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はじめにはじめにはじめにはじめにはじめに

梱包内容梱包内容梱包内容梱包内容梱包内容
１．　車速感応ドアロックユニット 1台
２．　取り付け解説書（本解説書） 1部

各配線の説明各配線の説明各配線の説明各配線の説明各配線の説明
　製品からは９本の配線が出ています。使用している電線はAWG22（約0.33SQ
相当）です。ワンタッチコネクターを使用する場合は適合電線をご確認くださ
い。カー用品店等で購入できるエーモン㈱の配線コネクターM280（赤色）を推
奨します。

黒 (-) GND（車両アース）
赤 (+) +12V IG電源
青 (-) チャージランプ入力
桃 (+) Ｐシフトポジション入力
茶 (-) ドア開入力
白 (+) 車速パルス入力
緑 (-) ロック出力
水色 (-) アンロック出力
灰 (-) シートベルト信号出力（2004.8～のNOAH/VOXYのみ使用）

　この度は当製品を御買い上げ頂きまことにありがとうございました。製品は
全て全機能をテスト後に出荷させて頂いておりますが、万が一不良品でありま
した場合速やかに代替品と交換させていただきますので、早急にご連絡頂きま
す様お願いします。但し、お客様の過失による破損と判断した場合は修理費と
送料を頂戴いたしますのでご了承願います。なお、初期不良交換は商品到着後
１ヶ月、保証期間は商品到着後１年とさせていただきます。

※※※※※2004.82004.82004.82004.82004.8～のモデルではシートベルトをしているとドアロック信号を受け付～のモデルではシートベルトをしているとドアロック信号を受け付～のモデルではシートベルトをしているとドアロック信号を受け付～のモデルではシートベルトをしているとドアロック信号を受け付～のモデルではシートベルトをしているとドアロック信号を受け付

けない為、けない為、けない為、けない為、けない為、ユニットの灰色線をシートベルト線に接続する必要があります。ユニットの灰色線をシートベルト線に接続する必要があります。ユニットの灰色線をシートベルト線に接続する必要があります。ユニットの灰色線をシートベルト線に接続する必要があります。ユニットの灰色線をシートベルト線に接続する必要があります。
接続先は運転席座席下にあるシートベルトスイッチの２ピンコネクタの配線に
接続して下さい。接続対象の配線色は下記の通りです。
・サイドエアバッグなしモデル　赤/白
・サイドエアバッグ付きモデル　黄/赤
接続の前に必ず接続先の配線をテスターで確認してから接続してください。正
しい配線であれば下記基準値が測定できます。
・運転席シートベルト接続時 0V、運転席シートベルト非接続時5～14V
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取り付けに関する注意事項取り付けに関する注意事項取り付けに関する注意事項取り付けに関する注意事項取り付けに関する注意事項
　ユニットの取り付けは電気知識のある方が行ってください。ユニットの取り付けは電気知識のある方が行ってください。ユニットの取り付けは電気知識のある方が行ってください。ユニットの取り付けは電気知識のある方が行ってください。ユニットの取り付けは電気知識のある方が行ってください。取り付けに問題取り付けに問題取り付けに問題取り付けに問題取り付けに問題

があると車両火災や損傷を招く恐れがありますので十分注意して取り付けてくがあると車両火災や損傷を招く恐れがありますので十分注意して取り付けてくがあると車両火災や損傷を招く恐れがありますので十分注意して取り付けてくがあると車両火災や損傷を招く恐れがありますので十分注意して取り付けてくがあると車両火災や損傷を招く恐れがありますので十分注意して取り付けてく

ださい。ださい。ださい。ださい。ださい。取り付けの際は事前にバッテリーのマイナス端子を外しておいてくだ取り付けの際は事前にバッテリーのマイナス端子を外しておいてくだ取り付けの際は事前にバッテリーのマイナス端子を外しておいてくだ取り付けの際は事前にバッテリーのマイナス端子を外しておいてくだ取り付けの際は事前にバッテリーのマイナス端子を外しておいてくだ

さい。さい。さい。さい。さい。当製品を取り付けることにより発生した損害に関して当方は一切責任を当製品を取り付けることにより発生した損害に関して当方は一切責任を当製品を取り付けることにより発生した損害に関して当方は一切責任を当製品を取り付けることにより発生した損害に関して当方は一切責任を当製品を取り付けることにより発生した損害に関して当方は一切責任を

負いません。負いません。負いません。負いません。負いません。

動作について動作について動作について動作について動作について

　エンジン始動（ユニットの電源入）後、時速約10～15km/h以上になればロッ
ク制御します。走行後、シフトゲートレバーをＰ（パーキング）に入れるとア
ンロック制御します。アンロック制御はユニットがロック制御を行った後でな
いと開始されません。その他にも下記の機能があります。

１．ドア開検出機能
車速ロック時にドア開を検出した場合はドアを閉られるまで待ってロック
します。また、約10km/hのロック条件成立速度以上でドアを開けると閉
じた後に再びロックします。

２．エンストアンロック機能
走行中にエンストを検出するとアンロックします。但し、ユニットへの給
電が途絶えた場合はアンロックされません。

３．エマージェンシー機能
ユニットの電源入時に車速が約3km/h以上であればエマージェンシーモー
ドに移行し、アンロック制御します。エマージェンシーモードでは車速で
のロック制御はされません。

４．擬似シートベルト非装着信号送出機能（2004.8～のNOAH/VOXYで使用）
運転席シートベルトが装着されている場合は運転席パワーウインドウマス
タースイッチにあるロック／アンロックボタン以外でロック／アンロック
できなくなっています。そのために、他社製の車速感応ドアロックユニッ
トではパワーウインドウマスタースイッチを改造して配線を直接取り出す
などの処置で対応していますが、当ユニットではロック／アンロック制御
時に擬似シートベルト未装着信号を送出することによりこの問題を解決し
ています。従ってパワーウインドウマスタースイッチを改造する必要はあ
りません。
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取り付けかた取り付けかた取り付けかた取り付けかた取り付けかた

　殆どの配線は助手席グローブボックス奥にあるエンジンコントロールコン
ピューターのコネクタへ接続しますので、グローブボックス裏への取り付けを
推奨します。配線の接続にはカー用品店などで手に入れることができる「ワン
タッチコネクター」が便利です。

　では、まず助手席グローブボックスを取り外します。グローブボックス上部
を若干変形させ、ストッパ部を外します。さらに、グローブボックスを矢印の
方向に引き、ヒンジ部のかん合がはずれグローブボックスを取りはずすことが
出来ます。

グローブボックスを取り外すと左側ボデーコンピューター（ヒューズボック
ス）が見えます。殆どの配線はここに接続することになります。
※車両の販売時期によって接続先や配線色が異なりますのでよく確認して取※車両の販売時期によって接続先や配線色が異なりますのでよく確認して取※車両の販売時期によって接続先や配線色が異なりますのでよく確認して取※車両の販売時期によって接続先や配線色が異なりますのでよく確認して取※車両の販売時期によって接続先や配線色が異なりますのでよく確認して取
り付けてください。り付けてください。り付けてください。り付けてください。り付けてください。
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ボデーコンピューターボデーコンピューターボデーコンピューターボデーコンピューターボデーコンピューター（（（（（ヒヒヒヒヒュュュュューーーーーズズズズズボボボボボッッッッックククククススススス）））））への接続への接続への接続への接続への接続
　ボデーコンピューターには複数のコネクタが有りますが、そのうち２つのコ
ネクタに配線５本（赤・黒・白・水・緑）を接続します（次ページ参照）。
また、残り４本の配線の内２本（青・桃）はボデーコンピューター右側にある
エンジンコントロールコンピューターのＤ４コネクタＤ４コネクタＤ４コネクタＤ４コネクタＤ４コネクタ（（（（（～～～～～2004.82004.82004.82004.82004.8）））））又はＤ４４Ｄ４４Ｄ４４Ｄ４４Ｄ４４

コネクタとＩ７９コネクタコネクタとＩ７９コネクタコネクタとＩ７９コネクタコネクタとＩ７９コネクタコネクタとＩ７９コネクタ（（（（（2004.82004.82004.82004.82004.8～）～）～）～）～）へ接続します。茶線は助手席足元左側
のトリムパネル内にあるＯＩ２コネクタに接続します。灰色線（2004.8～で使
用します）についてはページ２を参照してください。

ＯＩ２コネクタ
２番 赤/白

ドア開信号

車速感応ドアロックユニット車速感応ドアロックユニット車速感応ドアロックユニット車速感応ドアロックユニット車速感応ドアロックユニット ボデーコンピューターボデーコンピューターボデーコンピューターボデーコンピューターボデーコンピューター
赤 ................ コネクタA（イA）　４番 黒/橙
黒 ................ コネクタA（イA）１６番 白/黒
白 ................ コネクタA（イA）２９番 赤/黄
水 ................ コネクタH（イJ）　６番 青/黄
緑 ................ コネクタH（イJ）　９番 青/白

車速感応ドアロックユニット車速感応ドアロックユニット車速感応ドアロックユニット車速感応ドアロックユニット車速感応ドアロックユニット エンジンＥＣＵエンジンＥＣＵエンジンＥＣＵエンジンＥＣＵエンジンＥＣＵ（（（（（～～～～～2004.82004.82004.82004.82004.8）））））
桃 ................ Ｄ４コネクタ 　２番 青/赤
青 ................ Ｄ４コネクタ １９番 黒/白

車速感応ドアロックユニット車速感応ドアロックユニット車速感応ドアロックユニット車速感応ドアロックユニット車速感応ドアロックユニット エンジンＥＣＵエンジンＥＣＵエンジンＥＣＵエンジンＥＣＵエンジンＥＣＵ（（（（（2004.82004.82004.82004.82004.8～）～）～）～）～）
桃 ................ Ｉ７９コネクタ 　６番 青/赤
青 ................ Ｄ４４コネクタ ２１番 黒/白

※※※※※2005.82005.82005.82005.82005.8～は～は～は～は～は2626262626番番番番番     黒黒黒黒黒 /////白白白白白
茶線は助手席足元のトリムパネル内にあるＯＩ２コネクタに接続します。配線
の長さが不足する場合は延長してから接続してください。

車速感応ドアロックユニット車速感応ドアロックユニット車速感応ドアロックユニット車速感応ドアロックユニット車速感応ドアロックユニット ＯＩ２コネクタＯＩ２コネクタＯＩ２コネクタＯＩ２コネクタＯＩ２コネクタ
茶 ................ ＯＩ２コネクタ２番 赤/白
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（イＡコネクタ）

（イＪコネクタ）

コネクタＡ（イＡ）
４番 黒/橙

IG電源

16番 白/黒
車両アース

29番 赤/黄
車速パルス

コネクタＨ（イＪ）
６番 青/黄

アンロック

９番 青/白
ロック

ボデーコンピューター
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Ｄ４コネクタ（～2004.8）

Ｉ７９コネクタ（2004.8～）

Ｄ４４コネクタ（2004.8～）

Ｄ４コネクタ
２番 青/赤

Ｐシフトポジション
１９番 黒/白

チャージランプ

エンジンＥＣＵのコネクタ類

Ｉ７９コネクタ
６番 青/赤

Ｐシフトポジション

Ｄ４４コネクタ
21番 黒/白

チャージランプ

26番 黒/白
チャージランプ

※2001.11～2004.8モデルはＤ４
コネクタへ、2004.8～モデル（マ
イチェン後）はＤ４４コネクタと
Ｉ７９コネクタへそれぞれ接続し
てください（位置は次ページ参
照）。

↓↓↓↓↓
※※※※※2004.82004.82004.82004.82004.8～～～～～2005.82005.82005.82005.82005.8

※※※※※2005.82005.82005.82005.82005.8～～～～～
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動作確認動作確認動作確認動作確認動作確認
　ユニットの取り付けが終わったら、全ての配線が正しく接続されていること
を確認してください。確認が終了したらエンジンを始動し、全ての計器が正し
く動作しているか確認してください。問題なければ走行し、約10km/hでドア
ロックが作動するか確認してください。また走行後にパーキングレバーをＰポ
ジションにしたときにアンロックするかどうか確認してください。

トラブルシューティングトラブルシューティングトラブルシューティングトラブルシューティングトラブルシューティング

ロック／アンロックしないロック／アンロックしないロック／アンロックしないロック／アンロックしないロック／アンロックしない
　全く動作しない場合は電源が正しく取れていないか、車速パルスが正しく接
続されていない場合が多いと思います。赤・黒・白線を重点的に確認してくだ
さい。上記配線に問題がなければロック／アンロック線（緑／水色線）の接続
も確認してください。
※シートベルトをしていない状態で正常動作し、シートベルトをすると動作し
ない場合は灰色線の接続が必要です。ページ２を参照の上接続してください。

ロックしないがアンロックはするロックしないがアンロックはするロックしないがアンロックはするロックしないがアンロックはするロックしないがアンロックはする（（（（（まままままたたたたたはははははそそそそそののののの逆逆逆逆逆）））））
　ロック配線かアンロック配線に問題があると思います。緑と水色線の接続を
確認してください。

ロックとアンロックの動作が逆になるロックとアンロックの動作が逆になるロックとアンロックの動作が逆になるロックとアンロックの動作が逆になるロックとアンロックの動作が逆になる
　ロック配線とアンロック配線が逆になっていますので入れ替えてください。

取り付け後に助手席側パワーウインドウが動作しない取り付け後に助手席側パワーウインドウが動作しない取り付け後に助手席側パワーウインドウが動作しない取り付け後に助手席側パワーウインドウが動作しない取り付け後に助手席側パワーウインドウが動作しない
　助手席側パワーウインドウ回路がリセットされていますのでパワーウインド
ウの設定を行ってください。※バッテリーのマイナス端子を外して作業した方
は全てのパワーウインドウの設定を行ってください。設定方法は車両の取り扱
い説明書をご覧ください。
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ＭＥＭＯＭＥＭＯＭＥＭＯＭＥＭＯＭＥＭＯ
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ＭＥＭＯＭＥＭＯＭＥＭＯＭＥＭＯＭＥＭＯ
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品 番

保証期間

お買上げ日

http://www.galleyra.co.jp
株式会社株式会社株式会社株式会社株式会社     ガレイラガレイラガレイラガレイラガレイラ

本書はお買い上げの日から下記期間中に故障が発生した場合に、
次に記載する内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
＜無料保証規定＞
1. 正常な使用状態にも関わらず発生した故障は無料修理させて

いただきます。
2. 製品の故障による次の損害は保証の対象外となります。
・製品の故障により発生した作業工賃や災害

3. 保証期間内でも次の場合は有償修理とさせていただきます。
・使用上の誤りや、不当な修理／改造による故障・損傷
・火災・水害・落雷、その他の天災地変及び公害、塩害、
ガス害などによる故障・損傷
・本書の添付がない場合、及び本書にお買い上げ店とお買い
上げ日の記入がない場合

4. 本書は日本国内においてのみ有効です。
5. 本書は再発行致しません

〒545-0002　大阪市阿倍野区天王寺町南3丁目7-11　電話06-6131-6300

お
客
様

販
売
店

住所・店名

電話（　　　　）　　　　　－

ご住所

お名前

電話（　　　　）　　　　　－

様

お買い上げ日からお買い上げ日からお買い上げ日からお買い上げ日からお買い上げ日から11111 年間年間年間年間年間

GAL-TAL01GAL-TAL01GAL-TAL01GAL-TAL01GAL-TAL01

　　　　　年　　　月　　　日


