トヨタ プリウス 50
■自己診断■
エンジン

レーダークルーズ２

LKA/LDA

メインボデー

RL 席モータ

メータ

電源

HV

ABS-VSC-TRC

A/C

セントラルゲートウェイ

RR 席モータ

オートレベリング

グリルシャッター

モータジェネレータ

電動パワステ

エアバッグ

D 席モータ

パワーウィンドウ SW

照合

車両接近通報装置

レーダークルーズ１

前方認識カメラ

プリクラッシュ２

P 席モータ

エンジン

レーダークルーズ２

LKA/LDA

プリクラッシュ２

P 席モータ

メータ

電源

HV

ABS-VSC-TRC

LKA/LDA(Sub)

メインボデー

RL 席モータ

オートレベリング

グリルシャッター

モータジェネレータ

電動パワステ

A/C

セントラルゲートウェイ

RR 席モータ

照合

車両接近通報装置

レーダークルーズ１

前方認識カメラ

エアバッグ

D 席モータ

パワーウィンドウ SW

エンジン

モータジェネレータ

レーダークルーズ２

電動パワステ

LKA/LDA

セントラルゲートウェイ

オートレベリング

HV

レーダークルーズ１

ABS-VSC-TRC

前方認識カメラ

プリクラッシュ２

■実測値■

■フリーズフレーム■

■アクティブテスト■
エンジン・燃料噴射量

ABS・SLIP ランプ

メインボデー・電動ミラー格納操作

メータ・SET インジケータ

エンジン・パージ VSV

ABS・EBS リレー出力

メインボデー・電動ミラー復帰操作

メータ・レーダークルーズインジケータ

エンジン・サーキットリレー

ABS・SLR(SCC 閉)

メインボデー・ドアロック

メータ・VSC OFF インジケータ

エンジン・TC 端子 ON

ABS・SLA(SCC 閉)

メインボデー・D 席ドアアンロック

メータ・オートマチックハイビームインジケータ

エンジン・フューエルカット禁止

ABS・SSA

メインボデー・トランクオープン

メータ・油圧パワーステアリング警告灯

エンジン・触媒 OT 失火防止 F/C 禁止

ABS・SGH

D 席モータ・パワーウィンドウ

メータ・ターン(左)インジケータ

エンジン・スロットル駆動(Low)

ABS・ABS Solenoid

Ｐ席モータ・パワーウィンドウ

メータ・ターン(右)インジケータ

エンジン・スロットル駆動(Fast)

前方認識カメラ･PCS ブザー吹鳴

RL 席モータ・パワーウィンドウ

メータ・チェックエンジン警報灯

エンジン・吸気 VVT OCT 駆動デューティ比 バンク 1

LKA/LDA･LDA ブザー

RR 席モータ・パワーウィンドウ

メータ・LDA 作動インジケータ

エンジン・EGR ステップ数

LKA/LDA･ステアリングホイール振動

メータ・スピードメータ

メータ・LDA ステアリング作動インジケータ

エンジン・パワーバランス

A/C・ブロア風量

メータ・燃料計

メータ・マルチ SW 操作

エンジン・全気筒噴射停止

A/C・電動コンプレッサ回転

メータ・ＡＴインジケータ No.1

メータ・ディスプレイ No.1

エンジン・気筒別エンジン回転計測

A/C・D_A/M(パルス)

メータ・ＡＴインジケータ No.2

オートレベリング･レベリングモータ

エンジン・クーリングファン

A/C・D 吹出(パルス)

メータ・エアバッグ警告灯

オートレベリング･クリアランスランプ

エンジン・電動ウォーターポンプ駆動

A/C・吸込口(パルス)

メータ・ドア(ＡＬＬ)警告灯

オートレベリング･ヘッドランプ Lo ビーム

エンジン・冷却水路切替弁

A/C・P 吹出(パルス)

メータ・Ｄ席シートベルト警告灯

オートレベリング･ヘッドランプ Hi ビーム

HV･外部充電開始

A/C・リア D 席吹出口

メータ・ABS 警告灯

オートレベリング･デイライト

HV･クランキング

A/C・リアデフォッガリレー

メータ・チャージ警告灯

オートレベリング･コーナリングランプ

HV･インバータウォータポンプ

プリクラッシュ２･PCS 衝突警報ブザー

メータ・スリップ警告灯

オートレベリング･ヘッドライトインジケータ

HV･HV バッテリ冷却ファン

メインボデー・イルミネーテッドエントリ

メータ・高水温警告灯

オートレベリング･ヘッドライトレベリングインジケータ

HV･TC 端子

メインボデー・P/W 作動許可

メータ・ハイビームインジケータ

オートレベリング･ヘッドランプクリーナ

レーダークルーズ２･レーダークルーズ停止ブザー

メインボデー・Fr 足元ランプ

メータ・テールランプインジケータ

照合･室内レシーバ

レーダークルーズ２･レーダークルーズ接近警報ブザー

メインボデー・ワイヤレスブザー

メータ・フロントフォグランプインジケータ

照合･イモビインジケータ

ABS・ABS ランプ

メインボデー・テールランプリレー

メータ・リヤフォグランプインジケータ

照合･P 席センサ電源

ABS・ブレーキウォーニングランプ

メインボデー・ヘッドランプ Lo リレー

メータ・プリクラッシュセーフティ警告灯

照合･エンジン SW 文字照明電源

ABS・ECB ランプ

メインボデー・ヘッドランプ Hi リレー

メータ・フューエル残量警告灯

照合･マルチチャネル切替

ABS・VSC-HB ブザー

メインボデー・フロントフォグリレー

メータ・ECB/EPB 警告灯

グリルシャッター･シャッター閉作動ロック検出

ABS・ソレノイドリレー

メインボデー・リヤフォグリレー

メータ・オイルプレッシャー警告灯

グリルシャッター･シャッター開作動ロック検出

ABS・ABS モーターリレー

メインボデー・リレー(車室内ランプ自動消灯機能)

メータ・クルーズインジケータ

グリルシャッター･シャッター閉定量作動

ABS・ストップランプリレー

メインボデー・セルフパワーサイレン

メータ・ブレーキ警告灯

グリルシャッター･シャッター開定量作動

ABS・メインリレー１

メインボデー・ホーン

メータ・電動パワーステアリング警告灯

グリルシャッター･シャッター半開作動

ABS・ブレーキ制御禁止

メインボデー・セキュリティホーン

メータ・マスターウォーニング

車両接近通報装置･接近通報インジケータ

ABS・アクチュエータパターン駆動

メインボデー・侵入センサ①電源

メータ・READY インジケータ

車両接近通報装置･接近通報音(停車)

ABS・TRC OFF ランプ

メインボデー・オートディマ出力

メータ・電動パーキングブレーキインジケータ

車両接近通報装置･接近通報音(低速)

ABS・VSC OFF ランプ

■作業サポート■
エンジン・学習値初期化

プリクラッシュ２・制御モード移行

HV・電池状態情報更新

プリクラッシュ２・前方レーダー光軸調整

HV・高圧ヒューズ負荷履歴初期化

プリクラッシュ２・前方レーダー光軸ずれ量確認

HV・整備モード

プリクラッシュ２・前方レーダー光軸補正量確認

((2WD) 排ガス測定用/TRC 禁止用)

プリクラッシュ２・履歴消去

ABS・エア抜き

メインボデー・ECU 接続情報初期化

(ブレーキライン/アクチュエータ)

セントラルゲートウェイ・ECU 接続情報初期化

ABS・バックアップメモリ消去

D 席モータ・バックアップメモリ消去

ABS・ヨーレート/G センサ 0 点消去

P 席モータ・バックアップメモリ消去

電動パワステ・ステアリング 0 点補正

RL 席モータ・バックアップメモリ消去

A/C・サーボモータ初期化

RR 席モータ・バックアップメモリ消去

A/C・冷媒ガス量判定

オートレベリング･車高センサ初期化

前方認識カメラ・履歴消去

メータ・航続可能距離初期化

前方認識カメラ・PCS 画像情報消去

電源･電源自動 OFF キャンセル

前方認識カメラ・PCS 画像記録設定

グリルシャッター･制御切替

前方認識カメラ・光軸学習

モード移行(エンジン、HV、ABS、電動パワステ、エアバッグ)

前方認識カメラ・レコグニッションカメラ/ターゲット位置記憶

■カスタマイズ■
ワイヤレスドアロック･ワイヤレスメイン SW

ウォーニング・運転席シートベルトウォーニングブザー

ワイヤレスドアロック･キーレスアンサーバック

ウォーニング・助手席シートベルトウォーニングブザー

ワイヤレスドアロック･半ドアウォーニング

ウォーニング・テール消し忘れウォーニングブザー

ワイヤレスドアロック･オートロック時間

ウォーニング・キー置忘れ警報

ワイヤレスドアロック･ブザーアンサーバック

ウォーニング・IG OFF 忘れ警報

ワイヤレスドアロック･ワイヤレスウィンドウクローズブザー

ウォーニング・フラッシャ音量調整

ワイヤレスドアロック･作動確認ブザー音量

コンライト･コンライト遅延時間

セキュリティ・窓開侵入センサ感度

コンライト･ディスプレイ減光開始レベル

セキュリティ・メカキーでのセキュリティ解除

コンライト･ディスプレイ減光復帰レベル

セキュリティ・窓開警告

コンライト･コンライト感度調整

セキュリティ・スライドルーフ開警告

エアコン･S-FLOW 制御オート機能

セキュリティ・侵入センサ音検知機能

エアコン･設定温度シフト値

セキュリティ・侵入センサ感度調整

エアコン･イニシャル内気設定

パワーウィンドウ・ドアキー連動 P/W アップ

エアコン･FOOT/DEF 連動

パワーウィンドウ・ドアキー連動 P/W ダウン

エアコン･DEF 時風量アップ

パワーウィンドウ・ワイヤレス連動 P/W アップ

エアコン･外気温度表示

パワーウィンドウ・ワイヤレス連動 P/W ダウン

エアコン･ECO モード制御

パワーウィンドウ・D 席オート UP 作動

エアコン･NV 対策

パワーウィンドウ・P 席オート UP 作動

エアコン・冷媒不足判定

パワーウィンドウ・RR 席オート UP 作動

エアコン･ON 時風速増加制御

パワーウィンドウ・RL 席オート UP 作動

エアコン･外気モード自動切替機能

パワーウィンドウ・D 席リモート P 席オート UP 作動

ディスプレイ・IG OFF 後オド表示時間設定

パワーウィンドウ・D 席リモート RR 席オート UP 作動

スマートエントリー&スタート･駐車状態での待機時間

パワーウィンドウ・D 席リモート RL 席オート UP 作動

スマートエントリー&スタート･スマートイグニッション

パワーウィンドウ・D 席オート DOWN 作動

スマートエントリー&スタート･スマートバックドア

パワーウィンドウ・P 席オート DOWN 作動

スマートエントリー&スタート･スマートキャンセル

パワーウィンドウ・RR 席オート DOWN 作動

スマートエントリー&スタート･連動スマートロック禁止

パワーウィンドウ・RL 席オート DOWN 作動

スマートエントリー&スタート･エンジン始動可能表示

パワーウィンドウ・D 席リモート P 席オート DOWN 作動

スマートエントリー&スタート･ドアアンロックセンサタッチ時間調整

パワーウィンドウ・D 席リモート RR 席オート DOWN 作動

その他･PCS 作動状態維持設定

パワーウィンドウ・D 席リモート RL 席オート DOWN 作動

その他･PCS 警報作動距離維持設定１

イルミ・ドームランプ点灯時間

その他･PCS 警報作動距離維持設定２

イルミ・ドームランプ点灯 ACC OFF

その他･PCS 警報作動距離維持設定３

イルミ・アンロック時ドームランプ点灯

その他･オートミラー格納復帰

イルミ・接近時ドームランプ点灯

その他･ばね上制振制御

イルミ・イルミ連動足元照明

その他･接近通報音量調整

イルミ・ラウンジイルミ調光点灯

その他･発進時接近通報音拡大機能

イルミ・室内照明点灯

その他･停車時接近通報音吹鳴機能

ウォーニング・キーバッテリー残量低下警告

