
MST-7R システム表 – 国産乗用車ソフト                                                                                  2020 年 8 月 

メーカー 対応年式 自己診断 実測値 フリーズフレーム アクティブテスト 作業サポート カスタマイズ 

OBD II 1996y-2019y 
パワートレイン(エンジン&AT) ､ECM(エンジン)、HPCM(ハイ

ブリット)、DMCM(ドライブモータ) 

パワートレイン(エンジン&AT) ､ECM(エンジン) ､HPCM(ハ

イブリット) ､DMCM(ドライブモータ)    *リスト表示/グラ

フ表示 

エンジン(OBD) -   -   -   -   - -   -   -   -   - -   -   -   -   - 

トヨタ 1996y7-2019y9 

TCCS､TCCS2､HV､HVバッテリ､ECT､マイルドHV､レーダーク

ルーズ､ABS/VSC/TRC､ARS､4WD､エアサス､電動パワステ､

VGRS､エアバッグ､ボデー/ゲートウェイ､ボデーサブ- DJ/B､

A/C､メータ､チルト&テレスコ､D席ドア､D席ドア2､P席ドア1､

P席ドア2､RR席ドア､RL席ドア､パワーバックドア､セキュリテ

ィ､P席J/B､Rr席J/B､スライドルーフ､イモビライザー､D席シー

ト､P席シート､RR席シート､RL席シート､Frコントローラ､レイ

ンセンサ､クリアランスソナー､メタルトップ､タイヤ空気圧､ゲ

ートウェイ1､ゲートウェイ2､AFS､プリクラッシュ1､プリクラ

ッシュ2､パワーウィンドウSW､クルーズコントロール､Pレンジ

制御､電源､照合/スマート､照合､電池､IPA､ナイトビュー､レーン

キーピングアシスト､D席SW､メインボデー､D席モータ､P席モ

ータ､RR席モータ､RL席モータ､用品ゲートウェイ､アクティブス

タビ(フロント)､アクティブスタビ(リヤ)､CANバスゲートウェ

イ､CANバスゲートウェイV､HVゲートウェイ､ミラー､電動

PKB､エンジンゲートウェイ､ECBゲートウェイ､WILバスゲート

ウェイ､リモートセキュリティ､リヤコンソールSW､FR席シート

空調/ヒータ､FL席シート空調/ヒータ､RR席シート空調/ヒータ､

RL席シート空調/ヒータ､電源制御､D席ACTヘッドレスト､P席

ACTヘッドレスト､ナビゲーションシステム､モータージェネレ

ーター､パワマネゲートウェイ1､パワマネゲートウェイ2､リモ

ートエンジンスタータ､始動制御､充電制御､ストップ&スタート､

ストップ&ゴー､P制御､RR席ACTヘッドレスト､RL席ACTヘ

ッドレスト､RR席プリクラッシュシートバック､RL席プリクラッ

シュシートバック､KDSS､アクティブリアウィング､ASG､ブライ

ンドスポットモニター マスタ､ブラインドスポットモニター ス

レーブ､プラグイン制御､EV､マルチバスゲートウェイ､マルチバ

ス監視No.1､マルチバス監視No.2､車両制御､DRS､EVバッテ

リ､ダイアグレコーダー､AMT､オートレベリング､グリルシャッ

ター､パノラミックビューモニター､レーンデパーチャーアラー

ト､Bluetooth通信モジュール､車両接近通報装置、 

TCCS､TCCS2､HV､HVバッテリ､ECT､マイルドHV､レーダ

ークルーズ､ABS/VSC/TRC､ARS､4WD､エアサス､電動パワ

ステ､VGRS､エアバッグ､ボデー/ゲートウェイ､ボデーサブ- 

DJ/B､A/C､メータ､チルト&テレスコ､D席ドア､D席ドア2､P

席ドア1､P席ドア2､RR席ドア､RL席ドア､パワーバックド

ア､セキュリティ､P席J/B､Rr席J/B､スライドルーフ､ステア

リングPAD､コンビSW､イモビライザー､D席シート､P席シ

ート､RR席シート､RL席シート､RrシートSW､Frコントロー

ラ､レインセンサ､クリアランスソナー､メタルトップ､タイヤ

空気圧､R席ミラー､L席ミラー､ワイパー､可動ペダル､ゲート

ウェイ1､ゲートウェイ2､プリクラッシュ1､プリクラッシュ

2､パワーウィンドウSW､クルーズコントロール､クルーズコ

ントロール2､Pレンジ制御､電源､スマート/照合､照合､電池､

IPA､ナイトビュー､レーンキーピングアシスト､D席SW､メイ

ンボデー､D席モータ､P席モータ､RR席モータ､RL席モータ､

用品ゲートウェイ､アクティブスタビ(フロント)､アクティブ

スタビ(リヤ)､CANバスゲートウェイ､CANバスゲートウェイ

V､HVゲートウェイ､ミラー､電動PKB､エンジンゲートウェ

イ､ECBゲートウェイ､WILバスゲートウェイ､リモートセキ

ュリティ､センターコンソールSW､リヤコンソールSW､FR席

シート空調/ヒータ､FL席シート空調/ヒータ､RR席シート空

調/ヒータ､RL席シート空調/ヒータ､電源制御､D席ACTヘッ

ドレスト､P席ACTヘッドレスト､ナビゲーションシステム､モ

ータージェネレーター､パワマネゲートウェイ1､パワマネゲ

ートウェイ2､リモートエンジンスタータ､始動制御､充電制

御､ストップ&スタート､ストップ&ゴー､FC､FCHV､P制御､

RR席ACTヘッドレスト､RL席ACTヘッドレスト､RR席プリ

クラッシュシートバック､RL席プリクラッシュシートバック､

KDSS､P席パワーウィンドウSW､アクティブリアウィング､

ASG､ブラインドスポットモニター マスタ､ブラインドスポッ

トモニター スレーブ､プラグイン制御､EV､マルチバスゲート

ウェイ､マルチバス監視No.1､マルチバス監視No.2､車両制

御､DRS､EVバッテリ､ダイアグレコーダー､AMT､オートレベ

リング､グリルシャッター､パノラミックビューモニター､レー

ンデパーチャーアラート､Bluetooth通信モジュール､車両接

近通報装置 

TCCS､TCCS2､HV､HVバッテリ､ECT､マイル

ドHV､レーダークルーズ､ABS/VSC/TRC､

4WD､エアサス､電動パワステ､VGRS､エアバ

ッグ､A/C､メータ､チルト&テレスコ､D席ドア

2､P席ドア1､P席ドア2､RR席ドア､RL席ド

ア､パワーバックドア､Rr席J/B､スライドルー

フ､ステアリングPAD､コンビSW､イモビライ

ザー､D席シート､P席シート､RR席シート､RL

席シート､Frコントローラ､レインセンサ､クリ

アランスソナー､タイヤ空気圧､プリクラッシ

ュ1､プリクラッシュ2､パワーウィンドウSW､

クルーズコントロール､Pレンジ制御､電源､照

合､電池､IPA､ナイトビュー､レーンキーピング

アシスト､D席SW､メインボデー､D席モータ､

P席モータ､RR席モータ､RL席モータ､用品ゲ

ートウェイ､アクティブスタビ(フロント)､アク

ティブスタビ(リヤ)､CANバスゲートウェイ､

CANバスゲートウェイV､HVゲートウェイ､ミ

ラー､電動PKB､エンジンゲートウェイ､ECBゲ

ートウェイ､WILバスゲートウェイ､リモート

セキュリティ､センターコンソールSW､リヤコ

ンソールSW､FR席シート空調/ヒータ､FL席

シート空調/ヒータ､RR席シート空調/ヒータ､

RL席シート空調/ヒータ､電源制御､D席ACT

ヘッドレスト､P席ACTヘッドレスト､ナビゲ

ーションシステム､モータージェネレーター､

パワマネゲートウェイ1､パワマネゲートウェ

イ2､リモートエンジンスタータ､始動制御､充

電制御､ストップ&スタート､ストップ&ゴー､

FC､FCHV､P制御､RR席ACTヘッドレスト､RL

席ACTヘッドレスト､RR席プリクラッシュシ

ートバック､RL席プリクラッシュシートバッ

ク､KDSS､アクティブリアウィング､ASG､ブラ

インドスポットモニター マスタ､ブラインド

スポットモニター スレーブ､プラグイン制御､

EV､マルチバスゲートウェイ､マルチバス監視

No.1､マルチバス監視No.2､車両制御､DRS､

EVバッテリ､ダイアグレコーダー､AMT､オー

トレベリング､グリルシャッター､パノラミッ

クビューモニター､レーンデパーチャーアラー

ト､Bluetooth通信モジュール､車両接近通報装

置 

TCCS､TCCS2､HV､HVバッテリ､

ECT､マイルドHV､

ABS/VSC/TRC､4WD､エアサス､ボ

デー/ゲートウェイ､ボデーサブ- 

DJ/B､A/C､メータ､チルト&テレス

コ､D席ドア､D席ドア2､P席ドア

1､P席ドア2､RR席ドア､RL席ドア､

パワーバックドア､セキュリティ､P

席J/B､Rr席J/B､スライドルーフ､

イモビライザー､D席シート､P席シ

ート､RR席シート､RL席シート､Fr

コントローラ､クリアランスソナー､

メタルトップ､R席ミラー､L席ミラ

ー､ワイパー､可動ペダル､ゲートウ

ェイ2､プリクラッシュ1､プリクラ

ッシュ2､パワーウィンドウSW､電

源､スマート/照合､照合､電池､ナイ

トビュー､D席SW､メインボデー､D

席モータ､P席モータ､RR席モータ､

RL席モータ､アクティブスタビ(フ

ロント)､アクティブスタビ(リヤ)､

ミラー､電動PKB､リモートセキュリ

ティ､センターコンソールSW､リヤ

コンソールSW､FR席シート空調/

ヒータ､FL席シート空調/ヒータ､RR

席シート空調/ヒータ､RL席シート

空調/ヒータ､電源制御､D席ACTヘ

ッドレスト､P席ACTヘッドレスト､

始動制御､充電制御､ストップ&スタ

ート､ストップ&ゴー､FC､FCHV､

RR席ACTヘッドレスト､RL席ACT

ヘッドレスト､RR席プリクラッシュ

シートバック､RL席プリクラッシュ

シートバック､KDSS､P席パワーウ

ィンドウSW､アクティブリアウィ

ング､ASG､プラグイン制御､EV､車

両制御､EVバッテリ､オートレベリ

ング､グリルシャッター､レーンデパ

ーチャーアラート､Bluetooth通信

モジュール､車両接近通報装置 

(エンジン)DPF堆積量初期化、学習値初期化&アイドル学習､インジェクタ補正(IDコード呼出･保存､自動ID

登録､手動ID登録)､サプライポンプ学習値初期化､履歴データ初期化､PM堆積量履歴データ初期化､PM強制

再生制御､微小噴射量学習値初期化・通常学習・詳細学習、NOxセンサチェック、DPR劣化履歴初期化、A/F

センサ学習値初期化、広域気筒間補正学習値初期化、触媒熱劣化学習値初期化、ATF熱劣化推定値初期化、

コード確認、CVT油圧学習(トランスミッション) シーケンシャルM/T学習(AT/CVT)学習値初期化､Gセン

サ0点学習､油圧学習､(ABS)バッアツプメモリー消去､通常のエア抜き(ECB)､アクチュエータ交換後のエア

抜き(ECB)､ブレーキエア抜き(ハイドロブースタ)､ヨーレイト･Gセンサ0点消去(ECB用)､リニア弁学習値

初期化､アキュームレータ0ダウン駆動(フロント/リヤ)､整備モード､(エアコン)サーボモータ初期化､冷媒ガ

ス量判定､(電動パワステ)ステアリング0点補正､回転角センサ出力補正､(ボディ)ゲートウェイECU接続情

報初期化､(HV)診断前充電、電池診断、電池状態情報更新、電池制御データ初期化､整備モード2WD(排ガス

測定用/TRC近視用)､整備モード4WD(排ガス測定用/TRC近視用)､(バッテリ)ECU初期化､(4WD)バッアツ

プメモリー消去､(レーダークルーズ)初期化､光軸ずれ量確認、光軸調整、(タイヤ空気圧)ID登録/、車輪位置

書込み、タイヤ本数登録、タイヤ空気圧システム有効無効切替、（オートレベリング）車両情報登録 （IPA/ICS/

クリアランスソナー）クリアランスソナー検知/ステアリング調整、タイヤ周長設定(PCS/LDA/RSA/LVN)

制御モード移行、ヘッドランプ種類設定、履歴消去、PCS画像情報消去、PCS画像記録設定、光軸学習、レ

コグニッションカメラ/ターゲット位置記憶、ヒータ接続設定 (前方認識カメラ)履歴消去、PCS画像情報消

去、PCS画像記録設定、光軸学習、レコグニッションカメラ/ターゲット位置記憶、（レーンディパーチャー

アラート）レコグニッションカメラ/ターゲット位置記憶、光軸学習、（ストップ＆スタート）スタータ始動

回数初期化・設定、エアコン情報初期化、加速度センサ0点補正、加速度センサ0点補正値初期化、電流積

算値初期化、エンジン始動回数初期化、ECUデータ移行（電動パワステ）特殊制御履歴（電動PKB）バック

アップメモリ消去（ナイトビュー）カメラ自動調整、カメラ手動調整、カメラ画角調整、（スマートアシスト

2 、3※ダイハツOEM用）レーザレーダ光軸調整、ソナーエリア検査、フロントカメラ光軸調整、ステレオ

カメラ光軸調整、フロントソナーエリア検査、モニタカメラ光軸調整（日野OEM トヨエース/ダイナ）前方

レーダー光軸調整、学習値初期化、PCS作動回数、ヨーレートセンサ0点学習、履歴消去、光軸学習、レコ

グニッションカメラ/ターゲット位置記憶、ステアリング0点補正(EMPS-04) 

HV､ボデー/ゲートウェイ､ボデーサブ- 

DJ/B､A/C､メータ､チルト&テレスコ､D

席ドア､P席ドア､RR席ドア､RL席ドア､

パワーバックドア､セキュリティ､P席

J/B､Rr席J/B､スライドルーフ､ステアリ

ングPAD､コンビSW､D席シート､P席シ

ート､RR席シート､RL席シート､クリアラ

ンスソナー､メタルトップ､R席ミラー､L

席ミラー､ワイパー､ゲートウェイ2､パワ

ーウィンドウSW､スマート/照合､照合､

D席SW､メインボデー､D席モータ､P席

モータ､RR席モータ､RL席モータ､ミラ

ー､FR席シート空調/ヒータ､FL席シート

空調/ヒータ､RR席シート空調/ヒータ､

RL席シート空調/ヒータ､リモートエンジ

ンスタータ､ブラインドスポットモニター 

スレーブ､オートレベリング､車両接近通

報装置 

日産 1998y8-2018y11 

エンジン､トランスミッション､ABS､エアバッグ､電動パワステ､

4WD､e-4WD､メータ､メータ&エアコンランプ､IPDM E/R､ポ

ップアップフード､タイヤ空気圧警報､E-SUS､マルチAV､オート

レベリング､HVAC､オートスライドドア､モータアシスト､

EV/HEV､ブレーキ､EHS/PKB､VSP､モータコントロール､シフ

ト､HVバッテリ､充電器､テレマチックス､DIU､プリクラッシュ

シートベルト､ドライブポジショナ､4WAS、アクティブノイズコ

ントロール､EMCM ､AVM､シャシ制御 (メイン)/RAS/HICAS､

レーンカメラ､AFS､車間自動制御システム/ADAS､アクセルペダ

ルアクチュエータ､レーザー､CANゲートウェイ､4WAS(フロン

ト)､コンバーチブルルーフ､2連メータ､HCM､サイドレーダ左､

サイドレーダ右､EHS､オートバックドア､ソナー､PTCヒータ､

BSW､デフロック､スマートエントランス､エアレベライザ､サイ

ドブラインドモニタ､SVT､乗員検知システム､BCM:(ドアロッ

ク､リヤデフォッガ､ブザー､ルームランプ､ヘッドラント､ワイ

パ､フラッシャ､インテリジェントキー､コンビスイッチ､イモビ

ライザ､バッテリーセイバ､トランク､RAP､シグナルバッフ

ァ)DAST1 ､DAST2 ､DAST3、GENRTR 

エンジン､トランスミッション､ABS､エアバッグ､電動パワス

テ､4WD､メータ､メータ&エアコンランプ､IPDM E/R､ポップ

アップフード､タイヤ空気圧警報､E-SUS､マルチAV､オートレ

ベリング､HVAC､BCM:(ドアロック､リヤデフォッガ､ブザー､

ルームランプ､ヘッドラント､ワイパ､フラッシャ､インテリジ

ェントキー､コンビスイッチ､イモビライザ､バッテリーセイ

バ､トランク､RAP､シグナルバッファ)、レーンカメラ、

EHS/PKB 

エンジン(OBD) 

(エンジン)パワーバランス､水温､燃

料噴射量､クーリングファンデュー

ティ､EVAPパージS/V､燃料ポンプ

リレー､オルタ発電可変制御､タンブ

レコントロールバルブ開閉､(IPDM 

E/R)フロントワイパ､クーリングフ

ァン､エクスターナルランプ､リヤデ

フォッガ､コーナリングランプ､

(BCM)ドアロック/アンロック､リヤ

デフォッガー､シートベルト警報ブ

ザー､ライト消し忘れ警報ブザー､リ

バース警報ブザー､ルームランプ､テ

ールランプ､ヘッドランプ､フロント

ワイパ､照度判定出力､リヤワイパ､

フラッシャー､防盗インジケータ､室

外ブザー､室内ブザー､警告灯､LCD､

エンジンスイッチ照明､エンジンス

イッチインジケータ､オイルプレッ

シャSW､TPMS ID登録警報ブザ

ー､ステップランプ､フロントフォグ

ランプ､バッテリーセイバ､インテリ

ジェントキー警告灯､Pレンジ､

LOCKインジケータ､ACCインジケ

ータ､パワースライドドア､TPMS警

告灯､TPMS ID登録警報､パンク警

告灯点検､エアコンインジケータ､

(エアコン)HVACテスト､(4WD)ソ

レノイドテスト､(VSP)スピーカー

テスト､スタートアップサウンドス

ピーカーテスト､(EV/HEV)ウォー

タポンプ1/2駆動､クーリングファ

ン駆動､(オートスライドドア)クラ

ッチ､(インテリジェントキー)ドア

ロック/アンロック､アンテナ､室内

ブザー､室外ブザー､警告灯、BCM 

(エンジン)学習値リセット、カムシャフト基準値、スロットルバルブ停止位置学習、カム角位置学習、インジ

ェクタ補正値登録、フュ-エルポンプ学習、VIN登録、､スタータ作動回数クリア､高圧フューエルポンプ始動

カウンタクリア、センサロータ学習、書込み工程状況、CPU交換時データ保存・書込み､吸入空気量学習､ア

イドル回転補正､空燃比学習､空燃比センサ学習値クリア､空燃比センサ2学習値クリア､インジェクタ補正値

登録､EGR V/POS学習値クリア､スロットル全閉位置学習､スロットル全閉位置学習クリア､S/Cマグネット

クラッチ締結回数クリア､排ガス圧センサ学習クリア､DPF交換時クリア､DPF強制再生ポンプ学習クリア､自

動認識状態クリア､インジェクタ補正値クリア､差圧センサ学習値クリア､差圧センサ学習値クリア､排気圧セ

ンサ学習値クリア､触媒データクリア、燃圧除去、点火時期補正、バルブタイミングばらつき値書き込み、バ

ルブタイミングばらつき値クリア、(トランスミッション)エンジンブレーキ調整､オイル劣化度データリセッ

ト､モータアシスト全学習記憶､Gセンサキャリブレーション､クラッチA容量調整､クラッチB容量調整､ク

ラッチAタッチポイント､クラッチBタッチポイント､最大クラッチストローク測定､クラッチタッチポイン

ト調整､ギヤポジション調整､エコモードリセット機能、学習値消去、フォワードクラッチポイント学習（シ

フト）P位置学習値クリア、(ABS)舵角センサ調整､前後Gセンサキャリブレーション､圧力センサキャリブ

レーション､バルブキャリブレーション､(BCM)*1 タイヤ空気圧センサ(ID呼出/登録)､タイヤ空気圧警告灯

ON/OFF設定､C/U設定変更、エンジンブレーキ調整(オートレベライザ)ハイトセンサ初期化､(ブレーキ)ス

トロークセンサ0点学習､(EHS/PKB)ブレーキパッド交換開始、ブレーキパッド交換終了、初期位置調整、

クラッチセンサリセット、ブレーキ作動、ブレーキ解除、システムモード切替、自動作動ON、機能点検、ア

クチュエータ0点学習､パーキング慣らし(HVAC)アクチュエータ原点リセット､(マルチAV)舵角センサ調

整､(その他)車体番号読取、（レーンカメラ）カメラエイミング、（LASER/RADER）ミリ波レーダ光軸調整、

FEB作動時走行距離、（アラウンドビューモニタ）カメラキャリブレーション初期化、アラウンドビューモニ

タ表示設定、カメラキャリブレーション[フロント、助手席側サイド、運転席側サイド、リヤ]、トップビュー

微調整、トップビュー境目の強調表示、自動キャンセル要因[PSR、Entry]、キャンセル要因[IPA、LDW、

BSW]、回転半径補正、舵角センサ中立点調整、予想進路線表示、MOD機能、ドアミラー自動格納機能付き

部品有無設定変更、ソナーOFFポップアップ表示設定変更、警告文言語切替、リヤワイドビュー・フロント

ワイドビュー目安線補正、ZOOM機能、、タイヤ径補正、（（IPDM E/R）ハイトセンサ初期化（4WSシステ

ム）ユニット特性情報、オートバックドア位置初期化、（オートバックドア）位置初期化（ドライブポジショ

ナ）降車時設定[シート・ステアリング]、シートスライド量設定（AFS）舵角センサ調整、レベライザ調整、

（オートスライドドア）ハンズフリーセンサ部品番号（右側オートスライドドア）ハンズフリーセンサ部品

番号（車間自動制御システム/ADAS）自動キャンセル要因[1.2.3.4]、FEB作動時走行距離、FEBデフォル

ト設定（車間自動制御システム/ADAS2）自動キャンセル要因2、4、（VSP）VSP音量レベル変更、（EV/HEC）

CPU交換時データ保存、CPU交換時データ書込み、バッテリ容量低下データクリア、（テレマティックス）

車体番号データ保存、TCUアクティベート設定、車体番号書込み[保存データ・マニュアル]、C/U識別情報、

（EVバッテリ）バッテリ情報保存、バッテリ情報書込み、(EMCM) CPU交換時データ保存・データ書込み、

スタータ作動回数クリア、バッテリ放電積算クリア、 サブバッテリ放電電流積算値クリア、シャシダイナモ

メーターモード 

(BCM)ドアロック解除連動設定､ルーム

ランプタイマ設定､ルームランプON時間

設定､ルームランプOFF時間設定､ルーム

ランプタイマ点灯条件設定､ヘッドランプ

オートライト設定､ヘッドランプバッテリ

セイバ設定､車速検知ワイパ設定､アンサ

ーバックハザード機能､ロック/アンロッ

ク機能､エンジンスタート機能､トランク

ガラスハッチオープン機能､パニックアラ

ーム設定､トランクオープン機能､電池切

れ警報､キー閉じ込め防止機能､アンサー

バックキーロック機能､アンサーバックキ

ーアンロック機能､アンサーバックブザー

機能､電動格納ミラー設定､オートロック

制御設定､ルームランプバッテリセイバ設

定､ルームランプタイマ設定､オートドア

アンロック作動設定、シグネチャライト設

定、リヤデフォッガタイマー設定、ヘッド

ランプオートライト設定、薄暮れ感知設

定、ワイパ連動オートライティング設定、

フォグランプ連動オートライト設定、オー

トACC機能[IGN OFF後オーディオ/ナビ

作動設定]、リヤワイパリバース連動機能

設定、ドングルID確認、TCU ID確認、

I-KEYアンサバック機能設定、室内アンテ

ナ診断、イグニッションバッテリセイバ機

能設定、ドアリクエストSWアンサバッ

ク機能設定、3フラッシュターンシグナル

設定、(HVAC) RECメモリ設定､PREメモ

リ設定､FOOTメモリ設定､設定温度補正、

FOOTモード配風設定、目標エバポレータ

温度上限設定、アイドリングストップシス

テム作動条件設定、吸込口切換え設定、風

量低下設定、(電動パワステ)ドアロック防

盗設定 
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メーカー 対応年式 自己診断 実測値 フリーズフレーム アクティブテスト 作業サポート カスタマイズ 

ホンダ 1998y10-2018y 

エンジン､トランスミッション､ABS/VSA､エアバッグ､電動パワ

ステ､ハイドロブースタ､IMA､車両接近通報､電動サーボブレー

キシステム､電子制御パーキングブレーキ、エレクトリックダブ

ルレイヤキャパシタ､ワンプッシュスタート(PCU)､ワンプッシュ

スタート(バックアップECU)､ワンプッシュスタート(HONDA

スマートキーコントロールユニット)､ボディ(BSIレーダユニッ

ト､HSVT､YOP ECUユニット､YOPセキュリティユニット､YOP

リモコンエンジンスタータ､アクティブコーナリング､アダプテ

ィブフロントライティング､イモビライザ､オートライト､オート

ACサブディスプレイユニット､オートエアコン､オートレベリン

グ､キーレストランスミッタ､コンビネーションスイッチ､シート

ヒーターコントロール､センターパネル､テレマティクス｢オンス

ター｣､ドライバMPCSユニット､パーキングセンサ､ハイビーム

サポートシステム､パワー テールゲート､パワートランクリッ

ド､パワーウィンドウ､パワーコントロールユニット､ハンドフリ

ーテレフォン､フロントワイパ､ボディ､ホンダインフォプラット

フォーム､マルチビューカメラシステム､マルチインフォメーシ

ョンディスプレイ､メモリシートモジュール､ライト パワースラ

イドドア､リヤジャンクション､リレーモジュール､レインセン

サ､レインライトセンサ､レフトパワースライドドア､CANゲート

ウェイ、右側BSIレーダユニット､左側BSIレーダユニット､双

方向リモコンユニット)、シティブレーキアクティブシステム、カ

メラ/レーダ統合制御システム 

PGM-FI、AT/CVT、ABS/VSA、エアバッグ、電動パワステ、

IMA、車両接近通報、シティブレーキアクティブシステム、電

動サーボブレーキシステム、電子制御パーキングブレーキ、

EDLC（エレクトリックダブルレイヤキャパシタ）、コンビネ

ーションメータ、ハイドロブースタ、バックアップ ECU、ス

マートキーアクセス、TPMS、スマートパワーコントロールユ

ニット、(ボディ・グループECU)YOP ECU ユニット、YOP セ

キュリティ ユニット、YOP リモコン エンジン スタータ、ア

クティブコーナリング、アダプティブ フロント ライティン

グ、オート ライト、オートエアコン、オートレベリング、キ

ーレストランスミッタ、コンビネーション スイッチ、コンビ

ネーションメータ、シートヒーターコントロール、センターパ

ネル、テール ゲート ユニット、テレマティクス「オンスター」、

ドライバMPCS ユニット、パーキング センサ、ハイビーム

サポートシステム、パワー テールゲート、パワートランクリ

ッド、パワーウィンドウ、ボディ マルチプレクサ、ボディ ユ

ニット、ホンダ インフォ プラットフォーム、メモリシートモ

ジュール、ライト パワー スライド ドア、リヤ シート ヒー

タ ユニット、リヤジャンクション、リレーモジュール、レイ

ンセンサ、レインライトセンサ、レフト パワー スライド ド

ア、右側BSI レーダ ユニット、左側BSI レーダ ユニット、

自動格納ドア ミラー、カメラ/レーダ統合制御システム 

エンジン、トランスミッション、ABS/VSA、

シティブレーキアクティブシステム、EVPS（電

動サーボブレーキシステム）、エアバッグ、EPS

（電動パワステ）、コンビネーションメータ、

IMA、車両接近通報、EDLC（エレクトリック

ダブルレイヤキャパシタ） 

エンジン（ヴェゼル・N-BOX に限

る）、トランスミッション（N-BOX に限

る） 

SCSショートモード､車体番号読取､(エンジン)ECUリセット､始動回数確認､始動回数クリア､始動回数強制

書込み､インジェクタ気筒別停止､カーボン堆積補正値クリア、クランクパターンクリア、クランクパターン

学習、(IMA)IPU冷却ファン強制駆動､モータロータポジションセンサ学習､HVバッテリー交換時リセット、

(AT/CVT)ECUリセット､シフトソレノイドバルブテスト､電動オイルポンプ強制駆動､傾斜センサ初期学習､

TCM初期化、エア抜き確認/ガタ詰め、リファレンス位置学習、ギヤ位置学習、クラッチ静的特性学習、シ

ンクロ位置学習、クラッチ動的特性学習、TCM初期化のガタ詰め、エア抜き確認、リフィルオリフィス開閉、

7DCT発進遅れ判定、(ABS/VSA)全センサ中点学習､VSAセンサの中点書込み(電動パワステ)シグナルテス

ト､トルクセンサ学習､モーションアダプティブEPSコントロール オン/オフ、舵角センサ中点学習値クリア、

（電動サーボブレーキ）センサ0点学習、強制ノンサーボモード、(ハイドロブースタ)センサ0点学習､(EDLC)

モジュール放電､モジュール充電､モジュール脱着･廃却時強制放電､モジュール使用履歴クリア､(メータ)ファ

ンクションテスト､(BCM) パワーウィンドウ学習､エンジンオイルサービスリセット､ATFサービスリセッ

ト、(シティブレーキアクティブシステムレーダ)機能点検、レーダ校正、（電子制御パーキングブレーキ）メ

ンテナンスモード、傾斜センサの中点学習、（カメラ/レーダ統合制御システム）レーダエイミング、カメラ

エイミング（電動パワートレイン/IMA）モータロータポジションセンサ学習、SOC書き込み（エクステリア

ライト）ヘッドライト初期位置学習 

リヤワイパ･リバース連動設定 

三菱 2000y11-2019y 

4WD､4WS/パワステ/チルト､ABS/ASC/ASTC/WSS､

ACC/FCM､AFS/ACL/Leveling､AT/CVT/TC-SST､AUDIO､

Auto Stop & Go (AS&G)､AWC､AYC/ACD､BMU､

CAN/LIN/SWSコンバータ､COMP&HTR/ヒートポンプ､

CORNER SENSOR/BACK SENSOR､DCDCコンバータ､

ETACS､EV/MiEV リモートシステム､EV-ECU､F-MCU､GCU､

HBB､HFM､KOS/IMMO/Keyless､LIN､MCU､MPI/GDI/ディー

ゼル､OBC､OCM､OSS､PHEV､RHT/トップスタック､R-MCU､

SATELLITE RADIO､SRSエアバッグ､SS4Ⅱ､SWS､TCL､イモ

ビライザ､エアコン､カメラ､キーレスオペレーション､クルーズ

コントロール､コンプレッサ､サスペンション､シフトレバー､デ

ィスプレイ､パワーゲート､ハンドル角センサ､プレビューディス

タンス､マルチアラウンドモニター､メータ､レーン逸脱警報､後

側方モニター､電動スライドドア 右側､電動スライドドア 左側 

オートマチックハイビーム､Gateway､FCM/LDW/AHB､BSW､

BSW(SUB) ､EPB､電気温水ヒータ､e-Call、ヘッドアップディス

プレイ、BMU(SUB)、DCU、フロントカメラ 

4WD､4WS/パワステ/チルト､ABS/ASC/ASTC/WSS､

ACC/FCM､AFS/ACL/Leveling､AT/CVT/TC-SST､AUDIO､

AWC､AYC/ACD､BMU､CAN/LIN/SWSコンバータ､CMU1､

CMU2､CMU3､CMU4､CMU5､CMU6､CMU7､CMU8､

CMU9､CMU10､CMU11､CMU12､COMP&HTR/ヒートポン

プ､CORNER SENSOR/BACK SENSOR､DCDCコンバータ､

ETACS､EV/MiEV リモートシステム､EV-ECU､F-MCU､

GCU､HBB､HFM､KOS/IMMO/Keyless､MCU､MPI/GDI/デ

ィーゼル､OBC､OCM､OSS､PHEV､RHT/トップスタック､

R-MCU､SRSエアバッグ､SS4Ⅱ､SWS､TCL､イモビライザ､

エアコン､カメラ､キーレスオペレーション､クルーズコントロ

ール､コンプレッサ､サスペンション､シフトレバー､ディスプ

レイ､パワーゲート､プレビューディスタンス､マルチアラウン

ドモニター､メータ､レーン逸脱警報､後側方モニター､電動ス

ライドドア 右側､電動スライドドア 左側､電動パーキング､

Gateway､FCM/LDW/AHB､BSW､BSW(SUB) ､EPB､電気

温水ヒータ､e-Call、ヘッドアップディスプレイ、BMU(SUB)、

DCU、フロントカメラ 

エンジン(OBD)、4WD、4WS/パワステ/チル

ト、ABS/ASC/ASTC/WSS、ACC/FCM、

AFS/ACL/Leveling、 

AND、AT/CVT/TC-SST、AUDIO、Auto Stop 

& Go (AS&G)、AWC、AYC/ACD、BMU、BSW、

BSW(SUB)、COMP&HTR/ヒートポンプ、

CORNER SENSOR/SONAR、DCDCコンバー

タ、e-Call、EPB、ETACS、 EV/MiEV リモー

トシステム、EV-ECU、FCM/LDW/AHB、

F-MCU、Gateway、GCU、 HFM、

KOS/IMMO/Keyless、

KOS/OSS/IMMO/Keyless、MCU、MPI/GDI/

ディーゼル、OBC、OCM、OSS、PHEV、 RHT/

トップスタック、R-MCU、SATELLITE 

RADIO、 SRSエアバッグ、 SS4Ⅱ/ES4、 

TPMS、イモビライザ、エアコン、キーレスオ

ペレーション、コンプレッサ、シフトレバー、

パワーゲート、マルチアラウンドモニター、メ

ータ、レーン逸脱警報、電気温水ヒータ、電動

スライドドア 右側、電動スライドドア 左

側、BMU(SUB)、DCU、フロントカメラ 

4WS/パワステ/チルト､

ABS/ASC/ASTC/WSS､

AT/CVT/TC-SST､AYC/ACD､

HBB､MPI/GDI/ディーゼル､SS4

Ⅱ､SWS､TCL､エアコン､カメラ､サ

スペンション､プレビューディスタ

ンス､レーン逸脱警報､後側方モニタ

ー、KOS/OSS/IMMO/Keyless、マ

ルチアラウンドモニター、電動スラ

イドドア左側、DCU 

(エンジン)初期化、SCRシステム修理完了、空燃比学習リセット､スターターカウンター書込み､スターター

カウンター初期化、インジェクタID情報、インジェクタID書き込み、微小噴射量学習、バッテリ電流セン

サ中立点学習、DPFシステム異常サービス、DPF交換サービス、DPF差圧センサー交換サービス、NOｘト

ラップ触媒交換サービス、エンジンオイル交換サービス、サプライポンプ交換サービス、リニアA/Fセンサ

ー交換サービス、燃料消費量初期化、排気インジェクター清掃サービス、走行距離リセットインジェクター

洗浄、DPF再生、DPF再生Drive、(AT/CVT)学習値設定､スローブセンサ校正､オイル劣化度データ読取､初

期化、コントロールバルブ初期値＆学習値リセット、制御学習値リセット、(ABS)エア抜き､全センサ較正､

Gセンサ較正､横Gセンサ較正､マスターシリンダ圧力較正､ステアリングアングル較正､減圧･増圧動作点検､

HU2次配管エア抜き､全センサ中立点学習､(ACD)エア抜きモード､油温確認モード､（AYC）エア抜き、横G

センサー中立点学習、前後Gセンサー中立点学習、AYC作動チェック右、AYC作動チェック左、制御OFF、

（AWC）センターカップリング動作チェック、フロントカップリング動作チェック、制御OFF、センターカ

ップリング動作推定温度、フロントカップリング推定温度、ハンドル角センサー補正量、(オートレベリング)

車高値初期化､(SAS)ステアリングアングルセンサ較正､（4WS/EPS）トルクセンサ中立位置学習、トルクセ

ンサ中立位置初期化、（メータ)点検警告リセット、次回スケジュール警告取り消し、臨時点検警告設定、臨

時点検警告取り消し、定期点検スケジュール設定、点検警告用積算値調整、任意間隔スケジュール設定、LCD

オートテスト、イルミネーションオートテスト、インジケータオートテスト、ブザーオートテスト、指針オ

ートテスト、(AFS)ヘッドライトレベリング初期化､（PHEV）B/PストロークS学習データ初期化、ステア

リング角補正値リセット、パラレル走行検査モード、ウォータポンプ駆動、バキュームポンプモータ駆動、

エンジンコンプレッション計測、(EV)学習値初期化､(MCU)コンデンサ放電､(ハンドル角センサ)中立学習､

車体番号読取､(ACC/FCM)レーザーレーダー点検､レーダー調整開始（サービス）､学習値リセット､補正値リ

セット（レーン逸脱警報）全補正値リセット､カメラ画像補正値リセット､カメラ初期化データリセット､カメ

ラ初期化､カメラ画像調整、（マルチアラウンドモニター）フロント＆バードアイビュー表示、キャリブマー

カー範囲表示[フロントカメラ・リヤカメラ・左サイドカメラ・右サイドカメラ]、キャリブレーション[全カ

メラ・フロントカメラ・リヤカメラ・左サイドカメラ・右サイドカメラ]、（FCM/LDW/AHB）AHB機能点

検モード、カメラ軸調整、（オートマチックハイビーム）機能点検モード、（BSW）レーダー認識角度点検、

（BSW SUB）レーダー認識角度点検（ヘッドアップディスプレイ）コンバイナ開、コンバイナ閉、コンバ

イナ動作リセット、LCDテスト、（4WD）4WDカップリング制御トルク、4WDモード、(フロントカメラ)

カメラエーミング 

シートベルト警告音設定､Fフォグランプ

設定､パーキングブレーキ警告灯設定､セ

キュリティアラーム設定､アンサーバック

設定 

スズキ 1998y10-2017y 

エンジン､トランスミッション､ABS/ESP､パワーステアリング､

エアバッグ､AC､BCM､4WD､EMCD､EVモータ､EV_AC､メー

タ､オートレベリング､アクティブクルーズコントローラ､アイド

リングストップ､キーレススタート､レーダーブレーキサポート 

エンジン､トランスミッション､ABS/ESP､パワーステアリン

グ､エアバッグ､AC､BCM､4WD､EMCD､EVモータ､EV_AC､

メータ､オートレベリング､アクティブクルーズコントローラ､

アイドリングストップ､キーレススタート､レーダーブレーキ

サポート 

エンジン､トランスミッション エンジン､トランスミッション､

ABS/ESP､BCM､メータ､オートレ

ベリング､アイドリングストップ､キ

ーレススタート、BCM 

(CVT)学習値設定､スローブセンサ校正､電動オイルポンプエア抜き､(ABS)減圧･増圧動作点検､HU2次配管

エア抜き､(ISS)スタータ駆動回数書込､(ISS)スタータ駆動回数リセット､(ISS)スタータデータリセット､ス

タータデータコピー保存/書込み､（AT）クラッチ/トランスアクスル初期化、クラッチクランプ位置制御、ク

ラッチ調整制御、クラッチ初期化、トランスアクスル初期化、ニュートラル位置設定、（AGS）AGS学習値

一括設定、クラッチ学習値設定、シフトタワー学習値設定、油圧ラインオイル排出、2速固定解除、AGS学

習値表示、(オートレベリング)車高値初期化､(レーダーブレーキサポート)レーザーレーダ点検､(アクティブ

クルーズコントローラ)レーダーセンサ エーミング調整、（レーダブレーキサポート/アダプティブクルーズ

コントロール）エーミング調整、起動、（デュアルセンサブレーキサポート）エーミング調整、（ステレオカ

メラ）エーミング調整値クリア、エーミング調整、エーミング再調整 

携帯リモコン電池消耗警告､携帯リモコン

検出範囲外警報､リモート格納ミラー設

定､パーキングブレーキ戻し忘れ警告､タ

ーンシグナルランプ設定､セキュリティア

ラーム設定､コーナリングランプ設定､キ

ーレススタートシステム機能､アンサバッ

ク設定(車外ブザー)､アンサバック設定､

DRL設定､エネルギーフローインジケー

タ､エコスコア､A-STOP時間･節約燃料、

BCM 



MST-7R システム表 – 国産乗用車ソフト                                                                                  2020 年 8 月 

メーカー 対応年式 自己診断 実測値 フリーズフレーム アクティブテスト 作業サポート カスタマイズ 

ダイハツ 2000y5-2019y7 

4WD､A/B､ABS/VSC､ACC､AT､CVT､DSS､DVS､EFI､EPS､

ERS/eco IDLE､IMB､IMG､ITC､KFS､PCB､PSB-D､PSB-P､

PSD_LH､PSD_RH､Roof､オートレベリング､メータ､電源 

4WD､ABS/VSC､ACC､AT､CVT､DSS､DVS､EFI､EPS､

ERS/eco IDLE､IMG､ITC､KFS､PCB､PSB-D､PSB-P､

PSD_LH､PSD_RH､Roof､オートレベリング､メータ､電源 

ABS/VSC､AT､CVT､DSS､DVS､EFI､EPS､

ERS/eco IDLE､IMG､PCB､PSB-D､PSB-P､

PSD_LH､PSD_RH､Roof､メータ 

ABS/VSC､AT､CVT､DVS､EFI､

ERS/eco IDLE､ITC､KFS､PSB-D､

PSB-P､PSD_LH､PSD_RH､Roof､

オートレベリング､メータ､電源 

(ABS)2次系リペアエア､(CVT)ECU初期学習､(eco IDLE)スタータ始動回数の確認､スタータ始動回数の消

去､スタータ始動回数の書込､(ACC)レーダークルーズ光軸調整 ､(IMG)レーンレコグニッションカメラ光軸

調整､(DSS)レーンレコグニッションカメラ光軸調整､(PCB)レーザレーダ光軸調整､（ECU）ソナーエリア検

査・調整、（カメラ)フロントカメラ光軸調整、単眼カメラ光軸調整、（ソナー）ソナーエリア検査・調整、（ス

テレオカメラ）ステレオカメラ調整、（フロントソナー）ソナーエリア検査、（モニタカメラ）モニタカメラ

光軸調整 

 

Frワイパ車速感応間欠､IG OFF時ドアア

ンロックモード､IG-OFFイルミモード､ア

ンサーバックハザード動作､エコバー表

示､エコランプ､エコランプ/指針､エント

リー制御モード､キー抜き忘れブザー音

圧､キー抜き忘れブザー吹鳴周期､シフト

連動ドアアンロックモード､シフト連動ド

アロックモード､タコメータ応答性切替

え､ナイトビュー歩行者検知ブザー､ブザ

ーモード､ブザー吹鳴音量選択LH､ブザー

吹鳴音量選択RH､フラッシャーブザー､

ベルトインフォメーション､リヤワイパモ

ード､リヤワイパ間欠作動時間､ワイヤレ

ス作動選択LH､ワイヤレス作動選択RH､

運転席SW作動選択LH､運転席SW作動

選択RH､欧州ヘッドランプ点灯アドバイ

ス､強制停止状態､検査モード完了フラグ､

指針演出､車速感応ドアロックモード､電

格ミラーオート電格制御､燃費計､燃料警

告ブザー､発進通知カスタマイズ情報､閉

作動中ブザー選択LH､閉作動中ブザー選

択RH 

マツダ 2002y4-2018y 

エンジン､トランスミッション､ABS､エアバッグ､メータ､ボデ

ィ､電動パワステ､エアコン（EATC）､リモートキー､スマートス

タートユニット､左スライドドア､右スライドドア､FSC （フォワ

ード センシング カメラ）､SCBS（スマート シティ ブレーキ サ

ポート）､SBS/MRCC（スマート ブレーキ サポート／マツダ レ

ーダ クルーズ コントロール）AFS/ALM 

 

エンジン(KOEO/KOERセルフテスト機能あり)  

トランスミッション(KOEOセルフテスト機能あり)  

ABS(オンデマンドセルフテスト機能あり) ､         

エアバッグ(オンデマンドセルフテスト機能あり)  

電動パワステ(オンデマンドセルフテスト機能あり) 

FSC(セルフテスト(ODDTC)) 

エンジン､ハイブリッド､トランスミッション､ABS､電子制御

回生協調ブレーキ､エアバッグ､電動パワステ 

エンジン、トランスミッション、ABS、エアバ

ッグ、電動パワステ､FSC､SCBS､SBS/MRCC 

(TCM)電動オイルポンプ､電動オイ

ルポンプリレー､シフト・ソレノイド

1 電流 - 要求値､シフト・ソレノイ

ド3電流 - 要求値､トルクコンバー

タークラッチソレノイド電流 - 要

求値､電動オイルポンプ - デューテ

ィーサイクル､ON/OFF ソレノイ

ド､シフト・ソレノイド2電流 - 要

求値､シフト・ソレノイド 4 電流 - 

要求値､プレッシャ・コントロール・

ソレノイド電流  - 要求値 

(ABS/DSC)アウトレットバルブ､イ

ンレットバルブ､スタビリティコン

トロール バルブ､トラクション コ

ントロール バルブ､ポンプモータ電

源 (エアコン)エアミックス､エアイ

ンテーク､インジケータ､ブロアモー

タ､エアフロモード､A/Cコンプレッ

サ 

(エンジン)インジェクタコード登録(ID読取/登録)､インジェクション量の修正､DPF再生､オイル劣化の集積

値リセット､フューエルポンプデータリセット､インジェクタデータリセット､MAFセンサデータリセット､

O2センサデータリセット､DPFデータリセット､EGRバルブ初期化､ETB初期化､ターボチャージャ初期化､

車体番号読取､セジメンタデータリセット(OBD2モード9)､(TCM)傾斜センサ学習､傾斜センサ学習値クリ

ア､油圧センサ学習､油圧センサ学習クリア､(ABS/DSC)ブレーキ油圧センサ初期化､横方向加速度センサ初

期化､ヨーレイトセンサ初期化､縦方向加速度センサ初期化､TPMSリセット､ (EPS)舵角キャリブレーショ

ン､(FSC) 静止エーミング、走行エーミング､(SCBS) レーザセンサ点検､(SBS/MRCC) エーミング､

SBS,MRCC 初期化、（AFS/ALM）オートレべリングセンサ初期化、アクチュエータテスト 

ドア閉時のインテリア照明点灯時間､ドア

開時のインテリア照明点灯時間､アドバン

スキーレス機能､オートロック機能､オー

トリロック機能､アドバンスキーのチャイ

ム音量､ライト消忘れ警報音量､スマート

ブレーキサポート警報音量､ウインカー音

量､アンサーバックブザー音量設定､キー

バッテリー低下警報設定､ワーニングブザ

ー音量設定､レイン/ライトセンサ感度調

整 

スバル 2000y8-2018y 

エンジン､トランスミッション(AT/CVT)､ABS/VDC､ブレーキ負

圧ポンプシステム､エアバッグ､統合ユニット､電動パワステ､パ

ーキングブレーキ､エアコンデイショナ､アイドリングストップ､

キーレスアクセス､オートライト&ワイパ､ヘッドライト､メータ､

Eye Sight､マルチファンクションディスプレイ 

エンジン､トランスミッション(AT/CVT)､ABS/VDC､ブレー

キ負圧ポンプシステム､統合ユニット､電動パワステ､パーキン

グブレーキ､エアコンデイショナ､アイドリングストップ､キー

レスアクセス､オートライト&ワイパ､ヘッドライト､メータ､

マルチファンクションディスプレイ､SCBS（スマート シティ 

ブレーキ サポート） 

エンジン(OBD)   

(AT)AT学習モード､エア抜き､(CVT)AT学習モード､リヤデフ点検モード､AWD ON/OFF切替モード､AT学

習値クリア､(ABS/VDC)舵角センサ中立&横Gセンサ0点設定モード､前後Gセンサ&横Gセンサ0点設定

モード､ブレーキメンテナンスモード､VDCセンサ中点設定モード､ABS機能チェックモード、VDC機能チェ

ックモード、ブレーキランプ点灯駆動、(パーキングブレーキ)フォースセンサキャリブレーションモード､パ

ーキングブレーキ取外しモード､パラメータ初期化モード､(ISS)スタータ交換時-始動回数リセット､ECU交

換時-始動回数読取/書込､(オートライト&ワイパ)センサ初期設定(アイサイト) 画像表示/切替､車両情報登録

（パラメータの選択、パラメータの確認）､調整値クリア､カメラ全調整モード､走行による自動調整・機能確

認、レーンキープアシスト学習値クリア、走行エーミング、（A/C）可変コンプレッサ慣らし運転 

(統合ユニット)室内灯消灯時間､自動施錠

時間､Rデフォガ作動モード､警報

ON/OFF設定､衝撃センサON/OFF設定､

警報監視遅延設定､キー閉込防止､衝撃セ

ンサ有無設定､ブザー呼鳴設定､非常警告

灯点滅設定､自動施錠設定､キーレス設定

初期化､各種機能設定初期化､セキュリテ

ィ設定初期化､セレクトアンロック切替､

半ドア対策､アラーム連動ルームランプ切

替､オートA/C ECU有無､ワイパデアイサ

有無､リアフォグ有無､イルミコントロー

ル有無､セダン/ワゴン設定､MT/AT設定､

雨滴検知センサ有無設定､シートメモリ有

無設定､照度センサ有無設定､工場モード

再設定､オートワイパ/INT切替設定､ワン

タッチウインカ機能有無､リバース連動リ

アワイパ機能有無､TPMS有無､運転席セ

レクトアンロック､Rゲートセレクトアン

ロック､EPB有無､キーレスブザー音量､緊

急ブレーキハザードランプ､(ISS)ターン

シグナルON停止禁止設定､ワイパON停

止禁止設定､(オートライト&ワイパ)オー

トライト感度調整､(メータ)外気温補正

値､平均燃費補正値､シートベルト第2段

階警報実施有無､EPS設定有無状態､デモ

モード許可/非許可 



MST-7R システム表 トラックソフト                                                                                    2020 年 8 月 

メーカー 対応年式 自己診断 実測値 フリーズフレーム アクティブテスト 作業サポート 

いす  ゞ
1999y8-2015y

（2017ｙエルガ） 

エンジン､HV､トランスミッション､ABS/EBS､エアバッグ､アイ

ドリングストップ､みまもり､パルス整合器､イモビライザ､ボデ

ィ､HSA､エアサス､ミリ波車間クルーズ､運転集中度モニタ､

ANBH､SCR(尿素)、ドアコントロール 

 

自己診断のみ2018yまで対応 

エンジン､トランスミッション､エアバッグ､アイドリングストップ､み

まもり､ABS、パルス整合器､イモビライザ､ボディ､HSA､エアサス､ミ

リ波車間クルーズ､運転集中度モニタ､ANBH､SCR(尿素) 、ドアコン

トロール 

エンジン 

(エンジン)パワーバランス､インジェクタテスト､EGR制御､ターボチャージ

ャー制御､(ボディ)アンサーバックテスト､ブロアーリレーテスト､コンプレッ

サーリレーテスト､ドアロックテスト､ドアアンロックテスト､ルームライトテ

スト､ワイパーテスト､(SCR)尿素戻しバルブ、尿素水タンクヒータ冷却水制御

バルブ、尿素水インジェクタ、 

(エンジン)DPD強制再生､DPD強制ゆっくり再生､DPD再生データクリア､インジェクタ補正(ID呼出し､手動ID登録)､

オイル交換時期リセット、フューエルポンプ調整リセット､エンジン始動回数書込み､スタータ交換後始動回数書込み､車

体番号読取､ECU ID読取、アクセルペダル位置学習値リセット､排気管インジェクターエア抜き、(SCR)尿素水タンクヒ

ータ冷却水制御バルブ､SCR触媒データリセット、NOｘセンサ1リセット、排気ガス温度センサ3リセット、尿素水噴

射制御モジュールリセット、酸化触媒データリセット、DPDデータリセット、尿素水インジェクターリセット、(トラ

ンスミッション)エンジン型式のプログラミング､トランスミッションのプログラミング､高所作業のプログラミング､ス

ピードメーターギヤのプログラミング､PTOエンジン回転数プログラミング､ファイナルギヤのプログラミング､タイヤ

サイズのプログラミング､タイヤ補正率のプログラミング､ABS装着のプログラミング､(みまもり)搭載ECU情報更新､

エンジン型式のプログラミング､トランスミッションのプログラミング､ファイナルギヤのプログラミング､タイヤサイ

ズのプログラミング､AD入力更新､(ISS)スタータカウンタのリセット､スタータカウンタのプログラム(総スタータ作動

回数､現スタータ作動回数)､メンテナンスデータクリア､高所作業のプログラミング､車型のプログラミング､運行データ

クリア､(ABS)タイヤ径書込み､(ボディ)エンジンオイル寿命警報用距離クリア､T/Mオイル寿命警報用距離クリア､セル

モータ始動回数クリア､ECU ID読取 

日野 1999y4-2018y 

エンジン､トランスミッション､ABS、エアバッグ､サスペンショ

ン､車間クルーズ/車線逸脱警報/被害軽減ブレーキ､尿素SCR､イ

モビライザ､メータ､車両制御システム､ハイブリット､インバータ

(モータジェネレータ)､バッテリー､クラウチングシステム、FCM、

アイドルストップ、ドライビングサポート、ヘッドランプ、ボデ

ィーコントロール 

エンジン､トランスミッション､ABS、FCM、LDWS、HV、車間クル

ーズ、ヘッドライト、メータ、インバータ 

エンジン 

(エンジン)パワーバランス(尿素SCR)尿素水インジェクタ開度､冷却水遮断

弁､尿素水ポンプ開度､尿素水ポンプリバーティングバルブ、（HVバッテリ）

冷却FAN駆動デュ-ティ-、HVウォ-タ-ポンプ駆動デュ-ティ-、HVラジエ-

タ-FAN駆動デュ-ティ-、冷却FANデュ-ティ-電池パック1～4 

(エンジン)ＰＭ/DPR強制再生、インジェクタ補正(IDコード呼出)、インジェクタ補正(手動ID登録)、サプライポンプ

交換時機差学習、DPR状態表示、DPR差圧チェック、DPR状態リセット、履歴データ初期化、PM堆積量履歴データ

初期化、尿素SCR関連メモリリセット､尿素SCR関連メンテナンス距離リセット､尿素水フィルタメンテナンス距離リ

セット､DPRメンテナンス距離リセット､DPR関連メモリリセット(ABS)ブレーキエア抜き(ハイドロブースタ)、バック

アップメモリー消去、（FCM）光軸調整、学習値表示、（LDWS）前方カメラの光軸調整、 

三菱ふそう 2002y6-2016y 

エンジン､トランスミッション､ABS､エアバッグ､エアコン､イモ

ビライザ､モータコントロール､バッテリーコントロール､サスペ

ンション､オートクルーズ､ヘッドランプレベライザ､パルスコン

バータ､RADAR、車間距離警報､統合制御､EZGO､AMB､

SCR/ACM(尿素)､ESS､MBECS､MILS､ISS､MDAS､SWS､リター

ダー､メータ､SAM､CPC 

エンジン､トランスミッション､ABS､エアバッグ､エアコン､イモビラ

イザ､モータコントロール､バッテリーコントロール､サスペンション､

オートクルーズ､ヘッドランプレベライザ､パルスコンバータ､車間距

離警報､統合制御､EZGO､AMB､SCR/ACM(尿素)､ESS､MBECS､

MILS､ISS､MDAS､SWS､リターダー   

エンジン､トランスミッション､ABS､エアバッグ､エアコン､イモビライザ､モ

ータコントロール､バッテリーコントロール､サスペンション､オートクルー

ズ､ヘッドランプレベライザ､パルスコンバータ､車間距離警報､統合制御､

EZGO､AMB､SCR/ACM(尿素)､ESS､MBECS､MILS､ISS､MDAS､メータ､

SAM 

(エンジン)ECUリセット、DPF関連情報､A/T通信履歴､SCR関連情報､エンジン再始動禁止､ギア段判定､エンジン運転

時間)､DPF強制再生､インジェクタID呼出､インジェクタ手動ID登録、インジェクタ補正(気筒別ID)、レールナイプレ

ッシャ・リミッタ・バルブ、レール･プレッシャ･センサ、ラムダ･コントロール･センサ、エアマス･フロー/吸気温度セ

ンサ、ターボチャージャ、ターボチャージャ学習値、EGRバルブ、スタータ、BlueTecR、DPF、パティキュレート・フ

ィルタの差圧センサ、サプライポンプ機差圧学習初期化､エンジン始動制限の解除、AdBlue®システム故障時のリセッ

ト、FMU、PLV、高圧ライン、VGT、NOx、EGR、エンジン･スタートの回数、履歴、（ACM/SCR）AdBlueRシステム、

AdBlueR品質、SCR触媒、AdBlueRメタリング･ユニット、AdBlueR品質 エラー解除、(エアバッグ)ECUメモリー

リセット、（レーダー）走行アライメント、左右上下アライメント、アライメントリセット[初期値]、(ISS)ISS作動状

態(現在のデータ読取/データ保存/データリセット/データ書込み) 

UDトラックス              

1999y8-2011y 

小型(ZD30DDi､

QR20DE) 

エンジン､トランスミッション､ABS､エアバッグ エンジン､トランスミッション､ABS､エアバッグ     (エンジン)インジェクタ補正値登録､EGR V/POS学習値クリア､スロットル全閉位置学習クリア､排ガス圧センサ学習ク

リア､DPF交換時クリア､DPF再生､空燃比センサ学習値クリア､吸入空気量学習(TAS学習)､空燃比学習､アイドル回転補

正､(トランスミッション)エンジンブレーキ調整 

小型(4JJ1､4HV1､

4HF1､4HG1) 

エンジン､トランスミッション､ABS/ASR､エアバッグ､アイドリ

ングストップ､みまもり､イモビライザ､ボディ､HSA  

エンジン､トランスミッション､エアバッグ､アイドリングストップ､み

まもり､イモビライザ､ボディ､HSA  

エンジン 

(エンジン)パワーバランス､インジェクタテスト､EGR制御､ターボチャージ

ャー制御､(BCM)アンサーバックテスト､ブロアーリレーテスト､コンプレッ

サーリレーテスト､ドアロックテスト､ドアアンロックテスト､ルームライトテ

スト､ワイパーテスト 

(エンジン)DPD強制再生､DPD強制ゆっくり再生､DPD再生データクリア､インジェクタ補正(ID呼出し､手動ID登録)､

フューエルポンプ調整リセット､エンジン始動回数書込み､スタータ交換後始動回数書込み､車体番号読取､(トランスミ

ッション)エンジン型式のプログラミング､トランスミッションのプログラミング､高所作業のプログラミング､スピード

メーターギヤのプログラミング､PTOエンジン回転数プログラミング､ファイナルギヤのプログラミング､タイヤサイズ

のプログラミング､タイヤ補正率のプログラミング､ABS装着のプログラミング､(みまもり)搭載ECU情報更新､エンジ

ン型式のプログラミング､トランスミッションのプログラミング､ファイナルギヤのプログラミング､タイヤサイズのプ

ログラミング､AD入力更新､(ISS)高所作業のプログラミング､車型のプログラミング､運行データクリア､(ABS)タイヤ

径書込み､(ボディ)エンジンオイル寿命警報用距離クリア､T/Mオイル寿命警報用距離クリア､セルモータ始動回数クリ

ア､ECU ID読取 

中型(J05D､J07E､

J08C､J08E) 

エンジン､トランスミッション､ABS/VSC､エアバッグ､イモビラ

イザ、ESCOT、NICU、ACM 

エンジン､トランスミッション､ABS 

エンジン 

(エンジン)パワーバランス (エンジン)PM強制再生制御､インジェクタ補正(IDコード呼出)､インジェクタ補正(手動ID登録)､サプライポンプ学習

値初期化､DPF状態表示､DPR差圧チェック､DPR状態リセット､履歴データ初期化､PM堆積量履歴データ初期化､(ABS)

ブレーキエア抜き(ハイドロブースタ)､バックアップメモリー消去､(車両制御)スタータ作動回数書込み 

大型(FE6F､FE6T､

FU6､PF6HT､

GE13T､MD92T､

6M70､RH8F) 

エンジン､ABS､ESCOT､UDS､ISS エンジン､UDS 

エンジン 

  (エンジン)インジェクタ補正(IDコード呼出)､インジェクタ補正(手動ID登録) ､サプライポンプ機差学習状態リセット､ 

(エンジン･CAN)アイドル回転調整* GE13T､MD92T 
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メーカー 対応年式 自己診断 実測値 フリーズフレーム アクティブテスト 作業サポート カスタマイズ 

フォルクス･ 

ワーゲン 
1996y-2019y 

01.エンジン､02.トランスミッション､03.ABS､07.コントロールヘッド､08.エアコン､09.車両

エレクトリカルシステム､10.パーキングアシスト､15.エアバッグ､16.ステアリング､17.インス

トルメント､29.左ヘッドライト､34.レベルコントロール､39.右ヘッドライト､44.ステアリング

アシスト､53.パーキングブレーキ､55.ヘッドライト､8C.HVバッテリ 
エンジン(OBD) エンジン(OBD)  

サービスインターバルリセット､ヘッドライト基本設定､ユニットID読取､車体番号読取 シートベルト警告音ON-OFF設定､デイライト設定 

BMW･ミニ 
R50/R53 

R55/R56 

F55/F56 

エンジン､トランスミッション､ABS/DSC､エアバッグ､メータ､エアコン､電動パワステ、左フロ

ントライト、右フロントライト、ボディドメイン、タッチボックス、コントローラー、CIC/HU-H、

ゲートウェイ 

エンジン(OBD) 、

ABS/DSC 
エンジン(OBD)  

CBSリセット1(エンジンオイル､Fブレーキ､Rブレーキ)､CBS2(ブレーキ液､車検日､排

ガス点検日､車両チェック)､データレベル読取、スタータ交換、バッテリー交換、サービ

スインターバルリセット､車体番号読取､(トランスミッション)学習値リセット､(ABS)エ

ア抜き 

  

アウディ 1997y-2019y 

01.エンジン､02.トランスミッション､03.ABS､07.コントロールヘッド､08.エアコン､05.アク

セス/スタート､09.車両エレクトリカルシステム､10.パーキングアシスト､15.エアバッグ､16.

ステアリング､17.インストルメント､44.ステアリングアシスト､53.パーキングブレーキ､55.ヘ

ッドライト、21バッテリーマネージメント2、C4ボルテージコンバーター、74.ランニングギ

ヤコントロール 

エンジン(OBD) エンジン(OBD)  

サービスインターバルリセット､ユニットID読取､車体番号読取､EPB解除､ヘッドライ

ト基本設定、バッテリーアダプテーション 

TVアクティベート､シートベルト警告音ON-OFF

設定､デイライト設定､ニードルスイープ設定 

BMW 

1シリーズ(E87/F20)  

2シリーズ(F45/F46)  

3シリーズ 

(E46/E90/E92/F30/F31/F34/G20/G21)  

4シリーズ(F32/F36/F82)  

5シリーズ(E60/E61/E39/F10/F11/G30)  

6シリーズ(E63/F06/F13)  

7シリーズ(E65/E66/F01/F02/G11)  

8シリーズ(G14/G15/G16/F91/F92) 

Xシリーズ 

(E70/E71/E53/F15/16/F25/F26/F39/ 

F48/F97/F98/G01/G05/G07)  

Zシリーズ(E85/E86/G29)  

iシリーズ(I01) 

エンジン､トランスミッション､ABS/DSC､エアバッグ､電動パワステ､インストルメントクラス

タ､エアコン､後席エアコン、パーキングブレーキ､パークトロニック､SCR、左可逆リトラクター、

右可逆リトラクター、電動モーター、高電圧バッテリ、フューエルポンプ、ギヤセレクタースイ

ッチ、トランスファケース、統合シャシ、HSR、左ヘッドライト、右ヘッドライト、左LEDラ

イト、右LEDライト、PDC、アラウンドビューカメラ、カメラアシスト、カーアクセス、FRM、

センタールーフ、ステアリングスイッチ、アクティブステアリング、テールゲート、運転席シー

ト、助手席シート、タッチボックス、コントローラ、CIC/HU-H、コムボックス、ビデオモジュ

ール、CID、TCB、ゲートウェイ、EVシステム、発電用エンジン、発電用モータ、充電器、燃

料タンク圧制御、SAS、ボディドメイン、サウンドジェネレーター、EDC、ハイトレベルコント

ロール、クルーズコントロール、車線変更警報、ジャンクションボックス、アクティブサウンド 

エンジン(OBD)､EV シス

テム、電動モータ、高電圧

バッテリー、発電用エンジ

ン、発電用モータ、充電器、

ABS、PMA（パークトロ

ニック）、PDC 

エンジン(OBD) 

(EV システム)電動ウォータポンプ制御、電動

ファン、電動ファンリレー制御、電動ファン制

御、(発電用エンジン)電動フューエルポンプの

制御 

CBSリセット1(エンジンオイル､スパークプラグ､Fブレーキ､Rブレーキ､クーラント)､

CBSリセット2(マイクロフィルタ､ブレーキ液､車検日､排ガス点検日､車両チェック)､サ

ービスインターバルリセット､車体番号読取､スターター交換､バッテリー交換､EPB整備

モード､(エンジン)空燃比学習リセット､(トランスミッション)学習値リセット､(ABS)エ

ア抜き 、データレベル読取、高電圧バッテリ充電履歴、RDMEサービススタート、KAFAS

エーミング 

  

メルセデス･ベンツ 

Aクラス(W168/169/176) 

Bクラス(W245/246) 

Cクラス(W203/204/205) 

CLクラス(W215/C216) 
CLAクラス(C117) 
CLKクラス(W209) 

CLSクラス(W219/218) 

Eクラス(W211/212) 

Gクラス(W463.348)*2016y以降 

GLSクラス(X166/) 
Sクラス(W220/221/222) 

SLクラス(W230/231) 

Vクラス(BR447) 

エンジン､PTCU、トランスミッション､ABS､パーキングブレーキ､エアバッグ､インストルメン

トクラスタ､クライメート､アクティブサービスシステム､SBC､左フロントRevGus､右フロント

RevGus､パワーステアリング､パークトロニック､バリオルーフ､アクティブボディコントロー

ル(ABC) ､COMMAND､触媒還元(SCR) ､SAM信号集録モジュール 

エンジン(OBD) エンジン(OBD)  

サービスインターバルリセット､ユニットID読取､車体番号読取､車両情報読取､SBC解

除､G&ヨーレートセンサ較正､バッテリ交換 

  

フィアット 
Punto EVO 

Panda 

500/500C/500X 

エンジン､トランスミッション(セレスピード)､ABS､パワーステアリング､エアバッグ､エアコ

ン､インストルメントクラスタ､ボディ 

エンジン(OBD) エンジン(OBD) 

(ABS)ポンプモータ駆動､(インストルメント)

セルフテスト 

(エンジン)空燃費初期化､(ABS)エア抜き､(ステアリング)アングルセンサ初期化､(トラ

ンスミッション)圧力降下､エア抜き､クラッチ交換後のリセット､クラッチグリップ点の

基本設定､回路の基本調整､コンポーネント交換後のリセット､ポンプ交換後のリセット､

ポンプリレー交換後のリセット､アキュームレータ交換後のリセット､加速度センサ交換

後のリセット､(エアコン)基本調整､(インストルメント)サービスリセット 

シートベルト警告音ON-OFF設定 

アルファロメオ 

147 

156 

Giulietta 

Mito 

4C 

エンジン､トランスミッション､ABS､エアバッグ､エアコン､インストルメント､ボディ､パワース

テアリング､ランプコントロール､イモビライザ､運転席ドア､トランク､運転席シート､助手席シ

ート､パーキングヘルプ 
エンジン(OBD) エンジン(OBD)  

(エンジン)補正値初期化､自己学習機能リセット､(トランスミッション)補正値初期化､ク

ラッチの自動調整､オイル流量較正､アキュームレータ減圧､自己学習､クラッチロッド調

整､(ABS)エア抜き､操舵角キャリブレーション､センサーユニット0調整､ブレーキ圧セ

ンサー0調整､(ステアリング)ポジションセンサキャリブレーション､(ランプコントロー

ル)基本調整､(エアコン)基本調整､(インストルメント)サービスリセット､(ボディ)車体

番号読取 

シートベルト警告音ON-OFF設定 

ベントレー 
コンチネンタルGT 

フライングスパ 

アルナージ 

エンジン、エンジン2、トランスミッション、ABS、アクセス/スタートシステム、助手席シー

トアジャスト、コントロールヘッド、エアコン、車両エレクトリカルシステム、エアバッグ、ス

テアリング、インストルメントクラスタ、データバス診断インターフェイス、イモビライザー、

スライディングルーフコントロール、メディアディスプレイ、レベルコントロール、運転席シー

トアジャスト、ナビゲーションシステム、ルーフエレクトロニクス、サウンドシステム、パーキ

ングブレーキ、リヤスポイラー、ラジオ、TVチューナー、タイヤプレッシャーモニター、ワイ

パーエレクトロニクス、リヤビューカメラシステム、バッテリーチャージャー、パーキングエイ

ド、テレフォン 

エンジン(OBD) エンジン(OBD)  

サービスインターバルリセット､ユニットID読取､車体番号読取､EPB解除 シートベルト警告音ON-OFF設定 

マセラッティ 

クアトロポルテ(M139,M156) 

3200GT 

スパイダー 

ギブリ(M157) 

エンジン、トランスミッション、シフトモジュール、全輪駆動、ABS、パーキングブレーキ、電

気パワーステアリング、ステアリング、タイヤ空気圧モニタ、サスペンション、パークトロニッ

ク、エアバッグ、インストルメント、エアコン、BCM、ヘッドライト、運転席ドア、助手席ド

ア、左リアドア、右リアドア、シートメモリ、コンフォートシートホイール、一体式センタース

タック、イントルーション、テレマティックゲートウェイ、ラジオ周波数ハブ、ハンズフリー、

左死角センサ、右死角センサ、リヤ A/C、パワーリフトゲート 

エンジン(OBD) エンジン(OBD)  

(トランスミッション)自己学習､クラッチウェア､クラッチコンフィギュレーション､ニュ

ートラルエンゲージメント､センタリングアレンジメント､PISコンフィギュレーション､

リセットウェアインデックス､(インストルメント)サービスリセット、車体番号読取 

 

ポルシェ 

911(996.997,991) 

ボクスター/ケイマン(986,987,981) 

718ボクスター/ケイマン(982)  

カイエン(9PA,92A) 

パナメーラ(970) 

マカン(95B) 

エンジン、トランスミッション(ティプトロニック、PDK)、セレクターレバー(PDK)、PTM、ト

ランスファケース/4WD、ABS/PSM、パーキングブレーキ、レベルコントロール/PASM、TPMS、

パーキングアシスト、ACC、レーンカメラ、フロントカメラ、リバースカメラ、サラウンドビュ

ー、エアバッグ/POSIP、インストルメント、ストップウォッチ、エアコン、ステアリング、

PAS/KESSY、ヘッドライト/HBA、左ヘッドライト、右ヘッドライト、車両エレクトロニクス、

フロントエンドエレクトロニクス、リヤエンドエレクトロニクス、シートメモリ、運転席シート、

運転席ドア、助手席ドア、左リヤドア、右リヤドア、トランク、トレーラ、ゲートウェイ、

PCM/CDR、サウンドシンポーザー 

エンジン(OBD)、パーキ

ングアシスタンス 
エンジン(OBD)  

(インストルメント)メンテナンスインターバルリセット、(パーキングブレーキ) 組み立

て位置、(ゲートウェイ)バッテリ交換、車体番号読取 

 



MST-7R システム表 – 輸入車ソフト                                                                                    2020 年 8 月 

メーカー 対応年式 自己診断 実測値 フリーズフレーム アクティブテスト 作業サポート カスタマイズ 

フェラーリ 
F430/F430 Spider (*1)  

(*1)F430 Scuderia および 

Scuderia Spider 16Mは未対応 

エンジン(右側/左側)、トランスミッション、ディファレンシャル、ABS、サスペンション、タ

イヤ空気圧モニタ、エアバッグ、インストルメント、ステアリングホイール、ソフトトップ エンジン(OBD)、トラン

スミッション 
---  

車体番号読取   

 


