
デジタル CDI 取り付け 取り扱い説明書  
 
 
この商品には イグニッションコイル、スパークプラグキャップ、ピックアップ、フライ

ホールなどは付属しておりません 別途ご用意ください 
対応ピックアップは デジタル出力のものに対応します 
詳細は お問い合わせください 
当然のことですが ピックアップの電気的な出力が正常に出力されないと CDI も正常に

作動しません  
 
TIO製 DC-MAXREV２、MAD製CDIを使用している方は CDI本体のコネクター（AMP
製 10 ピン防水コネクター）と差し替えて比較的簡単に使用できるようになっています 
注文時に ご指定ください 
 
このデジタル CDI は 競技用部品として製作しましたので クレーム等の対象になりませ

んので ご了承ください  
エンジンの仕様により プログラム済みの点火時期カーブがあわないものもあると思いま

す その場合ノッキング、異常燃焼等が出る場合も有ります こういう場合、エンジンに

深刻なダメージを与えますので 点火時期カーブの内容を理解できる方、エンジンチュー

ニングに精通した方を対象にした商品です  
このような趣旨から 点火時期カーブはすべて公開しております 
このデジタル CDI を使用する場合は 十分注意して使用してください 
エンジン損傷などのクレームも一切こちらで受けることは出来ません 
商品は 全品、実際に 1 時間くらい火花をスパークプラグで飛ばしてテスト後出荷してお

ります 
 
クレームの対象にはなりませんと書いていますが 常識の範囲での初期不良などはもちろ

ん対応します 取り付けなどもメール等でサポートいたします 
点火時期も 私がわかっていることであれば アドバイスはさせていただきます 
 
商品内容は 下記３点です 
デジタル CDI 電力部（アルミダイキャスト製） 
デジタル CDI マイコン制御部（プラスチック製） 
防水（IP67 規格）３WAY スイッチと 防水型ヒューズ（10A） 
 
結線に必要な圧着端子、防水コネクター等の部材は ユーザー様でご用意ください 
 
 
 



１）取り付け、調整 
デジタル CDI 電力部（アルミ製）は発熱しますので 注意してください 
机の上で 8000RPM 相当で 1 時間連続運転で約 65 度まで上がりましたので 下記のような

取り付け方法での使用を前提としています 
 インストールプレートに取付けることでプレートをヒートシンクとしても使用する 
 ある程度水がかかり水冷状態として使用する 
このような取り付け状態で使用することにより 温度は35～40度で使用できます こちら

でのテストでは インストールプレートを製作して使用しております ホームページに写

真がありますので 参考にしてください 
 
前もってこちらに ピックアップの初期設定値を指定された方は 初期設定が完了してい

ますので この作業を行なう必要はありませんが 下に記載する方法で確認することが出

来ますので 一応、目を通していただければ幸いです 
 
初に ピックアップの初期調整を行います 

CDI マイコン制御部（黒いプラスチック製で以下、制御部と表記します）を使用して初期

調整を行います 取り付けようとする場所に取り付ける前に行なう方が マイコン制御部

の LED をフライホイールの近くに持っていけますので調整しやすいと思います 
 
スパークプラグをヘッドから外します フライホイールカバーを外します ピストン圧縮

上死点を出し その位置にしるしを付けます カワサキの場合はフライホイールカバーを

仮に付けます ピックアップの配線と ストップスイッチの配線をそれぞれ 制御部へつ

なぎます その後、制御部の電源線とアース線をそれぞれバッテリーのプラスとマイナス

端子に仮に付けます この時、CDI 電力部（アルミダイキャスト製で以下、本体と表記し

ます）は取り付けをしなくても調整できますので 結線、取り付けは初期調整後に行なっ

てください ランヤードを外し、電源を供給すると 電源供給後 5 秒後に ピックアップ

初期設定モードとなります  
フライホイールを手で ゆっくり回して制御部の LED が点灯する場所を探します 180 度

回せばどこかで点灯するはずです フライホイールの近くに制御部を持ってくるとLEDが

確認しやすく作業がしやすいと思います クランクシャフトをエンジンの回転方向（正転）

に回してLEDが消灯から点灯する瞬間の場所を探してください その場所が下に記載して

ある指定角度の位置に来るように ピックアッププレートを回転させてあわせてください 

合わない場合は上記作業を繰り返して合わせてください  
この下に記載してある指定角度が基準点となりますので 正確にあわせる必要があります 

この基準点が狂っていると すべての点火時期が狂ってきます ホームページに 動画や、

写真等で説明していますので そちらも参考に作業してください 
 
この CDI の初期設定の指定角度 又はユーザー様に指定された角度は 
上死点前 （出荷時に記載します） 度です  



２）取り付け、結線 
本体は防水構造となっておりますが 念のため常時水没するような場所への取り付けはご

遠慮ください 純正の電装品が取り付けられている付近であれば常時水没することはない

と思います また、発熱する CDI 電力部は ある程度水がかかることにより 水冷効果が

期待できます  
取り付けに必要なブラケット、ネジ等はキットに含まれておりませんので 各自用意して

ください ヤマハ SJ に限りインストールプレートの製作（別料金）もいたしますので お

問い合わせください 
制御部も中はシリコン充填で防水しておりますが 購入後、仕様変更（点火時期カーブ変

更）を可能にするため マイコンのプログラム用端子（６本）がシリコンより露出してお

りますので 出荷状態のように ビニールテープで防水後取り付けてください この制御

部はなるべく水没しないところへの取り付けを希望します 
また、可能であれば ケースから出ている配線を下向き又は横向きに取り付けてください 

（水の浸入を出来るだけ防ぐ目的です） 
 
結線は バッテリー端子を外した後、別紙の結線図を元に間違いのないように取り付けて

ください 
制御部のアースは他のアース（CDI本体のアース、ビルジポンプのアースなど）に割り込ま

せず  必ず、バッテリーのマイナス端子まで別配線で結線してください インストール

プレートなどを製作して取り付ける場合もあると思いますが 制御部のアースはインスト

ールプレートにアースせず、バッテリーのマイナス端子まで他のアースと共用せずに 結

線してください 
 
防水対策 
今更 言うまでもありませんが 電子部品は水に非常に弱いです 
特に塩水（海水）での使用時はリークに注意してください 
塩水は電気を通します 導体です 水はどんな隙間からでも浸入してきますので コネク

ターの接続部や 配線をつなぐ場合 水の浸入に十分気を使って作業してください 初

は良くてもしばらく使用すると必ずトラブルが出ます 防水コネクターなども グリスを

塗るとか 半田付けした箇所は ビニールテープではなく 熱収縮チューブ、 近は防水

の熱収縮チューブ（内装部に熱溶融性接着剤を組み合わせたタイプ）も有りますので こ

のようなものを使用して完全に水の浸入を防いでください これらの部材はユーザー様の

使用環境に応じて各自、用意してください 製品には含まれておりません

また、配線に使用するコード類も 熱、経年変化で絶縁皮膜が硬化しているものもありま

す その場合 外観上異常がなくても中の銅線が振動で断線状態になる場合もありますの

で 十分点検して お使いください 
リークだけではなく、高電圧で火花を飛ばしますので感電の危険性もあります 
 
 



３）点火時期カーブの変更 
このデジタル CDI は点火時期カーブが 8 チャンネル（８パターン）プログラムされていま

す このチャンネルはユーザー様で切り替えて使用できるように設計しました  
 
チャンネル切り替え方法 
 
切り替えモードへの入り方 
ランヤードを取り付けてください ランヤードが外れていると切り替えモードに入れませ

ん ストップスイッチを押しながら 電源スイッチを ON にしてください ON にして約

３秒位でストップスイッチを放してください、 電源スイッチ ON から 5 秒後に LED が

1 秒点灯して消えます これがチャンネル切り替えモードに入った表示です 
切り替えモードから通常モードへ戻る場合は 電源スイッチを OFF にすれば戻れます 
ただし チャンネル表示中、チャンネル変更中で LED が点滅状態では 電源スイッチを

OFF にしないでください 必ず、LED の点滅が終了してから 電源スイッチを切ってくだ

さい 
 
現在のチャンネル表示   
チャンネル切り替えモードへ入ります 
ストップスイッチを短く押すと 現在のチャンネル数を LED の早い点滅回数（0.2 秒 ON、

0.2 秒 OFF）で表示します 点滅回数が現在のチャンネル数です （5 回点滅すれば チャ

ンネル５です）点滅回数は 1 回から 8 回まであります 
 
チャンネル変更方法 
チャンネル切り替えモードへ入ります 
ストップスイッチを長く押し（0.5 秒以上、1 秒以内）します 現在のチャンネルから 1 個

進みます そのとき LED の遅い点滅（0.5 秒 ON、0.5 秒 OFF）で移動したチャンネル数

を LED の点滅回数で表示します チャンネル８まで進むと チャンネル 1 へ戻ります 
例 現在チャンネル５になっていれば チャンネル６へ進みます そのとき遅い点滅で 

LED が 6 回点滅します 
注意、チャンネル変更は 進む方向専用で 戻すことは出来ません 行き過ぎた場合は 

そのままチャンネル変更を繰り返してください 1個もどすのにチャンネル変更を7回繰り

返すことになります 
 
このように チャンネル変更モードへ入り 現在チャンネル表示、チャンネル変更を繰り

返して希望のチャンネルに変更します 変更終了後は そのまま電源スイッチを切ってく

ださい 次回、電源スイッチ ON で 新しいチャンネルが有効になります 
このチャンネル設定値は バッテリーの端子を外しても設定値は保持されます 
 
 



４）使用上の注意 
エンジン停止時は 必ず電源スイッチを切ってください 電源が入っているとエンジン停

止時でも約 6W電力を消費しますので バッテリーが上がります また、電源スイッチは必

ず付属の防水トグルスイッチを使用してください 電動ビルジポンプ用に発売されている

スイッチ等は 当初、正常でも時間がたつと接点抵抗が増加して不具合が出る場合があり

ます 
付属のヒューズも必ず取り付けてください ヒューズは 10A を使用してください 
 
デジタル CDI の消費電力は 昇圧回路を使用して昇圧電圧１6V に設定、この場合

8000RPMで約 35W消費します 他のCDIより若干ですが消費電力が多くなっていますの

で バッテリーの残量には 十分、気を配ってください 
 
エンジンを止める場合、ストップスイッチは完全にエンジンが停止するまで押し続けてく

ださい  
制御部の LED ですが通常モードでは  
エンジン回転中（クランキング時を含む）は制御部から本体への点火信号に同期して点灯

（実際は点滅）しています 
ストップスイッチを押した状態（ランヤードを外した状態）では ピックアップが反応し

たときに点灯します 
このように LED でピックアップの状態、点火信号の状態をモニターできますので 簡単

なトラブルシューティングにも使用できます 
下の写真は オプション（別料金）の昇圧回路、電源フィルター、インストールプレート

などをセットした 取り付け例です 

 



 
５）オプション 
公開している点火時期カーブを組み合わせてオーダーしていただくことも可能です ただ

し、8 種類が上限です  
購入後、現在プログラムしてある点火時期カーブを書き換えることにも対応します 
現在の点火時期カーブが合わない、エンジンの仕様変更で点火時期カーブを変更したいな

どありましたら こちらへ送っていただければ 有料になりますが書き換えが可能ですの

で ご相談ください 
 
ユーザー様の要望による 点火時期カーブも別料金になりますが製作します 
この場合 点火時期カーブ製作にあたり下記のような制約があります 
2000RPM 以下は ピックアップ初期設定角度 －15 度～－20 度の間 
2000RPM 付近は ピックアップ初期設定角度 －2 度～－10 度の間 
3000RPM 付近は ピックアップ初期設定角度 －2 度～－14 度の間 
4000RPM 付近は ピックアップ初期設定角度 －2 度～－19 度の間 
5000RPM 付近は ピックアップ初期設定角度 －2 度～－24 度の間 
6000RPM 以上は ピックアップ初期設定角度 －2.5 度～－30 度の間 
例 ピックアップ初期設定角度を BTDC 30 度に設定した場合 
3000RPM で BTDC 28 度～16 度の間で設定可能です 
詳細は お問い合わせください  
問い合わせは ホームページのメールフォーム、メールでお問い合わせください 
ホームページ  http://jetski2004jp.at-ninja.jp/index.html

http://jetski2004jp.at-ninja.jp/index.html

