SUBARU Impreza
WRX STI spec C type RA-R
Impreza WRX
２００７年１１月６日
２００７年１１月６日

UPS
UPS Worldwide
Worldwide Expeditedの便
Expeditedの便
で到着。商品代金
で到着。商品代金$89.95
$89.95 に船便
に船便
の代金
の代金$68.47
$68.47 で
で、
、締めて
締めて$158.42
$158.42
である。それにしても、なんと
である。それにしても、なんと
質素な梱包だろう。
質素な梱包だろう。

ただし、このボール紙は包装
用
ただし、このボール紙は包装用
として、大変適していると思う。
として、大変適していると思う。

この日やっと
USA
この日やっと MastroWRX.com
MastroWRX.com(ＵＳＡ)から、
(ＵＳＡ)から、Prodrive
ProdriveUSA
の
の 33 port
port boost
boost solenoid
solenoid が到着した。１０月
が到着した。１０月 ５日に注文して
５日に注文して
からほぼ一ヶ月掛かったことになる。さっそく箱を開けると、
からほぼ一ヶ月掛かったことになる。さっそく箱を開けると、
中にはいかにもアメリカらしく、無造作にボール紙に包まれ
中にはいかにもアメリカらしく、無造作にボール紙に包まれ
た
た ソレノイドバルブ本体とケーブルが出てきた。さっそく装
ソレノイドバルブ本体とケーブルが出てきた。さっそく装
着したいところだが、後日の
着したいところだが、後日の Impreza
ImprezaNET
NET 情報で、ノーマル
情報で、ノーマル
の
の ECU
ECU では対応できないことがわかり、ついに純正
では対応できないことがわかり、ついに純正 ECU
ECU の
の
書換を行う決意をした。それまではしばしのお預けである。
書換を行う決意をした。それまではしばしのお預けである。

33 port
port boost
boost solenoid
solenoid ((ProdriveUSA
ProdriveUSA))
本体
本体 には
には PIERBURG
PIERBURG GERMANY
GERMANY の文字
の文字
がハッキリ刻まれている。
がハッキリ刻まれている。
(独)ピアブルグ社製である。
(独)ピアブルグ社製である。

純正ハーネス接続用ケーブル
純正ハーネス接続用ケーブル

固定用ステー
固定用ステー
ただし、このステーが確実に使え
ただし、このステーが確実に使え
るのは丸目
るのは丸目 GD
GD 系のみで、涙目
系のみで、涙目 GD
GD
以降は取付スペースが違うため純正
以降は取付スペースが違うため純正
位置には上手く収まらないそうだ。
位置には上手く収まらないそうだ。
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郵便局のエクスパックで到着。
郵便局のエクスパックで到着。

設定用
設定用 CD-ROM
CD-ROM

セットの全容
セットの全容

パソコン側
パソコン側 USB
USB プラグ
プラグ

これは使用しない
これは使用しない

２００７年１１月１０日
２００７年１１月１０日 とうとうこの日、禁断の純正
とうとうこの日、禁断の純正 ECU
ECU 書換
書換

を実行に移すべく、
を実行に移すべく、Impreza-NET
Impreza-NET の大澤
の大澤
さんから「純正
さんから「純正 ECU
ECU 書換ツールセット」
書換ツールセット」
なるものを購入してしまった。以前か
なるものを購入してしまった。以前か
ら
ら Impreza-NET
Impreza-NET の
の HP
HP に掲載され
に掲載され
ていたので関心はもっていたの
ていたので関心はもっていたの
だが、まさかこんな
だが、まさかこんな
にも早く、実際に
にも早く、実際に
購入してしまう
購入してしまう
とは思ってもいな
とは思ってもいな
かった。
かった。

これが付属の解説書で、
これが付属の解説書で、EcuFlash
EcuFlash 及び
及び
Enginuity
Enginuity のダウンロードとインストール、
のダウンロードとインストール、
ECU
ECU 各種データの設定などの具体的な方法
各種データの設定などの具体的な方法
が、詳細に掲載されている。
が、詳細に掲載されている。

付属の６ピンコネクター使用し
付属の６ピンコネクター使用し
黒の３ピンのものは使用しない
黒の３ピンのものは使用しない

これがこのセットの中心、車両の純正
これがこのセットの中心、車両の純正 ECU
ECU の診断用ポートとノート
の診断用ポートとノート
この後
この後 ECU
ECU チューン専用に、中古ノート
チューン専用に、中古ノート
パソコンの
パソコンの USB
USB ポートを繋ぐ接続ケーブルとコネクターである。
ポートを繋ぐ接続ケーブルとコネクターである。
純正
パソコンを一台購入する予定。
純正 ECU
ECU 診断用ポート側カプラー
診断用ポート側カプラー
パソコンを一台購入する予定。
配線は全て「カプラーオン」！
配線は全て「カプラーオン」！

OFF
OFF
ON
ON

これは
これは ECU
ECU データの読込・書込にとても便利な
データの読込・書込にとても便利な Impreza-NET
Impreza-NET オリジナルの読込書き込みスイッチ
オリジナルの読込書き込みスイッチ
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RARA-R
R の純正
の純正 ECU
ECU

２００７年１１月１４日
２００７年１１月１４日

本日、注文してあった中古ノートパソ
本日、注文してあった中古ノートパソ
コンが届いた。
コンが届いた。 Dynabook
Dynabook Satellite
Satellite 1800
1800
である。
である。¥37,850
¥37,850 也。
也。
CPU
Celeron
CPU 種類
種類
Celeron(ノート)
(ノート)
CPU
CPU クロック
クロック 950MHz
950MHz
メモリー
512MB
メモリー
512MB
HDD
10GB
HDD
10GB
液晶サイズ
15
液晶サイズ
15 インチ
インチ TFT
TFT 液晶
液晶
最大解像度
1024×768
最大解像度
1024×768((XGA
XGA))
付属
Windows
付属 OS
OS
Windows(R)
(R) XP
XP Pro
Pro

これが本当に書換られるの？
これが本当に書換られるの？ スゴイ！
スゴイ！

こちらのノートパソコンは、私が愛用
こちらのノートパソコンは、私が愛用
している
している NEC
NEC の
の LaVie
LaVie NX
NX で、標準搭
で、標準搭
載の
載の OS
OS Windows
Windows Me
Me があまりにも
があまりにも
働きが悪いので、友人
働きが悪いので、友人
に頼んで、
に頼んで、2000Pro
2000Pro が
が
インストールしてある
インストールしてある。
。
ほとんどデスクトップ
ほとんどデスクトップ
状態で、それも今回の
状態で、それも今回の
中古
中古 PC
PC を購入した理
を購入した理
由である。よく働いて
由である。よく働いて
くれる。
くれる。

純正
純正 ECU
ECU チューン専用機ここに誕生！
チューン専用機ここに誕生！

すぐに梱包を解いて、ネットに接続する。
すぐに梱包を解いて、ネットに接続する。
フリーソフト
フリーソフト EcuFlash
EcuFlash をダウンロードし
をダウンロードし
てインストールする。しかし、
てインストールする。しかし、Enginuity
Enginuity
のサイトが開かない。即、
のサイトが開かない。即、IMPREZA-NET
IMPREZA-NET
の大澤さんにメールすると、自分のサーバ
の大澤さんにメールすると、自分のサーバ
ーに
ーに Enginuity
Enginuity 0.4.1
0.4.1 Beta
Beta をアップロード
をアップロード
してくれた。本当にありがとう大澤さん！
してくれた。本当にありがとう大澤さん！

さすがに中古だけ
さすがに中古だけ
あつて、本体パー
あつて、本体パー
ムレスト塗装が剥
ムレスト塗装が剥
げていた。ちょっ
げていた。ちょっ
とみすぼらしいの
とみすぼらしいの
で、遊びで作った
で、遊びで作った
シールを貼ってみ
シールを貼ってみ
たが、なかなか…
たが、なかなか…
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EcuFlash
EcuFlash を起動、無事に読込完了。
を起動、無事に読込完了。

運転席のアクセルペダルの
運転席のアクセルペダルの
上部にある、グリーンと黒の
上部にある、グリーンと黒の
コネクター、それぞれオスと
コネクター、それぞれオスと
メス一対づつ４つのコネクタ
メス一対づつ４つのコネクタ
ーを探
して、
ーを探
して、
「読込
書込
「読込
書込
スイ
ッチ」
スイ
ッチ」
を繋
ぐ。
を繋
ぐ。

次に
次に Enginuity
Enginuity を起動
を起動、
、
ここをクリックして、
ここをクリックして、
EcuFlash
EcuFlash で保存した
で保存した
ファイルを指定し、
ファイルを指定し、
ECU
ECU データを開く
データを開く

マジックテープで固定
マジックテープで固定
繋いだところ
繋いだところ
手始めにスピードリミッターの
手始めにスピードリミッターの
解除を試みる。
解除を試みる。

ECU
ECU データの内容の確認作業を実行。
データの内容の確認作業を実行。

小物入れの中に
小物入れの中に
その付近から、白っぽい
その付近から、白っぽい
セット
セット
６ピンのコネクターを探し、
６ピンのコネクターを探し、
付属の
「６Ｐコネ
付属の
「６Ｐコネ
クター」
クター」
を取り付
を取り付
ける。
ける。

Rom
Rom Imfoの中から「Internal
Imfoの中から「Internal ID
ID:」と「Flash
:」と「Flash Method:」の項目を確認。
Method:」の項目を確認。
Internal
Internal ID
ID :: A4TJ121S
A4TJ121S
Flash
Flash Method:
Method: wrx02
wrx02

この
この EcuFlash
EcuFlash のRomデータの記載内容と
のRomデータの記載内容と
一致していることをチェック、ＯＫ
一致していることをチェック、ＯＫ

これで配線作業完了
これで配線作業完了

２００７年１１月１８日
２００７年１１月１８日 いよいよ、本日は
いよいよ、本日は RARA-R
R の純正
の純正 ECU
ECU 書換にトライする日だ。少し肌寒いが、天気も良くて作業にはうってつけの日になった。近所のホームセンターで、
書換にトライする日だ。少し肌寒いが、天気も良くて作業にはうってつけの日になった。近所のホームセンターで、
マジックテープを購入し、さっそく作業に取り掛かった。まずはセットに付属の「読込書込スイッチ」の取付だ。ダッシュボード裏のコネクターもすぐに見つかり、容易に取付完了。
マジックテープを購入し、さっそく作業に取り掛かった。まずはセットに付属の「読込書込スイッチ」の取付だ。ダッシュボード裏のコネクターもすぐに見つかり、容易に取付完了。
次に「車両接続用ケーブル」(
「No
次に「車両接続用ケーブル」(tactrix
tactrix 製)を、運転席足元にある診断用ポートに差し、ノートパソコンを接続する。
製)を、運転席足元にある診断用ポートに差し、ノートパソコンを接続する。EcuFlash
EcuFlash を起動するが
を起動するが、
、
「No Vehicle
Vehicle Interface」が表示され、再
Interface」が表示され、再
セットして何とか「OpenPort～」に漕ぎつけた。その後、ECUデータの読込・保存も無事終了し、Enginuityを起動して保存したECUデータを取り込む。さあ、データ編集の開始だ。
セットして何とか「OpenPort～」に漕ぎつけた。その後、ECUデータの読込・保存も無事終了し、Enginuityを起動して保存したECUデータを取り込む。さあ、データ編集の開始だ。
さしあたってスピードリミッターのカットに取り組む。するとさすがRA-R、リミッター作動速度はノーマルで230㎞である。しかし、カットが目的なので
「On
「Off
さしあたってスピードリミッターのカットに取り組む。するとさすがRA-R、リミッター作動速度はノーマルで230㎞である。しかし、カットが目的なので、
、
「On Above
Above」
」
「Off Below」両
Below」両
方に「255」を設定した。これで、リミッターカット完了。続いてレブリミッターも200rpm嵩上げしてやった。今回の設定変更は、この２点に留め後はデータの閲覧だけで終了とした。
方に「255」を設定した。これで、リミッターカット完了。続いてレブリミッターも200rpm嵩上げしてやった。今回の設定変更は、この２点に留め後はデータの閲覧だけで終了とした。
Speed
Speed Limiting
Limiting (Fuei
(Fuei Cut)
Cut)

車両接続用ケーブルをセットし、
車両接続用ケーブルをセットし、
EcuFlash
EcuFlash を起動。
を起動。PC
PC 画面右下に、
画面右下に、
「OpenPort～」と表示されるのを
「OpenPort～」と表示されるのを
確認して、これから
確認して、これから ECU
ECU の
の
データを読み込むところ。
データを読み込むところ。

Rev
Rev Limit
Limit

Intercooler
Intercooler Autowash
Autowash Threshold
Threshold
(Engine
(Engine Speed)
Speed)

Radiator
Radiator Fan
Fan Modes
Modes (Coolant
(Coolant Temp)
Temp)
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Intake
Intake Cam
Cam Advance
Advance Angle
Angle ((AVCS
AVCS))

２００７年１１月１８日
２００７年１１月１８日

ECU
ECU データの閲覧で一番楽しみにしていたのが
データの閲覧で一番楽しみにしていたのが、
、この可変バルブタイミング(
この可変バルブタイミング(AVCS
AVCS)の三次元グラフだ
)の三次元グラフだ。
。それにしても迫力のある
それにしても迫力のある RARA-R
R のグラフ映像だ
のグラフ映像だ。
。
今後の書換作業がますます楽しみである。後、インタークーラーウォータースプレーとラジエターファンの動作設定はそのままにして、閲覧だけで終わった。
今後の書換作業がますます楽しみである。後、インタークーラーウォータースプレーとラジエターファンの動作設定はそのままにして、閲覧だけで終わった。
いよいよ最終作業の
いよいよ最終作業の ECU
ECU データの書き込みである。やはりこれが一番緊張した。書き込みテストを実行する際に、何度トライしてもエラーメッセージが出てしまう。イグニッショ
データの書き込みである。やはりこれが一番緊張した。書き込みテストを実行する際に、何度トライしてもエラーメッセージが出てしまう。イグニッショ
ンキーをＯＮにした後、１秒以内にパソコン画面にある、書込のメッセージボックスの「ＯＫ」ボタンをクリックするタイミングが悪いのだと思いこみ、その後、何度かエラーを繰り
ンキーをＯＮにした後、１秒以内にパソコン画面にある、書込のメッセージボックスの「ＯＫ」ボタンをクリックするタイミングが悪いのだと思いこみ、その後、何度かエラーを繰り
返してから、どうも何かがおかしいと思ったら、案の定「読込書込スイッチ」を「ＯＮ」にするのを、すっかりわすれていたことに気が付いた。やはり緊張していたんだなー。その後、
返してから、どうも何かがおかしいと思ったら、案の定「読込書込スイッチ」を「ＯＮ」にするのを、すっかりわすれていたことに気が付いた。やはり緊張していたんだなー。その後、
「読込書込スイッチ」を「ＯＮ」にしたら、一発で成功。本番の書込も１回で完了。これは本当によいリハーサルになったと思う。それにしてもエキサイティングな体験だった。
「読込書込スイッチ」を「ＯＮ」にしたら、一発で成功。本番の書込も１回で完了。これは本当によいリハーサルになったと思う。それにしてもエキサイティングな体験だった。
書込のメッセージボックス
書込のメッセージボックス

書込テスト用マーク
書込テスト用マーク
実際の書込用マーク
実際の書込用マーク
Successfully～のメッセージ
Successfully～のメッセージ
(テスト)
(テスト)

Successfully～のメッセージ
Successfully～のメッセージ
(本番)
(本番)

このように再度
このように再度 EcuFlash
EcuFlash を起動して、
を起動して、Enginuity
Enginuity で編集
で編集
したデータを取り込んでから、純正
したデータを取り込んでから、純正 ECU
ECU に書き込む。
に書き込む。
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ECU
ECU 編集ソフト
編集ソフト
Enginuity
Enginuity の機能
の機能
3D
3D 表示の全ての
表示の全ての
データを掲載
データを掲載
この画像の背景は
この画像の背景は
Enginuity
Enginuity のオリジナル
のオリジナル
だが、大澤さん制作の
だが、大澤さん制作の
CD-ROM
CD-ROM に白色背景の
に白色背景の
プログラムがあったの
プログラムがあったの
で、それを使用した。
で、それを使用した。

Taget
Taget Boost
Boost ((MT
MT))

Timing
Timing
Compensation
Compensation
Per
Per Cylinder
Cylinder D
D

Timing
Timing Advance
Advance
(Maximum)
(Maximum)

Base
Base Timing
Timing
Open
Open Loop
Loop
Fueling
Fueling
(Failsafe)
(Failsafe)

Open
Open Loop
Loop Fueling
Fueling
(Primary)
(Primary)

Engine
Engine
Compensation
Compensation
Load
Load (MP)
(MP)
このデータが全てEnginuity
このデータが全てEnginuity
で書換可能なのだ。当然なが
で書換可能なのだ。当然なが
ら、たいした知識もない私に
ら、たいした知識もない私に
そんなこと出来る訳はないが
そんなこと出来る訳はないが
何か楽しいではないか。
何か楽しいではないか。

Initial
Initial Wastegate
Wastegate Duty
Duty

Intake
Intake Cam
Cam Advance
Advance
Angle
Angle (AVCS)
(AVCS)
Max
Max Wastegate
Wastegate Duty
Duty

こに掲載した画像は、もちろん全て
こに掲載した画像は、もちろん全て
私の愛車
私の愛車 RARA-R
Rの
の ECU
ECU から
から EcuFlash
EcuFlash
で読み取ったデータである。当然なが
で読み取ったデータである。当然なが
らデータの一部に過ぎないのだが
らデータの一部に過ぎないのだが、
、3D
3D
画像が綺麗だったので掲載してみた。
画像が綺麗だったので掲載してみた。
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２００７年１２月２日
２００７年１２月２日 本日２回目の純正
本日２回目の純正 ECU
ECU の書換を実施した。この日も前回同様朝から良い天気で、久しぶりに洗車を行った後、早速作業に取り掛かった。運転席を後ろいっぱ
の書換を実施した。この日も前回同様朝から良い天気で、久しぶりに洗車を行った後、早速作業に取り掛かった。運転席を後ろいっぱ

いに下げて、座面に
いに下げて、座面に PC
PC が水平になるように、トランクに入れてあるツールボックスを大小２個重ねて置き、その上に
が水平になるように、トランクに入れてあるツールボックスを大小２個重ねて置き、その上に PC
PC をセットし、車外のコードリールから電源を取って作業開始。
をセットし、車外のコードリールから電源を取って作業開始。
まず、
まず、PC
PC を立ち上げて
を立ち上げて EcuFlash
EcuFlash を起動。次に車両接続用ケーブルの
を起動。次に車両接続用ケーブルの USB
USB 側のプラグを
側のプラグを PC
PC の後ろのポートに差し込んで、
の後ろのポートに差し込んで、①
ドライバーの起動を EcuFlash
EcuFlash の画面右下に確認してから、
の画面右下に確認してから、
①ドライバーの起動を
②
ステアリングコラムの下側にある③
ECU 診断用ポートに、
診断用ポートに、④
接続用ケーブルのもう一方のプラグを差し込みセッティングは完了。つづいて EcuFlash
EcuFlash 画面の左上
画面の左上⑤
読込のアイコン
② ステアリングコラムの下側にある
③ ECU
④ 接続用ケーブルのもう一方のプラグを差し込みセッティングは完了。つづいて
⑤ 読込のアイコン
をクリックすると、
をクリックすると、⑥
のボックスが現れるので、一番下の車種を選んで⑦
のボックスを表示させて、読込準備が整った。次は⑧
の読込書込スイッチを ON
ON にして、いよいよ読込だ。
にして、いよいよ読込だ。
⑥ のボックスが現れるので、一番下の車種を選んで
⑦ のボックスを表示させて、読込準備が整った。次は
⑧ の読込書込スイッチを

①
①

②
②

③
③

③
③

④
④

まずはイグニッションにキーを差し込み、
まずはイグニッションにキーを差し込み、⑦
の画面のメールボックスの OK
OK の上にカーソルを置いておく(これは素早くクリックするため)。次に、イグニッションキーを
の上にカーソルを置いておく(これは素早くクリックするため)。次に、イグニッションキーを ON
ON の位置ま
の位置ま
⑦ の画面のメールボックスの
で回して(スターターを回さないように注意)、１秒以内に
で回して(スターターを回さないように注意)、１秒以内に PC
PC 画面の
画面の OK
OK をクリックする。以上の操作が確実に行われると読込作業が実行される。
をクリックする。以上の操作が確実に行われると読込作業が実行される。⑨
はデータ読込実行中の PC
PC 画面。
画面。
⑨ はデータ読込実行中の
ここまでの操作は１回目で既に経験済みだが、やはり緊張する。データの読込実行中に、もしも電源が落ちたらと考えると、ゾッとしてしまう。動作が完了するまでは油断できない。
ここまでの操作は１回目で既に経験済みだが、やはり緊張する。データの読込実行中に、もしも電源が落ちたらと考えると、ゾッとしてしまう。動作が完了するまでは油断できない。
読込が全て完了したら
読込が全て完了したら⑩
、完了を知らせるメールボックスが表示される。しかし、慌てずにまずイグニッションキーを OFF
OFF にし、つづいて読込書込スイッチも
にし、つづいて読込書込スイッチも OFF
OFF にしてから、メー
にしてから、メー
⑩、完了を知らせるメールボックスが表示される。しかし、慌てずにまずイグニッションキーを
ルボックスの
ルボックスの OK
OK ボタンをクリックして終了する。この
ボタンをクリックして終了する。この ECU
ECU のデータは１回目に書込したデータ２なので、それと基本的に変わらないはずだが、一応データ４として保存しておく。
のデータは１回目に書込したデータ２なので、それと基本的に変わらないはずだが、一応データ４として保存しておく。

⑤
⑤

⑥
⑥

⑦
⑦

⑧
⑧

⑨
⑨

次にあらかじめ
次にあらかじめ Enginuity
Enginuity で編集、作成し保存しておいた、データ３を
で編集、作成し保存しておいた、データ３を EcuFlash
EcuFlash に読み込んで、純正
に読み込んで、純正 ECU
ECU に書き込むのだが、このデータ３は自己学習機能をフルに活用できるように、
に書き込むのだが、このデータ３は自己学習機能をフルに活用できるように、
IMPREZA-NET
IMPREZA-NETの大澤さん提供のデータをもとに、Knock項のAdvance
の大澤さん提供のデータをもとに、Knock項のAdvance Multiplier(Initial)の値を
Multiplier(Initial)の値を「「８
８」」から
から「「１５
１５」」に、Closed
に、Closed Loop項のClosed
Loop項のClosed Loop
Loop RPMの値を
RPMの値を「「3,100～3,200rpm
3,100～3,200rpm」」から
から「「2,700～
2,700～
2,800rpm
「「Fuel
2,800rpm」」に、Closed
に、Closed Loop
Loop Throttle
Throttle Maximum(MT)の値も純正値の約半分程度の数値に設定変更し
Maximum(MT)の値も純正値の約半分程度の数値に設定変更し、
、
Fuel」」項の
項の「「Throttle
Throttle Tip-in
Tip-in Enrichment
Enrichment」」の値をスロットル開度4.7%～40.0%まで16段階の
の値をスロットル開度4.7%～40.0%まで16段階の
Enrichment
Enrichment Valueを一律プラス32ポイントとし、28.2%時だけさらに32ポイント余分に上乗せした数値に変更した。さらにラジエターファンの動作設定も純正の値より低めにセットした。
Valueを一律プラス32ポイントとし、28.2%時だけさらに32ポイント余分に上乗せした数値に変更した。さらにラジエターファンの動作設定も純正の値より低めにセットした。

⑩
⑩

データ３を
書込ボタンをクリックする。
データ３を EcuFlash
EcuFlash に読み込む。
に読み込む。 書込ボタンをクリックする。

読込書込スイッチを
読込書込スイッチを ON
ON に、イグニッション
に、イグニッション ON
ON で
で OK
OK ボタンをクリック
ボタンをクリック!!

書込スタンバイのメールボックス
書込スタンバイのメールボックス

書込完了のメールボックス
書込完了のメールボックス

SUBARU Impreza
WRX STI spec C type RA-R
Impreza WRX

２００７年１２月２日
純正 ECU
ECU の書換が終了した後、
の書換が終了した後、ECU
ECU に学習させる必要があるので、慣らし運転がてら職場まで走らせた。実際に走行してフィーリングをチェックしたが、ま
に学習させる必要があるので、慣らし運転がてら職場まで走らせた。実際に走行してフィーリングをチェックしたが、ま
２００７年１２月２日 純正
だ書換のデータに馴染んでいないのか、大きな変化は感じられなかった。２日後に判明するのだが、実は下のパソコン画面を写真に収めていた時に、データ３が２種類あることに気が付い
だ書換のデータに馴染んでいないのか、大きな変化は感じられなかった。２日後に判明するのだが、実は下のパソコン画面を写真に収めていた時に、データ３が２種類あることに気が付い
た。どういうことかというと、下の左側に掲載した
た。どういうことかというと、下の左側に掲載した Closed
Closed Loop
Loop 項目の
項目の Closed
Closed Loop
Loop Throttle
Throttle Maximum(MT)
Maximum(MT)のマップ数値と、
のマップ数値と、Misc
Misc 項目の
項目の Radiator
Radiator Fan
Fan Modes(Coolant
Modes(Coolant Temp)
Temp)のマップ数値
のマップ数値
が書換てあるものと、純正の数値ままのものと２通りのデータ３が存在したのだ。他の項目の変更値は同じなのだが、後から変更したこの２項目は、どうも一カ所にしか上書きしなかった
が書換てあるものと、純正の数値ままのものと２通りのデータ３が存在したのだ。他の項目の変更値は同じなのだが、後から変更したこの２項目は、どうも一カ所にしか上書きしなかった
らしい。そこで懸念が浮かんだ。そう、書換を行った際、どちらのデータ３を使用したかということだ。どちらを使用したか判別するために、また後日
らしい。そこで懸念が浮かんだ。そう、書換を行った際、どちらのデータ３を使用したかということだ。どちらを使用したか判別するために、また後日 ECU
ECU の読込をして、そのデータを
の読込をして、そのデータを
確認する必要がある。また、その際、データ３が２つあると今後もややこしくなるで、結局パソコン本体の
確認する必要がある。また、その際、データ３が２つあると今後もややこしくなるで、結局パソコン本体の HDD
HDD への保存は一カ所にし、バックアップは
への保存は一カ所にし、バックアップは USB
USB メモリーだけにした。
メモリーだけにした。
Advance
Advance Multiplier
Multiplier (Initial)
(Initial)

Throttle
Throttle Tip-in
Tip-in Enrichmet
Enrichmet

私の務めている鈴鹿市立創徳中学校の正門前
私の務めている鈴鹿市立創徳中学校の正門前

二度手間にはなるが、
二度手間にはなるが、ECU
ECU 書換作業のエクササイズになるし、
書換作業のエクササイズになるし、Closed
Closed Loop
Loop 項目の学習機能がどう働いているかチェックすることもできると思う。また、どちらの内容のデータ３に書換
項目の学習機能がどう働いているかチェックすることもできると思う。また、どちらの内容のデータ３に書換
られていても問題はないと思うが、いずれにしても早くチェックしないと始まらない。それにしても、
られていても問題はないと思うが、いずれにしても早くチェックしないと始まらない。それにしても、Closed
Closed Loop
Loop 項目の
項目の Closed
Closed Loop
Loop Throttle
Throttle Maximum(MT)
Maximum(MT)のマップ数値の変更はけっこ
のマップ数値の変更はけっこ
う効くようなので、必ず書き換えたいと思う。その他の３項目についても、書換の確認をわすれないようにしたい。
う効くようなので、必ず書き換えたいと思う。その他の３項目についても、書換の確認をわすれないようにしたい。Knock
Knock 項目の
項目の Advance
Advance Multiplier(Initial)
Multiplier(Initial)の規定値「８」を「１５」に書換
の規定値「８」を「１５」に書換
ることで
ることで、
、進角補正も大きくなり点火時期マップの補正値どおり働き
進角補正も大きくなり点火時期マップの補正値どおり働き、
、パワーアップが期待できそうだ
パワーアップが期待できそうだ。
。Closed
Closed Loop
Loop 項目の
項目の Closed
Closed Loop
Loop RPM
RPM の数値を
の数値を 3,100rpm
3,100rpm ～
～ 3,200rpm
3,200rpm から
から 2,700rpm
2,700rpm
～
～ 2,800rpm
2,800rpm に書換ることによって、より低回転域からパワーを出しやすいセッティングになるそうだ。さらに
に書換ることによって、より低回転域からパワーを出しやすいセッティングになるそうだ。さらに Closed
Closed Loop
Loop 項目をいじったら、一緒に変更しておくと効果的なのが
項目をいじったら、一緒に変更しておくと効果的なのが Fuel
Fuel 項
項
目の
目の Throttle
Throttle Tip-in
Tip-in Enrichmet
Enrichmet だそうで
だそうで、
、アクセル開度に合わせて燃料を増量するためのマップだが
アクセル開度に合わせて燃料を増量するためのマップだが、
、この数値もアクセル開度
この数値もアクセル開度 4.2%
4.2%～
～ 40.0%
40.0%までの
までの 16
16 段階全て
段階全て 32
32 ボイント上乗せしてある
ボイント上乗せしてある。
。
Closed
Closed Loop
Loop Throttle
Throttle Maximum
Maximum (MT)
(MT)

Radiator
Radiator Fan
Fan Modes
Modes (Coolant
(Coolant Temp)
Temp)

Closed
Closed Loop
Loop RPM
RPM

SUBARU Impreza
WRX STI spec C type RA-R
Impreza WRX
常に私の傍らで働い
常に私の傍らで働い
てくれているＰＣたち。
てくれているＰＣたち。
左は、かれこれ十数年
左は、かれこれ十数年
愛用している
、NEC
愛用している、
NEC の
の
LaVie
LaVieNX
NX。ＯＳは標準
。ＯＳは標準
の
の Me
Me を、
を、2000Pro
2000Pro に
に
載せ替えてからは、本
載せ替えてからは、本
当によく動いてくれる。
当によく動いてくれる。
この一太郎を使った
この一太郎を使った
アルバム作成も本機で
アルバム作成も本機で
行っているが、全く不
行っているが、全く不
自由はない。
自由はない。
右は愛車の純正
右は愛車の純正 ECU
ECU
の書換専用に中古で手
の書換専用に中古で手
に入れた
に入れた Dynabook
Dynabook。
。
XP
XPPro
Pro 搭載で、既に愛
搭載で、既に愛
車のチューニングには
車のチューニングには
無くては成らない大切
無くては成らない大切
なツールになっている。
なツールになっている。

２００７年１２月８日
２００７年１２月８日
前回の
前回の ECU
ECU 書換の際、懸念
書換の際、懸念
されていた、データ３のチェ
されていた、データ３のチェ
ックを実施した。午前中のイ
ックを実施した。午前中のイ
ンフルエンザの予防接種と買
ンフルエンザの予防接種と買
い物から戻った後、さっそく
い物から戻った後、さっそく
愛車の
愛車の ECU
ECU のデータを読み
のデータを読み
込んでデータ５としてＰＣに
込んでデータ５としてＰＣに
保存し、それを一旦部屋へ持
保存し、それを一旦部屋へ持
ち帰った
ち帰った。
。昼食を摂ってから
昼食を摂ってから、
、
Enginuity
Enginuity を立ち上げて、デー
を立ち上げて、デー
タ５と比較のためにデータ３
タ５と比較のためにデータ３
を読み込んで入念にチェック
を読み込んで入念にチェック
したところ、２つのデータは
したところ、２つのデータは
、全く同じ内容であることが
、全く同じ内容であることが

判明した。ということは、
判明した。ということは、
前回書込に使用したデータ
前回書込に使用したデータ
３は、内容の異なった２つ
３は、内容の異なった２つ
のデータ３の内、最新の編
のデータ３の内、最新の編
集内容の方を、運良く選択
集内容の方を、運良く選択
していた訳である。とりあ
していた訳である。とりあ
えずこれで一安心という訳
えずこれで一安心という訳
だ。するとやはりこの一週
だ。するとやはりこの一週
間の間に愛車のアクセルの
間の間に愛車のアクセルの
つきがかなり良くなってき
つきがかなり良くなってき
たのは、単に気のせいでは
たのは、単に気のせいでは
なかったのだ。
なかったのだ。
どうやらエンジンのポテ
どうやらエンジンのポテ
ンシャルは、確実に上がっ
ンシャルは、確実に上がっ
てきているようだ。
てきているようだ。

右の
右の Enginuity
Enginuity の
の
デー
タ マッ
プは
デ ータ
マ ップ
は
今回
実 際に
チェ
今 回実
際 にチ
ェ
ック
し た３
つの
ッ クし
た ３つ
の
項目
で ある
。確
項 目で
あ る。
確
かに
３ 項目
とも
か に３
項 目と
も
純正
の 数値
では
純 正の
数 値で
は
ない
。 これ
で、
な い。
こ れで
、
安心
し て次
のス
安 心し
て 次の
ス
テッ
プ に移
行で
テ ップ
に 移行
で
ECU
ECU データ保存専用の
データ保存専用の USB
USB メモリー
メモリー きる は ずだ 。こ
き るは ず だ。 こ
の次
は 、タ
ーボ
の 次は
、 ター
ボ
のア
ク チュ
エー
の アク
チ ュエ
ー
ターとブースト
ターとブースト
ソレ
ノ イド
を強
ソ レノ
イ ドを
強
化す
る 予定
。そ
化 する
予 定。
そ
れに伴う
れに伴う ECU
ECU の
の
セッ
テ ィン
グだ
セ ッテ
ィ ング
だ
が、
こ れは
そう
が 、こ
れ はそ
う
簡単
に はい
かな
簡 単に
は いか
な
いだろうなぁー
いだろうなぁー。
。
ユニークな形が気に入った。
2GB
ユニークな形が気に入った。2GB
もうひとつ、今日は衝動買いをしてしまった。この粋なマガジンラックである。
もうひとつ、今日は衝動買いをしてしまった。この粋なマガジンラックである。
帰ってさっそく雑誌を整理していたら、この雑誌が目に入ったので、トップに飾っ
帰ってさっそく雑誌を整理していたら、この雑誌が目に入ったので、トップに飾っ
てみた。そういえば、先日本屋で見つけたものだ。追悼
てみた。そういえば、先日本屋で見つけたものだ。追悼 CoLin
CoLin McRae
McRae"ミスター・
"ミスター・
インプレッサの生涯"と謳ってある。確か９月１５日だった。
インプレッサの生涯"と謳ってある。確か９月１５日だった。TV
TV のニュースか何か
のニュースか何か
で突然その悲しい知らせを聞いた。思い返せば
で突然その悲しい知らせを聞いた。思い返せば CoLin
CoLin McRae
McRae と
と SUBARU
SUBARU との出会
との出会
いは運命的だった。
いは運命的だった。SUBARU
SUBARU は
は CoLin
CoLin の才能を磨き、
の才能を磨き、CoLin
CoLin は
は SUBARU
SUBARU の
の WRC
WRC
での活躍を演出した
での活躍を演出した。
。CoLin
CoLin は
は SUBARU
SUBARU あっての
あっての CoLin
CoLin だった
だった。
。SUBARU
SUBARU もまた
もまた、
、
CoLin
CoLin あっての
あっての SUBARU
SUBARU だった
だった。
。1993
1993 年のニュージランドでの
年のニュージランドでの SUBARU
SUBARU LEGACY
LEGACY
の
の WRC
WRC 初優勝。
初優勝。1995
1995 年のチャンピオンシップ・ダブルタイトル獲得とその後の３
年のチャンピオンシップ・ダブルタイトル獲得とその後の３
年連続マニュファクチァラーズタイトル獲得は、まるで自分事のようにうれしかっ
年連続マニュファクチァラーズタイトル獲得は、まるで自分事のようにうれしかっ
た
た。
。確かに
確かに SUBARU
SUBARU ファンとしたら
ファンとしたら、
、だれがドライブしようと(アレン
だれがドライブしようと(アレン、
、バタネン
バタネン、
、
サインツ、マキネン)関係なくうれしいのだが、やはり
サインツ、マキネン)関係なくうれしいのだが、やはり CoLin
CoLin のドライビングによ
のドライビングによ
るタイトル奪取には、何か特別の感慨があったのは事実だ。私にとってのそれは、
るタイトル奪取には、何か特別の感慨があったのは事実だ。私にとってのそれは、
当にヒーロー像だったに違いない
当にヒーロー像だったに違いない。
。永遠の蒼き戦士
永遠の蒼き戦士 CoLin
CoLin McRae
McRae よ安らかに眠れ
よ安らかに眠れ。
。

SUBARU Impreza
WRX STI spec C type RA-R
Impreza WRX

２００７年１２月３０日
Target Boost(MT)
Boost(MT)
２００７年１２月３０日 Target
この日は
この日は、ソレノイドバル
、ソレノイドバル
ブを
ブを 33 port
port bboost
oost solenoid
solenoid に
に
換装した
換装したら
ら、
、ECU
ECU の
のセッティ
セッティ
ングも書き換えなけれ
ングも書き換えなければと、
ばと、
事前に
事前に IMP
IMPR
REZA-NET
EZA-NET のデー
のデー
タを参考に
タを参考に作
作成してお
成しておい
いた、
た、
read
read image
image 44.hex
.hex の
の書込も実
書込も実
行した。以
行した。以下
下が、その
が、その read
read
image
image 4.hex
4.hex の
のデータ
データである。
である。

Open
Open Loop
Loop Fueling
Fueling

ここに掲載した６項目
ここに掲載した６項目
の
の 3D
3D マップは、いず
マップは、いず
れも書き換えたものだ
れも書き換えたものだ
が、ちなみに画面の大
が、ちなみに画面の大
きい方が書換後で、小
きい方が書換後で、小
さい方が以前のマップ
さい方が以前のマップ
である。
である。
Per
Per Gear
Gear Boost
Boost Compensation(MT)
Compensation(MT)

Initial
Initial Wastegate
Wastegate Duty
Duty

Base
Base Timing
Timing

Max
Max Wastegate
Wastegate Duty
Duty

Intake
Intake Cam
Cam Advance
Advance Angle(AVCS)
Angle(AVCS)

ECU
ECU 書換後のインプレッシ
書換後のインプレッシ
ョンは、どうも低回転域のア
ョンは、どうも低回転域のア
クセルのつきはよくなったも
クセルのつきはよくなったも
のの、ブーストの立ち上がり
のの、ブーストの立ち上がり
には、もたつきがある。何が
には、もたつきがある。何が
原因かは、わからないが、ど
原因かは、わからないが、ど
うも
うも 33 port
port boost
boost solenoid
solenoid の
の
バキュームホース接続の際に、純正のオリフィスをなくして、
バキュームホース接続の際に、純正のオリフィスをなくして、
オリフィス無しのまま装着したのが、原因のような気がして
オリフィス無しのまま装着したのが、原因のような気がして
ならない…。しかし、ディーラーは１月５日
ならない…。しかし、ディーラーは１月５日からしか営業し
からしか営業し
ないし、しばらくは
ないし、しばらくはこのまま様子を見るしかない。
このまま様子を見るしかない。

Boost
Boost Limit(Fuel
Limit(Fuel Cut)
Cut)

残念ながら画像が小
残念ながら画像が小
さすぎて、数値などは
さすぎて、数値などは
殆ど読み取れないが、
殆ど読み取れないが、
3D
3D マップは見比べる
マップは見比べる
と、変更点などのイメ
と、変更点などのイメ
ージが大体掴めるはず
ージが大体掴めるはず
である。
である。

純正のオリフィスが手に入った
純正のオリフィスが手に入った
ら、とりあえず装着してみて、
ら、とりあえず装着してみて、
フィーリングチェックだ。また
フィーリングチェックだ。また
LoggingECU
LoggingECU に早くトライだ
に早くトライだ！
！

右に掲載した４項目と
右に掲載した４項目と
併せて、全部で10項目
併せて、全部で10項目
のデータを変更してい
のデータを変更してい
る。尚
る。尚 Closed
Closed Loop
Loop
RPM
RPM の数値は以前に
の数値は以前に
も書換たが、さらに下
も書換たが、さらに下
Closed Loop RPM
の回転域からデータが
の回転域からデータが Closed Loop RPM
実行出来るようにした
実行出来るようにした

Per
Per Gear
Gear Wastegate
Wastegate Compensation(MT)
Compensation(MT)

SUBARU Impreza
WRX STI spec C type RA-R
Impreza WRX

２００８年６月２１日
２００８年６月２１日 久々に純正
久々に純正ECU
ECU書き換えを実行した。長らく愛用してきたノートパ
書き換えを実行した。長らく愛用してきたノートパ
ソコン、
ソコン、NEC
NEC LaVie
LaVie NX
NXの液晶画面がインバータの不良で使用不能になったため、遂に買い換え
の液晶画面がインバータの不良で使用不能になったため、遂に買い換え
をすることになった。購入したのは
をすることになった。購入したのはTOSHIBA
TOSHIBA dynabook
dynabookの法人向けノートで定評のある
の法人向けノートで定評のある Satellite
Satellite
K21
K21 だ。ありがたいことに
だ。ありがたいことにVista
Vista版ではなく
版ではなくXP
XPプロがプレインストールのモデルである。
プロがプレインストールのモデルである。
さすがに法人向けということで飾り気など一切なし、質実剛
Base
さすがに法人向けということで飾り気など一切なし、質実剛
Base Timing
Timing
健な作りである。中身は
健な作りである。中身はCPU
CPUが
がintel
intel Core
Core 22のギガスペック
のギガスペック
で最大
で最大44ギガまで増設可能、
ギガまで増設可能、HDD
HDDのメモリーは
のメモリーは80
80ギガあり十
ギガあり十
分な容量である。ただ、これまで使用していたテーブルの天
分な容量である。ただ、これまで使用していたテーブルの天
板の幅が足りなかったので、ピッタリサイズの天板を新たに
板の幅が足りなかったので、ピッタリサイズの天板を新たに
制作した。流石はギガスペック、処理速度は申し分ない。
制作した。流石はギガスペック、処理速度は申し分ない。XP
XP
プロ搭載なので、早速
Wastgate
プロ搭載なので、早速
Wastgate Duty
Duty
Enginuity
Enginuityと
とECUflash
ECUflash、
、
ECU
ECUログ
ログview
viewなどのソフ
などのソフ
トをインストールした上
トをインストールした上
に、懸案だっ
に、懸案だっOpenECU
OpenECU
Timing
Timing Advance
Advance (Maximum)
(Maximum)
サイトのログインが可能
サイトのログインが可能
になったので、念願だったインターナル
になったので、念願だったインターナルID
ID、
、A4TJ121C
A4TJ121Cの
のECU
ECU Data
Dataのダウンロードにも成功した。これでいよいよ
のダウンロードにも成功した。これでいよいよ
IMPREZA-NET
【第７話
・実際の編集例を完璧にコピーすることが出来る。何
IMPREZA-NET掲載の究極セッティング術【第６話
掲載の究極セッティング術【第６話】
】
【第７話】
】
・実際の編集例を完璧にコピーすることが出来る。何
しろ大澤さん曰く、日本では
しろ大澤さん曰く、日本ではECU
ECU書き換えチューニングの第一人者と言われる方のセッティングがそっくり手に入
書き換えチューニングの第一人者と言われる方のセッティングがそっくり手に入
るのだから、こんな楽しくエキサイティングなことはない。しかもそれがそのまま我が愛車の
るのだから、こんな楽しくエキサイティングなことはない。しかもそれがそのまま我が愛車のECU
ECU Data
Dataに換わるの
に換わるの
だからたまらない。しかし手放しで喜んでもいられそうにないぞ！ここに掲載したマップは全てマニュアル通りの
だからたまらない。しかし手放しで喜んでもいられそうにないぞ！ここに掲載したマップは全てマニュアル通りの
数値に書き換えたものだが、左下の
数値に書き換えたものだが、左下のTarget
Target Boost
Boostや
やWastgate
Wastgate Duty
Dutyのマップだけ見ても、
のマップだけ見ても、Original
Original Stock
Stockのマップに
のマップに
比べてかなり嵩上げされた数値が並んでいる。実際にこの数値に書き換えたら相当
比べてかなり嵩上げされた数値が並んでいる。実際にこの数値に書き換えたら相当Boost
Boostが上がるだろうことは容易
が上がるだろうことは容易
に想像がつく。はたしてそんな
に想像がつく。はたしてそんなBoost
Boost Up
Upにエンジンは耐えられるだろうか、と、書き換え作業をしながら何だか心
にエンジンは耐えられるだろうか、と、書き換え作業をしながら何だか心
Intake
Intake Cam
Cam Advance
Advance Angle
Angle (AVCS))
(AVCS))
配になってきた。しかし一方で、ここに掲載の書き換えマップはほんの一部分で、他にさらに多くの項目に渡って
配になってきた。しかし一方で、ここに掲載の書き換えマップはほんの一部分で、他にさらに多くの項目に渡って
数値が書き換えられ見直されている。仮にもチューニングの第一人者と言われる方のセッティングなのだから、フ
数値が書き換えられ見直されている。仮にもチューニングの第一人者と言われる方のセッティングなのだから、フ
Primary
ィーリングやバランスなど、チューニングをトータルな面から考えて作成された
Target
Primary Open
Open Loop
Loop Fueling
Fueling
ィーリングやバランスなど、チューニングをトータルな面から考えて作成された
Target Boost
Boost
マップなのだから、エンジンを壊すようなことはないだろうとも思った。
マップなのだから、エンジンを壊すようなことはないだろうとも思った。
ただし大澤さんもＨＰで述べているように、これはあくまでも「こんなふ
ただし大澤さんもＨＰで述べているように、これはあくまでも「こんなふ
うにいじるとよいかも」という感じの「いじり方の一例」として参考にして
うにいじるとよいかも」という感じの「いじり方の一例」として参考にして
ほしいと言っている。またそのまま同じ
ほしいと言っている。またそのまま同じData
Dataを書き入れずに、少しずつ数値
を書き入れずに、少しずつ数値
を換えて試しながら慎重に行えとも言っているので、取りあえず書き換えて
を換えて試しながら慎重に行えとも言っているので、取りあえず書き換えて
みて、後は現車の様子を見ながら、少しづつ数値を換えて試しながら、慎重
みて、後は現車の様子を見ながら、少しづつ数値を換えて試しながら、慎重
にセッティングしていこうと考えている。その為にも
にセッティングしていこうと考えている。その為にもData
Data Logging
Loggingは絶対に
は絶対に
欠かせない作業だし、今後はその
欠かせない作業だし、今後はそのData
Dataの解析も重要な鍵になるだろう。
の解析も重要な鍵になるだろう。

SUBARU Impreza
WRX STI spec C type RA-R
Impreza WRX
書き込み開始
書き込み開始

read
read image
image 77を
をECU
ECU flash
flashで
で
読み込む。
読み込む。

書き込みマークをクリック。
書き込みマークをクリック。

読込書込スイッチをＯＮに
読込書込スイッチをＯＮに

イグニッションスイッチをＯＮにして
イグニッションスイッチをＯＮにして
からメッセージボックスのＯＫボタン
からメッセージボックスのＯＫボタン
をクリックして、書き込み開始。
をクリックして、書き込み開始。

２００８年６月２１日
IMPREZA-NET Special
Specialとでも言うべき
とでも言うべきECU
ECU Data(read
Data(read image
image 7)
7)の書き込みを実施した。既に数回こなしているの
の書き込みを実施した。既に数回こなしているの
２００８年６月２１日 IMPREZA-NET
で、手順も間違えずに手慣れた調子で作業は進み、特に問題もなくものの
で、手順も間違えずに手慣れた調子で作業は進み、特に問題もなくものの10
10分程度で書き込みを完了した。この後はお約束の
分程度で書き込みを完了した。この後はお約束のEnginuity
Enginuityによる
による
Data
Dataの
のLogging
Loggingとテスト走行だが、エンジンをスタートするのが実に待ち遠しい。はやる気持ちを抑えながら、ノートパソコンを
とテスト走行だが、エンジンをスタートするのが実に待ち遠しい。はやる気持ちを抑えながら、ノートパソコンをData
Data Logging
Logging
用にセットして、いよいよテストドライブである。もちろん
用にセットして、いよいよテストドライブである。もちろんECU
ECUに学習させるために、いきなり
に学習させるために、いきなりFull
Full Boost
Boostが掛かるような走行はしない。しば
が掛かるような走行はしない。しば
らくの間はアクセルをゆっくり確かめるように踏んでいく。そろそろ充分に油温も上がってきたころに、アクセルに活を入れて踏んでいくと、
らくの間はアクセルをゆっくり確かめるように踏んでいく。そろそろ充分に油温も上がってきたころに、アクセルに活を入れて踏んでいくと、
これまで以上にBoostの掛かりは早く、上がり方もたいへんスムーズなのを実感する。下から踏んでも直ぐにBoost計の針が動いて、そのまま踏
これまで以上にBoostの掛かりは早く、上がり方もたいへんスムーズなのを実感する。下から踏んでも直ぐにBoost計の針が動いて、そのまま踏
み込んでいくとスルスルと針が駆けあがっていく。Boost計の針の動きがまるで、アクセル開度にシンクロしているようだ。レスポンスがよくリ
み込んでいくとスルスルと針が駆けあがっていく。Boost計の針の動きがまるで、アクセル開度にシンクロしているようだ。レスポンスがよくリ
ニア感が抜群なのだ。流石はチュ
ニア感が抜群なのだ。流石はチュ
ECU
ECU logview
logview
ーニングの第一人者と言われるだ
ーニングの第一人者と言われるだ
けのことはあると思った。その後
けのことはあると思った。その後
徐々にペースを上げて、アクセル
徐々にペースを上げて、アクセル
の踏み込みをフルスロットルに近
このメッセージボックスが出たら、書き込
このメッセージボックスが出たら、書き込の踏み込みをフルスロットルに近
い踏み方にして、エンジン回転数
み完了。まずイグニッションＯＦＦ、読込
み完了。まずイグニッションＯＦＦ、読込い踏み方にして、エンジン回転数
も高回転(6,000rpm
6,000rpm)まで持って行
)まで持って行
書込みスイッチＯＦＦしてからＯＫボタン
書込みスイッチＯＦＦしてからＯＫボタンも高回転(
った。すると何と
1.6bar
った。すると何と
1.6barまでしか
までしか
をクリックして終了。
をクリックして終了。
ない
ないBoost
Boost計のメモリを、いとも簡
計のメモリを、いとも簡
単に振り切ってしまった。驚いて
単に振り切ってしまった。驚いて
直ぐにアクセルを戻したので、瞬
直ぐにアクセルを戻したので、瞬
間的に振り切っただけだがこれは
間的に振り切っただけだがこれは
たいへんだ。何せそのときのアク
たいへんだ。何せそのときのアク
セル開度はまだ
セル開度はまだ100%
100%ではなかった
ではなかった
からだ。エンジン回転数も
からだ。エンジン回転数も5,000rp
5,000rp
m
mを越えた程度だったので、これ
を越えた程度だったので、これ
はまだまだ上がるぞと思ったから
はまだまだ上がるぞと思ったから
だ。そのとき、
だ。そのとき、Enginuity
Enginuityの
のLogging
Logging
Data
Dataの
のBoost
Boost実測値を確認したら、
実測値を確認したら、
1.649bar
1.649barを示していた。
を示していた。
家に帰ってから
家に帰ってからLog
Log Data
Dataを
をECU
ECU
logview
logviewで確認したところ確かにメ
で確認したところ確かにメ
ーターを完全に振り切っている。
ーターを完全に振り切っている。
その後、
その後、1.8bar
1.8barに迫るさらに高
に迫るさらに高
い
いBoost
Boostも記録した。さあて、この
も記録した。さあて、この
Boost
Boost Up
Upをどう解釈すればよいだ
をどう解釈すればよいだ
ろうか？まだ最大
ろうか？まだ最大Boost
Boostを試すには
を試すには
至っていない。一瞬とはいえこれ
至っていない。一瞬とはいえこれ
以上のBoost圧に耐えられるのか、
以上のBoost圧に耐えられるのか、
Enginuity
Enginuityで走行
で走行Data
Dataの
のLogging
Loggingを開始。
を開始。 マジで心配になってきた。
マジで心配になってきた。
書き込み作業中
書き込み作業中

