【Ｍａｐ Ｔｒａｃｅｒ】を選択します。

１Ｃｈａｎｎｅｌ
２Ｃｈａｎｎｅｌ
４Ｃｈａｎｎｅｌ
８Ｃｈａｎｎｅｌ
Ｍａｐ Ｔｒａｃｅｒ

３．

①選択

②決定
戻る

基本メニュー
に戻ります。

マップトレース表示されます。
負荷軸

高負荷
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回転軸

高回転
マップトレース表示例
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Normality
indication

Monitor mode

Locus indication is done
Locus
indication

Change

Normality indication
and locus indication
are changed.

Clear
locus
indication

Map trace place is not indicated?!
There are times when the cursor of the
map trace is not indicated. Cancel the
pause to get the cursor back.

Locus indication
is cleared.

Locus indication is cleared.
You call that you stop the indication of the picture temporarily the pause.
To do normality indication and locus indicatory whichever state it is possible the pause.

Indicates
the pause.

Cancels
the pause.
Pause
change

Pause and change
of pause cancellation

Return to the monitor menu
１Ｃｈａｎｎｅｌ
２Ｃｈａｎｎｅｌ
４Ｃｈａｎｎｅｌ
８Ｃｈａｎｎｅｌ
Ｍａｐ Ｔｒａｃｅｒ

Return
Press once to return to the
selection of indicatory item menu.
Press a second time to return
to the monitor menu by pushing.
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Setting mode
Ignition timing map
Rpm, it is possible in the horizontal shaft to modify the ignition timing map of the
20×20 which consists of engine load to vertical axis, in optional ignition timing.

１．

In the basic menu screen select the [setting] option.

monitor
setting
etc.

①Selection

②Decision

２．

In the setting menu screen select the [Ign Map] option.

Ign Map
Inj Map
AirFlow
Injector
Boost

①Selection

Acceler.
Ign/Inj
Cranking
Wtr Temp
Rev/Idle

②Decision
Return

It returns to the basic menu.

３．

The ignition timing map is showm on the screen.

Select the point where the data is to be modified.
High RPM

RPM axis
Load axis Ign
L01
L02
L03
L04
High load L05
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N01 N02 N03 N04 N05
16
15
13
10
8

26
26
24
23
21

37
36
34
32
29

44
42
41
38
36

49
49
48
47
43

Ignition
timing

Return
It returns to the
setting menu.

①Selection
②Decision
① Select the map point
to modify
②When the map point is
selected, it moves to the
data modification screen.

4th chapter - FC commander operation method

４．

The data modification picture is indicated.

RPM lattice No.

Rpm

①Selection

Load

②Decision

Ne 1: 800rpm

Load lattice No.

Ld 1:

0...

①The data the place
where it modifies is
selected,

[ 16° ] -> [ ** ° ]
Current value

It is possible to select modification
place even in this picture.

Return
Returns to the
map screen.

5．

Setting mode

Rpm, load and ignition timing is indicated.

② When it decides,
data modification becomes
possible.

Ignition timing is modified.
①Selection

RPM lattice No.

Rpm

Load lattice No.

Load

Ne 1: 800rpm
Ld 1:

0...

②Decision

[ 16° ] -> [ 20° ]
Current value

①Selection

New value

Return
No changes are made,
returns to the ignition
timing map screen.

① Increases and decreases
the value
② Saves changes

Load
It is the value which is calculated from the inhalation air quantity and the rpm
which is measured by the air flow metre.
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燃料補正マップの変更を行う
横軸に回転数、縦軸に負荷で構成された２０×２０の燃料補正マップを、任意の補
正値に変更することができます。燃料補正値は、理論空燃比（約１４．５７）を１００％
とし、数値を大きくすると燃料が濃くなり、少なくすると薄くなります。

１．

基本メニュー画面で【setting】を選択します。

monitor
setting
etc.

①選択

②決定

２．

セッティングメニュー画面で【Inj Map】を選択します。

Ign Map
Inj Map
AirFlow
Injector
Boost

①選択

Acceler.
Ign/Inj
Cranking
Wtr Temp
Rev/Idle

②決定
戻る

基本メニューに戻ります。

３．

マップ表示画面で燃料補正マップが表示されます。
データを変更する箇所を選択してください。

負荷軸

回転軸

高回転
Inj N01 N02 N03 N04 N05

L01
L02
L03
L04
L05
高負荷
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100
100
100
100
100

100
100
100
100
100

100
100
100
100
100

100
100
100
100
100

100
100
100
100
100

①選択
燃料
補正
値

②決定
戻る

セッティングメニューに
戻ります。

①データ変更す
る箇所を選択し、
② 決 定 す る と、
データ変更画面
に移ります。

第4章 ＦＣコマンダー操作方法

データ変更画面が表示されます。
回転数、負荷、燃料補正係数が表示されます。

回転格子 No.

Ne 1:
負荷格子 No.

Ld 1:

①選択

回転数

800rpm
負荷

②決定

0...

[1.000]→[*.***]
変更前燃料補正値

この画面でも変更箇所を選択
することができます。

戻る

①データ変更す
る箇所を選択し、
② 決 定 す る と、
データ変更が可
能になります。

マップ表示画面に
戻ります。

5．

燃料補正係数を変更します。

回転格子 No.

Ne 1:

負荷格子 No.

Ld 1:

①増量
回転数

800rpm
0...

[1.000]→[0.984]
変更前燃料補正値

①減量

負荷

変更後燃料補正値

②決定
戻る
数値を決定せず、デー
タ変更画面に戻りま
す。

① データを増 減
し、② 決 定 す る
と、燃 料 補 正 係
数 を 決 定 し、
データ変更画面
に戻ります。

燃料補正値とは
目標空燃比が13.5であるとき、14.57÷13.5≒1.08となり、1.08を入力します。
ただし、燃料補正マップどおりの空燃比になるとは限りませんので、セッティング
を行う際は、必ず空燃比計を使用して実際の空燃比を確認する必要がありま
す。
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セッティングモード

４．

エアフロー信号の空気流量補正を行う
エアクリーナ変更時、またはエアフローメータ本体を変更した場合の空気流量補
正を行ないます。電圧値に対しての補正も可能です。（微調整モード）

１．

基本メニュー画面で【setting】を選択します。

monitor
setting
etc.

①選択

②決定

２．

セッティングメニュー画面で【AirFlow】を選択します。

Ign Map
Inj Map
AirFlow
Injector
Boost

Acceler.
Ign/Inj
Cranking
Wtr Temp
Rev/Idle

①選択

②決定
戻る

基本メニューに戻ります。

３．

エアフローメータ選択画面が表示されます。
車の仕様に合わせたエアフローメータを選択してください。
車種毎に選択できるエアフローメータ選択メニューが違います。
(車種別のエアクリーナメニューについては、46ページ
ページ以降をご覧ください。）
ページ

1.
2.
3.
4.
5.

BNR32
Normal
BCNR33 Normal
Power Intake
80φRB25 Air-F
80φVG30 Air-F
例：414-N010の場合
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選択
微調整モード
に進む
決定して戻る

セッティングメニュー画面に
戻ります。

第4章 ＦＣコマンダー操作方法

４．

微調整モード画面が表示されます。

エアフロー電圧

１．
２．
３．
４．
５．
６．
７．
８．

０．６４V
１．２８V
１．７２V
２．５６V
３．２０V
３．８４V
４．４８V
５．１２V

エアフロー電圧

１．
２．
３．
４．
５．
６．
７．
８．

０．６４V
１．２８V
１．７２V
２．５６V
３．２０V
３．８４V
４．４８V
５．１２V

補正値

１００．０％
１００．０％
１００．０％
１００．０％
１００．０％
１００．０％
１００．０％
１００．０％

①設定する電圧を選択します。

①選択

②設定する項目を選択します。
③補正値の設定をします

補正値

１００．０％
１００．０％
１００．０％
１００．０％
１００．０％
１００．０％
１００．０％
１００．０％

②選択
③増やす
③減らす

決定して戻る

エアフロメータ選択
画面に戻ります。

微調整モードで決定した電圧別の補正値は、エアクリーナ選択設定を新たに変
更した後でも補正値が反映されています。エアクリーナの仕様変更の時には、微
調整モードが正しく設定されているかどうか、確認してください。
他の電圧を選択するには

戻る

②設定する項目を選択時
左図の操作で、
①設定する電圧の選択に戻ります。
同様の手順で
①設定する電圧の選択
②，③補正値の設定を行ってください。
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セッティングモード

このモードはエアフローメータの誤差、又は他社メーカ製のエアクリー
ナ使用時のエアフロー信号のずれを補正するため、初期の設定を各
電圧で補正するモードです。

車種別エアクリーナメニュー

エアフローメータ選択画面は車種によって異なります。
お客様の車両にあったエアクリーナメニューを参照くださ
い。

●車種別エアクリナメニュー目次
■414-N028
■414-Ｎ029
■414-Ｎ012
■414-N013
■414-N014
■414-N015
■414-N016
■414-N017
■414-N018
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BNR34
BNR32/BCNR33
ECR33
S14(前期)
PS13/RPS13(前期)
RPS13(中期)
S14(後期)
RPS13(後期)
S15

47
47
48
48
49
49
48
49
49
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商品コード

適合車種(通称名）

車両型式

エンジン型式

年式

414-N028

スカイライン GTR

BNR34

RB26DETT

’99/1~

］

上記商品適合車種でノーマルエアフローメータとノーマルクリーナを使用している場合。

［2. Power Intake

］

上記商品適合車種でノーマルエアフローメータとパワーインテークを使用している場合。

［3. 80φRB25 Air-F ］
上記商品適合車種でエアフローメータを日産RB25用エアフロメータとパワーインテークに変
更している場合。

［4. 80φVG30 Air-F ］
上記商品適合車種でエアフローメータを日産VG30用エアフロメータとパワーインテークに変
更している場合。

［5. Option

］

使用しないでください。

商品コード

適合車種(通称名）

車両型式

エンジン型式

414-N029

スカイライン GTR

BNR32/BCNR33

RB26DETT

年式

［１． BCNR33Normal ］
上記商品適合車種でノーマルエアフローメータとノーマルクリーナを使用している場合。

［2. BNR32Normal

］

上記商品適合車種でノーマルエアフローメータとノーマルクリーナを使用している場合。

［3. Power Intake

］

上記商品適合車種でノーマルエアフローメータとパワーインテークを使用している場合。

［4. 80φRB25 Air-F ］
上記商品適合車種でエアフローメータを日産RB25用エアフロメータとパワーインテークに変
更している場合。

［5. 80φVG30 Air-F ］
上記商品適合車種でエアフローメータを日産VG30用エアフロメータとパワーインテークに変
更している場合。
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［１． R34 Normal

商品コード

適合車種(通称名）

車両型式

エンジン型式

年式

414-N012

スカイライン

ECR33

RB25DET

’99/1~

ECR33前期（’93.8~’95.1）の車種で、
［1. R33 Normal］または、
［2. Power Intake］
を選択する場合、45ページ微調整モードにて、エアフロー電圧1~4に+6%の補正を行なっ
てください。設定を行わないと、低速域でノッキングが発生する場合があります。

［１． R33 Normal

］

上記商品適合車種でノーマルエアフローメータとノーマルクリーナを使用している場合。

［2. Power Intake

］

上記商品適合車種でノーマルエアフローメータとパワーインテークを使用している場合。

［3. 80φVG30 Air-F ］
上記商品適合車種でエアフローメータを日産VG30用エアフロメータとパワーインテークに変
更している場合。

［4. 90φVH41 Air-F ］
上記商品適合車種でエアフローメータを日産VH41用エアフロメータとパワーインテークに変
更している場合。

［5. Option

］

使用しないでください。

商品コード

適合車種(通称名）

車両型式

エンジン型式

年式

414-N013

シルビア

S14（前期）

SR20DET

’93/10~’96/6

414-N016

シルビア

S14（後期）

SR20DET

’96/6~’98/12

［１． S14 Normal

］

上記商品適合車種でノーマルエアフローメータとノーマルクリーナを使用している場合。

［2. Power Intake

］

上記商品適合車種でノーマルエアフローメータとパワーインテークを使用している場合。

［3. 80φRB25 Air-F ］
上記商品適合車種でエアフローメータを日産RB25用エアフロメータとパワーインテークに変
更している場合。

［4. 80φVG30 Air-F ］
上記商品適合車種でエアフローメータを日産VG30用エアフロメータとパワーインテークに変
更している場合。

［5. 90φVH41 Air-F ］
上記商品適合車種でエアフローメータを日産VH41用エアフロメータとパワーインテークに変
更している場合。
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商品コード

適合車種(通称名）

車両型式

エンジン型式

年式

414-N014

シルビア/180SX

PS13/RPS13（前期）

SR20DET

’91/1~’93/10

414-N015

180SX

RPS13（中期）

SR20DET

’94/1~’96/8

414-N017

180SX

RPS13（後期）

SR20DET

’96/8~’98/12

］

上記商品適合車種でノーマルエアフローメータとノーマルクリーナを使用している場合。

［2. Power Intake

］

上記商品適合車種でノーマルエアフローメータとパワーインテークを使用している場合。

［3. S14 Normal

］

上記商品適合車種でエアフローメータを日産S14用エアフロメータとパワーインテークに変更
している場合。

［4. 80φVG30 Air-F ］
上記商品適合車種でエアフローメータを日産VG30用エアフロメータとパワーインテークに変
更している場合。

［5. 90φVH41 Air-F ］
上記商品適合車種でエアフローメータを日産VH41用エアフロメータとパワーインテークに変
更している場合。

商品コード

適合車種(通称名）

車両型式

エンジン型式

年式

414-N018

シルビア

S15

SR20DET

’99/1~

［１． S15 Normal

］

上記商品適合車種でノーマルエアフローメータとノーマルクリーナを使用している場合。

［2. Power Intake

］

上記商品適合車種でノーマルエアフローメータとパワーインテークを使用している場合。

［3. 80φRB25 Air-F ］
上記商品適合車種でエアフローメータを日産RB25用エアフロメータとパワーインテークに変
更している場合。

［4. 80φVG30 Air-F ］
上記商品適合車種でエアフローメータを日産VG30用エアフロメータとパワーインテークに変
更している場合。

［5. 90φVH41 Air-F ］
上記商品適合車種でエアフローメータを日産VH41用エアフロメータとパワーインテークに変
更している場合。
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［１． PS13 Normal

インジェクタ補正を行う
インジェクタや燃圧を変更した場合に、気筒毎のインジェクタに対して個別に燃
料補正係数、無効噴射時間補正を行うことができます。

１．

基本メニュー画面で【setting】を選択します。

monitor
setting
etc.

①選択

②決定

２．

セッティングメニュー画面で【injector】を選択します。

Ign Map
Inj Map
AirFlow
Injector
Boost

Acceler.
Ign/Inj
Cranking
Wtr Temp
Rev/Idle

①選択

②決定
戻る

基本メニューに戻ります。

３．

インジェクタ補正設定画面が表示されます。

No.1
No.2
No.3
No.4
No.5
No.6
気筒番号
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Injector Data
100.0%
+0.00ms
100.0% +0.00ms
100.0% +0.00ms
100.0% +0.00ms
100.0% +0.00ms
100.0% +0.00ms
噴射時間
補正係数

無効噴射時間
補正値

①補正する気筒を選択します。

①選択

第4章 ＦＣコマンダー操作方法

Injector Data
100.0%
+0.00ms
100.0% +0.00ms
100.0% +0.00ms
100.0% +0.00ms
100.0% +0.00ms
100.0% +0.00ms

②選択
③増やす
③減らす

決定して戻る
他の気筒を選択するには

戻る

セッティングメニュー
画面に戻ります．

②、③補正する項目を選択時
左図の操作を行い、
①補正する気筒の選択に戻ります。
同様の手順で
②補正する項目の選択
③補正係数、補正値の設定
を行ってください。

インジェクタ補正データの入力方法、
車種毎のノーマルインジェクタデータについては、
次ページ以降をご覧ください。
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No.1
No.2
No.3
No.4
No.5
No.6

②補正する項目を選択します。
③補正係数、補正値の設定をします。

車種別ノーマルインジェクタデータ
インジェクタの噴射量は、燃圧やフューエルポンプの容量などに
より実際の値は変化しますので、メーカ公表値と実測値が異な
る場合があります。下記データは、全て弊社実測値です。
●ノーマルインジェクタ噴射量、無効噴射時間
商品コード

適合車種(通称名）

車両型式

エンジン型式

年式

414-N028

スカイライン GTR

BNR34

RB26DETT

’99/1~

414-N029

スカイライン GTR

BNR32/BCNR33

RB26DETT

・噴射量
・無効噴射時間

約444cc/min
0.772msec

バッテリ電圧14(V)、弊社実測値

商品コード

適合車種(通称名）

車両型式

エンジン型式

年式

414-N012

スカイライン

ECR33

RB25DET

’93/8~’98/4

・噴射量
・無効噴射時間

約370cc/min
0.528msec

バッテリ電圧14(V)、弊社実測値

商品コード

適合車種(通称名）

車両型式

エンジン型式

年式

414-N018

シルビア

S15

SR20DET

’99/1~

・噴射量
・無効噴射時間
バッテリ電圧14(V)、弊社実測値
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約448cc/min
0.584msec
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適合車種(通称名）

車両型式

エンジン型式

年式

414-N013

シルビア

S14（前期）

SR20DET

’93/10~’96/6

414-N014

シルビア

PS13

SR20DET

’91/1~’93/10

414-N014

180SX

RPS13（前期）

SR20DET

’91/1~’94/1

414-N015

180SX

RPS13（中期）

SR20DET

’94/1~’96/8

414-N016

シルビア

S14（後期）

SR20DET

’96/6~’98/12

414-N017

180SX

RPS13（後期）

SR20DET

’96/8~’98/12

・噴射量
・無効噴射時間

約370cc/min
0.580msec

バッテリ電圧14(V)、弊社実測値

■ インジェクタ補正入力データについて

(例）ＢＮＲ34 スカイラインGT-R RB26DETTで、下記の仕様のインジェクタに
交換した場合のインジェクタ補正入力データは以下のように計算します。
（ノーマルインジェクタ）

噴射量
無効噴射時間

444ｃｃ/min
0.77msec

（変更後インジェクタ）

噴射量
無効噴射時間

600cc/min
0.81ｍｓｅｃ

噴射時間補正係数
444 ÷ 600 ＝ 0.74

噴射時間補正係数を 74.0％ と入力します。

無効噴射時間補正
0.81 - 0.77 ＝ 0.04
無効噴射時間補正を +0.04msecと入力しま
す。（FCコマンダーは、0.02msec単位での変更になります。)
噴射時間補正係数、無効噴射時間補正値は、各気筒全て変更して下さい。
４気筒車では、No.5,No.6を設定する必要はありません。
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商品コード

過給圧を変更する
この設定は、別売ブーストコントロールキット装着時にのみ有効です。

別売ブーストコントロールキット装着時に、過給圧を設定することができます。過
給圧は４種類メモリすることが出来ます。学習機能付きで、走行中にその車両に
おいて、立ち上がり、安定性に最適な過給圧コントロールを行います。学習値は、
数値が少ないほど学習が行われたことを意味します。学習値の数値が小さくなら
なくても、過給圧が安定していれば、制御上問題はありません。学習値は、設定を
変更するとリセットされます。

１．

基本メニュー画面で【setting】を選択します。

monitor
setting
etc.

①選択

②決定

２．

セッティングメニュー画面で【Boost】を選択します。

Ign Map
Inj Map
AirFlow
Injector
Boost

Acceler.
Ign/Inj
Cranking
Wtr Temp
Rev/Idle

①選択

②決定
戻る
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基本メニューに戻ります。
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３．

ブースト設定が表示されます。

設定
番号

1.
2.
3.
4.

Boost Pressure
1.00 kg/cm2 40
1.10 kg/cm2 46
1.20 kg/cm2 52
1.30 kg/cm2 60
設定過給圧

ベース
デューティ

Boost Pressure
1.00 kg/cm2 40
1.10 kg/cm2 46
1.20 kg/cm2 52
1.30 kg/cm2 60

①選択
255
255
255
255
学習値

255
255
255
255

決定して戻る

セッティング
メニュー画面に
戻ります。

過給圧、ベース
デューティを
変更する。

②設定する項目を選択します。
③過給圧、ベースデューティを設定し
ます。

②選択
③増やす
③減らす

決定して戻る
他の設定番号を選択するには

戻る

セッティングメニュー
画面に戻ります．

②、③設定する項目を選択時
左図の操作を行い、
①設定する番号の選択に戻ります。
同様の手順で
②設定する項目の選択
③過給圧、ベースデューティの設定
を行ってください。
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1.
2.
3.
4.

①設定する番号を選択します。

設定過給圧について
４種類の過給圧は、それぞれ0.5[kg/cm2]～2.0[kg/cm2]の間で設定すること
ができます。
設定過給圧は、アクチュエータ圧以下にも設定できますが、実際の過給圧は
アクチュエータ圧以下にはできません。

ソレノイドバルブのデューティ制御について
ＰＯＷＥＲ－ＦＣでの過給圧制御は、ソレノイドバルブを使用したデューティ制御
で設定過給圧になるような制御を行っています。
このデューティ制御は、ソレノイドバルブを一定周期でON/OFF駆動させ
ON時間の長さの割合（デューティ）を可変させ制御するものです。
デューティ 100（％）で常時ＯＮし、0(%)で常時ＯＦＦになります。

過給圧とデューティの関係について
通常、過給圧はアクチュエータにかかる圧力でコントロールされています。そ
のアクチュエータにかかる圧を、デューティ制御でソレノイドバルブを駆動する
ことにより実際にかかる圧力よりも小さくし、過給圧を高くするようコントロール
します。
ソレノイドバルブをONにしているとき、アクチュエータには大気圧がかかり、ソ
レノイドバルブをＯＦＦにしているときは、アクチュエータにはコンプレッサ圧が
かかります。
デューティが高いほど過給圧が高くなり、デューティが低いほど過給圧が
低くなります。
デューティ値は、設定過給圧に近づくよう設定しなければなりません。
ある程度設定過給圧に近いデューティ値が入力されていれば、設定過給圧
になるよう自動的に制御を行いますが、過給圧が設定過給圧にならない場
合、デューティのセッティングを行ってください。
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過給圧が設定過給圧にならない場合
● 過給圧が設定過給圧まで上がらない

デューティが低いことが考えられます。この場合には、デューティを少しず
● 過給圧が設定過給圧より異常に高い

デューティが高いことが考えられます。この場合には、デューティをさげるこ
とで対応してください。
ターボチャージャの容量不足など車両側で不可能な過給圧を設定した場合
は、この限りではありません。

過給圧の上がり過ぎによる燃料カット
過給圧が、設定過給圧よりも約0.25[kg/cm2]超えると燃料カットを行います。

パワーFC以外で過給圧を制御する場合
パワーＦＣ以外で過給圧を制御する場合は、
必ず【ｅｔｃ.】→【Function Select】 Boost Cntl kit ナシの設定を行ってくださ
い。この設定をアリで使用すると、パワーＦＣで過給圧制御を行う、行わない
に関わらず、パワーＦＣで設定した設定過給圧よりも約0.25[kg/cm2]超えると
燃料カットを行います。
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つあげることで対応してください。

加速増量補正の変更を行う
アクセルを急に踏み込んだ時のレスポンスを上げるため、アクセル開度変化に応
じて、通常燃料噴射量に加算する形で燃料増量を行います。
このモードでは、この加速増量を回転別に設定します。

１．

基本メニュー画面で【setting】を選択します。

monitor
setting
etc.

①選択

②決定

２．

セッティングメニュー画面で【Acceler.】を選択します。

Ign Map
Inj Map
AirFlow
Injector
Boost

Acceler.
Ign/Inj
Cranking
Wtr Temp
Rev/Idle

①選択

②決定
戻る

基本メニューに戻ります。

３．

加速増量設定画面が表示されます。

Accelerate Inj.Time
5000rpm 2.8ms 0.8ms
4000rpm 3.0ms 1.0ms
3000rpm 3.5ms 0.8ms
2000rpm 3.8ms 0.7ms
1000rpm 4.0ms 0.5ms
回転数
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加速増量値

引き去り値

①設定する回転数を選択します。

①選択

第4章 ＦＣコマンダー操作方法

②設定する項目を選択します。
③数値の設定をします。

②選択
③増やす
③減らす

決定して戻る
他の回転数を選択するには

戻る

セッティングメニュー
画面に戻ります．

②、③設定する項目を選択時
左図の操作を行い、
①設定する回転数の選択に戻ります。
同様の手順で
②設定する項目を選択
③数値を設定
をしてください。

加速増量値、引き去り値について
加速増量値は、アクセル開度変化が大きいときの最大増量値です。アクセル
開度の変化量が少ないときは、この値をベースに、アクセル開度変化量に応
じた係数をかけて変化します。
アクセル開度変化時の初回燃料噴射に加速増量値分が加算され、
その後アクセル開度変化量が減少すれば燃料噴射は、
[前回の加速増量値－加速増量引き去り値］の値
が加算されます。
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Accelerate Inj.Time
5000rpm 2.8ms 0.8ms
4000rpm 3.0ms 1.0ms
3000rpm 3.5ms 0.8ms
2000rpm 3.8ms 0.7ms
1000rpm 4.0ms 0.5ms

テスト補正を行う
このモードは燃料噴射量、点火時期を一時的に全域で変化させて、エンジンの様
子をテストする場合に使用します。このモードは一時的にテストするモードですの
で、イグニッションキーをＯＦＦした時点でリセットされ、設定値は記憶されません。

１．

基本メニュー画面で【setting】を選択します。

monitor
setting
etc.

①選択

②決定

２．

セッティングメニュー画面で【Ign/Inj】を選択します。

Ign Map
Inj Map
AirFlow
Injector
Boost
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Acceler.
Ign/Inj
Cranking
Wtr Temp
Rev/Idle

①選択

②決定
戻る

基本メニューに戻ります。
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セッティングモード

３．

テスト補正画面が表示されます。

点火時期補正値

①設定する項目を選択します。
②数値の設定をします。
燃料補正値

①選択

Ign Cor
Inj Cor
Adj: +2 Adj:1.000
Map: 20° Kij:1.000
Fin: 22° Fin: 1.3ms
アイドル点火時期
補正後点火時期

燃料補正マップ値×燃料補正値
補正後基本燃料噴射時間

②増やす
②減らす
決定して戻る

セッティングメニュー
画面に戻ります．

このモードは一時的にテストするモードですので、イグニッションキーをＯＦＦにした
時点でリセットされ、設定値は記憶しません。

補正後基本燃料噴射時間について
燃料補正マップ値以外の補正項（水温補正等）、気筒別補正値、無効噴射時間
は含みません。
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始動時燃料噴射時間の変更を行う
エンジンを始動させるための燃料噴射時間を、各水温別に調整します。

１．

基本メニュー画面で【setting】を選択します。

monitor
setting
etc.

①選択

②決定

２．

セッティングメニュー画面で【Cranking】を選択しま
す。

Ign Map
Inj Map
AirFlow
Injector
Boost

Acceler.
Ign/Inj
Cranking
Wtr Temp
Rev/Idle

①選択

②決定
戻る
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基本メニューに戻ります。

第4章 ＦＣコマンダー操作方法

セッティングモード

３．

始動時燃料噴射時間設定画面が表示されます。

Cranking Inj.Time
+80℃
6.0msec
+50℃
9.0msec
+30℃
15.0msec
+10℃
24.0msec
-10℃
48.0msec
-30℃
80.0msec
水温

①設定する水温を選択します。

①選択

始動時
燃料噴射時間

②設定する項目を選択します。
③数値の設定をします。
Cranking Inj.Time
+80℃
6.0msec
+50℃
9.0msec
+30℃
15.0msec
+10℃
24.0msec
-10℃
48.0msec
-30℃
80.0msec
水温

②選択
③増やす
③減らす

始動時
燃料噴射時間

決定して戻る
他の水温を選択するには

戻る

セッティングメニュー
画面に戻ります．

②、③設定する項目を選択時
左図の操作を行い、
①設定する水温の選択に戻ります。
同様の手順で
②設定する項目を選択
③数値の設定
を行ってください。
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水温補正の変更を行う
エンジン冷却水が冷えている場合、燃料の気化が悪いため燃料の増量が必要と
なります。このモードでは、各水温での燃料補正量が変更できます。

１．

基本メニュー画面で【setting】を選択します。

monitor
setting
etc.

①選択

②決定

２．

セッティングメニュー画面で【Wtr Temp】を選択しま
す。

Ign Map
Inj Map
AirFlow
Injector
Boost

Acceler.
Ign/Inj
Cranking
Wtr Temp
Rev/Idle

①選択

②決定
戻る
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基本メニューに戻ります。

第4章 ＦＣコマンダー操作方法

３．

WaterTemp Correction
+80℃
1.00
1.00
+50℃
1.04
1.09
+30℃
1.09
1.21
+10℃
1.25
1.37
-10℃
1.39
1.57
-30℃
1.59
1.79
水温

燃料補正値
（低負荷側）

セッティングモード

水温補正設定画面が表示されます。
①設定する水温を選択します。

①選択

燃料補正値
（高負荷側）

WaterTemp Correction
+80℃
1.00
1.00
+50℃
1.04
1.09
+30℃
1.09
1.21
+10℃
1.25
1.37
-10℃
1.39
1.57
-30℃
1.59
1.79

②設定する項目を選択します。
③数値を設定します。

②選択
③増やす
③減らす

水温

燃料補正値
（低負荷側）

燃料補正値
（高負荷側）

決定して戻る
他の水温を選択するには

戻る

セッティングメニュー
画面に戻ります．

②、③設定する項目を選択時
左図の操作を行い、
①設定する水温の選択に戻ります。
同様の手順で
②設定する項目を選択
③数値の設定
を行ってください。
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レブリミット、アイドル回転数の変更を行う
エアコンの各条件でのアイドル回転数とレブリミットを設定することができます。

１．

基本メニュー画面で【setting】を選択します。

monitor
setting
etc.

①選択

②決定

２．

セッティングメニュー画面で【Rev/Idle】を選択します。

Ign Map
Inj Map
AirFlow
Injector
Boost

Acceler.
Ign/Inj
Cranking
Wtr Temp
Rev/Idle

３．

①選択

②決定
戻る

基本メニューに戻ります。

回転設定画面が表示されます。

Engine Revolution Data
Rev.Limit
7600rpm
F/C A/C ｵﾌ
1050rpm
F/C A/C ｵﾝ
1100rpm
IDLE A/C ｵﾌ
850rpm
IDLE A/C ｵﾝ
900rpm
設定項目
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設定回転数

①変更する回転設定項目を選択しま
す。

①選択

第4章 ＦＣコマンダー操作方法

設定項目

②回転数を選択します。
③回転数を設定します。

②選択
③増やす

設定回転数

③減らす

決定して戻る
他の項目を選択するには

戻る

セッティングメニュー
画面に戻ります．

②、③回転数を選択時
左図の操作を行い、
①変更する設定項目の選択に戻ります。
同様の手順で
②設定する回転数を選択
③回転数の設定
を行ってください。

入力データについて
［Rev. Limit］

レブリミット回転数

［F/C

A/Cｵﾌ］

エアコンがオフの場合の減速時燃料カットの復帰回転数

［F/C

A/Cｵﾝ］

エアコンがオンの場合の減速時燃料カットの復帰回転数

［IDLE A/Cｵﾌ］

エアコンがオフの場合のアイドリング回転数

［IDLE A/Cｵﾝ］

エアコンがオンの場合のアイドリング回転数

設定回転数について
減速時燃料カットの復帰回転数とアイドリング回転数の差を、100rpm未満
に設定することはできません。アイドリング回転数を設定する場合には、そ
れに応じた減速時燃料カットの復帰回転数を設定してください。
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セッティングモード

Engine Revolution Data
Rev.Limit
7600rpm
F/C A/C ｵﾌ
1050rpm
F/C A/C ｵﾝ
1100rpm
IDLE A/C ｵﾌ
850rpm
IDLE A/C ｵﾝ
900rpm

その他のモード
プログラムバージョンの表示を行う
パワーＦＣ、FCコマンダーのプログラムバージョンと、対応エンジンを表示します。

１．

基本メニュー画面で【etc.】を選択します。

monitor
setting
etc.

①選択

②決定

２．

その他のメニュー画面で【Prog. Version】を選択しま
す。
①選択
Prog. Version

Sensor/SW check
Function Select
LCD/LED adjust
All Data Init.

②決定
戻る

基本メニューに戻ります。

３．

プログラムバージョンが表示されます。

RB26DETT
POWER FC
Ver ＊.＊＊
FC COMMANDER３
Ver ＊.＊＊
※図は例です。
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対応エンジン

パワーＦＣ
プログラムバージョン

ＦＣコマンダー
プログラムバージョン

戻る

その他のメニュー
に戻ります。

第4章 ＦＣコマンダー操作方法

入出力信号の表示を行う
パワーＦＣの各種入出力信号を、センサ電圧・スイッチのON/ＯＦＦで表示します。
エンジンチェックランプ点灯時はこのモードで異常項目を確認してください。
センサ異常発生時は反転表示で表します。※車両により表示できる信号は異なります。

１．

基本メニュー画面で【etc.】を選択します。

monitor
setting
etc.

①選択

２．

その他のメニュー画面で【Sensor/SW check】を選
択します。
①選択
Prog. Version
Sensor/SW check
Function Select
②決定
LCD/LED adjust
All Data Init.
戻る 基本メニューに戻ります。

３．

入出力信号を表示します。

AF-1:1.00v
AF-2:1.00v
THRO:3.50v
BOST:5.10v
WTRT:2.86v
AIRT:2.85v
O2-1:0.15v
O2-2:0.15v

IGN:●
STR:○
A/C:●
PWS:●
NTR:○
***:○
***:○
***:○

ECC:●
WRN:●
F/P:●
FP1:●
FP2:○
O2H:●
ACR:●
FAN:○

●：ON
○：OFF

異常
スイッチ(入力)

その他のメニュー
に戻ります。

スイッチ(出力)

例：４１４－N０28の場合
センサ出力電圧

戻る

車 種 別の 入出 力信 号の 内 容に つい て
は、70ページ以降をご覧ください。
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その他のモード

②決定

車種別入出力信号メニュー

入出力信号画面は車種によって異なります。
お客様の車両にあった入出力信号画面を参照してくださ
い。

●車種別入出力信号メニュー目次
■414-N028
■414-Ｎ029
■414-Ｎ012
■414-N013
■414-N014
■414-N015
■414-N016
■414-N017
■414-N018
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BNR34
BNR32/BCNR33
ECR33
S14(前期)
PS13/RPS13(前期)
RPS13(中期)
S14(後期)
RPS13(後期)
S15

71
71
72
72
73
73
72
73
73
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Product code Conformity model
414-N028

Vehicle type
BNR34

Skyline GTR

Engine type

Year system

RB26DETT

’99/1~

Sensors
［AF-1 ］･･･Air flow sensor 1
［AF-2 ］･･･Air flow sensor 2
［THRO］･･･Throttle sensor
［BOST］･･･Pressure sensor for external input

［WTRT］･･･Water temperature sensor
［AIRT ］･･･Inhalation temperature sensor
［O2-1］･･･Ｏ２ Sensor 1
［O2-2］･･･Ｏ２ Sensor 2

Switches

Product code Conformity model
414-N029

Skyline GTR

Vehicle type

Engine type

BNR32/BCNR33

RB26DETT

Other modes

［ECC］･･･ECCS Relay
［WRN］･･･Engine warning light
［F/P ］･･･Fuel pump relay
［FP1］･･･Fuel pump control 1
［FP2］･･･Fuel pump control 2
［O2H］･･･Ｏ２ Sensor heater
［ACR］･･･Air conditioner relay
［FAN］･･･Fan relay

［IGN］･･･Ignition switch
［STR］･･･Starter switch
［A/C］･･･Air conditioner switch
［PWS］･･･Power steering switch
［NTR］･･･Neutral switch
［*** ］･･･Spare
［*** ］･･･Spare
［*** ］･･･Spare

Year system

Sensors
［AF-1 ］･･･Air flow sensor 1
［AF-2］･･･Air flow sensor 2
［THRO］･･･Throttle sensor
［BOST］･･･Pressure sensor for external input

［WTRT］･･･Water temperature sensor
［AIRT ］･･･Inhalation temperature sensor
［O2-1］･･･Ｏ２ Sensor 1
［O2-2］･･･Ｏ２ Sensor 2

Switches
［IGN］･･･Ignition switch
［STR］･･･Starter switch
［IDL ］･･･Idle switch
［A/C］･･･Air conditioner switch
［PWS］･･･Power steering switch
［NTR］･･･Neutral switch
［*** ］･･･Spare
［*** ］･･･Spare

［ECC］･･･ECCS Relay
［WRN］･･･Engine warning light
［F/P ］･･･Fuel pump relay
［FP1］･･･Fuel pump control 1
［FP2］･･･Fuel pump control 2
［O2H］･･･Ｏ２ Sensor heater
［ACR］･･･Air conditioner relay
［FAN］･･･Fan relay
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商品コード

適合車種(通称名）

車両型式

エンジン型式

年式

414-N012

スカイライン

ECR33

RB25DET

’93/8~’98/4

●センサ類
［AF-1］･･･エアフローセンサ1
［THRO］･･･スロットルセンサ
［BOST］･･･外部入力用圧力センサ
［WTRT］･･･水温センサ

［O2-1］･･･Ｏ２センサ１
［EXTM］･･･排気温度センサ
［****］･･･予備
［****］･･･予備

●スイッチ類
［IGN］･･･イグニッションスイッチ
［STR］･･･スタータスイッチ
［A/C］･･･エアコンスイッチ
［PWS］･･･パワステスイッチ
［NTR］･･･ニュートラルスイッチ
［***］･･･予備
［***］･･･予備
［***］･･･予備

［ECC］･･･ECCSリレー
［WRN］･･･エンジン警告灯
［EXT］･･･排気温度警告灯
［F/P］･･･フューエルポンプ
［FP1］･･･ﾌｭｰｴﾙﾎﾟﾝﾌﾟｺﾝﾄﾛｰﾙ
［VTC］･･･可変バルブタイミング
［O2H］･･･Ｏ２センサヒータ
［ACR］･･･エアコンリレー

商品コード

適合車種(通称名）

車両型式

エンジン型式

年式

414-N013

シルビア

S14（前期）

ＳＲ２０ＤＥＴ

’93/8~’98/4

414-N016

シルビア

S14（後期）

ＳＲ２０ＤＥＴ

●センサ類
［AF-1］･･･エアフロ－センサ１
［THRO］･･･スロットルセンサ
［BOST］･･･外部入力用圧力センサ
［WTRT］･･･水温センサ

［O2-1］･･･Ｏ２センサ１
［EXTM］･･･排気温度センサ
［****］･･･予備
［****］･･･予備

●スイッチ類
［IGN］･･･イグニッションスイッチ
［STR］･･･スタータスイッチ
［A/C］･･･エアコンスイッチ
［PWS］･･･パワステスイッチ
［NTR］･･･ニュートラルスイッチ
［***］･･･予備
［***］･･･予備
［***］･･･予備
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［ECC］･･･ECCSリレー
［WRN］･･･エンジン警告灯
［EXT］･･･排気温度警告灯
［F/P］･･･フューエルポンプ
［VTC］･･･可変バルブタイミング
［O2H］･･･Ｏ２センサヒータ
［ACR］･･･エアコンリレー
［FAN］･･･補助電動ファン
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商品コード

適合車種(通称名）

車両型式

エンジン型式

年式

414-N014

シルビア/180SX

PS13/RPS13(前期)

ＳＲ２０ＤＥＴ

’93/8~’98/4

414-N015

180SX

RPS13（中期）

ＳＲ２０ＤＥＴ

’94/1~’96/8

414-N017

180SX

RPS13（後期）

SR20DET

’96/8~’98/12

●センサ類
［AF-1］･･･エアフロ－センサ１
［THRO］･･･スロットルセンサ
［BOST］･･･外部入力用圧力センサ
［WTRT］･･･水温センサ

［O2-1］･･･Ｏ２センサ１
［EXTM］･･･排気温度センサ
［****］･･･予備
［****］･･･予備

●スイッチ類
［ECC］･･･ECCSリレー
［WRN］･･･エンジン警告灯
［EXT］･･･排気温度警告灯
［F/P］･･･フューエルポンプ
［FP1］･･･フューエルポンプコントロール
［EAI］･･･２次空気導入装置
［O2H］･･･Ｏ２センサヒータ
［ACR］･･･エアコンリレー

その他のモード

［IGN］･･･イグニッションスイッチ
［STR］･･･スタータスイッチ
［A/C］･･･エアコンスイッチ
［PWS］･･･パワステスイッチ
［NTR］･･･ニュートラルスイッチ
［***］･･･予備
［***］･･･予備
［***］･･･予備

商品コード

適合車種(通称名）

車両型式

エンジン型式

年式

414-N018

シルビア

S15

SR20DET

’99/1~

●センサ類
［AF-1］･･･エアフロ－センサ１
［THRO］･･･スロットルセンサ
［BOST］･･･外部入力用圧力センサ
［WTRT］･･･水温センサ

［O2-1］･･･Ｏ２センサ１
［EXTM］･･･排気温度センサ
［****］･･･予備
［****］･･･予備

●スイッチ類
［IGN］･･･イグニッションスイッチ
［STR］･･･スタータスイッチ
［ELD］･･･電気負荷スイッチ
［A/C］･･･エアコンスイッチ
［PWS］･･･パワステスイッチ
［NTR］･･･ニュートラルスイッチ
［***］･･･予備
［***］･･･予備

［ECC］･･･ECCSリレー
［WRN］･･･エンジン警告灯
［EXT］･･･排気温度警告灯
［F/P］･･･フューエルポンプ
［VTC］･･･可変バルブタイミング
［O2H］･･･Ｏ２センサヒータ
［ACR］･･･エアコンリレー
［FAN］･･･補助電動ファン
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It sets original function
It is the mode which sets various warning functional presence, and the presence of
closed-loop control O2 sensor.

１．

Select [etc.] on the basic menu screen.

monitor
setting
etc.

①Selection

②Decision

２．

Select [Function Select] on the etc. menu screen.
①選択
①Selection

Prog. Version
Sensor/SW check
Function Select
LCD/LED adjust
All Data Init.

②決定
②Decision
Return
戻る

３．

It returns to the etc. menu.

The original functional setting picture is indicated.

Function Select
1. Boost Cntl kit
2. Air-Flow Warn.
3. Injector Warn.
4. Knock Warning
5. 02 F/B Control

①Select the functional setting item to change

ｱﾘ
ｱﾘ
ｱﾘ
ｱﾘ
ｱﾘ

* Only 414-N029 setting item differs from the figure.

ｱﾘ=On
ﾅｼ=Off
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①Selection
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②Selects item.
③Turn option n or off.

Function Select
1. Boost Cntl kit
2. Air-Flow Warn.
3. Injector Warn.
4. Knock Warning
5. 02 F/B Control

②Selection

ﾅｼ
ｱﾘ
ｱﾘ
ｱﾘ
ｱﾘ

* Only 414-N029 setting item differs from the figure.

ｱﾘ=On
ﾅｼ=Off

③On
③Off
Return
It returns to the etc. menu.

About setting item
[Boost Cntl kit]

(Default On)

[Air-Flow Warn.]

(Default On)

When this setting is set to [on]. The engine check lamp blinks when the
air flow metres have reached there measurement limit.
[Injector Warn.]

(Default On)

When this setting is set to [on]. The engine check lamp blinks when the
injection duty exceeds 98%.
[Knock Warning]

(Default On)

When this setting is set to [on]. The engine check lamp blinks when the
knocking level exceeds 60.
[02 F/B Control]

(Default On)

When this setting is set to [on], enables closed-loop operation.
[Inj/AirF Warn] * 414-N029 specific menu

(Default On)

When this setting is set to [on]. The engine check lamp blinks when the
injection duty exceeds 98%, or when the air flow metre reaches it’s
measurement limit.
[O2 Sensor Reg] * 414-N029 specific menu

(Default Off)

Turn this setting to [on] if the Power-FC is installed in a BNR32.
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Other modes

When the optional boost control kit is not used, the [Off] Setting is
necessary.

コントラスト・バックライトの調整を行う
LCDのコントラスト調整、LEDバックライトの明るさ調整を行います。

１．

基本メニュー画面で【etc.】を選択します。

monitor
setting
etc.

①選択

②決定

２．

その他のメニュー画面で【LCD/LED adjust】を選択し
ます。

Prog. Version
Sensor/SW check
Function Select
LCD/LED adjust
All Data Init.

①選択

②決定
戻る

基本メニューに戻ります。

３．

コントラスト・バックライト調整設定画面が表示されます。

LCD Cont.
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①選択
LED Brig.

45
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LCDコントラスト

LEDブライト

②増やす
②減らす

決定して戻る

その他のメニュー
画面に戻ります．
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Initialises the data
Initialises all data, resets all data back to the factory setting.

１．

Select [ect.] on the basic menu screen.

monitor
setting
etc.

①Selection

②Decision

Select [All Data Init] In the other menu screen

Prog. Version
Sensor/SW check
Function Select
LCD/LED adjust
All Data Init.

①Selection

②Decision
Return
戻る

Returns to the basic menu.

３．

All the data initialisation setting pictures are indicated.
Select [YES]. After that, all data (study value and setting etc)
is initialised when the ignition switch is turned off/on.

Selection

When [YES] or [NEXT] key is
pressed all data is initialised.
When the ignition switch is
turned off/on the initialisation
is executed.

[ ＹＥＳ／Ｎｏ]

Data is not initialised
until the ignition is
turned off/on

Returns without
making any
changes

Initialises the
data and
Returns
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Other modes

２．

●Memo.
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●Memo.
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本製品の仕様
● 動作電圧
● 動作温度

DC6Ｖ～16V
-30℃～+80℃

保証について
本製品は、別紙保証書記載の内容で保証されます。
記載事項内容を、良く確認し必要事項を記入の上、大切に保管してください。

改訂の記録
No.
発行年月日 取扱説明書部品番号 版数
1 2001年 8月24日
7507-0260-03
初 版

記載変更内容

・下記、お問い合わせ先の名称、住所、電話番号は200１年8月24日現在のもの
です。
なお、名称、住所、電話番号は変更することがありますのでご了承ください。
お問い合わせ先
株式会社 アペックス _________________ http://www.apexi.co.jp
東北営業所
〒983-0043 宮城県仙台市宮城野区萩野町2-10-3
TEL.022-783-8355(代) FAX.022-783-8356
中関東営業所
〒333-0815 埼玉県川口市北原台2-19-1
TEL.048-291-2380(代) FAX.048-291-2381
南関東営業所
〒229-1124 神奈川県相模原市田名10440-1
TEL.042-778-3963(代) FAX.042-778-4474
名古屋営業所
〒486-0926 愛知県春日井市小野町5-89-20
TEL.0568-56-2223(代) FAX.0568-56-2227
大阪営業所
〒574-0064 大阪府大東市御領1-11-2
TEL.072-872-6060(代) FAX.072-872-6555
福岡営業所
〒816-0905 福岡県大野城市川久保3-8-5
TEL.092-513-0812(代) FAX.092-504-3001
●お客様相談室 TEL.046-204-0032 e-mail: FAQ@apexi.co.jp
©株式会社 アペックス Printed in Japan
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