RAPiDBIKE-JAPAN / JAM-JAPAN公式マニュアル

MyTuningBikeは高性能
は高性能BOSCH製ワイドバンド
製ワイドバンドO2センサーを使用した
は高性能
製ワイドバンド センサーを使用した
自動マッピング（学習・補正）機能を持つラピッドバイク専用オプションデバイスです。
(レース専用車両推奨パーツ)

My Tuning BikeはRAPIDBIKE EVO / RACINGモジュール専用のアクセサリーパーツになります。
OEM（ＳＴＤ）ナローバンドO2センサーに代わってBOSCH製ワイドバンドO2センサーを使用して
インジェクションＭＡＰの精密な自動補正・学習機能（オートマッピング）を可能にします。
本製品はBOSCH 4.9 017 025ワイドバンドラムダセンサーのシグナルを変換、CAN-BUSラインを
通してRAPIDBIKEモジュールへ送信します。その際、RAPIDBIKEモジュールは20ms毎に
ＰＣ（ＹＯＵＴＵＮＥ）で事前に設定されたAFR値に修正するための必要な値を読取り、算出して
ＭｙＴｕｎｉｎｇＢｉｋｅ専用マップに保存します。（メインＭＡＰと別にＭＡＰを制作します）
制作された補正ＭＡＰはモジュール内部で常に増減修正を行いながら展開・実行されます。
ワイドバンドＯ２センサー ＝ 全領域で精度が信用できる、デリケートで高価な広域O2センサー
ナローバンドＯ２センサー ＝ 設定空燃比付近のみ検出、排気温度に精度が左右される安価な狭帯域O2センサー

* 2015年末までに製造されたマイチューニングバイクは、
Bosch LSU 4.2 7351広帯域O2センサーを使用しています。今後のリペアセンサーも同じ物が必要になります。
＊ 20ｍｓ＝20/1000＝0.02秒
Ｏ２センサーコネクター、Ｏ２センサー本体部分の品番要確認
2016/11バージョン

＊＊注意事項＊＊
ＭｙＴｕｎｉｎｇＢｉｋｅの装着前に必ず確認してください。
＊マフラー接続部分、取付部分から排気漏れしていないか確認して下さい。
（マフラー出口を塞いでエンジンを始動して下さい。エンジンがかかる場合漏れがある場合があります）
＊クリーンエアシステム（２次エアシステム）がある場合、キャンセルまたは取り外してある事を確認。
（エアシステムが作動している場合、設置したＡ／Ｆ値と異なりフィードバックされる場合があります）
＊インジェクショントリムＭＡＰ上で０％－４％（ファストセル）はターゲットＡＦＲ設定・変更は行いません。
＊マイチューニングバイクは、規定のファームウェアでプログラムされたモジュールでのみ動作します。

- Rapid Bike Evoの1.0.30またはそれ以上のバージョン
- Rapid Bike Racing 1.0.28またはそれの以上のバージョン
Ｏ２センサー取付前注意事項
ＭｙＴｕｎｉｎｇＢｉｋｅ専用ワイドバンドO2センサーはオートバイの標準構成に追加して使用します。
OEM O2センサー（ノーマルＯ２センサー）を取外したり、取り替えるものでありません。ご注意下さい。
＊ＳＴＤ装着されているＯ２センサーを取り外しません。
＊ＲＡＰＩＤＢＩＫＥ－ＥＶＯ / ＲＡＰＩＤＢＩＫＥ－ＲＡＣＩＮＧにＳＴＤＯ２センサーを接続して下さい。
（接続を行う事によってＳＴＤＯ２センサーに変調信号を送ってループ修正をキャンセルします）

弊社はOEM O2センサーを外す事による不調・誤作動等には一切の責任を負いません。
１、エキゾーストパイプに触媒（ＣＡＴ）が装着されている場合、センサーはそれの前に装着が好ましい位置に
なります。触媒が無いモデルはとくに問題はありません。または集合部の後に装着します。
複数のシリンダーに装着する場合、排気ポートから約１５ｃｍ話した場所にボスを装着します。
付属のボス（鉄・ステンレス用）Ｍ １８ ｘ １．５ｍｍ ＊＊チタン用別売（ＲＢ－ＴＩＴＢＯＳ）８０００円
ボス取付角度は、センサー上の水分汚染のリスクを低減する方法で設置する必要があります。
10°以上の傾きをお勧めします（写真参照）。

2、ＭＴＢ付属配線、F27-TERM1（写真参照）をCANと表示されたＲＡＰＩＤＢＩＫＥコネクタに接続します。
＊この配線はエンジンノイズエラーを低減する為に接続・使用します。

3.マイチューニングバイク（ＩＤ０１）の3ピン
ＣＡＮコネクタをF27-TERM1配線に接続します。
＊ＭＴＢはＩＤ０１が基本本体になります

4、 F27-TERM2コネクターをMy Tuning Bikeの3ピン白コネクターに接続して下さい。
＊ＹＯＵＴＵＮＥ、ＡｌｌａｒｏｕｎｄＱＳを接続しない場合は必ず装着して下さい。
＊F27-SW-GEAR = All around クイックシフターの事
注意：Newクイック・シフタ・センサ(F27-SW-GEAR)がすでにCANバス・ラインに
取り付けられている場合は、F27TERM1とF27TERM2
F27TERM1とF27TERM2を取り付けないでください。
F27TERM1とF27TERM2
5、 O2センサーをMy Tuning Bike配線に接続して、マフラーなどでケーブルが挟まれたり
損傷したりしないように注意して下さい。。
6、マイ・チューニング・バイク本体の黒ワイヤーをバッテリーのマイナス端子に確実に接続します。
＊ボディアースなどを行う場合、アース不良で帯電する場合がありますので注意が必要です。
＊＊アース線を追加する等を行うようにしてください。作動不良が起こる原因になります。
７、付属のポジタップを使用して、My Tuning Bikeの赤線を12Ｖに接続します。
＊注意＊
ＭｙＴｕｎｉｎｇＢｉｋｅはＯ２センサー暖気中に３Ａの電力を消費します。
＊ＩＧキーで１２Ｖを安定して出力している線と接続するようにして下さい。
リアブレーキ、テールランプの１２Ｖ配線などマニュアルを参照して接続して下さい。
8、必要に応じて、クリーンエアーインジェクションシステム（PAIRバルブ、２次エアバルブとも呼ばれます）
をキャンセル、閉じるなどの作業を行って下さい。（公道走行車両は違法行為になるので注意して下さい）
（**触媒コンバータ（キャタライザー）のない車両でのみ）。

重要確認事項
初めてエンジンが始動すると、My Tuning Bikeは、接続されているモジュールのシリアル番号を記録します。
読み込んだ本体（ＥＶＯ本体、ＲＡＣＩＮＧ本体）のシリアルナンバー以外の本体では接続しても動作しません。
複数のＭｙＴｕｎｉｎｇＢｉｋｅ（連結して使用）を使用している場合も同じです。
これはＤｉｍＳｐｏｒｔ本社の設定になるので読み込んだシリアルを変更する事は出来ませんので注意して下さい。
違うバイクに変更して使用する場合はセットで使用すようにして下さい。
但し、新しいＭｙＴｕｎｉｎｇＢｉｋｅを購入して接続 ・ 使用る事は可能です。

セッティング
My Tuning BikeがRapid Bike EVO / RACINGモジュールに接続されている場合、
MyTuningBikeの自動調整機能はデフォルト設定で自動的に有効（実行）になります。
・
・
・
・

ターゲットAFR ： マップのすべてのセルに対して13.2 （TPS 0％を除く）
補正開始 ： 2000 rpm以上
最大追加プラストリム ： ＋10
最大追加マイナストリム ： -10

ＰＣを使用してマップの各セルに異なるAFRターゲットの設定ができます。次のように設定を行います。
１、ＲＡＰＩＤＢＩＫＥ専用ＵＳＢケーブルを使用してＰＣと接続します。（ＲＡＰＩＤＢＩＫＥソフトインストールが必要）
２、ＭＡＳＴＥＲを実行して「My Tuning Bike」を選択、”Same
”Same AFR for each cell”チェックを削除します。
cell”
３、セルを選択し、キーボードの+ - ボタン（またはソフトウェアのアイコン）を使用してAFR値を変更します。
エクセルのようにクリック/ドラッグして複数のセルを強調表示することができます。
複数のセル値を＋-ボタンで一括変更、又は右クリックでメニューを表示、編集を選択する事が出来ます。
セルを右クリックして”Don’t
”Don’t modify”を選択すると、その選択したセル（０になる）の自動調整が無効になります。
modify”
4.、設定変更後は必ず”Apply（適用）”
”Apply（適用）”をクリックして新しい設定を保存します。
”Apply（適用）”

＊＊注意＊＊
ＭｙＴｕｎｉｎｇＢｉｋｅを使用する時は“RB Features”を選択して”Map configuration”を選択します。画面中央下部の
“Average cell”のチェックを削除して無効にして下さい。
＊Rapid Bikeモジュールがマップスイッチ機能を設定・使用している場合、ＭＡＰ1は自動調整で修正されます。
ＭＡＰ1ポジションでＭｙＴｕｎｉｎｇＢｉｋｅ自動調整機能はＯＮで修正されます。
＊要注意事項＊（（新しく追加になりました））
マップスイッチ機能を設定していても、ＭｙＴｕｎｉｎｇＢｉｋｅ使用中はマップ1とマップ2の間でＭＡＰは切替わりません。
マイチューニングバイクをオン（ＭＡＰ１）/オフ（ＭＡＰ２）します。ＭＡＰスイッチ機能を設定していなくても同様です。
（スイッチポジション ＭＡＰ 1 = ON / スイッチポジション ＭＡＰ 2 = OFF)
マイチューニングバイクがオフの場合、Ｆｕｅｌトリムマップは修正・変更されませんが、
ＭｙＴｕｎｉｎｇＢｉｋｅ修正ＭＡＰの値は走行中にベースマップと一緒に（本体内部で合算されます）使用されます。

操作 ・ 確認
１、ＩＧキーをＯＮにすると青ＬＥＤと赤ＬＥＤが点灯状態になります。
青ＬＥＤ ： ＲＡＰＩＤＢＩＫＥ本体と通信確認しているＬＥＤ
赤ＬＥＤ ： １２Ｖ電源が入力・確認しているＬＥＤ
２、エンジンを始動するとＭｙＴｕｎｉｎｇＢｉｋｅが自動的に
Ｏ２センサーの過熱・暖気を始めます。
３、Rapid Bike本体は、次の3つの条件が満たされるまで待機します。
a）マイチューニングバイクのO2センサーが動作温度に達しました（赤色LEDが点滅し始めます）。
b）OEM O2センサーが高温で正常に作動しています。
この状態を確認するために、ＰＣのAFRディスプレイの下側に”ON”
”ON”と表示されます。
”ON”
OEM O2センサーが取り付けられていない場合は、
”Auto-adaptivity”セクションのRB-O2機能のチェックを外します。
”Auto-adaptivity”
c）エンジンが１分間に4500 rpm を超えている。
このチェック機能の目的は、エンジンが不安定な状態
（エンジンの暖気不足や冷えている場合など）で動作している間に間違った調整をしない為のチェック機能です。
４、上記の3つの条件が満たされると、
”Start correction”オプションで設定された値よりも高いRPM値に対して調整・変更が実行されます。
correction”
ＲＡＰＩＤＢＩＫＥ－ＲＡＣＩＮＧ使用時の注意 ＊ＥＶＯは除く
ＲＡＰＩＤＢＩＫＥ－ＲＡＣＩＮＧ本体にＭｙＴｕｎｉｎｇＢｉｋｅが接続され使用している場合、
ＲＡＰＩＤＢＩＫＥの配線がクランクシャフトセンサーに正しく接続されている事が厳密に必要です。
ＲＡＰＩＤＢＩＫＥ－ＲＡＣＩＮＧはクランクシャフトセンサーから正確なＲＰＭ信号が必要になります。
4.走行後、ＲＡＰＩＤＢＩＫＥ本体からＰＣを使用してＭＡＰをダウンロードし、ＭｙＴｕｎｉｎｇＢｉｋｅページを選択、
修正された、インジェクション修正トリムマップを確認できます。
＊＊注意＊＊ ＭｙＴｕｎｉｎｇＢｉｋｅはＩＧキーＯＮで１２Ｖが来ていない場合（キーＯＦＦ時）は
”Auto-adaptivity”表示になります。キーＯＮ状態で”Ｍｙｔｕｎｉｎｇｂｉｋｅ”
”Ｍｙｔｕｎｉｎｇｂｉｋｅ”表示になります。
”Auto-adaptivity”
”Ｍｙｔｕｎｉｎｇｂｉｋｅ”
修正されたＭＡＰデーターはどちらの表示の状態でも確認・使用する事が出来ます。
修正されたトリムマップ、メインＭＡＰに追加修正しない場合、”Reset
Reset Maps”をクリックする事で消去できます。
Maps”
また、メインＭＡＰに自動合算する場合、セルＭＡＰ上でを右クリック”Add
”Add correction”を選択します。
correction”
自動でトリムマップは消去され０に戻ります。
各シリンダＭＡＰを使用して、１つのＭＴＢを使用している場合、１つのトリムＭＡＰを使用して実行されます。
各シリンダーＭＡＰを使用する場合、シリンダー数に合わせてＭＴＢを連結接続して使用を推奨します。

＊＊便利な機能＊＊
複数のＭｙＴｕｎｉｎｇＢｉｋｅが接続されている場合、例えばＤＵＣＡＴＩのような２シリンダーＭＡＰ制御、２ＭｙＴｕｎｉｎｇＢｉｋｅ仕様。
その場合、２シリンダー毎の修正ＭＡＰが作成されます。（４シリンダーＭＡＰ制御、４ＭｙＴｕｎｉｎｇＢｉｋｅ仕様の場合も同様）
ギアセンサーＭＡＰ制御モデルの場合、６ギアＭＡＰ設定機能を使用、１ＭｙＴｕｎｉｎｇＢｉｋｗｅ仕様の場合は自動でギアを
割り出しながら走行状態に合わせて各ギア毎に修正ＭＡＰが作成されます。

Rapid Bike Masterソフトウェア画面 ： ＭｙＴｕｎｉｎｇＢｉｋｅ（ＡｕｔｏＡｄａｐｔｉｖｉｔｙ）画面
＞ ＭｙＴｕｎｉｎｇＢｉｋｅチェックＢＯＸにチェックを入れると、ＩＧキーＯＦＦの状態でＭｙＴｕｎｉｎｇＢｉｋｅの画面が表示できます。
＞ Ｏ２ＳＥＮＳ枠内 Ｓａｍｅ ＡＦＲ ｉｎ ｅａｃｈ ｃｅｌｌチェックを入れている場合
ｃｅｌｌチェックを入れている場合、表示されているスライドバーのＡＦ値がすべて
チェックを入れている場合
のセルに（０％セルを除く）適応されて修正を行います。

Ｓａｍｅ ＡＦＲ ｉｎ ｅａｃｈ ｃｅｌｌのチェックを外している場合
ｃｅｌｌのチェックを外している場合、セル毎にターゲットＡＦ値を設定する事が出来ます。
チェックを外している場合
ピンポイントで修正する場合や回転ごとでＡＦ値を変化させる場合に使用します。
＞ＳｔａｒｔＣｏｒｒｅｃｔｉｏｎ枠内 ＲＰＭは補正をスタートさせる回転数、表示回転数以上のセルを補正します。
＞ＭａｘＥｎｒｉｃｈｍｅｎｔＴｒｉｍ枠内 ＋方向に１-15％以内でプラス方向の最大修正係数を設定ます。
＞ＭａｘＥｎｒｉｃｈｍｅｎｔＴｒｉｍ枠内 －方向に1-15％以内でマイナス方向の最大修正係数を設定ます。
＞ＲＢＯ２ Ａｃｔｉｖｅ ＳＴＤＯ２センサーモデルでＳＴＤＯ２に接続されている場合、必ずチェックを入れて下さい。
ＤＩＳＡＢＬＥ（ディセーブル）＝無効 画面に”ＤＩＳＡＢＬＥ”が表示されている時の状態は逆の”ＥＮＡＢＬＥ”状態で可能です。
ＥＮＡＢＬＥ（イネーブル） ＝可能 画面に”ＥＮＡＢＬＥ”が表示されている時の状態は逆の”ＤＩＳＡＢＬＥ”状態で無効です。

ＡＰＰＬＹ（アプライ） ＝ 適用する
上記の項目を何か一つでも変更した場合は、必ず最後に”ＡＰＰＬＹ”を押して下さい。

＊＊注意＊＊
画面に表示されているボタンとは逆の状態で実行されていますので注意して下さい。
ＭｙＴｕｎｉｎｇＢｉｋｅが使用（実行）している状態の表示は”ＤＩＳＡＢＬＥ”
”ＤＩＳＡＢＬＥ”が表示されている状態です。
”ＤＩＳＡＢＬＥ”
使用状態や再度設定の確認などを行う場合は数回、ＤＩＳＡＢＬＥ，ＥＮＡＢＬＹボタンを交互に押して
使用したい状態の表示になったらＡＰＰＬＹを押すようにして下さい。

Rapid Bike MasterソフトウェアのSTATUSセクション画面のＭｙＴｕｎｉｎｇＢｉｋｅボタンを押します。
デバイスの動作に関する詳細情報が表示されます。（ＩＧキーＯＮ、エンジン始動状態で使用）

ＭｙＴＢ Ｏ２Ｓｅｎｓ１～４ 使用しているＭｙＴｕｎｉｎｇＢｉｋｅの本数分の機能表示をします。
ＡＦＲ ： 現在測定しているＡＦ値が表示されます。
Ｂａｔｔｅｒｙ ： 現在入力されている電圧が表示されます。
Ｔemperature ： デバイスの温度を表示します。
Status : 状態表示
Firmware ： ファームウェアのバージョンを表示しています。
O2 sensor heater ： Ｏ２センサーヒーター
ＯＬＤラムダセンサLSU 4.2（C27SONDA）の場合は40〜50です。 接続コネクター大
接続コネクター小
ＮｅｗラムダセンサLSU 4.9（C27SONDA2）の場合は100〜150です。
Status ： （0 = デバイスオフ、 1 = デバイスオン、エラーなし、 n＞ 1 = エラー）
O2 sensor state ： Ｏ２センサーの状態
暖気中はnot Ready表示
使用しているＲＡＰＩＤＢＩＫＥ（最初に読み込んだＲＡＰＩＤＢＩＫＥ本体のＩＤナンバー）ＩＤが表示されます。
異なったＩＤ本体を接続した場合、使用できませんので間違わないように確認して下さい。
使用しているＭｙＴｕｎｉｎｇＢｉｋｅのＩＤもここに表示されます。注意・確認して使用して下さい。
１度読み込んだＲＡＰＩＤＢＩＫＥシリアルＩＤナンバーはＭｙＴｕｎｉｎｇＢｉｋｅ本体から消去・変更は出来ません。
上記表示画面を終了する場合は、ＥＸＩＴボタンを押して終了になります。

ＭｙＴｕｎｉｎｇＢｉｋｅは２色のＬＥＤ表示（青ＬＥＤ、赤ＬＥＤ）の点灯状態よって状態を表しています。
＞赤ＬＥＤ
＞赤ＬＥＤ
＞赤ＬＥＤ
＞青ＬＥＤ
＞青ＬＥＤ

消灯
点灯
点滅
消灯
点滅

＝
＝
＝
＝
＝

電源が入っていません。ＯＦＦ状態です。
電源が入っています。ＯＮ状態です。
Ｏ２センサーの暖気が終わりました。使用開始出来ます。
ＣＡＮライン通信していません。またはＣＡＮライン通信エラーが発生しています。
ＣＡＮライン通信ＯＮ。ＲＡＰＩＤＢＩＫＥ本体と通信中です。

複数のマイチューニングバイクのインストール
＊２気筒以上のエンジンで各シリンダーにＯ２センサーを装備します。
＊ＲＡＰＩＤＢＩＫＥ－ＥＶＯ / ＲＡＰＩＤＦＢＩＫＥ－ＲＡＣＩＮＧの複数ＭＡＰ設定変更を行います。
１番用はＩＤ１、 ２番用はＩＤ２、 ３番用はＩＤ３、 ４番用はＩＤ４を指定して購入する必要があります。
４気筒エンジンの場合、各エキゾーストパイプに１本のＯ２センサーを取り付けます。
４気筒-８インジェクターモデルの場合下記のようにＭｙＴｕｎｉｎｇＢｉｋｅは制御・修正を行います。

トリムマップは1番＆
番＆6番
番＆7番
番＆8番のインジェクタの組合わせを調整します。
トリムマップは 番＆5番
番＆ 番 , 2番＆
番＆ 番 , 3番＆
番＆ 番 , 4番＆
番＆ 番のインジェクタの組合わせを調整します。
注意 ： 複数のマイ・チューニング・バイクが接続されている場合、マップ構成が間違っている場合、
デバイスの接続に問題がある場合、デバイスID01のAFR値だけが修正する為に使用されます。
1. CANと記されたRapid Bike 3ピンコネクタと最初のMy Tuning Bike（ID01）のオス3ピンコネクタの間に
配線F27-TERM1を接続します。（下記画像参照、ＩＤ番号に注意して接続して下さい）
他のマイ・チューニング・バイクは、最初のマイ・チューニング・バイクに合わせて接続する必要があります。

2. 最後のMy Tuning Bikeの3ピンメスコネクタにF27-TERM2コネクタを接続します。
注意：Newクイック・シフタ・センサ(F27-SW-GEAR)がすでにCANバス・ラインに
取り付けられている場合は、F27TERM1とF27TERM2
F27TERM1とF27TERM2を取り付けないでください。
F27TERM1とF27TERM2
メインAFRターゲットのトリム値は、マイ・チューニング・バイクごとに設定できます。
補正マップのＩＤ２、ＩＤ３およびＩＤ4は、My Tuning Bikeを最初に使用した後にのみソフトウェア上に表示されます
Rapid Bikeモジュールは、接続されているすべてのデバイスの適切な動作と接続を確認した後でのみ、
（エンジンオン、O2センサーホットなど）デバイス・ＭＡＰを作成します。

