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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)

エンジン(OBD)

-

1996y7-2017y

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､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

(エンジン)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/タイヤ本数登録、車
輪位置書込み、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、

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

(エンジン)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､スタータ作動回数クリア､バッテリ放電電流積算クリア､CPU 交換時データ保存・書込み､点火時
期調整・補正､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（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、
（VSP）VSP 音量レベ
ル変更

(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

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

1998y8-2015y

1998y10-2015y

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/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

エンジン(OBD)

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）

※車種・年式・型式等で対応している機能が異なります。また作業サポート等の機能を実施する場合は必ず整備書・修理書を参照の上、行なって下さい。

-

-

-

-

-

-

-

-

-

※ﾃﾞｰﾀﾓﾆﾀ・ﾌﾘｰｽﾞﾌﾚｰﾑﾃﾞｰﾀのｴﾝｼﾞﾝ（OBD）は OBDⅡソフトを意味します。主に CAN 通信車（グローバル OBDⅡ規格）に対応しています。
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自己診断

フリーズフレーム

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

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、ヘッドアップディスプレイ

(エンジン)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、 シートベルト警告音設定､F フォグランプ設定､パーキン
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 グブレーキ警告灯設定､セキュリティアラーム設定､アン
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、 サーバック設定
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、(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、

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
ブレーキサポート

エンジン､トランスミッション

(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、
（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、､(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)､(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

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

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)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

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）

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

(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

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

(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､(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 （※データモニタによる確認は出来ません）

(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

2000y5-2018y

2002y4-2016y

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､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

スバル

作業サポート

2000y8-2015y

エンジン(OBD)

※車種・年式・型式等で対応している機能が異なります。また作業サポート等の機能を実施する場合は必ず整備書・修理書を参照の上、行なって下さい。

カスタマイズ

※ﾃﾞｰﾀﾓﾆﾀ・ﾌﾘｰｽﾞﾌﾚｰﾑﾃﾞｰﾀのｴﾝｼﾞﾝ（OBD）は OBDⅡソフトを意味します。主に CAN 通信車（グローバル OBDⅡ規格）に対応しています。

TPM-i-BZ システム表
メーカー
フォルクス･

2020 年 1 月

対応年式

1996y-2015y

ワーゲン

BMW･ミニ

アウディ

輸
入
車
ソ
フ
ト

BMW

メルセデス･
ベンツ

R55/R56/R57
F55

自己診断
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､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

フリーズフレーム

作業サポート
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

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

1997y-2017y

1 シリーズ(E81/E82/E87/F20)
2 シリーズ(F45/F46)
3 シリーズ
(E90/E91/E92/E93/F30/F31/F34)
4 シリーズ(F32/F36/F82)
5 シリーズ(E60/E61/F10/F11/G30)
6 シリーズ(E63/E64/F06/F13)
7 シリーズ(E65/E66/F01/F02/G11)
X シリーズ
(E70/E71/F15/Ｆ16/Ｆ
25/F26/F39/F48/G01)
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、
エンジン(OBD)
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

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

A クラス(W169/176)
B クラス(W245/246)
C クラス(W204/205)
CL クラス(C216)

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

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

CLS クラス(W219/218)
E クラス(W211/212)
G クラス(W463.348)*2016y 以降

シートベルト警告音ON-OFF 設定､デイライト設定

エンジン(OBD)

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

CLA クラス(C117)

カスタマイズ

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

エンジン(OBD)

エンジン(OBD)

GLS クラス(X166/)
S クラス(W221/222)
SL クラス(W231)

V クラス(BR447)

※車種・年式・型式等で対応している機能が異なります。また作業サポート等の機能を実施する場合は必ず整備書・修理書を参照の上、行なって下さい。

※ﾃﾞｰﾀﾓﾆﾀ・ﾌﾘｰｽﾞﾌﾚｰﾑﾃﾞｰﾀのｴﾝｼﾞﾝ（OBD）は OBDⅡソフトを意味します。主に CAN 通信車（グローバル OBDⅡ規格）に対応しています。

TPM-i-BZ システム表
メーカー

2020 年 1 月
車種

DPF

エルガミオ/レンボーⅡ

2004-2006

PB

J05D

2004.05-

PA

4HL1-NA

メーカー

車種

PB

4HL1-NA

2004-2006

PB

N04C

2004.05-

PDG

4HK1-TC

2007-2010

PB

S05D

2004.05-

4HK1-TC

2007-2010

BDG

N04C

2006.09-

4JJ1-TC

2007-2010

BJG

N04C (HV)

2006.09-

BKG

4JJ1-TC

2007-2010

BKG

N04C

2007.12-

PDG

4JJ1-TC

2007-2010

SKG

N04C

2011.07-

TKG/SKG

4JJ1-TC

2011-2013

SJG

N04C

2011.06-

TPG

4JJ1-TC

2014-

SDG

N04C

2011.06-

PB (3pin)

6HL1-NA

2004-2006

TQG

N04C

2011.06-

PDG

4HK1-TC

2007-2009

TKG

N04C

2011.06-

PKG

4HK1-TC

2007-2009

2KG

N04C

2017.5～

PDG

6HK1-TC

2007-2009

PB

J07E

2003.10-

PKG

6HK1-TC

2007-2009

PK

J08E

2004.05-

ADG (3pin)

6UZ1-TC

2006

ADG

J07E

2005.05-

BDG

6UZ1-TC

2007-2009

BDG

J08E

2006.04-

PDG

6UZ1-TC

2007-2009

PKG

6UZ1-TC

2007-2009

J08E / J07E / J05E

2011.06-

LKG

6UZ1-TC

2007-2009

PDG

6WG1-TC

2007-2009

2DG/2KG/2PG

A05C

2017.4～

PKG

6WG1-TC

2007-2009

BKG

A09C

2007.03-

SKG

4HK1-TC

2011-2015

LDG / LKG / QKG / QDG

E13C / A09C

2010.07-

PDG (3pin)

6HK1-TC

2007-2010

2DG/2KG/2PG/2RG

E13C/A09C

2017.5～

PKG (3pin)

6HK1-TC

2007-2010

ADG

E13C

2005.08-

LKG

6HK1-TC

2007-2010

PKG

E13C

2006.06-

BDG

J08E

2007.01-

J08E / E13C / A09C

2010.07-

2KG/2RG/2SG/2TG

A09C/E13C/A05C

2017.7～

ADG

J05D

2006.03-

BDG

J05D

2007.07-

SDG / SKG

J05E

2011.08-

2DG

J05E

2017.12～

BDG

J07E

2007.06-

SDG

J07E

2011.07-

いすゞ

ソ
フ
ト

年式

年式

PKG

フォワード

ギガ

エンジン型式

エンジン型式

BDG

エルフ

国
産
ト
ラ
ッ
ク

排ガス記号

排ガス記号

エルガ/ブルーリボンⅡ

三菱ふそう
ファイター

ローザ
エアロスター
エアロクイーン

6HK1-TC

2007-2010

2DG

4HK1

2017-

PDG

4M42

2006.08-

PDG

4M50

2006.08-

BKG

4M42

2008.05-

BKG

4M50

2008.05-

BJG

4M42

2009.04-

TKG

4P10

2010.11-

PDG

4M42

2006.08-

PDG

4M50

2007.01-

PDG

6M60

2007.06-

PDG

4M50

2007.04-

BDG

4M50-N10

2007.05-

QKG

6M60

2011.05-

QRG

6R10

2007.10-

レンジャー

LDG / LKG / SKG /SJG /
TKG / TQG / QKG

日野
プロフィア

国
産
ト
ラ
ッ
ク

DPF

キャンター

QPG

デュトロ

セレガ

ソ
フ
ト

LDG / LKG / LJG /
SDG / QPG / QRG

ポンチョ

メルファ

リエッセ2

※「国産トラックDPF ソフト」はDPF 強制再生のみを行うソフトです。

コンドル (小型)

エンジンの故障コード消去/読取り → 関連データ確認 → ECU リセット → DPF 強制再生を一連の流れで実施します。その為個別で故障コードの読取り/消去な
どは行えません。
UD トラックス

コンドル, コンドルZ
(LK/PK)(中型)
コンドル, コンドルZ
(MK)(中型)
スペースランナー
(RM/JP360)

2DG

A05C

2017.7～

PB

N04C

2004.08-

SDG / SKG

N04C

2011.08-

PB

4HL1-NA

2004.05-

PKG

4HK1-TC

2006.12-

PDG

4HK1-TC

2006.12-

BDG

4JJ1-TC

2006.12-

BKG

4JJ1-TC

2006.12-

BDG

J07E

2006.11-

PB / PK

J05D / J08E

2003.10-

ADG

J07E

2005.05-

BDG

J07E / J08E

2006.11-

PB / PK

J07E-TC

2004.08-2007

