
TTPM1000 システム表 – 標準ソフト一覧                                                                                                                                2019 年 06 月 

 メーカー 対応年式 自己診断 データ表示 
フリーズ 

フレーム 
作業サポート カスタマイズ 備考 

OBD II 
1996y- 

2017y 
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) エンジン(OBD) -   -   -   -   - -   -   -   -   - 

  

トヨタ 
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 

エンジン(OBD) エンジン(OBD) 

(エンジン)学習値初期化＆アイドル学習、冷却ファン駆動、ウォーターポンプ駆動

(ECD)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、(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)、ドレイン系エア抜きパターン駆

動、整備モード、（AHBR）ブレーキラインエア抜き、ブレーキシステムエア抜き、（電

動PKB）チェックモード移行、バックアップメモリ消去、(エアコン)サーボモータ初期化

(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/バッテリ)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)、冷却ファン駆動、

ウォーターポンプ駆動、診断前充電、電池診断、電池状態情報更新、車両一時始動、

高圧ヒューズ負荷履歴初期化、EV ﾓ ﾄーﾞ航続可能距離初期化(バッテリ)ECU初期化、

（ストップ＆スタート）ｽﾀ ﾀー始動回数初期化、ｽﾀ ﾀー始動回数設定、エアコン情報初期

化、加速度センサ 0点補正、CVT油圧ポンプエア抜き、加速度センサ0点補正初期

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、(4WD)バッアツ

プメモリー消去、(レーダークルーズ)初期化、(メインボデー)リモコンキー登録/抹消、

(タイヤ空気圧)実測値＆センサ登録、（メータ）航続可能距離初期化、（モータージェネ

レーター）レゾルバ学習、（ヘッドアップディスプレイ）ミラー位置初期化、（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、

（ダイハツ OEM）ステレオカメラ光軸調整 

シートベルト警告音設定変更、リアワイ

パ・リバース連動リヤワイパ設定、速

度警告ブザー設定、速度警告ブザー

設定変更(ON/OFF)、デイタイムライト

設定変更(ON/OFF)、ワイヤレス2回操

作アンロック 

モード移行（TCCS、ECD、

HV、ECT、エアバッグ、

ABS・VSC、ARS、エアサ

ス、電動パワステ、4WD、

VGRS) 

日産 
1998y8- 

2017y 

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(OBD) エンジン(OBD) (エンジン)吸入空気量学習(TAS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、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、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、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、燃圧除去、点火

時期補正、(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、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、エンジンブレーキ調整、(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、(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/PKG)アクチュエータ0点学習、パー

キングブレーキ慣らし、(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)リモコンキーID登録、全消去、車体番号読取、（モーターコントロール）

出力制限履歴クリア、レゾルバ書き込み、（EV/HEV）高電圧バッテリJ/Bデータクリ

ア、VIN登録、特殊DTCクリア、クーリングファン積算作動時間クリア、（GENRTR）出

力制限履歴クリア、レゾルバ書き込み、（IPDM E/R）ハイトセンサ初期化、（ソナー）音

量設定、トレーラヒッチ検出距離調整 

 G/D対応 *1 タイヤ空気圧

センサ登録には､専用アク

ティベータが必要です｡ 

ホンダ 
1998y10- 

2015y 

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､マルチプレクサ、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(OBD) 

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、クランクパターンクリア、クランクパターン学習、カー

ボン堆積補正値クリア、インジェクタ気筒別停止（パワーバランス）、(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、(AT)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、傾斜センサ学習、(ABS)VSA センサ中点

学習、(電動パワステ)シグナルテスト、トルクセンサ学習、(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、(コンビネーションメータ)ファンクションテスト、(BCM)

パワーウインド学習、エンジンオイルサービスリセット、ATFサービスリセット 

リヤワイパ・リバース連動設定   



TTPM1000 システム表 – 標準ソフト一覧                                                                                                                                2019 年 06 月 

 メーカー 対応年式 自己診断 データ表示 
フリーズ 

フレーム 
作業サポート カスタマイズ 備考 

三菱 2000y11-2018y 

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) エンジン(OBD) (エンジン)空燃比学習リセット、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、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再生、DPF再生

Drive、初期化、インジェクター洗浄走行距離リセット、(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、(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）機能点検モード弊社、（BSW）レーダー認識角度点検、（BSW SUB）レー

ダー認識角度点検、（4WD）4WDカップリング制御トルク、4WDモード 

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 1998y10-2015y 

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(OBD) エンジン(OBD) 

(CVT)学習値設定、スローブセンサ校正、(ABS)減圧・増圧動作点検、HU2 次配管エア

抜き、(オートレベリング)車高値初期化 

パーキングブレーキ戻し忘れ警告、セ

キュリティアラーム設定、アンサバック

設定 
  

ダイハツ 2000y5-2018y 

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 

エンジン(OBD) エンジン(OBD) 

(ABS)ABSエア抜き、(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、(Roof)ECU初期化 

ブザー、フラッシャーブザー、エントリ

ー制御モード、IG-OFF イルミモード、

ハザードアンサーバック設定､セキュリ

ティ、リヤワイパモード、リヤワイパ間

欠作動時間 

モード移行(ABS、エアバッ

グ、電動パワステ) 

マツダ 2002y4-2016y 

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（ヘッドライト） 

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(OBD) エンジン(OBD) 

(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、車体番号

読取(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 

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 2000y8-2015y 

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(OBD) 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、（A/C）可変コンプレッサ慣らし運転、 
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いす  ゞ 1999y8-2013 
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 

          

日野 1999y4-2014y 

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 

     

三菱 

ふそう 
2002y6-2011y 

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 

     

UD 

トラックス 

2000y-2011

y 

小型(ZD30DDi､

QR20DE) 

エンジン、トランスミッション、ABS、エアバッグ    
 

 

小型(4HL1､4HK1､

4JJ1) 

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  

          

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      

大型(FE6F､FE6T､

FU6､PF6HT､

GE13T､MD92T､

6M70､RH8F) 

エンジン、ABS、ESCOT、UDS、ISS           

 


