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〈商　　品　　名〉 〈発行年月〉〈機　　種　　名〉

取 付 説 明 書 オート ライト コントロール アヴァンシア 1999.9

構成部品

①  コントロール ユニット

② ハーネス

④ ジョイント コネクター カバー (2)

⑤ ジョイント コネクター ケース (2)

⑦ 両面テープ

⑨ ハーネス クリップ

⑩ クッション テープ

必要工具

●⊕ ドライバー
● ドライバー

●ラチェット レンチ（ボックス10 mm）

●プライヤー

●ニッパー

●脱脂洗浄剤（ホンダ アクセス商品）

●ウエス

●粘着テープ

取り付けをする前に

●電装アクセサリーの取り付け作業を行うときは，取り付け

前にバッテリーからマイナス（－）コードの接続を外してく

ださい。接続を外すと，一体機，時計のメモリーが消える

場合があるので，接続を外す前に記録しておいてくださ

い。

●車両の部品を取り外す際は，取り付け状態を確認してから

行ってください。

⑪ アース ボルト

1999 08V33-S2X-0000-90

③ ヒューズ シール

⑥ ハーネス バンド (6)

⑧ 取扱説明書
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ワイヤー ハーネス取り扱いの注意
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ジョイント コネクター の取り付け方法

●コードの先端をジョイント コネクター ケースの穴に差し込

み，コードを折り曲げて車両ハーネス カプラーのコードと

ともにジョイント コネクター ケースに取り付ける。

コードは指で溝部に押し込んでください。

ジョイント
コネクター ケース

用品コード

穴 ●指で押し込む

溝

車両ハーネス
カプラー コード

用品コード

ジョイント
コネクター
ケース

●ジョイント コネクター カバーをかぶせ，コードが外れない

ようにカバーを手で押してロック（１段目）し，更にプライ

ヤーでロック（２段目）して取り付ける。

ロック（２段）

ジョイント
コネクター ケース

中央部を押す

ロック（２段目）のご注意

●カバーとケースの中央部をプライヤーではさみロックする。

 注意 カバーの片側ずつプライヤーで押さえつけてロックし

ないでください。接触不良や断線の原因となります。

ジョイント
コネクター カバー

ジョイントコネクターを誤って取り付けた場合のご注意

一度取り付けたジョイント コネクターは，取り外さないでく

ださい。ジョイント コネクターを車両側の違うコードに誤っ

て取り付けた場合は，コネクター カバーとコネクター ケー

スが圧着していることを確認後，下記要領で処置をし，あら

ためて※新品のジョイント コネクターで車両側の適切なコー

ドに取り付けてください。

※補修用ジョイント コネクターが用意されています。ホンダ

販売店でお求めください。

１．用品コードをジョイント コネクターから約40 mm程残し

て切断します。

２．ショート防止の為，図のようにコード先端を折り曲げ絶

縁テープを巻きます。

絶縁テープ

用品コード

コード先端を折り曲げ，
絶縁テープで巻く



4 08V33-S2X

２．クリップ１本を外した後，内側のクリップ１ヶ所を外し

て運転席側サイド カウル ライニングを取り外す。　　

　

 注意 クリップを破損しないよう注意してください。

【図２】

取り付け方法と手順

１．クリップ３ケ所とツメ１ヶ所を外して運転席側のサイド

ステップ ガーニッシュを取り外す。

 注意 クリップ，ツメを破損しないよう注意してください。

　　　

【図１】

３．クリップ２ケ所，ツメ１ヶ所を外して右側インストルメ

ント サイド パネルのメンテナンス リッドを取り外す。

　　　　

 注意 クリップ，ツメを破損しないよう注意してください。

【図３】

クリップ

クリップ

クリップ

クリップ

ツメ

ツメ

メンテナンス リッド

運転席側
サイド カウル
ライニング

運転席側
サイド ステップ
ガーニッシュ

４．【図４】のように，運転席側フロント ドア トリムをめ

くる。　　　

５．クリップ３ヶ所を外してフロント ピラー ライニング

を取り外す。

【図４】

クリップ（３ヶ所）

フロント ドア トリム
をめくる

運転席側
フロント ピラー
ライニング
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７．ハーネス②の１極カプラーを【図６-a】に示す運転席側

ヒューズ ボックス の端子に接続する。

●リモコン エンジン スターターと同時装着の場合は，

【図６-a】のように上の端子に接続してください。

８．【図６】のように，ボンネット オープナー ブラケット

上側のボルトを外し，ハーネス②のアース端子をアース

ボルト⑪で共締めする。

９．【図６】のように，ハーネス②のヒューズ ケースに

ヒューズ シール③（２Ａ）を貼り付ける。

【図６】　

●既にヒューズ ボックスの端子に他の用品ハーネス端子が

接続されている場合は，【図６-b】のようにヒューズ ボッ

クスにハーネス②を接続し，他の用品ハーネスをハーネス

②のダミー カプラーを外して接続してください。

【図６-b】　

６．スクリュー３本を外し，クリップ部６ヶ所を指で押しな

がらステアリング コラム カバーを取り外し，車両ハー

ネスのクリップもコラム カバーより外す。

【図５】

他の用品のハーネス

②ダミー カプラー

スクリュー

車両ハーネスの
クリップ

クリップ（６ヶ所）

ボンネット オープナー
ブラケット

車両アース ボル
ト（不用）

ヒューズ
ケース

ヒューズ ボックス
接続位置

１極カプラー

ヒューズ
ボックス

アース端子

②

③（２Ａ）

⑪

【図６-a】

リモコン エンジン スターターと
同時装着の場合は，ここに接続する。
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10．【図７】に示すライティング スイッチに接続されている

車両ハーネス16極カプラーの接続を外す。

11．車両ハーネス1 6極カプラーのハーネスを束ねている

テープをはがす。

【図７】　

16．【図９】のように，コントロール ユニット①裏面に付い

ている２枚の両面テープのまん中に両面テープ⑦を貼り

付ける。

●両面テープ貼り付け前に，貼り付け面を脱脂洗浄剤で

清掃しておいてください。

17．【図９】に示すインストルメント パネル左上面に，３枚の

離型紙をはがしてコントロール ユニット①を貼り付け

る。

●両面テープ貼り付け前に，貼り付け面を脱脂洗浄剤で

清掃しておいてください。

【図９】

12．車両ハーネス16極カプラーに入っている車両コードの

束から，青色コードと青／黄色コードにハーネス②の同

色コードをジョイント コネクター カバー④，ケース

⑤で接続する。

●ジョイント コネクターの接続については，３頁の

「ジョイント コネクターの取り付け方法」 を参照して

ください。

13．【図８-a】のように，接続したジョイント コネクター２個

をテープで車両ハーネスに固定する。

14．【図８】のように，ハーネス②をハーネス バンド⑥で車

両ハーネスに固定する。

【図８】

15．車両ハーネス16極カプラーを元通り接続する。

①

⑦

①
①の両面テープ

離型紙

離型紙

離型紙

車両16極カプラー

テープを
はがす

車両16極カプラー

【図８-a】

テープ

④，⑤

②の青／黄色コード（短） ②

④，⑤ ②の青色コード（長）

⑥

スピーカー グリルの
端に合わせる
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22．コントロール ユニット①の４極カプラーとハーネス②

の４極カプラーを接続する。

23．【図12】のように，ハーネス②をハーネス バンド⑥３本

で車両ハーネスに固定する。　　　

【図12】

18．【図10】に示すインストルメント パネル上面にハーネス

クリップ⑨でコントロール ユニット①のコードを固定

し，さらにコントロール ユニット①のコードをインス

トルメント パネルのすき間に押し込んで通線する。

●ハーネス クリップを取り付け前に，貼り付け面を脱

脂洗浄剤で清掃しておいてください。

19．【図10】に示す位置に，コントロール ユニット①のコー

ドをクッション テープ⑩で固定する。

●クッション テープ貼り付け前に，貼り付け面を脱脂

洗浄剤で清掃しておいてください。

【図10】

20．【図11】のように，コントロール ユニット①のコードを

インストルメント サイド パネルのすき間から入れ，

中に押し込みながら下に通線する。

21．【図11】のように，コントロール ユニット①のコードを

ハーネス バンド⑥で車両ハーネスに固定する。　　　

【図11】

24．取り外した部品を元通り取り付ける。

●浮きなどのないように，クリップ，ツメ等は確実に

セットしてください。

（取り付け終了）

1

⑨

⑥

②
⑥

⑥

⑩
①のコード

①の４極
カプラー

②の４極
カプラー

②のアース コード

①のコード

離型紙

押し込む
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取り付け後の確認

●バッテリーにマイナス（－）コードを接続する前に，ワイ

ヤー ハーネスの通し方，固定の方法，カプラーや端子の接

続に問題がないことを確認してください。

●マイナス（－）コード接続後は，電装アクセサリー及び他の

電装システムが正常に作動することを確認してください。

また，各機器のメモリーやつまみの位置を，取り付け前の

状態に戻してください。

ヒューズの交換

●ヒューズ（２Ａ）の交換については，５頁の【図６】を参照し

てください。

●ヒューズ交換やバッテリーの端子を外した場合は，運転席

ウィンドウの挟み込み防止機構のオート作動ができなくな

ります。

その場合は，エンジンを始動しドア ガラスを下げてから，

スイッチを引き上げ続け，ウィンドウを閉め切り，１秒間

以上スイッチを保持してください。
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手順 操　　　作　　　確　　　認　　　要　　　領

オート ライト コントロール ユニット左横のオート ライト コントロール メイン スイッチ及び上面「HEAD

LIGHT」スイッチをOFFにする。

２． 車両側ライト スイッチを手動操作してスモール ライト，ヘッド ライトが点灯・消灯を行なうか確認する。

① エンジン スイッチを ON“II”にする。（リモコン エンジン スターター装着車は，エンジン スイッチ
を“I”又は“II”で行ってください。）

② 感度調整ダイヤルを最も手前の位置（暗い方向）まで回す。

③ 左横のオート ライト コントロール メイン スイッチを ONにする。

④ 布などでセンサーの周囲を徐々におおって少しずつ暗くする。

→スモール ライトのみ点灯する。

センサーから布などを徐々に遠ざけて，少しずつ明るくする。

→スモール ライトが消灯する。

① ユニット上面「HEAD LIGHT」スイッチをONにする。

５． ② 布などでセンサーの周囲を徐々におおって少しずつ暗くする。

→スモール ライト，ヘッド ライトの順に点灯する。

センサーから布などを徐々に遠ざけて，少しずつ明るくする。

→ヘッド ライト，スモール ライトの順に消灯する。

① 左横のオート ライト コントロール メイン スイッチを OFFにする。

② 感度調整ダイヤルを最も奥の位置（明るい方向）まで回す。

７． ③ オート ライト コントロール メイン スイッチをONにする。

④ 手順５・６を行う。

→ランプの点灯・消灯作動がより明るい時点に変わる。

エンジン スイッチをOFF“0”“I”にしたとき，オート ライト コントロールの機能が作動しなくなる。
８． （リモコン エンジン スターター装着車は，エンジン スイッチをOFF“0”にしたときオート ライト コントロー

ル機能が作動しなくなることを確認する。）

作動確認

OF F
O F F

O NO N

明るい方向

暗い方向感度調整
ダイヤル

センサー

オート ライト
コントロール
ユニット

ヘッド ライト
オート切替え
スイッチ

オート ライト
コントロール
メイン スイッチ

１．

３．

４．

６．


