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!"#$%&'
システムの設定ボタン  でシステムの設定を変更し、変更を保存することがで!"#$

 

以下のメニュー項目を選択することができます:

%&: 日付および時刻フォーマット、言語、表示単位、Xentry Diagnostics のシ'()*+,-./01.23456789
:;<=: ブランドおよび製品グループの事前選択

>?7@AB.CDEFGH#IJKLMNOPQE!"#$ JKRS89
L  ボタンで保存します。 その際、実際に入力が受け付けられたという確認メッセージが必ずしも表示されるとは限りませんので、ご注意くださT$
ウインドウの右下に、個々のメニュー項目に関する補足インフォメーションと注意UCQ56VW"#$
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!"
このメニュー項目で以下の設定ができます:

日付および時刻フォーマット

 

#$

 

Xentry Diagnostics のシステム・バージョンとデータ・バージョン
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%&'(

 

設定を変更した場合は、設定を保存するために   !"#$%&'()*+,
ウインドウの右下に、個々のメニュー項目に関する補足インフォメーションと注意-./01*234,
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!"#$
このメニュー項目で以下の設定ができます:

 

%&'(

ブランドがあらかじめ選択されている場合は、車両識別の際に手動でのブランド選択を省略することができます。この場合、すでに選択されているブランドが自!"#$%&'()*
 

)*+,-.

+,-./0123456$%&'789:;<=Xentry >?!@=ABCD>際に該当するタブが自動的に開きます。
 

EFGHIJK:;<=EFGLM)9K6#   NOPGQJ7RS&8*
ウインドウの右下に、個々のメニュー項目に関する補足インフォメーションと注意事項が表示されます。
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!"#$
通常、Xentry を起動させると車両識別が表示されます。 ここで、どの車両の処理を行うかを決めることができます。
!"#$%& '()*& +,-./0& 12.345/6& 789:;<=> ?():@A4B)/C)D) を選択すること、または車両の 4E4F)7を入力することによって行います。
!"#$%&GHIJKLMNOPQRSTIUVPW !"#$%&XYZ:テップから再開することができます。

車両識別を新たに開始するには、上部フレーム・バーの該当するリンクをクリックしてください。 これにより現在の選択が取り消され、車両識別を新たに実行するRSTIUVPW
 

4:[9Z\] I&!"#$^_`abcNOIUVPW _`abc選択されていることにより同じブランドや製品グループの作業を続けて行う場合は、より素早いアクセスが可能になります。
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!"#$%&
Xentry Diagnostics では、左フレーム・バーの  !"#$%&'%()*+,ランド選択が表示されます。

ここで希望するブランドを選択することができます。
希望するブランドのアイコンをクリックすると、画面が -./0123456に切り換わります。ここで引き続き選択を行います。
 
 

789:;<= >,?#@$ABCDE<=>FG(H Xentry 
Diagnostics を次に起動したとき、ブランド選択は省略されます。この設定は保存され、車両識別に受け継がれます。 ブランド選択は、車両が選択されている間でも常に上部フレーム・バーに表示IJKL);>+LM>NOPQRS>(H TUVW$XYZ[,?#@$変更した場合は、車両識別を再度行ってください。
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!"!#$%
診断する車両のシャシナンバをここに直接入力することにより、車両コンテクストを設定し、ダイアグノシスをすぐに開始することができます。

入力フィールドには、国別製造者コード (WDB など) を含めた完全なシャシナンバ (FIN または VIN) を入力してください。
!"#$%&'()*+),-./(01,-23456 7898:;<4=>車両に使用できるデータを検出します。
補足インフォメーション

?@'A;<
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!"#$%&
ここでは製品グループ、モデル・シリーズ、車両、エンジンおよびトランスミッション・バウムスタにより希望する車両を選択することができます。 製品グループを選び、該当するタブをクリックすると、製品グループに割り当てら!"#$%&'()*+,-./0!123 456789:%&';<=>12 
(乗用車の場合は必須)。
'($)*+%,-./
それぞれのモデル・シリーズには図とモデル・シリーズ名称がリンクとして表示されています。 図または名称のどちらかをクリックしてモデル・シリーズを選択し123

図をクリックすると、画面はモデル (車両バウムスタ) の選択へと変わります。
?@>"#$%&'()*+,-AA5*BCDEF0!"#G#HIJ Xentry 左側のタブで直接、交換部品注文システムまたはワークショップ・インフォメーション・システムに切り換えてください。そこで、その他のモデル・シリーズを選=2$AK-LM123N#%&'()*+,OJXentry 5O*BC(DEF0!1PQ3
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商用車 (トラック、バス) のなかには、モデル・シリーズを手動で選択する必要のないものもあります。車両との接続があれば、手動で選択する代わりに、車両から自動的に読み出すことができます。モデル・シリーズの自動選択が可能な場合は、画面の下端に該当するボタンが表示されます。ボタンをクリックすると、モデル・シリーズおよび車両インフォメーションの読み出しがスターC>123
 通常は、手動または自動でモデル・シリーズを選択しなければ、ダイアグノシス・アプリケーションの機能 (Xentry DAS または Xentry Diagnostics) を呼び出すことができませんので、ご注意ください。特に乗用車の場合は、この選択ORSL23商用車モデル (トラック、トランスポータ、バス) については、製品グループのタブを選択した後、直接ダイアグノシスの呼出しが可能なものがあります。TUDVW)B(DF*X+)YZ8[\>-]^_`a_OJbcde+)YZ(f+8TUDVW)B(ghZ8ijLk_l123ghZ-mn 

(グレー・アウト) であれば、車両をさらに特定する必要があります。ボタンが有効 (通常表示) であれば、ダイアグノシス・アプリケーションをスタートでM123
 

補足インフォメーション
opZq<=
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!"#$%
!!"#$%&'()*+,-./012'()* (34567) 89:;<=>

該当する行をクリックしてモデルの 1 つを選択します。 「すべて」をクリックし?@()*+,-./ABC$%=D!EF"G<=> HIJ@KILM"ND エンジン選択およびトランスミッション選択8O9:;<=>
 

聴診器マークのアイコン  CP-QP=D!E0RS?@!!TUVWXYZ,6C[\=D!E8"G<=> ]^I_`).7#_`TUabc:;<=> 
Xentry TIPS の方が検索がより詳細に行われるため、Xentry TIPS を開始したいde#@ _`fgIhiCjk&<=>

 

画面下の「戻る」ボタンをクリックすると、製品グループの選択画面に再び戻りま=>
補足インフォメーション
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,l,mn3
opnq$%
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!"#"$%&'(")*+,-"./01)2345
ここでは該当するエンジンおよびトランスミッション・バウムスタを選択することができます。 そのために、まず「エンジン」列の該当する行をクリックしてから、「トランスミッション」列の希望する行をクリックします。
!"#$%&'()'*$"#$+,-.-/0123-45)67-89:;4タを選択することもできます。
<<=>+?@>,-.-/0123-45)67-89:;4ABCDED 1 つずつしか表示されない場合は、このページは省略されます。

画面下の「戻る」ボタンをクリックすると、モデルの選択画面に再び戻ります。
!FG%HA-&'()'*$IJKLM&NO*="P QR*SJKTUAV4WUA489UXYZ[BD="P
 

聴診器マークのアイコン  &'()'"\<]>I<<^_`abcd6スをスタートすることができます。 残りの車両データは車両から読み出され="P 
Xentry TIPS の方が検索がより詳細に行われるため、Xentry TIPS を開始したいefVI JKLM+gh&ij*="P
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補足インフォメーション
6k6l-9
m3-nop
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!"
!"#$の最後には、選択した車両の概要が表示されます。

画面下の「戻る」ボタンをクリックすると、 エンジン選択およびトランスミッ%&'()の画面に再び戻ります。
*+,-./0%&'1203456'789:8;<=>?@;<4A9B0%&'CDEFG;H
補足インフォメーション

%I%-'2
JKLM0A
NO'P()
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Xentry Diagnostics

聴診器マークのアイコン  は、ダイアグノシス・アプリケーション Xentry Diagnostics および Xentry DAS を表わします。 こ!"#$%&'()*+,-./0,12Xentry TIPS 34567常の PC からは使用できません。
8-#$%&'()9"2:;<=)>?@A>B=; 2042
207、212 および今後開発されるモデルのための新しいダイアグノシス機能をもつ Xentry Diagnostics と、従来のモデル、商用車、バス、smart のための Xentry DAS とが含まれます。 Xentry 
Diagnostics は、症状と機能の情報による新しい形の故障診断以外に、ダイアグノシスを SDflash、SCN コードと結び付け、Xentry 
TIPS との密接な統合を行い、EPC や WIS/ASRA への リンク拡張CDEFGH
タブ 4 個まで使用可能: (IJK>L)KMN2 *OMN2 P@KQJ;>RSTKMN2UVW XY*OH 7Zは、ショート・テスト一覧のタブが選択されています。
 *OMN"[0\9"/0,1F]^H F62_0\-`9も使用できないモデル (モデル 197 など) があります。
タブ「ショート・テスト一覧」では、現在の車両で診断可能なすab-P@KQJ;>RSTKcdef!FGH
機能一覧のタブ (このタブがある場合) には、診断すべき車両に備わっているすべての機能が表示されます。
タブ「コントロール・ユニット一覧」では、現在のモデルに取り付けられていると考えられるすべてのコントロール・ユニットがdef!FGH
ghiXY*Oj,"2kl*O (m: \n-op4-qrUVW付換えや、メモリされたコントロール・ユニット・プロトコルの
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QJs3Dt) cdef!FGH
補足インフォメーション

Xentry uvwx
 
 



 1/2

!"#$
タブ「機能一覧」をクリックすると、診断する車両に使用可能なすべての機能一覧!"#$%&'( )*+, -./0123045,6745, 890:/;1<=>045 ?@A BC67 に切り換えることができます。
 6745+DEFG+HEIJ&KL( &M,NEFOPGQHEIJRSモデル (モデル 197 など) があります。

FT67+UV967W;/XYGZ[%\S&'( ]^O_`ab>a'cと、次のレベル (サブ機能グループ) が表示されます。 希望する機能が表示されるまでレベルを開いていき、機能にたどり着いたら機能をクリックすることによって 1 つの機能を選択します。
機能のダイアグノシスを実行する前に、 -./01230`d_'cef!gh&'(
 

%&'「ショート・テストを開始」: このボタンでショート・テストがスタートし
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ます。 ショート・テストの実行中は、ボタン名が「中断」に変わります。ijklO-./01230`"#m: nOo)9`ab>a'cp,qr処理している車両の最新のダイアグノシス・セッションで最初に実行された-./01230!"#$%&'( nO67+,-./01230`d_して初めて使用可能になります。「故障メモリの消去」: このボタンで、コントロール・ユニット内のすべてOst`uv'cnp!IJ&'( wOxIQy4z-./01230`実行する必要があります。 この機能は、ショート・テストを実行して初めて使用可能になります。「TIPS の結果を呼び出す」: このボタンで TIPS の結果を呼び出すことができます。 この機能は、ショート・テストを実行して初めて使用可能になり&'(i( ) を表示」: 故障パスがコントロール・ユニットによって点検されていない故障コードが少なくとも 1 個メモリされているすべてのコントロール・ユニットが表示されます。 この機能は、ショート・テストを実行して初めて使用可能になります。「続行」: このボタンを押すと、選択した機能の画面が表示されます。

補足インフォメーション
32>X1{V132>X
6745O|}U90
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!"#$%&'%!"#$
!"#$ では、2 種類の方法で機能を選択することができます:%&'()*+,-./01-234567 (8:9:;<;=>ネージメント」)。 「検索」ボタンをクリックすると、検索がスター1?@ABメイン機能グループ (車両全体、ドライブ、動力伝達、シャーシ、ボC(D5EFGHIJ)KL;/M;'NO)KL;) -PQ456て。 該当する行をクリックすると、メイン機能グループが開き、背景がカラー表示されます。背景がカラー表示された同じ行をもう一度クリックすると、その行が閉じます。サブ機能グループをクリックすると、さらに下位の機能が表示されます。

画面の下端にあるボタン「ショート・テストを開始」で、ショート・テストを開始するできます。故障診断を行う前に KL)1=.01RSTAUVWRXY?@AB
 
 

メイン機能グループの選択
OM;!"Z*)[-\4]^_`-ab!"Z*)[cde@AB fgする行をクリックして、機能を 1 つ選択します。 1 つの機能を選択した後で「次へ」ボタンをクリックすると、機能のダイアグノシスに到達しまAB
 

機能一覧のエラー・ステータス
KL)1=.01RT6hi^jk-dU!"c0.)l0 (F̂f̂i @h] ( )) で識別表示されます。

「F」は、選択した機能に係わるコントロール・ユニットのうち、少なくとも 1 つが現在故障しており、機能がその故障の影響を受けていることを意m?@AB
「f」は、選択した機能に係わるコントロール・ユニットのうち、少なくとも 1 つに故障がメモリされており、機能がその故障の影響を受けているこWRnm?@AB
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「i」は、選択した機能に係わるコントロール・ユニットのうち、少なくとも 1 つにイベントがメモリされていることを意味します。
9( )」は、選択された機能に係わるコントロール・ユニットのうちのいずれかに、故障パスがコントロール・ユニットによって点検されていない故障コードが少なくとも 1 個メモリされていることを意味します。この機能を VRV (改善された修理確認) といいます。
 

()*+,-./0 (VRV)

]op4
「改善された修理確認」(VRV) は、修理の点検をより確実に行えるようにAUhp-q-rAB
コントロール・ユニットは、該当するテスト条件が満たされている場合にのみ、特定の故障コードが故障メモリに保存されているか点検することができます。 テスト条件とは、たとえばエンジンの始動やある特定のスイッチの操作などです。 従来の実施方法では、修理の点検を以下のように行っ7s@?h:
  

 

VRV がなければ、処理した故障コードのテスト条件が満たされたかどうかが確かでないため、修理が無事行われたことを確認できるインフォメーションが得られません。
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Xentry Diagnostics は VRV により、消去された故障コードがすでにコントロール・ユニットによって点検されたかどうかに関する情報を提供します。 点検されていない場合は、故障コードがステータス ( ) 9t%uvていない」で表示されます。 この場合は、Xentry ユーザーがテスト条件に関するインフォメーションを表示させ、これを適切に整えることができまAB
テスト条件を整えた上で、コントロール・ユニットによって故障が確認さvwx6hyz]^{jF)+c|v}~ Xentry 4��uvw�we@す。 コントロール・ユニットによって故障が確認された場合は、故障コードのステータスが「現在も存在し、かつメモリされている」または「メモ�uv7sU�4��e@AB
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!"#$%&'()*
!"#$%&'()*+,-./0123 $%45675して、個々のエレメントに切り換えることができます。
画面左側に、選択した機能に係わるすべてのコントロール89:7;,6<;=7>/0123 ?@2AB45675CDEFG;HIJ89:7;4 1 KLMC123
以下のタブを選択することができます:

'()*-: 機能説明図と機能のデータ・フロー説明が-./0123
NIOPG: 係わるコントロール・ユニットのバージョンに関するインフォメーションが表示されます。
QRFIS/TUG;: 障害のあるコントロール・ユニッ;,EFG;HIJ89:7;86<;VWXYZ[\W表示されます。 故障コード / イベントを 1 つ選択した後、それに関するテストを 1 つ表示させることができます。
]^_: ここには、障害のある機能の実測値が表示されます。 いずれかの実測値を選択すると、それについての図4-./`Aab,Wc123 d#EefghIi8jTklmig4Lnab,Wc123 opq]^_4LMし、これらを同時に 1 つの図に表示させることもできます。 「モニタリング停止」ボタンで、実測値の更新を停止することができます。 この機能は、ある特定の値を分析まZ#rs2AZtu-.2AvwxuyzC123 {$Gを押すと、ボタンの機能が「モニタリング開始」に切り換わります。 ボタンをもう一度押すと、実測値の更新が再びX|C123
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}~: ここでは、それぞれの矢印ボタンを押してシグナル値を手動で変更し、機能低下がないか点検することがでc123
��: ここでは、コントロール・ユニットの機能の個別の設定を行い、メモリすることができます。
QRFIS86<;: 故障コードの総合リストが表示さ0123
�[: ここでは症状の選択肢が表示されます。

/�uE&TG���I�PG+{$GW'(q TG���I�PG4-.Wc123
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!"#$%
!"#$で 1 つの機能を選択すると、機能一覧表が表示されます。 機能一覧表には、機能に関する %&'(!")*+, -./012.3)*456789:;

選択された車両機能に関する WIS 機能説明および Xentry TIPS の事例を、該当するボタンで呼び出すことができます。
 

&'()!"*+,
機能説明図には、機能に係わる構成部品とそれぞれの通信経路が表示されます。 図中の構成部品の名称は、記号の欄に表示されます。 ボタン「画面全体に表示」をクリックすると、機能説明図を画面全体に表示することができます。
 

-./012.3*+
データ・フローの説明では、どのようにして機能が作動し、その<=>?3@ABCD4EFGHIJKL>)*M9:; -./・フローの説明のナンバリングは、機能説明図の番号と一致してN9:;
 

!"#$%34/5「画面全体に表示」: 機能一覧表の図が画面全体に拡大されて表示されます。 ボタンの名前が「図を縮小」に変わりま:;「図を縮小」: 機能一覧表の図が、小さなセクションに縮小
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されて表示されます。 ボタンの名前が「画面全体に表示」>OPQ9:;「WIS 機能説明」: WIS の機能説明が表示されます。「TIPS 結果呼び出し」: 機能の Xentry TIPS 事例の検索結R456789:;
 

機能一覧表の図のボタン
   範囲 / オブジェクトのマーク: ナビゲーション・エレメント3STUVWX

   +HYZ
   +H[\
   +3#]HYZ
   幅の最適化: 図を全幅表示
   高さの最適化: 図を全高表示

   コンポーネント・グループを表示する / 隠す
   値の表示: 図中の値を表示
   ^_`a356
   コンポーネント・グループのハイライト

   電気ケーブルのカラー表示
   図の説明を表示しない / 表示する

これらの機能のいずれかが使用できない場合は、使用できないボ
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タンが灰色に表示されます。
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!"#$%
!"#$%&'()*+,-+./0123456/7(89%:;<=-8>?%@ABCDEFGH8ABC4I./J(HKL%M'(NOPQR.S T>UV41W当する行をクリックして、画面左側でコントロール・ユニットを選択します。 すると、画面右側にそれぞれのバー&'(;J(HKL%M'(NXYZQR.S
表示されるデータの範囲は、選択されているコントロール;<=-84E[\]^_R.S
以下のデータは常に表示されます:

ハードウェア用 MB 部品番号: 診断するコントロール;<=-8>L:`ab;c(d;?%@ABCefghGH8ABC;bi%!b: jk./7(89%:;<=-8>GH8ABC;bi%!b?%@ABC;bi%!b: jk./7(89%:;<=-8>?%@ABC;$%&'(lJCmnMb;CJa(8: jk./7(89%:;<=-8>lJCmnMb;$%&'(
 

ZP417(89%:;<=-84opZQ\q/rsは、たとえば以下のデータが表示されます:

Ht-MuABC;$%&'(: jk./7(89%:;<=-8>Ht-MuABC;$%&'(ソフトウェア用 MB 部品番号 (コード): 診断するコン89%:;<=-8>L:`ab;c(d;GH8ABCefgh (7%@)
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ソフトウェア用 MB 部品番号 (データ): 診断するコン89%:;<=-8>L:`ab;c(d;GH8ABCefgh (a%!)製造日 [週/年]: 診断するコントロール・ユニットのvwxDEFvwy納品業者: コントロール・ユニットのメーカシリアル・ナンバ: 診断するコントロール・ユニット>M,C:;z($
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故障コードおよびイベント
故障コード / イベントのタブでは、診断されたコントロール・ユニットの故障メモリから読み出された、機能に関する故障コード!"#$%&'()*+%,-./01'2 3456789$%:;<=>?-%&*+%,-./0@A05B'8CD9;E/"#$%&@A0F0G9$%:;<=>?-%G'HI5JK/01'2
LCD9;EM@+N;O+!!P5JK/01'2 CD9;Eが「現在も存在し、かつメモリされている」または「メモリされている」のどちらであるかに応じて、「F」または「f」が表示されます。 OBD 関連の故障コードには、「F」または「f」マークの他に「MIL」(Malfunction Indication Lamp = 故障表示灯) マークがQR1'2
"#$%MSiTUJK/01'2
故障コード / イベントが選択されているときは、該当する行をクリックすると、故障コード / イベントの発生時間、コントロール・ユニット固有の関連データ、テスト条件といった補足インフォメーションが表示されます。
 

!"#「更新」: 故障メモリが再度読み出されます。「故障メモリの消去」: コントロール・ユニットの故障メモリに保存されているすべての故障コードが消去されます。「テスト条件を整える」: 必要なステップを通じて、故障コードの点検のための前提条件を整えるようにガイドされ1'2「テスト」: 現在選択されている故障コード / イベントのためのテストが表示されます。「戻る」ボタンをクリックすると、故障コード/イベント画面が再び表示されます。「次へ」: 現在選択されているコントロール・ユニットが表示されます。画面上端のナビゲーション・パスによって、
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再び機能を表示させることができます。
 



: 1/1

!"#
このタブでは、機能の実測値が表示されます。
!"#$%&'()*#+,-./01234!"#$%&'(ニットから読み出す前に満たす必要のある前提条件がリストアッ567.89:;<=>?@A
個々の実測値には、番号、説明テキスト、実測値、単位および基準値があります。 実測値が基準値範囲外にある場合は、実測値が赤で表示されます。値が基準値範囲内にある場合は、実測値が緑BCD67?@A
ウインドウの右側に表示される実測値は、絶えず更新されます。
$%&「モニタリング停止」: このボタンで、実測値のリアルタイム表示が停止します。 この機能は、ある特定の値を分析まE/FG@9EH+CD@9IJK+LMN?@A OP"を押すとボタンの機能が「モニタリング開始」に切り換わり、もう一度ボタンを押すと、実測値の更新が再び開始し?@A「表で表示」: 実測値が表で表示されます。 これが標準的JCDB@A「棒グラフで表示」: 実測値がビーム・ダイヤグラムで表示されます。 そのために、まず表中の希望する実測値をマーQN.RS0OP"4QT*QN?@A「曲線グラフで表示」: 実測値がライン・ダイヤグラムで表示されます。 そのために、まず表中の希望する実測値をU%QN.RS0OP"4QT*QN?@A
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!"
制御タブは、機能に係わるコントロール・ユニットに対して制御が使用可能な場合にのみ表示されます。 ここでは、診断するコントロール・ユニットによって制御される構成部品の手動による設定を行うことができます。 複数のコントロール・ユニットで制御が使用可能な場合は、まず該当する行をクリックして、画面左側のリストか!"#$%&'()*+$,-./012
"#$%&'()*+$,34+315678(9*:&が開き、診断するコントロール・ユニットで行うことので;5<=>?@AB,-.15C6DE;012 FG15H,34+3/IJ<=>?@AB, 1 K-./012 Lの行の背景がカラーになり、画面の右側に制御画面が表示MN012 
 画面右側は、制御する構成部品の現在のステータスが表示される上部と、制御に関する注意事項や制御ボタンに関する説明などが表示される下部に分かれています。 該当するボタンをクリックして、構成部品の制御を行います。 ステータスは、「該当する実測値のステータス」に表OMN012
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!"
!"#$%&'()*+,-./01*"234356789:することができます。左側には、機能に係わるコントロール・ユニットのうち、適合が可能なもののみが表示されます。
コントロール・ユニットの機能の個別の設定を行い、メモリすることができます。 右下の注意事項に注意してください。
;<=>?8@A1@BC'678 1 D9:B3=E F"?"G景がカラーになり、右側に選択した適合が表示されます。右下に、選択した適合に関する注意事項が表示されます。
ここでは、個々の選択項目について説明します。
 

#$%&「古いコントロール・ユニットから設定を自動的に適用」: コントロール・ユニットの交換の場合は、古いコントロール・ユニットから新たに取り付けたコントロール・ユニットに、設定データを自動的に転送することができます。HIBJ()*+,-./01*"KLMNO: ()*+,ル・ユニット交換の際、新しいコントロール・ユニットに必要な設定を手動で行うことができます。
 

'()*+,-./0)12*345(3
ここでは、診断するコントロール・ユニットを新たにプログラミングすることができます。 診断するコントロール・ユニットにソフトウェアが含まれていない、またはソフトウェア・アップデートがある場合に、新たなプログラミングが必要になります。



: 2/2

 

'(6738+9:(HSCNO:
「SCN コード入力」: 診断するコントロール・ユニットの自動または手動 SCN コード入力を行いま=EH(,PQRS,#8TUO: VW"(,PQRS,#XAY*Z1[2\3=E「SCN 表示」: 診断するコントロール・ユニットの 
SCN (ソフトウェア・キャリブレーション・ナンバ) 8TUB3=E「CVN 表示」: 診断するコントロール・ユニットの 
CVN (キャリブレーション・ヴェリフィケーション・ナンバ) を表示します。

「手動設定」: このメニュー項目は、コントロール・ユニットが手動設定をサポートしている場合にのみ表示されま=E
 

;<#=
このメニュー項目は、作動開始後にコントロール・ユニットの認識を行う必要がある場合にのみ表示されます。
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!"#$%&'()
このタブには、この機能に関してメモリされる可能性のある故障コードとイベントの総合リストが表示されます。リストには、該当する車両に取り付けられていない構成部品の故障コード / イベントも表示されます。
左列には、機能に係わるコントロール・ユニットが表示さ!"#$%&'()*+,-.'/01#2345678障コードおよびイベントが表示されます。
「次へ」ボタンを操作すると、現在選択されている故障コード / イベントに関するテストが表示されます。「戻る」ボタンを操作すると、故障コード・リストに戻りま#$
故障コードの総合リストから選択されたテストは、その故障コードが故障メモリに保存されていない場合は、有効でない可能性があります。故障コードの総合リストには部品交換の識別情報は表示されません。
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!"
タブ「症状」では、症状をもとに、故障した機能のガイド付きテストを実行することができます。
症状に基づいたフラッシュ
新しいコントロール・ユニット・ソフトウェアを用いて機能関連の不具合を修復できるかどうかがわかります。
!"#$%&'()*#'+,#-./0123456789:直接症状の選択肢が表示されます。
!"#$%&'()*#'+,#-./0123;<789:=>6!"#$%&'()*#'+,#-./?@$ABC"AD修復できる不具合の種類についてのインフォメーションが表示されます。 コントロール・ユニット・プログラミングを実行するか、または症状を選択してガイドされた故障診断を続行すること0DEFGH
算出のためには、事前にショート・テストを実行する必要がありFGH
!"#$%
タブ「症状」では、それぞれのボックスにチェック・マークを入れることによって、1 つまたは複数の症状を選択することができFGH
IJKB%LMNO6PQRST>FGH UV?PQRSTGWXYNDEFGH
「続行」ボタンをクリックすると、 実行すべきテストのリスト が表示されます。 これは、選択した症状および機能の現在の故障コードから算出されます。
症状を選択せずに「続行」ボタンをクリックすることもできまGH
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実行すべきテストのリストからは、 IJLZGW[\#?]8^\# を開くこともできます。
 機能に関する補足インフォメーションを得るには、ボタン「TIPS の結果を呼び出す」をクリックします。 Xentry TIPS のログオン画面が自動的に表示されます。 ここで、ディーラ・ディレクトリのユーザー ID ならびにパスワードが必要L5_FGH
実行すべきテストのリスト
1 つまたは複数の症状を選択した後、実行すべきテストのリスト0`abcFGH
X?^\#9:dLefGWgh?iW 1 2F<9UV?jkl品のテストで構成されています。
いずれかのメニュー項目を選択し、「続行」ボタンをクリックすると、該当する構成部品のテストが表示されます。
メニュー項目「テストの総合リスト」を選択し、「続行」ボタンRm^*mGWY:[\#?]8^\#0`abcFGH
テストの処理後、「続行」ボタンで再び実行すべきテストのリス#Ln_FGH
&'(#)*+'(
このリストは、現在の機能に関連するすべての構成部品テストか4jkbco6FGH
いずれかのメニュー項目を選択し、「続行」ボタンをクリックすると、該当する構成部品のテストが表示されます。
メニュー項目「実行すべきテストのリストに戻る」を選択し、
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「続行」ボタンをクリックすると、実行すべきテストのリストが`abcFGH
テストの処理後、「続行」ボタンをクリックすると、テストの総合リストが再び表示されます。
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!"#$%&'("
!"#$%&'()#*+,#-./01234561789,・ピン配列、コントロール・ユニット取付け位置など、システムに関するさまざまなインフォメーションを表示することができま:;

閉じた本が表示されているときは、ダイアグノシス範囲が表示されています。「インフォメーション」ボタンを操作すると、現在選択されている機能に関するインフォメーションが表示され<:;
開いた本が表示されているときは、現在選択されている機能に関するインフォメーションが表示されています。「インフォメーション」ボタンを操作すると、ダイアグノシス範囲に戻りま:;

"#$%&'()#-=>?@,ABCD<:;
23456789,EF#4GHIJKL
WIS/ASRA 8MN7#NO'PEQRMN-S:TUPV

左側には、機能に係わるコントロール・ユニットのうち、インフォメーションが使用可能なものが表示されます。該当する行を9WM9X017#NO'PEQRMNY 1 Z[\X<:; 7#トロール・ユニット選択後、希望のインフォメーションが表示さ]<:;
「戻る」ボタンをクリックすると、コントロール・ユニットのリストが再び表示されます。
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機能一覧のショート・テスト
ショート・テストにより、車両に取り付けられているすべてのコントロール・ユニットのステータスに関する概要を得ることができます。
実行したショート・テストは、 !"#$%& '()*+,-*#$%& ./です。 タブ (ショート・テスト一覧、機能一覧、コントロール・ユニット一覧) 間を切り換えることができます。
0123456789:;<'()*+,-*8=9>?@A8BCDE>F Eだショート・テストを実行していない場合は、「ショート・テストを開始」ボタンをクリックしてください。 ショート・テストが実行されます。
機能一覧の最初の行に、ダイアグノシスの最新のステータスが表示されます。
以下のダイアグノシス・ステータスがあります:

ショート・テスト実行前: 「現在のショート・テストの結果がありませGFH
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ショート・テストの実行中:「ショート・テストを行います...」プログレス・バーには処理済みのコントロール・ユニットの数が表示されます。 また、処理済みのコントロール・ユニットのリストも表示されます。
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ショート・テストの実行後: 「出庫時のショート・テスト」。 '()*+,-*IJK>?A3!"L -,)M- INOPQE>F
 ショート・テストの実行中は、「中断」ボタンでいつでも'()*+,-*8R7>?@AI%SE> (T'()*+,ストを開始」ボタンをクリックした後、このボタンは「中断」に変わります)。 ショート・テストの中断後は、故障の存在する機能が不完全に表示されることがあります。

 

機能一覧のエラー・ステータス
'()*+,-*89UVW35XLY?!"I-,)M- (F3f3i EV2 ( )) %Z[NOPQE>F
TFH23!"<\]?^_*`)a+bcd*L:e3fghA& 1 i<jk4障があり、機能がその故障の影響を受けていることを意味します。
TfH23!"<\]?^_*`)a+bcd*L:e3fghA& 1 i<45Iメモリされており、機能がその故障の影響を受けていることを意味します。
TiH23!"<\]?^_*`)a+bcd*L:e3fghA& 1 i<lm_
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*InopPQqr?@A8stDE>F
T( )」は、選択された機能に係わるコントロール・ユニットのうちのいずれかに、故障パスがコントロール・ユニットによって点検されていない故障コードが少なくとも 1 個メモリされていることを意味します。 この機能を VRV (uvPQVwxyz) ArrE>F
 

補足インフォメーション
-,d{+|l+-,d{
^_*`)a+bcd*#$L'()*+,-*
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!"#$%&'()*#+,
タブ「コントロール・ユニット一覧」では、現在のモデルに取り付けられている!"#$%&'()*+,-./01234-*56789:%;'< =>?@ AB/-1CD-56@ EF56@+,-./01234-56GHI  JKEF に切り換えることができます。

EF56?LMNO?PMQR;ST< ;U@VMN*WOXPMQRYZモデル (モデル 197 など) があります。 その場合は、タブ「機能一覧」は表示:%;ST<

コントロール・ユニットを選択するには、まず希望するコントロール・ユニット・グループ (例: シャーシ、ボディなど) にチェック・マークを付けます。 そうすると画面右側にはこのグループのすべてのコントロール・ユニットが表示されます。 コントロール・ユニットを選択すると (コントロール・ユニットをダブル・[\4['&]@+,-./01234-^_`a)bcde^[\4[)@_`aU+,-./01234-!*+fg3h/AB,7ij:%;'< kRcき、選択したコントロール・ユニットのダイアグノシス画面が表示されます。
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-.%#'/0#
故障診断を開始する前に、原則として AB/-1CD- を実行することを推奨a;'<
 

12"「続行」: このボタンをクリックすると、選択したコントロール・ユニットの画面が直接開きます。

補足インフォメーション
DC4l1mn1DC4l
opq,-
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!"#$%&'%!"#$
コントロール・ユニット一覧では、コントロール・ユニットを直接選択す!"#$%&'()
*+,-./0'123(!456789:;<=6:>98? (@: Aライブ、シャーシ、ボディなど) にチェック・マークを付けます。 そうすると画面右側にはこのグループのすべてのコントロール・ユニットが表示されます。 コントロール・ユニットを選択すると (コントロール・ユニッ6BCD9:EF=E(!G0456789:;<=6BHIJKLM行」をクリック)、選択したコントロール・ユニットとのコミュニケーションが開始されます。 引き続き、選択したコントロール・ユニットのダイアグノシス画面が表示されます。
 

()*+,-./0 (VRV)

「改善された修理確認」(VRV) は、修理の点検をより確実に行えるように(!,-+N+%() コントロール・ユニットは、該当するテスト条件が満たされている場合にのみ、特定の故障コードが故障メモリに保存されているか点検することができます。 テスト条件とは、たとえばエンジンの始動やある特定のスイッチの操作などです。 従来の実施方法では、修理の点検を以下のように行っていました:

VRV なしでは、処理を行った故障コードのテスト条件が満たされたかどうかが確かでないため、修理が無事行われたかどうかを確認する確実なイ5OPQ8RS5$TUJ'VW)
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Xentry Diagnostics は VRV により、消去された故障コードがすでにコントロール・ユニットによって点検されたかどうかに関する情報を提供します。 点検されていない場合は、故障コードがステータス ( ) LXYZ[ていない」で表示されます。 この場合は、Xentry ユーザーがテスト条件に関するインフォメーションを表示させ、これを適切に整えることができ'()
テスト条件を整えた上で、コントロール・ユニットによって故障が確認さ[\G],^_/0`a48A$*[bc Xentry .deZ[\f\g'す。 コントロール・ユニットによって故障が確認された場合は、故障コードのステータスが「現在も存在し、かつメモリされている」またはLQhFZ[Ki!j.klg'()
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!"#$%
!"#$%&'()*#'+,#-!"#$%&'()*トを選択すると、コントロール・ユニットのダイアグノシス画面が表示されます。
./012345%67"89:;<=>?@ 23ABリックして、個々のエレメントに切り換えることができま?@
CDE23AFG-H>? (230IJKL1IJMN&1!"#$%&'()*#OPQRSTU>?):

5%67": ここには、不具合のあるコントロール・ユニットのバージョンに関するインフォメーションが表示さ=>?@
VW!%X / YZ"# : 故障コード / イベントのタブには、診断するコントロール・ユニットの故障メモリから読み出されたすべての故障コードとイベントがリストアップ<=>?@
[\]: ここには、診断するコントロール・ユニットの実測値が表示されます。 いずれかの実測値を選択すると、^=O_`REaA:;<bcde9-H>?@ a01f線かビーム・ダイヤグラムかを選ぶことができます。複数E[\]AFGg1d=hAijO 1 _EaO:;<bcdek-H>?@
lm: ここでは、それぞれの制御ボタンを押してシグナル値を手動で変更し、機能低下がないか点検することができます。 このタブは、コントロール・ユニットの制御が可能な場合にのみ、表示されます。



 2/2

no: ここでは、コントロール・ユニットの機能の個別の設定を行い、メモリすることができます。
!"#$%&'()*#'p$#!&: dd-01VWに関する説明を作成したり、お客様からの苦情をプロトコ&eekOqM+?cde9-H>?@
VW!%X'+,#: 故障コードの総合リストが表示さ=>?@
r,#: コントロール・ユニット・テストの総合リスト9:;<=>?@

<hO14Y"stq%u7"8v2"- !"#$%&・ユニットに関するインフォメーションA:;<bcde9-H>?@
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!"#$%
!"#$%&'()*#'+,#-!"#$%&'()*トを選択すると、コントロール・ユニットのダイアグノシス画面が表示されます。
./012345%67"89:;<=>?@ 23ABリックして、個々のエレメントに切り換えることができま?@
CDE23AFG-H>? (230IJKL1IJMN&1!"#$%&'()*#OPQRSTU>?):

5%67": ここには、不具合のあるコントロール・ユニットのバージョンに関するインフォメーションが表示さ=>?@
VW!%X / YZ"# : 故障コード / イベントのタブには、診断するコントロール・ユニットの故障メモリから読み出されたすべての故障コードとイベントがリストアップ<=>?@
[\]: ここには、診断するコントロール・ユニットの実測値が表示されます。 いずれかの実測値を選択すると、^=O_`REaA:;<bcde9-H>?@ a01f線かビーム・ダイヤグラムかを選ぶことができます。複数E[\]AFGg1d=hAijO 1 _EaO:;<bcdek-H>?@
lm: ここでは、それぞれの制御ボタンを押してシグナル値を手動で変更し、機能低下がないか点検することができます。 このタブは、コントロール・ユニットの制御が可能な場合にのみ、表示されます。
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no: ここでは、コントロール・ユニットの機能の個別の設定を行い、メモリすることができます。
!"#$%&'()*#'p$#!&: dd-01VWに関する説明を作成したり、お客様からの苦情をプロトコ&eekOqM+?cde9-H>?@
VW!%X'+,#: 故障コードの総合リストが表示さ=>?@
r,#: コントロール・ユニット・テストの総合リスト9:;<=>?@

<hO14Y"stq%u7"8v2"- !"#$%&・ユニットに関するインフォメーションA:;<bcde9-H>?@
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!"#$%
!"#$%&'()*+,-+./012(34%5678-39:%;<=>?よびソフトウェアに関するインフォメーションを得られます。
表示されるデータの範囲は、選択されているコントロール・ユニットによって異な@A.B

以下のデータは常に表示されます:シリアル・ナンバ: 診断するコントロール・ユニットのシリアル・ナンバソフトウェア・ステータス: 診断するコントロール・ユニットのソフトウェ>6CD%!Cハードウェア・ステータス: 診断するコントロール・ユニットのハードウェ>6$%&'(ダイアグノシス・アイデント: 診断するコントロール・ユニットのダイアグEFC6$%&'(
 

さらに、コントロール・ユニットに装備されている場合は、たとえば以下のデータGHIJKA.:フラッシュウェア・バージョン: 診断するコントロール・ユニットのフラッFL<=>6$%&'(ソフトウェア用 MB 部品番号 (コード): 診断するコントロール・ユニットのM5NOC6P(Q6RS3<=>TUVW (2%;)ソフトウェア用 MB 部品番号 (データ): 診断するコントロール・ユニットのM5NOC6P(Q6RS3<=>TUVW (O%!)製造日 [週/年]: 診断するコントロール・ユニットの製造週および製造年納品業者: コントロール・ユニットのメーカ
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故障コードおよびイベント
故障コード / イベントのタブには、診断するコントロール・ユニットの故障メモリから読み出されたすべての故障コードとイベ!"#$%"&'()*+,- ./012345%627%88もに表示されます。 故障コードが「現在も存在し、かつメモリさ*9:;<+=4>?@$)*9:;<ABCDEF;GHIJ95>F<+=4>f<#KL)*+,- OBD MNA/0123H45>F<+=4>f<O2PAQH>MIL<(Malfunction Indication 
Lamp = 故障表示灯) マークが付きます。
RS!"4>i<EKL)*+,-
故障コード / イベントが選択されているときは、該当する行をクリックすると、故障コード / イベントの発生時間、コントロール・ユニット固有の関連データ、テスト条件といった補足インフォメーションが表示されます。
 

!"#「モニタリング停止」: このボタンで、故障コード / イベン"A$&T7RUKL#VWX+,- YAZ[45F;\]A^_`a+=4bc,;8dHefX+,- g7!_押すと機能が「モニタリング開始」に切り換わり、もう一hg7!_i,85/0123 / RS!"Ajk#lmnoX+,-「故障メモリの消去」: コントロール・ユニットの故障メモリに保存されているすべての故障コードが消去されます。「テスト条件を整える」: 必要なステップを通じて、故障コードの点検のための前提条件を整えるようにガイドされ+,-「テスト」: 現在選択されている故障コード / イベント用のテストが表示されます。 「戻る」ボタンをクリックすると、故障コード/イベント画面が再び表示されます。
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!"#
実測値タブでは、診断するコントロール・ユニットの現在の実測値を読み取ること!"#$%&

ウインドウの左側で、実測値を表示する範囲を選択することができます。
コントロール・ユニットによっては、実測値をコントロール・ユニットから読み出す前に満たす必要のある前提条件がリストアップされていることがあります。 「次へ」ボタンで実測値が表示されます。
個々の実測値には、番号、説明テキスト、実測値、単位および基準値があります。 実測値が基準値範囲外にある場合は、実測値が赤で表示されます。 値が基準値範囲内にある場合は、実測値が緑で表示されます。
ウインドウの右側に表示される実測値は、絶えず更新されます。
 

$%&「モニタリング停止」: このボタンで、実測値のリアルタイム表示が停止します。 この機能は、ある特定の値を分析または印刷するときに使用します。 ボタンを押すとボタンの機能が「モニタリング開始」に切り換わり、
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もう一度ボタンを押すと、実測値の更新が再び開始します。「表で表示」: 実測値が表で表示されます。 これが標準的な表示です。「棒グラフで表示」: 実測値がビーム・ダイヤグラムで表示されます。 そのために、まず表中の希望する実測値をマークしてから、ボタンをクリックし$%&「曲線グラフで表示」: 実測値がライン・ダイヤグラムで表示されます。 そのために、まず表中の希望する実測値をマークしてから、ボタンをクリック'$%&
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!"
制御タブは、診断するコントロール・ユニットに対して制御が使用可能な場合にの!"#$%&'( ここでは、診断するコントロール・ユニットによって制御される構成部品の手動による設定を行うことができます。

画面の左側には、診断するコントロール・ユニットで行うことのできる制御がリストアップされます。 該当する行をクリックして、使用可能な制御を 1 つ選択します。 すると背景がカラーになり、画面の右側に制御画面が表示されます。
 画面右側は、制御する構成部品の現在のステータスが表示される上部と、制御に関する注意事項および制御ボタンの説明などが表示される下部に分かれています。 )*'+,-./01203456789:;</=>&'( ?@A-?B5「該当する実測値のステータス」に表示されます。
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!"
コントロール・ユニット一覧の適合タブでは、コントロール・ユニットのさまざまな適合を行うことができます。
左側で、使用可能な適合を選択することができます。

該当する行をクリックして、適合を 1 つ選択します。 すると背景がカラーにな!"#$%&'()*+,-./0123 #4%"&'()*+%526789:,-./0123
ここでは、個々の選択項目について説明します。
 

#$%&;<=>?@ABCDEFG@HIJKLMNO%*PQ: >?@ABCDユニットの交換の場合は、古いコントロール・ユニットから新たに取り付けたコントロール・ユニットに、設定データを自動的に転送することができま23
;R(=>?@ABCDEFG@STNJKQ: >?@ABCDEFG@U換の際、新しいコントロール・ユニットに必要な設定を手動で行うことがで
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V123
 

 

'()*+,-./0)12*345(3
ここでは、診断するコントロール・ユニットを新たにプログラミングすることができます。 診断するコントロール・ユニットにソフトウェアが含まれていない、またはソフトウェア・アップデートがある場合に、新たなプログラミングが必要にな!123
 

 

'(6738+9:(;SCNQ:
「SCN コード入力」: 診断するコントロール・ユニットの自動または手動 SCN コード入力を行います。「コード入力データを表示」: 車両のコード入力データがリストアッW/0123「SCN 表示」: 診断するコントロール・ユニットの SCN (ソフトウェXDYZ[\]B^_?D`?a) L-.(123「CVN 表示」: 診断するコントロール・ユニットの CVN (キャリブ]B^_?Dbc[defB^_?D`?a) L-.(123

;TNJKQ:

このメニュー項目は、コントロール・ユニットが手動設定をサポートしている場合にのみ表示されます。
 

;<#=
このメニュー項目は、作動開始後にコントロール・ユニットの認識を行う必要がある場合にのみ表示されます。
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!"#$%&'()*#'+$#!&
ここでは、故障に関する説明を作成したり、お客様からの苦情をプロトコルととも!"#$%&'()*+,%-

すべての入力フィールドに入力してください。
「続行」ボタンで、直接コントロール・ユニット・プロトコルを見ることができま%-
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「プロトコルを伝送」ボタンを操作すると、コントロール・ユニット・プロトコル)./0123456178/9!:;<=,%-
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!"#$%&'()
!"#$%&'!"()*+,-./01*%23456リされる可能性のある故障コードとイベントの総合リストが表示されます。 リストには、該当する車両に取り付けら74898:;<=">?(,@ / AB)*CDEF7GHI
「次へ」ボタンを操作すると、現在選択されている故障コード / イベントに関するテストが表示されます。 「戻る」ボタンを操作すると、故障コード・リストに戻りまHI
故障コードの総合リストから選択されたテストは、その故障コードが故障メモリに保存されていない場合は、異なる状態の可能性があります。 故障コードの総合リストには部品交換の識別情報は表示されません。
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!"#
このタブには現在選択されているコントロール・ユニットのテストの総合リストが表示されます。
いずれかのメニュー項目を選択し、「次へ」ボタンをクリックすると、該当する構成部品のテストが表示されま!"
テストの処理後、「次へ」ボタンをクリックすると、テストの総合リストが再び表示されます。
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!"#$%&'("
!"#$%&'()#*+,#-./01234561789,・ピン配列、コントロール・ユニット取付け位置など、システムに関するさまざまなインフォメーションを表示することができま:;

閉じた本が表示されているときは、ダイアグノシス範囲が表示されています。「インフォメーション」ボタンを操作すると、現在選択されているコントロール・ユニットに関するインフォメーションが表示されます。
開いた本が表示されているときは、現在選択されているコントロール・ユニットに関するインフォメーションが表示されます。 「インフォメーション」ボタンを操作すると、ダイアグノシ<=>-?@A:;

"#$%&'()#-BCDE,FGH@A:;
23456789,IJ#4KLMNOP
WIS/ASRA 8QR7#RS'TIUVQR-W:XYTZ
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!"#$%&'()*#+,-./%#'01#
コントロール・ユニット一覧では、ショート・テストを実!"#$%&'
()*+,-.+/0!12345 ()*+,-.+67 $89 :;67に切り換えてください。
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!"#$%&'$()
タブ「ショート・テスト一覧」では、車両で診断可能なすべてのコントロール・!"#$%&'()*+,-./ 0123456$789$&'3 :;&'3 <=$>6?7!"#$&' @AB CD:; に切り換えることができま./
 :;&'2EFGH2IFJK-LM/ -N3OFG%PHQIFJKRSモデル (モデル 197 など) があります。 その場合は、タブ「機能一覧」は表示+,-LM/

コントロール・ユニットを選択すると (コントロール・ユニットをダブル・クリックするか、コントロール・ユニットを選択して「続行」をクリック)、選択したコ=$>6?7!"#$T%<UV"W645=(XY+,-./ ZK[K3\]^N<=$>6?7!"#$%_`abc49de()*+,-./
 

!"#$%&'$
故障診断を開始する前に、原則として 456$789$ を実行することを推奨
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^-./
 

*+,「ショート・テストを開始」: このボタンでショート・テストがスタートします。 ショート・テストの実行中は、ボタン名が「中断」に変わります。fghi%456$789$j)*k: l%m0=jno#n.pT3qr処理している車両の最新のダイアグノシス・セッションで最初に実行されN456$789$()*+,-./ l%:;23456$789$js行して初めて使用可能になります。「故障メモリの消去」: このボタンで、コントロール・ユニット内のすべて%tujvw.plT(JK-./ x%yJQz&{456$789$j実行する必要があります。 この機能は、ショート・テストを実行して初めて使用可能になります。「点検条件」: 必要なステップを通じて、故障コードの点検のための前提条|j}~pAzH�`�+,-./ l%:;23456$789$js�して初めて使用可能になります。「点検」: ショート・テストを実行した後、コントロール・ユニットの故障を診断した場合は、このボタンをクリックするとテスト画面が表示されます。 この機能は、ショート・テストを実行して初めて使用可能になりま./「続行」: このボタンをクリックすると、選択したコントロール・ユニットの画面が直接開きます。

補足インフォメーション
98#�7�`798#�
���=$
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!"#$%&'%!"#$
ショート・テスト一覧では、2 種類の方法でコントロール・ユニットを選択することができます:検索フィールドへのテキスト (コントロール・ユニット名称) の入力によって。 「検索」ボタンをクリックすると、検索がスタートします。 検索が無事に行われると、検索されたコントロール・ユニットの背景が青色になります。!"#$%&'()*#+,-./0 (1234560789!"#$%&'()*#:;<#)= >?@8!"#$%&'()*#AB;*B@8CD-./0EF:!"#$%&'()*#:GHIJK-L2M@=
「続行」ボタンをクリックすることによって、選択したコントロール・ユ)*#D:!NO)P%QR"ISTU6M@= VWXWE!"#$%&'()*#:YZ[\]Q<^_I`aU6M@=
 

()*+,-./0 (VRV)

「改善された修理確認」(VRV) は、修理の点検をより確実に行えるように@8bc:d:e@= コントロール・ユニットは、該当するテスト条件が満たされている場合にのみ、特定の故障コードが故障メモリに保存されているか点検することができます。 テスト条件とは、たとえばエンジンの始動やある特定のスイッチの操作などです。 従来の実施方法では、修理の点検を以下のように行っていました:

VRV なしでは、処理を行った故障コードのテスト条件が満たされたかどうかが確かでないため、修理が無事行われたかどうかを確認する確実なイ"fgh%QR"IijkMlm=
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Xentry Diagnostics は VRV により、消去された故障コードがすでにコントロール・ユニットによって点検されたかどうかに関する情報を提供します。 点検されていない場合は、故障コードがステータス ( ) nopU6ていない」で表示されます。 この場合は、Xentry ユーザーがテスト条件に関するインフォメーションを表示させ、これを適切に整えることができM@=
テスト条件を整えた上で、コントロール・ユニットによって故障が確認さ6Lq/brstEuv!%wIF6xy Xentry -`aU6LzL2Mす。 コントロール・ユニットによって故障が確認された場合は、故障コードのステータスが「現在も存在し、かつメモリされている」またはnh{;U6078|-}~2M@=
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ショート・テスト一覧のショート・テスト
ショート・テストにより、車両に取り付けられているすべてのコントロール・ユニットの故障メモリのステータスに関する概要を得ることができます。
まだショート・テストを実行していない場合は、「ショート・テストを開始」ボタンをクリックしてください。 ショート・テストが実行されます。 通常は、故障診断を行う前にショート・テストを実行することを推奨します。
!"#$%&'()*+,-#!.#-/01-23456789 ,:0;</ストの実行段階に応じて、以下のステータスが表示されます:

ショート・テスト実行前: 「現在のショート・テストの結果がありませ=9>
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ショート・テストの実行中:「ショート・テストを行います...」 コントロール・ユニットのリスト上方にプログレス・バーが表示され、すで%?@56ABC;D0E<FGH;#I23456789 J6K#BCトロール・ユニットは、次々にリストアップされます。
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ショート・テストの実行後: 「出庫時のショート・テスト」。 ショート・テストが終了すると、個別のコントロール・ユニットの故障メモL# -/01- 23456789
 
 「中断」ボタンで、いつでもショート・テストを中断できます (「ショート・テストを開始」ボタンを押した後、このボタCMNOP>%QRS78)9 ,:0;</-;#OPTM&故障の存在するコントロール・ユニットが不完全に表示されUJV2WS789

 

!"#$%&#'%
ショート・テストを実行した後、コントロール・ユニット名称の左横に、現在のステータスが表示されます。
「F」は、現在コントロール・ユニットに故障が存在することを意味します。
「f」は、コントロール・ユニットに故障がメモリされていることを意味します。
Ni>M&BC;D0E<FGH;%(XC;2YZ8UJV[\]^789
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N( )」は、故障パスがコントロール・ユニットによって点検されていない故障コードが少なくとも 1 個コントロール・ユニットにメモリされていることを意味します。 この機能を VRV (改善された修理確認) V__789
N >M&BC;D0E<FGH;%`a2b_JV[\]^789
 

!"#$%&#'%$()*'
該当するボタンにより、コントロール・ユニットをエラー・ステータスに従ってフィルタにかけることができます。 「すべて」ではすべてのコントロール・ユニットが表示され、「F + f」ボタンでは故障メモリが現在存在する、またメモリされているコントロール・ユニットが表示され、「i」ボタンをクリックすると、イベントが存在するコントロール・ユニットのみが表示されます。
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!"#$
画面「特殊機能」では、例えば車両の後装備および付換えの設定を行う、またはメ!"#$%&'()*+,-./(,0)(&+123456789:;

そのためには、該当するメニュー項目を選択し、「続行」ボタンをクリックしま:;
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!"#$%"$&'() 
 !"#$
 

*+
,-./印刷機能の呼出し。 希望するプリンタは、メニューから選択できます。 これはシステム全体にわたり機能し!"#
Xentry サポートおよびフィードバック (XSF)ダイアグノシスまたは車両識別時にエラーが生じた場合、この方法でスター・ダイアグノシス・ユーザー・$%&'()*+,-./012"345678!"#012./ヘルプの呼出し。 これはシステム全体にわたり機能し!"#車両識別 (Xentry Ident)車両識別は Xentry でのメインの機能です。 ここで車両の選択が行われます。 選択された車両は Xentry アプリケーションを呼び出すと自動的に転送されるので、設定を繰り返す必要がありません。3"!456)聴診器マークのアイコンは、ダイアグノシス・アプリケーション Xentry Diagnostics および Xentry DAS を表わします。 これはダイアグノシス機器でのみ使用でき、Xentry TIPS を備えた通常の PC からは使用できま9:#4;<=>?@A)+BCD%E()'FGH'I(ル 204、207、212 および今後開発されるモデルのための新しいダイアグノシス機能をもつ Xentry Diagnostics 5CJK;I(%CLMNCO)Csmart ;PQ; 
Xentry DAS とが含まれます。
Xentry TIPS (一部の車両種類と製品グループのみ)
Xentry TIPS にはお客様からの苦情に関する最新インフォメーションに応じた検索機能があり、オンライン・ケース開示が可能です。 また、Xentry TIPS は EPC および WIS/ASRA と連動しています。
TIPS ボタンをクリックすると Xentry TIPS が起動しま"#
WIS/ASRA (一部の車両種類と製品グループのみ)
WIS/ASRA ではサービス文献、フラット・レートおよびダメージ・コードを検索することができます。リフト上の車両のマークのボタンをクリックすると、
WIS/ASRA が別ウインドウで開きます。
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EPC (一部のブランドと製品グループのみ)
EPC は、オンラインで部品と部品データの検索を行う456783RS+CEPC FP 0TU+VWXPY;7す。 さらに Xentry では、Xentry TIPS および Xentry 
Diagnostics で 案内されている部品番号を直接 EPC に転送することができるようになります。)Z.*'&[?;\]G0*^_*"35C`a*/bc_*'Z.H'd]b? EPC 6ef=Ggf7h8!"#6)789:;ij;\]G0*^_*"35CA)klmnop6h8!"#D=G'A)klmnYCXentry qr+st3uv7す。 ここでユーザーは、Xentry アプリケーションの設定値およびパラメータならびにユーザー画面を適合さ9345678!"#<= / >4!?@出口のアイコンのこのボタンをクリックすると、シスklwUb?>f/"3CXentry 0xy"3wC!Pはマルチプレクサを解除することができます。
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