
●ボルボ　アクティブテスト(Ver 2019.02)

システム名 項目名

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　AYC boost valve

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　AYC booster valve

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　AYC valve 1

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　AYC valve 2

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　Front Inlet valve left

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　Front Inlet valve right

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　Front Outlet valve left

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　Front Outlet valve right

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　Inlet valve front left

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　Inlet valve front right

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　Inlet valve rear left

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　Inlet valve rear right

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　Outlet valve front left

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　Outlet valve front right

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　Outlet valve rear left

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　Outlet valve rear right

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　Pump engine

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　Pump motor

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　Rear Inlet valve left

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　Rear Inlet valve right

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　Rear Outlet valve left

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　Rear Outlet valve right

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　TRACS valve 1

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　TRACS valve 2

　ASDM(アクティブセーフティードメインマスター) 　S1 control

　ASDM(アクティブセーフティードメインマスター) 　S2 control

　ASDM(アクティブセーフティードメインマスター) 　SLB1 control

　ASDM(アクティブセーフティードメインマスター) 　SLC1 control

　ASDM(アクティブセーフティードメインマスター) 　SLC2 control

　ASDM(アクティブセーフティードメインマスター) 　SLC3 control

　ASDM(アクティブセーフティードメインマスター) 　SLT control

　ASDM(アクティブセーフティードメインマスター) 　SLU control

　AUD(オーディオモジュール) 　S1 control

　AUD(オーディオモジュール) 　S2 control

　AUD(オーディオモジュール) 　SLB1 control

　AUD(オーディオモジュール) 　SLC1 control

　AUD(オーディオモジュール) 　SLC2 control

　AUD(オーディオモジュール) 　SLC3 control

　AUD(オーディオモジュール) 　SLT control

　AUD(オーディオモジュール) 　SLU control

　BBS(バッテリーバックアップサウンダー) 　S1 control

　BBS(バッテリーバックアップサウンダー) 　S2 control

　BBS(バッテリーバックアップサウンダー) 　SLB1 control

　BBS(バッテリーバックアップサウンダー) 　SLC1 control

　BBS(バッテリーバックアップサウンダー) 　SLC2 control

　BBS(バッテリーバックアップサウンダー) 　SLC3 control

　BBS(バッテリーバックアップサウンダー) 　SLT control

　BBS(バッテリーバックアップサウンダー) 　SLU control

　BCM(ブレーキコントロールモジュール) 　Active booster

　BCM(ブレーキコントロールモジュール) 　AYC booster valve

　BCM(ブレーキコントロールモジュール) 　AYC valve 1

　BCM(ブレーキコントロールモジュール) 　AYC valve 2



　BCM(ブレーキコントロールモジュール) 　Inlet valve front left

　BCM(ブレーキコントロールモジュール) 　Inlet valve front right

　BCM(ブレーキコントロールモジュール) 　Inlet valve rear left

　BCM(ブレーキコントロールモジュール) 　Inlet valve rear right

　BCM(ブレーキコントロールモジュール) 　Isolation valve 1, master cylinder

　BCM(ブレーキコントロールモジュール) 　Isolation valve 2, master cylinder

　BCM(ブレーキコントロールモジュール) 　Low pressure feed valve 1

　BCM(ブレーキコントロールモジュール) 　Low pressure feed valve 2

　BCM(ブレーキコントロールモジュール) 　Outlet valve front left

　BCM(ブレーキコントロールモジュール) 　Outlet valve front right

　BCM(ブレーキコントロールモジュール) 　Outlet valve rear left

　BCM(ブレーキコントロールモジュール) 　Outlet valve rear right

　BCM(ブレーキコントロールモジュール) 　Pump

　BCM(ブレーキコントロールモジュール) 　Pump engine

　BCM(ブレーキコントロールモジュール) 　Pump motor

　BCM(ブレーキコントロールモジュール) 　S1 control

　BCM(ブレーキコントロールモジュール) 　S2 control

　BCM(ブレーキコントロールモジュール) 　SLB1 control

　BCM(ブレーキコントロールモジュール) 　SLC1 control

　BCM(ブレーキコントロールモジュール) 　SLC2 control

　BCM(ブレーキコントロールモジュール) 　SLC3 control

　BCM(ブレーキコントロールモジュール) 　SLT control

　BCM(ブレーキコントロールモジュール) 　SLU control

　BCM(ブレーキコントロールモジュール) 　TRACS valve 1

　BCM(ブレーキコントロールモジュール) 　TRACS valve 2

　BMS(バッテリーモニタリングシステム) 　S1 control

　BMS(バッテリーモニタリングシステム) 　S2 control

　BMS(バッテリーモニタリングシステム) 　SLB1 control

　BMS(バッテリーモニタリングシステム) 　SLC1 control

　BMS(バッテリーモニタリングシステム) 　SLC2 control

　BMS(バッテリーモニタリングシステム) 　SLC3 control

　BMS(バッテリーモニタリングシステム) 　SLT control

　BMS(バッテリーモニタリングシステム) 　SLU control

　CCD(センターコンソールディスプレー) 　S1 control

　CCD(センターコンソールディスプレー) 　S2 control

　CCD(センターコンソールディスプレー) 　SLB1 control

　CCD(センターコンソールディスプレー) 　SLC1 control

　CCD(センターコンソールディスプレー) 　SLC2 control

　CCD(センターコンソールディスプレー) 　SLC3 control

　CCD(センターコンソールディスプレー) 　SLT control

　CCD(センターコンソールディスプレー) 　SLU control

　CCM(エアコン) 　# button

　CCM(エアコン) 　<< button

　CCM(エアコン) 　>> button

　CCM(エアコン) 　0 button

　CCM(エアコン) 　1 button

　CCM(エアコン) 　2 button

　CCM(エアコン) 　3 button

　CCM(エアコン) 　4 button

　CCM(エアコン) 　5 button

　CCM(エアコン) 　6 button

　CCM(エアコン) 　7 button

　CCM(エアコン) 　8 button

　CCM(エアコン) 　9 button



　CCM(エアコン) 　AC button

　CCM(エアコン) 　Air distribution defroster button

　CCM(エアコン) 　Air distribution floor button

　CCM(エアコン) 　Air distrubution ventilation button

　CCM(エアコン) 　AUTO button

　CCM(エアコン) 　CAM button

　CCM(エアコン) 　Eject button

　CCM(エアコン) 　EXIT button

　CCM(エアコン) 　Foldable head restraint

　CCM(エアコン) 　Front left seat heater button

　CCM(エアコン) 　Front right seat heater button

　CCM(エアコン) 　Gauge and lamp quick test

　CCM(エアコン) 　Hill descent control

　CCM(エアコン) 　Maxdefroster button

　CCM(エアコン) 　MEDIA button

　CCM(エアコン) 　MENU button

　CCM(エアコン) 　MY CAR button

　CCM(エアコン) 　NAV button

　CCM(エアコン) 　Parking assistance

　CCM(エアコン) 　PHONE button

　CCM(エアコン) 　Power button

　CCM(エアコン) 　RADIO button

　CCM(エアコン) 　Rear defrost button

　CCM(エアコン) 　Recirulation button

　CCM(エアコン) 　S1 control

　CCM(エアコン) 　S2 control

　CCM(エアコン) 　Seat Ventilation left button

　CCM(エアコン) 　seat ventilation right button

　CCM(エアコン) 　Semi automatic parallel parking

　CCM(エアコン) 　SLB1 control

　CCM(エアコン) 　SLC1 control

　CCM(エアコン) 　SLC2 control

　CCM(エアコン) 　SLC3 control

　CCM(エアコン) 　SLT control

　CCM(エアコン) 　SLU control

　CCM(エアコン) 　SOUND button

　CCM(エアコン) 　Status group 1

　CCM(エアコン) 　Status group 2

　CCM(エアコン) 　Status group 3

　CCM(エアコン) 　ストップまでボタン

　CEM(セントラルエレクトロニクス) 　Brake light, left

　CEM(セントラルエレクトロニクス) 　Brake light, right

　CEM(セントラルエレクトロニクス) 　Central lock motors, lock bootlid/tailgate (only V70, XC70, without POT)

　CEM(セントラルエレクトロニクス) 　Central lock motors, unlock bootlid/tailgate

　CEM(セントラルエレクトロニクス) 　Childlock/dublelock relay

　CEM(セントラルエレクトロニクス) 　Cornering light, left

　CEM(セントラルエレクトロニクス) 　Cornering light, right

　CEM(セントラルエレクトロニクス) 　Daytime running left

　CEM(セントラルエレクトロニクス) 　Daytime running lights

　CEM(セントラルエレクトロニクス) 　Daytime running right

　CEM(セントラルエレクトロニクス) 　Dimmed daytime running light

　CEM(セントラルエレクトロニクス) 　Extended X-relay

　CEM(セントラルエレクトロニクス) 　Fog lights front activated

　CEM(セントラルエレクトロニクス) 　Foglight, rear left



　CEM(セントラルエレクトロニクス) 　Foglight, rear right

　CEM(セントラルエレクトロニクス) 　Front fog light relay

　CEM(セントラルエレクトロニクス) 　Front wash motor relay

　CEM(セントラルエレクトロニクス) 　Front washer

　CEM(セントラルエレクトロニクス) 　Fuel flap, unlock

　CEM(セントラルエレクトロニクス) 　Fuel lid unlock

　CEM(セントラルエレクトロニクス) 　Headlight cleaning

　CEM(セントラルエレクトロニクス) 　Infotainment relay

　CEM(セントラルエレクトロニクス) 　Interior light

　CEM(セントラルエレクトロニクス) 　Left dipped activated

　CEM(セントラルエレクトロニクス) 　Left headlight dipped beam

　CEM(セントラルエレクトロニクス) 　Left turn indicator

　CEM(セントラルエレクトロニクス) 　License plate light

　CEM(セントラルエレクトロニクス) 　Main beam

　CEM(セントラルエレクトロニクス) 　Position light left

　CEM(セントラルエレクトロニクス) 　Position light right

　CEM(セントラルエレクトロニクス) 　Position light, front left

　CEM(セントラルエレクトロニクス) 　Position light, front right

　CEM(セントラルエレクトロニクス) 　Position light, rear left

　CEM(セントラルエレクトロニクス) 　Position light, rear right

　CEM(セントラルエレクトロニクス) 　Position lights/Side marking lights 1

　CEM(セントラルエレクトロニクス) 　Position lights/Side marking lights 2

　CEM(セントラルエレクトロニクス) 　Rear wash motor relay

　CEM(セントラルエレクトロニクス) 　Rear washer

　CEM(セントラルエレクトロニクス) 　Rear window wiper

　CEM(セントラルエレクトロニクス) 　Relay headlamp cleaning

　CEM(セントラルエレクトロニクス) 　Relay rear window washer (5 DRS)

　CEM(セントラルエレクトロニクス) 　Relay, high beam

　CEM(セントラルエレクトロニクス) 　Reversing light

　CEM(セントラルエレクトロニクス) 　Right dipped activated

　CEM(セントラルエレクトロニクス) 　Right headlight dipped beam

　CEM(セントラルエレクトロニクス) 　Right turn indicator

　CEM(セントラルエレクトロニクス) 　S1 control

　CEM(セントラルエレクトロニクス) 　S2 control

　CEM(セントラルエレクトロニクス) 　Secondary battery relay, 201044-

　CEM(セントラルエレクトロニクス) 　Secondary battery relay, -201044

　CEM(セントラルエレクトロニクス) 　SLB1 control

　CEM(セントラルエレクトロニクス) 　SLC1 control

　CEM(セントラルエレクトロニクス) 　SLC2 control

　CEM(セントラルエレクトロニクス) 　SLC3 control

　CEM(セントラルエレクトロニクス) 　SLT control

　CEM(セントラルエレクトロニクス) 　SLU control

　CEM(セントラルエレクトロニクス) 　Stoplight

　CEM(セントラルエレクトロニクス) 　Unlock tailgate/bootlid

　CEM(セントラルエレクトロニクス) 　Windshield wipers, fast

　CEM(セントラルエレクトロニクス) 　Windshield wipers, slow

　CEM(セントラルエレクトロニクス) 　Wiper

　DDM(運転席ドア) 　Central lock motor, lock driver door

　DDM(運転席ドア) 　Central lock motor, unlock driver door

　DDM(運転席ドア) 　Central lock motors, lock rear door drivers side

　DDM(運転席ドア) 　Central lock motors, unlock rear door driver side

　DDM(運転席ドア) 　Central lock switch, lock

　DDM(運転席ドア) 　Central lock switch, unlock

　DDM(運転席ドア) 　Child lock, actuator rear door (only electrical childlock)



　DDM(運転席ドア) 　Childsafety switch

　DDM(運転席ドア) 　Defroster, driver door

　DDM(運転席ドア) 　Double locked, actuator front door

　DDM(運転席ドア) 　Driver side window switch down

　DDM(運転席ドア) 　Driver side window switch up

　DDM(運転席ドア) 　Driver's side Lock front door

　DDM(運転席ドア) 　Driver's side Lock rear door

　DDM(運転席ドア) 　Driver's side Unlock front door

　DDM(運転席ドア) 　Driver's side Unlock rear door

　DDM(運転席ドア) 　Front door driver side status - Locked

　DDM(運転席ドア) 　Front door driver side status - Locked and double locked

　DDM(運転席ドア) 　Front door driver side status - Unlocked

　DDM(運転席ドア) 　Front door driver side status - Unlocked and double unlocked

　DDM(運転席ドア) 　Front left window down switch

　DDM(運転席ドア) 　Front left window up switch

　DDM(運転席ドア) 　Front right window down switch

　DDM(運転席ドア) 　Front right window up switch

　DDM(運転席ドア) 　Front window motor status - Down active

　DDM(運転席ドア) 　Front window motor status - Up active

　DDM(運転席ドア) 　Front window motor status_DOWN

　DDM(運転席ドア) 　Front window motor status_UP

　DDM(運転席ドア) 　Left window down switch

　DDM(運転席ドア) 　Left window up switch

　DDM(運転席ドア) 　M1 active

　DDM(運転席ドア) 　M2 active

　DDM(運転席ドア) 　M3 active

　DDM(運転席ドア) 　Mirror control motors - Down direction active

　DDM(運転席ドア) 　Mirror control motors - Folding active

　DDM(運転席ドア) 　Mirror control motors - Left direction active

　DDM(運転席ドア) 　Mirror control motors - Right direction active

　DDM(運転席ドア) 　Mirror control motors - Unfolding active

　DDM(運転席ドア) 　Mirror control motors - Up direction active

　DDM(運転席ドア) 　Mirror lamp

　DDM(運転席ドア) 　Mirrors down

　DDM(運転席ドア) 　Mirrors folding motor

　DDM(運転席ドア) 　Mirrors left

　DDM(運転席ドア) 　Mirrors right

　DDM(運転席ドア) 　Mirrors unfolding motor

　DDM(運転席ドア) 　Mirrors up

　DDM(運転席ドア) 　Passenger side window switch down

　DDM(運転席ドア) 　Passenger side window switch up

　DDM(運転席ドア) 　Rear door driver side , lock status - Locked

　DDM(運転席ドア) 　Rear door driver side , lock status - Locked and double locked

　DDM(運転席ドア) 　Rear door driver side , lock status - Unlocked

　DDM(運転席ドア) 　Rear door driver side , lock status - Unlocked and double unlocked

　DDM(運転席ドア) 　Rear driver side window switch down

　DDM(運転席ドア) 　Rear driver side window switch up

　DDM(運転席ドア) 　Rear left window down switch

　DDM(運転席ドア) 　Rear left window up switch

　DDM(運転席ドア) 　Rear passenger side window switch down

　DDM(運転席ドア) 　Rear passenger side window switch up

　DDM(運転席ドア) 　Rear right window down switch

　DDM(運転席ドア) 　Rear right window up switch

　DDM(運転席ドア) 　Rear window motor status - Down active



　DDM(運転席ドア) 　Rear window motor status - Up active

　DDM(運転席ドア) 　Rear window motor status_DOWN

　DDM(運転席ドア) 　Rear window motor status_UP

　DDM(運転席ドア) 　Relay, double locking rear door

　DDM(運転席ドア) 　Right window down switch

　DDM(運転席ドア) 　Right window up switch

　DDM(運転席ドア) 　S1 control

　DDM(運転席ドア) 　S2 control

　DDM(運転席ドア) 　Side step light, control_OFF

　DDM(運転席ドア) 　Side step light, control_ON

　DDM(運転席ドア) 　SLB1 control

　DDM(運転席ドア) 　SLC1 control

　DDM(運転席ドア) 　SLC2 control

　DDM(運転席ドア) 　SLC3 control

　DDM(運転席ドア) 　SLT control

　DDM(運転席ドア) 　SLU control

　DDM(運転席ドア) 　Window motor down

　DDM(運転席ドア) 　Window motor up

　DDM(運転席ドア) 　ウィンドウモーターアップ 作動

　DDM(運転席ドア) 　ウィンドウモーターダウン 作動

　DDM(運転席ドア) 　セントラルロックスイッチ ロック

　DDM(運転席ドア) 　セントラルロックスイッチ 解錠

　DDM(運転席ドア) 　チャイルドセーフティースイッチ 作動

　DDM(運転席ドア) 　デフロスター 作動

　DDM(運転席ドア) 　ドア警告灯 作動

　DDM(運転席ドア) 　フロント右ウィンドウアップスイッチ 作動

　DDM(運転席ドア) 　フロント右ウィンドウダウンスイッチ 作動

　DDM(運転席ドア) 　フロント左ウィンドウアップスイッチ 作動

　DDM(運転席ドア) 　フロント左ウィンドウダウンスイッチ 作動

　DDM(運転席ドア) 　ミラーアップ 作動

　DDM(運転席ドア) 　ミラーコントロールモーター右方向 作動

　DDM(運転席ドア) 　ミラーコントロールモーター下方向 作動

　DDM(運転席ドア) 　ミラーコントロールモーター左方向 作動

　DDM(運転席ドア) 　ミラーコントロールモーター上方向 作動

　DDM(運転席ドア) 　ミラーコントロールモーター折り畳み 作動

　DDM(運転席ドア) 　ミラーコントロールモーター展開 作動

　DDM(運転席ドア) 　ミラーセレクト 右作動

　DDM(運転席ドア) 　ミラーセレクト 左作動

　DDM(運転席ドア) 　ミラーダウン 作動

　DDM(運転席ドア) 　ミラーランプ 作動

　DDM(運転席ドア) 　ミラー右 作動

　DDM(運転席ドア) 　ミラー左 作動

　DDM(運転席ドア) 　リア右ウィンドウアップスイッチ 作動

　DDM(運転席ドア) 　リア右ウィンドウダウンスイッチ 作動

　DDM(運転席ドア) 　リア左ウィンドウアップスイッチ 作動

　DDM(運転席ドア) 　リア左ウィンドウダウンスイッチ 作動

　DDM(運転席ドア) 　ロックワイヤーM1 作動

　DDM(運転席ドア) 　ロックワイヤーM2 作動

　DDM(運転席ドア) 　ロックワイヤーM3 作動

　DDM(運転席ドア) 　運転席ドア側デフロスター 作動

　DEM(ディファレンシャルエレクトロニックモジュール) 　Activation of pump

　DEM(ディファレンシャルエレクトロニックモジュール) 　Central lock motors, lock bootlid/tailgate (only V70, XC70, without POT)

　DEM(ディファレンシャルエレクトロニックモジュール) 　Central lock motors, unlock bootlid/tailgate

　DEM(ディファレンシャルエレクトロニックモジュール) 　Childlock/dublelock relay



　DEM(ディファレンシャルエレクトロニックモジュール) 　Cornering light, left

　DEM(ディファレンシャルエレクトロニックモジュール) 　Cornering light, right

　DEM(ディファレンシャルエレクトロニックモジュール) 　Front wash motor relay

　DEM(ディファレンシャルエレクトロニックモジュール) 　Fuel flap, unlock

　DEM(ディファレンシャルエレクトロニックモジュール) 　Left headlight dipped beam

　DEM(ディファレンシャルエレクトロニックモジュール) 　Position light, front left

　DEM(ディファレンシャルエレクトロニックモジュール) 　Position light, front right

　DEM(ディファレンシャルエレクトロニックモジュール) 　Position light, rear left

　DEM(ディファレンシャルエレクトロニックモジュール) 　Position light, rear right

　DEM(ディファレンシャルエレクトロニックモジュール) 　Relay rear window washer (5 DRS)

　DEM(ディファレンシャルエレクトロニックモジュール) 　Right headlight dipped beam

　DEM(ディファレンシャルエレクトロニックモジュール) 　S1 control

　DEM(ディファレンシャルエレクトロニックモジュール) 　S2 control

　DEM(ディファレンシャルエレクトロニックモジュール) 　SLB1 control

　DEM(ディファレンシャルエレクトロニックモジュール) 　SLC1 control

　DEM(ディファレンシャルエレクトロニックモジュール) 　SLC2 control

　DEM(ディファレンシャルエレクトロニックモジュール) 　SLC3 control

　DEM(ディファレンシャルエレクトロニックモジュール) 　SLT control

　DEM(ディファレンシャルエレクトロニックモジュール) 　SLU control

　DEM(ディファレンシャルエレクトロニックモジュール) 　Stoplight

　DIM(ドライバーインフォメーション) 　ABS lamp

　DIM(ドライバーインフォメーション) 　ABS(アンチロックブレーキシステム)ランプ OFF

　DIM(ドライバーインフォメーション) 　ABS(アンチロックブレーキシステム)ランプ ON

　DIM(ドライバーインフォメーション) 　Brake lamp

　DIM(ドライバーインフォメーション) 　Charge lamp

　DIM(ドライバーインフォメーション) 　Diesel preheat lamp

　DIM(ドライバーインフォメーション) 　Diesel preheater lamp

　DIM(ドライバーインフォメーション) 　Fog light lamp

　DIM(ドライバーインフォメーション) 　Gauge and lamp quick test

　DIM(ドライバーインフォメーション) 　Park brake lamp

　DIM(ドライバーインフォメーション) 　S1 control

　DIM(ドライバーインフォメーション) 　S2 control

　DIM(ドライバーインフォメーション) 　SLB1 control

　DIM(ドライバーインフォメーション) 　SLC1 control

　DIM(ドライバーインフォメーション) 　SLC2 control

　DIM(ドライバーインフォメーション) 　SLC3 control

　DIM(ドライバーインフォメーション) 　SLT control

　DIM(ドライバーインフォメーション) 　SLU control

　DIM(ドライバーインフォメーション) 　Spinn warning lamp

　DIM(ドライバーインフォメーション) 　SRS lamp

　DIM(ドライバーインフォメーション) 　SRSランプ OFF

　DIM(ドライバーインフォメーション) 　SRSランプ ON

　DIM(ドライバーインフォメーション) 　Status group 1

　DIM(ドライバーインフォメーション) 　Status group 2

　DIM(ドライバーインフォメーション) 　Status group 3

　DIM(ドライバーインフォメーション) 　Trailer indication lamp

　DIM(ドライバーインフォメーション) 　インストルメント内の全てのディスプレイ、ランプをテスト

　DIM(ドライバーインフォメーション) 　ゴング音 OFF

　DIM(ドライバーインフォメーション) 　ゴング音 ON

　DIM(ドライバーインフォメーション) 　サービスリマインダーランプ OFF

　DIM(ドライバーインフォメーション) 　サービスリマインダーランプ ON

　DIM(ドライバーインフォメーション) 　ジェネラルアンバーランプ OFF

　DIM(ドライバーインフォメーション) 　ジェネラルアンバーランプ ON

　DIM(ドライバーインフォメーション) 　ジェネラルレッドランプ OFF



　DIM(ドライバーインフォメーション) 　ジェネラルレッドランプ ON

　DIM(ドライバーインフォメーション) 　ステータスグループ1 ON(継続的/可聴)

　DIM(ドライバーインフォメーション) 　ステータスグループ2 ON(継続的/可聴)

　DIM(ドライバーインフォメーション) 　ステータスグループ3 ON(継続的/可聴)

　DIM(ドライバーインフォメーション) 　スピン警告灯 OFF

　DIM(ドライバーインフォメーション) 　スピン警告灯 ON

　DIM(ドライバーインフォメーション) 　チャージランプ OFF

　DIM(ドライバーインフォメーション) 　チャージランプ ON

　DIM(ドライバーインフォメーション) 　ディーゼルプリヒーターランプ OFF

　DIM(ドライバーインフォメーション) 　ディーゼルプリヒーターランプ ON

　DIM(ドライバーインフォメーション) 　トレーラー表示灯 OFF

　DIM(ドライバーインフォメーション) 　トレーラー表示灯 ON

　DIM(ドライバーインフォメーション) 　パーキングブレーキランプ OFF

　DIM(ドライバーインフォメーション) 　パーキングブレーキランプ ON

　DIM(ドライバーインフォメーション) 　ハイビームランプ OFF

　DIM(ドライバーインフォメーション) 　ハイビームランプ ON

　DIM(ドライバーインフォメーション) 　フォグランプ OFF

　DIM(ドライバーインフォメーション) 　フォグランプ ON

　DIM(ドライバーインフォメーション) 　ブレーキランプ OFF

　DIM(ドライバーインフォメーション) 　ブレーキランプ ON

　DIM(ドライバーインフォメーション) 　燃料レベル警告 OFF

　DIM(ドライバーインフォメーション) 　燃料レベル警告 ON

　DIM(ドライバーインフォメーションモジュール) 　S1 control

　DIM(ドライバーインフォメーションモジュール) 　S2 control

　DIM(ドライバーインフォメーションモジュール) 　SLB1 control

　DIM(ドライバーインフォメーションモジュール) 　SLC1 control

　DIM(ドライバーインフォメーションモジュール) 　SLC2 control

　DIM(ドライバーインフォメーションモジュール) 　SLC3 control

　DIM(ドライバーインフォメーションモジュール) 　SLT control

　DIM(ドライバーインフォメーションモジュール) 　SLU control

　ECM(エンジンコントロール) 　A/C relay

　ECM(エンジンコントロール) 　Engine cooling fan - high

　ECM(エンジンコントロール) 　Engine cooling fan - low

　ECM(エンジンコントロール) 　Engine cooling fan - normal

　ECM(エンジンコントロール) 　Evaporator canister close valve

　ECM(エンジンコントロール) 　Evaporator purge 25%

　ECM(エンジンコントロール) 　Evaporator purge valve duty cycle

　ECM(エンジンコントロール) 　Fan PWM controlled 25%

　ECM(エンジンコントロール) 　Fan PWM controlled 61%

　ECM(エンジンコントロール) 　Fan PWM controlled 93%

　ECM(エンジンコントロール) 　Fuel pump relay

　ECM(エンジンコントロール) 　Injectors 1

　ECM(エンジンコントロール) 　Injectors 2

　ECM(エンジンコントロール) 　Injectors 3

　ECM(エンジンコントロール) 　Injectors 4

　ECM(エンジンコントロール) 　Injectors 5

　ECM(エンジンコントロール) 　Leak detection module valve

　ECM(エンジンコントロール) 　Malfunction indicator lamp

　ECM(エンジンコントロール) 　Throttle valve 100%

　ECM(エンジンコントロール) 　Throttle valve 50%

　ECM(エンジンコントロール) 　Throttle valve 75%

　ECM(エンジンコントロール) 　Turbo control valve

　ECM(エンジンコントロール)(B4164T2) 　Air bypass valve

　ECM(エンジンコントロール)(B4164T2) 　Engine coolant fan(FC) - 100%



　ECM(エンジンコントロール)(B4164T2) 　Engine coolant fan(FC) - 50%

　ECM(エンジンコントロール)(B4164T2) 　Evap purge valve - 0%

　ECM(エンジンコントロール)(B4164T2) 　Evap purge valve - 100%

　ECM(エンジンコントロール)(B4164T2) 　Fuel pump, duty cycle - 0%

　ECM(エンジンコントロール)(B4164T2) 　Fuel pump, duty cycle - 50%

　ECM(エンジンコントロール)(B4164T2) 　Turbo charger control valve - 0%

　ECM(エンジンコントロール)(B4164T2) 　Turbo charger control valve - 100%

　ECM(エンジンコントロール)(B4204S3) 　A/C relay

　ECM(エンジンコントロール)(B4204S3) 　Engine cooling fan 100%

　ECM(エンジンコントロール)(B4204S3) 　Engine cooling fan 33%

　ECM(エンジンコントロール)(B4204S3) 　Engine cooling fan 66%

　ECM(エンジンコントロール)(B4204S3) 　EVAP valve

　ECM(エンジンコントロール)(B4204S3) 　Injector, cylinder 1

　ECM(エンジンコントロール)(B4204S3) 　Injector, cylinder 2

　ECM(エンジンコントロール)(B4204S3) 　Injector, cylinder 3

　ECM(エンジンコントロール)(B4204S3) 　Injector, cylinder 4

　ECM(エンジンコントロール)(B4204S3) 　Injector, cylinder 5

　ECM(エンジンコントロール)(B4204S3) 　Leakage detection module, valve

　ECM(エンジンコントロール)(B4204S3) 　Throttle valve 0%

　ECM(エンジンコントロール)(B4204S3) 　Throttle valve 100%

　ECM(エンジンコントロール)(B4204S3) 　Throttle valve 25%

　ECM(エンジンコントロール)(B4204S3) 　Throttle valve 50%

　ECM(エンジンコントロール)(B4204S3) 　Throttle valve 75%

　ECM(エンジンコントロール)(B4204S3) 　Turbo charger control valve

　ECM(エンジンコントロール)(B4204T23) 　S1 control

　ECM(エンジンコントロール)(B4204T23) 　S2 control

　ECM(エンジンコントロール)(B4204T23) 　SLB1 control

　ECM(エンジンコントロール)(B4204T23) 　SLC1 control

　ECM(エンジンコントロール)(B4204T23) 　SLC2 control

　ECM(エンジンコントロール)(B4204T23) 　SLC3 control

　ECM(エンジンコントロール)(B4204T23) 　SLT control

　ECM(エンジンコントロール)(B4204T23) 　SLU control

　ECM(エンジンコントロール)(B5204T8) 　A/C relay

　ECM(エンジンコントロール)(B5204T8) 　Engine cooling fan 100%

　ECM(エンジンコントロール)(B5204T8) 　Engine cooling fan 33%

　ECM(エンジンコントロール)(B5204T8) 　Engine cooling fan 66%

　ECM(エンジンコントロール)(B5204T8) 　EVAP valve

　ECM(エンジンコントロール)(B5204T8) 　Injector, cylinder 1

　ECM(エンジンコントロール)(B5204T8) 　Injector, cylinder 2

　ECM(エンジンコントロール)(B5204T8) 　Injector, cylinder 3

　ECM(エンジンコントロール)(B5204T8) 　Injector, cylinder 4

　ECM(エンジンコントロール)(B5204T8) 　Injector, cylinder 5

　ECM(エンジンコントロール)(B5204T8) 　Leakage detection module, valve

　ECM(エンジンコントロール)(B5204T8) 　Throttle valve 0%

　ECM(エンジンコントロール)(B5204T8) 　Throttle valve 100%

　ECM(エンジンコントロール)(B5204T8) 　Throttle valve 25%

　ECM(エンジンコントロール)(B5204T8) 　Throttle valve 50%

　ECM(エンジンコントロール)(B5204T8) 　Throttle valve 75%

　ECM(エンジンコントロール)(B5204T8) 　Turbo charger control valve

　ECM(エンジンコントロール)(B5254T12) 　A/C relay

　ECM(エンジンコントロール)(B5254T12) 　Engine cooling fan 100%

　ECM(エンジンコントロール)(B5254T12) 　Engine cooling fan 33%

　ECM(エンジンコントロール)(B5254T12) 　Engine cooling fan 66%

　ECM(エンジンコントロール)(B5254T12) 　EVAP valve



　ECM(エンジンコントロール)(B5254T12) 　Injector, cylinder 1

　ECM(エンジンコントロール)(B5254T12) 　Injector, cylinder 2

　ECM(エンジンコントロール)(B5254T12) 　Injector, cylinder 3

　ECM(エンジンコントロール)(B5254T12) 　Injector, cylinder 4

　ECM(エンジンコントロール)(B5254T12) 　Injector, cylinder 5

　ECM(エンジンコントロール)(B5254T12) 　Leakage detection module, valve

　ECM(エンジンコントロール)(B5254T12) 　Throttle valve 0%

　ECM(エンジンコントロール)(B5254T12) 　Throttle valve 100%

　ECM(エンジンコントロール)(B5254T12) 　Throttle valve 25%

　ECM(エンジンコントロール)(B5254T12) 　Throttle valve 50%

　ECM(エンジンコントロール)(B5254T12) 　Throttle valve 75%

　ECM(エンジンコントロール)(B5254T12) 　Turbo charger control valve

　ECM(エンジンコントロール)(B5254T2) 　A/C relay

　ECM(エンジンコントロール)(B5254T2) 　Evaporator purge valve duty cycle

　ECM(エンジンコントロール)(B5254T2) 　Fan PWM controlled 25%

　ECM(エンジンコントロール)(B5254T2) 　Fan PWM controlled 61%

　ECM(エンジンコントロール)(B5254T2) 　Fan PWM controlled 93%

　ECM(エンジンコントロール)(B5254T2) 　Leak detection module valve

　ECM(エンジンコントロール)(B5254T2) 　Malfunction indicator lamp

　ECM(エンジンコントロール)(B5254T2) 　Throttle valve 100%

　ECM(エンジンコントロール)(B5254T2) 　Throttle valve 50%

　ECM(エンジンコントロール)(B5254T2) 　Throttle valve 75%

　ECM(エンジンコントロール)(B5254T2) 　Turbo control valve

　ECM(エンジンコントロール)(B5254T5) 　A/C relay

　ECM(エンジンコントロール)(B5254T5) 　Engine cooling fan, pwm controlled 20%

　ECM(エンジンコントロール)(B5254T5) 　Engine cooling fan, pwm controlled 40%

　ECM(エンジンコントロール)(B5254T5) 　Engine cooling fan, pwm controlled 60%

　ECM(エンジンコントロール)(B5254T5) 　Engine cooling fan, pwm controlled 80%

　ECM(エンジンコントロール)(B5254T5) 　Evap purge valve 40%

　ECM(エンジンコントロール)(B5254T5) 　Throttle valve 20%

　ECM(エンジンコントロール)(B5254T5) 　Throttle valve 40%

　ECM(エンジンコントロール)(B5254T5) 　Throttle valve 60%

　ECM(エンジンコントロール)(B5254T5) 　Throttle valve 80%

　ECM(エンジンコントロール)(B5254T5) 　Turbo control valve

　ECM(エンジンコントロール)(B6304T4) 　A/C relay

　ECM(エンジンコントロール)(B6304T4) 　Actuator variable intake, lower

　ECM(エンジンコントロール)(B6304T4) 　Actuator variable intake, upper

　ECM(エンジンコントロール)(B6304T4) 　Engine coolant fan, 33%

　ECM(エンジンコントロール)(B6304T4) 　Engine coolant fan, 66%

　ECM(エンジンコントロール)(B6304T4) 　Engine cooling fan 100%

　ECM(エンジンコントロール)(B6304T4) 　Engine cooling fan 33%

　ECM(エンジンコントロール)(B6304T4) 　Engine cooling fan 66%

　ECM(エンジンコントロール)(B6304T4) 　EVAP purge valve

　ECM(エンジンコントロール)(B6304T4) 　EVAP purge valve, alt 2 0%

　ECM(エンジンコントロール)(B6304T4) 　EVAP purge valve, alt 2 100%

　ECM(エンジンコントロール)(B6304T4) 　EVAP purge valve, alt 2 50%

　ECM(エンジンコントロール)(B6304T4) 　Injector, cylinder 1

　ECM(エンジンコントロール)(B6304T4) 　Injector, cylinder 2

　ECM(エンジンコントロール)(B6304T4) 　Injector, cylinder 3

　ECM(エンジンコントロール)(B6304T4) 　Injector, cylinder 4

　ECM(エンジンコントロール)(B6304T4) 　Injector, cylinder 5

　ECM(エンジンコントロール)(B6304T4) 　Injector, cylinder 6

　ECM(エンジンコントロール)(B6304T4) 　Leakage detection module, valve

　ECM(エンジンコントロール)(B6304T4) 　Throttle valve 0%



　ECM(エンジンコントロール)(B6304T4) 　Throttle valve 100%

　ECM(エンジンコントロール)(B6304T4) 　Throttle valve 25%

　ECM(エンジンコントロール)(B6304T4) 　Throttle valve 50%

　ECM(エンジンコントロール)(B6304T4) 　Throttle valve 75%

　ECM(エンジンコントロール)(B6324S4) 　A/C relay

　ECM(エンジンコントロール)(B6324S4) 　Actuator variable intake, lower

　ECM(エンジンコントロール)(B6324S4) 　Actuator variable intake, upper

　ECM(エンジンコントロール)(B6324S4) 　Engine coolant fan, 33%

　ECM(エンジンコントロール)(B6324S4) 　Engine coolant fan, 66%

　ECM(エンジンコントロール)(B6324S4) 　Engine cooling fan 100%

　ECM(エンジンコントロール)(B6324S4) 　Engine cooling fan 33%

　ECM(エンジンコントロール)(B6324S4) 　Engine cooling fan 66%

　ECM(エンジンコントロール)(B6324S4) 　EVAP purge valve

　ECM(エンジンコントロール)(B6324S4) 　EVAP purge valve, alt 2 0%

　ECM(エンジンコントロール)(B6324S4) 　EVAP purge valve, alt 2 100%

　ECM(エンジンコントロール)(B6324S4) 　EVAP purge valve, alt 2 50%

　ECM(エンジンコントロール)(B6324S4) 　Injector, cylinder 1

　ECM(エンジンコントロール)(B6324S4) 　Injector, cylinder 2

　ECM(エンジンコントロール)(B6324S4) 　Injector, cylinder 3

　ECM(エンジンコントロール)(B6324S4) 　Injector, cylinder 4

　ECM(エンジンコントロール)(B6324S4) 　Injector, cylinder 5

　ECM(エンジンコントロール)(B6324S4) 　Injector, cylinder 6

　ECM(エンジンコントロール)(B6324S4) 　Leakage detection module, valve

　ECM(エンジンコントロール)(B6324S4) 　Throttle valve 0%

　ECM(エンジンコントロール)(B6324S4) 　Throttle valve 100%

　ECM(エンジンコントロール)(B6324S4) 　Throttle valve 25%

　ECM(エンジンコントロール)(B6324S4) 　Throttle valve 50%

　ECM(エンジンコントロール)(B6324S4) 　Throttle valve 75%

　ECM(エンジンコントロール)(B8444S) 　A/C relay

　ECM(エンジンコントロール)(B8444S) 　Actuator variable intake, lower

　ECM(エンジンコントロール)(B8444S) 　Actuator variable intake, upper

　ECM(エンジンコントロール)(B8444S) 　Engine coolant fan, 33%

　ECM(エンジンコントロール)(B8444S) 　Engine coolant fan, 66%

　ECM(エンジンコントロール)(B8444S) 　Engine cooling fan 100%

　ECM(エンジンコントロール)(B8444S) 　Engine cooling fan 33%

　ECM(エンジンコントロール)(B8444S) 　Engine cooling fan 66%

　ECM(エンジンコントロール)(B8444S) 　EVAP purge valve

　ECM(エンジンコントロール)(B8444S) 　EVAP purge valve, alt 2 0%

　ECM(エンジンコントロール)(B8444S) 　EVAP purge valve, alt 2 100%

　ECM(エンジンコントロール)(B8444S) 　EVAP purge valve, alt 2 50%

　ECM(エンジンコントロール)(B8444S) 　Injector, cylinder 1

　ECM(エンジンコントロール)(B8444S) 　Injector, cylinder 2

　ECM(エンジンコントロール)(B8444S) 　Injector, cylinder 3

　ECM(エンジンコントロール)(B8444S) 　Injector, cylinder 4

　ECM(エンジンコントロール)(B8444S) 　Injector, cylinder 5

　ECM(エンジンコントロール)(B8444S) 　Injector, cylinder 6

　ECM(エンジンコントロール)(B8444S) 　Injector, cylinder 7

　ECM(エンジンコントロール)(B8444S) 　Injector, cylinder 8

　ECM(エンジンコントロール)(B8444S) 　Leakage detection module, valve

　ECM(エンジンコントロール)(B8444S) 　Throttle valve 0%

　ECM(エンジンコントロール)(B8444S) 　Throttle valve 100%

　ECM(エンジンコントロール)(B8444S) 　Throttle valve 25%

　ECM(エンジンコントロール)(B8444S) 　Throttle valve 50%

　ECM(エンジンコントロール)(B8444S) 　Throttle valve 75%



　ECM(エンジンコントロール)(D4162T) 　A/C relay status - Disabled

　ECM(エンジンコントロール)(D4162T) 　A/C relay status - Enabled

　ECM(エンジンコントロール)(D4162T) 　Engine cooling fan 10%

　ECM(エンジンコントロール)(D4162T) 　Engine cooling fan 100%

　ECM(エンジンコントロール)(D4162T) 　Engine cooling fan 50%

　ECM(エンジンコントロール)(D4162T) 　MIL(Malfunction indicator  light) - Enabled

　ECM(エンジンコントロール)(D4162T) 　MIL(Malfunction indicator  light) - Not active

　ECM(エンジンコントロール)(D4162T) 　Throttle valve - 0%

　ECM(エンジンコントロール)(D4162T) 　Throttle valve - 100%

　ECM(エンジンコントロール)(D4162T) 　Throttle valve - 25%

　ECM(エンジンコントロール)(D4162T) 　Throttle valve - 50%

　ECM(エンジンコントロール)(D4162T) 　Throttle valve - 75%

　ECM(エンジンコントロール)(D4162T) 　Turbo control valve wastegate - 0%

　ECM(エンジンコントロール)(D4162T) 　Turbo control valve wastegate - 100%

　ECM(エンジンコントロール)(D4204T) 　A/C relay status - Disabled

　ECM(エンジンコントロール)(D4204T) 　A/C relay status - Enabled

　ECM(エンジンコントロール)(D4204T) 　Engine cooling fan 10%

　ECM(エンジンコントロール)(D4204T) 　Engine cooling fan 100%

　ECM(エンジンコントロール)(D4204T) 　Engine cooling fan 50%

　ECM(エンジンコントロール)(D4204T) 　MIL(Malfunction indicator  light) - Enabled

　ECM(エンジンコントロール)(D4204T) 　MIL(Malfunction indicator  light) - Not active

　ECM(エンジンコントロール)(D4204T) 　Throttle valve - 0%

　ECM(エンジンコントロール)(D4204T) 　Throttle valve - 100%

　ECM(エンジンコントロール)(D4204T) 　Throttle valve - 25%

　ECM(エンジンコントロール)(D4204T) 　Throttle valve - 50%

　ECM(エンジンコントロール)(D4204T) 　Throttle valve - 75%

　ECM(エンジンコントロール)(D4204T) 　Turbo control valve wastegate - 0%

　ECM(エンジンコントロール)(D4204T) 　Turbo control valve wastegate - 100%

　ECM(エンジンコントロール)(D4204T23) 　S1 control

　ECM(エンジンコントロール)(D4204T23) 　S2 control

　ECM(エンジンコントロール)(D4204T23) 　SLB1 control

　ECM(エンジンコントロール)(D4204T23) 　SLC1 control

　ECM(エンジンコントロール)(D4204T23) 　SLC2 control

　ECM(エンジンコントロール)(D4204T23) 　SLC3 control

　ECM(エンジンコントロール)(D4204T23) 　SLT control

　ECM(エンジンコントロール)(D4204T23) 　SLU control

　ECM(エンジンコントロール)(D4204T5) 　A/C relay status - Disabled

　ECM(エンジンコントロール)(D4204T5) 　A/C relay status - Enabled

　ECM(エンジンコントロール)(D4204T5) 　Engine cooling fan 10%

　ECM(エンジンコントロール)(D4204T5) 　Engine cooling fan 100%

　ECM(エンジンコントロール)(D4204T5) 　Engine cooling fan 50%

　ECM(エンジンコントロール)(D4204T5) 　MIL(Malfunction indicator  light) - Enabled

　ECM(エンジンコントロール)(D4204T5) 　MIL(Malfunction indicator  light) - Not active

　ECM(エンジンコントロール)(D4204T5) 　Throttle valve - 0%

　ECM(エンジンコントロール)(D4204T5) 　Throttle valve - 100%

　ECM(エンジンコントロール)(D4204T5) 　Throttle valve - 25%

　ECM(エンジンコントロール)(D4204T5) 　Throttle valve - 50%

　ECM(エンジンコントロール)(D4204T5) 　Throttle valve - 75%

　ECM(エンジンコントロール)(D4204T5) 　Turbo control valve wastegate - 0%

　ECM(エンジンコントロール)(D4204T5) 　Turbo control valve wastegate - 100%

　ECM(エンジンコントロール)(D5204T5) 　A/C relay - Activate

　ECM(エンジンコントロール)(D5204T5) 　A/C relay - Deactivate

　ECM(エンジンコントロール)(D5204T5) 　EGR cooler vypass actuator - Activate

　ECM(エンジンコントロール)(D5204T5) 　EGR cooler vypass actuator - Deactivate



　ECM(エンジンコントロール)(D5204T5) 　EGR valve, commanded position - Activate

　ECM(エンジンコントロール)(D5204T5) 　EGR valve, commanded position - Deactivate

　ECM(エンジンコントロール)(D5204T5) 　Engine cooling fan - 10%

　ECM(エンジンコントロール)(D5204T5) 　Engine cooling fan - 50%

　ECM(エンジンコントロール)(D5204T5) 　Engine cooling fan - 95%

　ECM(エンジンコントロール)(D5204T5) 　Fuel pressure control valve - Activate

　ECM(エンジンコントロール)(D5204T5) 　Fuel pressure control valve - Deactivate

　ECM(エンジンコントロール)(D5204T5) 　Fuel volume control valve - Activate

　ECM(エンジンコントロール)(D5204T5) 　Fuel volume control valve - Deactivate

　ECM(エンジンコントロール)(D5204T5) 　Throttle position - Activate

　ECM(エンジンコントロール)(D5204T5) 　Throttle position - Deactivate

　ECM(エンジンコントロール)(D5204T5) 　Turbo control valve, bypass or VNT - Activate

　ECM(エンジンコントロール)(D5204T5) 　Turbo control valve, bypass or VNT - Deactivate

　ECM(エンジンコントロール)(D5204T6) 　A/C relay

　ECM(エンジンコントロール)(D5204T6) 　EGR cooler bypass actuator

　ECM(エンジンコントロール)(D5204T6) 　EGR valve, commanded position

　ECM(エンジンコントロール)(D5204T6) 　Engine cooling fan - 10%

　ECM(エンジンコントロール)(D5204T6) 　Engine cooling fan - 50%

　ECM(エンジンコントロール)(D5204T6) 　Engine cooling fan - 95%

　ECM(エンジンコントロール)(D5204T6) 　Fuel filter heater

　ECM(エンジンコントロール)(D5204T6) 　Fuel pressure control valve

　ECM(エンジンコントロール)(D5204T6) 　Fuel volume control valve

　ECM(エンジンコントロール)(D5204T6) 　Throttle position

　ECM(エンジンコントロール)(D5204T6) 　Turbo control valve wastegate

　ECM(エンジンコントロール)(D5204T6) 　Turbo control valve, bypass or VNT

　ECM(エンジンコントロール)(D5244T10) 　A/C relay

　ECM(エンジンコントロール)(D5244T10) 　EGR cooler bypass actuator

　ECM(エンジンコントロール)(D5244T10) 　EGR valve, commanded position

　ECM(エンジンコントロール)(D5244T10) 　Engine cooling fan - 10%

　ECM(エンジンコントロール)(D5244T10) 　Engine cooling fan - 50%

　ECM(エンジンコントロール)(D5244T10) 　Engine cooling fan - 95%

　ECM(エンジンコントロール)(D5244T10) 　Fuel filter heater

　ECM(エンジンコントロール)(D5244T10) 　Fuel pressure control valve

　ECM(エンジンコントロール)(D5244T10) 　Fuel volume control valve

　ECM(エンジンコントロール)(D5244T10) 　Throttle position

　ECM(エンジンコントロール)(D5244T10) 　Turbo control valve wastegate

　ECM(エンジンコントロール)(D5244T10) 　Turbo control valve, bypass or VNT

　ECM(エンジンコントロール)(D5244T12) 　A/C relay

　ECM(エンジンコントロール)(D5244T12) 　EGR cooler bypass actuator

　ECM(エンジンコントロール)(D5244T12) 　EGR valve, commanded position

　ECM(エンジンコントロール)(D5244T12) 　Engine cooling fan - 10%

　ECM(エンジンコントロール)(D5244T12) 　Engine cooling fan - 50%

　ECM(エンジンコントロール)(D5244T12) 　Engine cooling fan - 95%

　ECM(エンジンコントロール)(D5244T12) 　Fuel filter heater

　ECM(エンジンコントロール)(D5244T12) 　Fuel pressure control valve

　ECM(エンジンコントロール)(D5244T12) 　Fuel volume control valve

　ECM(エンジンコントロール)(D5244T12) 　Throttle position

　ECM(エンジンコントロール)(D5244T12) 　Turbo control valve wastegate

　ECM(エンジンコントロール)(D5244T12) 　Turbo control valve, bypass or VNT

　ECM(エンジンコントロール)(D5244T15) 　A/C relay

　ECM(エンジンコントロール)(D5244T15) 　EGR cooler bypass actuator

　ECM(エンジンコントロール)(D5244T15) 　EGR valve, commanded position

　ECM(エンジンコントロール)(D5244T15) 　Engine cooling fan - 10%

　ECM(エンジンコントロール)(D5244T15) 　Engine cooling fan - 50%



　ECM(エンジンコントロール)(D5244T15) 　Engine cooling fan - 95%

　ECM(エンジンコントロール)(D5244T15) 　Fuel filter heater

　ECM(エンジンコントロール)(D5244T15) 　Fuel pressure control valve

　ECM(エンジンコントロール)(D5244T15) 　Fuel volume control valve

　ECM(エンジンコントロール)(D5244T15) 　Throttle position

　ECM(エンジンコントロール)(D5244T15) 　Turbo control valve wastegate

　ECM(エンジンコントロール)(D5244T15) 　Turbo control valve, bypass or VNT

　ECM(エンジンコントロール)(D5244T18) 　A/C relay

　ECM(エンジンコントロール)(D5244T18) 　EGR cooler bypass actuator

　ECM(エンジンコントロール)(D5244T18) 　EGR valve, commanded position

　ECM(エンジンコントロール)(D5244T18) 　Engine cooling fan - 10%

　ECM(エンジンコントロール)(D5244T18) 　Engine cooling fan - 50%

　ECM(エンジンコントロール)(D5244T18) 　Engine cooling fan - 95%

　ECM(エンジンコントロール)(D5244T18) 　Fuel filter heater

　ECM(エンジンコントロール)(D5244T18) 　Fuel pressure control valve

　ECM(エンジンコントロール)(D5244T18) 　Fuel volume control valve

　ECM(エンジンコントロール)(D5244T18) 　Throttle position

　ECM(エンジンコントロール)(D5244T18) 　Turbo control valve wastegate

　ECM(エンジンコントロール)(D5244T18) 　Turbo control valve, bypass or VNT

　ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ) 　A/C relay

　ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ) 　A/C relay - Activate

　ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ) 　A/C relay - Deactivate

　ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ) 　A/C relay status - Disabled

　ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ) 　A/C relay status - Enabled

　ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ) 　Actuator variable intake, lower

　ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ) 　Actuator variable intake, upper

　ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ) 　Air bypass valve

　ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ) 　EGR cooler bypass actuator

　ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ) 　EGR cooler vypass actuator - Activate

　ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ) 　EGR cooler vypass actuator - Deactivate

　ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ) 　EGR valve, commanded position

　ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ) 　EGR valve, commanded position - Activate

　ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ) 　EGR valve, commanded position - Deactivate

　ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ) 　Engine coolant fan(FC) - 100%

　ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ) 　Engine coolant fan(FC) - 50%

　ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ) 　Engine coolant fan, 33%

　ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ) 　Engine coolant fan, 66%

　ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ) 　Engine cooling fan - 10%

　ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ) 　Engine cooling fan - 50%

　ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ) 　Engine cooling fan - 95%

　ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ) 　Engine cooling fan 10%

　ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ) 　Engine cooling fan 100%

　ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ) 　Engine cooling fan 33%

　ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ) 　Engine cooling fan 50%

　ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ) 　Engine cooling fan 66%

　ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ) 　Engine cooling fan, pwm controlled 20%

　ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ) 　Engine cooling fan, pwm controlled 40%

　ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ) 　Engine cooling fan, pwm controlled 60%

　ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ) 　Engine cooling fan, pwm controlled 80%

　ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ) 　EVAP purge valve

　ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ) 　Evap purge valve - 0%

　ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ) 　Evap purge valve - 100%

　ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ) 　Evap purge valve 40%

　ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ) 　EVAP purge valve, alt 2 0%



　ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ) 　EVAP purge valve, alt 2 100%

　ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ) 　EVAP purge valve, alt 2 50%

　ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ) 　EVAP valve

　ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ) 　Evaporator purge valve duty cycle

　ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ) 　Fan PWM controlled 25%

　ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ) 　Fan PWM controlled 61%

　ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ) 　Fan PWM controlled 93%

　ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ) 　Fuel filter heater

　ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ) 　Fuel pressure control valve

　ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ) 　Fuel pressure control valve - Activate

　ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ) 　Fuel pressure control valve - Deactivate

　ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ) 　Fuel pump, duty cycle - 0%

　ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ) 　Fuel pump, duty cycle - 50%

　ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ) 　Fuel volume control valve

　ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ) 　Fuel volume control valve - Activate

　ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ) 　Fuel volume control valve - Deactivate

　ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ) 　Injector, cylinder 1

　ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ) 　Injector, cylinder 2

　ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ) 　Injector, cylinder 3

　ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ) 　Injector, cylinder 4

　ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ) 　Injector, cylinder 5

　ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ) 　Injector, cylinder 6

　ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ) 　Injector, cylinder 7

　ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ) 　Injector, cylinder 8

　ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ) 　Leak detection module valve

　ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ) 　Leakage detection module, valve

　ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ) 　Malfunction indicator lamp

　ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ) 　MIL(Malfunction indicator  light) - Enabled

　ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ) 　MIL(Malfunction indicator  light) - Not active

　ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ) 　S1 control

　ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ) 　S2 control

　ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ) 　SLB1 control

　ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ) 　SLC1 control

　ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ) 　SLC2 control

　ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ) 　SLC3 control

　ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ) 　SLT control

　ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ) 　SLU control

　ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ) 　Throttle position

　ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ) 　Throttle position - Activate

　ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ) 　Throttle position - Deactivate

　ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ) 　Throttle valve - 0%

　ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ) 　Throttle valve - 100%

　ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ) 　Throttle valve - 25%

　ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ) 　Throttle valve - 50%

　ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ) 　Throttle valve - 75%

　ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ) 　Throttle valve 0%

　ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ) 　Throttle valve 100%

　ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ) 　Throttle valve 20%

　ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ) 　Throttle valve 25%

　ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ) 　Throttle valve 40%

　ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ) 　Throttle valve 50%

　ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ) 　Throttle valve 60%

　ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ) 　Throttle valve 75%

　ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ) 　Throttle valve 80%



　ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ) 　Turbo charger control valve

　ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ) 　Turbo charger control valve - 0%

　ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ) 　Turbo charger control valve - 100%

　ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ) 　Turbo control valve

　ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ) 　Turbo control valve wastegate

　ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ) 　Turbo control valve wastegate - 0%

　ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ) 　Turbo control valve wastegate - 100%

　ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ) 　Turbo control valve, bypass or VNT

　ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ) 　Turbo control valve, bypass or VNT - Activate

　ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ) 　Turbo control valve, bypass or VNT - Deactivate

　EPS(エレクトリカルパワーステアリングモジュール) 　Inlet valve front left

　EPS(エレクトリカルパワーステアリングモジュール) 　Inlet valve front right

　EPS(エレクトリカルパワーステアリングモジュール) 　Inlet valve rear left

　EPS(エレクトリカルパワーステアリングモジュール) 　Inlet valve rear right

　EPS(エレクトリカルパワーステアリングモジュール) 　Isolation valve 1, master cylinder

　EPS(エレクトリカルパワーステアリングモジュール) 　Isolation valve 2, master cylinder

　EPS(エレクトリカルパワーステアリングモジュール) 　Low pressure feed valve 1

　EPS(エレクトリカルパワーステアリングモジュール) 　Low pressure feed valve 2

　EPS(エレクトリカルパワーステアリングモジュール) 　Outlet valve front left

　EPS(エレクトリカルパワーステアリングモジュール) 　Outlet valve front right

　EPS(エレクトリカルパワーステアリングモジュール) 　Outlet valve rear left

　EPS(エレクトリカルパワーステアリングモジュール) 　Outlet valve rear right

　EPS(エレクトリカルパワーステアリングモジュール) 　Pump

　FSM(フォワードセンシングモジュール) 　Inlet valve front left

　FSM(フォワードセンシングモジュール) 　Inlet valve front right

　FSM(フォワードセンシングモジュール) 　Inlet valve rear left

　FSM(フォワードセンシングモジュール) 　Inlet valve rear right

　FSM(フォワードセンシングモジュール) 　Isolation valve 1, master cylinder

　FSM(フォワードセンシングモジュール) 　Isolation valve 2, master cylinder

　FSM(フォワードセンシングモジュール) 　Low pressure feed valve 1

　FSM(フォワードセンシングモジュール) 　Low pressure feed valve 2

　FSM(フォワードセンシングモジュール) 　Outlet valve front left

　FSM(フォワードセンシングモジュール) 　Outlet valve front right

　FSM(フォワードセンシングモジュール) 　Outlet valve rear left

　FSM(フォワードセンシングモジュール) 　Outlet valve rear right

　FSM(フォワードセンシングモジュール) 　Pump

　GSM(ギアシフトモジュール) 　S1 control

　GSM(ギアシフトモジュール) 　S2 control

　GSM(ギアシフトモジュール) 　SLB1 control

　GSM(ギアシフトモジュール) 　SLC1 control

　GSM(ギアシフトモジュール) 　SLC2 control

　GSM(ギアシフトモジュール) 　SLC3 control

　GSM(ギアシフトモジュール) 　SLT control

　GSM(ギアシフトモジュール) 　SLU control

　HCM(ヘッドランプコントロールモジュール) 　A/C relay

　HCM(ヘッドランプコントロールモジュール) 　Actuator variable intake, lower

　HCM(ヘッドランプコントロールモジュール) 　Actuator variable intake, upper

　HCM(ヘッドランプコントロールモジュール) 　Engine coolant fan, 33%

　HCM(ヘッドランプコントロールモジュール) 　Engine coolant fan, 66%

　HCM(ヘッドランプコントロールモジュール) 　Engine cooling fan 100%

　HCM(ヘッドランプコントロールモジュール) 　Engine cooling fan 33%

　HCM(ヘッドランプコントロールモジュール) 　Engine cooling fan 66%

　HCM(ヘッドランプコントロールモジュール) 　EVAP purge valve

　HCM(ヘッドランプコントロールモジュール) 　EVAP purge valve, alt 2 0%



　HCM(ヘッドランプコントロールモジュール) 　EVAP purge valve, alt 2 100%

　HCM(ヘッドランプコントロールモジュール) 　EVAP purge valve, alt 2 50%

　HCM(ヘッドランプコントロールモジュール) 　Injector, cylinder 1

　HCM(ヘッドランプコントロールモジュール) 　Injector, cylinder 2

　HCM(ヘッドランプコントロールモジュール) 　Injector, cylinder 3

　HCM(ヘッドランプコントロールモジュール) 　Injector, cylinder 4

　HCM(ヘッドランプコントロールモジュール) 　Injector, cylinder 5

　HCM(ヘッドランプコントロールモジュール) 　Injector, cylinder 6

　HCM(ヘッドランプコントロールモジュール) 　Inlet valve front left

　HCM(ヘッドランプコントロールモジュール) 　Inlet valve front right

　HCM(ヘッドランプコントロールモジュール) 　Inlet valve rear left

　HCM(ヘッドランプコントロールモジュール) 　Inlet valve rear right

　HCM(ヘッドランプコントロールモジュール) 　Isolation valve 1, master cylinder

　HCM(ヘッドランプコントロールモジュール) 　Isolation valve 2, master cylinder

　HCM(ヘッドランプコントロールモジュール) 　Leakage detection module, valve

　HCM(ヘッドランプコントロールモジュール) 　Low pressure feed valve 1

　HCM(ヘッドランプコントロールモジュール) 　Low pressure feed valve 2

　HCM(ヘッドランプコントロールモジュール) 　Outlet valve front left

　HCM(ヘッドランプコントロールモジュール) 　Outlet valve front right

　HCM(ヘッドランプコントロールモジュール) 　Outlet valve rear left

　HCM(ヘッドランプコントロールモジュール) 　Outlet valve rear right

　HCM(ヘッドランプコントロールモジュール) 　Pump

　HCM(ヘッドランプコントロールモジュール) 　Throttle valve 0%

　HCM(ヘッドランプコントロールモジュール) 　Throttle valve 100%

　HCM(ヘッドランプコントロールモジュール) 　Throttle valve 25%

　HCM(ヘッドランプコントロールモジュール) 　Throttle valve 50%

　HCM(ヘッドランプコントロールモジュール) 　Throttle valve 75%

　HUD(ヘッドアップディスプレー) 　S1 control

　HUD(ヘッドアップディスプレー) 　S2 control

　HUD(ヘッドアップディスプレー) 　SLB1 control

　HUD(ヘッドアップディスプレー) 　SLC1 control

　HUD(ヘッドアップディスプレー) 　SLC2 control

　HUD(ヘッドアップディスプレー) 　SLC3 control

　HUD(ヘッドアップディスプレー) 　SLT control

　HUD(ヘッドアップディスプレー) 　SLU control

　IAM(インテグレーテッドオーディオモジュール) 　Active disc1

　IAM(インテグレーテッドオーディオモジュール) 　Active disc2

　IAM(インテグレーテッドオーディオモジュール) 　Active disc3

　IAM(インテグレーテッドオーディオモジュール) 　Active disc4

　IAM(インテグレーテッドオーディオモジュール) 　Active disc5

　IAM(インテグレーテッドオーディオモジュール) 　Active disc6

　IAM(インテグレーテッドオーディオモジュール) 　Antenna selection - Mainantenna

　IAM(インテグレーテッドオーディオモジュール) 　Antenna selection - Subantenna

　IAM(インテグレーテッドオーディオモジュール) 　Deck status - Eject

　IAM(インテグレーテッドオーディオモジュール) 　Deck status - Stop

　IAM(インテグレーテッドオーディオモジュール) 　Waveband AM

　IAM(インテグレーテッドオーディオモジュール) 　Waveband FM

　ICM(インフォテイメントコントロールモジュール) 　# button

　ICM(インフォテイメントコントロールモジュール) 　0 button

　ICM(インフォテイメントコントロールモジュール) 　1 button

　ICM(インフォテイメントコントロールモジュール) 　2 button

　ICM(インフォテイメントコントロールモジュール) 　3 button

　ICM(インフォテイメントコントロールモジュール) 　4 button

　ICM(インフォテイメントコントロールモジュール) 　5 button



　ICM(インフォテイメントコントロールモジュール) 　6 button

　ICM(インフォテイメントコントロールモジュール) 　7 button

　ICM(インフォテイメントコントロールモジュール) 　8 button

　ICM(インフォテイメントコントロールモジュール) 　9 button

　ICM(インフォテイメントコントロールモジュール) 　AM/FM button

　ICM(インフォテイメントコントロールモジュール) 　Backward button

　ICM(インフォテイメントコントロールモジュール) 　CD button

　ICM(インフォテイメントコントロールモジュール) 　Down button

　ICM(インフォテイメントコントロールモジュール) 　Eject button

　ICM(インフォテイメントコントロールモジュール) 　Enter button

　ICM(インフォテイメントコントロールモジュール) 　EXIT/Clear button

　ICM(インフォテイメントコントロールモジュール) 　Forward button

　ICM(インフォテイメントコントロールモジュール) 　My key button

　ICM(インフォテイメントコントロールモジュール) 　PHONE button

　ICM(インフォテイメントコントロールモジュール) 　Power button

　ICM(インフォテイメントコントロールモジュール) 　SOUND button

　ICM(インフォテイメントコントロールモジュール) 　Up button

　ICM(インフォテイメントコントロールモジュール) 　ストップまでボタン

　IHU(インフォテイメントヘッドユニット) 　S1 control

　IHU(インフォテイメントヘッドユニット) 　S2 control

　IHU(インフォテイメントヘッドユニット) 　SLB1 control

　IHU(インフォテイメントヘッドユニット) 　SLC1 control

　IHU(インフォテイメントヘッドユニット) 　SLC2 control

　IHU(インフォテイメントヘッドユニット) 　SLC3 control

　IHU(インフォテイメントヘッドユニット) 　SLT control

　IHU(インフォテイメントヘッドユニット) 　SLU control

　IMS(インテリアモーションセンサー) 　S1 control

　IMS(インテリアモーションセンサー) 　S2 control

　IMS(インテリアモーションセンサー) 　SLB1 control

　IMS(インテリアモーションセンサー) 　SLC1 control

　IMS(インテリアモーションセンサー) 　SLC2 control

　IMS(インテリアモーションセンサー) 　SLC3 control

　IMS(インテリアモーションセンサー) 　SLT control

　IMS(インテリアモーションセンサー) 　SLU control

　KVM(キーレスビークルモジュール) 　Height motor, down

　KVM(キーレスビークルモジュール) 　Height motor, up

　KVM(キーレスビークルモジュール) 　Memory 1 switch

　KVM(キーレスビークルモジュール) 　Memory 2 switch

　KVM(キーレスビークルモジュール) 　Memory 3 switch

　KVM(キーレスビークルモジュール) 　Recline down switch

　KVM(キーレスビークルモジュール) 　Recline motor, backward

　KVM(キーレスビークルモジュール) 　Recline motor, forward

　KVM(キーレスビークルモジュール) 　Recline up switch

　KVM(キーレスビークルモジュール) 　Seat height down switch

　KVM(キーレスビークルモジュール) 　Seat height up switch

　KVM(キーレスビークルモジュール) 　Seat tilt down switch

　KVM(キーレスビークルモジュール) 　Seat tilt up switch

　KVM(キーレスビークルモジュール) 　Slide backward switch

　KVM(キーレスビークルモジュール) 　Slide forward switch

　KVM(キーレスビークルモジュール) 　Slide motor, backward

　KVM(キーレスビークルモジュール) 　Slide motor, forward

　KVM(キーレスビークルモジュール) 　Tilt motor, down

　KVM(キーレスビークルモジュール) 　Tilt motor, up

　OHC(オーバーヘッドコンソール) 　S1 control



　OHC(オーバーヘッドコンソール) 　S2 control

　OHC(オーバーヘッドコンソール) 　SLB1 control

　OHC(オーバーヘッドコンソール) 　SLC1 control

　OHC(オーバーヘッドコンソール) 　SLC2 control

　OHC(オーバーヘッドコンソール) 　SLC3 control

　OHC(オーバーヘッドコンソール) 　SLT control

　OHC(オーバーヘッドコンソール) 　SLU control

　PAM(パーキングアシスタンスモジュール) 　Gauge and lamp quick test

　PAM(パーキングアシスタンスモジュール) 　S1 control

　PAM(パーキングアシスタンスモジュール) 　S2 control

　PAM(パーキングアシスタンスモジュール) 　SLB1 control

　PAM(パーキングアシスタンスモジュール) 　SLC1 control

　PAM(パーキングアシスタンスモジュール) 　SLC2 control

　PAM(パーキングアシスタンスモジュール) 　SLC3 control

　PAM(パーキングアシスタンスモジュール) 　SLT control

　PAM(パーキングアシスタンスモジュール) 　SLU control

　PAM(パーキングアシスタンスモジュール) 　Status group 1

　PAM(パーキングアシスタンスモジュール) 　Status group 2

　PAM(パーキングアシスタンスモジュール) 　Status group 3

　PDM(助手席ドア) 　Central lock motor, lock passenger door

　PDM(助手席ドア) 　Central lock motor, unlock passenger door

　PDM(助手席ドア) 　Central lock motors, lock rear door passenger side

　PDM(助手席ドア) 　Central lock motors, unlock rear door passenger side

　PDM(助手席ドア) 　Central lock switch passengers door, lock

　PDM(助手席ドア) 　Central lock switch passengers door, unlock

　PDM(助手席ドア) 　Child lock, actuator rear door (only electrical childlock)

　PDM(助手席ドア) 　Defroster, passenger door

　PDM(助手席ドア) 　Door warning lamp

　PDM(助手席ドア) 　Double locked, actuator front door

　PDM(助手席ドア) 　Front door passanger side lock status - Locked and Double locked

　PDM(助手席ドア) 　Front door passanger side lock status - Unlocked

　PDM(助手席ドア) 　Front door passanger side lock status - Unlocked and double unlocked

　PDM(助手席ドア) 　Front door passanger side status - Locked

　PDM(助手席ドア) 　Front door passanger side status - Locked and Double locked

　PDM(助手席ドア) 　Front door passanger side status - Unlocked

　PDM(助手席ドア) 　Front door passanger side status - Unlocked and double unlocked

　PDM(助手席ドア) 　Front window motor status - Down active

　PDM(助手席ドア) 　Front window motor status - Up active

　PDM(助手席ドア) 　Front window motor status_Down active

　PDM(助手席ドア) 　Front window motor status_Up active

　PDM(助手席ドア) 　M1 active

　PDM(助手席ドア) 　M2 active

　PDM(助手席ドア) 　M3 active

　PDM(助手席ドア) 　Mirror control motors - Down direction active

　PDM(助手席ドア) 　Mirror control motors - Folding active

　PDM(助手席ドア) 　Mirror control motors - Left direction active

　PDM(助手席ドア) 　Mirror control motors - Right direction active

　PDM(助手席ドア) 　Mirror control motors - Unfolding active

　PDM(助手席ドア) 　Mirror control motors - Up direction active

　PDM(助手席ドア) 　Mirror lamp

　PDM(助手席ドア) 　Passenger side Lockfrontdoor

　PDM(助手席ドア) 　Passenger side Lockreardoor

　PDM(助手席ドア) 　Passenger side Unlock front door

　PDM(助手席ドア) 　Passenger side Unlockreardoor



　PDM(助手席ドア) 　Rear door passanger side lock status - Locked

　PDM(助手席ドア) 　Rear window motor status - Down active

　PDM(助手席ドア) 　Rear window motor status - Up active

　PDM(助手席ドア) 　Rear window motor status_Down active

　PDM(助手席ドア) 　Rear window motor status_Up active

　PDM(助手席ドア) 　Relay, double locking rear door

　PDM(助手席ドア) 　S1 control

　PDM(助手席ドア) 　S2 control

　PDM(助手席ドア) 　Side step light, control_OFF

　PDM(助手席ドア) 　Side step light, control_ON

　PDM(助手席ドア) 　SLB1 control

　PDM(助手席ドア) 　SLC1 control

　PDM(助手席ドア) 　SLC2 control

　PDM(助手席ドア) 　SLC3 control

　PDM(助手席ドア) 　SLT control

　PDM(助手席ドア) 　SLU control

　PDM(助手席ドア) 　Window down switch

　PDM(助手席ドア) 　Window motor down

　PDM(助手席ドア) 　Window motor up

　PDM(助手席ドア) 　Window up switch

　PDM(助手席ドア) 　ウィンドウアップスイッチ 作動

　PDM(助手席ドア) 　ウィンドウダウンスイッチ 作動

　PDM(助手席ドア) 　ウィンドウモーターアップ 作動

　PDM(助手席ドア) 　ウィンドウモーターダウン 作動

　PDM(助手席ドア) 　デフロスター 作動

　PDM(助手席ドア) 　ドア警告灯 作動

　PDM(助手席ドア) 　ミラーコントロールモーター右方向 作動

　PDM(助手席ドア) 　ミラーコントロールモーター下方向 作動

　PDM(助手席ドア) 　ミラーコントロールモーター左方向 作動

　PDM(助手席ドア) 　ミラーコントロールモーター上方向 作動

　PDM(助手席ドア) 　ミラーコントロールモーター折り畳み 作動

　PDM(助手席ドア) 　ミラーコントロールモーター展開 作動

　PDM(助手席ドア) 　ミラーランプ 作動

　PDM(助手席ドア) 　ロックワイヤーM1 作動

　PDM(助手席ドア) 　ロックワイヤーM2 作動

　PDM(助手席ドア) 　ロックワイヤーM3 作動

　PDM(助手席ドア) 　助手席ドアセントラルロックスイッチ ロック

　PDM(助手席ドア) 　助手席ドアセントラルロックスイッチ 解錠

　PDM(助手席ドア) 　助手席ドア側デフロスター 作動

　PHM(電話モジュール) 　# button

　PHM(電話モジュール) 　<< button

　PHM(電話モジュール) 　>> button

　PHM(電話モジュール) 　0 button

　PHM(電話モジュール) 　1 button

　PHM(電話モジュール) 　2 button

　PHM(電話モジュール) 　3 button

　PHM(電話モジュール) 　4 button

　PHM(電話モジュール) 　5 button

　PHM(電話モジュール) 　6 button

　PHM(電話モジュール) 　7 button

　PHM(電話モジュール) 　8 button

　PHM(電話モジュール) 　9 button

　PHM(電話モジュール) 　AC button

　PHM(電話モジュール) 　Air distribution defroster button



　PHM(電話モジュール) 　Air distribution floor button

　PHM(電話モジュール) 　Air distrubution ventilation button

　PHM(電話モジュール) 　AUTO button

　PHM(電話モジュール) 　CAM button

　PHM(電話モジュール) 　Eject button

　PHM(電話モジュール) 　EXIT button

　PHM(電話モジュール) 　Foldable head restraint

　PHM(電話モジュール) 　Front left seat heater button

　PHM(電話モジュール) 　Front right seat heater button

　PHM(電話モジュール) 　Hill descent control

　PHM(電話モジュール) 　Maxdefroster button

　PHM(電話モジュール) 　MEDIA button

　PHM(電話モジュール) 　MENU button

　PHM(電話モジュール) 　MY CAR button

　PHM(電話モジュール) 　NAV button

　PHM(電話モジュール) 　Parking assistance

　PHM(電話モジュール) 　PHONE button

　PHM(電話モジュール) 　Power button

　PHM(電話モジュール) 　RADIO button

　PHM(電話モジュール) 　Rear defrost button

　PHM(電話モジュール) 　Recirulation button

　PHM(電話モジュール) 　Seat Ventilation left button

　PHM(電話モジュール) 　seat ventilation right button

　PHM(電話モジュール) 　Semi automatic parallel parking

　PHM(電話モジュール) 　SOUND button

　PHM(電話モジュール) 　ストップまでボタン

　POT(パワーオペレーテッドテールゲートモジュール) 　Central lock motor, lock driver door

　POT(パワーオペレーテッドテールゲートモジュール) 　Central lock motor, unlock driver door

　POT(パワーオペレーテッドテールゲートモジュール) 　Central lock motors, lock rear door drivers side

　POT(パワーオペレーテッドテールゲートモジュール) 　Central lock motors, unlock rear door driver side

　POT(パワーオペレーテッドテールゲートモジュール) 　Child lock, actuator rear door (only electrical childlock)

　POT(パワーオペレーテッドテールゲートモジュール) 　Childsafety switch

　POT(パワーオペレーテッドテールゲートモジュール) 　Double locked, actuator front door

　POT(パワーオペレーテッドテールゲートモジュール) 　Driver side window switch down

　POT(パワーオペレーテッドテールゲートモジュール) 　Driver side window switch up

　POT(パワーオペレーテッドテールゲートモジュール) 　Passenger side window switch down

　POT(パワーオペレーテッドテールゲートモジュール) 　Passenger side window switch up

　POT(パワーオペレーテッドテールゲートモジュール) 　Rear driver side window switch down

　POT(パワーオペレーテッドテールゲートモジュール) 　Rear driver side window switch up

　POT(パワーオペレーテッドテールゲートモジュール) 　Rear passenger side window switch down

　POT(パワーオペレーテッドテールゲートモジュール) 　Rear passenger side window switch up

　POT(パワーオペレーテッドテールゲートモジュール) 　Relay, double locking rear door

　POT(パワーオペレーテッドテールゲートモジュール) 　S1 control

　POT(パワーオペレーテッドテールゲートモジュール) 　S2 control

　POT(パワーオペレーテッドテールゲートモジュール) 　SLB1 control

　POT(パワーオペレーテッドテールゲートモジュール) 　SLC1 control

　POT(パワーオペレーテッドテールゲートモジュール) 　SLC2 control

　POT(パワーオペレーテッドテールゲートモジュール) 　SLC3 control

　POT(パワーオペレーテッドテールゲートモジュール) 　SLT control

　POT(パワーオペレーテッドテールゲートモジュール) 　SLU control

　POT(パワーオペレーテッドテールゲートモジュール) 　Window motor down

　POT(パワーオペレーテッドテールゲートモジュール) 　Window motor up

　PPM(歩行者保護モジュール) 　AUTO button

　PSCM(パワーステアリングコントロールモジュール) 　S1 control



　PSCM(パワーステアリングコントロールモジュール) 　S2 control

　PSCM(パワーステアリングコントロールモジュール) 　SLB1 control

　PSCM(パワーステアリングコントロールモジュール) 　SLC1 control

　PSCM(パワーステアリングコントロールモジュール) 　SLC2 control

　PSCM(パワーステアリングコントロールモジュール) 　SLC3 control

　PSCM(パワーステアリングコントロールモジュール) 　SLT control

　PSCM(パワーステアリングコントロールモジュール) 　SLU control

　PSM(パワーシート) 　Height motor, down

　PSM(パワーシート) 　Height motor, up

　PSM(パワーシート) 　Memory 1 switch

　PSM(パワーシート) 　Memory 2 switch

　PSM(パワーシート) 　Memory 3 switch

　PSM(パワーシート) 　Motor 1 backward

　PSM(パワーシート) 　Motor 1 backward(R1-)

　PSM(パワーシート) 　Motor 1 forward

　PSM(パワーシート) 　Motor 1 forward(R1+)

　PSM(パワーシート) 　Motor 2 backward

　PSM(パワーシート) 　Motor 2 backward (R2-)

　PSM(パワーシート) 　Motor 2 forward

　PSM(パワーシート) 　Motor 2 forward (R2+)

　PSM(パワーシート) 　Motor 3 backward

　PSM(パワーシート) 　Motor 3 down(R3-)

　PSM(パワーシート) 　Motor 3 forward

　PSM(パワーシート) 　Motor 3 up(R3+)

　PSM(パワーシート) 　Motor 4 backward

　PSM(パワーシート) 　Motor 4 down(R4-)

　PSM(パワーシート) 　Motor 4 forward

　PSM(パワーシート) 　Motor 4 up(R4+)

　PSM(パワーシート) 　Recline down switch

　PSM(パワーシート) 　Recline motor, backward

　PSM(パワーシート) 　Recline motor, forward

　PSM(パワーシート) 　Recline up switch

　PSM(パワーシート) 　Seat height down switch

　PSM(パワーシート) 　Seat height up switch

　PSM(パワーシート) 　Seat tilt down switch

　PSM(パワーシート) 　Seat tilt up switch

　PSM(パワーシート) 　Slide backward switch

　PSM(パワーシート) 　Slide forward switch

　PSM(パワーシート) 　Slide motor, backward

　PSM(パワーシート) 　Slide motor, forward

　PSM(パワーシート) 　Tilt motor, down

　PSM(パワーシート) 　Tilt motor, up

　PSM(パワーシート) 　モーター1 後方(R1-)ON

　PSM(パワーシート) 　モーター1 前方(R1+)ON

　PSM(パワーシート) 　モーター2 後方(R2-)ON

　PSM(パワーシート) 　モーター2 前方(R2+)ON

　PSM(パワーシート) 　モーター3 アップ(R3+) ON

　PSM(パワーシート) 　モーター3 ダウン(R3-) ON

　PSM(パワーシート) 　モーター4 アップ(R4+) ON

　PSM(パワーシート) 　モーター4 ダウン(R4-) ON

　PSMD(運転席パワーシートモジュール) 　S1 control

　PSMD(運転席パワーシートモジュール) 　S2 control

　PSMD(運転席パワーシートモジュール) 　SLB1 control

　PSMD(運転席パワーシートモジュール) 　SLC1 control



　PSMD(運転席パワーシートモジュール) 　SLC2 control

　PSMD(運転席パワーシートモジュール) 　SLC3 control

　PSMD(運転席パワーシートモジュール) 　SLT control

　PSMD(運転席パワーシートモジュール) 　SLU control

　PSMP(助手席パワーシートモジュール) 　S1 control

　PSMP(助手席パワーシートモジュール) 　S2 control

　PSMP(助手席パワーシートモジュール) 　SLB1 control

　PSMP(助手席パワーシートモジュール) 　SLC1 control

　PSMP(助手席パワーシートモジュール) 　SLC2 control

　PSMP(助手席パワーシートモジュール) 　SLC3 control

　PSMP(助手席パワーシートモジュール) 　SLT control

　PSMP(助手席パワーシートモジュール) 　SLU control

　REM(リアエレクトロニクス) 　Boot lid motor lock

　REM(リアエレクトロニクス) 　Boot lid motor unlock

　REM(リアエレクトロニクス) 　Bootlid/tailgate lock motor, lock

　REM(リアエレクトロニクス) 　Bootlid/tailgate lock motor, unlock

　REM(リアエレクトロニクス) 　Child lock motor lock

　REM(リアエレクトロニクス) 　Child lock motor unlock

　REM(リアエレクトロニクス) 　Electrically heated diesel filter

　REM(リアエレクトロニクス) 　Fog light, trailer

　REM(リアエレクトロニクス) 　Fog lights

　REM(リアエレクトロニクス) 　Foglight trailer

　REM(リアエレクトロニクス) 　Fuel cap motor lock

　REM(リアエレクトロニクス) 　Fuel cap motor unlock

　REM(リアエレクトロニクス) 　Fuellid lock motor, lock

　REM(リアエレクトロニクス) 　Fuellid lock motor, unlock

　REM(リアエレクトロニクス) 　Left rear door motor, lock

　REM(リアエレクトロニクス) 　Left rear door motor, unlock

　REM(リアエレクトロニクス) 　License plate

　REM(リアエレクトロニクス) 　License plate light

　REM(リアエレクトロニクス) 　Power child lock motor, lock

　REM(リアエレクトロニクス) 　Power child lock motor, unlock

　REM(リアエレクトロニクス) 　Rear door left motor lock

　REM(リアエレクトロニクス) 　Rear door left motor unlock

　REM(リアエレクトロニクス) 　Rear door right motor lock

　REM(リアエレクトロニクス) 　Rear door right motor unlock

　REM(リアエレクトロニクス) 　Relay, electrically heated diesel filter

　REM(リアエレクトロニクス) 　Relay, tank valve

　REM(リアエレクトロニクス) 　Reversing light

　REM(リアエレクトロニクス) 　Reversing lights

　REM(リアエレクトロニクス) 　Right rear door motor, lock

　REM(リアエレクトロニクス) 　Right rear door motor, unlock

　REM(リアエレクトロニクス) 　Stop light

　REM(リアエレクトロニクス) 　Stop lights

　REM(リアエレクトロニクス) 　Tank valve activated

　RML(左レストレイントモジュール) 　S1 control

　RML(左レストレイントモジュール) 　S2 control

　RML(左レストレイントモジュール) 　SLB1 control

　RML(左レストレイントモジュール) 　SLC1 control

　RML(左レストレイントモジュール) 　SLC2 control

　RML(左レストレイントモジュール) 　SLC3 control

　RML(左レストレイントモジュール) 　SLT control

　RML(左レストレイントモジュール) 　SLU control

　RMR(右レストレイントモジュール) 　S1 control



　RMR(右レストレイントモジュール) 　S2 control

　RMR(右レストレイントモジュール) 　SLB1 control

　RMR(右レストレイントモジュール) 　SLC1 control

　RMR(右レストレイントモジュール) 　SLC2 control

　RMR(右レストレイントモジュール) 　SLC3 control

　RMR(右レストレイントモジュール) 　SLT control

　RMR(右レストレイントモジュール) 　SLU control

　SAS(ステアリングアングルセンサーモジュール) 　S1 control

　SAS(ステアリングアングルセンサーモジュール) 　S2 control

　SAS(ステアリングアングルセンサーモジュール) 　SLB1 control

　SAS(ステアリングアングルセンサーモジュール) 　SLC1 control

　SAS(ステアリングアングルセンサーモジュール) 　SLC2 control

　SAS(ステアリングアングルセンサーモジュール) 　SLC3 control

　SAS(ステアリングアングルセンサーモジュール) 　SLT control

　SAS(ステアリングアングルセンサーモジュール) 　SLU control

　SCL(ステアリングコラムロック) 　S1 control

　SCL(ステアリングコラムロック) 　S2 control

　SCL(ステアリングコラムロック) 　SLB1 control

　SCL(ステアリングコラムロック) 　SLC1 control

　SCL(ステアリングコラムロック) 　SLC2 control

　SCL(ステアリングコラムロック) 　SLC3 control

　SCL(ステアリングコラムロック) 　SLT control

　SCL(ステアリングコラムロック) 　SLU control

　SODL(左側障害物検出コントロールモジュール) 　Central lock motor, lock driver door

　SODL(左側障害物検出コントロールモジュール) 　Central lock motor, unlock driver door

　SODL(左側障害物検出コントロールモジュール) 　Central lock motors, lock rear door drivers side

　SODL(左側障害物検出コントロールモジュール) 　Central lock motors, unlock rear door driver side

　SODL(左側障害物検出コントロールモジュール) 　Child lock, actuator rear door (only electrical childlock)

　SODL(左側障害物検出コントロールモジュール) 　Childsafety switch

　SODL(左側障害物検出コントロールモジュール) 　Double locked, actuator front door

　SODL(左側障害物検出コントロールモジュール) 　Driver side window switch down

　SODL(左側障害物検出コントロールモジュール) 　Driver side window switch up

　SODL(左側障害物検出コントロールモジュール) 　Passenger side window switch down

　SODL(左側障害物検出コントロールモジュール) 　Passenger side window switch up

　SODL(左側障害物検出コントロールモジュール) 　Rear driver side window switch down

　SODL(左側障害物検出コントロールモジュール) 　Rear driver side window switch up

　SODL(左側障害物検出コントロールモジュール) 　Rear passenger side window switch down

　SODL(左側障害物検出コントロールモジュール) 　Rear passenger side window switch up

　SODL(左側障害物検出コントロールモジュール) 　Relay, double locking rear door

　SODL(左側障害物検出コントロールモジュール) 　S1 control

　SODL(左側障害物検出コントロールモジュール) 　S2 control

　SODL(左側障害物検出コントロールモジュール) 　SLB1 control

　SODL(左側障害物検出コントロールモジュール) 　SLC1 control

　SODL(左側障害物検出コントロールモジュール) 　SLC2 control

　SODL(左側障害物検出コントロールモジュール) 　SLC3 control

　SODL(左側障害物検出コントロールモジュール) 　SLT control

　SODL(左側障害物検出コントロールモジュール) 　SLU control

　SODL(左側障害物検出コントロールモジュール) 　Window motor down

　SODL(左側障害物検出コントロールモジュール) 　Window motor up

　SODR(右側障害物検出コントロールモジュール) 　Central lock motor, lock driver door

　SODR(右側障害物検出コントロールモジュール) 　Central lock motor, unlock driver door

　SODR(右側障害物検出コントロールモジュール) 　Central lock motors, lock rear door drivers side

　SODR(右側障害物検出コントロールモジュール) 　Central lock motors, unlock rear door driver side

　SODR(右側障害物検出コントロールモジュール) 　Child lock, actuator rear door (only electrical childlock)



　SODR(右側障害物検出コントロールモジュール) 　Childsafety switch

　SODR(右側障害物検出コントロールモジュール) 　Double locked, actuator front door

　SODR(右側障害物検出コントロールモジュール) 　Driver side window switch down

　SODR(右側障害物検出コントロールモジュール) 　Driver side window switch up

　SODR(右側障害物検出コントロールモジュール) 　Passenger side window switch down

　SODR(右側障害物検出コントロールモジュール) 　Passenger side window switch up

　SODR(右側障害物検出コントロールモジュール) 　Rear driver side window switch down

　SODR(右側障害物検出コントロールモジュール) 　Rear driver side window switch up

　SODR(右側障害物検出コントロールモジュール) 　Rear passenger side window switch down

　SODR(右側障害物検出コントロールモジュール) 　Rear passenger side window switch up

　SODR(右側障害物検出コントロールモジュール) 　Relay, double locking rear door

　SODR(右側障害物検出コントロールモジュール) 　S1 control

　SODR(右側障害物検出コントロールモジュール) 　S2 control

　SODR(右側障害物検出コントロールモジュール) 　SLB1 control

　SODR(右側障害物検出コントロールモジュール) 　SLC1 control

　SODR(右側障害物検出コントロールモジュール) 　SLC2 control

　SODR(右側障害物検出コントロールモジュール) 　SLC3 control

　SODR(右側障害物検出コントロールモジュール) 　SLT control

　SODR(右側障害物検出コントロールモジュール) 　SLU control

　SODR(右側障害物検出コントロールモジュール) 　Window motor down

　SODR(右側障害物検出コントロールモジュール) 　Window motor up

　SRS(エアバッグ) 　Inlet valve front left

　SRS(エアバッグ) 　Inlet valve front right

　SRS(エアバッグ) 　Inlet valve rear left

　SRS(エアバッグ) 　Inlet valve rear right

　SRS(エアバッグ) 　Isolation valve 1, master cylinder

　SRS(エアバッグ) 　Isolation valve 2, master cylinder

　SRS(エアバッグ) 　Low pressure feed valve 1

　SRS(エアバッグ) 　Low pressure feed valve 2

　SRS(エアバッグ) 　Outlet valve front left

　SRS(エアバッグ) 　Outlet valve front right

　SRS(エアバッグ) 　Outlet valve rear left

　SRS(エアバッグ) 　Outlet valve rear right

　SRS(エアバッグ) 　Pump

　SRS(エアバッグ) 　S1 control

　SRS(エアバッグ) 　S2 control

　SRS(エアバッグ) 　SLB1 control

　SRS(エアバッグ) 　SLC1 control

　SRS(エアバッグ) 　SLC2 control

　SRS(エアバッグ) 　SLC3 control

　SRS(エアバッグ) 　SLT control

　SRS(エアバッグ) 　SLU control

　SUM(サスペンションモジュール) 　Damper solenoid front left PWM output

　SUM(サスペンションモジュール) 　Damper solenoid front right PWM output

　SUM(サスペンションモジュール) 　Damper solenoid rear left PWM output

　SUM(サスペンションモジュール) 　Damper solenoid rear right PWM output

　SUM(サスペンションモジュール) 　S1 control

　SUM(サスペンションモジュール) 　S2 control

　SUM(サスペンションモジュール) 　Sensor supply 1 voltage

　SUM(サスペンションモジュール) 　Sensor supply 2 voltage

　SUM(サスペンションモジュール) 　SLB1 control

　SUM(サスペンションモジュール) 　SLC1 control

　SUM(サスペンションモジュール) 　SLC2 control

　SUM(サスペンションモジュール) 　SLC3 control



　SUM(サスペンションモジュール) 　SLT control

　SUM(サスペンションモジュール) 　SLU control

　SWM(ステアリングホイール) 　S1 control

　SWM(ステアリングホイール) 　S2 control

　SWM(ステアリングホイール) 　SLB1 control

　SWM(ステアリングホイール) 　SLC1 control

　SWM(ステアリングホイール) 　SLC2 control

　SWM(ステアリングホイール) 　SLC3 control

　SWM(ステアリングホイール) 　SLT control

　SWM(ステアリングホイール) 　SLU control

　TCM(トランスミッションコントロール) 　S1 control

　TCM(トランスミッションコントロール) 　S2 control

　TCM(トランスミッションコントロール) 　SLB1 control

　TCM(トランスミッションコントロール) 　SLC1 control

　TCM(トランスミッションコントロール) 　SLC2 control

　TCM(トランスミッションコントロール) 　SLC3 control

　TCM(トランスミッションコントロール) 　SLT control

　TCM(トランスミッションコントロール) 　SLU control

　TCM(トランスミッションコントロール)(4T65AWD) 　S1 control

　TCM(トランスミッションコントロール)(4T65AWD) 　S2 control

　TCM(トランスミッションコントロール)(4T65AWD) 　SL control

　TCM(トランスミッションコントロール)(4T65AWD) 　STH control

　TCM(トランスミッションコントロール)(AW50/51 AWD) 　S1 control

　TCM(トランスミッションコントロール)(AW50/51 AWD) 　S2 control

　TCM(トランスミッションコントロール)(AW50/51 AWD) 　S3 control

　TCM(トランスミッションコントロール)(AW50/51 AWD) 　S4 control

　TCM(トランスミッションコントロール)(AW50/51 AWD) 　S5 control

　TCM(トランスミッションコントロール)(AW50/51 AWD) 　SLS control

　TCM(トランスミッションコントロール)(AW50/51 AWD) 　SLT control

　TCM(トランスミッションコントロール)(AW50/51 AWD) 　SLU control

　TCM(トランスミッションコントロール)(AW55-50,51 SN) 　Linear pressure solenoid SLS

　TCM(トランスミッションコントロール)(AW55-50,51 SN) 　Linear pressure solenoid SLT

　TCM(トランスミッションコントロール)(AW55-50,51 SN) 　Lock-up solenoid SLU

　TCM(トランスミッションコントロール)(AW55-50,51 SN) 　Shift solenoid S1

　TCM(トランスミッションコントロール)(AW55-50,51 SN) 　Shift solenoid S2

　TCM(トランスミッションコントロール)(AW55-50,51 SN) 　Shift solenoid S3

　TCM(トランスミッションコントロール)(AW55-50,51 SN) 　Shift solenoid S4

　TCM(トランスミッションコントロール)(AW55-50,51 SN) 　Shift solenoid S5

　TCM(トランスミッションコントロール)(AW55-50/51SN) 　S1 control

　TCM(トランスミッションコントロール)(AW55-50/51SN) 　S2 control

　TCM(トランスミッションコントロール)(AW55-50/51SN) 　S3 control

　TCM(トランスミッションコントロール)(AW55-50/51SN) 　S4 control

　TCM(トランスミッションコントロール)(AW55-50/51SN) 　S5 control

　TCM(トランスミッションコントロール)(AW55-50/51SN) 　SLS control

　TCM(トランスミッションコントロール)(AW55-50/51SN) 　SLT control

　TCM(トランスミッションコントロール)(AW55-50/51SN) 　SLU control

　TCM(トランスミッションコントロール)(TF-80SC AWD) 　S1 control

　TCM(トランスミッションコントロール)(TF-80SC AWD) 　S1 solenoid control

　TCM(トランスミッションコントロール)(TF-80SC AWD) 　S2 control

　TCM(トランスミッションコントロール)(TF-80SC AWD) 　S2 solenoid control

　TCM(トランスミッションコントロール)(TF-80SC AWD) 　SLB1 control

　TCM(トランスミッションコントロール)(TF-80SC AWD) 　SLC1 control

　TCM(トランスミッションコントロール)(TF-80SC AWD) 　SLC2 control

　TCM(トランスミッションコントロール)(TF-80SC AWD) 　SLC3 control



　TCM(トランスミッションコントロール)(TF-80SC AWD) 　SLT control

　TCM(トランスミッションコントロール)(TF-80SC AWD) 　SLU control

　TCM(トランスミッションコントロール)(TF-80SC) 　Linear pressure solenoid SLB1

　TCM(トランスミッションコントロール)(TF-80SC) 　Linear pressure solenoid SLC1

　TCM(トランスミッションコントロール)(TF-80SC) 　Linear pressure solenoid SLC2

　TCM(トランスミッションコントロール)(TF-80SC) 　Linear pressure solenoid SLC3

　TCM(トランスミッションコントロール)(TF-80SC) 　Linear pressure solenoid SLT

　TCM(トランスミッションコントロール)(TF-80SC) 　Lock-up solenoid SLU

　TCM(トランスミッションコントロール)(TF-80SC) 　S1 control

　TCM(トランスミッションコントロール)(TF-80SC) 　S2 control

　TCM(トランスミッションコントロール)(TF-80SC) 　Shift solenoid S1

　TCM(トランスミッションコントロール)(TF-80SC) 　Shift solenoid S2

　TCM(トランスミッションコントロール)(TF-80SC) 　SLB1 control

　TCM(トランスミッションコントロール)(TF-80SC) 　SLC1 control

　TCM(トランスミッションコントロール)(TF-80SC) 　SLC2 control

　TCM(トランスミッションコントロール)(TF-80SC) 　SLC3 control

　TCM(トランスミッションコントロール)(TF-80SC) 　SLT control

　TCM(トランスミッションコントロール)(TF-80SC) 　SLU control

　TCM(トランスミッションコントロール)(TG-81SC AWD) 　S1 control

　TCM(トランスミッションコントロール)(TG-81SC AWD) 　S2 control

　TCM(トランスミッションコントロール)(TG-81SC AWD) 　SLB1 control

　TCM(トランスミッションコントロール)(TG-81SC AWD) 　SLC1 control

　TCM(トランスミッションコントロール)(TG-81SC AWD) 　SLC2 control

　TCM(トランスミッションコントロール)(TG-81SC AWD) 　SLC3 control

　TCM(トランスミッションコントロール)(TG-81SC AWD) 　SLT control

　TCM(トランスミッションコントロール)(TG-81SC AWD) 　SLU control

　TCM(トランスミッションコントロール)(TG-81SC) 　S1 control

　TCM(トランスミッションコントロール)(TG-81SC) 　S2 control

　TCM(トランスミッションコントロール)(TG-81SC) 　SL1 control

　TCM(トランスミッションコントロール)(TG-81SC) 　SL2 control

　TCM(トランスミッションコントロール)(TG-81SC) 　SL3 control

　TCM(トランスミッションコントロール)(TG-81SC) 　SL4 control

　TCM(トランスミッションコントロール)(TG-81SC) 　SL5 control

　TCM(トランスミッションコントロール)(TG-81SC) 　SLT control

　TCM(トランスミッションコントロール)(TG-81SC) 　SLU control

　UEM(アップエレクトロニクス) 　3rd row read light(XC90)

　UEM(アップエレクトロニクス) 　Approach light

　UEM(アップエレクトロニクス) 　Belt reminder

　UEM(アップエレクトロニクス) 　Belt reminder OFF

　UEM(アップエレクトロニクス) 　Belt reminder ON

　UEM(アップエレクトロニクス) 　Extended X

　UEM(アップエレクトロニクス) 　Front left read light

　UEM(アップエレクトロニクス) 　Front left readlight

　UEM(アップエレクトロニクス) 　Front right read light

　UEM(アップエレクトロニクス) 　Front right readlight

　UEM(アップエレクトロニクス) 　General light

　UEM(アップエレクトロニクス) 　Luggage compartment light

　UEM(アップエレクトロニクス) 　Rear left read light

　UEM(アップエレクトロニクス) 　Rear left readlight

　UEM(アップエレクトロニクス) 　Rear right read light

　UEM(アップエレクトロニクス) 　Rear right readlight

　UEM(アップエレクトロニクス) 　Remote control function - approach light

　UEM(アップエレクトロニクス) 　Remote control function - lock

　UEM(アップエレクトロニクス) 　Remote control function - panic alarm



　UEM(アップエレクトロニクス) 　Remote control function - pop up

　UEM(アップエレクトロニクス) 　Remote control function - unlock

　UEM(アップエレクトロニクス) 　Roof hatch, button activation, backward

　UEM(アップエレクトロニクス) 　Roof hatch, button activation, forward

　UEM(アップエレクトロニクス) 　Roof hatch, engine 1

　UEM(アップエレクトロニクス) 　Roof hatch, engine 2

　UEM(アップエレクトロニクス) 　Voltage supply to MMS

　VCM(ビークルコミュニケーションモジュール) 　S1 control

　VCM(ビークルコミュニケーションモジュール) 　S2 control

　VCM(ビークルコミュニケーションモジュール) 　SLB1 control

　VCM(ビークルコミュニケーションモジュール) 　SLC1 control

　VCM(ビークルコミュニケーションモジュール) 　SLC2 control

　VCM(ビークルコミュニケーションモジュール) 　SLC3 control

　VCM(ビークルコミュニケーションモジュール) 　SLT control

　VCM(ビークルコミュニケーションモジュール) 　SLU control

　VDDM(ビークルダイナミックドメインマスター) 　S1 control

　VDDM(ビークルダイナミックドメインマスター) 　S2 control

　VDDM(ビークルダイナミックドメインマスター) 　SLB1 control

　VDDM(ビークルダイナミックドメインマスター) 　SLC1 control

　VDDM(ビークルダイナミックドメインマスター) 　SLC2 control

　VDDM(ビークルダイナミックドメインマスター) 　SLC3 control

　VDDM(ビークルダイナミックドメインマスター) 　SLT control

　VDDM(ビークルダイナミックドメインマスター) 　SLU control

　WAM(ワイドアングルビジョンモジュール) 　S1 control

　WAM(ワイドアングルビジョンモジュール) 　S2 control

　WAM(ワイドアングルビジョンモジュール) 　SLB1 control

　WAM(ワイドアングルビジョンモジュール) 　SLC1 control

　WAM(ワイドアングルビジョンモジュール) 　SLC2 control

　WAM(ワイドアングルビジョンモジュール) 　SLC3 control

　WAM(ワイドアングルビジョンモジュール) 　SLT control

　WAM(ワイドアングルビジョンモジュール) 　SLU control

　サービスリマインダーリセット 　S1 control

　サービスリマインダーリセット 　S2 control

　サービスリマインダーリセット 　SLB1 control

　サービスリマインダーリセット 　SLC1 control

　サービスリマインダーリセット 　SLC2 control

　サービスリマインダーリセット 　SLC3 control

　サービスリマインダーリセット 　SLT control

　サービスリマインダーリセット 　SLU control


