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システム 項目名

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　ABS警告灯

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　ASRボタンLED

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　EBD警告灯

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　VDC/ASR/TC警告灯

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　VDC警告灯

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　サーキュレーションモーター

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　セーフティーリレー

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　トラクションソレノイドバルブ(パイロット)1

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　トラクションソレノイドバルブ(パイロット)2

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　トラクションソレノイドバルブ(プライマリー)1

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　トラクションソレノイドバルブ(プライマリー)2

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　ヒルホルダー警告灯

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　フロント右ドレーンバルブ

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　フロント右ロードセンシングバルブ

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　フロント左ドレーンバルブ

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　フロント左ロードセンシングバルブ

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　ポンプモーター

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　リア右ドレーンバルブ

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　リア右ロードセンシングバルブ

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　リア左ドレーンバルブ

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　リア左ロードセンシングバルブ

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　警告灯

　AT(オートマチックトランスミッション) 　Clutch solenoid valve (even gears)

　AT(オートマチックトランスミッション) 　Clutch solenoid valve (odd gears)

　AT(オートマチックトランスミッション) 　Engagement solenoid valve (1st/4th/5th/6th)

　AT(オートマチックトランスミッション) 　Engagement solenoid valve (3rd/2nd/Reverse)

　AT(オートマチックトランスミッション) 　Range selection solenoid valve

　AT(オートマチックトランスミッション) 　Start-up enable relay

　AT(オートマチックトランスミッション) 　ギアチェンジソレノイドA

　AT(オートマチックトランスミッション) 　ギアチェンジソレノイドB



　AT(オートマチックトランスミッション) 　クラッチソレノイドバルブ

　AT(オートマチックトランスミッション) 　スターターリレー

　AT(オートマチックトランスミッション) 　ソレノイド1

　AT(オートマチックトランスミッション) 　ソレノイド2

　AT(オートマチックトランスミッション) 　ソレノイド3

　AT(オートマチックトランスミッション) 　ソレノイドバルブ選択

　AT(オートマチックトランスミッション) 　ポンプモーター

　AT(オートマチックトランスミッション) 　レバーリリースソレノイド

　AT(オートマチックトランスミッション) 　ロックアップソレノイド

　AT(オートマチックトランスミッション) 　奇数ギアセレクターソレノイドバルブ

　AT(オートマチックトランスミッション) 　偶数ギアセレクターソレノイドバルブ

　AT(オートマチックトランスミッション) 　係合ギア開放ソレノイドバルブ

　AT(オートマチックトランスミッション) 　警告音

　AT(オートマチックトランスミッション) 　警告音(ブザー)

　AT(オートマチックトランスミッション) 　高速ギアセレクターソレノイドバルブ

　AT(オートマチックトランスミッション) 　低速ギアセレクターソレノイドバルブ

　AT(オートマチックトランスミッション) 　油圧コントロールソレノイド

　インストルメント 　ABS警告灯

　インストルメント 　AT警告灯

　インストルメント 　Display test even segments

　インストルメント 　Display test odd segments

　インストルメント 　EBD/ブレーキ警告灯

　インストルメント 　ESP警告灯

　インストルメント 　LCD照明

　インストルメント 　MIL警告灯

　インストルメント 　STOP/START警告灯

　インストルメント 　VDC/ASR/TC警告灯

　インストルメント 　VDC警告灯

　インストルメント 　イモビライザー警告灯

　インストルメント 　エンジン油温計

　インストルメント 　クルーズコントロールランプ

　インストルメント 　グロープラグコントロールランプ



　インストルメント 　シートベルト警告灯

　インストルメント 　ステアリング警告灯

　インストルメント 　スピードメーター

　インストルメント 　セルフテスト

　インストルメント 　ダッシュボードイルミネーション

　インストルメント 　ダッシュボードチェック

　インストルメント 　ダッシュボードボタンイルミネーション

　インストルメント 　ダッシュボード警告音(ブザー)

　インストルメント 　チェックランプ

　インストルメント 　ディスプレーテスト

　インストルメント 　ドア開閉警告灯

　インストルメント 　パーキングランプ

　インストルメント 　パーキングランプ/MIL警告灯

　インストルメント 　ハイビーム警告灯

　インストルメント 　ヒルホルダー警告灯

　インストルメント 　ブレーキパッド摩耗警告灯

　インストルメント 　ブレーキ警告灯

　インストルメント 　フロントフォグランプ

　インストルメント 　ヘッドライトアクチュエーター

　インストルメント 　リアガラスヒーター表示灯

　インストルメント 　リアフォグランプ

　インストルメント 　ロービーム警告灯

　インストルメント 　右側ターンシグナルランプ

　インストルメント 　回転数カウンター

　インストルメント 　警告音(ブザー)

　インストルメント 　警告灯

　インストルメント 　左側ターンシグナルランプ

　インストルメント 　充電警告灯

　インストルメント 　電動パワーステアリング警告灯

　インストルメント 　燃料計

　インストルメント 　燃料残量警告灯

　インストルメント 　燃料水抜き警告灯(対応車両のみ)



　インストルメント 　微粒子フィルターランプ

　インストルメント 　油圧警告灯

　インストルメント 　油温警告灯

　エアコン 　エアコンコンプレッサーリレー

　エアコン 　システムLED

　エアコン 　ディスプレー照度

　エアコン 　フロントガラスフラップアクチュエーター

　エアコン 　ボタンLED

　エアコン 　マトリックスディスプレーテスト

　エアコン 　リアディストリビューションアクチュエーター

　エアコン 　リアミキサーアクチュエーター

　エアコン 　リレー1(補助ヒーター)

　エアコン 　リレー2(補助ヒーター)

　エアコン 　右側ディストリビューションモーター

　エアコン 　右側ミキシングアクチュエーター

　エアコン 　空気再循環アクチュエーター

　エアコン 　左側ディストリビューションモーター

　エアコン 　左側ミキシングアクチュエーター

　エアコン 　足元/ベントフラップアクチュエーター

　エアコン 　電動ファンコントロール

　エアコン 　補助ヒーター

　エアバッグ 　シートベルト警告灯

　エアバッグ 　リアサイドエアバッグ表示灯

　エアバッグ 　警告灯

　エアバッグ 　助手席側フロントエアバッグ作動禁止表示灯

　エンジン 　3番ピストンOFF(装備車のみ)

　エンジン 　Blow-by heater relay control

　エンジン 　EGRエクスチェンジャーエクスクリュージョンバルブ

　エンジン 　EGRソレノイドバルブ

　エンジン 　Fan 1

　エンジン 　Flow modification throttle solenoid valve

　エンジン 　Idle actuator / Step motor



　エンジン 　Injector 5

　エンジン 　PDAバルブ

　エンジン 　UniAir actuation electrovalve Cyl. 1

　エンジン 　UniAir actuation electrovalve Cyl. 2

　エンジン 　UniAir actuation electrovalve Cyl. 3

　エンジン 　UniAir actuation electrovalve Cyl. 4

　エンジン 　VISリレー

　エンジン 　VVT(フェーズバリエーター)

　エンジン 　アイドルアクチュエーター

　エンジン 　インジェクター1

　エンジン 　インジェクター2

　エンジン 　インジェクター3

　エンジン 　インジェクター4

　エンジン 　インジェクター5(6気筒エンジン)

　エンジン 　インジェクター6(6気筒エンジン)

　エンジン 　ウェイストゲートソレノイドバルブ

　エンジン 　エアコンコンプレッサー

　エンジン 　エアコンコンプレッサーリレー

　エンジン 　エバポレーターコントロールバルブ

　エンジン 　クルーズコントロールランプ

　エンジン 　グロープラグコントロールランプ

　エンジン 　グロープラグリレー

　エンジン 　コイル1

　エンジン 　コイル2

　エンジン 　コイル3

　エンジン 　コイル4

　エンジン 　ターボバキュームバルブ

　エンジン 　バリアブルカムシャフトタイミングリレー

　エンジン 　ファン1速

　エンジン 　ファン2速

　エンジン 　ファン3速

　エンジン 　ブーストコントロールソレノイド



　エンジン 　フューエルポンプリレー

　エンジン 　プレートヒーターリレー(装備車のみ)

　エンジン 　ラムダ1ヒーター(触媒後)

　エンジン 　ラムダ1ヒーター(触媒前)

　エンジン 　ラムダ2ヒーター(触媒後)

　エンジン 　ラムダ2ヒーター(触媒前)

　エンジン 　回転数カウンター

　エンジン 　吸気スロットルソレノイドバルブ

　エンジン 　吸気スロットルソレノイドバルブ(シャッターバルブ)

　エンジン 　吸気スロットルソレノイドバルブ(修正流量)

　エンジン 　警告灯

　エンジン 　高圧燃料レギュレーター

　エンジン 　電子制御式スロットル

　エンジン 　燃圧レギュレーター

　エンジン 　燃料フィルターヒーターリレー

　エンジン 　燃料フィルター内水検出ランプ

　エンジン 　微粒子フィルターランプ

　エンジン 　油圧インジケーター

　エンジン 　油圧警告灯

　エンジン 　油温警告灯

　パワーステアリング 　アイドル回転数増大(1242 16Vのみ)

　パワーステアリング 　警告灯

　ブート 　デッドロックOFF

　ブート 　デッドロックON

　ブート 　リアキーランプ

　ブート 　リアドアアンロック

　ブート 　リアドアロック

　ブート 　リア右ウィンドウ

　ブート 　リア右ウィンドウDOWN

　ブート 　リア右ウィンドウUP

　ブート 　リア左ウィンドウ

　ブート 　リア左ウィンドウDOWN



　ブート 　リア左ウィンドウUP

　ヘッドランプ(左) 　Headlight actuators (HIGH)

　ヘッドランプ(左) 　Headlight actuators (LOW)

　ヘッドランプ(左) 　Headlight actuators (MIDDLE)

　ボディー 　ABS警告灯(CAN)

　ボディー 　High speed wiper command

　ボディー 　Low speed wiper command

　ボディー 　Night lights

　ボディー 　Rear window washer pump relay

　ボディー 　Reversing lights

　ボディー 　STOP/STARTリレー

　ボディー 　STOP/START警告灯

　ボディー 　Windscreen wash pump relay

　ボディー 　アラーム作動

　ボディー 　イモビライザー警告灯(CAN)

　ボディー 　インテリアランプ

　ボディー 　エマージェンシーランプLED

　ボディー 　コンパートメント/トランクランプ

　ボディー 　サイドランプ(右)

　ボディー 　サイドランプ(左)

　ボディー 　スピードメーター(CAN)

　ボディー 　センターブレーキランプ

　ボディー 　ダッシュボードランプ(エアコン、アッシュ)

　ボディー 　ダッシュボード警告音

　ボディー 　チルトセンサーチェック

　ボディー 　デイタイムランニングランプ

　ボディー 　テールランプ

　ボディー 　ドアアンロック

　ボディー 　ドアロック

　ボディー 　トランク開

　ボディー 　ハイビーム

　ボディー 　ハザードランプ



　ボディー 　ハザードランプLED

　ボディー 　パドルランプ

　ボディー 　パノラミックサンルーフ

　ボディー 　パワーウィンドウOFF

　ボディー 　ヒーター付きリアガラス

　ボディー 　フォグランプ

　ボディー 　プリビレッジロードリレーOFF

　ボディー 　ブレーキランプ

　ボディー 　ブレーキランプ(右)

　ボディー 　ブレーキランプ(左)

　ボディー 　ブレーキ警告灯

　ボディー 　ブレーキ警告灯(CAN)

　ボディー 　フロントインテリアランプ

　ボディー 　フロントサイドランプ

　ボディー 　フロントワイパー(高速)

　ボディー 　フロントワイパー(低速)

　ボディー 　フロント右ウィンドウ

　ボディー 　フロント左ウィンドウ

　ボディー 　ヘッドライトウォッシャー

　ボディー 　ヘッドライトウォッシャー表示灯

　ボディー 　マップランプ(右)

　ボディー 　マップランプ(左)

　ボディー 　ライセンスプレートランプ

　ボディー 　ライセンスプレートランプ(右)

　ボディー 　ライセンスプレートランプ(左)

　ボディー 　リアインテリアランプ

　ボディー 　リアガラスヒーターLED

　ボディー 　リアガラスヒーターコントロール

　ボディー 　リアシーリングライト

　ボディー 　リアフォグランプ

　ボディー 　リアフォグランプ(右)

　ボディー 　リアフォグランプ(左)



　ボディー 　リアワイパー

　ボディー 　ロービーム

　ボディー 　右側ターンシグナルランプ

　ボディー 　警告灯(CAN)

　ボディー 　左側ターンシグナルランプ

　ボディー 　充電警告灯(CAN)

　ボディー 　盗難防止ランプ

　ボディー 　燃料レベル(CAN)

　ボディー 　半ドア警告灯

　ボディー 　補助リレー

　運転席ドア 　Driver side window

　運転席ドア 　Passenger side window

　運転席ドア 　ウィンドウDOWN

　運転席ドア 　ウィンドウUP

　運転席ドア 　デッドロックOFF

　運転席ドア 　デッドロックON

　運転席ドア 　ドアアンロック

　運転席ドア 　ドアロック

　運転席ドア 　トランクアンロック

　運転席ドア 　パドルランプ

　運転席ドア 　フューエルフラップ

　運転席ドア 　ミラー(格納)

　運転席ドア 　ミラー(復帰)

　運転席ドア 　ミラーデフロスター

　運転席ドア 　リアウィンドウロックボタンライト

　運転席ドア 　リアシーリングライト

　運転席ドア 　リア右ウィンドウ

　運転席ドア 　リア左ウィンドウ

　運転席ドア 　右側ミラー

　運転席ドア 　運転席側キーランプ

　運転席ドア 　運転席側ドアLED

　運転席ドア 　運転席側ミラー(右)



　運転席ドア 　運転席側ミラー(下)

　運転席ドア 　運転席側ミラー(左)

　運転席ドア 　運転席側ミラー(上)

　運転席ドア 　左側ミラー

　助手席ドア 　ウィンドウDOWN

　助手席ドア 　ウィンドウUP

　助手席ドア 　デッドロックOFF

　助手席ドア 　デッドロックON

　助手席ドア 　ドアアンロック

　助手席ドア 　ドアロック

　助手席ドア 　パドルランプ

　助手席ドア 　ミラー(格納)

　助手席ドア 　ミラー(復帰)

　助手席ドア 　ミラーデフロスター

　助手席ドア 　リアシーリングライト

　助手席ドア 　助手席側キーランプ

　助手席ドア 　助手席側ミラー(右)

　助手席ドア 　助手席側ミラー(下)

　助手席ドア 　助手席側ミラー(左)

　助手席ドア 　助手席側ミラー(上)


