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本書は、整備士向けに制作されています。交換作業については構
造・機構を良くご理解の上、作業されますようお願い致します。
また、データについては正確さを追求しておりますが、設計変更、
生産時期等により若干異なる場合がありますのでご了承下さい。
ご不審な点がございましたら調査の上、ご回答させて頂きます。
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■ はじめに ■
１ 発刊に当たって

　最近のクルマは、省燃費性を向上させるためにいろいろな工夫が
なされています。車両の走行状況や、バッテリーの状態などによ
り、オルタネータ（発電機）の発電を制御することでエンジンの負
担を軽減し、燃費向上を図る充電制御というシステムを搭載した車
両があります。
　例：加速時には充電をストップさせオルタネータの駆動ロスを低
減し、減速時やアイドリング時に充電するというような制御をして
います。
　また、最新の車両は、自動でエンジンを停止し再始動するアイド
リングストップ装置も付加されており、頻繁に行われるエンジン始
動と短い充電時間に対応出来る専用のバッテリーが搭載されており
ます。
 さらには、パワーステアリングの電動化、キーフリー・キーレス
や、スライドドア・パワーゲート等の装備による電力増加の為、以
前の車両よりもワンランク上のバッテリーが装着されています。　
本書は、メーカーのサービスマニュアルに記載されている純正バッ
テリーの型番と充電制御の有無、バッテリー交換時（バッテリー
ターミナル脱着時）に必要な初期化設定の箇所と、その方法をまと
めてあります。（一部省略）
あくまでもメーカーがディーラーで整備を行うためのマニュアルか
らの抜粋になります。本来は、外部診断機（スキャンツール）によ
り、故障コードの確認・チェックをし、最後に故障コードを消去す
るという作業が必要になります。この点をご了承の上、車両の整備
を行うようお願いします。
　なお、対象車両については、平成14年1月～27年1月（2002.1～
2015.1）に生産された国産乗用車を対象に、編集しております。

２ 充電制御について
　充電制御と一言にいっても自動車メーカーにより異なりますが、
電流センサーが付いている車両を◎で表記（ホンダ除く）し、電流
センサーが付いていないが制御をしているという記載がマニュアル
にあった場合○にしております。例外としてホンダ車の場合は、◎
○も電流センサーは付いています。この場合は、◎が多段制御、○
はLo-Hi制御しているものを表します。

3 略語について
　スペースの関係上、一覧表には、略語で表記している部分がござ
います。その意味については、各メーカー目次の各項をご参照くだ
さい。

　

注意）実際の車両と本書で異なる場合は、お近くのディーラー
でご確認下さい。
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■ 表の見方 ■

①車種：車両名を記載。
　例：アルファード（H3）　通称名の（　）は、略型式を記載。
②排気量：略排気量を記載。単位：L（リットル）
③車両型式：コーションプレート（エンジンルーム内、Bピラーなど
　に貼られているプレート）および車検証に記載されているフル型式
　ではなく略型式を記載。　例：DBA-AGH30W → AGH30W
④年式：生産時期を平成年月で記載。
⑤エンジン型式：コーションプレート（エンジンルーム内、Bピラー
　などに貼られているプレート）および車検証に記載されているフル
　型式を記載。
⑥充電制御の有無（充電制御についてを参照）。
⑦アイドリング ストップ システムの有無（メーカーにより呼び名が
　違います。）
⑧搭載バッテリー：標準の搭載バッテリーを記載。
⑨備考：寒冷地仕様および、オプション等で各種装備の装着でバッテ
　リーが変わる場合に記載。バッテリー搭載位置が特殊な場合記載。
⑩バッテリー交換時の初期化設定等：バッテリーの電源を外した際に
　必要な作業項目および注意事項を記載。（項目毎の初期化設定方法
　は、メーカー目次の次のページに詳細を記載）総目次参照。

　 ★注意  このマークがあるものについては、専用の外部診断機もし
くは所定の手順を踏んでリセット作業を行ってください。
　最近のアイドリングストップ車は、バックアップ電源をとってバッ
テリー交換をした場合でもスキャンツールを使って「電流積算値」、
「内部抵抗値」のリセットをする必要があります。リセット作業につ
いては、各診断機メーカーにお問い合わせください。また、マツダの
「i-stop」車についてもかなり複雑な作業が必要になりますので同様
のマークを記します。

②　　③　　　　 ④　　　　⑤　　⑥　 ⑦　　 ⑧　　　　⑨　　　　　⑩
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排
気
量

車両型式 年　式 エンジン
型　式

充電
制御

アイドリング
ストップ
システム

搭載
バッテリ 備　考 バッテリ交換時

の初期設定等

1.8 ZRT265 22.4 ～ 2ZR-FAE ◎ － 46B24L

 寒冷地仕様
 55D23L

 周辺監視
 BGM、IPA1.8 ZRT265 19.6 ～ 22.4 2ZR-FE ◎ － 46B24L

2.0 ZRT261 20.1 ～ 3ZR-FAE ◎ － 46B24L

  アリオン（T24 系－ H14.1 ～ 19.6）

1.5 NZT240 14.1 ～ 19.6 1NZ-FE － － 34B19R

寒冷地仕様
46B24R

P/W初期設定
各席P/W S/W
周辺監視BGM

1.8 ZZT240 14.1 ～ 19.6 1ZZ-FE － － 34B19R

1.8 ZZT245 14.1 ～ 19.6 1ZZ-FE － － 34B19R

2.0 AZT240 14.1 ～ 19.6 1AZ-FSE － － 46B24R

  アリスト（S16 系－ H14.1 ～ 16.11）

3.0 JZS160 14.1 ～ 16.11 2JZ-GE － － 55D23L  寒冷地仕様
 75D26L  周辺監視C/S

3.0 JZS161 14.1 ～ 16.11 2JZ-GTE
ターボ － － 55D23L

 アルテッツァ（E1 系－ H14.1 ～ 17.7）

2.0 GXE10 14.1 ～ 17.7 1G-FE － － 34B19L
46B24L

上段：標準
下段：メーカーOP
寒冷地仕様
55D23L2.0 SXE10 14.1 ～ 17.7 3S-GE － － 34B19L

46B24L

 アルテッツァ ジータ（E1 系－ H14.1 ～ 17.7）

2.0 GXE10W 14.1 ～ 17.7 1G-FE － － 34B19L
46B24L

上段：標準
下段：メーカーOP
寒冷地仕様
55D23L2.0 GXE15W 14.1 ～ 17.7 1G-FE － － 34B19L

46B24L

3.0 JCE10W 14.1 ～ 17.7 2JZ-GE － － 46B24L
55D23L

上段：標準
下段：メーカーOP
寒冷地仕様
65D23L3.0 JCE15W 14.1 ～ 17.7 2JZ-GE － － 46B24L

55D23L

 アルファード（H3 系－ H27.1 ～）

2.5 AGH30W 27.1 ～ 2AR-FE ◎ － 55D23L
80D26L

上段：標準
下段：寒冷地仕様
サイドリフトアップ
シート装着車

ISSテスト
周辺監視BGM
、ICS、IPA、
P/Vモニター
B/Dオープナ
パワーS/D
パワーB/D
A/C

2.5 AGH30W 27.1 ～ 2AR-FE ◎ ○ S-95

2.5 AGH35W 27.1 ～ 2AR-FE ◎ ○ S-95

3.5 GGH30W 27.1 ～ 2GR-FE ◎ － S-95 
（95D26L）

3.5 GGH35W 27.1 ～ 2GR-FE ◎ － S-95 
（95D26L）

 アルファード（H2 系－ H20.5 ～ 27.1）

2.4 ANH20W 20.5 ～ 27.1 2AZ-FE ◎ － グレード 240X
 7 人乗 :80D26L
上記以外:55D23L

周辺監視BGM,
IPA,パワー
S/D,B/D,
P/Vモニター
B/Dイージー
クローザー
B/Dオープナ

2.4 ANH25W 20.5 ～ 27.1 2AZ-FE ◎ －
3.5 GGH20W 20.5 ～ 27.1 2GR-FE ◎ － ※寒冷地仕様とグレード 350G

350S,7 人乗 2WD-S 4WD-L/S
:80D26L、上記以外 :55D23L3.5 GGH25W 20.5 ～ 27.1 2GR-FE ◎ －

★注意

★注意
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■ バッテリー交換をする際の注意事項 ■

　バックアップ電源を使わずにバッテリー交換をする場合は、電源が断
たれますので、時計やラジオのチューニング、最近の車両に多いのがエ
アコン等で、オーナーが独自設定出来る機能（カスタマイズ）を持って
いる車両があります。これらのデータがクリアされてしまいます。
　また、自己診断の故障コードもクリアしてしまいますので、予め設定
状態の確認、故障コード等を書き留めておく必要があります。
その部分の整備が必要になる場合もありますので、ご注意ください。
　これに加え、最新式のナビに多いのが盗難防止のために電源が遮断さ
れるとパソコンや、スマートフォンのようにパスワードがわからないと
ナビが立ち上がらない車両が普及しつつあります。バックアップ電源を
使わずにバッテリー交換をする場合は、くれぐれもご注意ください。

　バッテリーを外す場合は、IG（イグニッション）をOFFにしてから、
必ず5分以上※待ってからバッテリーを切り離して下さい。（DVDナビ
や、HDDナビ装着車の場合、各種設定をメモリーに記憶するため直ぐに
はダウンしません。）
　取り外し方としては、必ずマイナスターミナル、プラスターミナルの
順に取り外して下さい。取り付ける場合は、プラス、マイナスの順で
ターミナルに取り付けてください。

　※HDDナビ装着車等では６分間待つ必要があります。

■ バッテリー交換後の初期化設定の概要 ■

　バッテリーを交換・取付後は、メーカーや車種によって違いがありま
すが、初期化設定の必要な部位がありますので、概要をまとめます。
　大別すると、

　１．ウインドウ関係や、ドア関係などの電動で開閉する部位の全閉位
　　　置を記憶させる作業。
　２．電子スロットルの全閉位置を記憶させる作業。
　３．電動パワーシート関係の0点位置記憶作業。
　４．ステアリング・ホイールの・0点位置の記憶作業。

　等があります。これらは、メーカーを問わず設定の時間に多少の誤差
はあるものの、作業的には殆ど同じといって良いでしょう。
　また、特殊な作業が必要なものとしては、

　１．トヨタのEFI補正値の学習。
　２．マツダのi-stopの設定とタイヤ空気圧警報システム初期化作業。
　３．ホンダのヘッドライト（HID）の初期位置学習。
　４．三菱のCVT油圧制御の学習。

などがあります。
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※OEM車の場合は、供給元を参照してください。

※ステアリング ロックの解除が出来なかったりエンジンが始動しない
　時は、IGをOFFの状態で運転席のドアを開閉すると正常復帰します。

■ アイドリングストップ車両の注意点 ■

　アイドリングストップが搭載されている車両は、常に電流センサーを介
してバッテリーの電流を監視しています。その電流値を記憶・積算しその
平均値が、ある一定のしきい値になるとアイドリングストップ制御を停止
します。（トヨタ、日産、マツダ）

　この場合、悪くなったバッテリーを新品に交換後すぐには、アイドリン
グストップが停止する事はありませんが、しばらくすると電流の積算値が
ある一定のしきい値に達してしまいアイドリングストップの制御を停止し
てしまいます。

　また、上記以外にもバッテリーの内部抵抗値を測定し（ホンダ）、
ある一定のしきい値になるとアイドリングストップの制御を停止してしま
います。

　上記の場合は、バックアップをとってバッテリーを交換しても、それぞ
れ「電流積算」「内部抵抗値」初期化の必要があります。この場合外部診
断機の機種によっては、リセットできないものもありますのでご注意くだ
さい。

★バックアップ作業をしても
  外部診断機が必要な車両一覧              �0�6年�0月現在　当社調べ

社 名 名　称 車　型 年　式

トヨタ

アルファード AGH30W 27.1 ～
AGH35W 27.1 ～

ヴェルファイア AGH30W 27.1 ～
AGH35W 27.1 ～

オーリス NRE185H 27.4 ～
NZE181H 27.4 ～

カローラアクシオ NRE161 27.3 ～
カローラフィールダー NRE161G 27.3 ～
クラウン ARS210 27.9 ～
サクシードバン NCP160V 28.9 ～

シエンタ NSP170G 27.6 ～
NSP172G 27.6 ～
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社 名 名　称 車　型 年　式

トヨタ

スペイド NCP141 27.7 ～
プロボックスバン NCP160V 28.9 ～
ポルテ NCP141 27.7 ～
レクサス IS ASE30 27.7 ～
レクサス RC ASC10 27.9 ～

日産

エクストレイル T32 25.12 ～
NT32 25.12 ～

キューブ Z12 24.10 ～
ジューク YF15 25.8 ～

セレナ

GC27 28.8 ～
GFC27 28.8 ～
GNC27 28.8 ～
GFNC27 28.8 ～
C26 22.11 ～ 28.8
FC26 22.11 ～ 25.12
HC26 24.8 ～ 28.8
HFC26 24.8 ～ 28.8
NC26 22.11 ～ 28.8
FNC26 22.11 ～ 28.8

ノート E12 24.8 ～
マーチ K13 系 ISS 車
ラティオ N17 系 全車
ラフェスタハイウェイスター CW 系 ISS 車

ホンダ

N-BOX
N-BOX カスタム JF1・2 ISS 車

N-BOX+
N-BOX+ カスタム JF1・2 ISS 車

N-BOX スラッシュ JF1・2 ISS 車
N-ONE JG1・2 ISS 車
N-WGN JH1・2 ISS 車
S 660 JW5 ISS 車
ヴェゼル RU1・2 全車
オデッセイ RC1・2 ISS 車
グレイス GM6・9 全車
シャトル GK8・9 全車
ステップワゴン RP1・2 全車
ステップワゴンスパーダ RP3・4 全車
フィット GK 系 全車
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�

社 名 名　称 車　型 年　式

マツダ

CX-5 KE 系 全車

アクセラ BM 系 全車
BL 系 ISS 車

アクセラスポーツ BM 系 全車
BL 系 ISS 車

アテンザ GJ 系 全車
アテンザスポーツワゴン GJ 系 全車

デミオ DJ 系 全車
DE 系 ISS 車

ビアンテ CC 系 ISS 車
プレマシー CW 系 ISS 車
ロードスター ND 系 ISS 車

スズキ ランディ SC26 ISS 車
SNC26 ISS 車
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搭載
バッテリ 備　考 バッテリ交換時

の初期設定等

 86（N6 系－ H��.� ～）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   富士重工業 BRZ との共同開発車

2.0 ZN6 24.2 ～ FA20 ◎ － 34B19R 寒冷地仕様
55D23R

前席窓半開で
バッテリ外す

 bB（C� 系－ H��.�� ～ �8.8）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ダイハツ COO との共同開発車

1.3 QNC20 17.12 ～ 28.8 K3-VE ○ － 34B19L
44B20L

上段：標準
下段：寒冷地仕様と
S,Zグレードの
Qバージョン
S,Zグレードの
エアロGと2WD
Lパッケージ

P/W初期設定
マスタS/W1.3 QNC25 17.12 ～ 28.8 K3-VE ○ － 34B19L

44B20L

1.5 QNC21 17.12 ～ 28.8 3SZ-VE ○ － 34B19L
44B20L

 bB（P3 系－ H��.� ～ ��.��）

1.3 NCP30 14.1 ～ 17.12 2NZ-FE － － 34B19R

寒冷地仕様
46B24R

1.5 NCP31 14.1 ～ 17.12 1NZ-FE － － 34B19R

1.5 NCP34 14.1 ～ 15.3 1NZ-FE － － 34B19R

1.5 NCP35 14.1 ～ 17.12 1NZ-FE － － 34B19R

 FJ クルーザー（J�5 系－ H��.�� ～）

4.0 GSJ15W 22.11 ～ 1GR-FE － － 80D26L

 iQ（J� 系－ H�0.�0 ～ �8.3）

1.0 KGJ10 20.10 ～ 28.3 1KR-FE ◎ － 46B24R

1.3 NGJ10 21.8 ～ 28.3 1NR-FE ◎ ○※ Q-55R
（55D23R）

※GAZOO・Racing
※130G・MT→のみ ISSテスト

 MR-S（W3 系－ H��.� ～ �9.�）

1.8 ZZW30 14.1 ～ 19.7 1ZZ-FE － － 34B19L 寒冷地仕様
46B24L

 RAV � （A3 系－ H��.�� ～ �8.8）

2.4 ACA31W 17.11 ～ 28.8 2AZ-FE ◎ － 55D23L

2.4 ACA36W 17.11 ～ 28.8 2AZ-FE ◎ － 55D23L

 RAV �  L/J（A� 系－ H��.� ～ ��.��）

1.8 ZCA25W 14.1 ～ 17.11 1ZZ-FE － － 34B19R
46B24R

上段：標準
下段：寒冷地仕様

1.8 ZCA26W 14.1 ～ 17.11 1ZZ-FE － － 34B19R
46B24R

2.0 ACA20W 15.8 ～ 17.11 1AZ-FSE ◎ － 46B24R

2.0 ACA20W 14.1 ～ 15.8 1AZ-FSE － － 34B19R
46B24R

2.0 ACA21W 15.8 ～ 17.11 1AZ-FSE ◎ － 46B24R

2.0 ACA21W 14.1 ～ 15.8 1AZ-FSE － － 34B19R
46B24R

 SAI（K� 系－ H��.�0 ～）

2.4 AZK10 21.10 ～ 2AZ-FXE HV制御 S55D23R バッテリー取付位置：トランク右前 周辺監視BGM
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