
〔関係資料〕

★リレー ＆ ユニット

　　　　 取付位置マニュアル

総 合 編

・平成19年版 定価7,800円 送料700円
　（ 平成18年12月現在の生産車が対象）

・平成21年版 定価3,800円 送料200円
　（ 平成20年12月現在の生産車が対象）

・平成23年版 定価4,800円 送料200円
　（ 平成23年８月現在の生産車が対象）

・平成24年版 定価3,800円 送料200円
　（ 平成24年８月現在の生産車が対象）

乗 用 車 編

・平成14年版 定価5,800円 送料600円
　（平成13年12月現在の生産車両の乗用車が対象）

・平成16年版 定価5,800円 送料500円
　（平成15年12月現在の生産車両の乗用車が対象）

ＲＶ・１ＢＯＸ編

・平成15年版 定価7,800円 送料700円
　（ 平成14年12月生産車両の１ＢＯＸ、オフロード４駆、
   　バンが対象）
　※軽トラック、１ｔクラスのボンネットトラックを含む  

・平成17年版 定価6,800円 送料600円
　（ 平成16年12月生産車両の１ＢＯＸ、オフロード４駆、
   　バンが対象）
　※軽トラック、１ｔクラスのボンネットトラックを含む  

トラック 編

・平成22年版 定価5,800円 送料350円
　（ 平成17年12月現在の生産車が対象）

★大型トラック電装品マニュアル

・平成24年発刊 定価9,800円 送料500円
　（ 平成12年～平成20年/約10年分の10t超モデルが対象）

小型＆中型トラック
電装品マニュアル

小型＆中型トラック
電装品マニュアル

平成26年発刊

ご 注 意

 「小型＆中型トラック電装品マニュアル」の本書データについては、

メーカーの技術資料を基に編集しております。しかし、マイナーチェンジ

や訂正等により、現車と異なる場合もあり完璧とは言えません。

  データ等にご不明、ご不審の場合は弊社までお問い合わせ下さい。調査

後結果をご連絡させて頂きます。

（株）自動車公論社［TEL：03－3837－5738］
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トヨタ 日 産 マツダ

AM 山吹 B 黒 B 黒 T 濃肌色

B 黒 BR 茶 BR 茶 DL 濃青
BR 茶 G 緑 G 緑 DG 濃緑
G 緑 CH 茶 GY 灰
DG 濃灰 DG 暗緑 L 青
GR 灰 GR,GY 灰 LG 薄緑
L 青 L 青 O 橙
LG 黄緑 LG 若葉 P 桃
O 橙 O,OR 橙 R 赤
P 桃 P 桃 SB 空色
R 赤 PU,V 紫 T 薄肌色
SB 空色 R 赤 V 紫
V 紫 SB 空色 W 白
W 白 W 白 Y 黄
Y 黄 Y 黄 LB 薄青

●収録モデルの生産年月一覧（本文収録順）
メーカー モデル 積 載 生産期間（西 暦） 略型式 備 考

トヨタ ダイナ＆トヨエース

1t 2007年8月～ Y22～29 後期型のみ収録（2007.8～）

2t

2007年5月～2011年6月 XZY3＆4 クリーンDPNR車
（17年新長期排出ガス規制）

2006年9月～2011年6月 U3＆U4＆U5 ディーゼル
2006年9月～2011年6月 XKU3～5 ハイブリッド
2007年5月～2011年6月 TRU3＆5 ガソリン
2011年6月～ XZC6＆7,XZU6＆7 ディーゼル
2011年6月～ XKC6,XKU6＆7 ハイブリッド
2011年6月 TRC6＆TRU6 ガソリン

日　産 アトラス 1t 2007年8月～ F24
マツダ タイタン ダッシュ 1t 2004年8月～2007年8月 SYF ･ E ･ 5 後期型のみ収録（2004.8～）

いすゞ

エルフ（07型）
1.5t～2t

2006年10月～2008年10月 NHR/S～NPR/S
エルフ（09型） 2008年10月～2011年5月 NHR/S～NPR/S
エルフハイブリッド

（09型） 2t 2008年12月～2011年5月 NJR～NPR

フォワード
（07型～09型） 4t～11t 2007年3月～2010年8月 FRD～FSR 09モデル：2009年4月～

日　野 レンジャー 4t～11t 2011年10月～ FC～FX ハイブリッド車含む

三菱
ふそう

キャンター
（07モデル）

1.5t～2t
2007年1月～2009年5月 FB～FG

キャンター ガッツ含む
キャンター
（09モデル） 2009年5月～2010年11月 FB～FG

キャンター
エコ ハイブリッド
（09モデル）

2t 2009年4月～2011年4月 FE73,FE74,FE84

ファイター
（07モデル） 4t～11t

2007年6月～2009年5月 FK,FL,FM,FQ

ファイター
（09モデル） 2009年5月～2010年6月 FK,FQ

UD
トラックス

コンドル
（2006式） 4t～11t 2006年11月～2008年6月 MK3～PW3

コンドル
（2008式） 4t～9t 2008年6月～2011年7月 MK3～PW3

コンドル
（2011式） 4t～6t 2011年 7月～ MK3～ LK3 フルモデルチェンジ

　 ※OEM供給車（上表には含まず）は、生産期間がOEMベース車と異なる場合がありますのでご注意下さい。
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Ａ A/C エア コンディショナー
ABS アンチ ロック ブレーキ システム
AC 交流
ACC アクセサリー（電源）
ACC アダプティブ クルーズ コントロール
ACT エアー コントロール
ACM アソシエーション フォー コンピューティング マシネリ
ACM アフター トリートメント コントロール モジュール（UDトラックス）
AOH,A/H エア オーバー ハイドロリック ブレーキ
ALT オルタネーター
As アシスタント（助手席側）
ASCD オート スピード コントロール デバイス
ASR アンチ スリップ レギュレーション
Assy アッセンブリ
ASM アッセンブリ
AT＝ A/T＝ ATM オートマチック トランスミッション
AUTO オートマチック
AUX オグジィリアリー（予備の、補助の）
AUS 坂道発進補助装置
ＡＶ オーディオ ビジュアル

Ｂ BAT/BATT バッテリー
＋B バッテリー電源
BB ブレーキ ブレンディング
BCM ボディー コントロール モジュール、ボデー エレクトリカル コントロール モジュール
BZ ブザー
BST ブレーキ シグナル トランスミッター

Ｃ C/U＝ CU コントロール ユニット
C/B サーキット ブレーカー

CAB キャブ /キャビン
CAN コントローラー エリア ネットワーク（多重通信）
CBL キャブ バック レフト
CFL キャブ フロア レフト
CFR キャブ フロア ライト
CHASS シャシ
CPU セントラル プロセッシング ユニット（中央演算処理装置）

Ｄ D/D ダイレクト ドライブ
DLC/DLC3 データリンク コネクタ
DPR ディーゼル パティキュレート アクティブ リダクション
DSC ダイナミック スタビリティ コントロール
DTC ダイアグノスティック トラブルコード
Ｄ r 運転席側

Ｅ E/B エレクトリック ボックス
EBD エレクトロニック ブレーキ フォース ディストリビューション
EBS 電子制御 ブレーキ システム
EBL エンジン ブロック レフト
ECM エンジン コントロール モジュール、エレクトロニック コントロール モジュール
ECU エレクトロニック コントロール ユニット
ECT エレクトロニックコントロールトランスミッション
EDU エレクトロニック ドライバ ユニット
Eg＝ EG＝ E/G エンジン
EGR エキゾースト ガス リサーキュレーション
EHS イージー ヒル スタート システム
EHCU エレクトロニック ハイドロリック コントロール ユニット
EHL エンジン ヘッド レフト
ELR エマージェンシー ロッキング リトラクター
EMS エンジン マネージメント システム
ES（スタート） Easy ＆ Smoth（スタート）

● 略語インデックス



トヨタ－2

･ダイナ＆トヨエース（2007.8～） Y22～Y29系

■ リレー＆ユニット 配置図 ■
●シングルキャブ 

●ダブルキャブ
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■ リレー＆ユニット 配置図（全車共通：インパネ）■ 
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● エンジンルーム R/B（エンジンルーム･左側）
　－5L･シングルキャブ 2WD M/T車は除く－ 

《部品名称》
①.グローリレー（1KD－FTV）：～2010年8月　②.STリレー　③.E-FAN2リレー /C-OPNリレー（1TR－FPE）
④.E-FAN1リレー /PMPリレー（1TR－FPE）　⑤.ABS MTRリレー　⑥.EFI MAINリレー
⑦.EDUリレー（1KD－FTV）/A/F HTRリレー（1TR－FE）/PMPリレー2（1TR－FPE）　⑧.ABS SOLリレー
⑨.FUEL HTRリレー（1KD－FTV）/IG2リレー（1TR－FE）
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■ 配線図：始動系 ■
●1TR－FPE
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■ 配線図：充電系 ■



小型＆中型トラック電装品マニュアル
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 ▪発行所　株式会社　自動車公論社
  〒 110-0005
  東京都台東区上野 3-1-8　佐藤ビル４F
  TEL 03-3837-5730 　　　FAX 03-3837-5740

 ▪発行日　平成 25年 12月
 ▪印　刷　平成 25年 12月
 ▪定　価　8,800 円　送料 500円（共に税込み）

【ご注意】

　本書は、各自動車メーカーが発行する各種技術マニュアル・データをもとにして編集しています。
各種技術マニュアル・データからの編集にあたり、小社は各自動車メーカーからあらかじめ図版等
の使用許諾を得て本書に使用しています。従って、図版等についての著作権は、各自動車メーカー
に帰属します。
　本書の著作権は小社及び各自動車メーカーが有しています。著作権者に無断でコピーしたり、画
像データ等にして送信することは、たとえ一部であっても著作権法違反となります。

《資料転載協力》

●トヨタ自動車 (株 )
●日産自動車 (株 )
●マツダ (株 )
●いすゞ自動車 (株 )
●日野自動車 (株 )
●三菱ふそう
　トラック・バス (株 )
●ＵＤトラックス (株 )


