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全ｼｽﾃﾑの
ﾀﾞｲｱｸﾞｺｰﾄﾞ点検

故障ｺｰﾄﾞ
読取

故障ｺｰﾄﾞ
消去

ﾌﾘｰｽﾞﾌﾚｰﾑ
ﾃﾞｰﾀ表示

現在のﾃﾞｰﾀ
表示/保存

ｱｸﾃｨﾌﾞ
ﾃｽﾄ

作業
サポート

トヨタ
KWP通信(9,600bps)

ｴﾝｼﾞﾝ(ｶﾞｿﾘﾝ)　ﾄﾗﾝｽﾐｯｼｮﾝ ● ● ● ● ● ● - (注1）エンジンとトランスミッションを統合制御するコントロールユニット（PCM）を

・MTG3000
KWP通信(10400bps)

ﾄﾗﾝｽﾐｯｼｮﾝ　（CAN) ● ● ● ● ● ● - 　　診断する場合、システム選択メニューにトランスミッションは表示されません。

（Ver.7.3.1） ・ＯＢＤⅡ　１６ピンコネクタ ABS ● ● ● ● ● ● ● 　　エンジンの診断内容にトランスミッションのデータが表示されます。

（国際標準規格の診断ｺﾈｸﾀ装着車両） CAN通信 ｴｱﾊﾞｯｸﾞ ● ● ● - ● - -

・K-LINE、CANで故障診断通信を行なう車両 ｴｱｻｽ ● ● ● - ● - - (注2)別体のトランスミッション・コントローユニットの診断を行う場合は

・日本国内で生産された12Vバッテリのガソリン ﾎﾞﾃﾞｨ ● ● ● - ● ● - 　　「オートマチックミッション」を選択して下さい。

HV - - - - - - ●

【エンジン】 【ABS】

　２次空気システム、サプライポンプ初期化、微小噴射量通常学習、微小噴射量詳細学習 　ブレーキ制御禁止　ドレイン系　アキュムレータ0ダウン、メモリ初期化、モード移行

　広域気筒間補正学習値初期化、A/Fセンサ学習値初期化、コード一括保存 【ハイブリッド】

　コード一括登録、コード確認、微小噴射量学習値初期化、エンジン油圧制御チェック 　整備モード（2WD）、整備モード（4WＤ）、整備モード（4WＤ 排ガス測定用）

　ダイアグコード判定結果確認、学習値初期化、モード移行 　整備モード（4WＤ TRC禁止）、電池診断、電池状態情報更新、車両一時始動

【トランスミッション】 　電池セル低電圧異常時READY ON禁止解除、正常電池スタック平均電圧算出

　リセットメモリ（AT学習値リセット）、CVT油圧学習、Gセンサ０点学習、モード移行 　モード移行

【エンジン　KWP9600bps】 【ABS　KWP9600bps】 【ABS　CAN】

　燃料噴射量、ＩＳＣ制御、ＥＣＴ変速位置ソレノイド制御 　ＳＭＦ（ＢＡ－ＳＯＬ）、ＳＲＭＲ（ＳＭＣＲ、ＳＴＲ、ＳＭＣ２）、ＳＲＭＦ（ＳＭＣＦ，ＳＡ３，ＳＭＣ１） 　ブレーキインヒビットリレー、TRC OFFランプ、VSC OFFランプ、スリップインジケータ

　ロックアップソレノイド制御、フューエルカット禁止、ＴＣ端子ON 　ＳＲＣＲ（ＳＡ２，ＳＢＡＬ）、ＳＲＣＦ（ＳＡ１，ＳＢＡＲ）、PB OFFインジケータ 　ＳＭＣ２、ＳＭＣ１、ＳＣＳＳ、メインリレー２、メインリレー１

【エンジン　KWP10400bps、CAN】 　４WDオートモードインジケータ、４WDロックインジケータ、AutoLSDインジケータ 　アクチュエータ作動確認パターン駆動、ＣＲＡＷＬ ＣＯＮＴＲＯＬインジケータ

　燃料噴射量、FC/FPC制御、パージ VSV 　DACインジケータ、DABインジケータ、ECBランプ、タイヤ空気モニター用ランプ 　ブレーキランプシステムインジケータ、４ＷＤロックインジケータ、

　エアコンマグネットクラッチリレー、VVT制御、ECT変速位置ソレノイド制御 【ABS　CAN】 　小回り制御インジケータ、AutoLSDインジケータ

　ロックアップソレノイド制御、ライン圧UPソレノイド制御、フューエルカット禁止、ＴＣ端子ON 　H/Bモーターリレー、STPランプリレー、プリチャージポンプ 【ボディ】

【トランスミッション】 　TRCモータリレー、ABSモータリレー、ソレノイドリレー、4WDウォーニングランプ 　ワイヤレスブザー(連続音)、ワイヤレスブザー(動作確認ブザー出力)

　ECT変速位置ソレノイド制御、ロックアップソレノイド制御 　ABSウォーニングランプ、ブレーキウォーニングランプ、SLIPインジケータ 　トランクオープン、ワイパモータLo作動リレー、ワイパモータHi作動リレー

　ライン圧UPソレノイド制御、TC端子ON 　VSC・TRC OFFランプ、VSCランプ、ABSランプ、VSC・H/Bブザー、SRLR、SRLH 　ワイパモータ作動、フロントフォグリレー、ヘッドランプリレー、テールランプリレー

【ABS　KWP9600bps】 　SRRR、SRRH、SFLR、SFLH、SFRR、SFRH、SPFL、SPFR、SMR、SMF(BA-SOL) 　リア席バックル照明出力(RBIL)、P席バックル照明出力(PBIL)

　H／Bモーターリレー、STPランプリレー、プリチャージポンプ 　SRMR(SMCR,STR,SMC2)、SRMF(SMCF,SA3,SMC1)、SRCR(SA2,SBAL) 　D席バックル照明出力(DBIL)

　ＴＲＣモータリレー、ＡＢＳモータリレー、ソレノイドリレー、４ＷＤウォーニングランプ 　SRCF(SA1,SBAR)、PB OFF インジケータ、4WDオートモードインジケータ

　ＡＢＳウォーニングランプ、ブレーキウォーニングランプ、ＳＬＩＰインジケータ 　4WDロックOFF インジケータ、AutoLSDインジケータ、DACインジケータ

　ＶＳＣ／ＴＲＣ ＯＦＦランプ、ＶＳＣランプ、ＡＢＳランプ、ＶＳＣ・Ｈ／Ｂブザー、ＳＲＬＲ 　DABインジケータ、ECBランプ、タイア空気モニター用ランプ

　ＳＲＬＨ、ＳＲＲＲ、ＳＲＲＨ、ＳＦＬＲ、ＳＦＬＨ、ＳＦＲＲ、ＳＦＲＨ、ＳＰＦＬ、ＳＰＦＲ、ＳＭＲ 　BHスタンバイインジケータ、BHホールドインジケータ、ESSリレー

【注意】車輌によって一部機能がサポートされていない場合がございます。

・1996年9月以降に発売された新型車及び
ﾌﾙﾓﾃﾞﾙﾁｪﾝｼﾞ車

作業サポート

アクティブテスト

メーカー
(バージョン情報）
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全ｼｽﾃﾑの
ﾀﾞｲｱｸﾞｺｰﾄﾞ点検

故障ｺｰﾄﾞ
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トヨタ　プリウス プリウス　（ＮＨＷ２０）
KWP通信(9,600bps)

ｴﾝｼﾞﾝ ● ● ● ● ● ● - (注1）エンジンとトランスミッションを統合制御するコントロール

・MTG3000 プリウス　（ＺＶＷ３０）
KWP通信(10400bps)

ＡＴ ● ● ● ● ● ● - 　　ユニット（PCM）を診断する場合、システム選択メニューに

（Ver.6.2.2） ABS ● ● ● ● ● ● ● 　　トランスミッションは表示されません。エンジンの診断内容に

CAN通信 ｴｱﾊﾞｯｸﾞ ● ● ● - ● - - 　　トランスミッションのデータが表示されます。

ｴｱｻｽ ● ● ● - ● - - (注2)別体のトランスミッション・コントローユニットの診断を行う場合は

ﾎﾞﾃﾞｨ ● ● ● - - ● - 　　「オートマチックミッション」を選択して下さい。

ＨＶ ● ● ● - ● ● ●

電池 ● ● ● - ● ● -

【ABS(KWP9600bps、CAN（プリウス３０系以外)】 【ABS（プリウス３０系)】 【ＨＶ（ＣＡＮ）】

　ブレーキ制御禁止　ドレイン系　アキュムレータ0ダウン 　通常時のエア抜き、アキュムレータ0ダウン 整備モード(2WD 排ガス測定用)、整備モード(2WD TRC禁止)

【エンジン　KWP9600bps】 【ABS　KWP9600bps】 【ABS　CAN】 【ＨＶ（プリウス３０系】

　燃料噴射量、ＩＳＣ制御、ＥＣＴ変速位置ソレノイド制御 　ＳＭＦ（ＢＡ－ＳＯＬ）、ＳＲＭＲ（ＳＭＣＲ、ＳＴＲ、ＳＭＣ２）、ＳＲＭＦ（ＳＭＣＦ，ＳＡ３，ＳＭＣ１） 　ブレーキインヒビットリレー、TRC OFFランプ、VSC OFFランプ、スリップインジケータ 　外部充電開始、クランキング、ウォーターポンプ、冷却ファン駆動、TC 端子ON

　ロックアップソレノイド制御、フューエルカット禁止、ＴＣ端子ON 　ＳＲＣＲ（ＳＡ２，ＳＢＡＬ）、ＳＲＣＦ（ＳＡ１，ＳＢＡＲ）、PB OFFインジケータ 　ＳＭＣ２、ＳＭＣ１、ＳＣＳＳ、メインリレー２、メインリレー１ 【電池】

【エンジン　KWP10400bps、CAN】 　４WDオートモードインジケータ、４WDロックインジケータ、AutoLSDインジケータ 　アクチュエータ作動確認パターン駆動、ＣＲＡＷＬ ＣＯＮＴＲＯＬインジケータ 　冷却ファン駆動、電池診断モード、外部充電リレー

　燃料噴射量、FC/FPC制御、パージ VSV 　DACインジケータ、DABインジケータ、ECBランプ、タイヤ空気モニター用ランプ 　ブレーキランプシステムインジケータ、４ＷＤロックインジケータ、

　エアコンマグネットクラッチリレー、VVT制御、ECT変速位置ソレノイド制御 【ABS　CAN】 　小回り制御インジケータ、AutoLSDインジケータ

　ロックアップソレノイド制御、ライン圧UPソレノイド制御、フューエルカット禁止、ＴＣ端子ON　H/Bモーターリレー、STPランプリレー、プリチャージポンプ 【ボディ】

【トランスミッション】 　TRCモータリレー、ABSモータリレー、ソレノイドリレー、4WDウォーニングランプ 　ワイヤレスブザー(連続音)、ワイヤレスブザー(動作確認ブザー出力)

　ECT変速位置ソレノイド制御、ロックアップソレノイド制御 　ABSウォーニングランプ、ブレーキウォーニングランプ、SLIPインジケータ 　トランクオープン、ワイパモータLo作動リレー、ワイパモータHi作動リレー

　ライン圧UPソレノイド制御、TC端子ON 　VSC・TRC OFFランプ、VSCランプ、ABSランプ、VSC・H/Bブザー、SRLR、SRLH 　ワイパモータ作動、フロントフォグリレー、ヘッドランプリレー、テールランプリレー

【ABS　KWP9600bps】 　SRRR、SRRH、SFLR、SFLH、SFRR、SFRH、SPFL、SPFR、SMR、SMF(BA-SOL) 　リア席バックル照明出力(RBIL)、P席バックル照明出力(PBIL)

　H／Bモーターリレー、STPランプリレー、プリチャージポンプ 　SRMR(SMCR,STR,SMC2)、SRMF(SMCF,SA3,SMC1)、SRCR(SA2,SBAL) 　D席バックル照明出力(DBIL)

　ＴＲＣモータリレー、ＡＢＳモータリレー、ソレノイドリレー、４ＷＤウォーニングランプ 　SRCF(SA1,SBAR)、PB OFF インジケータ、4WDオートモードインジケータ 【ＨＶ（プリウス２０系】

　ＡＢＳウォーニングランプ、ブレーキウォーニングランプ、ＳＬＩＰインジケータ 　4WDロックOFF インジケータ、AutoLSDインジケータ、DACインジケータ 外部充電開始、インバータ停止モード、クランキング

　ＶＳＣ／ＴＲＣ ＯＦＦランプ、ＶＳＣランプ、ＡＢＳランプ、ＶＳＣ・Ｈ／Ｂブザー、ＳＲＬＲ 　DABインジケータ、ECBランプ、タイア空気モニター用ランプ

　ＳＲＬＨ、ＳＲＲＲ、ＳＲＲＨ、ＳＦＬＲ、ＳＦＬＨ、ＳＦＲＲ、ＳＦＲＨ、ＳＰＦＬ、ＳＰＦＲ、ＳＭＲ 　BHスタンバイインジケータ、BHホールドインジケータ、ESSリレー

【注意】車輌によって一部機能がサポートされていない場合がございます。
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プリウス２０・３０
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システム名称 補足 システム名称 補足
1 4WD 59 エアサス
2 A/C 60 エアバッグ
3 ABS/VSC 61 エンジン
4 AFS/オートレベリング ｱﾀﾞﾌﾟﾃｨﾌﾞ･ﾌﾛﾝﾄ･ﾗｲﾃｨﾝｸﾞ･ｼｽﾃﾑ 62 エンジン2
5 AMT ﾄﾗｯｸ用ﾄﾗﾝｽﾐｯｼｮﾝ 63 エンジンゲートウェイ
6 ARS ｱｸﾃﾌﾞ･ﾘｱ･ｽﾃｱ･ｼｽﾃﾑ 64 オートレベリング ﾍｯﾄﾞﾗﾝﾌﾟ
7 BACK_DOOR 65 クリアランスソナー 障害物検知
8 BLIND_SPONT_MONITOR_MASTER 66 グリルシャッター ﾌﾛﾝﾄｸﾞﾘﾙ
9 BLIND_SPONT_MONITOR_SLAVE 67 クルーズコントロール
10 Bluetooth通信モジュール 68 ゲートウェイ
11 CANバスゲートウェイ 69 ストップ&スタート ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾌﾟ
12 CANバスゲートウェイ V 70 スマート/照合 ｽﾏｰﾄｷｰ
13 CVT 71 スライドルーフ
14 DRS 後輪切れ角制御（ﾚｸｻｽ） 72 セキュリティ
15 D席 SW 73 ダイアグレコーダー
16 D席ACTヘッドレスト 74 タイヤ空気圧
17 D席シート 75 チルト&テレスコ
18 D席ドア 76 トランスミッション
19 D席ミラー 77 ナイトビュー
20 D席モータ 78 ナビゲーション
21 ECBゲートウェイ 電子制御ﾌﾞﾚｰｷ 79 バックガイドモニタ
22 eco IDLE ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾌﾟ 80 パノラミックビューモニター ｱﾗﾝﾄﾞﾓﾆﾀｰ(N車)
23 FL席シート空調･ヒータ 81 パワーウィンドウSW
24 FR席シート空調･ヒータ 82 パワーバックドア
25 HV 83 パワマネゲートウェイ 1
26 HV ゲートウェイ 84 パワマネゲートウェイ2
27 HVバッテリ 85 プラグイン制御
28 ITC ﾎﾞﾃｨｺﾝﾄﾛｰﾙﾕﾆｯﾄ 86 プリクラッシュ 1
29 KDSS ｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝｼｽﾃﾑ 87 プリクラッシュ 2
30 KFS ｷｰﾌﾘｰｼｽﾃﾑ 88 ボディ 4
31 NIGHT_VIEW 89 ボデー/ゲートウェイ
32 P制御 90 ボデー3
33 P席ACTヘッドレスト ｱｸﾃｨﾌﾞﾍｯﾄﾞﾚｽﾄ 91 ボデー5
34 P席J/B 92 ボデーサブ - DJ/B
35 P席シート 93 マルチバスゲートウェイ
36 P席ドア 94 マルチバス監視No.1
37 P席ミラー 95 マルチバス監視No.2
38 P席モータ 96 ミラー
39 RL シート 97 メインボディ
40 RLドア 98 メータ
41 RL席ACTヘッドレスト 99 メタルトップ
42 RL席シート空調･ヒータ 100 モータージェネレータ
43 RL席プリクラッシュシートバック 101 リモートエンジンスタータ
44 RL席モータ 102 リモートセキュリティ
45 RR シート 103 リヤコンソールSW

46 RRドア 104 レインセンサ
47 RR席ACTヘッドレスト 105 レーダークルーズ
48 RR席J/B 106 レーンキーピングアシスト
49 RR席シート空調･ヒータ 107 始動制御
50 RR席プリクラッシュシートバック 108 車両制御
51 RR席モータ 109 充電制御
52 VGRS ﾊﾞﾘｱﾌﾞﾙ･ｷﾞｱﾚｼｵ･ｽﾃｱﾘﾝｸﾞ 110 電源
53 WILバスゲートウェイ 111 電源制御
54 アクティブ スタビライザ 112 電池
55 アクティブ スタビライザ F 113 電動PKB
56 アクティブ スタビライザ R 114 電動パワステ
57 アクティブリアウィング 115 用品ゲートウェイ
58 イモビライザー

トヨタDTC


