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Engine（エンジン） 
 

故障コード 

ディーラー OBD-Ⅱ 
内 容 可能性のある故障原因 症 状 

00263  ン トランスミッショ

・信号なし 

・断線、プラスまたはアース接続にショート 

・オートマチック･ギヤボックス用コントロール･ユニット不良 

・コールド･スタートのトラブル 

スピードセンダーG68 

・あてはまらない信号 

・スピードメーターG21 またはスピードメーター･センダーG22 からの

信号がない 

・配線の断線 
― 

00281  

・信号なし ・スピードメーターが車速を表示しない場合： 

・スピード･メーター･センダーG22不良 ― 

スロットル･バルブ･ポジショナーV60 

・あてはまらない信号 

・断線またはアース/プラスにショート ・冷間始動時の不具合 00282  

・アダプテーション範囲を超えた ・ケーブルの取り違え 

・V60の故障／固着 

・冷間アイドリングの不具合 

・機械的な緊急作動モードに入る 

・急激な息つき 

00512  ホールセンダー 

(リファレンスマークと関連なし) 

・ツースド･ベルトの緩み 

・G40の調整 

・G4のピン 
― 

エンジン･スピードセンダーG28 

・信号なし 

・配線の断線 

・G28の故障 ― 

00513  

・あてはまらない信号 ・センダーとセンダー･ホイールの隙間が過大 

・G28に金属粉、またはホルダーの緩み 

・センダー･ホイール不良、緩み 
― 
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故障コード 

ディーラー OBD-Ⅱ 
内 容 可能性のある故障原因 症 状 

00514  イグニッション･ファイアリングポイント･セン

ダーG4 

・信号なし 

・ホール･センダーG40の故障 

・イグニッション･タイミング･センダーG4が緩んでいる 

・G4からクランクシャフト･バランス ウエイトの溝までの距離が1.3㎜

より大きい 

・エンジン･ルーム内の３ピン･コネクターとG4の間の配線の断線 

・コネクターBの端子14,15,19とMPFIコントロール･ユニットJ192ある

いはシールド、エンジン･アース間のショート回路 

・G4用シールド･ワイヤーの断線 

・エンジン･ルーム内のG4とエンジンスピード･センダーG28の３ピン･

コネクターが入れ替わっている。 

・G4の故障 

・J192のG4用入力が正しくない。(J192の故障) 

・エンジン始動前の故障：エンジンが始動しない。 

・エンジン始動後の故障：イグニッション･スイッチを

オフにするまで走行可 

 

 

 

 

 

・エンジンが始動しない 

ホール･センダーG40 

・プラスにショート/オープン 

・断線またはプラスにショート 

・ホール･センダー用ローター･オリフィスの位置のずれ 

・G40の故障 

00515  

・アースにショート 

 

・アースにショート 

・Ｇ40の故障 

・フル･スロットルでの出力不足 

・排気ガス濃度が適正でない 

・燃費が悪い 

00516  アイドリングスイッチF60 

・あてはまらない信号 

・アイドリング･スイッチ F60の故障 ・アイドリング不良 

・発進不良 

スロットルバルブ･ポテンショメーターG69 

・アースにショート 

・スロットル･バルブ･ポテンショメーターＧ69の故障 

・配線がアースにショート 

00518  

・プラスにショート/オープン ・アース配線が断線 

・配線がプラスにショート 

・スロットル･バルブ･ポテンショメーターＧ69の故障 

・スロットル･レスポンスが悪い 

・エンジン負荷の変化が激しい 

・エミッション値増加 

・フル･スロットルが検知されない 

インテークマニホールド･プレッシャーセンダ

ーG71 

・プラスにショート 

・配線がプラスにショート 

・アースにショート/オープン ・アース用配線が断線 

・配線がアースにショート 

・インテーク･マニホールドプレッシャー･センダーG71の故障 

00519  

・あてはまらない信号 ・接触不良 

・インテーク･マニホールド･プレッシャー･センダーG71の故障 

・スロットル･レスポンスが悪い 

・エンジン負荷の変化が激しい 

・エミッション値増加 
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故障コード 

ディーラー OBD-Ⅱ 
内 容 可能性のある故障原因 症 状 

エアマスセンサー･ポテンショメーター

G70/G19 

・プラスにショート/オープン 

・断線またはプラスにショート 

・G70の故障 

00520  

・アースにショート/オープン ・断線またはアースにショート 

・G70の故障 

・エンジン作動不良 

・G74の故障 ― 00521  COポテンショメーターG74 

・プラスにショート/オープン ・配線の断線 ― 

水温センダーG62 

・アースにショート 

・配線がアースにショート 

・水温センダーG62の故障 

00522  

・プラスにショート/オープン ・断線またはプラスにショート 

・水温センダーG62の故障 

・冷間時の始動不良 

・暖機後の始動不良 

・アイドリング補正されない 

・エミッション値増加 

インテーク･エアテンパレーチャーセンダー

G42 

・アースにショート 

・配線がアースにショート 

・吸気温センダーG42の故障 

00523  

・プラスにショート/オープン ・断線またはプラスにショート 

・吸気温センダーG42の故障 

・暖機後の始動不良 

・エミッション値増加 

00524  ノックセンサー１ G61 

・過小信号 

・断線またはアースにショート 

 

・ノック･センサー１ G61の故障 

・イグニッション･タイミング15°異常遅れたまま 

・出力不足 

・燃費が悪い 

O2センサーG39 

・プラスにショート 

・断線がプラスにショート 

・ラムダ･プローブG39の故障 

・過大信号 ・ラムダ･プローブG39の故障 

00525  

・過小信号 ・ラムダ･プローブG39の故障 

・配線がアースにショート 

・ラムダ制御が作動しない 

インテークマニホールド温度センダーG72 

・アースにショート 

・G72不良 

・配線のアースへのショート 
― 

00527  

・プラスにショート/オープン回路 ・G72不良、またはコネクターの腐食による誤作動 

・配線の断線またはプラスへのショート 
― 

00528  アルチチュードセンダーF96 

・過大信号 

・断線またはプラスにショート 

・F96の故障 

・エンジンが始動しない 
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故障コード 

ディーラー OBD-Ⅱ 
内 容 可能性のある故障原因 症 状 

  ・過小信号 ・アースにショート 

・F96への供給電圧の中断 

・F96の故障 

・チャージ･プレッシャー不足(安全機構によるター

ボチャージャーのスピード制御) 

00529  エンジン･スピード信号なし 

・信号なし 

・ディストリビューター内のホール･センダーG40の故障 

・断線 

・配線がプラスにショート 

・配線がアースにショート 

・エンジンが始動しない 

00530  スロットル･ポジショナー/ポテンショメーター

G88 

・プラスにショート/オープン 

・断線またはプラスにショート 

・スロットル･バルブ･ポジショナー･ポテンショメーターG88の故障 

・冷間時の始動不良 

・アイドリング･スピード規定値外 

・冷間時のアイドリング不良 

・ラフ･アイドル 

00531  エアマスセンサー･照合電圧 

・プラスにショート/オープン 

・MPIコントロール･ユニット(J192)のコネクターA、端子5と端子2の間

の配線の断線 

・J192のコネクターAの端子5と端子2の間、およびプラスとの間の

ショート回路 

― 

供給電圧 

・過大信号 

・供給電圧が16V以上(オルタネーターの故障) 

・ジャンプ･スタートによる過電圧 

・エンジン･コントロールユニットが作動しない 

・アイドリング･スピードが規定範囲外 

00532  

・過小信号 ・供給電圧が10V未満 

・エンジン･コントロール･ユニットのアース接続不良 

・バッテリーの放電 

・イグニッション･スイッチ･オフ時の放電 

・エンジン･コントロール･ユニットに学習値が保存さ

れない 

アイドル･スピード調整 

・下限の値 

・スロットル･バルブ･ポジショナーV60が固着 

・スロットル･バルブへの二次空気 

・インジェクターの故障 

00533  

・上限の値 ・スロットル･バルブ･ポジショナーV60が固着 

・エア･フィルターの詰まり 

・エンジン作動不良 

・燃費が悪い 

・燃料臭がする 

00535  ノッキングを調整 第一段階 

・あてはまらない信号 

モトロニック･コントロール･ユニットJ220のノック制御の故障 
― 
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故障コード 

ディーラー OBD-Ⅱ 
内 容 可能性のある故障原因 症 状 

00536  ノッキング調整 第二段階 

・調整範囲限度以下 

・ガソリンのオクタン価91RON未満 

・ノック･センサー2(G66)が緩んでいる 

・異常なエンジン･ノイズ(エンジン補機類が緩んでいる) 

・G66のシールド･ワイヤーの断線 

・MPFI コントロール･ユニット(J192)内ノック･コントロール･モジュール

の不良(J192の故障) 

・わずかな出力低下 

・燃料消費率がわずかに増加する 

・最高速度に達しない 

・エンジンの回転にムラがある 

ラムダコントロール 

・上限の値 

・アースにショート 

・インジェクターの故障(詰まり) 

・フューエル･プレッシャー･レギュレーターの故障 

・フューエル･ポンプの不良 

・フューエル･タンクが空 

・ラムダ制御が作動しない 

・エンジン作動不良 

00537  

・下限の値 

 

・ACFソレノイド･バルブ 1(N80)の漏れ/固着 

・インジェクターの故障(完全に閉じない) 

・フューエル･プレッシャー･レギュレーターの故障 

― 

・G66不良 ― 

・配線の断線またはアースへのショート ― 

00540  ノックセンサー2 G66 

・アースにショート/オープン回路 

・モトロニック･コントロール･ユニット(J220)がノッキングを検出しない ― 

・エンジン･スピードがガバナー･スピードに達した(ガバナーはカット

イン) 
― 

00543  マキシマムスピード 超過 

・過大信号 

・エンジン･スピード･センダー(G28)からの信号がない 

G28のセンダー･ホイールの緩みまたは不良 
― 

・ホースの取り違え、接続不良、詰まりまたは漏れ 

・ターボチャージャー･バキューム･ユニットの故障 

・チャージ･プレッシャー･コントロール･ソレノイド･バルブ(N75)の故障 

・急な出力不足 

(チャージプレッシャーが安全レベルに低下するま

で、オーバーラン･カットオフが燃料の供給を遮断) 

00544  マキシマム･ブースト･プレッシャー超過 

・アルチチュード･センダー(F96)の故障 ・エンジンが始動しない 

・チャージプレッシャー不足(安全機構によるターボ

チャージャーのスピード制御) 

00545  エンジン/ギヤボックス 電気的接続 

・過大信号 

・オートマチック ギヤボックスの故障 

・オートマチック ギヤボックスへの配線がアースにショート 

・変速ショックが大きい 

00546  データケーブル故障 

・プラスにショート 

・プラスにショート ・症状なし 
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故障コード 

ディーラー OBD-Ⅱ 
内 容 可能性のある故障原因 症 状 

00549  コンサンプション･シグナル(燃料消費) 

・プラスにショート 

・配線のアースへのショート 
― 

エアフロメーター･ポテンショメーターG19 

・アースにショート/オープン 

・配線の断線、G19故障 
― 

00552  

・プラスにショート ・ショート、G19故障 ― 

・G70不良 ― エアマスセンサーG70 

・アースにショート･オープン回路 ・配線の断線またはアースへのショート ― 

・配線またはG70のプラスへのショート ― 

00553  

・プラスにショート 

・G70とエンジン間に二次空気侵入 ― 

00554  O2センサーコントロール2 

・調整範囲 限度以上 

・調整範囲 限度以下 

・ラムダ･プローブ･ヒーター･リレー(J208)またはヒューズNo29の故障

・フューエル･タンクが空：最低量10ｌ 

・フューエル･システム･プレッシャーが低すぎる 

・スパーク･プラグ、スパーク･プラグ･コネクターあるいはイグニッショ

ン･ケーブルの故障 

・キャタライザーまでのエキゾーストシステムの漏れ 

 

・ラムダ･プローブの故障 

・フューエル･システム･プレッシャーが高すぎる 

・ＡＣＦソレノイド･バルブ1(Ｎ80)の固着 

・インテーク･マニホールド･プレッシャー･センダー(G71)またはホース

接続の不良 

・キャタライザーまでのＣＯ濃度 0.15％以下 

・燃料消費が過大 

・黒煙 

・スパーク･プラグがカーボンで汚染 

・キャタライザーまでのＣＯ濃度１％以上 

・走行不良 

・始動不良 

・スロットルの反応が鈍い 

・エンジン・スピードが低下 

00555  Ｏ2センサー2 G108 

・あてはまらない信号 

・ＭＰＦＩコントロール･ユニット(J192)への配線の断線 

・ラムダ･プローブ･ヒーターが作動しない 

 

・ラムダ･プローブ･ヒーター･リレー(J208)またはヒューズNo29の故障

・ラムダ･プローブ･ヒーターの配線の不良 

・アースへのシグナル･ワイヤーのショート回路 

・シールドへのシグナル･ワイヤーのショート回路 

・ラムダ･プローブの故障 

・排気ガス濃度が適正ではない 

・ラムダ･クローズド･ループ･コントロールがオープ

ン･ループになる 

・走行不良 

00557  プレッシャー･スイッチ･パワーステアリングＦ

88 

・アースにショート 

・アースにショート 

・Ｆ88の故障 

・ステアリングをフル･ロック位置にしたとき、エンジ

ンが停止 
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故障コード 

ディーラー OBD-Ⅱ 
内 容 可能性のある故障原因 症 状 

  ・プラスにショート ・プラスにショート 

・Ｆ88の故障 

 

00560  エキゾーストガス･リサーキュレーションシス

テム 

・機械的故障 

・あてはまらない信号 

・バキューム･ホースが外れているか、または捻れている 

・EGR温度センサー(G98)の故障 

・EGRバルブの故障 

・サーモ･ヒューズ(茶色)の故障 

・EGRバルブ(Ｎ18)の故障 

・G98、EGR フリークエンシー･バルブ(Ｎ121)およびＭＰＩコントロール･

ユニット(Ｊ192)の間の配線の断線 

・アイドリングにムラがある 

・始動が困難 

・エンジンの回転がもたつく 

ミクスチャー･アダプテーション 

・アダプテーション範囲(add)を超えた 

 

 

00561  

・アダプテーション範囲(mul)を超えた 

・フューエル･タンクにフューエルが入っていない 

・フューエル･プレッシャが低すぎる 

・フューエル･ポンプ故障 

・エアマスセンサー(G70)からの信号不良 

・G70へ二次空気侵入 

・ラムダ制御不良 

・キュタライザートエキゾースト･システム間の漏れ 

・ＡＣＦソレノイド･バルブ1(Ｎ80)が固着 

・インジェクター不良(カーボンの堆積、詰まり) 

・場合により息つき 

・燃費が悪い 

・場合によりアイドリングが不安定 

・黒いスモーク発生、スパークプラグにカーボン付

着 

ミクスチャー･アダプテーション 

・アダプテーション範囲(add)に達しない 

 

00561  

・アダプテーション範囲(mul)に達しない 

・フューエル･プレッシャが高すぎる 

・エアマスセンサー(G70)からの信号不良 

・エンジンオイルにフューエル混入(短距離走行による可能性)  

・ラムダ制御不良 

・インジェクター不良(閉じ不良) 

・場合により息つき 

・燃費が悪い 

・場合によりアイドリングが不安定 

 

・黒いスモーク発生、スパークプラグにカーボン付

着 

・エアマスセンサー(G70)からの信号が過小 

・エアマスセンサー(G70)とターボチャージャーの間に外気混入 

・出力上昇 

・ターボチャージャーのチャージプレッシャー･コントロールバルブ用

バキュームユニットの固着 

・N75の配線のショートまたは断線 

インテークマニホールドプレッシャー 

・制御範囲に達しない 

・チャージプレッシャー･コントロールソレノイド･バルブ(N75)の故障 

・出力低下 

00575  

・制御範囲を超えた ・エアマスセンサー(G70)からの信号が過大 ・出力低下 
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故障コード 

ディーラー OBD-Ⅱ 
内 容 可能性のある故障原因 症 状 

   ・ターボチャージャーのチャージプレッシャーコントロールバルブ用

バキュームユニットの固着 

・チャージプレッシャー･コントロールソレノイド･バルブ(N75)の故障 

・出力上昇 

00577  ノックコントロール･シリンダー1 

・制御範囲を超えた 

・フューエル･プレッシャ異常 

・ミスファイアー 

・インテーク･エア･システムの漏れ(二次空気) 

・インジェクター(N30～N33、N83、N84)不良、漏れ 

― 

00578  ノックコントロール･シリンダー2 フォルト･コード00577参照 

00579  ノックコントロール･シリンダー3 フォルト･コード00577参照 

00580  ノックコントロール･シリンダー4 フォルト･コード00577参照 

00581  ノックコントロール･シリンダー5 フォルト･コード00577参照 

00582  ノックコントロール･シリンダー6 フォルト･コード00577参照 

00585  EGR温度センサーG98 

・アースにショート 

・配線またはEGRバルブのG98がアースニショート 
― 

00586  EGRシステム･コントロール 

・あてはまらない信号 

・EGRバルブが固着または故障 
― 

00609  イグニッション出力1 

・プラスにショート 

・配線またはイグニッション･コイル(N152)がプラスにショート 

・配線またはイグニッション･コイル･パワー･アウトプット･ステージ

(N157)がプラスにショート 

・エンジンが始動しない 

00610  イグニッション出力2 

・プラスにショート 

・配線またはイグニッション･コイル(N152)がプラスにショート 
― 

00611  イグニッション出力3 

・プラスにショート 

・配線またはイグニッション･コイル(N152)がプラスにショート 
― 

00624  A/Cコンプレッサー接続 

・プラスにショート 

・断線またはプラスにショート ・スロットルバルブ角度が小さい時の負荷変化が

激しい 

・ラフ･アイドリング 

・エア･コンディショナー･オン時にアイドリング･スピ

ードが低下する 

00625  車速信号 

・範囲を超えた信号 

・スピードメーター(G21)またはスピードメーターセンダー(G22)からの

信号がない 

・スピードメーターの表示が正しくない 

・アイドリング･スピードが速い 

・エンジン作動不良 
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故障コード 

ディーラー OBD-Ⅱ 
内 容 可能性のある故障原因 症 状 

・配線の断線またはアースへのショート ラムダ･プローブヒーターCAT前 

・アースにショート/オープン回路 ・G39不良 

・配線のプラスへのショート 

00635  

・プラスにショート 

・G39不良 

・燃料臭がする 

エンジン/ギヤボックス 電気的接続2 

・アースにショート 

・範囲を超えた信号 

・オートマチック･ギヤボックスの故障 

・断線またはアースにショート 

・G40不良 

00638  

・プラスにショート ・断線またはプラスにショート 

・変速ショックが激しい 

 

・約5000/minでエンジン･スピード制御 

ラムダ･プローブ･ヒーター･リレーJ278 

・プラスにショート 

・配線がプラスにショート 
― 

00640  

・アースにショート/オープン回路 ・配線が断線またはアースにショート ― 

00653  明確な信号 セレクタ･レバー/ギヤボックス 

・あてはまらない信号 

・オートマチック･ギヤボックスの故障 

・セレクター･レバー･スイッチへの敗戦が故障 

・アイドリング･スピードが高い 

・バッテリ電圧が10.0V未満 00668  バッテリー･ボルテージ･ターミナル30 

・過小信号 ・モトロニック･コントロール･ユニット(J220)を交換したため 

・モトロニック･コントロール･ユニットからコネクターを外した 

― 

スロットル･バルブ･ポジション･センダー

G127 

・過小信号 

・G127 とエンジン･コントロール･ユニット(J220)の間の信号線がアー

スにショート 

・G127への供給電圧が正しくない 

・G127の故障 

・エンジン･コントロール･ユニット(J220)への信号が正しくない(コント

ロール･ユニットの故障) 

・スロットル･バルブ･ポジション･センダーがスイッ

チオフ エンジンは緊急作動モードになり、機械的

に規定された空気量でアイドリングを行う(アイドリ

ング･スピードがわずかに高い) 

・スロットルペダルから足を離したときに息つき 

・2000/min になるまでエア･コンディショナー･コン

プレッサーがオフにならない 

00670  

・過大信号 ・G127 とエンジン･コントロール･ユニット(J220)の間の信号線の断線

またはプラスにショート 

・G127のアース不良 

・G127の故障 

・エンジン･コントロール･ユニット(J220)への信号が正しくない(コント

ロール･ユニットの故障) 

・スロットル･バルブ･ポジション･センダーがスイッ

チオフ エンジンは緊急作動モードになり、機械的

に規定された空気量でアイドリングを行う(アイドリ

ング･スピードがわずかに高い) 

・アイドリング･スピードの上昇 

・スロットルペダルから足を離したときに息つき 

・2000/min になるまでエア･コンディショナー･コン

プレッサーがオフにならない 
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故障コード 

ディーラー OBD-Ⅱ 
内 容 可能性のある故障原因 症 状 

00671  クルーズ･コントロール･スイッチE45 

・あてはまらない信号 

・クルーズ･コントロール･システム･スイッチ(E45)から信号が送られて

こない 

・配線またはE45のショートまたは断線 

・クルーズ･コントロールシステムが作動しない 

00689  インテーク･システムへのエアの吸引 

・機械的故障 

・二次空気が多すぎる 

・アイドリング･スタビライゼーション･バルブ(N71)の機械的故障 

・スロットル･バルブのセカンド･ステージが閉じない 

・エンジン作動温度でのエンジン回転数が規定値

と違う 

・エンジン冷間時のエンジン･ストール 

00740  シリンダー1 検出センサーG145 

・信号なし 

・G145の故障 

・断線 ― 

00750  フォルト･ウォーニングランプ 

― 

セカンダリーエア･インジェクションシステム 

・アースにショート/オープン回路 

・セカンダリーエア･インレット･バルブ(N112)の故障 

・セカンダリーエア･ポンプ･リレー(J299)の故障 セカンダリーエア･インジェクションシステム 

・アースにショート/オープン回路 ・配線の断線またはアースへのショート 

・プラスにショート ・配線のプラスへのショート 

00758  

・故障 ・セカンダリーエア･システムの故障 

― 

01087  基本調整不良 ・エンジン･コントロール･ユニットがエンジンに不適合 

― 

ミクチャー･アダプテーション2 

・アダプテーション範囲(add)を超えた 

01088  

・アダプテーション範囲(mul)を超えた 

・フューエル･タンクが空 

・フューエル･システム･プレッシャが低すぎる 

 

・フューエル･ポンプの故障 

・エアマスセンサー(G70)からの信号が正しくない 

・G70より後で外気混入 

・キャタライザーより前でのエキゾースト･システムの漏れ 

・ACFソレノイド･バルブ1(N80)の固着 

・インジェクターの故障(カーボンの堆積,詰まり) 

・場合により息つき 

・燃費が悪い 

・場合によりアイドリングが不安定 
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故障コード 

ディーラー OBD-Ⅱ 
内 容 可能性のある故障原因 症 状 

ミクチャー･アダプテーション2 

・アダプテーション範囲(add)に達しない 

  

・アダプテーション範囲(mul)に達しない 

・フューエル･システム･プレッシャが高すぎる 

 

・エアマスセンサー(G70)からの信号が正しくない 

・エンジン･オイルへのフューエルの混入(原因：短距離走行) 

・インジェクターの故障(完全に閉じない) 

・場合により息つき 

・燃費が悪い 

・場合によりアイドリングが不安定 

・黒いスモーク発生、スパーク･プラグにカーボン

付着 

・セレクター･レバー･スイッチへの配線がプラスにショートまたは断線01119  ギヤボックス ギヤポジション信号 

・プラスにショート/オープン ・セレクター･レバー･スイッチへの配線がアースにショートまたは断

線 

・走行不具合(ギヤシフト時に息つき) 

・アイドリング･スピードが規定値外 

・エンジン回転にムラがある 

01120  カムシャフトタイミング1 

・機械的故障 

・可変バルブ タイミング用ソレノイド バルブへの供給電圧が適正で

ない 

・可変バルブ タイミング用ソレノイド バルブ(N205･N208)とエンジン 

コントロール ユニット(J220)間の配線がアースまたはプラスにショー

ト/断線 

・N205/N208の故障 

・可変バルブ タイミング ユニットの機械的故障 

・出力不足 

01121  カムシャフトタイミング2 

・機械的故障 

フォルト コード01120参照(ただし、フォルト コード01121はシリンダー バンク2に対応) 

 

エンジン スピード信号 

・プラスにショート 

・断線またはプラスにショート 01126  

・アースにショート ・配線がアースにショート 

・タコメーターが作動しない 

スロットルバルブ コントロールユニットJ338

・制御範囲に達しない 

・制御範囲を超えた 

01165  

・制御違い 

・スロットル バルブの固着 

・スロットル バルブ ポジショナー(V60)の固着/機械的損傷 

・スロットル バルブ ポジショナー(V60)の配線の断線 

・V60の故障 

 

 

 

・エンジン コントロール ユニットの V60 用出力が正しくない(コントロ

ールユニットの故障) 

・スロットル バルブ ポジション センダーがスイッ

チオフ エンジンは緊急作動モードになり、機械的

に規定された空気量でアイドリングを行う(アイドリ

ング スピードがわずかに高い) 

・アイドリングスピードの上昇 

・スロットル ペダルから足を離したときに息つき 

・2000/min になるまでエアコンディショナー コンプ

レッサーがオフにならない 

01177  エンジン コントロール ユニット ・モトロニック コントロール ユニットの内部構成部品の不良 

ソフトフェアを改造した可能性 ― 
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故障コード 

ディーラー OBD-Ⅱ 
内 容 可能性のある故障原因 症 状 

・スロットルバルブの噛み込み 

・スロットルバルブ ポジショナー(V60)の固着/機械的損傷 

・スロットルバルブ コントロールユニットが正しくない 

・エアマスセンサー(G70)とスロットルバルブ コントロールユニットの

間に外気混入 

01182  気圧アダプテーション 

・範囲を超えた信号 

・エア クリーナーの不良 

・エンジンが始動しない 

・加速不足 

・発進しない 

CATウォーニング ランプK72 

・プラスにショート 

・間違ったコーディング 

・CATウォーニング ランプ故障 

・CAT ウォーニング ランプとモトロニック コントロールユニット(J220)

間の配線がプラスニショート 

01183  

・アースにショート/オープン ・CAT ウォーニング ランプとモトロニック コントロール ユニット

(J220)間の配線がアースにショートまたは断線 

・ランプが点灯したまま 

・ランプ不灯 

・ランプ不灯 

 

・ランプが点灯したまま 

01196  エンジン/ギヤボックス CAN-Bus 

・あてはまらない信号 

・ギヤボックス コントロールユニットとモトロニック コントロールユニ

ット(J220)間の配線がショートまたは断線 

・すべての信号が入力されない場合、ギヤボック

ス コントロールユニットは緊急作動モードに切り

替わる 

オートマチック ギヤボックスは 4 速ギヤに固定さ

れる 

・N112の故障 
― 

セカンダリーエアインレットバルブN112 

・プラスにショート 
・配線のプラスへのショート 

― 

・N112の故障 
― 

01235  

・アースにショート/オープン回路 

・配線の断線またはアースへのショート 
― 

01242  ファイナルステージ(コントロールユニット) 

・機械的故障 

・コントロール エレメントまたはモトロニック コントロールユニット

(J220)への配線接続の緩み 
― 

インテーク マニホールド プレッシャーチェ

ンジ バルブN156 

・アースにショート/オープン 

・断線またはアースニショート 

・N156の故障 

01243  

・プラスニショート ・プラスにショート 

・N156の故障 

・約 6500/min でインジェクターをオフにした時、ガ

バナ－制御が激しい 

・加速不良 
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故障コード 

ディーラー OBD-Ⅱ 
内 容 可能性のある故障原因 症 状 

01244  ラムダ プローブ ヒーターコントロールユニ

ットJ209 

・アースにショート/オープン 

・プラスにショート/オープン 

・断線またはJ220配線にショート 

・J208不良 

・J220のJ208出力不良(J220不良) 

・ラムダ プローブ ヒーターが機能しない 

 

・エミッション値不良 

・燃料消費増加 

・黒いスモーク発生 

・スパーク プラグの汚れ 

・ラムダ制御をしない 

ACFソレノイド1 N80 

・プラスにショート 

・N80不良 

・配線またはN80のプラスへのショート 

・アースにショート/オープン回路 N80不良 

配線またはアースへのショート 

01247  

故障 N80不良 

・ラフアイドリング 

・燃料臭がする 

・配線またはN30のプラスへのショート インジェクター、シリンダー１ N30 

・プラスにショート 
・N30不良 

・配線の断線またはアースへのショート 

01249  

・アースにショート/オープン回路 

・N30不良 

・始動が困難 

・出力不足 

 

・エンジンが始動しない 

インジェクター、シリンダー2 

N31 

・プラスにショート 

01250  

・アースにショート/オープン回路 

フォルト･コード 01249参照 

インジェクター、シリンダー3 

N32 

・プラスにショート 

01251  

・アースにショート/オープン回路 

フォルト･コード 01249参照 

インジェクター、シリンダー4 

N33 

・プラスにショート 

01252  

・アースにショート/オープン回路 

フォルト･コード 01249参照 
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故障コード 

ディーラー OBD-Ⅱ 
内 容 可能性のある故障原因 症 状 

インジェクター、シリンダー5 

N34 

・プラスにショート 

01253  

・アースにショート/オープン回路 

フォルト･コード 01249参照 

インジェクター、シリンダー6 

N35 

・プラスにショート 

01254  

・アースにショート/オープン回路 

フォルト･コード 01249参照 

アイドリング スタビライゼーション バルブ 

N71 

・プラスにショート 

・配線またはN71がプラスにショート 

― 

・配線の断線またはアースへのショート ― 

01257  

・アースにショート/オープン回路 

・N71不良 ― 

フューエルポンプリレー J17 

・アースにショート/オープン 

・J17 とエンジンコントロール ユニット(J220)間の配線がアースにショ

ートまたは断線 

・J17への供給電圧が適正でない 

・J17の故障 

・断線の場合：エンジンが始動しない 

・アースにショートの場合：エンジンは正常に作動

するが、エンジン停止時もリレー、フューエルポン

プが作動しているので高電流が流れる 

01259  

・プラスにショート ・J17 とエンジンコントロール ユニット(J220)間の配線がプラスにショ

ート 

・プラスにショートの場合：エンジンが始動しない 

ブーストプレッシャ コントロールソレノイド 

N75 

・アースにショート 

・アースにショート 

・N75の故障 

・急な出力不足(チャージプレッシャが安全なレベ

ルに低下するまで、オーバーライン カットオフが

燃料の供給を遮断) 

・チャージプレッシャーが高すぎる 

・フォルト コード 0544“マキシマムブースト プレッ

シャ超過”が記憶される 

・プラスにショート ・プラスにショート 

・N75の故障 

01262 

 

 

・出力オープン ・断線 

・N75の故障 

・出力低下 

・チャージプレッシャが低すぎる 
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故障コード 

ディーラー OBD-Ⅱ 
内 容 可能性のある故障原因 症 状 

   ・ヒューズ34の不良  

・EGRバルブ(N18)（ツーウェイ バルブ）の故障 
― 

EGRバルブ N18 

・アースにショート/オープン回路 

・配線の断線またはアースへのショート ― 

・EGRバルブ(N18) (ツーウェイ バルブ)不良 ― 

01265  

・プラスにショート 

・配線のプラスへのショート ― 

01314  エンジン コントロール ユニット ・エンジン コントロール ユニット(J220)内のクルーズコントロール ユ

ニットシステム構成部品の故障または機能不良 

・クルーズコントロール ユニットシステムが作動し

ない 

16485 P0101 エアマスセンサー G70 

・あてはまらない信号 
― 

16486 P0102 エアマスセンサー G70 

・過小信号 

・G70とエンジン間での外気混入 

・G70への供給電圧が適正でない 

・G70 とエンジンコントロール ユニット(J220)間の信号線の断線また

はアースにショート 

・G70の故障 

・エンジンコントロール ユニット(J20)への信号入力が正しくない(コン

トロール ユニットの故障) 

・緊急作動モードになるので、走行状態に変化は

ない(スロットルバルブ角度およびエンジンスピー

ドで代替値を設定する) 

16487 P0103 エアマスセンサー G70 

・過大信号 

・G70 とエンジン コントロール ユニット(J220)間の信号線の断線また

はプラスにショート 

・G70のアース接続不良 

・エンジンコントロール ユニット(J20)への信号入力が正しくない(コン

トロール ユニットの故障) 

・緊急作動モードになるので、走行状態に変化は

ない(スロットルバルブ角度およびエンジンスピー

ドで代替値を設定する) 
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故障コード 

ディーラー OBD-Ⅱ 
内 容 可能性のある故障原因 症 状 

16496 P0112 吸気温センダー G42 

・過小信号 

・G42 とエンジンコントロール ユニット(J220)間の配線がアースにショ

ート 

・G42の故障 

・エンジンコントロール ユニット(J220)への信号入力が正しくない(コ

ントロール ユニットの故障) 

・緊急作動モード(代替値25.5℃を設定) 

16497 P0113 吸気温センダー G42 

・過大信号 

・G42 とエンジンコントロール ユニット(J220)間の配線がプラスにショ

ート 

・G42の故障 

・G42のアース接続不良 

・エンジンコントロール ユニット(J220)への信号入力が正しくない(コ

ントロール ユニットの故障) 

・緊急作動モード(代替値25.5℃を設定) 

16500 P0116 水温センダー G62 

・あてはまらない信号 

・接触不良または湿気によるコネクターの腐食により、G62 から出力

される信号が正しくない 

・エンジンコントロール ユニット(J220)への信号入力が正しくない(コ

ントロール ユニットの故障) 

・非常な低温時にエンジンが始動しない 

・暖気時の出力不足 

・燃費が悪い 

・排気ガスの増加 

16501 P0117 水温センダー G62 

・過小信号 

・G62 とエンジンコントロールユニット(J220)間の配線がアースにショ

ート 

・G62の故障 

・エンジンコントロール ユニット(J220)への信号入力が正しくない(コ

ントロール ユニットの故障) 

・非常な低温時にエンジンが始動しない 

・暖気時の出力不足 

・燃費が悪い 

・排気ガスの増加 

16502 P0118 水温センダー G62 

・過大信号 

・G62 とエンジンコントロールユニット(J220)間の配線がプラスにショ

ートまたは断線 

・G62の故障 

・G62のアース接続不良 

・エンジンコントロール ユニット(J220)への信号入力が正しくない(コ

ントロール ユニットの故障) 

・非常な低温時にエンジンが始動しない 

・暖気時の出力不足 

・燃費が悪い 

・排気ガスの増加 

16504 P0120 スロットルバルブ ポテンショメーター G69 

・回路の電気的故障 
― 

16505 P0121 スロットルバルブ ポテンショメーター G69 

・あてはまらない信号 

・G69のコネクターの湿気による腐食 

・G69の故障 

・加速時にわずかにミスファイヤーする 

・アイドリング スピードが不規則 

・スロットル ペダルから足を離した時に息つき 
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故障コード 

ディーラー OBD-Ⅱ 
内 容 可能性のある故障原因 症 状 

16506 P0122 スロットルバルブ ポテンショメーター G69 

・過小信号 

・G69 とエンジンコントロールユニット(J220)間の信号線がアースにシ

ョート 

・G69への供給電圧が適正でない 

・G69の故障 

・加速時にわずかにミスファイヤーする 

・スロットル ペダルから足を離した時に息つき 

16507 P0123 スロットルバルブ ポテンショメーター G69 

・過大信号 

・G69 とエンジンコントロールユニット(J220)間の信号線がプラスにシ

ョート 

・G69のアース接続不良 

・G69の故障 

・加速時にわずかにミスファイヤーする 

・スロットルペダルから足を離した時に息つき 

16514 P0130 バンク1、ラムダプローブ1 

・回路の電気的故障 

・ラムダ プローブ ヒーター(Z19)またはラムダ プローブ(G39)のコネ

クターの湿気による腐食 

・ラムダ プローブの信号線と基準アース線間のショート 

・信号電圧の振幅が小さすぎる(G39の汚れ、プローブ  

スロットの詰まりまたは汚れ) 

・ラムダ制御が固定設定値になる 

・アイドリング不良 

・排気ガス濃度が適正でない 

・燃費が悪い 

16515 P0131 バンク1、ラムダプローブ1 

・過小電圧 

・ラムダ プローブの信号線がアースまたはシールドにショート 

・ラムダ プローブの基準アース線がアースまたはシールドにショー

ト 

・ラムダ プローブ(G39)の故障 

・ラムダ制御が固定設定値になる 

・アイドリング不良 

・排気ガス濃度が適正でない 

・燃費が悪い 

16516 Ｐ0132 バンク1、ラムダプローブ1 

・過大電圧 

・ラムダ プローブの信号線がプラスにショート 

・ラムダ プローブの基準アース線がアースまたはシールドにショー

ト 

・ラムダ プローブ(G39)の故障 

・ラムダ制御が固定設定値になる 

・アイドリング不良 

・燃費が悪い 

・スパークプラグにカーボン付着 

・排気ガス濃度が適正でない 

16517 Ｐ0133 バンク1、ラムダプローブ1 

・遅すぎる信号 
― 

16518 Ｐ0134 バンク1、ラムダプローブ1 

・作動しない 

・ラムダ プローブ ヒーター(Ｚ19)またはラムダプローブ(G39)のコネ

クターの湿気による腐食 

・ラムダ プローブの信号線の断線 

・ラムダ プローブの基準アース線の断線 

・プローブ ヒーターが作動しない 

・ラムダ プローブ(G39)の故障 

・ラムダ制御が固定設定値になる 

・アイドリング不良 

・燃費が悪い 

・排気ガス濃度が適正でない 

16519 P0135 バンク1、ラムダプローブ1 

・回路の電気的故障 

・配線の断線またはアースにショート ・プローブ ヒーターが作動しない 
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故障コード 

ディーラー OBD-Ⅱ 
内 容 可能性のある故障原因 症 状 

16520 P0136 バンク1、ラムダプローブ2 

・回路の電気的故障 ― 

16521 Ｐ0137 バンク1、ラムダプローブ2 

・過小電圧 ― 

16522 Ｐ0138 バンク1、ラムダプローブ2 

・過大電圧 ― 

16523 P0139 バンク1、ラムダプローブ2 

・遅すぎる信号 ― 

16524 

 

Ｐ0140 バンク1、ラムダプローブ2 

・作動しない ― 

16525 Ｐ0141 バンク1、ラムダプローブ2 

・電気的故障 ― 

16534 Ｐ0150 バンク2、ラムダプローブ1 

・回路の電気的故障 フォルトコード16514参照 

16535 Ｐ0151 バンク2、ラムダプローブ1 

・過小電圧 フォルトコード16515参照 

16536 Ｐ0152 バンク2、ラムダプローブ1 

・過大電圧 フォルトコード16516参照 

16538 Ｐ0154 バンク2、ラムダプローブ1 

・作動しない フォルトコード16518参照 
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故障コード 

ディーラー OBD-Ⅱ 
内 容 可能性のある故障原因 症 状 

・オイルが薄すぎる(エンジン オイル内のガソリンの混入) 

・インテーク マニホールドのエア漏れ 

・エアマスセンサー(G70)からの信号が正しくない 

バンク1、フューエルメジャーリングシステム

・故障 

・ピストンの不良によるオイル燃焼 

・排気ガス濃度が適正でない 

・エアマスセンサー以降のエア漏れ 

・ラムダ プローブまでのエキゾースト システムのエア漏れ 

16554 

 

 

・薄すぎる 

・ACFソレノイド バルブ1(N80)の固着 

・キャタライザーまでのCO濃度が0.3％以下 

16555 P0171 バンク1、フューエルメジャーリングシステム

・薄すぎる ― 

16556 P0172 バンク1、フューエルメジャーリングシステム

・濃すぎる ― 

16557  バンク2、フューエルメジャーリングシステム

・故障 フォルトコード 16554参照 

16558  バンク2、フューエルメジャーリングシステム

・薄すぎる フォルトコード 16554参照 

16559  バンク2、フューエルメジャーリングシステム

・濃すぎる フォルトコード 16554参照 

16684 P0300 ミスファイヤー検出 

16685 P0301 シリンダー1  ミスファイヤー検出 

・J220 とイグニッションコイル パワーアウトプットステージ間の配線

が断線 

・イグニッションコイル パワーアフトプットステージとイグニッションコ

・CATウォーニングランプの点滅または点灯 

・排気ガス濃度不良 

・アイドリング スピード不良 
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故障コード 

ディーラー OBD-Ⅱ 
内 容 可能性のある故障原因 症 状 

16686 P0302 シリンダー2  

16687 P0303 シリンダー3  

16688 P0304 シリンダー4  

16689  シリンダー5  

16690  シリンダー6  

16691  シリンダー7  

16692  シリンダー8  

 イル間の配線が断線 

・イグニッションコイル パワーアウトプットステージ故障 

・イグニッションコイルのプラス電源が断線 

・コントロールユニットの出力信号不良 

 

 

 

・J220とインジェクター間の配線が断線 

・インジェクター不良 

・スパークプラグ不良 

・イグニッションコイル不良 

・バルブスプリング損傷 

 

・エンジン停止 

・ラムダ制御がオープン ループ状態になっている 

・出力不足 

・ラフ エンジン スピード 

16705 P0321 エンジンスピードセンダー G28 

・あてはまらない信号 

・G28への金属粉の付着 

・G28 からフライホイール リングギヤまでの距離が 2.3mm を超えて

いる 

・ミスファイヤー 

16706 P0322 エンジンスピードセンダー G28 

・信号なし 

・信号線が断線、アースまたはプラスにショート 

・アース線が断線またはプラスにショート 

・G28の故障 

・G28用シールドの断線 

・エンジンコントロール ユニット(J220)への信号入力が正しくない(コ

ントロール ユニットの故障) 

・エンジンが始動しない 

・エンジンストール 

16711 P0327 ノックセンサー1 G61 

・過小信号 

・ノックセンサーの緩みまたはコネクターの腐食 

・ノックセンサーとエンジンコントロール ユニット(J220)間の信号線が

断線、アースまたはシールドにショート 

・ノックセンサーとエンジンコントロール ユニット(J220)間のセンダー

アース線の断線 

・ノックセンサーの故障 

・エンジンコントロール ユニット(J220)への信号入力が正しくない(コ

ントロール ユニットの故障) 

・燃費が悪い 

・出力不足 

16712 P0328 ノックセンサー1 G61 

・過大信号 

・ノックセンサーの取り付け不良またはコネクターの腐食 

・G61の故障 

・エンジンの損傷 

・燃費の悪化 

 

・走行不良 
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故障コード 

ディーラー OBD-Ⅱ 
内 容 可能性のある故障原因 症 状 

16716 P0332 ノックセンサー2 G66 

・過小信号 
フォルトコード 16711参照 

16717 P0333 ノックセンサー2 G66 

・過大信号 
フォルトコード 16712参照 

・イグニッションタイミング センダー(G4)の緩み 

・G4とクランクシャフトバランスウェイトの溝との距離が1.3mmを超え

る 

・G4の故障 

・G4 とエンジンコントロール ユニット間のシグナルワイヤーの断線

またはアースへのショート 

16721  ホールセンダー G40 

・過小信号 

・エンジンコントロール ユニットの信号入力不良(コントロールユニッ

トの故障) 

・エンジン始動前に故障がある場合：エンジンは始

動しない(インジェクション/イグニッションが作動し

ない) 

・エンジン始動後に故障が発生した場合：故障はフ

ォルトメモリーに記憶される 

16725 P0341 ホールセンダー G40 

・あてはまらない信号 
― 

16726 P0342 ホールセンダー G40 

・過少信号 
― 

16727 P0343 ホールセンダー G40 

・過大信号 
― 

16785  EGRシステム 

・通過量 少なすぎる 

・バキュームホースが捻れているか、外れている 

・メカニカルEGRバルブが常に閉じている 
― 

16786  EGRシステム 

・通過量 多すぎる 

・EGRメカニカルバルブが常に開いている/漏れている ・アイドリングが不安定 

・始動困難 

・振動 

・突然の出力低下 

16795 P0411 セカンダリーエアシステム 

・通過量 不良 
― 

16824 P0440 フューエルタンク ベンチレーションシステム

・故障 
― 

16825 P0441 フューエルタンク ベンチレーションシステム

・通過量不良 
― 
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故障コード 

ディーラー OBD-Ⅱ 
内 容 可能性のある故障原因 症 状 

16885 P0501 車速信号 

・あてはまらない信号 

・スピードメーターセンダー(G22)の故障 

・G22とスピードメーター(G21)間の配線のショートまたは断線 

・G21の故障 

・ダッシュパネルインサートとエンジンコントロール ユニット(J220)間

の配線のショートまたは断線 

・車速信号を使用するほかのコントロールユニット(J220)への信号入

力が正しくない(コントロールユニットの故障) 

・1 速ギヤでフルスロットルにした時、A/C コンプレ

ッサーがオフにならない 

 

・アイドリングスピードが瞬間的に規定値から外れ

る 

・車速信号を使用するシステムが正常に作動しな

い 

16890 P0506 アイドリングスピード コントロール 

・スピード規定以下 
― 

16891 P0507 アイドリングスピード コントロール 

・スピード規定異常 
― 

16894 P0510 アイドリングスイッチ F60 

・故障 
― 

16944 P0560 電圧供給 

・あてはまらない信号 

16946 P0562 電圧供給 

・電圧低すぎる 

16947 P0563 電圧供給 

・電圧高すぎる 

・モトロニックのヒューズが切れている 

・電源供給リレー故障 

・電源供給リレーの接触不良 

・バッテリー電圧が10V以下 

・モトロニックコントロール ユニット(J220)へのアース接続不良 

・供給電圧が16V異常 

・電力消費増大 

・オルタネーター故障 

・電源供給リレーからモトロニックコントロール ユニット(10D)への配

線の断線 

・モトロニックコントロール ユニット(J220)故障 

・エンジンが始動不能 

・アイドリングスピードが規定値外 

16955 P0571 ブレーキライト スイッチ F 

・あてはまらない信号 
― 

16985 P0601 コントロールユニット故障 

16988 P0604 コントロールユニット故障 

16989 P0605 コントロールユニット故障 

・モトロニックコントロール ユニット故障 ・エンジンが始動不能 
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故障コード 

ディーラー OBD-Ⅱ 
内 容 可能性のある故障原因 症 状 

17069 P0685 電源供給リレー J271 

・オープン回路 
― 

17070 P0686 電源供給リレー J271 

・アースにショート 
― 

17071 P0687 電源供給リレー J271 

・プラスにショート ― 

17072 P0688 電源供給リレー負荷回路 J271 

・オープン回路 ― 

17091 P0707 マルチファンクション スイッチ F125 

・過小信号 ― 

17092 P0708 マルチファンクション スイッチ F125 

・過大信号 ― 

17509  バンク1、ラムダプローブ1 

・電圧低すぎる/エア漏れ 

・ラムダプローブとエンジンコントロール ユニット間のワイヤーのア

ースへのショート 

・ラムダプローブの故障 

・エンジンコントロール ユニットの信号入力不良(コントロール ユニッ

トの故障) 

・フューエルプレッシャー レギュレーターの故障 

・フューエルフィルターの詰まり 

・燃料供給量が少ない 

・ACFソレノイドバルブ(N80)の固着 

・ラムダプローブまでのエキゾースト システムの漏れ 

・エアマスセンサー(G70)以降のエア漏れ 

・キャタライザーまでのCO濃度0.3％未満 

・ラムダコントロールがオープンループ コントロー

ルになる 

17510 P1102 バンク1、ラムダプローブ1 ヒーター回路 

・プラスにショート 

17513 P1105 バンク1、ラムダプローブ2 ヒーター回路 

・プラスにショート 

17515  バンク2、ラムダプローブ1 ヒーター回路 

・プラスにショート 

・ラムダプローブ内または関連するラムダプローブとモトロニックコン

トロール ユニット間の配線がプラスにショート 

・１個または両方のラムダプローブ故障 

・長時間アイドリング状態にすると、チャコールキャ

ニスターがオーバーフローして、フューエルがキャ

ニスターのベント パイプから漏れ出す。 

17514  バンク2、ラムダプローブ1 

・電圧低すぎる/エア漏れ 
フォルトコード 17509参照 



VW･AUDI 
 

 25

故障コード 

ディーラー OBD-Ⅱ 
内 容 可能性のある故障原因 症 状 

17519 P1111 バンク1、ラムダコントロール 

・システム薄すぎる 
― 

17520 P1112 バンク1、ラムダコントロール 

・システム濃すぎる 
― 

17522 P1114 バンク1、ラムダプローブ2 

・内部抵抗過大 
― 

17523 P1115 バンク1、ラムダプローブ1 ヒーター回路 

・アースにショート 
― 

17524 P1116 バンク1、ラムダプローブ1 ヒーター回路 

・オープン回路 
― 

17525 P1117 バンク1、ラムダプローブ2 ヒーター回路 

・アースにショート 
― 

17526 P1118 バンク1、ラムダプローブ2 ヒーター回路 

・オープン回路 
― 

17535 Ｐ1127 バンク 1、ミクスチャー アダプテーション

(mul.) 

・システム濃すぎる 

・フューエル プレッシャーが高すぎる 

・インジェクターの漏れ 

・エアマスセンサーからの信号不良 

・キャタライザーの上流でエキゾーストシステムに漏れ 

・エンジン オイル内にフューエル混入(短距離運転の可能性) 

・走行がスムースでない 

・黒煙、スパークプラグのかぶり 

・燃費の増加 

・黒煙、スパークプラグのかぶり 

・アイドリング不調 

17536 Ｐ1128 バンク 1、ミクスチャー アダプテーション

(mul.) 

・システム薄すぎる 

・フューエル プレッシャーが低すぎる 

・エアマスセンサーより後でエアの吸い込み 

・エアマスセンサー(G70)からの信号不良 

・ＡＣＦソレノイドバルブ1(Ｎ80)の固着 

・走行がスムースでない 

・アイドリング不調 

・燃費の増加 

・黒煙、スパークプラグのかぶり 

17537 

 

P1129 

 

バンク 2 、ミクスチャー アダプテーション

(mul.) 

・システム濃すぎる 

フォルトコード 17535参照 

17538 Ｐ1130 バンク 2、ミクスチャー アダプテーション

(mul.) 

・システム薄すぎる 

フォルトコード 17536参照 

17540  バンク1＋2、ラムダプローブ1 

ヒーター回路  

・プラスにショート 

・ラムダプローブ内または関連するラムダプローブとモトロニックコン

トロール ユニット(J220)間の配線がプラスにショート 

・ラムダプローブ故障 

・長時間アイドリング状態にすると、チャコールキャ

ニスターがオーバーフローして、フューエルがキャ

ニスターのベントパイプから漏れ出す 



VW･AUDI 
 

 26

故障コード 

ディーラー OBD-Ⅱ 
内 容 可能性のある故障原因 症 状 

17541  バンク1＋2、ラムダプローブ1 

ヒーター回路  

・電気的故障 

・ラムダ信号配線の断線 

・ラムダプローブ故障 

・ラムダプローブ ヒーターの電源供給が断線 

・ラムダプローブ内または関連するラムダプローブとモトロニックコン

トロール ユニット間の配線がプラスにショート 

・排気ガス濃度不良 

・燃料臭がする 

・長時間アイドリング状態にすると、チャコールキャ

ニスターがオーバーフローして、フューエルがキャ

ニスターのベントパイプから漏れ出す 

17544 P1136 バンク 1、ミクスチャー アダプテーション

(add.) 

・システム薄すぎる 

フォルトコード 16536参照 

17545 P1137 バンク 1、ミクスチャー アダプテーション

(add.) 

・システム濃すぎる 

フォルトコード 16535参照 

17546 P1138 バンク 2、ミクスチャー アダプテーション

(add.) 

・システム薄すぎる 

フォルトコード 16538参照 

17547 P1139 バンク 2、ミクスチャー アダプテーション

(add.) 

・システム濃すぎる 

フォルトコード 16537参照 

17557 P1149 バンク1、ラムダコントロール 

・あてはまらない制御 ― 

17579 P1171 スロットルバルブ ドライブ アングルセンダ

ー2 G188 

・あてはまらない信号 

― 

17580 P1172 スロットルバルブ ドライブ アングルセンダ

ー2 G188 

・過少信号 

― 

17581 P1173 スロットルバルブ ドライブ アングルセンダ

ー2 G188 

・過大信号 

― 
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故障コード 

ディーラー OBD-Ⅱ 
内 容 可能性のある故障原因 症 状 

17584 P1176 バンク1、ラムダ補正キャタライザー後ろ  

・コントロール限度に達した ― 

17604  バンク1、ラムダプローブ1 

・ヒーター回路 電気的故障 

17605  バンク2、ラムダプローブ1 

・ヒーター回路 電気的故障 

・ラムダ信号配線の断線 

・ヒューズ不良 

・ラムダプローブヒーターの電源供給が断線 

・ラムダプローブ内または関連するラムダプローブとモトロニックコン

トロール ユニット間の配線がプラスにショート 

・排気ガス濃度不良 

・燃料臭がする 

・長時間アイドリング状態にすると、チャコールキャ

ニスターがオーバーフローして、フューエルがキャ

ニスターのベントパイプから漏れ出す 

・N30とエンジンコントロールユニット間のワイヤーの断線またはアー

スへのショート 

・Ｎ30への電圧供給が正しくない 

・Ｎ30の故障 

17609 P1201 インジェクター、シリンダー1 N30  

・回路の電気的故障 

・エンジンコントロール ユニットの信号入力不良(エンジンコントロー

ル ユニットの故障) 

・エンジン回転にムラがある 

 

 

17610 P1202 インジェクター、シリンダー2 N30 

・回路の電気的故障 
フォルトコード 17609参照 

17611 P1203 インジェクター、シリンダー3 N31 

・回路の電気的故障 
フォルトコード 17609参照 

17612 P1204 インジェクター、シリンダー4 N32 

・回路の電気的故障 
フォルトコード 17609参照 

17613  インジェクター、シリンダー5 N33 

・回路の電気的故障 
フォルトコード 17609参照 

17614  インジェクター、シリンダー6 N34 

・回路の電気的故障 
フォルトコード 17609参照 

17615  インジェクター、シリンダー7 N35 

・回路の電気的故障 
フォルトコード 17609参照 

17616  インジェクター、シリンダー8 N36 

・回路の電気的故障 
フォルトコード 17609参照 
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故障コード 

ディーラー OBD-Ⅱ 
内 容 可能性のある故障原因 症 状 

・Ｎ30 とエンジンコントロールユニット間のワイヤーのプラスへのショ

ート 

・Ｎ30の故障 

17621 Ｐ1213 インジェクター、シリンダー1 N30 

・プラスにショート 

・エンジンコントロール ユニットの信号入力不良(エンジンコントロー

ル ユニットの故障) 

・エンジン回転にムラがある 

・フルスロットル エンリッチメントがない 

17622 Ｐ1214 インジェクター、シリンダー2 N31 

・プラスにショート 
フォルトコード 17621参照 

17623 Ｐ1215 インジェクター、シリンダー3 N32 

・プラスにショート 
フォルトコード 17621参照 

17624 Ｐ1216 インジェクター、シリンダー4 N33 

・プラスにショート 
フォルトコード 17621参照 

17625 Ｐ1217 インジェクター、シリンダー5 N83 

・プラスにショート 
フォルトコード 17621参照 

17626 Ｐ1218 インジェクター、シリンダー6 N84 

・プラスにショート 
フォルトコード 17621参照 

17627  インジェクター、シリンダー7 N85 

・プラスにショート 
フォルトコード 17621参照 

17628  インジェクター、シリンダー8 N86 

・プラスにショート 
フォルトコード 17621参照 

17633 Ｐ1225 インジェクター、シリンダー1 N30 

・アースにショート 
― 

17634 Ｐ1226 インジェクター、シリンダー2 N31 

・アースにショート 
― 

17635 Ｐ1227 インジェクター、シリンダー3 N32 

・アースにショート 
― 

17636 Ｐ1228 インジェクター、シリンダー4 N33 

・アースにショート 
― 

17637 Ｐ1229 インジェクター、シリンダー5 N83 

・アースにショート 
― 

17638 Ｐ1230 インジェクター、シリンダー6 N84 

・アースにショート 
― 
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故障コード 

ディーラー OBD-Ⅱ 
内 容 可能性のある故障原因 症 状 

17645 Ｐ1237 インジェクター、シリンダー1 N30 

・オープン回路 
― 

17646 Ｐ1238 インジェクター、シリンダー2 N31 

・オープン回路 
― 

17647 Ｐ1239 インジェクター、シリンダー3 N32 

・オープン回路 
― 

17648 Ｐ1240 インジェクター、シリンダー4 N33 

・オープン回路 
― 

17649 Ｐ1241 インジェクター、シリンダー5 N83 

・オープン回路 
― 

17650 Ｐ1242 インジェクター、シリンダー6 N84 

・オープン回路 
― 

17658 P1250 フューエルタンクのレベルが低すぎる ・フューエル不足時にミスファイヤーまたはラムダ制御に関連する故障として記憶される 

・この故障はコントロールユニットで静的故障として記憶され、その間に給油した場合でも散発的故障としては記憶されない 

17698 P1290 水温センダー、ラジエーター出力側 G83 

・過大信号 
― 

17699 P1291 水温センダー、ラジエーター出力側 G83 

・過少信号 
― 

17700 P1292 マップコントロール エンジンクーリング用 

サーモスタット F265 

・オープン回路 

― 

17701 P1293 マップコントロール エンジンクーリング用 

サーモスタット F265 

・プラスにショート 

― 

17702 P1294 マップコントロール エンジンクーリング用 

サーモスタット F265 

・アースにショート 

― 

17706 P1298 水温センダー、ラジエーター出力側 G83 

・あてはまらない信号 
― 

17708 Ｐ1300 ミスファイヤー検出理由：フューエルレベル

が低すぎる 
― 

17733 Ｐ1325 ノックコントロールシリンダー1 ・ガソリンのオクタン価が95ＲＯＮ未満 ・燃料消費が過大 
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故障コード 

ディーラー OBD-Ⅱ 
内 容 可能性のある故障原因 症 状 

・エンジンコントロール ユニットのノックコントロールモジュ－ル不良

(コントロール ユニットの故障) 

・異常なエンジンノイズ(エンジン取り付けユニットの緩み) 

・ノックセンサー用シーヅロワイヤーの断線 

・コネクターの緩み 

  ・制御限度に達した ・出力不足 

・ノックセンサーの緩み 

・エンジン回転にムラがある 

・最高速度に達しない 

17734 Ｐ1326 ノックコントロールシリンダー2 

・制御限度に達した 
フォルトコード 17733参照 

17735 Ｐ1327 ノックコントロールシリンダー3 

・制御限度に達した 
フォルトコード 17733参照 

17736 Ｐ1328 ノックコントロールシリンダー4 

・制御限度に達した 
フォルトコード 17733参照 

17737 Ｐ1329 ノックコントロールシリンダー5 

・制御限度に達した 
フォルトコード 17733参照 

17738 Ｐ1330 ノックコントロールシリンダー6 

・制御限度に達した 
フォルトコード 17733参照 

17739  ノックコントロールシリンダー7 

・制御限度に達した 
フォルトコード 17733参照 

17740  ノックコントロールシリンダー8 

・制御限度に達した 
フォルトコード 17733参照 

17743 P1335 エンジン トルク コントロール2 

アダプテーションリミット 

17744 P1336 エンジン トルク コントロール 

アダプテーションリミット 

・多量の漏れ：インテークシステムの漏れ（2次空気） 

・吸気温センサー 

・エアマスセンサー 

・水温センダー 

― 

17745 Ｐ1337 バンク1、ホールセンダー G163 

・アースにショート 

・G163 とエンジンコントロールユニット(J220)間の配線がアースにショ

ート 

・G163の故障 

・エンジンコントロール ユニット(J220)への信号入力が正しくない(コ

ントロールユニットの故障) 

・フルスロットル時の出力不足 

・排気ガス濃度が適正でない 

・燃費が悪い(ホールセンダーG40 と G163 が同時

に故障した場合のみ) 
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故障コード 

ディーラー OBD-Ⅱ 
内 容 可能性のある故障原因 症 状 

17746 P1338 バンク1、ホールセンダー G163 

・プラスにショート/オープン回路 

・G163 とエンジンコントロールユニット(J220)間の配線が断線または

アースにショート 

・G163への供給電圧またはアース接続が正しくない 

・G163の故障 

・エンジンコントロール ユニット(J220)への信号入力が正しくない(コ

ントロールユニットの故障) 

・フルスロットル時の出力不足 

・排気ガス濃度が適正でない 

・燃費が悪い(ホールセンダーG40 と G163 が同時

に故障した場合のみ) 

17747  クランクシャフト ポジションセンサー/エンジ

ンスピードセンサー 

・入れ違い 

・イグニッションタイミング センサー(クランクシャフトセンサー)(G4)と

エンジンスピード センダー(G28)用3ピンコネクターの接続の間違い

・エンジンが始動しない(インジェクション/イグニッ

ションシステムの作動停止) 

17748 P1340 ホールセンダー/クランクシャフト ポジション

センサー 

・取り付け違い 

・バルブタイミングが正しくない(ツースドベルトが滑る) 

・ホールセンダーのローターリングの取り付け不良または緩み 

・エンジン始動前に故障が存在する場合：エンジン

が始動しない(インジェクション/イグニッションシス

テムの作動停止) 

・エンジン始動後に故障が発生した場合：故障がフ

ォルトメモリーに記憶される 

フルスロットル時のエンジン出力不足 

・イグニッションコイル パワーアウトプットステージ(N122)とエンジン

コントロール ユニット間のワイヤーのアースへのショート 

・N122の故障 

17749  イグニッションコイル パワーアウトプットス

テージ1 

・アースにショート 

・エンジンコントロールユニットの信号出力不良(エンジンコントロール

ユニットの故障) 

・各インジェクターの作動停止(噴射しない) 

・ラムダコントロールがオープンループ コントロー

ルになる 

・出力不足(フルスロットル エンリッチメントがない) 

17751  イグニッションコイル パワーアウトプットス

テージ2 

・アースにショート 

フォルトコード 17749参照 

17753  イグニッションコイル パワーアウトプットス

テージ3 

・アースにショート 

フォルトコード 17749参照 

17763 P1355 イグニッションコントロール、シリンダー1 

・オープン回路 ― 

17764 P1356 イグニッションコントロール、シリンダー1 

・プラスにショート 
― 

17765 P1357 イグニッションコントロール、シリンダー1 

・アースにショート 
― 
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故障コード 

ディーラー OBD-Ⅱ 
内 容 可能性のある故障原因 症 状 

17766 P1358 イグニッションコントロール、シリンダー2 

・オープン回路 
― 

17767 P1359 イグニッションコントロール、シリンダー2 

・プラスにショート 
― 

17768 P1360 イグニッションコントロール、シリンダー2 

・アースにショート 
― 

17769 P1361 イグニッションコントロール、シリンダー3 

・オープン回路 
― 

17770 P1362 イグニッションコントロール、シリンダー3 

・プラスにショート 
― 

17771 P1363 イグニッションコントロール、シリンダー3 

・アースにショート 
― 

17772 P1364 イグニッションコントロール、シリンダー4 

・オープン回路 
― 

17773 P1365 イグニッションコントロール、シリンダー4 

・プラスにショート 
― 

17774 P1366 イグニッションコントロール、シリンダー4 

・アースにショート 
― 

17794 P1386 コントロールユニット故障 

17795 P1387 コントロールユニット故障 

17796 P1388 コントロールユニット故障 

・モトロニックコントロールユニット故障 ・出力不足 

・燃費の増加 

17799 P1391 バンク2、ホールセンダー G40 

・アースにショート 

・G40 とエンジンコントロール ユニット(J220)間の配線がアースにショ

ート 

・G40の故障 

・エンジンコントロール ユニット(J220)への信号入力が正しくない(コ

ントロールユニットの故障) 

・フルスロットル時の出力不足 

・排気ガス濃度が適正でない 

・燃費が悪い(ホールセンダーG40 と G163 が同時

に故障した場合のみ) 

17800 P1392 バンク2、ホールセンダー G40 

・プラスにショート/オープン回路 

・G40 とエンジンコントロール ユニット(J220)間の信号線が断線また

はアースにショート 

・G40への供給電圧またはアース接続が正しくない 

・G40の故障 

・エンジンコントロール ユニット(J220)への信号入力が正しくない(コ

ントロールユニットの故障) 

・フルスロットル時の出力不足 

・排気ガス濃度が適正でない 

・燃費が悪い(ホールセンダーG40 と G163 が同時

に故障した場合のみ) 
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故障コード 

ディーラー OBD-Ⅱ 
内 容 可能性のある故障原因 症 状 

17801  イグニッションコイル パワーアウトプットス

テージ1 

・回路の電気的故障 

・イグニッションコイル パワーアウトプットステージ（N122）とエンジン

コントロールユニット間のワイヤーの断線またはプラスへのショート 

・N122の故障 

・各インジェクターの作動停止(噴射しない) 

・ラムダコントロールがオープンループ コントロー

ルになる 

・出力不足(フルスロットル エンリッチメントがない) 

17802  イグニッションコイル パワーアウトプットス

テージ2 

・回路の電気的故障 

フォルトコード 17801参照 

17803  イグニッションコイル パワーアウトプットス

テージ3 

・回路の電気的故障 

フォルトコード 17801参照 

17808  EGRバルブ N18 

・回路の電気的故障 

・EGRバルブ(N18)用電圧供給が正しくない 

・N18 とエンジンコントロール ユニット間のワイヤーの断線またはア

ースへのショート 

・N18の故障 

・エンジンコントロールユニットの信号出力不良(コントロールユニット

の故障) 

・アイドリングが不安定 

17810  EGRバルブ N18 

・プラスにショート 

・EGRバルブN18とエンジンコントロール ユニット間のワイヤーのプ

ラスへのショート 

・N18の故障 

・エンジンコントロールユニットの信号出力不良(コントロールユニット

の故障) 

― 

17815  EGRバルブ G98 

・過小信号 

・EGR温度センサー(G98)とエンジンコントロール ユニット間のワイヤ

ーのアースへのショート 

・G98の故障 

・エンジンコントロールユニットの信号出力不良(コントロールユニット

の故障) 

・アイドリングが不安定 
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故障コード 

ディーラー OBD-Ⅱ 
内 容 可能性のある故障原因 症 状 

17816  EGR温度センサー G98 

・過小信号 

・EGR 温度センサー(G98)とエンジン コントロールユニット間のワイ

ヤーの断線またはプラスへのショート 

・G98用の電圧供給が正しくない 

・G98の故障 

・エンジンコントロールユニットの信号出力不良(コントロールユニット

の故障) 

― 

17817  ACFソレノイドバルブ N80 

・カイロの電気的故障 

・ACFソレノイドバルブ(N80)用の電圧供給が正しくない 

・N80 とエンジンコントロール ユニット間のワイヤーの断線またはア

ースへのショート 

・N80の故障 

エンジンコントロール ユニットの信号入力不良(コントロールユニット

の故障) 

・部分負荷でのレスポンスが悪い 

・ガソリン臭い 

17818 P1410 ACFソレノイドバルブ N80 

・プラスにショート 
― 

17828 P1420 セカンダリーエアインレットバルブ N112 

・回路の電気的故障 
― 

17829 P1421 セカンダリーエアインレットバルブ N112 

・アースにショート 
― 

17830 P1422 セカンダリーエアインレットバルブ N112 

・プラスにショート 
― 

17832 P1424 バンク1、セカンダリーエア システム 

・漏れ検出 
― 

17833 P1425 ACFソレノイドバルブ N80 

・アースにショート 
― 

17834 P1426 ACFソレノイドバルブ N80 

・オープン回路 
― 

17835 P1427 ブレーキサーボバキューム ポンプの作動 

・プラスにショート 
― 

17836 P1428 ブレーキサーボバキューム ポンプの作動 

・アースにショート 
― 

17837 P1429 ブレーキサーボバキューム ポンプの作動 

・オープン回路 
― 
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故障コード 

ディーラー OBD-Ⅱ 
内 容 可能性のある故障原因 症 状 

17840 P1432 セカンダリーエアインレットバルブ N112 

・オープン回路 

(セカンダリーエアシステム装備車のみ) 

・N112とエンジンコントロール ユニット間の配線の断線 

・N112への電圧供給が正しくない 

・N112の故障 

・エンジンコントロールユニットの入力信号が正しくない(コントロール

ユニットの故障) 

― 

17841 P1433 セカンダリーエアポンプリレー J299 

・オープン回路 

(セカンダリーエアシステム装備車のみ) 

・J299とエンジンコントロール ユニット間の配線の断線 

・J299への電圧供給が正しくない 

・J299の故障 

・エンジンコントロールユニットの入力信号が正しくない(コントロール

ユニットの故障) 

― 

17842 P1434 セカンダリーエアポンプリレー J299 

・プラスにショート 

(セカンダリーエアシステム装備車のみ) 

・J299 とエンジンコントロール ユニット間の配線のプラスへのショー

ト 

・J299の故障 

・エンジンコントロールユニットの入力信号が正しくない(コントロール

ユニットの故障) 

― 

17843 P1435 セカンダリーエアポンプリレー J299 

・アースにショート 

(セカンダリーエアシステム装備車のみ) 

・J299 とエンジンコントロール ユニット間の配線のアースへのショー

ト 

・J299の故障 

・エンジンコントロールユニットの入力信号が正しくない(コントロール

ユニットの故障) 

― 

17858 P1450 セカンダリーエアーシステム 

・プラスにショート 
― 

17859 P1451 セカンダリーエアーシステム 

・アースにショート 
― 

17860 P1452 セカンダリーエアーシステム 

・オープン回路 
― 

17887 P1479 ブレーキバキューム システム 

・機械的故障 
― 

17908 P1500 フューエルポンプリレー J17 

・回路の電気的故障 
― 

17909 P1501 フューエルポンプリレー J17 

・アースにショート 
― 
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故障コード 

ディーラー OBD-Ⅱ 
内 容 可能性のある故障原因 症 状 

17910 P1502 フューエルポンプリレー J17 

・プラスにショート 
― 

・インテークシステムの二次空気が多すぎる 

・アイドリング スタビライゼーションバルブ(N71)の機械的故障 

17912  インテークエアシステム 

・漏れ検出 

・スロットルバルブのセカンドステージが閉じない 

・エンジン作動温度時のアイドリングスピードが規

定外 

・冷間時のエンジンストール 

・ACコンプレッサーの作動停止 

・部分負荷時の振動 

・フラットスポットまたはハンチング 

17913 P1505 アイドリングスイッチ F60 

・閉まらない/オープン回路 

・スロットルバルブの噛み込み 

・スロットルケーブルの著製不良 

・フロアマットがスロットルペダルを押している 

・F60とエンジンコントロールユニット(J220)間の配線がプラスにショー

トまたは断線 

・F60の故障 

・エンジンコントロールユニット(J220)への信号入力が正しくない(コン

トロールユニットの故障) 

・スロットルペダルから足を離した時に息つき 

・アイドリングスピードが規定値外 

 

17914 P1506 アイドリングスイッチ F60 

・開かない/アースにショート 

・スロットルバルブ コントロールユニット用コネクター内の漆器 

・Ｆ60 と エンジンコントロール ユニット(J220)間の配線がアースにシ

ョート 

・Ｆ60の故障 

・エンジンコントロールユニット(J220)への信号入力が正しくない(コン

トロールユニットの故障) 

・アイドル制御が固定設定値になる 

 

・スロットルペダルから足を離した時に息つき 

・アイドリングスピードが規定値外 

17915  アイドリングシステム 

・学習値 下限に達した 

・スロットルバルブコントロール ユニットより前でシステムへの外気

混入 

・アイドリングスピードが高い 

17916  アイドリングシステム 

・学習値 上限に達した 

・インテークシステムの作動不良(エアクリーナーまたはインテークダ

クト) 

・出力低下 

・アイドリング スタビライゼーションバルブ(Ｎ71)とエンジンコントロー

ルユニット間のワイヤーの断線またはアースへのショート 

・Ｎ71の故障 

17917  アイドリング スタビライゼーションバルブ 

Ｆ71 

・回路の電気的故障 

・エンジンコントロール ユニットの信号出力不良(コントロールユニッ

トの故障) 

・エンジン作動温度時のアイドリングスピードが規

定外 

・冷間時のエンジンストール 

・ＡＣコンプレッサーの作動停止 
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故障コード 

ディーラー OBD-Ⅱ 
内 容 可能性のある故障原因 症 状 

・アイドリング スタビライゼーションバルブ(Ｎ71)とエンジンコントロー

ルユニット間のワイヤーのプラスへのショート 

・Ｎ71の故障 

17918  アイドリング スタビライゼーションバルブ 

Ｆ71 

・プラスにショート 

・エンジンコントロール ユニットの信号出力不良(コントロールユニッ

トの故障) 

・エンジン作動温度時のアイドリングスピードが規

定外 

・冷間時のエンジンストール 

・ＡＣコンプレッサーの作動停止 

・インテークマニホールド チェンジオーバーバルブ  

(Ｎ156)とエンジンコントロール ユニット間のワイヤーの断線または

ア―スへのショート 

・Ｎ156用の電圧供給が正しくない 

・Ｎ156の故障 

17919  インテークマニホールド チェンジオーバー

バルブ Ｎ156 

・回路の電気的故障 

・エンジンコントロール ユニットの信号出力不良(コントロールユニッ

トの故障) 

・断線の場合：Ｎ156 が開かない(4000/min)以上で

の出力不足) 

・アースへのショートの場合：Ｎ156 が開いたまま

(4000/min)以下でのトルク不足) 

17920 Ｐ1512 インテークマニホールド チェンジオーバー

バルブ Ｎ156 

・プラスにショート 

・Ｎ156 とエンジンコントロール ユニット(J220)間の配線がプラスにシ

ョート 

・N156の故障 

・エンジンコントロール ユニット(J220)のN156用出力の不良(コントロ

ールユニットの故障) 

・N156が開かない(4700/min)以上での出力不足 

17923 P1515 インテークマニホールド チェンジオーバー

バルブ Ｎ156 

・アースにショート 

・Ｎ156 とエンジンコントロール ユニット(J220)間の配線がアースにシ

ョート 

・N156の故障 

・エンジンコントロール ユニット(J220)のN156用出力の不良(コントロ

ールユニットの故障) 

・N156が開かない(4700/min)以上での出力不足 

17924 P1516 インテークマニホールド チェンジオーバー

バルブ Ｎ156 

・オープン回路 

・Ｎ156 とエンジンコントロール ユニット(J220)間の配線がアースにシ

ョート 

・N156への供給電圧が正しくない 

・N156の故障 

・エンジンコントロール ユニット(J220)のN156用出力の不良(コントロ

ールユニットの故障) 

・N156が開かない(4700/min)以上での出力不足 

17925  メインリレー J271 

・回路の電気的故障 

・アースにショート ・リレーが作動するため、電力消費大 

(バッテリーの放電) 
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故障コード 

ディーラー OBD-Ⅱ 
内 容 可能性のある故障原因 症 状 

17926  メインリレー J271 

・プラスにショート 

・電源供給リレー(J271)とモトロニックコントロール ユニット(J220)間

の配線が断線 

・プラスにショート 

・エンジンが始動不能 

17927 P1519 バンク1、可変バルブタイミング 

・故障 
― 

17930 P1522 バンク2、可変バルブタイミング 

・故障 
― 

17931 P1523 エアバッグ コントロールユニットからのクラ

ッシュ信号 

・あてはまらない信号 

― 

・可変バルブタイミング用ソレノイドバルブ(N205)とエンジンコントロー

ル ユニット(J220)の間の配線がプラスにショート 

・N205の故障 

・エンジンコントロール ユニット内の信号入力の不良(コントロールユ

ニットの故障) 

17934  バンク1、可変バルブタイミング 

N205 

・プラスにショート 

・ヒューズ34の不良 

・出力低下 

・可変バルブタイミング用ソレノイドバルブ(N205)とエンジンコントロー

ル ユニット(J220)の間の配線がアースにショート 

・N205の故障 

17935  バンク1、可変バルブタイミング 

N205 

・アースにショート 

・ヒューズ34の不良 

・出力低下 

・可変バルブタイミング用ソレノイドバルブ(N205)とエンジンコントロー

ル ユニット(J220)の間の配線の断線 

17936  バンク1、可変バルブタイミング 

N205 

・オープン回路 ・ヒューズ34の不良 

・出力低下 

17937 P1529 可変バルブ タイミング 

・プラスにショート 
― 

17938 P1530 可変バルブ タイミング 

・アースにショート 
― 

17939 P1531 可変バルブ タイミング 

・オープン回路 
― 

17947 P1539 クラッチペダル スイッチ F36 

・あてはまらない信号 
― 
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故障コード 

ディーラー OBD-Ⅱ 
内 容 可能性のある故障原因 症 状 

17950 P1542 スロットルバルブ ドライブアングルセンダー 

G187 

・あてはまらない信号 

― 

17951 P1543 スロットルバルブ ドライブアングルセンダー 

G187 

・過小信号 

― 

17952 P1544 スロットルバルブ ドライブアングルセンダー 

G187 

・過大信号 

― 

17953 P1545 スロットルバルブ コントロール 

・故障 

・スロットルバルブ ポテンショメーター(G69)とスロットルバルブ ポジ

ションセンダー(G127)への供給電圧またはアース接続の不良 

・G69とG127のシグナル ワイヤーの断線 

・G69とG127の故障 

・ポジショナーメカニズムまたはスロットルバルブの噛み込みまたは

固着 

・アイドリングスピードの上昇 

・スロットルペダルから足を離したと時に息つき   

 

17966 P1558 スロットルバルブ ドライブ G186 

・回路の電気的故障 

・アースへのショート 

・プラスへのショート 

・スロットルバルブ ポジショナー(V60)の故障 

・アイドリング スピードが高すぎる 

 

・1520rpmになるまで、ACコンプレッサーがオンに

ならない 

17967 P1559 スロットルバルブ コントロールユニット 

J338 

・基本調整不良 

・スロットルバルブコントロール ユニットへのエンジンコントロール 

ユニットの基本調整が適正に完了していない。 

基本調整時にスターターまたはスロットルペダルを操作すると、基本

調整は中断される 

・アイドリングスピードが規定値外 

・エンジン回転の乱れ 

17968 P1560 マキシマムエンジン 

・スピード超過 

・エンジンのレーシング ・エンジン損傷の可能性 

17972 P1564 スロットルバルブ コントロールユニット 

J338 

・基本調整時の電圧が低い 

・スロットルバルブコントロール ユニットへのエンジンコントロール 

ユニットの基本調整時、エンジンコントロール ユニットの電圧が 10V

未満 

― 

17973 P1565 スロットルバルブ コントロールユニット 

J338 

・下限の値に達しない 

・スロットルバルブの噛み込み 

・スロットルバルブ ボジショナー(V60)の固着/機械的損傷 

・始動時の不具合 

・スロットルレスポンス不足 

・発進しない 
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故障コード 

ディーラー OBD-Ⅱ 
内 容 可能性のある故障原因 症 状 

17976 P1568 スロットルバルブ コントロールユニット 

J338 

・機械的故障 

― 

17977 P1569 クルーズ コントロール スイッチ E45 

・あてはまらない信号 
― 

17978 P1570 ・エンジンコントロール ユニットブロック ・未登録キーによるエンジンの始動 

・不正操作 

・コミュニケーションワイヤーのショート 

・コーディングが正しくない 

・イモビライザー システムの故障 

・イモビライザーコントロール ユニットの故障/未装着 

・エンジンコントロール ユニットの交換後、イモビライザーへの基本

調整が行われていない 

・エンジンは始動するが、すぐに停止する 

17987 P1579 スロットルバルブ コントロールユニット 

J338 

・アダプテーションされていない 

― 

17988 P1580 スロットルバルブ ドライブバンク1 

・故障 
― 

17990 P1582 アイドリングスピード コントロールアダプテ

ーション 

・限度に達した 

― 

・エンジンコントロール ユニットへのアース接続不良 18008 P1600 電圧供給ターミナル15 

・電圧低すぎる ・バッテリーの放電 

・イグニッションオフ時の漏電 (バッテリー放電) 

・電圧6V以下 

・エンジンが始動しない 

18010 P1602 電圧供給ターミナル30 

・電圧低すぎる 

・バッテリーが外れている 

・エンジンコントロール ユニットの常時電源の遮断、または配線の断

線 

― 

18011 P1603 コントロールユニット故障 
― 

18012 P1604 コントロールユニット故障 
― 
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故障コード 

ディーラー OBD-Ⅱ 
内 容 可能性のある故障原因 症 状 

18014  ABS からのプアロード インフォメーション/

エンジン規定出力 

・回路の電気的故障 

・モトロニックコントロール ユニットのコーディングの間違い 

・ABS/ASRコントロール ユニットとモトロニックコントロール ユニット

間の配線が断線、またはアースまたはプラスにショート 

・ABS/ASRコントロール ユニットの出力不良 

・モトロニックコントロール ユニットの出力不良 

 

 

・ABS/ASRからの要求に対し、エンジントルクが減

少しない 

 

・コーナリング時および滑り路面での発進時に、ホ

イールがスピンする。 

18017 Ｐ1609 クラッシュ スイッチ オフ作動 
― 

18018 Ｐ1610 コントロールユニット故障 
― 

18020 P1612 エンジンコントロール ユニット 

・間違ったコーディング 

・オートマチック ギヤボックス車であるのに、マニュアル ギヤボック

ス車としてコーディングされている 

・走行不具合(ギヤシフト時に息つき) 

・排気ガス濃度が適正でない 

18028 Ｐ1620 水温信号 

・プラスにショート/オープン回路 
― 

18029 Ｐ1621 水温信号 

・アースにショート 
― 

18030 Ｐ1622 水温信号 

・あてはまらない信号 
― 

18032 Ｐ1624 ウォーニングランプ スイッチオンの 

要求作動 

・ギヤボックス コントロールユニットによって、エンジン エキゾースト エミッションに関する故障が検出される 

・ギヤボックス コントロールユニットからエンジン コントロールユニットにフォルトメッセージが送信され、エキゾースト ウ

ォーニングランプ（K38）を点灯させる 

・エンジン コントロールユニットはエンジンの故障ではなくギヤボックスの故障の場合は、エキゾースト ウォーニングラン

プを点灯させない。フォルトコード18032はそのことを示す 

18033  CAN-bus 

・ギヤボックスCUからのあてはまらないメッ

セージ 

・ギヤボックス コントロール ユニットとモトロニック コントロール ユ

ニット(J220)間の配線がショートまたは断線 ― 

18034 P1626 CAN-bus 

・ギヤボックスCUからのメッセージぬけ 

・ギヤボックスコントロール ユニットのデータケーブルの故障 ・走行不具合(ギヤシフト時に息つき) 

18036 P1628 ドライブトレーン データバス 

・ステアリングアングルセンダーからのメッ

セージなし 

― 
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故障コード 

ディーラー OBD-Ⅱ 
内 容 可能性のある故障原因 症 状 

18038 P1630 アクセルペダル ポジションセンダー G79 

・過少信号 
― 

18039 P1631 アクセルペダル ポジションセンダー G79 

・過大信号 
― 

18041 P1633 アクセルペダル ポジションセンダー2

G185 

・過少信号 

― 

18042 P1634 アクセルペダル ポジションセンダー2

G185 

・過大信号 

― 

18043 P1635 ドライブトレーン データバス 

・エアコンディショナー コントロールユニット

からのメッセージなし 

― 

18044 P1636 ドライブトレーン データバス 

・エアバッグ コントロールユニットからのメ

ッセージなし 

― 

18047 P1639 アクセルペダル ポジションセンダー 1/2

G79/G185 

・あてはまらない信号 

― 

18048 P1640 コントロールユニット故障 
― 

18049 Ｐ1640 コントロールユニット故障 ・モトロニック コントロールユニット故障 

18056 P1648 ドライブトレーン データバス 

・故障 
― 

18057 Ｐ1649 ドライブトレーン データバス 

・ＡＢＳコントロールユニットからのメッセージ

なし 

― 

18058 P1650 ドライブトレーン データバス 

・ダッシュパネルからのメッセージなし ― 
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故障コード 

ディーラー OBD-Ⅱ 
内 容 可能性のある故障原因 症 状 

18062 P1654 ダッシュパネルのフォルトメモリーを呼出す 

― 

18067 P1659 ラジエーターファン作動 ステージ1 

・プラスにショート 
― 

18068 P1660 ラジエーターファン作動 ステージ1 

・アースにショート ― 

18080 P1672 ラジエーターファン作動 ステージ1 

・アースにショート/オープン回路 ― 

18089 Ｐ1681 コントロールユニット プログラミング 

・プログラミングが終わっていない ― 

18090 P1682 ドライブトレーン データバス 

・ＡＢＳコントロールユニットからのあてはま

らないメッセージ 

― 

18091 P1683 ドライブトレーン データバス 

・エアバッグ コントロールユニットからのあ

てはまらないメッセージ 

― 

18095 P1687 ドライブトレーン データバス 

・エアコンディショナー コントロールユニット

からのあてはまらないメッセージ 

― 

18098  自己診断フォルトランプ Ｋ83 

・回路の電気的故障 

18101  自己診断フォルトランプ Ｋ83 

・プラスにショート 

・コーディングの間違い 

・ＣＡＴウォーニングランプとモトロニック コントロールユニット間の配

線がプラスにショートまたは断線 

・ＣＡＴウォーニングランプ故障 

・ＣＡＴウォーニングランプとモトロニック コントロールユニット(J220)

間の配線がアースにショート 

・ランプが連続して点灯 

・ランプ不灯 

 

・ランプ不灯 

・ランプが連続して点灯 

18104 P1696 ドライブトレーン データバス 

・ステアリングコラム エレクトロニクスから

のあてはまらないメッセージ 

― 

18107 P1699 ドライブトレーン データバス 

・ステアリングコラム エレクトロニクスから

のメッセージなし 

― 
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故障コード 

ディーラー OBD-Ⅱ 
内 容 可能性のある故障原因 症 状 

18259  CAN-bus 

・ABS コントロールユニットからのメッセージ

ぬけ 

・ABSコントロールユニットのデータケーブルの故障 ・動的制御不能 

18320 P1912 ブレーキサーボ プレッシャー センサー 

・プラスにショート/オープン回路 ― 

18321 P1913 ブレーキサーボ プレッシャー センサー 

・アースにショート ― 

18339 P1931 ラジエーターファン コントロールユニット

J293 

・故障 

― 

65535  コントロールユニット故障 モトロニック コントロールユニット(J220)の故障 ・走行不良 

・エンジンが停止する 

 
 
 



 

A/T（オートマチック・トランスミッション） 
 

故障コード 

ディーラー OBD-Ⅱ 
内 容 可能性のある故障原因 

00258  ソレノイド1 （N88） ・断線、またはアースにショート 

・ソレノイド1 （N88）不良 

00260  ソレノイド2 （N89） ・断線、またはアースにショート 

・ソレノイド2 （N89）不良 

00262  ソレノイド3 （N90） ・断線、またはアースにショート 

・ソレノイド3 （N90）不良 

00264  ソレノイド4 （N91） ・断線、またはアースにショート 

・ソレノイド4 （N91）不良 

00266  ソレノイド5 （N92） ・断線、またはアースにショート 

・ソレノイド5 （N92）不良 

00268 

 

 ソレノイド6 （N93） ・断線、またはアースにショート 

・ソレノイド6 （N93）不良 

00270  ソレノイド7 （N94） ・断線、またはアースにショート 

・ソレノイド7 （N94）不良 

00281  ロードスピードセンダー （G68） 

・信号なし 

・断線 

・ロードスピードセンダー（G68）不良 

・インプットギアパルスホイールの緩み 

00283  スピードセンサーフロント左（G47） 

・あてはまらない信号 

・オートマチック ギアボックス コントロールユニットとABSコントロールユニット（J104）間の配線不良 

・J104 とスピードセンサー間の配線の断線、J104 用ヒューズの不良、ローターの汚れ、ホイールベアリングの遊

び過多、スピードセンサーの取付けが正しくない 

・取付けたJ104が正しくない 

00285  スピードセンサーフロント右（G45） 

・あてはまらない信号 

・オートマチック ギアボックス コントロールユニットとABSコントロールユニット（J104）間の配線不良 

・J104 とスピードセンサー間の配線の断線、J104 用フューズの不良、ローターの汚れ、ホイールベアリングの遊

び過多、スピードセンサーの取付けが正しくない 

・取付けたJ104が正しくない 
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故障コード 

ディーラー OBD-Ⅱ 
内 容 可能性のある故障原因 

00287  スピードセンサーリヤ右（G44） 

・あてはまらない信号 

・オートマチック ギアボックス コントロールユニットとABSコントロールユニット（J104）間の配線不良 

・J104 とスピードセンサー間の配線の断線、J104 用ヒューズの不良、ローターの汚れ、ホイールベアリングの遊

び過多、スピードセンサーの取付けが正しくない 

・取付けたJ104が正しくない 

00290  スピードセンサーリヤ左（G46） 

・あてはまらない信号 

・オートマチック ギアボックス コントロールユニットとABSコントロールユニット（J104）間の配線不良 

・J104 とスピードセンサー間の配線の断線、J104 用フューズの不良、ローターの汚れ、ホイールベアリングの遊

び過多、スピードセンサーの取付けが正しくない 

・取付けたJ104が正しくない 

00293  マルチファンクションスイッチ（F125） 

・あてはまらない信号 

・配線が断線またはアース/プラスへのショート 

・マルチファンクションスイッチ（F125）不良 

00296  キックダウンスイッチ（F8） 

・アースにショート 

・F8とギアボックス コントロールユニット間でアースへのショート 

・F8とギアボックス コントロールユニット間の配線が断線 

・キックダウンスイッチ（F8）不良 

00297  ギアボックススピードセンダー（G38） 

・信号なし 

・配線が断線またはアース/プラスへのショート・G38のシールド不良 

・ギアボックススピードセンダー（G38）不良 

・エンジン/ギアボックス入力信号の転送不良 

00300  ギアボックスオイルオンドセンダー（G93） ・配線が断線またはアース/プラスへのショート 

・ギアボックス オイル温度センダー（G93）不良 

00518  スロットルバルブポテンショメーター（G69） 

・過少信号 

・過大信号 

・あてはまらない信号 

・エンジンとギアボックス コントロールユニット間の配線が断線又はショート 

・スロットルバルブポテンショメーター（G69）とエンジン コントロールユニット間の配線が断線 

・スロットルバルブポテンショメーター（G69）（スロットルバルブコントロールユニット（J338）内）不良 

・エンジンコントロールユニット故障 

00526  ブレーキライトスイッチ（F） 

・あてはまらない信号 

・ブレーキライトスイッチ（F）不良 

・ギアボックス コントロールユニットとブレーキライトスイッチ（F）間の配線が断線またはアース/プラスにショート 

00529  エンジンスピード信号なし 

 

・エンジンとギアボックス コントロールユニット間の配線が断線 

・エンジンスピードセンダー（G28）不良 

・エンジン コントロールユニット故障 アース/プラスへのショート 

00532  供給電圧 

・過少信号 

・アースにショート 

・バッテリー不良 

・ソレノイドバルブまたはギアボックス コントロールユニット（ターミナル15）への供給電圧が9V以下又は16V以

上 

・コントロールユニット（J217）の端子52,53,54,55の配線が断線又はアースへのショート 
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故障コード 

ディーラー OBD-Ⅱ 
内 容 可能性のある故障原因 

00543  マキシマムスピード超過 ・配線が断線 

・エンジンスピード信号不良 

・エンジンスピードセンダー（G28）不良 

・ギアボックスの不適切なダウンシフト（例：バルブボディの機械的故障） 

00545  エンジン/ギアボックス電気的接続 ・配線が断線またはアース/プラスへのショート 

・エンジンとギアボックス コントロールユニット（端子20）間の接続不良 

・エンジンとギアボックス コントロールユニット間のイグニッションタイミング遅角信号の転送不良又は存在しな

い 

・エンジン コントロールユニット故障 

00548  フォルトメモリー電圧供給 ・フューズの不良 

・ターミナル30用電圧供給配線の不良 

・ギアボックス コントロールユニットのアース接続不良 

00549  コンサンプションシグナル（燃料消費） ・エンジンとギアボックス コントロールユニット間の配線が断線 

・エンジンとギアボックス コントロールユニット（端子35）間の配線が断線又はアース/プラスへのショート 

・エンジン コントロールユニット故障 

00596  バルブ配線間のショート ・バルブボディコンダクターストリップと配線間の10ピンコネクター不良 

 

・バルブボディとコンダクターストリップ間の不良 

00597  異なるホイールスピードインパルス 

・スピード差が高すぎる 

・ギアボックス コントロールユニットとABSコントロールユニット（J104）間の配線不良 

・J104とスピードセンサー間の配線不良、J104用ヒューズの不良 

・２つ以上のスピードセンサーが間違った信号を識別する（ローターの汚れ、ローターの歯の数が正しくない、ホ

イールベアリングの遊び過多、スピードセンサーの取付け不良等） 

・取付けられているJ104が正しくない 

00638  エンジン/ギアボックス電気的接続2 

 

・信号なし 

・断線またはアースにショート 

・エンジン コントロールユニットとギアボックス コントロールユニット間の接続不良 

・ギアボックス コントロールユニットへのスロットルバルブの信号が転送されてない 

00641  ATF温度 ・ギアボックスの温度が高すぎる。（最高温度148℃）ATF温度が高すぎると、ギアボックスは1つ下のギアにシフ

トダウンする。 

・車輌の牽引負荷過大 

・ATFレベルが正常ではない。 

・ATF温度センダー不良 
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故障コード 

ディーラー OBD-Ⅱ 
内 容 可能性のある故障原因 

00652  ギアモニタリング 

・あてはまらない信号 

・エンジンスピード、ギアボックスインプットスピード又はギアボックススピード信号不良 

・マルチファンクションスイッチ故障  ・ATFレベル不良 

・トルクコンバーター故障  ・クラッチ又はブレーキの滑り 

・バルブボディ又はソレノイドバルブ故障 

00660  キックダウンスイッチ/スロットルバルブポテンショメー

ター 

・あてはまらない信号 

・断線 

・スロットルバルブポテンショメーター（G69）不良 

・キックダウンスイッチ（F8）不良 

00668  バッテリーボルテージ ターミナル30 ・配線が断線またはアースへのショート 

00753  ホイールスピードセンサー電気的接続 

・あてはまらない信号 

・ギアボックスコントロールユニットとABSコントロールユニット（J104）間の配線不良 

・スピードセンサー又はABSコントロールユニットの出力用電圧供給配線の不良 

・取付けられているJ104が正しくない 

01044  コントロールユニット間違ったコーディング ・ギアボックスコントロールユニットのコーディング不良 

01045  ティプトロニックスイッチ（F182） 

・アースにショート 

・“UP”、“DOWN”間又はマニュアルゲートスイッチへのアースへのショート 

・“UP”、“DOWN”又はマニュアルゲートスイッチへのアースへのショート 

01166  エンジントルク信号 

・あてはまらない信号 

・エンジンコントロールユニットにより“エンジントルク信号”の故障が検出される 

・エンジンコントロールユニット不良 

・ギアボックスコントロールユニット不良 

01192  トルクコンバーターロックアップクラッチ 

・スピード差が高すぎる 

・ATFレベル不良  ・トルクコンバーター故障 

・ソレノイドバルブ7（N94）不良又は電気的故障 

01196  エンジン/ギアボックス Can Bus ・イグニッションスイッチがオンの状態でギアボックスコントロールユニット（J217）のコネクターを外した 

・エンジンコントロールユニットとギアボックスコントロールユニット間の配線が断線又はショート 

・エンジンコントロールユニット不良 

・ギアボックスコントロールユニット不良 

01236  セレクターレバーロックソレノイド（N110） ・配線が断線またはアース/プラスへのショート 

・セレクターレバーロックソレノイド（N110）不良 

16689 P0505 アイドリング スピード コントロール 

・故障 

16896 P0512 アイドリング スピード コントロール 

・調整不可 

・アイドリング スピードが規定値に達しない：ギヤボックスに要求されたアイドリング スピードの上昇がない 
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故障コード 

ディーラー OBD-Ⅱ 
内 容 可能性のある故障原因 

16987 P0603 コントロールユニット故障 

16988 P0604 コントロールユニット故障 

16989 P0605 コントロールユニット故障 

17086 P0702 コントロールユニット故障 

・オートマチック ギアボックス コントロールユニット（Ｊ217）の故障 

17087 P0703 ブレーキ ライト スイッチ Ｆ 

・回路の電気的故障 

・ブレーキ ライト スイッチ、ブレーキ ライト スイッチ（F）及びエンジン コントロールユニット間の配線不良 

・ブレーキ ライト スイッチの故障 

 

※故障検出条件：ブレーキ ライト スイッチ及びブレーキ ライト スイッチの信号は CANバス ワイヤー経由で

ギヤボックス コントロールユニットに送られ、そこで評価される 

※このフォルトコードがギヤボックス コントロールユニットにメモリーされるのは、両スイッチ間の作動不良（片

方のスイッチのみが作動）が10回連続してあった場合である 

17090 P0706 マルチファンクション スイッチ F125 

・あてはまらない信号 

・セレクターレバー ケーブルの調整不良 

・セレクターシャフトのドライビングレンジ センサー用マグネットの汚れまたは金属粉による作動不良 

・ドライビングレンジ センサー（マルチファンクション スイッチ F125）の故障 

・セレクターシャフトのドライビングレンジ センサー用マグネットの強い電場（ウェルダー等）による消磁、または

セレクターシャフトの曲がり/損傷 

 

※マグネットによって現在のセレクターシャフトの位置がドライビングレンジ センサー（マルチファンクション ス

イッチ F125）のホールセンサーに送られる（セレクターメカニズムのセッティングが適正であれば、この位置

はセレクターレバーの位置と一致する） 

※ドライビングレンジ センサーはオートマチック ギアボックス コントロールユニット（J217）内に組み込まれて

いるので、交換はコントロールユニットごと行う 

17094 P0710 ギヤボックス オイル温度センサー G93 

・回路の電気的故障 

17095 P0711 ギヤボックス オイル温度センサー G93 

・あてはまらない信号 

・ギヤボックス オイル温度センサー（G93）の故障 

 

※ギヤボックス オイル温度センサー（G93）はオートマチック ギアボックス コントロールユニット（J217）内に組

み込まれているので、交換はコントロールユニットごと行う 
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故障コード 

ディーラー OBD-Ⅱ 
内 容 可能性のある故障原因 

17096 P0712 ギヤボックス オイル温度センサー G93 

・過少信号 

17097 P0713 ギヤボックス オイル温度センサー G93 

・過大信号 

※エンジン及びギヤボックスが周囲温度と同じ位になるまで待ってから、測定値を読取る（温度が 160℃以上の

場合は明らかにギヤボックス オイル温度センサー（G93）の故障である 

※フォルトコード 17096に関する注意：故障検出条件：測定値が60℃を下回った 

※フォルトコード 17097に関する注意：故障検出条件：測定値が160℃を上回った 

17100 P0716 ギヤ インプット スピードセンサー G182 

・あてはまらない信号 

・ギヤボックス インプット スピードセンダー（G182）の故障 

 

※ギヤボックス インプット スピードセンダー（G182）はオートマチック ギアボックス コントロールユニット

（J217）内に組み込まれているので、交換はコントロールユニットごと行う 

※検出条件：7000/minを上回るインプットスピードがコントロールユニットによって短時間検出された 

【マルチトロニック 01J、FWD】 

 

・ギヤボックス インプット スピードセンダー（G182）の故障 

・ギヤボックスのセンダーホイールの作動不良、または不良 

 

※ギヤボックス インプット スピードセンダー（G182）はオートマチック ギアボックス コントロールユニット

（J217）内に組み込まれているので、交換はコントロールユニットごと行う 

※故障検出条件：1/min以下のインプットスピード、同時に100/minを上回るアウトプットスピードがコントロールユ

ニットによって短時間検出された 

17101 P0717 ギヤ インプット スピードセンサー G182 

・信号なし 

・配線が断線またはアース/プラスへのショート・センダー（G182）のシールド不良 

・ギアボックスインプットスピードセンサー（G182）不良 

・エンジンスピード又はギアボックススピード信号不良 

・マルチファンクションスイッチ（F125）故障 

・ソレノイドバルブ固着 

・ATFレベル不良・トルクコンバーター故障  ・クラッチ又はブレーキの滑り 

17105 P0721 ギヤ アウトプット スピードセンサー G195 

・あてはまらない信号 

・ギヤボックス アウトプット スピードセンダー（G195）の故障 

 

※ギヤボックス アウトプット スピードセンダー（G195）はオートマチック ギアボックス コントロールユニット

（J217）内に組み込まれているので、交換はコントロールユニットごと行う 
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故障コード 

ディーラー OBD-Ⅱ 
内 容 可能性のある故障原因 

17106 P0722 ギヤ アウトプット スピードセンサー G195 

・信号なし 

・ギヤボックス アウトプット スピードセンダー（G195）の故障 

・ギヤボックス コントロールユニットへの信号がない 

 

※ギヤボックス アウトプット スピードセンダー（G195）はオートマチック ギアボックス コントロールユニット

（J217）内に組み込まれているので、交換はコントロールユニットごと行う 

17110 P0726 エンジン コントロールユニットからのスピード信号 

・あてはまらない信号 

・エンジン コントロールユニットによるエンジン スピードセンダー（G28）の故障の検出 

・エンジンスピードが高すぎる（オーバーレブ） 

・ギヤボックス コントロールユニットとエンジン コントロールユニット間の配線不良 

 

※高すぎるエンジンスピード、またはイグニッションシステムの干渉によるエンジンスピード バイアスの為、エン

ジンスピード ワイヤー経由のギヤボックス コントロールユニットへのエンジンスピード信号が適正でない。こ

の場合、代替のエンジンスピード信号がCANバス ワイヤー経由でエンジン コントロールユニットからギヤボ

ックス コントロールユニットに送られる 

17111 P0727 エンジン コントロールユニットからのスピード信号 

・信号なし 

・配線の断線 

・エンジン コントロールユニットに故障がメモリされている 

・オートマチック ギアボックス コントロールユニット（J217）の故障 

 

※エンジンスピード ワイヤーの断線があると、代替のエンジンスピード信号が CAN バス ワイヤー経由でエン

ジン コントロールユニットからギヤボックス コントロールユニットに送られる 

17114 P0730 ギヤレシオ モニタリング 

・間違ったレシオ 

・ギヤボックスの故障 

17134 P0750 ソレノイドバルブ1 N88 

・故障 

・クラッチプレッシャーが高すぎる 

・ソレノイドバルブ1（N88）の故障 

 

※ソレノイドバルブ1（N88）はハイドロリック コントロール アッセンブリーに組み込まれているので、交換はハイ

ドロリック コントロール アッセンブリーごと行う 
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故障コード 

ディーラー OBD-Ⅱ 
内 容 可能性のある故障原因 

17137 P0753 シフトバルブ1⇒ソレノイドバルブ1 N88 

・回路の電気的故障 

・ソレノイドバルブ1（N88）への配線のプラスまたはアースへのショート 

 

※配線はオートマチック ギアボックス コントロールユニット（J217）内にあるので、交換はコントロールユニット

ごと行う 

18031 P1623 ドライブトレーン データーバス 

・コミュニケーションなし 

・CANバス ワイヤーの断線 

・エンジン コントロールユニットが適正でない、または故障 

・ABS コントロールユニットが適正でない、または故障 

・ギヤボックス コントロールユニットとエンジン/ABS コントロールユニットの組合せが適正でない 

・ダッシュパネルインサートが適正でない、または故障 

・エンジン/ABS/ギヤボックス コントロールユニットとダッシュパネルインサートのソフトウェアレベルが一致しな

い、またはギヤボックス コントロールユニットが適正でない） 

 

※エンジン/ABS/ギヤボックス コントロールユニット間のデータ交換（ダッシュパネルインサートも含まれる場合

もある）は2ワイヤーのCANバス経由で行われる 

※ギヤボックス コントロールユニットは信号及びデータを送信できるが、受信はできない 

18112 P1704 キックダウン スイッチ F8 

・回路の電気的故障 

・CANバス ワイヤーの断線 

・アクセル ペダル モジュールとエンジン コントロールユニット間の配線のショートまたは断線 

・アクセル ペダル モジュールの故障 

 

※ガソリンエンジン車の場合、アクセルペダル ポジションセンダー（G79/G185）からエンジン コントロールユニ

ットに信号が送られる 

※エンジン コントロールユニットからギヤボックス コントロールユニットへの送信はＣＡＮバス経由で行われる 

※ブレーキペダルを踏んだ状態で、アクセルペダルをキックダウン位置（フルスロットル位置）まで踏込むと、誤っ

てこの故障が表示される 

18113 P1705 ギヤ/レシオ モニタリング 

・アダプテーション範囲に達した 

・記憶されているアダプテーション値の範囲が狭すぎる 

・ハイドロリック コントロール アッセンブリーの故障 

18132 P1724 スターター インヒビター信号 

・アースにショート 

・スターター インヒビター及びリバーシングライト リレー（J226）の故障 

・配線のアースへのショート 

 

※断線はコントロールユニットによって検出されない 
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故障コード 

ディーラー OBD-Ⅱ 
内 容 可能性のある故障原因 

18137 P1729 スターター インヒビター信号 

・プラスにショート 

・スターター インヒビター及びリバーシングライト リレー（J226）の故障 

・配線のプラスへのショート 

 

※断線はコントロールユニットによって検出されない 

18141 P1733 ティプトロニックスイッチ、バック（F189） 

・アースにショート 

・スイッチがシフトダウン位置（後方）でアースへのショート 

18147 P1739 ティプトロニックスイッチ、アップ（F189） 

・アースにショート 

・スイッチがシフトアップ位置（前方）でアースへのショート 

18148 P1740 クラッチ温度モニタリング ・トレイラー付きでの上り坂の走行の繰り返し等によるクラッチの過負荷 

・クラッチ温度が高すぎると故障が表示される 

 

※クラッチ温度が許容範囲に戻るまでエンジントルクは自動的に低下する 

18149 P1741 クラッチプレッシャー アダプテーション 

・アダプテーション リミット 

・ハイドロリック コントロール アッセンブリーの故障 

 

※この故障が散発的に発生する場合は、フォルトメモリーを消去する。その後ロードテストを行い、フォルトメモリ

ーを呼出す。故障が再発する場合は、ハイドロリック コントロール アッセンブリーを交換する 

18150 P1742 クラッチトルク アダプテーション 

・アダプテーション リミット 

・エンジン コントロールユニットに故障がメモリされている 

・ATFの特性が適正でなくなった 

・ギヤボックスの故障 

18151 P1743 クラッチスリップ コントロール 

・過大信号 

・ギヤボックスが適正でない 

・ATFの特性が適正でなくなった 

・クラッチの故障 

18152 P1744 ティプトロニックスイッチ、識別（F189） 

・アースにショート 

・ティプトロニックスイッチ（F189）にアースへのショート 

・ティプトロニックスイッチ（F189）不良 

18156 P1748 コントロールユニット故障 ・オートマチック ギアボックス コントロールユニット（J217）の故障 

18158 P1750 電圧供給 

・電圧低すぎる 

・オルタネーターまたはボルテージレギュレーターの故障 

・オートマチック ギアボックス コントロールユニット（J217）の故障 

 

※故障検出条件：検出されたバッテリー電圧が10V以下 
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故障コード 

ディーラー OBD-Ⅱ 
内 容 可能性のある故障原因 

18159 P1751 電圧供給 

・電圧高すぎる 

・オルタネーターまたはボルテージレギュレーターの故障 

・オートマチック ギヤボックス コントロールユニット（J217）の故障 

 

※故障検出条件：検出されたバッテリー電圧が16Vを上回る 

18161 P1753 ティプトロニックスイッチ F189 

・あてはまらない信号 

・アースにスイッチされないホールセンダーがある 

・セレクターメカニズムのコネクターの接続不良 

・セレクターメカニズムへの電圧供給がない 

・ティプトロニック用配線の断線 

18162 P1754 ティプトロニックスイッチ、アップ F189 

・オープン回路/プラスにショート 

・ティプトロニックスイッチ（F189）の故障 

・配線の断線、またはプラスへのショート 

・マルチファンクション ステアリングホイールのティプトロニックボタン、または配線の断線/プラスへのショート 

18163 P1755 ティプトロニックスイッチ、ダウン F189 

・オープン回路/プラスにショート 

・ティプトロニックスイッチ（F189）の故障 

・配線の断線、またはプラスへのショート 

・マルチファンクション ステアリングホイールのティプトロニックボタン、または配線の断線/プラスへのショート 

18164 P1756 ティプトロニックスイッチ、識別 F189 

・オープン回路/プラスにショート 

・ティプトロニックスイッチ（F189）の故障 

・配線の断線、またはプラスへのショート 

・マルチファンクション ステアリングホイールのティプトロニックボタン、または配線の断線/プラスへのショート 

18165 P1757 電圧供給 

・オープン回路 

・配線の断線 

・オートマチック ギヤボックス コントロールユニット（J217）の故障 

18169 P1761 セレクター レバー ロック ソレノイド N110 

・アースにショート 

・配線のアースへのショート 

・ヒューズの不良 

・セレクター レバー ロック ソレノイド（N110）の故障 

・セレクターメカニズムのプリント基板のショート 

・オートマチック ギヤボックス コントロールユニット（J217）の故障 

18172 P1764 ギヤボックス温度モニタリング ・トレイラー付きでの上り坂の走行の繰り返し等によるクラッチの過負荷 

・ギヤボックス温度が高すぎると故障が表示される 

 

※クラッチ温度が許容範囲に戻るまでエンジントルクは自動的に低下する 

18173 P1765 ハイドロリック プレッシャー センサー2 

・アダプテーション リミット 

・走行中にイグニッションスイッチをオフにした 

・オートマチック ギヤボックス コントロールユニット（J217）の故障 
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故障コード 

ディーラー OBD-Ⅱ 
内 容 可能性のある故障原因 

18179 P1771 エンジンコントロールユニットからの負荷信号 

・オープン回路 

・プラスにショート 

18180 P1772 エンジンコントロールユニットからの負荷信号 

・アースにショート 

・エンジンコントロールユニットとギアボックスコントロールユニット（ピン35）間の配線不良または他の構成部品が

同じ信号を入力する。（例：オンボードコンピューター） 

・同じ信号を入力した構成部品がショート 

・エンジンコントロールユニットからの信号が転送されない、又は異常信号 

18181 P1773 ハイドロリック プレッシャー センサー1 G193 

・過大信号 

・ハイドロリック コントロール アッセンブリーの汚れ、または故障 

※フォルトコード 18201/P1793 も表示される場合は、センサーホイールに故障があるのでギヤボックスを交換す

ること 

 

18183 P1775 ハイドロリック プレッシャー センサー1 G193 ・走行中にイグニッションスイッチをオフにした 

・オートマチック ギヤボックス コントロールユニット（J217）の故障 ・アダプテーション リミット 

18185 P1777 ハイドロリック プレッシャー センサー2 G194 

・あてはまらない信号 

・ATFホースのねじれ、ATFフィルターの詰まり、ATFパイプのつぶれ等によるATFの供給不足 

・オートマチック ギヤボックス コントロールユニット（J217）の故障 

18192 P1784 アップ/ダウンスイッチ回路 ・エンジンとギアボックスコントロールユニット（端子51）間の配線が断線又はアースへのショート 

18193 P1785 アップ/ダウンスイッチ回路 ・エンジンとギアボックスコントロールユニット（端子51）間の配線が断線又はプラスへのショート 

18194 P1786 リバーシングライト信号 

・オープン回路 

・スターター インヒビター及びリバーシングライト リレー（J226）の故障 

・配線の断線 

・オートマチック ギヤボックス コントロールユニット（J217）の故障 

18195 P1787 リバーシングライト信号 

・アースにショート ・配線のアースへのショート 

・オートマチック ギヤボックス コントロールユニット（J217）の故障 

・スターター インヒビター及びリバーシングライト リレー（J226）の不良 

18196 P1788 

・プラスにショート 

・スターター インヒビター及びリバーシングライト リレー（J226）の不良 

・配線のプラスへのショート 

・オートマチック ギヤボックス コントロールユニット（J217）の故障 

リバーシングライト信号 

18198 P1790 セレクター レベル ディスプレイ信号 

・オープン回路 

・ダッシュパネルインサートのコネクターの接続不良 

・配線の断線 

・ダッシュパネルインサートのセレクターレバー ポジション インジケーター（Y6）の故障 

・オートマチック ギヤボックス コントロールユニット（J217）の故障 

18199 P1791 セレクター レベル ディスプレイ信号 

・アースにショート 

・配線のアースへのショート 

・ダッシュパネルインサートのセレクターレバー ポジション インジケーター（Y6）の故障 

・オートマチック ギヤボックス コントロールユニット（J217）の故障 
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故障コード 

ディーラー OBD-Ⅱ 
内 容 可能性のある故障原因 

18200 セレクター レベル ディスプレイ信号 

・プラスにショート 

・配線のプラスへのショート 

・ダッシュパネルインサートのセレクターレバー ポジション インジケーター（Y6）の故障 

・オートマチック ギヤボックス コントロールユニット（J217）の故障 

P1792 

18201 P1793 ギヤボックス アウトプット スピードセンサー2 G196 

・信号なし 

・ハイドロリック コントロールユニット アッセンブリーの汚れ、または故障 

※フォルトコード 18181/P1773も表示される場合は、センサーホイールに故障があるのでギヤボックスを交換す

ること 

 

18203 P1795 ドライビング スピード信号 ・配線の断線 

・ダッシュパネルインサートの故障 

・オートマチック ギヤボックス コントロールユニット（J217）の故障 

・オープン回路 

18204 P1796 ドライビング スピード信号 

・アースにショート 

・配線のアースへのショート 

・ダッシュパネルインサートの故障 

・オートマチック ギヤボックス コントロールユニット（J217）の故障 

18205 ドライビング スピード信号 

・プラスにショート 

・配線のプラスへのショート 

・ダッシュパネルインサートの故障 

・オートマチック ギヤボックス コントロールユニット（J217）の故障 

P1797 

18206 P1798 ギヤボックス アウトプット スピードセンサー2 G196 

・あてはまらない信号 

・ハイドロリック コントロールユニット アッセンブリーの汚れ、または故障 

・ギヤボックスが適正でない 

18221 P1813 プレッシャー コントロール バルブ1 N215 

・回路の電気的故障 ・プレッシャー コントロール バルブ1（N215）の故障 

・オートマチック ギヤボックス コントロールユニット（J217）の故障 

18226 P1818 プレッシャー コントロール バルブ2 N216 

・回路の電気的故障 

・オートマチック ギヤボックス コントロールユニット（J217）の故障 

・プレッシャー コントロール バルブ2（N216）の故障 

18249 P1841 エンジン/ギヤボックス コントロールユニット 

・バージョンが合わない 

・ギヤボックス コントロールユニットが適正でない、またはコーディングが正しくない 

（ギヤボックス コントロールユニットの識別で“Coding 00000”が表示される） 

・エンジン コントロールユニットが適正でない、または故障 

18258 P1850 ドライブトレーン データーバス 

・エンジン コントロールユニットからのメッセージなし 

※エンジン/ABS/ギヤボックス コントロールユニット間のデータ交換（ダッシュパネルインサートも含まれる場合

もある）は2ワイヤーのCANバス経由で行われる 

・CANバス ワイヤーの断線 

 

※故障検出条件：ギヤボックス コントロールユニットの ABS コントロールユニット、またはダッシュパネルインサ

ートとのデータ交換は正常だが、エンジン コントロールユニットからの受信がない 
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故障コード 

ディーラー OBD-Ⅱ 
内 容 可能性のある故障原因 

18259 P1851 

 

※故障検出条件：ギヤボックス コントロールユニットのエンジン コントロールユニット、またはダッシュパネルイ

ンサートとのデータ交換は正常だが、ABSコントロールユニットからの受信がない 

※エンジン/ABS/ギヤボックス コントロールユニット間のデータ交換（ダッシュパネルインサートも含まれる場合

もある）は2ワイヤーのCANバス経由で行われる 

ドライブトレーン データーバス 

・ABS コントロールユニットからのメッセージなし 

・CANバス ワイヤーの断線 

18262 ドライブトレーン データーバス 

・ハードウェア故障 

・オートマチック ギヤボックス コントロールユニット（J217）の故障 

 

※エンジン/ABS/ギヤボックス コントロールユニット間のデータ交換（ダッシュパネルインサートも含まれる場合

もある）は2ワイヤーのCANバス経由で行われる 

P1854 

18263 P1855 ドライブトレーン データーバス 

 

※エンジン/ABS/ギヤボックス コントロールユニット間のデータ交換（ダッシュパネルインサートも含まれる場合

もある）は2ワイヤーのCANバス経由で行われる 

・ソストウェア ステータス モニター 

・CANバス ワイヤーの断線 

・ギヤボックス コントロールユニットが適正でない 

18264 P1856 スロットルバルブポテンショメーター（G69） 

・エンジンコントロールユニットからのフォルトメッセー

ジ 

・エンジンコントロールユニットの診断によるスロットルバルブポテンショメーター（G69）の故障 

・スロットルバルブポテンショメーター（G69）とエンジンコントロールユニット間の配線不良 

・エンジンコントロールユニット故障又は不適合 

・ギアボックスコントロールユニット故障又は不適合 

18265 P1857 負荷信号 

・エンジン コントロールユニットからのフォルトメッセ

ージ 

・エンジンコントロールユニットからの信号が無い又は、信号が不適合 

18269 P1861 アクセルペダル ポジションセンダー G79 

・エンジン コントロールユニットからのフォルト メッセ

ージ 

・アクセル ペダル モジュールとエンジン コントロールユニット間の配線の断線またはショート 

・アクセル ペダル モジュールの故障 

18270 P1862 ドライブトレーン データーバス 

・ダッシュパネルインサートからのメッセージなし  

※故障検出条件：ギヤボックス コントロールユニットのABSコントロールユニットとのデータ交換は正常だが、エ

ンジン コントロールユニットからの受信がない 

※エンジン/ABS/ギヤボックス コントロールユニット間のデータ交換は2ワイヤーのCANバス経由で行われる 

・CANバス ワイヤーの断線 

65535 コントロールユニット故障 コントロールユニット（J217）故障  
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ABS（アンチロック・ブレーキ・システム） 
 

故障コード 

ディーラー OBD-Ⅱ 
内 容 可能性のある故障原因 

00000  ず 

 

“故障認められず”が表示されても、システムが正常に機能しない場合、あるいはウォーニングランプが点灯する

場合には、以下の手順を行う。 

 

・ロードテストを行う（速度20km/h以上で走行すること） 

 

・故障が記憶されていない場合、もう一度フォルトメモリーを呼び出す 

 

 

故障認められ

・自己診断を行わずに、電気系統の点検により故障診断を行う 

00257  ABSインレットバルブ フロント左（N101） 

 

00259  ABSインレットバルブ フロント右（N99） 

 

00265  ABSアウトレットバルブ フロント左（N102） 

 

00267  ABSアウトレットバルブ フロント右（N100） 

 

00273  ABSインレットバルブ リヤ右（N133） 

 

00274  ABSインレットバルブ リヤ左（N134） 

 

00275  ABSアウトレットバルブ リヤ右（N135） 

 

00276  ABSアウトレットバルブ リヤ左（N136） 

 

00279  バルブ1（デファレンシャルロック） （N125） 

 

・配線、コネクター、バルブの不良 
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故障コード 

ディーラー OBD-Ⅱ 
内 容 可能性のある故障原因 

00280  バルブ2（デファレンシャルロック） （N126） 

 

 

00283 

 

 スピードセンサーフロント左 （G47） 

・機械的故障 

・範囲を超えた信号 

下記箇所のオープン、ショート回路あるいは接続不良 

・スピードセンサーワイヤー 

・コネクター 

 

・スピードセンサーのショート 

・スピードセンサーとローター間のギャップが過大（信号不良） 

・ローター及びスピードセンサーの損傷 

00285  スピードセンサーフロント右 （G45） 

・機械的故障 

・範囲を超えた信号 

下記箇所のオープン、ショート回路あるいは接続不良 

・スピードセンサーワイヤー 

・コネクター 

 

・スピードセンサーのショート 

・スピードセンサーとローター間のギャップが過大（信号不良） 

・ローター及びスピードセンサーの損傷 

00287  スピードセンサーリヤ右 （G44） 

・機械的故障 

・範囲を超えた信号 

下記箇所のオープン、ショート回路あるいは接続不良 

・スピードセンサーワイヤー 

・コネクター 

・スピードセンサーのショート 

・スピードセンサーとローター間のギャップが過大（信号不良） 

・ローター及びスピードセンサーの損傷 

 

00290 スピードセンサーリヤ左 （G46） 

・機械的故障 

・範囲を超えた信号 

下記箇所のオープン、ショート回路あるいは接続不良 

・スピードセンサーワイヤー 

・コネクター 

 

・スピードセンサーのショート 

・ローター及びスピードセンサーの損傷 

 

・スピードセンサーとローター間のギャップが過大（信号不良） 
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故障コード 

ディーラー OBD-Ⅱ 
内 容 可能性のある故障原因 

00301  ABSリターンフローポンプ （V39） ・リターンフローポンプリレー（J105）とコントロールユニット（J104）間のアースシグナルワイヤー又は電圧シグナ

ルワイヤーの断線又は過接触抵抗 

・リターンフローポンプへの供給電圧不足 

・シグナルワイヤーがプラス又はアースにショート 

・リターンフローポンプリレー（J105）の不良 

・ハイドロリックユニット（N55）の不良 

・リターンフローポンプリレー（J105）とコントロールユニット（J104）及びハイドロリックユニット（N55）間の配線の断

線、アースにショート 

・リターンフローポンプ（V39）用アース配線の断線又はアースにショート 

00302  ソレノイドバルブリレー （J106） ・ソレノイドバルブリレー（J106）とコントロールユニット（J104）間のアースシグナルワイヤー又は電圧シグナルワ

イヤーの断線又は過接触抵抗 

・アースシグナルワイヤー又は電圧シグナルワイヤーの断線又は過接触抵抗 

・ソレノイドバルブリレー（J106）の不良 

・ハイドロリックユニット（N55）の不良 

・電圧シグナルワイヤーがプラス又はアースにショート 

00526  ・ブレーキライトM21、M22又はM25の不良 

・ブレーキライトとコントロールユニット（J104）の配線の不良 

・コントロールユニット（J104）の不良 

・ブレーキライトスイッチの調整不良 

・ブレーキライトスイッチの不良 

ブレーキライトスイッチ（F） 

00529  エンジンスピード信号なし 

 
注：ASR装備車のみ 

・エンジン コントロールユニット又はABSコントロールユニット（J104）の不良 

・コントロールユニット（J104）とエンジン コントロールユニット間の配線の断線、プラス又はアースにショート 

00532  供給電圧 ・配線、コネクター、ヒューズS54及びS22あるいはABSリレーの不良 

00538  リファレンス（照合）電圧 ・配線の断線、プラス又はアースにショート 

・ブレーキプレッシャーセンダー1又は2 

・ヨーレートセンダー  ・サイドアクセレーションセンサー 

00547  ABSプレッシャーコントロールスイッチ（F137） ・F137 を取付けたコントロールユニット（J104）の端子13 と 26 の間の配線がバッテリープラス又はマイナスに接

触している 
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故障コード 

ディーラー OBD-Ⅱ 
内 容 可能性のある故障原因 

00597  異なるホイールスピードインパルス ・4輪に装着されたホイール又はタイヤのサイズが異なる 

・コネクター接続 

・ホイールスピードセンサー 

・アースにショート 

・ホイールスピードセンサーとセンサーローター間のギャップが適正でない（信号が正常でない） 

・ホイールスピードセンサーの配線 

00599  まぎわらしいプレッシャー/ブレーキライトスイッチ ・配線、コネクター、プレッシャーコントロールスイッチ（F137）、フューズ S16 あるいはブレーキライトスイッチ（F）

の不良 

・ブレーキライトスイッチの信号とプレッシャーコントロールスイッチの信号の間の時間差が過大 

00623  ABS/トランスミッション電気的接続 

 
注：ASR装備車のみ 

マニュアルギアボックス 

・プラスにショート 

オートマチックギアボックス 

・ABS+EDS+ASRコントロールユニット（J104）が正しくコーディングされていない 

・ABS+EDS+ASR コントロールユニット（J104）とギアボックス コントロールユニット（J217）間の配線の断線、又は

アースにショート 

・ABS+EDS+ASRコントロールユニット（J104）が正しくコーディングされていない 

00634  シリーズレジスター、EDL（N159） ・配線、コネクター、EDSリレー（J310）あるいはEDSシリーズレジスター（N159）の不良 

00642  EDSスイッチオーバーバルブ、フロント右（N166） ・ハイドロリックユニット（N55）とコントロールユニット（J104）間の配線の断線、プラス又はアースへのショート 

・フロント右EDSスイッチオーバーバルブUSV2（N166）の不良 

00643  EDSアウトレットバルブ、フロント右（N167） ・ハイドロリックユニット（N55）とコントロールユニット（J104）間の配線の断線、プラス又はアースへのショート 

・フロント右EDSアウトレットバルブASV2（N167）の不良 

00644  EDSスイッチオーバーバルブ、フロント左（N168） ・ハイドロリックユニット（N55）とコントロールユニット（J104）間の配線の断線、プラス又はアースへのショート 

・フロント左EDSスイッチオーバーバルブUSV1（N168）の不良 

00645 EDSアウトレットバルブ、フロント左（N169） ・ハイドロリックユニット（N55）とコントロールユニット（J104）間の配線の断線、プラス又はアースへのショート 

・フロント左EDSアウトレットバルブASV1（N169）の不良 

 

00646 ABS－ASR/エンジン電気的接続1 

 
注：ASR装備車のみ 

・コントロールユニット（J104）とエンジン コントロールユニット間の配線の断線、プラス又はアースにショート 

・エンジン コントロールユニット又はABSコントロールユニット（J104）の不良 

 

00647  ABS－ASR/エンジン電気的接続2 

 
注：ASR装備車のみ 

・エンジン コントロールユニット又はABSコントロールユニット（J104）の不良 

・コントロールユニット（J104）とエンジン コントロールユニット間の配線の断線、プラス又はアースにショート 
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故障コード 

ディーラー OBD-Ⅱ 
内 容 可能性のある故障原因 

00668  バッテリーボルテージ ターミナル30 ・電源供給用ワイヤー、コネクター、ヒューズS178及びS179の不良 

・範囲を超えた信号 

00761  エンジン コントロールユニットにフォルトがメモリーさ

れている 

注：ASR装備車のみ 

・故障がエンジン コントロールユニットのフォルトメモリーに記憶されている。エンジン コントロールユニットは、

エンジントルクを抑制できない。 

 

00778  ・ステアリングアングルセンダー（G85）とコントロールユニット（J104）間のデータバス ワイヤーの断線又は接触

不良 

・ステアリングアングルセンダー（G85）が規定値外 

・ステアリングアングルセンダー（G85）の不良 

・ステアリングアングルセンダー（G85）のゼロポジション調整が行われていない、あるいは正しくない 

・ステアリングアングルセンダー（G85）の取付位置が正しくない 

・ホイールアライメントが正しくない 

・ステアリングホイールが取外された後、ゼロポジション調整が行われていない 

・摩擦によりステアリングホイールの振動が許容値を超えている 

ステアリングアングルセンダー（G85） 

00793  ブレーキペダルポジションセンダー（G100） ・配線、コネクター、ブレーキペダルポジションセンダー（G100）の不良あるいはバッテリープラスあるいはマイナ

スへのショート 

00810  ブレーキプレッシャーセンダー1（G201）2（G214） ・ブレーキプレッシャーセンダー1又は2のアースワイヤーの断線 

・ブレーキプレッシャーセンダー1又は2のシグナルワイヤーのショート 

・ブレーキプレッシャーセンダー1又は2の不良 

・ハイドロリック回路の不良 

00812  ブレーキプレッシャーソレノイドロック解除スイッチ ・ESPブレーキ識別スイッチ（F83）の配線の断線、プラス又はアースにショート 

・ブレーキサーボの不良 

・ESPブレーキ識別スイッチ（F83）を点検する 

00813  ブレーキプレッシャーセンサー2（G214） ・ブレーキプレッシャーセンサー2（G214）とコントロールユニット間の配線の断線又は接触不良 

・ブレーキプレッシャーセンサー2（G214）の不良 ・回路の電気的故障 

00814  ・ブレーキブースター内プレッシャーマグネチックコイル（N247）とコントロールユニット（J104）間の配線の断線又

は接触不良 

・ブレーキブースター内プレッシャーマグネチックコイル（N247）の不良 

・ブレーキサーボの不良 

・コントロールユニット内のファイナルアウトプットステージの不良 

ブレーキブースター内プレッシャーマグネチックコイル

（N247） 
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故障コード 

ディーラー OBD-Ⅱ 
内 容 可能性のある故障原因 

01044  コントロールユニット間違ったコーディング ・コーディングナンバーの入力が正しくない 

・ワイヤーハーネスの端子3と14間のブリッジのオープン又はショート回路 

01130  ABS作動 

・範囲を超えた信号 

・外的要因による電源供給の中断（非絶縁イグニッションケーブル等による高周波） 

01119  ギアボックスギアポジション信号 ・ギアボックス コントロールユニットの不良 

01200 ABSバルブ供給電圧 

 
注：この故障はハイドロリックユニット（N55）とリターンフローポンプモ

ーター（V39）への供給電圧に関連する 

・ターミナル30とハイドロリックコントロールユニットの端子17及び18間の供給電圧部用配線の断線又は抵抗過

大 

・エレクトリカルシステムの電圧低下 

 

・ハイドロリックコントロールユニットの不良 

01201  ABSポンプ供給電圧 

 

・ハイドロリックコントロールユニットの端子16へのアース接続部の断線又は抵抗過大 

・ハイドロリックコントロールユニットの不良 
注：この故障はリターンフローポンプモーター（V39）用のアース接続

に関連する 

01203  

・アースにショート/オープン回路 

・ダッシュパネルインサートとハイドロリックコントロールユニットの端子10間の配線の断線 

・ダッシュパネルインサートの不良 

ABS/ダッシュパネルインサート電気消費 

01276 ABSハイドロリックポンプ（V64） 

・範囲を超えた信号 

 
注：EDS装備車のみ 

・モーターとコントロールユニット間の配線がプラス又はアースへのショート、又はオープン回路  

・ポンプモーターの不良 

01312  データーバス ドライブ 

 

・データーバスワイヤーのオープン又はショート回路 

・故障 

01314  エンジン コントロールユニット 

・断線 

・エンジン コントロールユニットの不良 

01315  ギアボックス コントロールユニット 

・コミュニケーションなし 

・断線 

 

01316  

 

・制御値外 

・ESP制御機能が5秒以上有効である ブレーキコントロールユニット 

01418 ドライブダイナミックコントロールスイッチ 

バルブ1（N225） 

 

・ハイドロリックユニット（N55）とコントロールユニット（J104）間の配線の断線、プラス又はアースにショート 

・ESPスイッチバルブ1（N225）の不良 
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故障コード 

ディーラー OBD-Ⅱ 
内 容 可能性のある故障原因 

01419  ドライブダイナミックコントロールスイッチ 

バルブ2（N226） 

・ハイドロリックユニット（N55）とコントロールユニット（J104）間の配線の断線、プラス又はアースにショート 

・ESPスイッチバルブ2（N226）の不良 

01420  DDC（ESP）ハイプレッシャーバルブ1（N227） ・ハイドロリックユニット（N55）とコントロールユニット（J104）間の配線の断線、プラス又はアースにショート 

・ESPハイプレッシャーバルブ1（N227）の不良 

01421  DDC（ESP）ハイプレッシャーバルブ2（N228） ・ハイドロリックユニット（N55）とコントロールユニット（J104）間の配線の断線、プラス又はアースにショート 

・ESPハイプレッシャーバルブ2（N228）の不良 

01422  DDCハイドロリックポンプ（V156） ・ESPハイドロリックポンプ（V156）への供給電圧不足 

・ESPハイドロリックポンプ（V156）とコントロールユニット（J104）間の配線がアースにショート 

・ESPハイドロリックポンプ（V156）がアースにショート 

・コントロールユニット（J104）の不良 

・ESPハイドロリックポンプ（V156）とコントロールユニット（J104）間の配線がプラスにショート 

・ESPハイドロリックポンプ（V156）の配線の断線、プラスにショート 

01423  サイドアクセレーションセンサー（G200） 

・回路の電気的故障 

・あてはまらない信号 

・サイドアクセレーションセンサー（G200）とコントロールユニット（J104）間の配線の断線、プラス又はアースにシ

ョート、接触不良 

・サイドアクセレーションセンサー（G200）の取付位置が正しくない 

・サイドアクセレーションセンサー（G200）の不良 

01424  ヨーレートセンダー（G202）、シグナルワイヤー回路の

電気的故障 

・ヨーレートセンダー（G202）とコントロールユニット（J104）間の配線の断線、プラス又はアースにショート、接触不

良 

・ヨーレートセンダー（G202）の不良 

・コントロールユニット（J104）の不良 

01425  ヨーレートセンダー（G202）、リファレンスワイヤー回路

の電気的故障 

・ヨーレートセンダー（G202）とコントロールユニット（J104）間の配線の断線、プラス又はアースにショート、接触不

良 

01435  ブレーキプレッシャーセンダー1（G201） 

・回路の電気的故障 

・ブレーキプレッシャーセンダー1（G201）とコントロールユニット（J104）間の配線の断線又は接触不良 

・ブレーキプレッシャーセンダー1（G201）の不良 

・ブレーキライトスイッチ（F）の調整不良 

・コントロールユニット（J104）の不良 

01464  ブレーキプレッシャー/クラッシュセンサー電源供給 ・ブレーキプレッシャーセンダー（G201）への供給電圧不足 

・サイドアクセレーションセンダー（G200）への供給電圧不足 

・上記のいずれかのセンダーの不良 

・コントロールユニット（J104）の不良 



VW･AUDI 
 

 66

故障コード 

ディーラー OBD-Ⅱ 
内 容 可能性のある故障原因 

01486  テスト実行された 

 

・ESPシステムテストが実行されている 

01542  ヨーレートセンダー（G202） 

・あてはまらない信号 

・回路の電気的故障 

・ヨーレートセンダー（G202）のアースワイヤーの断線 

・ヨーレートセンダー（G202）の取付位置が正しくない 

・ヨーレートセンダー（G202）の不良 

・ヨーレートセンダー（G202）とコントロールユニット（J104）間の配線の断線、プラス又はアースにショート、接触不

良 

18031  CAN－Busコミュニケーションなし 以下とデーターバスワイヤー間の配線の断線、プラス又はアースにショート 

・コントロールユニット（J104） 

・エンジン コントロールユニット 

・ギアボックス コントロールユニット 

・ステアリングアングルセンダー（G85） 

・コントロールユニット（J104）の不良 

18034  CAN－BusギアボックスCUからのメッセージなし 以下に接続するデーターバスワイヤー間の配線の断線、プラス又はアースにショート 

・コントロールユニット（J104） 

・ギアボックス コントロールユニット 

・ギアボックス コントロールユニットの不良 

18036  CAN－Bus ステアリングアングルセンサーからのメッ

セージなし 

以下に接続するデーターバスワイヤー間の配線の断線、プラス又はアースにショート 

・コントロールユニット（J104） 

・ステアリングアングルセンダー（G85） 

・ギアボックス コントロールユニットの不良 

18055  ドライブトレーン データーバス、コントロールユニット

からのコーディング/バージョンを点検する 

データーは、CANデーターバスを介してABSコントロールユニット（J104）とエンジン コントロールユニット、ギア

ボックス コントロールユニット（J217）間で転送される。 

・ABS コントロールユニット（J104）とエンジン コントロールユニット（J220）（ガソリンエンジン車）又は（J338）(ディ

ーゼルエンジン車)のコーディングが一致しない 

・ABS コントロールユニット（J104）とオートマチックギアボックスコントロールユニット（J217）のコーディングが一

致しない（オートマチックギアボックス車のみ） 

18256  エンジン コントロールユニットのフォルトメモリーを呼

び出す 

以下に接続するデーターバスワイヤー間の配線の断線、プラス又はアースにショート 

・エンジン コントロールユニット 

・コントロールユニット（J104） 

・ステアリングアングルセンダー（G85） 

・コントロールユニット（J104）の不良 
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故障コード 

ディーラー OBD-Ⅱ 
内 容 可能性のある故障原因 

18258  CAN－Busエンジン コントロールユニットからのメッセ

ージなし 

以下に接続するデーターバスワイヤー間の配線の断線、プラス又はアースにショート 

・エンジン コントロールユニット 

・エンジン コントロールユニットの不良 

18262  CAN－Busハードウェア故障 以下に接続するデーターバスワイヤー間の配線の断線、プラス又はアースにショート 

・コントロールユニット（J104） 

・エンジン コントロールユニット 

・ステアリングアングルセンダー（G85） 

・ギアボックス コントロールユニット 

18263  CAN－Busソフトウェアステータスモニター ・コントロールユニット（J104）とエンジン コントロールユニット（J220）のソフトウェアバージョンが一致しない 

18264  スロットルバルブポテンショメーター（G69） 

・エンジン コントロールユニットからのフォルトメッセ

ージ 

・エンジン コントロールユニットのフォルトメモリーに故障が記憶されている 

18265  負荷信号 

・エンジン コントロールユニットからのフォルトメッセ

ージ 

・エンジン コントロールユニットのフォルトメモリーに故障が記憶されている 

18266  エンジン コントロールユニットからスピード信号 

・エンジン コントロールユニットからのフォルトメッセ

ージ 

・エンジン コントロールユニットのフォルトメモリーに故障が記憶されている 

65535  コントロールユニット故障 ・ABSコントロールユニット（J104）の不良 

 
 



 

SRS（エアバッグ） 
 

故障コード 

ディーラー OBD-Ⅱ 
内 容 可能性のある故障原因 

00000  ず  故障認められ

00532  供給電圧 

・過少信号 

・エアバックコントロールユニット（J234）への配線又は接続 

・バッテリーの放電又は故障 

00588  エアバッグイグナイター運転席（N95） 

・過大抵抗値 

・過少抵抗値 

・プラスにショートまたはアースにショート 

・配線又はコネクター接続の不良 

・運転席用エアバッグユニット（N95）の故障 

・スリップリング付きコイルコネクター（F138）の故障 

00589  エアバッグイグナイター1助手席（N131） 

・過大抵抗値 

・過少抵抗値 

・プラスにショートまたはアースにショート 

・配線又はコネクター接続の不良 

・助手席エアバッグ用イグナイター（N131）の故障 

00594  エアバッグイグニッション回路 

・プラスにショート 

・配線の損傷 

・エアバッグコントロールユニット（J234）の故障 

00595  記憶されたクラッシュデーター  

00651  ワイヤー、イグニッションサーキット 

・プラスにショートまたはアースにショート 

・エアバッグユニットへの配線又は接続不良 

・エアバッグコントロールユニット（J234）の故障 

00654  ベルトテンショナーイグナイター、運転席（N153） 

・過大抵抗値 

・過少抵抗値 

・プラスにショートまたはアースにショート 

・配線又はコネクター接続の不良 

・運転席側ベルトテンショナー用イグナイター（N153）の故障 

 

※は電気式ベルトテンショナー装備車にのみ適応する。機械式ベルトテンショナー装備車の場合、ディスプレイ

の表示内容は無視する。 

00655  ベルトテンショナーイグナイター、助手席（N154） 

・過大抵抗値 

・過少抵抗値 

・プラスにショートまたはアースにショート 

・配線又はコネクター接続の不良 

・助手席側ベルトテンショナー用イグナイター（N154）の故障 

 

※は電気式ベルトテンショナー装備車にのみ適応する。機械式ベルトテンショナー装備車の場合、ディスプレイ

の表示内容は無視する。 
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故障コード 

ディーラー OBD-Ⅱ 
内 容 可能性のある故障原因 

01044  コントロールユニット間違ったコーディング ・車両装備に適合したコーディングがされていない 

01211  ベルトテンショナーイグナイター、運転席後（N196） 

・過大抵抗値又は過少抵抗値 

・プラスにショートまたはアースにショート 

・オープン回路 

・配線の損傷 

・ベルトテンショナー用イグナイター（N196）の故障 

・エアバッグコントロールユニット（J234）の故障 

01212  ベルトテンショナーイグナイター、助手席後（N197） 

・過大抵抗値 

・過少抵抗値 

・プラスにショートまたはアースにショート 

・オープン回路 

・配線の損傷 

・ベルトテンショナー用イグナイター（N197）の故障 

・エアバッグコントロールユニット（J234）の故障 

01213  ベルトテンショナーイグナイター、中央後（N198） 

・過大抵抗値 

・過少抵抗値 

・プラスにショートまたはアースにショート 

・オープン回路 

・配線の損傷 

・ベルトテンショナー用イグナイター（N198）の故障 

・エアバッグコントロールユニット（J234）の故障 

01217  サイドエアバッグイグナイター運転席（N199） 

・過大抵抗値 

・過少抵抗値 

・プラスにショート 

・アースにショート 

・配線又はコネクター接続の不良 

・運転席側サイドエアバッグ用イグナイター（N199）の故障 

01218  サイドエアバッグイグナイター助手席（N200） 

・過大抵抗値 

・過少抵抗値 

・プラスにショート 

・アースにショート 

・配線又はコネクター接続の不良 

・助手席側サイドエアバッグ用イグナイター（N200）の故障 

01221  サイドエアバッグクラッシュセンサー運転席（G179） 

・過大抵抗値 

・過少抵抗値 

・オープン回路 

・ショート回路 

・故障 

・認められない 

・配線又はコネクター接続の不良 

・クラッシュセンサーの故障 

・コントロールユニットの故障 

・クラッシュセンサーとエアバッグコントロールユニットが適合しない 
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故障コード 

ディーラー OBD-Ⅱ 
内 容 可能性のある故障原因 

01222  サイドエアバッグクラッシュセンサー助手席（G180） 

・過大抵抗値 

・過少抵抗値 

・オープン回路 

・ショート回路 

・故障 

・認められない 

・配線又はコネクター接続の不良 

・クラッシュセンサーの故障 

・コントロールユニットの故障 

・クラッシュセンサーとエアバッグコントロールユニットが適合しない 

01223  セントラルロッキング 

・信号オープン 

・エアバッグコントロールユニット（J234）の故障 

01280 
※ 

 エアバッグスイッチオフ、助手席 ・助手席用エアバッグが作動しない 

01281 
※ 

 エアバッグスイッチオフ、運転席 ・運転席用エアバッグが作動しない 

01284 
※ 

 サイドエアバッグスイッチオフ、運転席 ・運転席用サイドエアバッグが作動しない 

01285 
※ 

 サイドエアバッグスイッチオフ、助手席 ・助手席用サイドエアバッグが作動しない 

01286 
※ 

 ベルトテンショナースイッチオフ、運転席 ・運転席用ベルトテンショナーが作動しない 

01287 
※ 

 ベルトテンショナースイッチオフ、助手席 ・助手席用ベルトテンショナーが作動しない 

65535  コントロールユニット故障 ・コントロールユニット（J234）の外部要因、アースの接続不良又はプラス側の接続不良による電気障害 

・コントロールユニットの故障 
 ※アダプテーションで作動停止を実行した場合のみメモリーされる。 
 
 



 

Anti theft（イモビライザー） 
 

故障コード 

ディーラー OBD-Ⅱ 
内 容 可能性のある故障原因 

00000  ず  故障認められ

00546  データーケーブル故障 

・あてはまらない信号 

・イモビライザーコントロールユニットとエンジン コントロールユニット又はフュ－エルカットオフバルブコントロー

ルユニット間のWワイヤーの信号がない、又は正しくない 

・イモビライザーコントロールユニットのボーレート（データ－通信速度）の間違い 

・間違った操作：エンジン停止直後に再度イグニッションスイッチをオンにした（エンジンランオン中） 

・イモビライザーコントロールユニット（J362）の故障 

00750  フォルトウォーニングランプ 

・プラスにショート/アースにショート 

・オープン回路 

・イモビライザーコントロールユニット（J362）とイモビライザーウォーニングランプ（K117）間の配線不良 

・イモビライザーウォーニングランプ（K117）の故障 

01128  イモビライザーリードコイル ・コントロールユニットの3ピンコネクターが接続されていない、又はワイヤー付リードコイルの故障 

・イモビライザーコントロールユニット（J362）の故障 

01176  キー 

・過少信号 

・認められない 

・リードコイル又は配線の故障（通過抵抗/接続の緩み） 

・イグニッションキーの電子制御（トランスポンダー）なし、又は機能していない 

・イグニッションキーが機械的には適合しているが、アダプテーションが行われていない 

01177  エンジン コントロールユニット 

・認められない 

・エンジン コントロールユニット又はフュ－エルカットオフバルブコントロールユニットのアダプテーションが行わ

れていない（コントロールユニット間のWワイヤーは異常なし） 

01179  キープログラミング間違い ・イグニッションキーのアダプテーションミス 

01181  イニシャルコーディング：キー2個のみ入力 ・最初のアダプテーションの際、３本目のキーで 1 秒以上イグニッションスイッチをオンにした（最初のアダプテー

ションではキー2本まで可能） 

01202  診断ワイヤー 

・ショート回路 

・イモビライザーコントロールユニット（J362）の８ピンコネクターの端子７と８（WとK）間のショート 

・イモビライザーコントロールユニット（J362）の故障 

01237  フューエルカットオフバルブ（N109） 

・故障 

・フューエルカットオフバルブコントロールユニット又はフューエルカットオフバルブの故障 

65535  コントロールユニット故障 ・６ピンコネクター端子2と3の配線間のショート（W及びKワイヤー） 

・イモビライザーコントロールユニット（J362）の故障 

 



 

Convenience System（コンビニエンス・システム） 
 

故障コード 

ディーラー OBD-Ⅱ 
内 容 可能性のある故障原因 

00000  ず  故障認められ

00668  バッテリーボルテージ ターミナル30 

・過少信号 

・バッテリーの放電 

・配線またはコネクター接続の不良 

00849  イグニッション スタータ Sコンタクト 

・不安定なスイッチ状態 

・ターミナル15に異常はないが、Sコンタクトが故障している 

・配線またはコネクター接続の不良 

00912  運転席ウィンドウ リフター スイッチ E40 

・あてはまらない信号 

・プラスにショート 

・配線またはコネクター接続の不良 

・スイッチ ボタンの取付け不良のため、操作時にひっかかる 

・運転席ウィンドウ リフター スイッチ（E40）の故障 

00913  助手席ウィンドウ リフター スイッチ E81 

・あてはまらない信号 

・プラスにショート 

・配線またはコネクター接続の不良 

・スイッチ ボタンの取付け不良のため、操作時にひっかかる 

・助手席ウィンドウ リフター スイッチ（E81）の故障 

00914  左 リヤ ウィンドウ リフター スイッチ E53 

・あてはまらない信号 

・プラスにショート 

・配線またはコネクター接続の不良 

・スイッチ ボタンの取付け不良のため、操作時にひっかかる 

・左 リヤ ウィンドウ リフター スイッチ（E53）の故障 

00914  右 リヤ ウィンドウ リフター スイッチ E55 

・あてはまらない信号 

・プラスにショート 

・配線またはコネクター接続の不良 

・スイッチ ボタンの取付け不良のため、操作時にひっかかる 

・左 リヤ ウィンドウ リフター スイッチ（E55）の故障 

セントラル ロッキング ユニット、運転席 F220 

・あてはまらない信号 

・配線またはコネクター接続の不良 

・運転席ドア セントラル ロッキング用供給電圧不足 

・ロック ユニット及び作動エレメントの固着 

・運転席側セントラル ロッキング ユニット（F220）の故障 

00928  

・間違ったイクイップメント ・ロッキング ユニットの誤装着 

※USA 仕様車で通常のロッキング ユニットが取付けられている場合、追加スイッチ（セーフスイッチ）から、セー

フメッセージが送られる 
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故障コード 

ディーラー OBD-Ⅱ 
内 容 可能性のある故障原因 

セントラル ロッキング ユニット、助手席 F221 

・あてはまらない信号 

・配線またはコネクター接続の不良 

・助手席ドア セントラル ロッキング用供給電圧不足 

・ロック ユニット及び作動エレメントの固着 

・助手席側セントラル ロッキング ユニット（F221）の故障 

00929  

・間違ったイクイップメント ・ロッキング ユニットの誤装着 

※USA 仕様車で通常のロッキング ユニットが取付けられている場合、追加スイッチ（セーフスイッチ）から、セー

フメッセージが送られる 

セントラル ロッキング ユニット、左リヤ F222 

・あてはまらない信号 

・配線またはコネクター接続の不良 

・左リヤ ドア セントラル ロッキング用供給電圧不足 

・ロック ユニット及び作動エレメントの固着 

・左リヤ セントラル ロッキング ユニット（F222）の故障 

00930  

・間違ったイクイップメント ・ロッキング ユニットの誤装着 

※USA 仕様車で通常のロッキング ユニットが取付けられている場合、追加スイッチ（セーフスイッチ）から、セー

フメッセージが送られる 

セントラル ロッキング ユニット、右リヤ F223 

・あてはまらない信号 

・配線またはコネクター接続の不良 

・右リヤ ドア セントラル ロッキング用供給電圧不足 

・ロック ユニット及び作動エレメントの固着 

・右リヤ セントラル ロッキング ユニット（F223）の故障 

00931  

・間違ったイクイップメント ・ロッキング ユニットの誤装着 

※USA 仕様車で通常のロッキング ユニットが取付けられている場合、追加スイッチ（セーフスイッチ）から、セー

フメッセージが送られる 

パワー ウィンドウ モーター 運転席 V147 ・配線またはコネクター接続の不良 

・運転席ドア セントラル ロッキング用供給電圧不足 

・ウィンドウ リフター メカニカル部品の固着 ※ウィンドウガイドのドアガラスの動きが固い事も考えられる 

・運転席側パワー ウィンドウ モーター（V147）の故障 

00932  

・セッティングなし または間違い ・自動クローズ/オープン機能初期設定の不良 

パワー ウィンドウ モーター 助手席 V148 ・配線またはコネクター接続の不良 

・助手席ドア セントラル ロッキング用供給電圧不足 

・ウィンドウ リフター メカニカル部品の固着 ※ウィンドウガイドのドアガラスの動きが固い事も考えられる 

・助手席側パワー ウィンドウ モーター（V148）の故障 

00933  

・セッティングなし または間違い ・自動クローズ/オープン機能初期設定の不良 
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故障コード 

ディーラー OBD-Ⅱ 
内 容 可能性のある故障原因 

パワー ウィンドウ モーター 左リヤ V26 ・配線またはコネクター接続の不良 

・左リヤ ドア セントラル ロッキング用供給電圧不足 

・ウィンドウ リフター メカニカル部品の固着 ※ウィンドウガイドのドアガラスの動きが固い事も考えられる 

・左リヤ パワー ウィンドウ モーター（V26）の故障 

00934  

・セッティングなし または間違い ・自動クローズ/オープン機能初期設定の不良 

パワー ウィンドウ モーター 右リヤ V27 ・配線またはコネクター接続の不良 

・右リヤ ドア セントラル ロッキング用供給電圧不足 

・ウィンドウ リフター メカニカル部品の固着 ※ウィンドウガイドのドアガラスの動きが固い事も考えられる 

・右リヤ パワー ウィンドウ モーター（V27）の故障 

00935  

・セッティングなし または間違い ・自動クローズ/オープン機能初期設定の不良 

00936  ウィンドウ リフター スイッチ、助手席 E107 

・あてはまらない信号 

・プラスにショート 

・配線またはコネクター接続の不良 

・スイッチ ボタンの取付け不良または操作時のひっかかり 

・助手席ウィンドウ リフター スイッチ（E107）の故障 

※スイッチ ボタンの一方を5分以上押し続けた場合、または両方の信号（オープン/クローズ）が同時に入力され

ると、このフォルトが記憶される 

00937  ウィンドウ リフター スイッチ、左リヤ E52 

・あてはまらない信号 

・プラスにショート 

・配線またはコネクター接続の不良 

・スイッチ ボタンの取付け不良または操作時のひっかかり 

・左リヤ ウィンドウ リフター スイッチ（E52）の故障 

※スイッチ ボタンの一方を5分以上押し続けた場合、または両方の信号（オープン/クローズ）が同時に入力され

ると、このフォルトが記憶される 

00938  ウィンドウ リフター スイッチ、右リヤ E54 

・あてはまらない信号 

・プラスにショート 

・配線またはコネクター接続の不良 

・スイッチ ボタンの取付け不良または操作時のひっかかり 

・右リヤ ウィンドウ リフター スイッチ（E54）の故障 

※スイッチ ボタンの一方を5分以上押し続けた場合、または両方の信号（オープン/クローズ）が同時に入力され

ると、このフォルトが記憶される 

00939  ミラー調整モーター、運転席 V149 ・配線またはコネクター接続の不良 

・運転席ドアの供給電圧不足 

・運転席側ミラー調整モーター（V149）の故障 

00940  ミラー調整モーター、助手席 V150 ・配線またはコネクター接続の不良 

・助手席ドアの供給電圧不足 

・助手席側ミラー調整モーター（V150）の故障 
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故障コード 

ディーラー OBD-Ⅱ 
内 容 可能性のある故障原因 

00941  ミラー格納モーター、運転席 V121 ・配線またはコネクター接続の不良 

・運転席ドアの供給電圧不足 

・運転席側ミラー格納モーター（V121）の故障 

00942  ミラー格納モーター、助手席 V122 ・配線またはコネクター接続の不良 

・助手席ドアの供給電圧不足 

・助手席側ミラー格納モーター（V122）の故障 

00943  ミラー ヒーター、運転席 Z4 ・ミラー ヒーターが装着されていない 

・配線またはコネクター接続の不良 

・運転席および助手席ドアの供給電圧不足 

00944  ミラー ヒーター、助手席 Z5 ・ミラー ヒーターが装着されていない 

・配線またはコネクター接続の不良 

・運転席および助手席ドアの供給電圧不足 

00945  クラッシュセンサー G190 

・アースにショート 

・配線またはコネクター接続の不良 

00946  インテリアライト W 

・プラスにショート 

・配線またはコネクター接続の不良 

・インテリアライトまたはリーディングライトの故障 

00947  テールゲート/トランクリッド ロック解除スイッチ E188

・アースにショート 

・配線またはコネクター接続の不良 

・テールゲート/トランクリッド ロック解除スイッチ（E188）の故障 

00948  スライディングルーフ信号、クローズ 

・プラスにショート 

・配線またはコネクター接続の不良 

00949  テールゲート/トランクリッド セントラル ロッキング 

モーター V53、ロック 

・不安定なスイッチ状態 

・配線またはコネクター接続の不良 

・ロック作動エレメントの固着 

・テールゲート/トランクリッド ロッキング モーターの固着 

00950  テールゲート/トランクリッド セントラル ロッキング 

モーター V53、ロック解除 

・不安定なスイッチ状態 

・配線またはコネクター接続の不良 

・ロック作動エレメントの固着 

・テールゲート/トランクリッド ロッキング モーターの固着 

00951  テールゲート/トランクリッド ロック解除モーターリレ

ー 

J398（USAのみ） 

・プラスにショート 

・配線またはコネクター接続の不良 

00952  運転席ドア オープン信号 

・プラスにショート 

・配線またはコネクター接続の不良 
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故障コード 

ディーラー OBD-Ⅱ 
内 容 可能性のある故障原因 

00953  インテリアライト タイム リミット 

・不安定なスイッチ状態 

・配線またはコネクター接続の不良 

・インテリアライト、リーディングライト、ラゲッジルームライトの接続不良 

・インテリアライトの故障 

00954  スタータ インヒビター リレー J433 

・プラスにショート 

・配線またはコネクター接続の不良 

・スタータ インヒビター リレー 

※現時点ではフォルトリーダーのディスプレイには表示されない 

※USA仕様車またはイモビライザー非装着車のみ 

00955  キー 1 

・アダプテーション範囲を超えた 

・キーのアダプテーションが実行されていない 

・キーが受信範囲外で200回以上操作された 

00956  キー 2 

・アダプテーション範囲を超えた 

・キーのアダプテーションが実行されていない 

・キーが受信範囲外で200回以上操作された 

00957  キー 3 

・アダプテーション範囲を超えた 

・キーのアダプテーションが実行されていない 

・キーが受信範囲外で200回以上操作された 

00958  キー 4 

・アダプテーション範囲を超えた 

・キーのアダプテーションが実行されていない 

・キーが受信範囲外で200回以上操作された 

00960  セントラルロッキング スイッチ、運転席 F59 

・あてはまらない信号 

・アースにショート ※5分以上操作すると入力される 

・配線またはコネクター接続の不良 

・キーシリンダーのひっかかり 

00961  セントラルロッキング スイッチ、助手席 F114 

・あてはまらない信号 

・アースにショート ※5分以上操作すると入力される 

・配線またはコネクター接続の不良 

・キーシリンダーのひっかかり 

01030  セントラルロッキング キーボタン、運転席、ロック 

・あてはまらない信号 

・アースにショート※5分以上操作すると入力される 

・配線またはコネクター接続の不良 

・ロックシリンダーの固着 

01031  セントラルロッキング キーボタン、運転席、ロック解除

・あてはまらない信号 

・アースにショート※5分以上操作すると入力される 

・配線またはコネクター接続の不良 

・ロックシリンダーの固着 

01032  セントラルロッキング キーボタン、助手席、ロック 

・あてはまらない信号 

・アースにショート※5分以上操作すると入力される 

・配線またはコネクター接続の不良 

・ロックシリンダーの固着 
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故障コード 

ディーラー OBD-Ⅱ 
内 容 可能性のある故障原因 

01033  セントラルロッキング キーボタン、助手席、ロック解除

・あてはまらない信号 

・アースにショート※5分以上操作すると入力される 

・配線またはコネクター接続の不良 

・ロックシリンダーの固着 

01034  運転席ウィンドウ リフター温度プロテクション作動 ・配線またはコネクター接続の不良 

・ウィンドウ リフターの固着、または動きが固い 

・ウィンドウ リフター モーターの動きが固い 

01035  運転席ウィンドウ リフター温度プロテクション作動 ・配線またはコネクター接続の不良 

・ウィンドウ リフターの固着、または動きが固い 

・ウィンドウ リフター モーターの動きが固い 

01036  左リヤ ウィンドウ リフター温度プロテクション作動 ・配線またはコネクター接続の不良 

・ウィンドウ リフターの固着、または動きが固い 

・ウィンドウ リフター モーターの動きが固い 

01037  右リヤ ウィンドウ リフター温度プロテクション作動 ・配線またはコネクター接続の不良 

・ウィンドウ リフターの固着、または動きが固い 

・ウィンドウ リフター モーターの動きが固い 

01038  セントラルロッキング モーター温度プロテクション 

作動 

・配線またはコネクター接続の不良 

・ドアロックの動きが固い 

01044  コントロールユニット間違ったコーディング ・コントロールユニットが車両装備に合っていない 

・交換パーツのコントロールユニットのプログラミングが不適切 

01131  ターンシグナル作動 

・アースにショート 

・オープン回路 

・プラスにショート 

・配線またはコネクター接続の不良 

・ターンシグナルの故障 

01134  アラームホーン H12 

・不安定なスイッチ状態 

・配線またはコネクター接続の不良 

・ヒューズの故障 

・アラームホーン（H12）の故障 

01135  インテリア モニタリング センサー 

・オープン回路 ・インテリア モニタリング センサーが装着されていない 

・故障 

・配線またはコネクター接続の不良 

・インテリア モニタリング センサーの故障 

01141  テールゲート/トランクリッド解除スイッチ E165 

・あてはまらない信号 

・配線またはコネクター接続の不良 

・テールゲート ロック解除スイッチ（E165）の故障 

01179  キー プログラミング間違い ・キーのアダプテーションが正しく実行されていない 
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故障コード 

ディーラー OBD-Ⅱ 
内 容 可能性のある故障原因 

01328  データ バス コンビニエンス ・配線またはコネクター接続の不良 

・コントロールユニットの故障 

01329  データ バス コンビニエンス緊急作動モード ・配線またはコネクター接続の不良 

01330 ・コンビニエンス システム用セントラル コントロールユニットの故障  コンビニエンス セントラル コントロールユニット 

・故障 

・電圧供給高すぎる 

・電圧供給低すぎる 

・バッテリー（A）の故障または放電 

・オルタネーター（C）の故障 

・ボルテージ レギュレーター（C1）の故障 

01331  ドア コントロールユニット、運転席 J386 

・故障 

・コミュニケーションなし 

・電圧供給高すぎる 

・電圧供給低すぎる 

・運転席ドア コントロールユニット（J386）の故障 

・配線またはコネクター接続の不良 

・バッテリー（A）の故障または放電 

・オルタネーター（C）の故障 

・ボルテージ レギュレーター（C1）の故障 

01332  ドア コントロールユニット、助手席 J387 

・故障 

・コミュニケーションなし 

・電圧供給高すぎる 

・電圧供給低すぎる 

・助手席ドア コントロールユニット（J387）の故障 

・配線またはコネクター接続の不良 

・バッテリー（A）の故障または放電 

・オルタネーター（C）の故障 

・ボルテージ レギュレーター（C1）の故障 

01333  ドア コントロールユニット、左リヤ J388 

・故障 

・コミュニケーションなし 

・電圧供給高すぎる 

・電圧供給低すぎる 

・左リヤ ドア コントロールユニット（J388）の故障 

・配線またはコネクター接続の不良 

・バッテリー（A）の故障または放電 

・オルタネーター（C）の故障 

・ボルテージ レギュレーター（C1）の故障 

01334  ドア コントロールユニット、右リヤ J389 

・故障 

・コミュニケーションなし 

・電圧供給高すぎる 

・電圧供給低すぎる 

・右リヤ ドア コントロールユニット（J389）の故障 

・配線またはコネクター接続の不良 

・バッテリー（A）の故障または放電 

・オルタネーター（C）の故障 

・ボルテージ レギュレーター（C1）の故障 

01335  シート/ミラー ポジション コントロールユニット、 

運転席 

・コミュニケーションなし 

・配線またはコネクター接続の不良 

・シートメモリー コントロールユニットの自己診断（ドア コントロールユニットとのコミュニケーションなし） 
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故障コード 

ディーラー OBD-Ⅱ 
内 容 可能性のある故障原因 

01358  インテリア セントラルロッキング スイッチ、運転席 

E150 

・あてはまらない信号 

・アースにショート 

・配線またはコネクター接続の不良 

01359  インテリア セントラルロッキング スイッチ、助手席 

E198 

・あてはまらない信号 

・アースにショート 

・配線またはコネクター接続の不良 

01360  アンチセフト アラーム スイッチ、オープン 

・アースにショート 

・配線のアース接続  

 

※このフォルトはセントラルロッキングの誤操作などにより、アースに 1 分以上接続している場合にメモリーされ

る 故障の修理は不具合のある場合に行い、通常はフォルトメモリーを消去するだけでよい 

・ドア コンタクトスイッチ（F2）の故障 

01361  アンチセフト アラーム スイッチ、クローズ 

・アースにショート 

・配線のアース接続  

 

※このフォルトはセントラルロッキングの誤操作などにより、アースに 1 分以上接続している場合にメモリーされ

る 故障の修理は不具合のある場合に行い、通常はフォルトメモリーを消去するだけでよい 

・ドア コンタクトスイッチ（F3）の故障 

01362  テールゲート スイッチ F124 クローズ 

・アースにショート 

・配線またはコネクター接続の不良 

・ロック作動エレメントまたはキーシリンダーの固着 

01363  セントラルロッキング スイッチ、運転席 F59 

・あてはまらない信号 

・システムによってはこの表示が出るが、スイッチ（F59）の故障ではない 

01364  セントラルロッキング スイッチ、助手席 F114 

・あてはまらない信号 

・システムによってはこの表示が出るが、スイッチ（F114）の故障ではない 

01365  ロック/ロック解除 スイッチ/ボタン、インテリア 

・アースにショート 

・プラスにショート 

・配線のアース接続  

 

※このフォルトはセントラルロッキングの誤操作などにより、アースに 1 分以上接続している場合にメモリーされ

る 故障の修理は不具合のある場合に行い、通常はフォルトメモリーを消去するだけでよい 

・インテリア セントラル ロッキングボタン（E150）の故障 

01366  クラッシュ信号によるオープン ・エアバッグ コントロールユニット（J234）のファイナルコントロールの作動点検が実行された 

・エアバッグ コントロールユニット（J234）が作動した 

・エアバッグ コントロールユニット（J234）とセントラルロッキング コントロールユニット間の配線のショート 
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故障コード 

ディーラー OBD-Ⅱ 
内 容 可能性のある故障原因 

01367  セントラルロッキング ポンプによるスイッチオフ ・エア回路内の圧力不足 

・セントラルロッキング ポンプの故障 

01368  ラゲージコンパートメント スイッチによるアラーム ・トランクリッドを不法に開けた事によりアンチセフト アラーム システムが作動した 

・トランクリッド コンタクトスイッチ（F123）の故障 

01369  ボンネットスイッチによるアラーム ・エンジンフードを不法に開けた事によりアンチセフト アラーム システムが作動した 

・エンジンフード コンタクトスイッチ（F120）の故障 

01370  インテリアモニターによるアラーム 

・アースにショート 

・ウルトラソニック インテリアモニター（J347）の信号により、アンチセフト アラームが作動した 

・ウルトラソニック インテリアモニター（J347）の故障 

・ウルトラソニック インテリアモニター コントロールユニットとセントラルロッキング コントロールユニット間の配

線のショート 

01371  運転席ドア コンタクトスイッチによるアラーム ・運転席ドアを不法に開けた事によりアンチセフト アラーム システムが作動した 

・ドア コンタクトスイッチ（F2）の故障 

01372  リヤ/助手席 ドア コンタクトスイッチによるアラーム ・ラジオを不法に開けた事によりアンチセフト アラーム システムが作動した 

・アンチセフト アラーム システムのアース接続の断線 

01373  ラジオ アース端子によるアラーム ・ラジオを不法に開けた事によりアンチセフト アラーム システムが作動した 

・アンチセフト アラーム システムのアース接続の断線 

01374  ターミナル15によるアラーム ・アンチセフト アラーム システムが不法な始動（ショート）により作動した 

・ターミナル30と15間のショート回路 

01389  テールゲート スイッチ F124 オープン 

・あてはまらない信号 

・アースにショート 

・配線またはコネクター接続の不良 

・ロック作動エレメントまたはキーシリンダーの固着 

01483  テールゲート ロック解除ボタン 作動 

・不安定なスイッチ状態 

・配線またはコネクター接続の不良 

65535  コントロールユニット故障 ・配線またはコネクター接続の不良 

・コントロールユニットの故障 
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