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システム 項目名 説明

　エンジン 　Ａ／Ｃクラッチテスト Ａ／Ｃクラッチのテストを実施します。

　エンジン 　Ａ／Ｆセンサー学習値クリア

　エンジン 　ＡＣＧ　Ｏｎ／Ｏｆｆ

　エンジン 　ＤＰＦ　ＰＭ堆積推定量のリセット ＤＰＦ　ＰＭ堆積推定量のリセットを行います。

　エンジン 　ＤＰＦサービス再生モード

　エンジン 　ＤＰＦ差圧センサーの学習

　エンジン 　ＥＣＵリセット 故障コードとＥＣＵの学習値を消去します。

　エンジン 　ＥＧＲテスト ＥＧＲのテストを実施します。

　エンジン 　ＥＴＣＳ（ＴＡＣ）テスト ＥＴＣＳ（ＴＡＣ）のテストを実施します。

　エンジン 　ＥＶＡＰテスト

　エンジン 　ＩＡＣＶテスト

　エンジン 　ＩＱＡステータス

　エンジン 　ＩＱＡの書込み

　エンジン 　ＩＱＡの書込み状態

　エンジン 　ＩＳＶ強制学習

　エンジン 　ＭＡＦセンサー学習値クリア

　エンジン 　ＶＴＣテスト ＶＴＣテストを実施します。

　エンジン 　ＶＴＥＣ　ＬＯＷ　Ｖ判定 一部のＶ６エンジンで各気筒の固着履歴を判定します。

　エンジン 　ＶＴＥＣ　テスト

　エンジン 　アイドリングストップスターター始動回数のクリア

　エンジン 　アイドリングストップスターター始動回数の強制書込み

　エンジン 　インジェクターテスト

　エンジン 　インジェクター気筒別停止 インジェクター気筒別停止を行います。

　エンジン 　インジェクター全気筒停止 インジェクター全気筒停止を行います。

　エンジン 　エアコンクラッチ　Ｏｎ／Ｏｆｆ

　エンジン 　クランクパターンクリア クランクパターンクリアを実施します。

　エンジン 　クランクパターン学習 クランクパターンの学習を実施します。

　エンジン 　クルーズコントロールキャンセル履歴 クルーズコントロールのキャンセルの履歴を表示します。

　エンジン 　グロー　Ｏｎ／Ｏｆｆ
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　エンジン 　スターター作動回数

　エンジン 　スロットルバルブ補正値クリア スロットルバルブの補正値を駆動させます。

　エンジン 　直噴燃圧テスト

　エンジン 　電動ウェストゲートテスト

　エンジン 　燃料ヒーター　Ｏｎ／Ｏｆｆ

　エンジン 　燃料ポンプ強制駆動 燃料ポンプを強制的に駆動させます。

　エンジン 　燃料ポンプ強制停止 燃料ポンプを強制的に停止させます。

　エンジン 　ＶＩＮ書込み

　ＡＴ＿ＣＶＴ＿ＤＣＴ＿ｉ－ＳＨＩＦＴ 　ＣＰＣ（リニア）ソレノイドバルブＡテスト ＣＰＣ（リニア）ソレノイドバルブＡのテストを実施します。

　ＡＴ＿ＣＶＴ＿ＤＣＴ＿ｉ－ＳＨＩＦＴ 　ＣＰＣ（リニア）ソレノイドバルブＢテスト ＣＰＣ（リニア）ソレノイドバルブＢのテストを実施します。

　ＡＴ＿ＣＶＴ＿ＤＣＴ＿ｉ－ＳＨＩＦＴ 　ＣＰＣ（リニア）ソレノイドバルブＣテスト ＣＰＣ（リニア）ソレノイドバルブＣのテストを実施します。

　ＡＴ＿ＣＶＴ＿ＤＣＴ＿ｉ－ＳＨＩＦＴ 　ＣＰＣ（リニア）ソレノイドバルブＤテスト ＣＰＣ（リニア）ソレノイドバルブＤのテストを実施します。

　ＡＴ＿ＣＶＴ＿ＤＣＴ＿ｉ－ＳＨＩＦＴ 　ＣＰＣソレノイド電流指定駆動

　ＡＴ＿ＣＶＴ＿ＤＣＴ＿ｉ－ＳＨＩＦＴ 　ＥＣＵリセット 故障コードとＥＣＵの学習値を消去します。

　ＡＴ＿ＣＶＴ＿ＤＣＴ＿ｉ－ＳＨＩＦＴ 　ＴＣＭ初期化／ガタ詰め

　ＡＴ＿ＣＶＴ＿ＤＣＴ＿ｉ－ＳＨＩＦＴ 　インヒビタソレノイドテスト インヒビタソレノイドのテストを実施します。

　ＡＴ＿ＣＶＴ＿ＤＣＴ＿ｉ－ＳＨＩＦＴ 　エア抜き確認

　ＡＴ＿ＣＶＴ＿ＤＣＴ＿ｉ－ＳＨＩＦＴ 　オリフィスオープン

　ＡＴ＿ＣＶＴ＿ＤＣＴ＿ｉ－ＳＨＩＦＴ 　ギア位置学習

　ＡＴ＿ＣＶＴ＿ＤＣＴ＿ｉ－ＳＨＩＦＴ 　クラッチ静的特性学習

　ＡＴ＿ＣＶＴ＿ＤＣＴ＿ｉ－ＳＨＩＦＴ 　クラッチ動的特性学習

　ＡＴ＿ＣＶＴ＿ＤＣＴ＿ｉ－ＳＨＩＦＴ 　シフトソレノイドＡ シフトソレノイドＡのテストを実施します。

　ＡＴ＿ＣＶＴ＿ＤＣＴ＿ｉ－ＳＨＩＦＴ 　シフトソレノイドＢ シフトソレノイドＢのテストを実施します。

　ＡＴ＿ＣＶＴ＿ＤＣＴ＿ｉ－ＳＨＩＦＴ 　シフトソレノイドＣ シフトソレノイドＣのテストを実施します。

　ＡＴ＿ＣＶＴ＿ＤＣＴ＿ｉ－ＳＨＩＦＴ 　シフトソレノイドＤ シフトソレノイドＤのテストを実施します。

　ＡＴ＿ＣＶＴ＿ＤＣＴ＿ｉ－ＳＨＩＦＴ 　シフトソレノイドＥ シフトソレノイドＥのテストを実施します。

　ＡＴ＿ＣＶＴ＿ＤＣＴ＿ｉ－ＳＨＩＦＴ 　シフトソレノイドバルブＡ シフトソレノイドバルブＡのテストを実施します。

　ＡＴ＿ＣＶＴ＿ＤＣＴ＿ｉ－ＳＨＩＦＴ 　シフトソレノイドバルブＢ シフトソレノイドバルブＢのテストを実施します。

　ＡＴ＿ＣＶＴ＿ＤＣＴ＿ｉ－ＳＨＩＦＴ 　シフトソレノイドバルブＯＰ シフトソレノイドバルブの誤作動の有無を確認します。
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　ＡＴ＿ＣＶＴ＿ＤＣＴ＿ｉ－ＳＨＩＦＴ 　シフトロックソレノイドテスト シフトソレノイドのテストを実施します。

　ＡＴ＿ＣＶＴ＿ＤＣＴ＿ｉ－ＳＨＩＦＴ 　シンクロ位置学習

　ＡＴ＿ＣＶＴ＿ＤＣＴ＿ｉ－ＳＨＩＦＴ 　スタートクラッチ診断データクリア

　ＡＴ＿ＣＶＴ＿ＤＣＴ＿ｉ－ＳＨＩＦＴ 　スタティックモード学習

　ＡＴ＿ＣＶＴ＿ＤＣＴ＿ｉ－ＳＨＩＦＴ 　フィードバック学習テスト

　ＡＴ＿ＣＶＴ＿ＤＣＴ＿ｉ－ＳＨＩＦＴ 　リファレンス位置学習

　ＡＴ＿ＣＶＴ＿ＤＣＴ＿ｉ－ＳＨＩＦＴ 　ロックアップソレノイドテスト ロックアップソレノイドのテストを実施します。

　ＡＴ＿ＣＶＴ＿ＤＣＴ＿ｉ－ＳＨＩＦＴ 　油圧測定補助モードへの切替え

　ＡＴ＿ＣＶＴ＿ＤＣＴ＿ｉ－ＳＨＩＦＴ 　ＣＶＴ電動オイルポンプ作動

　ＡＴ＿ＣＶＴ＿ＤＣＴ＿ｉ－ＳＨＩＦＴ 　シフトソレノイドバルブＯ／Ｐテスト

　ＡＴ＿ＣＶＴ＿ＤＣＴ＿ｉ－ＳＨＩＦＴ 　傾斜センサー初期学習

　ＡＴ＿ＣＶＴ＿ＤＣＴ＿ｉ－ＳＨＩＦＴ 　傾斜センサー走行学習の補正

　ＡＴ＿ＣＶＴ＿ＤＣＴ＿ｉ－ＳＨＩＦＴ 　スタティックモード学習

　ＡＢＳ（アンチロックブレーキシステム） 　ＬＦ　ソレノイドテスト 左フロントのソレノイドのテストを実施します。

　ＡＢＳ（アンチロックブレーキシステム） 　ＬＲ　ソレノイドテスト 左リヤのソレノイドのテストを実施します。

　ＡＢＳ（アンチロックブレーキシステム） 　ＲＦ　ソレノイドテスト 右フロントのソレノイドのテストを実施します。

　ＡＢＳ（アンチロックブレーキシステム） 　ＲＲ　ソレノイドテスト 右リヤのソレノイドのテストを実施します。

　ＶＳＡ（ビークルスタビリティアシスト） 　ＬＦ　ＣＡＳレギュレーターバルブテスト

　ＶＳＡ（ビークルスタビリティアシスト） 　ＬＦ　ＶＳＡテスト 左フロントのＶＳＡのテストを実施します。

　ＶＳＡ（ビークルスタビリティアシスト） 　ＬＦ　ソレノイドテスト 左フロントのソレノイドのテストを実施します。

　ＶＳＡ（ビークルスタビリティアシスト） 　ＬＲ　ＣＡＳレギュレーターバルブテスト

　ＶＳＡ（ビークルスタビリティアシスト） 　ＬＲ　ＶＳＡテスト 左リヤのＶＳＡのテストを実施します。

　ＶＳＡ（ビークルスタビリティアシスト） 　ＬＲ　ソレノイドテスト 左リヤのソレノイドのテストを実施します。

　ＶＳＡ（ビークルスタビリティアシスト） 　ＲＦ　ＣＡＳレギュレーターバルブテスト

　ＶＳＡ（ビークルスタビリティアシスト） 　ＲＦ　ＶＳＡテスト 右フロントのＶＳＡのテストを実施します。

　ＶＳＡ（ビークルスタビリティアシスト） 　ＲＦ　ソレノイドテスト 右フロントのソレノイドのテストを実施します。

　ＶＳＡ（ビークルスタビリティアシスト） 　ＲＲ　ＣＡＳレギュレーターバルブテスト

　ＶＳＡ（ビークルスタビリティアシスト） 　ＲＲ　ＶＳＡテスト 右リヤのＶＳＡのテストを実施します。

　ＶＳＡ（ビークルスタビリティアシスト） 　ＲＲ　ソレノイドテスト 右リヤのソレノイドのテストを実施します。
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　ＶＳＡ（ビークルスタビリティアシスト） 　ＶＳＡセンサーニュートラルポジションメモリー（マニュアル）

　ＶＳＡ（ビークルスタビリティアシスト） 　ＶＳＡ中立点学習 ＶＳＡの中立点の学習を実施します。

　ＶＳＡ（ビークルスタビリティアシスト） 　タイヤ空気圧低下警告システム

　ＶＳＡ（ビークルスタビリティアシスト） 　ブレーキライトリレー／ＴＳＡリレーテスト

　ＶＳＡ（ビークルスタビリティアシスト） 　モジュレーター　エア抜き

　ＶＳＡ（ビークルスタビリティアシスト） 　全センサー

　ＶＳＡ（ビークルスタビリティアシスト） 　調整（全センサー）

　ＶＳＡ（ビークルスタビリティアシスト） 　電子制御パーキングブレーキメンテナンスモード

　ＳＲＳエアバッグ 　ＯＤＳ初期化

　ＳＲＳエアバッグ 　ＯＰＤＳユニット初期化

　ＳＲＳエアバッグ 　ＳＣＳ、ＭＥＳ、インジケーター

　ＳＲＳエアバッグ 　ＳＷＳ初期化 ＳＷＳ初期化を実施します。

　ＳＲＳエアバッグ 　オプション

　ＳＲＳエアバッグ 　カーテンエアバッグ

　ＳＲＳエアバッグ 　サイドインパクトセンサー

　ＳＲＳエアバッグ 　シートアウトプットチェック

　ＳＲＳエアバッグ 　シートベルトプリテンショナー

　ＳＲＳエアバッグ 　シートベルト系センサー

　ＳＲＳエアバッグ 　システム

　ＳＲＳエアバッグ 　システムインフォメーション

　ＳＲＳエアバッグ 　バックルスイッチ、シートポジションセンサー

　ＳＲＳエアバッグ 　パラメーターインフォメーション

　ＳＲＳエアバッグ 　故障ユニット確認

　ＳＲＳエアバッグ 　助手席乗員検知センサー

　ＳＲＳエアバッグ 　乗員検知センサー

　ＳＷＳ（セーフティワーニングシステム） 　ＳＷＳ初期化 ＳＷＳ初期化を実施します。

　ＳＷＳ（セーフティワーニングシステム） 　シートアウトプットチェック

　ＳＷＳ（セーフティワーニングシステム） 　車両衝突作動後の点検

　ＳＷＳ（セーフティワーニングシステム） 　助手席シート構成部品交換後点検
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　イモビライザー＿キーレスアクセス＿プッシュスタート 　ＥＣＭ／ＰＣＭ交換

　イモビライザー＿キーレスアクセス＿プッシュスタート 　Ｈｏｎｄａスマートキーの１本追加

　イモビライザー＿キーレスアクセス＿プッシュスタート 　Ｈｏｎｄａスマートキーの登録

　イモビライザー＿キーレスアクセス＿プッシュスタート 　キーのタイプ キーの種類を表示します。

　イモビライザー＿キーレスアクセス＿プッシュスタート 　キーの登録本数 登録済みのキーの数を確認します。

　イモビライザー＿キーレスアクセス＿プッシュスタート 　キーレスセットアップ

　イモビライザー＿キーレスアクセス＿プッシュスタート 　キー登録 キー登録を実施します。

　イモビライザー＿キーレスアクセス＿プッシュスタート 　システムチェック キーの登録状況と通信線の状態を確認します。

　イモビライザー＿キーレスアクセス＿プッシュスタート 　セルフチェック

　イモビライザー＿キーレスアクセス＿プッシュスタート 　ヒストリーデータ

　イモビライザー＿キーレスアクセス＿プッシュスタート 　全キー消去 全キーの消去を実施します。

　イモビライザー＿キーレスアクセス＿プッシュスタート 　全てのＨｏｎｄａスマートキーを紛失

　イモビライザー＿キーレスアクセス＿プッシュスタート 　登録済みのキーの数

　ＩＭＡ(インテグレーテッドモータアシスト） 　ＥＣＵクリア

　ＩＭＡ(インテグレーテッドモータアシスト） 　ＩＭＡモーターローター位置学習

　ＩＭＡ(インテグレーテッドモータアシスト） 　ＩＰＵモジュールファン作動テスト

　ＩＭＡ(インテグレーテッドモータアシスト） 　セル電圧センサーチェック

　ＩＭＡ(インテグレーテッドモータアシスト） 　電動ウォーターポンプテスト

　ＩＭＡ(インテグレーテッドモータアシスト） 　バッテリーファンテスト

　ＩＭＡ(インテグレーテッドモータアシスト） 　冷却水エア抜き

　ＡＣＭ(アクティブコントロールエンジンマウント) 　ＡＣＭ　ＥＣＵリセット

　ＡＣＭ(アクティブコントロールエンジンマウント) 　フロント／リアＡＣＭソレノイド　ＯＮ／ＯＦＦ

　ＡＣＭ(アクティブコントロールエンジンマウント) 　フロントＡＣＭソレノイド　ＯＮ／ＯＦＦ

　ＡＣＭ(アクティブコントロールエンジンマウント) 　リアＡＣＭソレノイド　ＯＮ／ＯＦＦ

　ＥＰＳ(電動パワーステアリングシステム) 　ＥＰＳ舵角センサー値消去

　ＥＰＳ(電動パワーステアリングシステム) 　ＭＡ－ＥＰＳコントロールＯＮ／ＯＦＦ

　ＥＰＳ(電動パワーステアリングシステム) 　ステアリングエンドポジション学習

　ＥＰＳ(電動パワーステアリングシステム) 　トルクセンサー学習

　ＳＨ－ＡＷＤ(スーパーハンドリングオールホイールドライブ） 　ＳＨ－ＡＷＤ初期化 ＳＨ－ＡＷＤの初期化を実施します。
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　ＳＨ－ＡＷＤ(スーパーハンドリングオールホイールドライブ） 　クラッチコイル駆動テスト

　ＳＨ－ＡＷＤ(スーパーハンドリングオールホイールドライブ） 　シフトソレノイドテスト シフトソレノイドのテストを実施します。

　ＳＨ－ＡＷＤ(スーパーハンドリングオールホイールドライブ） 　ヨーレート・前後加速度センサー校正

　ＳＨ－ＡＷＤ(スーパーハンドリングオールホイールドライブ） 　差動トルク校正 差動トルクの校正を実施します。

　ＳＨ－ＡＷＤ(スーパーハンドリングオールホイールドライブ） 　全センサー校正 全センサーの校正を行います。

　ＳＨ－ＡＷＤ(スーパーハンドリングオールホイールドライブ） 　増速機能テスト

　ＳＨ－ＡＷＤ(スーパーハンドリングオールホイールドライブ） 　舵角センサー補正 舵角センサーの補正を行います。

　ＴＰＭＳ(タイヤプレッシャーモニタリング) 　センサーＩＤ学習

　ＴＰＭＳ(タイヤプレッシャーモニタリング) 　各警告灯／表示灯

　ＴＰＭＳ(タイヤプレッシャーモニタリング) 　警告灯点検

　ＶＴＭ　４(ヴァリアブルトルクマネージメント４ＷＤ） 　初期化 新しいＶＴＭ４コントロールユニットを組み込む場合、実施します。

　ＡＷＤ 　Ｇセンサー中点学習

　ＡＷＤ 　エア抜き

　シティブレーキアクティブシステム 　シティーブレーキアクティブシステム強制駆動

　シティブレーキアクティブシステム 　ヒストリーデータ

　シティブレーキアクティブシステム 　レーダー校正（フロントガラス）

　電動サーボブレーキシステム 　センサー０点学習

　運転支援システム 　カメラエーミング

　運転支援システム 　レーダーエーミング

　前方車接近警報＿車線逸脱警告＿
ハイビームサポート＿交通標識認識システム

　走行カメラエーミング カメラのエーミング設定を行います。

　ＥＤＬＣモジュール（キャパシタ） 　ＥＤＬＣモジュール使用履歴クリア ＥＤＬＣモジュール使用履歴クリアします。

　ＥＤＬＣモジュール（キャパシタ） 　ＥＤＬＣモジュール充放電 ＥＤＬＣモジュール充放電を行います。

　電子パーキングブレーキ 　傾斜センサーの中点書込み

　電子パーキングブレーキ 　電子制御パーキングブレーキメンテナンスモード

　ポップアップフードシステム（Ｂｅｔａ） 　警告表示強制作動

　ポップアップフードシステム（Ｂｅｔａ） 　歩行者インパクトセンサー中点学習

　ボディー 　ＡＴＦリセット ＡＴＦの設定値をリセットします。

　ボディー 　Ｌリアパワーウインドウのリセットと学習

　ボディー 　ＰＡＸ警告リセット（ＵＳＡ）



●ホンダ 作業サポート(ver 2021.02)
システム 項目名 説明

　ボディー 　Ｒリアパワーウインドウのリセットと学習

　ボディー 　アシスタントパワーウインドウのリセットと学習

　ボディー 　エンジンオイルとＡＴＦリセット エンジンオイルとＡＴＦの設定値をリセットします。

　ボディー 　エンジンオイルリセット エンジンオイルリセットの設定値をリセットします。

　ボディー 　オートＡ／Ｃセルフテスト オートＡ／Ｃのセルフテストを実施します。

　ボディー 　カスタマイズリセット

　ボディー 　キーレスチェック

　ボディー 　サービスリマインダー（ＵＳＡ，カナダ仕様のみ）

　ボディー 　初期化 パーキングセンサーの設定値を初期化します。

　ボディー 　セルフテスト メータのセルフテストを実施します。

　ボディー 　センサー初期位置学習

　ボディー 　ドライバーパワーウインドウのリセットと学習

　ボディー 　トランスミッション交換後の初期化 トランスミッションを交換した後に実施します。

　ボディー 　パスコードクリア

　ボディー 　ヒストリーデータ

　ボディー 　ヒストリーデータのクリア

　ボディー 　ファンクションテスト

　ボディー 　メインテナンスサブアイテム メインテナンス機能のサブアイテムを確認します。

　ボディー 　メインテナンスサブアイテム１リセット メインテナンスサブアイテム１のリセットを実施します。

　ボディー 　メインテナンスサブアイテム２リセット メインテナンスサブアイテム２のリセットを実施します。

　ボディー 　メインテナンスサブアイテム３リセット メインテナンスサブアイテム３のリセットを実施します。

　ボディー 　メインテナンスサブアイテム４リセット メインテナンスサブアイテム４のリセットを実施します。

　ボディー 　メインテナンスサブアイテム５リセット メインテナンスサブアイテム５のリセットを実施します。

　ボディー 　メインテナンスサブアイテム６リセット メインテナンスサブアイテム６のリセットを実施します。

　ボディー 　履歴 サービスリマインダーに関する履歴を表示します。


