
システム 項目名

　エンジン 　０１．Ｎｏ．１，２インジェクター

　エンジン 　０１．Ｎｏ．１，３インジェクター

　エンジン 　０１．Ｎｏ．１，６インジェクター

　エンジン 　０１．Ｎｏ．１インジェクター

　エンジン 　０２．Ｎｏ．２，３インジェクター

　エンジン 　０２．Ｎｏ．２，４インジェクター

　エンジン 　０２．Ｎｏ．２インジェクター

　エンジン 　０２．Ｎｏ．３，４インジェクター

　エンジン 　０２．グロープラグリレー

　エンジン 　０３．Ａ／Ｃコンプレッサーリレー

　エンジン 　０３．Ｎｏ．３インジェクター

　エンジン 　０３．Ｎｏ．５，６インジェクター

　エンジン 　０４．Ｎｏ．４，５インジェクター

　エンジン 　０４．Ｎｏ．４インジェクター

　エンジン 　０５．Ｎｏ．５インジェクター

　エンジン 　０６．Ｎｏ．６インジェクター

　エンジン 　０７．フューエルポンプ

　エンジン 　０８．パージコントロールＳ／Ｖ

　エンジン 　０９　燃焼圧力コントロールＳ／Ｖ

　エンジン 　１　エンジンチェックランプ

　エンジン 　１０．ＥＧＲコントロールＳ／Ｖ

　エンジン 　１１　Ａ／Ｃコンプレッサーリレー　ＯＦＦ

　エンジン 　１１　Ａ／Ｃコンプレッサーリレー　ＯＮ

　エンジン 　１１．ＴＣＶ進角

　エンジン 　１１．可変吸気Ｓ／Ｖ

　エンジン 　１１．可変吸気モーター

　エンジン 　１２．ＴＣＶ遅角

　エンジン 　１２．ウエストゲートＳ／Ｖ

　エンジン 　１３．Ｆポンプリレー２／３

　エンジン 　１４．ＤモードマフラＳ／Ｖ

　エンジン 　１５．ＴＣＬバキュームＳ／Ｖ

　エンジン 　１５．インジェクター＃１

　エンジン 　１５．グローランプ

　エンジン 　１６．ＴＣＬベンチレーションＳＶ

　エンジン 　１６．インジェクター＃２

　エンジン 　１６．ウォーニングランプ

　エンジン 　１７．インジェクター＃３

　エンジン 　１７．点火５゜ＢＴＤＣ固定

　エンジン 　１８．インジェクター＃４

　エンジン 　１８．エアバイパスＳ／Ｖ

　エンジン 　１８．エアバイパスＳ／Ｖ１

　エンジン 　１９　クルーズコントロールインジケーター　－　ＯＦＦ

　エンジン 　１９　クルーズコントロールインジケーター　－　ＯＮ

　エンジン 　１９　高圧ポンプ（サクションコントロールバルブ）

　エンジン 　１９．アイドルアップＳ／Ｖ

　エンジン 　２　グローランプ

　エンジン 　２０　油圧インジケーター　－　ＯＦＦ
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　エンジン 　２０　油圧インジケーター　－　ＯＮ

　エンジン 　２０．ラジエーターファンＨＩ

　エンジン 　２１　ＥＧＲクーラー　－　ＯＦＦ

　エンジン 　２１　ＥＧＲクーラー　－　ＯＮ

　エンジン 　２１．ラジエーターファンＬＯ

　エンジン 　２２．オイルコントロールＶ１

　エンジン 　２２．コンデンサーファンリレー

　エンジン 　２３．オイルコントロールＶ２

　エンジン 　２３．メインスロットルＳ／Ｖ

　エンジン 　２４．サブスロットルＳ／Ｖ

　エンジン 　２５　ＥＧＲバルブ　０％

　エンジン 　２５．ＧＥアクチュエーター：ＯＮ

　エンジン 　２６　ＥＧＲバルブ　５０％

　エンジン 　２６．ＧＥアクチュエーター：ＯＦＦ

　エンジン 　２７　ＥＧＲバルブ　１００％

　エンジン 　２７．フューエルカットＳ／Ｖ

　エンジン 　２８　スロットルバルブ　０ｄｅｇ．

　エンジン 　２８．ＥＧＲ　Ｓ／Ｖ＃１：ＯＮ

　エンジン 　２９　スロットルバルブ　４５ｄｅｇ．

　エンジン 　２９．ＥＧＲ　Ｓ／Ｖ＃１：ＯＦＦ

　エンジン 　３　グローリレー

　エンジン 　３０　スロットルバルブ　９０ｄｅｇ．

　エンジン 　３０．ＥＧＲ　Ｓ／Ｖ＃２

　エンジン 　３０．ＳＡＳ調整モード

　エンジン 　３１　ＥＧＲバイパスバルブ

　エンジン 　３１　スワールコントロールバルブ

　エンジン 　３１．水温スイッチ

　エンジン 　３２　ＥＧＲクーラーバイパスソレノイド

　エンジン 　３２．インタークーラーＦＡＮ

　エンジン 　３２．エアバイパスＳ／Ｖ２

　エンジン 　３４．ＥＴＶシステム

　エンジン 　３５．バッテリーファン

　エンジン 　３６　ＶＧＴソレノイド１００％

　エンジン 　３６．２次エア制御Ｓ／Ｖ

　エンジン 　３７．コンデンサーファン：ＨＩ

　エンジン 　３８．コンデンサーファン：ＬＯ

　エンジン 　４　Ａ／Ｃ　リレー

　エンジン 　４４　ＤＰＦランプ

　エンジン 　５　コンデンサーファンリレー

　エンジン 　５　フューエルポンプリレー　－　ＯＦＦ

　エンジン 　５　フューエルポンプリレー　－　ＯＮ

　エンジン 　５０　インテークポンプリレー

　エンジン 　５０　吸気ポンプリレー

　エンジン 　５１　ＯＣＶ（ＭＩＶＥＣ）

　エンジン 　５３．ラジエーターファン

　エンジン 　５４　グロー　（ＰＷＭ）　０％

　エンジン 　５５　グロー　（ＰＷＭ）　５０％
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　エンジン 　５６　グロー　（ＰＷＭ）　１００％

　エンジン 　６　ＭＩＬ診断ランプ　－　ＯＦＦ

　エンジン 　６　ＭＩＬ診断ランプ　－　ＯＮ

　エンジン 　６　スロットルバルブソレノイド

　エンジン 　６０．アイドルアップ制御（ＥＯＬ）

　エンジン 　７　グローインジケーター　－　ＯＦＦ

　エンジン 　７　グローインジケーター　－　ＯＮ

　エンジン 　８　チャージランプ　－　ＯＦＦ

　エンジン 　８　チャージランプ　－　ＯＮ

　エンジン 　Ａ／Ｃコンプレッサーリレー（ＯＦＦ）

　エンジン 　Ａ／Ｃコンプレッサーリレー（ＯＮ）

　エンジン 　Ａ／Ｃリレー

　エンジン 　ＥＧＲクーラー

　エンジン 　ＥＧＲクーラー（ＯＦＦ）

　エンジン 　ＥＧＲクーラー（ＯＮ）

　エンジン 　ＥＧＲコントロールソレノイド

　エンジン 　ＥＧＲコントロールソレノイド（０％）

　エンジン 　ＥＧＲコントロールソレノイド（１００％）

　エンジン 　ＥＧＲコントロールソレノイド（５０％）

　エンジン 　ＥＧＲソレノイドバルブ

　エンジン 　ＥＧＲバルブ

　エンジン 　ＥＧＲ制御ＳＯＬバルブデューティー設定

　エンジン 　ＥＴＶコントロールサーボ

　エンジン 　ＥＶＡＰエミッションパージソレノイドデューティー

　エンジン 　ＭＩＬ（ＯＦＦ）

　エンジン 　ＭＩＬ（ＯＮ）

　エンジン 　ＭＩＬ診断ランプ

　エンジン 　Ｎｏ．１　インジェクター

　エンジン 　Ｎｏ．２　インジェクター

　エンジン 　Ｎｏ．３　インジェクター

　エンジン 　Ｎｏ．４　インジェクター

　エンジン 　ＰＷＭ　ラジエーターファン

　エンジン 　ＳＡＳモード

　エンジン 　ＶＧＴソレノイド（０％）

　エンジン 　ＶＧＴソレノイド（１００％）

　エンジン 　ＶＧＴソレノイド（５０％）

　エンジン 　ＶＧＴソレノイドバルブ

　エンジン 　インジェクター５

　エンジン 　インジェクター６

　エンジン 　インジェクター遮断　－　インジェクター１

　エンジン 　インジェクター遮断　－　インジェクター２

　エンジン 　インジェクター遮断　－　インジェクター３

　エンジン 　インジェクター遮断　－　リターン制御

　エンジン 　インジェクター停止　－　Ｎｏ．１

　エンジン 　インジェクター停止　－　Ｎｏ．２

　エンジン 　インジェクター停止　－　Ｎｏ．３

　エンジン 　インジェクター停止　－　Ｎｏ．４



システム 項目名

●三菱 アクティブテスト(ver 2020.03)

　エンジン 　インジェクター停止　－　Ｎｏ．５　（６気筒エンジン）

　エンジン 　インジェクター停止　－　Ｎｏ．６　（６気筒エンジン）

　エンジン 　インテークエアコントロールフラップ

　エンジン 　インテークエアコントロールフラップ（０％）

　エンジン 　インテークエアコントロールフラップ（１００％）

　エンジン 　インテークエアコントロールフラップ（５０％）

　エンジン 　インテークダクトオフモーターデューティー設定

　エンジン 　ウエ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リレー

　エンジン 　エンジンルームファンリレー

　エンジン 　エンジン回転数設定

　エンジン 　オイルコントロールバルブ

　エンジン 　キャパシタリレー

　エンジン 　クーリングファン

　エンジン 　クルーズコントロールインジケーター

　エンジン 　クルーズコントロールインジケーター（ＯＦＦ）

　エンジン 　クルーズコントロールインジケーター（ＯＮ）

　エンジン 　グローインジケーター

　エンジン 　グローインジケーター（ＯＦＦ）

　エンジン 　グローインジケーター（ＯＮ）

　エンジン 　グローコントロールリレー

　エンジン 　グローコントロールリレー（０％）

　エンジン 　グローコントロールリレー（１００％）

　エンジン 　グローコントロールリレー（５０％）

　エンジン 　チャージランプ

　エンジン 　チャージランプ（ＯＦＦ）

　エンジン 　チャージランプ（ＯＮ）

　エンジン 　デュアルモードマフラソレノイド

　エンジン 　パージコントロールソレノイドデューティー

　エンジン 　パージコントロールソレノイドバルブ

　エンジン 　バーニングプレッシャーコントロールＳ／Ｖ

　エンジン 　フューエルポンプリレー（ＯＦＦ）

　エンジン 　フューエルポンプリレー（ＯＮ）

　エンジン 　フューエルポンプ系統

　エンジン 　ベンチレーションソレノイドバルブ

　エンジン 　ラジエーターファン　（Ｈｉ）

　エンジン 　ラジエーターファン　（Ｌｏ）

　エンジン 　ラムダプローブヒーター

　エンジン 　可変スワールアクチュエーター

　エンジン 　可変吸気ソレノイド

　エンジン 　点火時期　５　ＢＴＤＣ

　エンジン 　燃圧ソレノイドバルブ

　エンジン 　燃料ポンプリレー

　エンジン 　油圧インジケーター

　エンジン 　油圧インジケーター（ＯＦＦ）

　エンジン 　油圧インジケーター（ＯＮ）

　ＫＯＳ・イモビライザー・キーレス 　アウターブザー　－　　ＯＦＦ
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　ＫＯＳ・イモビライザー・キーレス 　アウターブザー　－　パターン１

　ＫＯＳ・イモビライザー・キーレス 　アウターブザー　－　パターン２

　ＫＯＳ・イモビライザー・キーレス 　アウターブザー　－　パターン３

　ＫＯＳ・イモビライザー・キーレス 　アウターブザー　－　パターン４

　ＫＯＳ・イモビライザー・キーレス 　アウターブザー　－　パターン５

　ＫＯＳ・イモビライザー・キーレス 　アウターブザー　－　パターン６

　ＫＯＳ・イモビライザー・キーレス 　アウターブザー　－　警告１

　ＫＯＳ・イモビライザー・キーレス 　アウターブザー　－　警告２

　ＫＯＳ・イモビライザー・キーレス 　エンジンスイッチ（ＬＥＤ　ＯＮ）　－　ＬＥＤ１

　ＫＯＳ・イモビライザー・キーレス 　エンジンスイッチ（ＬＥＤ　ＯＮ）　－　ＬＥＤ２

　ＫＯＳ・イモビライザー・キーレス 　エンジンスイッチ（ＬＥＤ　ＯＮ）　－　ＬＥＤ３

　ＥＬＣ－ＡＴ・ＣＶＴ・ＴＣ－ＳＳＴ 　０１．Ｌ／Ｒソレノイド

　ＥＬＣ－ＡＴ・ＣＶＴ・ＴＣ－ＳＳＴ 　０１．プレッシャーコントロールＳＶ

　ＥＬＣ－ＡＴ・ＣＶＴ・ＴＣ－ＳＳＴ 　０１．ラインソレノイド

　ＥＬＣ－ＡＴ・ＣＶＴ・ＴＣ－ＳＳＴ 　０２．Ｕ／Ｄソレノイド

　ＥＬＣ－ＡＴ・ＣＶＴ・ＴＣ－ＳＳＴ 　０２．シフトソレノイド

　ＥＬＣ－ＡＴ・ＣＶＴ・ＴＣ－ＳＳＴ 　０３．２ｎｄソレノイド

　ＥＬＣ－ＡＴ・ＣＶＴ・ＴＣ－ＳＳＴ 　０３．Ｄ／Ｃソレノイド

　ＥＬＣ－ＡＴ・ＣＶＴ・ＴＣ－ＳＳＴ 　０４．Ｏ／Ｄソレノイド

　ＥＬＣ－ＡＴ・ＣＶＴ・ＴＣ－ＳＳＴ 　０４．クラッチソレノイド

　ＥＬＣ－ＡＴ・ＣＶＴ・ＴＣ－ＳＳＴ 　０５．ＲＥＤソレノイド

　ＥＬＣ－ＡＴ・ＣＶＴ・ＴＣ－ＳＳＴ 　０５．シフトインジケーター１ＳＴ

　ＥＬＣ－ＡＴ・ＣＶＴ・ＴＣ－ＳＳＴ 　０６．Ｄ／Ｃソレノイド

　ＥＬＣ－ＡＴ・ＣＶＴ・ＴＣ－ＳＳＴ 　０６．シフトインジケーター２ＮＤ

　ＥＬＣ－ＡＴ・ＣＶＴ・ＴＣ－ＳＳＴ 　０７．１速シフトランプ

　ＥＬＣ－ＡＴ・ＣＶＴ・ＴＣ－ＳＳＴ 　０７．シフトインジケーター３ＲＤ

　ＥＬＣ－ＡＴ・ＣＶＴ・ＴＣ－ＳＳＴ 　０８．２速シフトランプ

　ＥＬＣ－ＡＴ・ＣＶＴ・ＴＣ－ＳＳＴ 　０８．シフトインジケーター４ＴＨ

　ＥＬＣ－ＡＴ・ＣＶＴ・ＴＣ－ＳＳＴ 　０９．３速シフトランプ

　ＥＬＣ－ＡＴ・ＣＶＴ・ＴＣ－ＳＳＴ 　０９．シフトインジケーター５ＴＨ

　ＥＬＣ－ＡＴ・ＣＶＴ・ＴＣ－ＳＳＴ 　１　ＬＲソレノイドバルブ

　ＥＬＣ－ＡＴ・ＣＶＴ・ＴＣ－ＳＳＴ 　１　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　ＥＬＣ－ＡＴ・ＣＶＴ・ＴＣ－ＳＳＴ 　１０　４ｔｈインジケーターランプ

　ＥＬＣ－ＡＴ・ＣＶＴ・ＴＣ－ＳＳＴ 　１０．４速シフトランプ

　ＥＬＣ－ＡＴ・ＣＶＴ・ＴＣ－ＳＳＴ 　１０．シフトインジケーター６ＴＨ

　ＥＬＣ－ＡＴ・ＣＶＴ・ＴＣ－ＳＳＴ 　１１　５ｔｈインジケーターランプ

　ＥＬＣ－ＡＴ・ＣＶＴ・ＴＣ－ＳＳＴ 　１１．５速シフトランプ

　ＥＬＣ－ＡＴ・ＣＶＴ・ＴＣ－ＳＳＴ 　１１．コントロールリレー

　ＥＬＣ－ＡＴ・ＣＶＴ・ＴＣ－ＳＳＴ 　１２　ＴＣＭコントロールリレー

　ＥＬＣ－ＡＴ・ＣＶＴ・ＴＣ－ＳＳＴ 　１２．Ａ／Ｔコントロールリレー

　ＥＬＣ－ＡＴ・ＣＶＴ・ＴＣ－ＳＳＴ 　１５．シフト　ブザー

　ＥＬＣ－ＡＴ・ＣＶＴ・ＴＣ－ＳＳＴ 　１ｓｔインジケーターランプ

　ＥＬＣ－ＡＴ・ＣＶＴ・ＴＣ－ＳＳＴ 　２　ＴＣＣソレノイドバルブ

　ＥＬＣ－ＡＴ・ＣＶＴ・ＴＣ－ＳＳＴ 　２　ＵＤソレノイドバルブ

　ＥＬＣ－ＡＴ・ＣＶＴ・ＴＣ－ＳＳＴ 　２ｎｄインジケーターランプ

　ＥＬＣ－ＡＴ・ＣＶＴ・ＴＣ－ＳＳＴ 　３　セカンドソレノイドバルブ

　ＥＬＣ－ＡＴ・ＣＶＴ・ＴＣ－ＳＳＴ 　３ｒｄインジケーターランプ



システム 項目名

●三菱 アクティブテスト(ver 2020.03)

　ＥＬＣ－ＡＴ・ＣＶＴ・ＴＣ－ＳＳＴ 　４　ＯＤソレノイドバルブ

　ＥＬＣ－ＡＴ・ＣＶＴ・ＴＣ－ＳＳＴ 　４ｔｈインジケーターランプ

　ＥＬＣ－ＡＴ・ＣＶＴ・ＴＣ－ＳＳＴ 　５　ＲＥＤソレノイドバルブ

　ＥＬＣ－ＡＴ・ＣＶＴ・ＴＣ－ＳＳＴ 　５ｔｈインジケーターランプ

　ＥＬＣ－ＡＴ・ＣＶＴ・ＴＣ－ＳＳＴ 　６　ＴＣＣソレノイドバルブ

　ＥＬＣ－ＡＴ・ＣＶＴ・ＴＣ－ＳＳＴ 　７　１ｓｔインジケーターランプ

　ＥＬＣ－ＡＴ・ＣＶＴ・ＴＣ－ＳＳＴ 　８　２ｎｄインジケーターランプ

　ＥＬＣ－ＡＴ・ＣＶＴ・ＴＣ－ＳＳＴ 　９　３ｒｄインジケーターランプ

　ＥＬＣ－ＡＴ・ＣＶＴ・ＴＣ－ＳＳＴ 　Ａ／Ｔ　コントロールリレー

　ＥＬＣ－ＡＴ・ＣＶＴ・ＴＣ－ＳＳＴ 　Ａ／Ｔコントロールリレー

　ＥＬＣ－ＡＴ・ＣＶＴ・ＴＣ－ＳＳＴ 　ＤＣＣ　ソレノイドバルブ

　ＥＬＣ－ＡＴ・ＣＶＴ・ＴＣ－ＳＳＴ 　ＬＯ－リバースソレノイドバルブ

　ＥＬＣ－ＡＴ・ＣＶＴ・ＴＣ－ＳＳＴ 　ＴＣＣソレノイドバルブ

　ＥＬＣ－ＡＴ・ＣＶＴ・ＴＣ－ＳＳＴ 　アンダードライブソレノイドバルブ

　ＥＬＣ－ＡＴ・ＣＶＴ・ＴＣ－ＳＳＴ 　オーバードライブソレノイドバルブ

　ＥＬＣ－ＡＴ・ＣＶＴ・ＴＣ－ＳＳＴ 　シフトソレノイドバルブ１

　ＥＬＣ－ＡＴ・ＣＶＴ・ＴＣ－ＳＳＴ 　シフトソレノイドバルブ２

　ＥＬＣ－ＡＴ・ＣＶＴ・ＴＣ－ＳＳＴ 　セカンドソレノイドバルブ

　ＥＬＣ－ＡＴ・ＣＶＴ・ＴＣ－ＳＳＴ 　ソレノイドリレー

　ＥＬＣ－ＡＴ・ＣＶＴ・ＴＣ－ＳＳＴ 　ラインプレッシャーソレノイド　（ＭＡＸ）

　ＥＬＣ－ＡＴ・ＣＶＴ・ＴＣ－ＳＳＴ 　ラインプレッシャーソレノイド　（ＭＩＮ）

　ＥＬＣ－ＡＴ・ＣＶＴ・ＴＣ－ＳＳＴ 　ライン圧ソレノイド（ＭＡＸ）

　ＥＬＣ－ＡＴ・ＣＶＴ・ＴＣ－ＳＳＴ 　ライン圧ソレノイド（ＭＩＮ）

　ＥＬＣ－ＡＴ・ＣＶＴ・ＴＣ－ＳＳＴ 　ライン圧ソレノイドバルブ

　ＥＬＣ－ＡＴ・ＣＶＴ・ＴＣ－ＳＳＴ 　リダクションソレノイドバルブ

　ＥＬＣ－ＡＴ・ＣＶＴ・ＴＣ－ＳＳＴ 　リニアソレノイド　１　（ＭＡＸ）

　ＥＬＣ－ＡＴ・ＣＶＴ・ＴＣ－ＳＳＴ 　リニアソレノイド　１　（ＭＩＮ）

　ＥＬＣ－ＡＴ・ＣＶＴ・ＴＣ－ＳＳＴ 　リニアソレノイド　２　（ＭＡＸ）

　ＥＬＣ－ＡＴ・ＣＶＴ・ＴＣ－ＳＳＴ 　リニアソレノイド　２　（ＭＩＮ）

　ＥＬＣ－ＡＴ・ＣＶＴ・ＴＣ－ＳＳＴ 　リニアソレノイド１（ＭＡＸ）

　ＥＬＣ－ＡＴ・ＣＶＴ・ＴＣ－ＳＳＴ 　リニアソレノイド１（ＭＩＮ）

　ＥＬＣ－ＡＴ・ＣＶＴ・ＴＣ－ＳＳＴ 　リニアソレノイド２（ＭＡＸ）

　ＥＬＣ－ＡＴ・ＣＶＴ・ＴＣ－ＳＳＴ 　リニアソレノイド２（ＭＩＮ）

　ＥＬＣ－ＡＴ・ＣＶＴ・ＴＣ－ＳＳＴ 　ロックアップソレノイド　（ＭＡＸ）

　ＥＬＣ－ＡＴ・ＣＶＴ・ＴＣ－ＳＳＴ 　ロックアップソレノイド　（ＭＩＮ）

　ＥＬＣ－ＡＴ・ＣＶＴ・ＴＣ－ＳＳＴ 　ロックアップソレノイド（ＭＡＸ）

　ＥＬＣ－ＡＴ・ＣＶＴ・ＴＣ－ＳＳＴ 　ロックアップソレノイド（ＭＩＮ）

　ＥＬＣ－ＡＴ・ＣＶＴ・ＴＣ－ＳＳＴ 　ロックアップソレノイドバルブ

　ＴＣＬ（トラクションコントロールロジック） 　０１．ＡＢＳバルブＦＲ

　ＴＣＬ（トラクションコントロールロジック） 　０１．ＦＲバルブ

　ＴＣＬ（トラクションコントロールロジック） 　０２．ＡＢＳバルブＦＬ

　ＴＣＬ（トラクションコントロールロジック） 　０２．ＦＬバルブ

　ＴＣＬ（トラクションコントロールロジック） 　０３．ＡＢＳバルブＲＲ

　ＴＣＬ（トラクションコントロールロジック） 　０３．ＲＲバルブ

　ＴＣＬ（トラクションコントロールロジック） 　０４．ＡＢＳバルブＲＬ

　ＴＣＬ（トラクションコントロールロジック） 　０４．ＲＬバルブ

　ＴＣＬ（トラクションコントロールロジック） 　０５．ＡＳＣバルブＦＲ
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　ＴＣＬ（トラクションコントロールロジック） 　０５．ＡＳＴＣバルブＦＲ

　ＴＣＬ（トラクションコントロールロジック） 　０５．ＴＣＬ　スロットル

　ＴＣＬ（トラクションコントロールロジック） 　０５．ＴＣＬ作動点検

　ＴＣＬ（トラクションコントロールロジック） 　０６．ＡＳＣバルブＦＬ

　ＴＣＬ（トラクションコントロールロジック） 　０６．ＡＳＴＣバルブＦＬ

　ＴＣＬ（トラクションコントロールロジック） 　０７．ＡＳＣバルブＲＲ

　ＴＣＬ（トラクションコントロールロジック） 　０７．ＡＳＴＣバルブＲＲ

　ＴＣＬ（トラクションコントロールロジック） 　０８．ＡＳＣバルブＲＬ

　ＴＣＬ（トラクションコントロールロジック） 　０８．ＡＳＴＣバルブＲＬ

　ＴＣＬ（トラクションコントロールロジック） 　０９．ＡＢＳエア抜き１

　ＴＣＬ（トラクションコントロールロジック） 　０９．ＴＣＬスロットル

　ＴＣＬ（トラクションコントロールロジック） 　０９．タイヤ空気圧警報

　ＴＣＬ（トラクションコントロールロジック） 　１　ＦＬ輪ＡＢＳ駆動

　ＴＣＬ（トラクションコントロールロジック） 　１０．ＡＢＳエア抜き２

　ＴＣＬ（トラクションコントロールロジック） 　１０．空気圧学習開始

　ＴＣＬ（トラクションコントロールロジック） 　１１．ＨＢＢ　モーター

　ＴＣＬ（トラクションコントロールロジック） 　１１．空気圧学習停止

　ＴＣＬ（トラクションコントロールロジック） 　１２．ＨＢＢ　ブザー

　ＴＣＬ（トラクションコントロールロジック） 　１２．モーター

　ＴＣＬ（トラクションコントロールロジック） 　１３．ＥＮＧトルク低減

　ＴＣＬ（トラクションコントロールロジック） 　１３．学習禁止

　ＴＣＬ（トラクションコントロールロジック） 　１４．ステアリングセンサー：０

　ＴＣＬ（トラクションコントロールロジック） 　１５．ヨーレートセンサー：０

　ＴＣＬ（トラクションコントロールロジック） 　１６．Ｇセンサー：０

　ＴＣＬ（トラクションコントロールロジック） 　１６．アキュムレータ開放

　ＴＣＬ（トラクションコントロールロジック） 　１６．アキュムレータ蓄圧

　ＴＣＬ（トラクションコントロールロジック） 　１７．アキュムレータ減圧

　ＴＣＬ（トラクションコントロールロジック） 　１７．アキュムレータ蓄圧

　ＴＣＬ（トラクションコントロールロジック） 　１８．エア抜きＳＴＥＰ１

　ＴＣＬ（トラクションコントロールロジック） 　１９．エア抜きＳＴＥＰ２

　ＴＣＬ（トラクションコントロールロジック） 　２　ＦＲ輪ＡＢＳ駆動

　ＴＣＬ（トラクションコントロールロジック） 　２０．モーター

　ＴＣＬ（トラクションコントロールロジック） 　２１．タイヤ空気圧警報

　ＴＣＬ（トラクションコントロールロジック） 　２２．空気圧学習開始

　ＴＣＬ（トラクションコントロールロジック） 　２３．ブレーキウォーニングランプ

　ＴＣＬ（トラクションコントロールロジック） 　２３．空気圧学習開始

　ＴＣＬ（トラクションコントロールロジック） 　２４．ＡＢＳフェイル　ランプ

　ＴＣＬ（トラクションコントロールロジック） 　２４．ＡＳＣ抜きＦＲ（１）

　ＴＣＬ（トラクションコントロールロジック） 　２５．ＡＳＣ抜きＦＲ（１）

　ＴＣＬ（トラクションコントロールロジック） 　２５．ＡＳＴＣ　作動　ランプ

　ＴＣＬ（トラクションコントロールロジック） 　２６．ＡＳＣ抜きＦＲ（１）

　ＴＣＬ（トラクションコントロールロジック） 　２６．ＡＳＴＣ　オフ　ランプ

　ＴＣＬ（トラクションコントロールロジック） 　２７．ＡＳＣ抜きＦＲ（１）

　ＴＣＬ（トラクションコントロールロジック） 　２８．エア抜きＦＲ－ＲＬ（１）

　ＴＣＬ（トラクションコントロールロジック） 　２９．エア抜きＦＬ－ＲＲ（１）

　ＴＣＬ（トラクションコントロールロジック） 　３　ＲＬ輪ＡＢＳ　駆動

　ＴＣＬ（トラクションコントロールロジック） 　３０．エア抜きＦＲ－ＲＬ（２）
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　ＴＣＬ（トラクションコントロールロジック） 　３１．エア抜きＦＬ－ＲＲ（２）

　ＴＣＬ（トラクションコントロールロジック） 　４　ＲＲ輪ＡＢＳ駆動

　ＴＣＬ（トラクションコントロールロジック） 　９　エンジンＴＣＬ作動

　ＴＣＬ（トラクションコントロールロジック） 　ＦＬ輪ＡＢＳ駆動

　ＴＣＬ（トラクションコントロールロジック） 　ＦＬ輪ＴＣＬ駆動

　ＴＣＬ（トラクションコントロールロジック） 　ＦＲ輪ＡＢＳ駆動

　ＴＣＬ（トラクションコントロールロジック） 　ＦＲ輪ＴＣＬ駆動

　ＴＣＬ（トラクションコントロールロジック） 　ＲＬ輪ＡＢＳ駆動

　ＴＣＬ（トラクションコントロールロジック） 　ＲＬ輪ＴＣＬ駆動

　ＴＣＬ（トラクションコントロールロジック） 　ＲＲ輪ＡＢＳ駆動

　ＴＣＬ（トラクションコントロールロジック） 　ＲＲ輪ＴＣＬ駆動

　ＴＣＬ（トラクションコントロールロジック） 　エンジンＴＣＬドライブ

　クルーズコントロール 　０１．Ｎｏ．１インジェクター

　クルーズコントロール 　０２．Ｎｏ．２インジェクター

　クルーズコントロール 　０２．グロープラグリレー

　クルーズコントロール 　０３．Ａ／Ｃコンプレッサーリレー

　クルーズコントロール 　０３．Ｎｏ．３インジェクター

　クルーズコントロール 　０４．Ｎｏ．４インジェクター

　クルーズコントロール 　０５．Ｎｏ．５インジェクター

　クルーズコントロール 　０６．Ｎｏ．６インジェクター

　クルーズコントロール 　０７．スロットル全閉

　クルーズコントロール 　０７．フューエルポンプ

　クルーズコントロール 　０８．スロットル中間

　クルーズコントロール 　０８．パージコントロールＳ／Ｖ

　クルーズコントロール 　０９．スロットル全開

　クルーズコントロール 　１１．ＴＣＶ進角

　クルーズコントロール 　１２．ＴＣＶ遅角

　クルーズコントロール 　１３．Ｆポンプリレー２／３

　クルーズコントロール 　１４．ＤモードマフラＳ／Ｖ

　クルーズコントロール 　１５．グローランプ

　クルーズコントロール 　１６．ウォーニングランプ

　クルーズコントロール 　１７．点火５゜ＢＴＤＣ固定

　クルーズコントロール 　２１．ラジエーターファンＬＯ

　クルーズコントロール 　２２．コンデンサーファンリレー

　クルーズコントロール 　２３．メインスロットルＳ／Ｖ

　クルーズコントロール 　２４．サブスロットルＳ／Ｖ

　クルーズコントロール 　２５．ＧＥアクチュエーター：ＯＮ

　クルーズコントロール 　２６．ＧＥアクチュエーター：ＯＦＦ

　クルーズコントロール 　２７．フューエルカットＳ／Ｖ

　クルーズコントロール 　２８．ＥＧＲ　Ｓ／Ｖ＃１：ＯＮ

　クルーズコントロール 　２９．ＥＧＲ　Ｓ／Ｖ＃１：ＯＦＦ

　クルーズコントロール 　３０．ＥＧＲ　Ｓ／Ｖ＃２

　クルーズコントロール 　３１．水温スイッチ

　クルーズコントロール 　３３．ＰＴＣヒーター

　クルーズコントロール 　３３．リンプホームＳ／Ｖ

　クルーズコントロール 　３４．ＥＴＶシステム

　クルーズコントロール 　３４．ＧＥアクチュエーターＭＤ
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　クルーズコントロール 　３５．可変Ｔ／Ｃソレノイドオン

　クルーズコントロール 　３６．可変Ｔ／Ｃソレノイドオフ

　クルーズコントロール 　３７．ＥＧＲバキュームＳＯＬ

　クルーズコントロール 　３８．ＥＧＲベントＳＯＬ

　クルーズコントロール 　３９．Ｉ／Ｃファンリレー

　クルーズコントロール 　３９．Ｎｏ．７インジェクター

　クルーズコントロール 　４０．　Ｎｏ．８インジケーター

　クルーズコントロール 　バーニングプレッシャーコントロールＳ／Ｖ

　ＳＳ４　ＩＩ　（スーパーセレクト４ＷＤ　ＩＩ） 　０２．シフトＡＣＴ正転

　ＳＳ４　ＩＩ　（スーパーセレクト４ＷＤ　ＩＩ） 　０３．シフトＡＣＴ逆転

　ＳＳ４　ＩＩ　（スーパーセレクト４ＷＤ　ＩＩ） 　Ｆ／Ｗソレノイド

　ＳＳ４　ＩＩ　（スーパーセレクト４ＷＤ　ＩＩ） 　Ｆ／Ｗソレノイド　－　ＯＦＦ

　ＳＳ４　ＩＩ　（スーパーセレクト４ＷＤ　ＩＩ） 　Ｆ／Ｗソレノイド　－　ＯＮ

　ＳＳ４　ＩＩ　（スーパーセレクト４ＷＤ　ＩＩ） 　シフトアクチュエーター　－　２Ｈ

　ＳＳ４　ＩＩ　（スーパーセレクト４ＷＤ　ＩＩ） 　シフトアクチュエーター　－　４Ｈ

　ＳＳ４　ＩＩ　（スーパーセレクト４ＷＤ　ＩＩ） 　シフトアクチュエーター　－　４ＨＬｃ

　ＳＳ４　ＩＩ　（スーパーセレクト４ＷＤ　ＩＩ） 　シフトアクチュエーター　－　４ＬＬｃ

　ＳＳ４　ＩＩ　（スーパーセレクト４ＷＤ　ＩＩ） 　シフトアクチュエーター　－　ＭＣＣＷ

　ＳＳ４　ＩＩ　（スーパーセレクト４ＷＤ　ＩＩ） 　シフトアクチュエーター　－　ＭＣＷ

　ＳＳ４　ＩＩ　（スーパーセレクト４ＷＤ　ＩＩ） 　リアデフロック　－　ＯＦＦ

　ＳＳ４　ＩＩ　（スーパーセレクト４ＷＤ　ＩＩ） 　リアデフロック　－　ＯＮ

　ＥＰＳ・４ＷＳ（パワステ・四輪操舵） 　０１．作動チェック

　ＥＰＳ・４ＷＳ（パワステ・四輪操舵） 　０２．分流Ｖチェック

　ＥＰＳ・４ＷＳ（パワステ・四輪操舵） 　０３．エア抜き

　ＥＰＳ・４ＷＳ（パワステ・四輪操舵） 　０４．駆動ＯＦＦ

　ＥＰＳ・４ＷＳ（パワステ・四輪操舵） 　入力車速

　ＡＢＳ・ＡＳＣ・ＡＳＴＣ・ＷＳＳ 　０１．ＦＲバルブ

　ＡＢＳ・ＡＳＣ・ＡＳＴＣ・ＷＳＳ 　０１．ＦＲバルブ＋Ｐモーター

　ＡＢＳ・ＡＳＣ・ＡＳＴＣ・ＷＳＳ 　０２．ＦＬバルブ

　ＡＢＳ・ＡＳＣ・ＡＳＴＣ・ＷＳＳ 　０２．ＦＬバルブ＋Ｐモーター

　ＡＢＳ・ＡＳＣ・ＡＳＴＣ・ＷＳＳ 　０３．ＲＲバルブ

　ＡＢＳ・ＡＳＣ・ＡＳＴＣ・ＷＳＳ 　０３．ＲＲバルブ＋Ｐモーター

　ＡＢＳ・ＡＳＣ・ＡＳＴＣ・ＷＳＳ 　０３．リアバルブ

　ＡＢＳ・ＡＳＣ・ＡＳＴＣ・ＷＳＳ 　０４．ＲＬバルブ

　ＡＢＳ・ＡＳＣ・ＡＳＴＣ・ＷＳＳ 　０４．ＲＬバルブ＋Ｐモーター

　ＡＢＳ・ＡＳＣ・ＡＳＴＣ・ＷＳＳ 　０５．センサーチェックモード開始

　ＡＢＳ・ＡＳＣ・ＡＳＴＣ・ＷＳＳ 　０５．バルブリレー

　ＡＢＳ・ＡＳＣ・ＡＳＴＣ・ＷＳＳ 　０５．ブレーキエア抜き（ＨＵ）

　ＡＢＳ・ＡＳＣ・ＡＳＴＣ・ＷＳＳ 　０６．ＡＢＳ信号

　ＡＢＳ・ＡＳＣ・ＡＳＴＣ・ＷＳＳ 　０６．センサーチェクモードＳＴＯＰ

　ＡＢＳ・ＡＳＣ・ＡＳＴＣ・ＷＳＳ 　０６．モーターリレー

　ＡＢＳ・ＡＳＣ・ＡＳＴＣ・ＷＳＳ 　０６．真空充填

　ＡＢＳ・ＡＳＣ・ＡＳＴＣ・ＷＳＳ 　０９．タイヤ空気圧警報

　ＡＢＳ・ＡＳＣ・ＡＳＴＣ・ＷＳＳ 　１　ＦＬ輪ＡＢＳ駆動

　ＡＢＳ・ＡＳＣ・ＡＳＴＣ・ＷＳＳ 　１０　ＥＳＳテストモード

　ＡＢＳ・ＡＳＣ・ＡＳＴＣ・ＷＳＳ 　１０．学習開始

　ＡＢＳ・ＡＳＣ・ＡＳＴＣ・ＷＳＳ 　１１．学習リセット
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　ＡＢＳ・ＡＳＣ・ＡＳＴＣ・ＷＳＳ 　２　ＦＲ輪ＡＢＳ駆動

　ＡＢＳ・ＡＳＣ・ＡＳＴＣ・ＷＳＳ 　２０．エア抜きＦＲ－ＲＬ

　ＡＢＳ・ＡＳＣ・ＡＳＴＣ・ＷＳＳ 　２０．エア抜きＦＲーＲＬ（１）

　ＡＢＳ・ＡＳＣ・ＡＳＴＣ・ＷＳＳ 　２１．エア抜きＦＬ－ＲＲ

　ＡＢＳ・ＡＳＣ・ＡＳＴＣ・ＷＳＳ 　２１．エア抜きＦＬ－ＲＲ（１）

　ＡＢＳ・ＡＳＣ・ＡＳＴＣ・ＷＳＳ 　２２．エア抜きＦＲーＲＬ（２）

　ＡＢＳ・ＡＳＣ・ＡＳＴＣ・ＷＳＳ 　２３．エア抜きＦＬーＲＲ（２）

　ＡＢＳ・ＡＳＣ・ＡＳＴＣ・ＷＳＳ 　２４．モーター強制駆動

　ＡＢＳ・ＡＳＣ・ＡＳＴＣ・ＷＳＳ 　２５．アキュムレータ開放

　ＡＢＳ・ＡＳＣ・ＡＳＴＣ・ＷＳＳ 　２６．空気圧初期化開始

　ＡＢＳ・ＡＳＣ・ＡＳＴＣ・ＷＳＳ 　２７．エア抜き（１）

　ＡＢＳ・ＡＳＣ・ＡＳＴＣ・ＷＳＳ 　２８．エア抜き（２）

　ＡＢＳ・ＡＳＣ・ＡＳＴＣ・ＷＳＳ 　３　ＲＬ輪ＡＢＳ　駆動

　ＡＢＳ・ＡＳＣ・ＡＳＴＣ・ＷＳＳ 　４　ＦＲ輪ＡＢＳ駆動

　ＡＢＳ・ＡＳＣ・ＡＳＴＣ・ＷＳＳ 　５　ＦＬ輪ＴＣＬ駆動

　ＡＢＳ・ＡＳＣ・ＡＳＴＣ・ＷＳＳ 　６　ＦＲ輪ＴＣＬ駆動

　ＡＢＳ・ＡＳＣ・ＡＳＴＣ・ＷＳＳ 　７　ＲＬ輪ＴＣＬ駆動

　ＡＢＳ・ＡＳＣ・ＡＳＴＣ・ＷＳＳ 　８　ＲＲ輪ＴＣＬ駆動

　ＡＢＳ・ＡＳＣ・ＡＳＴＣ・ＷＳＳ 　９　エンジンＴＣＬ作動

　ＡＢＳ・ＡＳＣ・ＡＳＴＣ・ＷＳＳ 　ＥＳＳテストモード

　ＡＢＳ・ＡＳＣ・ＡＳＴＣ・ＷＳＳ 　ＦＬ輪ＡＢＳ駆動

　ＡＢＳ・ＡＳＣ・ＡＳＴＣ・ＷＳＳ 　ＦＬ輪ＴＣＬ駆動

　ＡＢＳ・ＡＳＣ・ＡＳＴＣ・ＷＳＳ 　ＦＲ輪ＡＢＳ駆動

　ＡＢＳ・ＡＳＣ・ＡＳＴＣ・ＷＳＳ 　ＦＲ輪ＴＣＬ駆動

　ＡＢＳ・ＡＳＣ・ＡＳＴＣ・ＷＳＳ 　ＲＬ輪ＡＢＳ駆動

　ＡＢＳ・ＡＳＣ・ＡＳＴＣ・ＷＳＳ 　ＲＬ輪ＴＣＬ駆動

　ＡＢＳ・ＡＳＣ・ＡＳＴＣ・ＷＳＳ 　ＲＲ輪ＡＢＳ駆動

　ＡＢＳ・ＡＳＣ・ＡＳＴＣ・ＷＳＳ 　ＲＲ輪ＴＣＬ駆動

　ＡＢＳ・ＡＳＣ・ＡＳＴＣ・ＷＳＳ 　エンジンＴＣＬドライブ

　ＡＢＳ・ＡＳＣ・ＡＳＴＣ・ＷＳＳ 　ストップランプテストモード

　ＡＢＳ・ＡＳＣ・ＡＳＴＣ・ＷＳＳ 　ストップランプテストモード（ＴＳＡ）

　ＨＢＢ（ハイドロブレーキブースター） 　０１．モーター

　ＨＢＢ（ハイドロブレーキブースター） 　０２．ブザー

　ＡＹＣ・ＡＣＤ（アクティブヨーコントロール・アクティブセントラル
ディファレンシャル）

　０１．エア抜き（ＡＣＤ）

　ＡＹＣ・ＡＣＤ（アクティブヨーコントロール・アクティブセントラル
ディファレンシャル）

　０２．エア抜き（ＡＹＣ）

　ＡＹＣ・ＡＣＤ（アクティブヨーコントロール・アクティブセントラル
ディファレンシャル）

　０３．油量確認

　ＡＹＣ・ＡＣＤ（アクティブヨーコントロール・アクティブセントラル
ディファレンシャル）

　０４．電動ポンプ

　ＡＹＣ・ＡＣＤ（アクティブヨーコントロール・アクティブセントラル
ディファレンシャル）

　０５．ＡＣＤクラッチ作動

　ＡＹＣ・ＡＣＤ（アクティブヨーコントロール・アクティブセントラル
ディファレンシャル）

　０６．ＡＹＣクラッチ作動Ｌ

　ＡＹＣ・ＡＣＤ（アクティブヨーコントロール・アクティブセントラル
ディファレンシャル）

　０７．ＡＹＣクラッチ作動Ｒ

　ＡＹＣ・ＡＣＤ（アクティブヨーコントロール・アクティブセントラル
ディファレンシャル）

　０８．制御ＯＦＦ

　ＡＹＣ・ＡＣＤ（アクティブヨーコントロール・アクティブセントラル
ディファレンシャル）

　１０．エア抜き
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　ＡＹＣ・ＡＣＤ（アクティブヨーコントロール・アクティブセントラル
ディファレンシャル）

　１１．油量確認

　ＡＹＣ・ＡＣＤ（アクティブヨーコントロール・アクティブセントラル
ディファレンシャル）

　１２．電動ポンプ

　ＡＹＣ・ＡＣＤ（アクティブヨーコントロール・アクティブセントラル
ディファレンシャル）

　１３．クラッチ作動確認Ｌ

　ＡＹＣ・ＡＣＤ（アクティブヨーコントロール・アクティブセントラル
ディファレンシャル）

　１４．クラッチ作動確認Ｒ

　ＡＹＣ・ＡＣＤ（アクティブヨーコントロール・アクティブセントラル
ディファレンシャル）

　１５．制御ＯＦＦ

　ＳＲＳエアバッグ 　１　ＳＲＳウォーニングランプ

　ＳＲＳエアバッグ 　ＳＲＳウォーニングランプ

　ＳＲＳエアバッグ 　助手席ＳＲＳウォーニングランプＯＦＦ

　ＳＲＳエアバッグ 　助手席ＳＲＳウォーニングランプＯＮ

　フルオートエアコン 　Ａ／Ｔロックアップ開要求

　フルオートエアコン 　ＬＣＤ／インジケーター　－　ＯＦＦ

　フルオートエアコン 　ＬＣＤ／インジケーター　－　ＯＮ

　フルオートエアコン 　ＬＣＤバックライト

　フルオートエアコン 　ＭＡＸＣＯＯＬ要求　－　ＯＦＦ

　フルオートエアコン 　ＭＡＸＣＯＯＬ要求　－　ＯＮ

　フルオートエアコン 　ＰＴＣヒーター　－　３００Ｗ

　フルオートエアコン 　ＰＴＣヒーター　－　５４０Ｗ

　フルオートエアコン 　ＰＴＣヒーター　－　７００Ｗ

　フルオートエアコン 　ＰＴＣヒーター　－　９４０Ｗ

　フルオートエアコン 　ＰＴＣヒーター　－　ＯＦＦ

　フルオートエアコン 　ＰＴＣヒーター作動要求　－　ＯＦＦ

　フルオートエアコン 　ＰＴＣヒーター作動要求　－　ＯＮ

　フルオートエアコン 　アイドルアップ要求　－　Ｈｉ

　フルオートエアコン 　アイドルアップ要求　－　ＨＩ（Ｃｏｏｌ）

　フルオートエアコン 　アイドルアップ要求　－　Ｈｉ（ヒーター）

　フルオートエアコン 　アイドルアップ要求　－　Ｌｏ

　フルオートエアコン 　アイドルアップ要求　－　ＬＯ（Ｃｏｏｌ）

　フルオートエアコン 　アイドルアップ要求　－　Ｌｏ（ヒーター）

　フルオートエアコン 　アイドルアップ要求　－　ＯＦＦ

　フルオートエアコン 　アイドルアップ要求　－　ホット

　フルオートエアコン 　アイドルアップ要求　－　高　（ホット）

　フルオートエアコン 　アイドルアップ要求　－　低　（ホット）

　フルオートエアコン 　アイドル停止キャンセル要求　－　ＯＦＦ

　フルオートエアコン 　アイドル停止キャンセル要求　－　ＯＮ

　フルオートエアコン 　アイドル停止無効フラグ　－　ＯＦＦ

　フルオートエアコン 　アイドル停止無効フラグ　－　ＯＮ

　フルオートエアコン 　イン／アウトセレクトダンパー　ポジションリセット

　フルオートエアコン 　イン／アウトセレクトダンパー　外気

　フルオートエアコン 　イン／アウトセレクトダンパー　外気：内気＝７：３

　フルオートエアコン 　イン／アウトセレクトダンパー　外気：内気＝８：２

　フルオートエアコン 　イン／アウトセレクトダンパー　外気：内気＝９：１

　フルオートエアコン 　イン／アウトセレクトダンパー　内気

　フルオートエアコン 　エアコンコンプレッサードライブ　－　ＯＦＦ

　フルオートエアコン 　エアコンコンプレッサードライブ　－　ＯＮ

　フルオートエアコン 　エアコンスイッチ

　フルオートエアコン 　エアコン出力　－　ＯＦＦ

　フルオートエアコン 　エアコン出力　－　ＯＮ
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　フルオートエアコン 　エアミックスダンパー　駆動系

　フルオートエアコン 　エンジンウォーターポンプ

　フルオートエアコン 　エンジンスタート要求　－　ＯＦＦ

　フルオートエアコン 　エンジンスタート要求　－　ＯＮ　（Ｈｉｇｈ）

　フルオートエアコン 　エンジンスタート要求　－　ＯＮ　（Ｎｏｒｍａｌ）

　フルオートエアコン 　コンデンサーファン　－　１００％

　フルオートエアコン 　コンデンサーファン　－　５０％

　フルオートエアコン 　コンデンサーファン　－　Ｈｉ

　フルオートエアコン 　コンデンサーファン　－　Ｌｏ

　フルオートエアコン 　コンデンサーファン　－　ＯＦＦ

　フルオートエアコン 　スイッチイルミネーション

　フルオートエアコン 　ソレノイドバルブ

　フルオートエアコン 　ブロワーモーター

　フルオートエアコン 　ブロワモーター

　フルオートエアコン 　リアＰＴＣヒーター　－　ＨＩ

　フルオートエアコン 　リアＰＴＣヒーター　－　ＬＯ

　フルオートエアコン 　リアＰＴＣヒーター　－　ＯＦＦ

　フルオートエアコン 　リアＰＴＣヒーター　－　エア　ｖｏｌ．０／１

　フルオートエアコン 　リアＰＴＣヒーター　－　エア　ｖｏｌ．２

　フルオートエアコン 　リアＰＴＣヒーター　－　エア　ｖｏｌ．３

　フルオートエアコン 　リアデフォッガーリレー（ＯＦＦ）

　フルオートエアコン 　リアデフォッガーリレー（ＯＮ）

　フルオートエアコン 　リアデフォッガスイッチ

　フルオートエアコン 　リア曇り止めインジケーター

　フルオートエアコン 　運転席側エアミックスダンパー

　フルオートエアコン 　運転席側エアミックスダンパーモーター

　フルオートエアコン 　運転席側エアミックスダンパー位置初期化

　フルオートエアコン 　助手席側エアミックスダンパー

　フルオートエアコン 　助手席側エアミックスダンパーモーター：

　フルオートエアコン 　助手席側エアミックスダンパー位置初期化

　フルオートエアコン 　吹出し口切換えダンパー　－　ＤＥＦ

　フルオートエアコン 　吹出し口切換えダンパー　－　ＤＥＦ：３　／　ＦＯＯＴ：７

　フルオートエアコン 　吹出し口切換えダンパー　－　ＤＥＦ：５　／　ＦＯＯＴ：５

　フルオートエアコン 　吹出し口切換えダンパー　－　ＤＥＦ：７　／　ＦＯＯＴ：３

　フルオートエアコン 　吹出し口切換えダンパー　－　ＦＡＣＥ

　フルオートエアコン 　吹出し口切換えダンパー　－　ＦＡＣＥ：３　／　ＦＯＯＴ：７

　フルオートエアコン 　吹出し口切換えダンパー　－　ＦＡＣＥ：５　／　ＦＯＯＴ：５

　フルオートエアコン 　吹出し口切換えダンパー　－　ＦＡＣＥ：７　／　ＦＯＯＴ：３

　フルオートエアコン 　吹出し口切換えダンパー　－　ＦＯＯＴ

　フルオートエアコン 　吹出し口切換えダンパー　ＤＥＦ

　フルオートエアコン 　吹出し口切換えダンパー　ＤＥＦ／ＦＯＯＴ　１

　フルオートエアコン 　吹出し口切換えダンパー　ＤＥＦ／ＦＯＯＴ　２

　フルオートエアコン 　吹出し口切換えダンパー　ＤＥＦ／ＦＯＯＴ　３

　フルオートエアコン 　吹出し口切換えダンパー　ＦＡＣＥ

　フルオートエアコン 　吹出し口切換えダンパー　ＦＯＯＴ

　フルオートエアコン 　吹出し口切換えダンパー　バイレベル１

　フルオートエアコン 　吹出し口切換えダンパー　バイレベル２
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　フルオートエアコン 　吹出し口切換えダンパー　バイレベル３

　フルオートエアコン 　吹出し口切換えダンパー　ポジションリセット

　フルオートエアコン 　吹出し口切換えダンパー位置初期化

　フルオートエアコン 　曇り止めインジケーター

　フルオートエアコン 　内／外　セレクトダンパー（新気：循環＝６：４）

　フルオートエアコン 　内外気切換えダンパー　－　外気

　フルオートエアコン 　内外気切換えダンパー　－　外気：６　／　内気：４

　フルオートエアコン 　内外気切換えダンパー　－　外気：７　／　内気：３

　フルオートエアコン 　内外気切換えダンパー　－　外気：８　／　内気：２

　フルオートエアコン 　内外気切換えダンパー　－　外気：９　／　内気：１

　フルオートエアコン 　内外気切換えダンパー　－　内気

　フルオートエアコン 　内外気切換えダンパー位置初期化

　レーンキープ 　インジケーターシステム故障表示

　レーンキープ 　インジケータースタンバイ表示

　レーンキープ 　インジケーター温度異常表示

　レーンキープ 　インジケーター警告表示　－　警告（右レーン）

　レーンキープ 　インジケーター警告表示　－　警告（左レーン）

　レーンキープ 　システムフェール出力要求

　レーンキープ 　スタンバイ出力要求

　レーンキープ 　テンプフェール出力要求

　レーンキープ 　ワーニング出力要求（警告Ｌ－ｌａｎｅ）

　レーンキープ 　ワーニング出力要求（警告Ｒ－ｌａｎｅ）

　レーンキープ 　車速オフセット６５モード（１０ｍｉｎ）

　レーンキープ 　車速オフセット６５モード（１ｍｉｎ）

　レーンキープ 　車速オフセット６５モード（３０ｍｉｎ）

　レーンキープ 　車速オフセット６５モード（６０ｍｉｎ）

　レーンキープ 　車速オフセットモード（１０ｍｉｎ）

　レーンキープ 　車速オフセットモード（１ｍｉｎ）

　レーンキープ 　車速オフセットモード（３０ｍｉｎ）

　レーンキープ 　車速オフセットモード（６０ｍｉｎ）

　ＥＴＡＣＳ 　Ａ／Ｌアクチュエーター　－　２０％

　ＥＴＡＣＳ 　Ａ／Ｌアクチュエーター　－　３０％

　ＥＴＡＣＳ 　Ａ／Ｌアクチュエーター　－　４０％

　ＥＴＡＣＳ 　Ａ／Ｌアクチュエーター　－　５０％

　ＥＴＡＣＳ 　Ａ／Ｌアクチュエーター　－　６０％

　ＥＴＡＣＳ 　Ａ／Ｌアクチュエーター　－　７０％

　ＥＴＡＣＳ 　Ａ／Ｌアクチュエーター　－　８０％

　ＥＴＡＣＳ 　キャパシタファン高速：　ＯＦＦ

　ＥＴＡＣＳ 　キャパシタファン高速：　ＯＮ

　ＥＴＡＣＳ 　キャパシタファン低速：　ＯＦＦ

　ＥＴＡＣＳ 　キャパシタファン低速：　ＯＮ

　ＥＴＡＣＳ 　ゲートロック解除　：ＯＦＦ

　ＥＴＡＣＳ 　ゲートロック解除　：ＯＮ

　ＥＴＡＣＳ 　ターンシグナルランプ（ＬＨ）：　ＯＦＦ

　ＥＴＡＣＳ 　ターンシグナルランプ（ＬＨ）：　ＯＮ

　ＥＴＡＣＳ 　ターンシグナルランプ（ＲＨ）：　ＯＦＦ

　ＥＴＡＣＳ 　ターンシグナルランプ（ＲＨ）：　ＯＮ
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　ＥＴＡＣＳ 　テールランプ：　ＯＦＦ

　ＥＴＡＣＳ 　テールランプ：　ＯＮ

　ＥＴＡＣＳ 　ドアアンロック：　ＯＦＦ

　ＥＴＡＣＳ 　ドアアンロック：　ＯＮ

　ＥＴＡＣＳ 　ドアロック：　ＯＦＦ

　ＥＴＡＣＳ 　ドアロック：　ＯＮ

　ＥＴＡＣＳ 　ハザード点灯　：　ＯＦＦ

　ＥＴＡＣＳ 　ハザード点灯　：　ＯＮ

　ＥＴＡＣＳ 　フェード無しでのドームライト１００％：　ＯＦＦ

　ＥＴＡＣＳ 　フェード無しでのドームライト１００％：　ＯＮ

　ＥＴＡＣＳ 　フェード無しでのドームライト６５％：　ＯＦＦ

　ＥＴＡＣＳ 　フェード無しでのドームライト６５％：　ＯＮ

　ＥＴＡＣＳ 　フロントウォッシャー　：ＯＦＦ

　ＥＴＡＣＳ 　フロントウォッシャー　：ＯＮ

　ＥＴＡＣＳ 　フロントフォグランプ　：ＯＦＦ

　ＥＴＡＣＳ 　フロントフォグランプ　：ＯＮ

　ＥＴＡＣＳ 　フロントワイパースピード　：アップ

　ＥＴＡＣＳ 　フロントワイパースピード　：ダウン

　ＥＴＡＣＳ 　フロントワイパー有効　：ＯＦＦ

　ＥＴＡＣＳ 　フロントワイパー有効　：ＯＮ

　ＥＴＡＣＳ 　ヘッドライト　ハイ　：　ＯＦＦ

　ＥＴＡＣＳ 　ヘッドライト　ハイ　：　ＯＮ

　ＥＴＡＣＳ 　ヘッドライト　ロー　：ＯＦＦ

　ＥＴＡＣＳ 　ヘッドライト　ロー　：ＯＮ

　ＥＴＡＣＳ 　ヘッドライトウォッシャー　：ＯＦＦ

　ＥＴＡＣＳ 　ヘッドライトウォッシャー　：ＯＮ

　ＥＴＡＣＳ 　リアウォッシャー：　ＯＦＦ

　ＥＴＡＣＳ 　リアウォッシャー：　ＯＮ

　ＥＴＡＣＳ 　リアフォグランプ　：ＯＦＦ

　ＥＴＡＣＳ 　リアフォグランプ　：ＯＮ

　ＥＴＡＣＳ 　リアワイパー：　ＯＦＦ

　ＥＴＡＣＳ 　リアワイパー：　ＯＮ

　ＥＴＡＣＳ 　レベリングアクチュエーター　－　２０％

　ＥＴＡＣＳ 　レベリングアクチュエーター　－　３０％

　ＥＴＡＣＳ 　レベリングアクチュエーター　－　４０％

　ＥＴＡＣＳ 　レベリングアクチュエーター　－　５０％

　ＥＴＡＣＳ 　レベリングアクチュエーター　－　６０％

　ＥＴＡＣＳ 　レベリングアクチュエーター　－　７０％

　ＥＴＡＣＳ 　レベリングアクチュエーター　－　８０％

　ＥＴＡＣＳ 　日中走行灯：　ＯＦＦ

　ＥＴＡＣＳ 　日中走行灯：　ＯＮ

　メーター 　２ＷＤインジケーター

　メーター 　４ＷＤ　ＬＯＣＫインジケーター

　メーター 　４ＷＤ　インジケーター

　メーター 　４ＷＤ　故障ウォーニングランプ

　メーター 　４ＷＤ　油温インジケーター

　メーター 　８０　スピードメーター　：　０ＭＰＨ
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　メーター 　８１　スピードメーター　：　２５ＭＰＨ

　メーター 　８２　スピードメーター　：　６２．５ＭＰＨ

　メーター 　８４　タコメーター　：　０ｒ／ｍｉｎ

　メーター 　８５　タコメーター　：　２０００ｒ／ｍｉｎ

　メーター 　８６　タコメーター　：　５０００ｒ／ｍｉｎ

　メーター 　８８　エンジン冷却温ゲージ　：　０℃

　メーター 　８８　エンジン冷却温ゲージ　：　１２６℃

　メーター 　８８　エンジン冷却温ゲージ　：　８５℃

　メーター 　８Ｃ　フューエルゲージ　：　０％

　メーター 　８Ｃ　フューエルゲージ　：　１００％

　メーター 　８Ｃ　フューエルゲージ　：　５０％

　メーター 　９０　フューエルゲージ　（目標）　：　０　％

　メーター 　９０　フューエルゲージ　（目標）　：　１００　％

　メーター 　９０　フューエルゲージ　（目標）　：　５０　％

　メーター 　Ａ／Ｔインジケーター（Ｌｏ）

　メーター 　Ａ／Ｔインジケーター（Ｎ）

　メーター 　Ａ／Ｔインジケーター（Ｐ）

　メーター 　Ａ／Ｔインジケーター（Ｒ）

　メーター 　Ａ／Ｔインジケーター（ＳＮＯＷ）

　メーター 　Ａ／Ｔインジケーター（ＵＰ）

　メーター 　Ａ／Ｔインジケーター：１

　メーター 　Ａ／Ｔインジケーター：２

　メーター 　Ａ／Ｔインジケーター：３

　メーター 　Ａ／Ｔインジケーター：４

　メーター 　Ａ／Ｔインジケーター：５

　メーター 　Ａ／Ｔインジケーター：６

　メーター 　Ａ／Ｔインジケーター：Ａ

　メーター 　Ａ／Ｔインジケーター：ＢＬＡＮＫ

　メーター 　Ａ／Ｔインジケーター：Ｄ

　メーター 　Ａ／Ｔインジケーター：Ｄ１

　メーター 　Ａ／Ｔインジケーター：Ｄ２

　メーター 　Ａ／Ｔインジケーター：Ｄ３

　メーター 　Ａ／Ｔインジケーター：Ｄ４

　メーター 　Ａ／Ｔインジケーター：Ｄ５

　メーター 　Ａ／Ｔインジケーター：Ｄ６

　メーター 　Ａ／Ｔインジケーター：Ｄｓ

　メーター 　Ａ／Ｔインジケーター：故障表示

　メーター 　Ａ／Ｔインジケーターランプ：　ＯＦＦ

　メーター 　Ａ／Ｔインジケーターランプ：　ＯＮ

　メーター 　Ａ／Ｔ異常（Ｓｙｍｂｏｌ）

　メーター 　Ａ／Ｔ油温インジケーター

　メーター 　Ａ０　レオスタット　：　０％

　メーター 　Ａ１　レオスタット　：　５０％

　メーター 　Ａ２　レオスタット　：　１００％

　メーター 　Ａ３　インジケーターランプ１　：　ＯＮ

　メーター 　Ａ４　インジケーターランプ１　：　ＯＦＦ

　メーター 　Ａ５　インジケーターランプ２　：　ＯＮ
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　メーター 　Ａ６　インジケーターランプ２　：　ＯＦＦ

　メーター 　Ａ９　Ａ／Ｔポジションインジケーター　：　ＯＮ

　メーター 　ＡＡ　Ａ／Ｔポジションインジケーター　：　ＯＦＦ

　メーター 　ＡＢ　インジケーターランプ３　：　ＯＮ

　メーター 　ＡＢＳウォーニングランプ

　メーター 　ＡＣ　インジケーターランプ３　：　ＯＦＦ

　メーター 　ＡＣＤモード（ＧＲＡＶＥＬ）

　メーター 　ＡＣＤモード（ＳＮＯＷ）

　メーター 　ＡＣＤモード（ＴＡＲＭＡＣ）

　メーター 　ＡＦＳ　ＯＦＦインジケーター

　メーター 　ＡＦＳ／ＡＣＬウォーニングランプ

　メーター 　ＡＳＣ／ＴＣＬ　ＯＦＦインジケーター

　メーター 　ＡＳＣ／ＴＣＬ　ＯＰインジケーター

　メーター 　ＡＳＣ／ＴＣＬ　故障ウォーニングランプ

　メーター 　ＡＳＣ／ＴＣＬ　状態インジケーター

　メーター 　ＡＵＴＯインジケーター（カメラ）

　メーター 　ＡＷＣコントロールディスプレイ

　メーター 　ＤＰＦインジケーター

　メーター 　ＥＣＯインジケーター

　メーター 　ＥＰＳインジケーター

　メーター 　ＥＳＳウォーニングランプ

　メーター 　ＥＴＡＣＳアンサーバックブザー

　メーター 　ＥＴＡＣＳ設定ブザー

　メーター 　Ｆ．Ａ．Ｓ．Ｔ．　１　（低電圧）

　メーター 　Ｆ．Ａ．Ｓ．Ｔ．　２　（ＩＧノブ）

　メーター 　Ｆ．Ａ．Ｓ．Ｔ．　３　（ＩＧノブ）

　メーター 　Ｆ．Ａ．Ｓ．Ｔ．　４　（キー持出）

　メーター 　Ｆ．Ａ．Ｓ．Ｔ．　５　（キー持出）

　メーター 　Ｆ．Ａ．Ｓ．Ｔ．　６　（ロック無効）

　メーター 　Ｆ．Ａ．Ｓ．Ｔ．　７　（ロック無効）

　メーター 　Ｆ．Ａ．Ｓ．Ｔ．　８　（ロック無効）

　メーター 　Ｆ．Ａ．Ｓ．Ｔ．　９　（システムエラー）

　メーター 　ＦＬコーナセンサー

　メーター 　ＦＲコーナセンサー

　メーター 　ＧＣＣ用速度警報ブザー

　メーター 　ＧＤＩ　ＥＣＯインジケーター

　メーター 　ＨＤＣインジケーター

　メーター 　ＨＤＣウォーニングランプ

　メーター 　ＩＧノブ戻し不良ブザー

　メーター 　ＬＯギア

　メーター 　ＰＴＣヒーターインジケーター

　メーター 　ＲＬコーナセンサー

　メーター 　ＲＲコーナセンサー

　メーター 　ＳＲＳインジケーター

　メーター 　ＳＳ４　ＣＴＲロック

　メーター 　ＳＳ４　ＨＩギア／オート

　メーター 　ＳＳ４　ＨＩギア／ロック
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　メーター 　ＳＳ４　ＬＯギア／オート

　メーター 　ＳＳ４　ＬＯギア／ロック

　メーター 　ＳＳ４　ＲＲロック

　メーター 　アクティブスタビライザ　フェイル１

　メーター 　アクティブスタビライザ　フェイル２

　メーター 　イモビライザーインジケーター

　メーター 　インジケーターランプ１　：ＯＦＦ

　メーター 　インジケーターランプ１　：ＯＮ

　メーター 　インジケーターランプ２　：ＯＦＦ

　メーター 　インジケーターランプ２　：ＯＮ

　メーター 　インジケーターランプ３　：ＯＦＦ

　メーター 　インジケーターランプ３　：ＯＮ

　メーター 　インジケーターランプ４　：ＯＦＦ

　メーター 　インジケーターランプ４　：ＯＮ

　メーター 　インタークーラースプレーインジケーター

　メーター 　ウォッシャー液量警告

　メーター 　エンジンチェックランプインジケーター

　メーター 　エンジン冷却水温ゲージ

　メーター 　オイルレベルインジケーター

　メーター 　キー抜き忘れウォーニングランプ

　メーター 　キー抜き忘れブザー

　メーター 　クルーズコントロールインジケーター

　メーター 　コーナセンサーＯＦＦ

　メーター 　コーナリングライト　ＯＦＦ

　メーター 　コーナリングライト　故障

　メーター 　コンディションブザー１

　メーター 　コンディションブザー２

　メーター 　サービスリマインダインジケーター

　メーター 　サンルーフブザー

　メーター 　シートベルトリマインダブザー

　メーター 　シフトキャンセルブザー

　メーター 　スピードメーター

　メーター 　スピードメーター：　０ｋｍ／ｈ

　メーター 　スピードメーター：　１００ｋｍ／ｈ

　メーター 　スピードメーター：　４０ｋｍ／ｈ

　メーター 　セーフティアラート

　メーター 　セキュリティアラームブザー

　メーター 　ターンシグナルインジケーター（ＡＬＬ）

　メーター 　ターンシグナルインジケーター（ＬＨ）

　メーター 　ターンシグナルインジケーター（ＲＨ）

　メーター 　ターンシグナルブザー

　メーター 　タイヤ空気圧インジケーター

　メーター 　タコメーター

　メーター 　タコメーター：　０ｒｐｍ

　メーター 　タコメーター：　２０００ｒｐｍ

　メーター 　タコメーター：　５０００ｒｐｍ

　メーター 　チャージインジケーター
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　メーター 　ディーゼルグローインジケーター

　メーター 　テールライトの電源

　メーター 　デジタルスピードスイッチブザー

　メーター 　ドアインジケーター（ＦＬ）

　メーター 　ドアインジケーター（ＦＲ）

　メーター 　ドアインジケーター（ＲＬ）

　メーター 　ドアインジケーター（ＲＲ）

　メーター 　ドアインジケーター（テールゲート）

　メーター 　ドアインジケーター（フリッパガラス）

　メーター 　トレーラインジケーター

　メーター 　ハイビームインジケーター

　メーター 　バックコーナセンサー

　メーター 　バックブザー

　メーター 　パドルシフトＣＡＮ通信禁止

　メーター 　パワーゲートブザー

　メーター 　パワーメーター

　メーター 　ビープ音（Ａ／Ｃ）１

　メーター 　ビープ音（Ａ／Ｃ）２

　メーター 　ビープ音（Ａ／Ｃ）３

　メーター 　ビープ音（ＮＡＶＩ）１

　メーター 　ビープ音（ＮＡＶＩ）２

　メーター 　ビープ音（ＮＡＶＩ）３

　メーター 　ビープ音（ＮＡＶＩ）４

　メーター 　ビープ音（ＮＡＶＩ）５

　メーター 　ビープ音（ＮＡＶＩ）６

　メーター 　ビープ音（オーディオ）１

　メーター 　ビープ音（オーディオ）２

　メーター 　ビープ音（オーディオ）３

　メーター 　ビープ音（オーディオ）４

　メーター 　ビープ音（オーディオ）５

　メーター 　ビープ音（ディスプレイ）１

　メーター 　ビープ音（ディスプレイ）２

　メーター 　ビープ音（ディスプレイ）３

　メーター 　ビープ音（ディスプレイ）４

　メーター 　ビープ音（ディスプレイ）５

　メーター 　ビープ音（ディスプレイ）６

　メーター 　フードインジケーター

　メーター 　ブザー（ＬＣＤ）

　メーター 　フューエルゲージ

　メーター 　フューエルゲージ（目標値）

　メーター 　フューエルフィルタインジケーター

　メーター 　ブレーキウォーニングランプ

　メーター 　ブレーキ警告ブザー

　メーター 　プレセキュリティアラームブザー

　メーター 　フロントコーナセンサー

　メーター 　フロントフォグランプインジケーター

　メーター 　ヘッドライトオートレベリング
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　メーター 　ヘッドライトリマインダ

　メーター 　ヘッドランプ消し忘れブザー

　メーター 　ポジションランプインジケーター

　メーター 　マナースイッチブザー

　メーター 　ミニマムアラート

　メーター 　メーター照明

　メーター 　メーター照明　：０　％

　メーター 　メーター照明　：０％

　メーター 　メーター照明　：１００　％

　メーター 　メーター照明　：１００％

　メーター 　メーター照明　：５０　％

　メーター 　メーター照明　：５０％

　メーター 　メーター用スイッチ押下ブザー

　メーター 　メーター用スイッチ長押しブザー

　メーター 　リアフォグランプインジケーター

　メーター 　レストアラームインジケーター

　メーター 　レストアラームブザー１

　メーター 　レストアラームブザー２

　メーター 　運転席シートベルトインジケーター

　メーター 　外気温センサー

　メーター 　空気清浄機インジケーター

　メーター 　車両マーク

　メーター 　助手席Ａ／Ｂ　ＯＦＦインジケーター

　メーター 　助手席シートベルトインジケーター

　メーター 　水温（ＣＯＯＬ）

　メーター 　水温（ＨＯＴ）

　メーター 　水温ゲージ：　０’Ｃ

　メーター 　水温ゲージ：　１２６’Ｃ

　メーター 　水温ゲージ：　８５’Ｃ

　メーター 　速度警報インジケーター

　メーター 　速度警報ブザー

　メーター 　凍結ウォーニングランプ

　メーター 　凍結警告ブザー

　メーター 　燃料ゲージ　（目標）　：０　％

　メーター 　燃料ゲージ　（目標）　：０％

　メーター 　燃料ゲージ　（目標）　：１００　％

　メーター 　燃料ゲージ　（目標）　：１００％

　メーター 　燃料ゲージ　（目標）　：５０　％

　メーター 　燃料ゲージ　（目標）　：５０％

　メーター 　燃料ゲージ　：０％

　メーター 　燃料ゲージ　：１００％

　メーター 　燃料ゲージ　：５０％

　メーター 　燃料警告灯（第一段階）

　メーター 　燃料警告灯（第二段階）

　メーター 　半ドアウォーニングランプ

　メーター 　半ドア警告ブザー

　メーター 　油圧インジケーター
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　ディスプレー 　ＦＬスピーカチェック

　ディスプレー 　ＦＲスピーカチェック

　ディスプレー 　ＬＣＤ　Ｏｆｆ

　ディスプレー 　ＬＣＤ　ＯＮ

　ディスプレー 　ＲＬスピーカチェック

　ディスプレー 　ＲＲスピーカチェック

　ディスプレー 　路面凍結警告

　ＲＨＴ・トップスタック 　ＦＬウインドウ　－　ＯＦＦ

　ＲＨＴ・トップスタック 　ＦＬウインドウ　－　アップ

　ＲＨＴ・トップスタック 　ＦＬウインドウ　－　ダウン

　ＲＨＴ・トップスタック 　ＦＲウインドウ　－　ＯＦＦ

　ＲＨＴ・トップスタック 　ＦＲウインドウ　－　アップ

　ＲＨＴ・トップスタック 　ＦＲウインドウ　－　ダウン

　ＲＨＴ・トップスタック 　Ｐ／Ｗリレー　－　ＯＦＦ

　ＲＨＴ・トップスタック 　Ｐ／Ｗリレー　－　ＯＮ

　ＲＨＴ・トップスタック 　ＲＬウインドウ　–　ＯＦＦ

　ＲＨＴ・トップスタック 　ＲＬウインドウ　－　アップ

　ＲＨＴ・トップスタック 　ＲＬウインドウ　－　ダウン

　ＲＨＴ・トップスタック 　ＲＲウインドウ　－　ＯＦＦ

　ＲＨＴ・トップスタック 　ＲＲウインドウ　－　アップ

　ＲＨＴ・トップスタック 　ＲＲウインドウ　－　ダウン

　ＲＨＴ・トップスタック 　ウインドウＳＷ（ＬＨ）　－　ＯＦＦ

　ＲＨＴ・トップスタック 　ウインドウＳＷ（ＬＨ）　－　チャイルド保護

　ＲＨＴ・トップスタック 　ウインドウＳＷ（ＬＨ）　－　開

　ＲＨＴ・トップスタック 　ウインドウＳＷ（ＬＨ）　－　閉

　ＲＨＴ・トップスタック 　ウインドウＳＷ（ＲＨ）　－　ＯＦＦ

　ＲＨＴ・トップスタック 　ウインドウＳＷ（ＲＨ）　－　チャイルド保護

　ＲＨＴ・トップスタック 　ウインドウＳＷ（ＲＨ）　－　開

　ＲＨＴ・トップスタック 　ウインドウＳＷ（ＲＨ）　－　閉

　ＲＨＴ・トップスタック 　サイドラッチモーター　－　ＯＦＦ

　ＲＨＴ・トップスタック 　サイドラッチモーター　－　開

　ＲＨＴ・トップスタック 　サイドラッチモーター　－　閉

　ＲＨＴ・トップスタック 　トランクリッドステータス　－　ＯＦＦ

　ＲＨＴ・トップスタック 　トランクリッドステータス　–　ＯＮ

　ＲＨＴ・トップスタック 　バルブ１アクチュエーター　–　ＯＦＦ

　ＲＨＴ・トップスタック 　バルブ１アクチュエーター　–　ＯＮ

　ＲＨＴ・トップスタック 　バルブ２アクチュエーター　–　ＯＦＦ

　ＲＨＴ・トップスタック 　バルブ２アクチュエーター　–　ＯＮ

　ＲＨＴ・トップスタック 　パワーストライカモーター　－　ＤＯＷＮ

　ＲＨＴ・トップスタック 　パワーストライカモーター　－　ＯＦＦ

　ＲＨＴ・トップスタック 　パワーストライカモーター　－　ＵＰ

　ＲＨＴ・トップスタック 　ブザー　ＯＮ

　ＲＨＴ・トップスタック 　ブザーＯＦＦ

　ＲＨＴ・トップスタック 　リアセンターラッチアクチュエーター　－　ＯＦＦ

　ＲＨＴ・トップスタック 　リアセンターラッチアクチュエーター　－　ＯＮ

　電動スライドドア（ＬＨ） 　スライドドアアンロック

　電動スライドドア（ＬＨ） 　ドライブモーター（開）



システム 項目名

●三菱 アクティブテスト(ver 2020.03)

　電動スライドドア（ＬＨ） 　ドライブモーター（閉）

　電動スライドドア（ＬＨ） 　ラッチリリースモーター

　電動スライドドア（ＬＨ） 　警報ブザー

　電動スライドドア（ＬＨ） 　電磁クラッチ

　電動スライドドア（ＲＨ） 　スライドドアアンロック

　電動スライドドア（ＲＨ） 　ドライブモーター（開）

　電動スライドドア（ＲＨ） 　ドライブモーター（閉）

　電動スライドドア（ＲＨ） 　ラッチリリースモーター

　電動スライドドア（ＲＨ） 　警報ブザー

　電動スライドドア（ＲＨ） 　電磁クラッチ

　ＨＦＭ 　ＶＲスイッチ

　ＨＦＭ 　オフフックスイッチ

　ＨＦＭ 　オンフックスイッチ

　ＡＦＳ・ＡＣＬ・レベリング 　Ａ／Ｌ：アクチュエーター　－　２０％

　ＡＦＳ・ＡＣＬ・レベリング 　Ａ／Ｌ：アクチュエーター　－　３０％

　ＡＦＳ・ＡＣＬ・レベリング 　Ａ／Ｌ：アクチュエーター　－　４０％

　ＡＦＳ・ＡＣＬ・レベリング 　Ａ／Ｌ：アクチュエーター　－　５０％

　ＡＦＳ・ＡＣＬ・レベリング 　Ａ／Ｌ：アクチュエーター　－　６０％

　ＡＦＳ・ＡＣＬ・レベリング 　Ａ／Ｌ：アクチュエーター　－　７０％

　ＡＦＳ・ＡＣＬ・レベリング 　Ａ／Ｌ：アクチュエーター　－　８０％

　ＡＦＳ・ＡＣＬ・レベリング 　Ａ／Ｌ：アクチュエーター　－　デフォルト値

　ＡＦＳ・ＡＣＬ・レベリング 　Ａ／Ｌ：アクチュエーター　－　停止

　ＡＦＳ・ＡＣＬ・レベリング 　ＡＦＳ／ＡＣＬ：シミュレート速度　－　１０分

　ＡＦＳ・ＡＣＬ・レベリング 　ＡＦＳ／ＡＣＬ：シミュレート速度　－　１分

　ＡＦＳ・ＡＣＬ・レベリング 　ＡＦＳ／ＡＣＬ：シミュレート速度　－　５分

　ＡＦＳ・ＡＣＬ・レベリング 　ＡＦＳ／ＡＣＬ：ベンディングライト　ＬＨ

　ＡＦＳ・ＡＣＬ・レベリング 　ＡＦＳ／ＡＣＬ：ベンディングライト　ＲＨ

　ＡＦＳ・ＡＣＬ・レベリング 　ＡＦＳ／ＡＣＬフェイル警告灯

　ＡＦＳ・ＡＣＬ・レベリング 　ＥＳＳフェイル警告灯

　ＡＦＳ・ＡＣＬ・レベリング 　ヘッドライト点滅

　ＡＦＳ・ＡＣＬ・レベリング 　ベンディングライト　ＬＨ

　ＡＦＳ・ＡＣＬ・レベリング 　ベンディングライト　ＲＨ

　パワーゲート 　ドライブモーター：開方向

　パワーゲート 　ドライブモーター：閉方向

　パワーゲート 　ハザードアンサーバック要求

　パワーゲート 　パワーラッチモーター（ラッチ開）

　パワーゲート 　警報ブザー

　パワーゲート 　電磁クラッチ

　ＯＳＳ（ワンタッチスタートシステム） 　エンジンスイッチ（ＬＥＤ　ＯＮ）

　ＯＳＳ（ワンタッチスタートシステム） 　エンジンスイッチ（ＬＥＤ　ＯＮ）　－　ＬＥＤ１

　ＯＳＳ（ワンタッチスタートシステム） 　エンジンスイッチ（ＬＥＤ　ＯＮ）　－　ＬＥＤ２

　ＯＳＳ（ワンタッチスタートシステム） 　エンジンスイッチ（ＬＥＤ　ＯＮ）　－　ＬＥＤ３

　ＯＳＳ（ワンタッチスタートシステム） 　エンジンスイッチ（ＬＥＤ　ＯＮ）　－　オレンジ

　ＯＳＳ（ワンタッチスタートシステム） 　エンジンスイッチ（ＬＥＤ　ＯＮ）　－　緑

　ＯＳＳ（ワンタッチスタートシステム） 　入力車速：５０ｋｍ／ｈ

　マルチアラウンドモニター 　ディスプレー出力（ナビ）

　マルチアラウンドモニター 　ディスプレー出力（リアビューミラー）



システム 項目名

●三菱 アクティブテスト(ver 2020.03)

　マルチアラウンドモニター 　映像出力　－　フロント

　マルチアラウンドモニター 　映像出力　－　リア

　マルチアラウンドモニター 　映像出力　－　右側サイド

　マルチアラウンドモニター 　映像出力　－　左側サイド

　ＥＰＢ 　ＥＰＢスイッチインジケーター　－　ＯＮ

　ＥＰＢ 　ＥＰＢスイッチインジケーター　－　点滅

　ＥＰＢ 　ＥＰＢ警告灯　－　ＯＮ

　ＥＰＢ 　ＥＰＢ警告灯　－　点滅

　ＥＰＢ 　オートホールドランプ

　ＥＰＢ 　パーキングブレーキランプ　－　ＯＮ

　ＥＰＢ 　パーキングブレーキランプ　－　点滅

　ＥＰＢ 　完全開放制御　－　ＯＦＦ

　ＥＰＢ 　完全開放制御　－　ＯＮ

　ＥＰＢ 　動的パーキングブザー

　ＦＣＭ・ＬＤＷ・ＡＨＢ 　ＬＤＷインジケーターシステム故障表示

　ＦＣＭ・ＬＤＷ・ＡＨＢ 　ＬＤＷインジケータースタンバイ表示

　ＦＣＭ・ＬＤＷ・ＡＨＢ 　ＬＤＷインジケーター一次故障表示

　ＦＣＭ・ＬＤＷ・ＡＨＢ 　ＬＤＷインジケーター警告表示　－　警告（右レーン）

　ＦＣＭ・ＬＤＷ・ＡＨＢ 　ＬＤＷインジケーター警告表示　－　警告（左レーン）

　ＢＳＷ（後側方車両検知警報システム） 　ＢＳＷ　ＯＮ／ＯＦＦ設定　－　ＯＦＦ

　ＢＳＷ（後側方車両検知警報システム） 　ＢＳＷ　ＯＮ／ＯＦＦ設定　－　ＯＮ

　ＢＳＷ（後側方車両検知警報システム） 　ＢＳＷ　ＯＮ／ＯＦＦ設定　－　要求なし

　ＢＳＷ（後側方車両検知警報システム） 　ＢＳＷインジケーター

　ＢＳＷ（後側方車両検知警報システム） 　ＢＳＷブザー

　ＢＳＷ（後側方車両検知警報システム） 　ＲＣＴＡブザー

　ＢＳＷ（後側方車両検知警報システム） 　ミラーインジケーター

　ＢＳＷ（後側方車両検知警報システム） 　メーター表示（ＢＳＷステータス）　－　ＯＦＦ

　ＢＳＷ（後側方車両検知警報システム） 　メーター表示（ＢＳＷステータス）　－　一次故障

　ＢＳＷ（後側方車両検知警報システム） 　メーター表示（ＢＳＷステータス）　－　故障

　ＢＳＷ（後側方車両検知警報システム） 　メーター表示（ＢＳＷステータス）　－　遮断

　ＢＳＷ（後側方車両検知警報システム） 　メーター表示（ＢＳＷステータス）　－　要求無し

　ＢＳＷ（後側方車両検知警報システム） 　メーター表示（ＲＣＴＡ警報）

　ＢＳＷ（後側方車両検知警報システム）　サブ 　ＢＳＷ　ＯＮ／ＯＦＦ設定　－　ＯＦＦ

　ＢＳＷ（後側方車両検知警報システム）　サブ 　ＢＳＷ　ＯＮ／ＯＦＦ設定　－　ＯＮ

　ＢＳＷ（後側方車両検知警報システム）　サブ 　ＢＳＷ　ＯＮ／ＯＦＦ設定　－　要求なし

　ＢＳＷ（後側方車両検知警報システム）　サブ 　ミラーインジケーター

　ＣＡＮ・ＬＩＮ・ＳＷＳコンバーター 　０１．ドライバモニター

　ＣＡＮ・ＬＩＮ・ＳＷＳコンバーター 　０２．ランプ

　ＣＡＮ・ＬＩＮ・ＳＷＳコンバーター 　０３．フロントワイパー

　ＣＡＮ・ＬＩＮ・ＳＷＳコンバーター 　０４．ドアロック

　ＣＡＮ・ＬＩＮ・ＳＷＳコンバーター 　０５．ドアミラー

　ＣＡＮ・ＬＩＮ・ＳＷＳコンバーター 　０５．ドアミラー格納

　ＣＡＮ・ＬＩＮ・ＳＷＳコンバーター 　０６．運転席Ｐ／Ｗ

　ＣＡＮ・ＬＩＮ・ＳＷＳコンバーター 　０７．助手席Ｐ／Ｗ

　ＣＡＮ・ＬＩＮ・ＳＷＳコンバーター 　０８．運転席後部Ｐ／Ｗ

　ＣＡＮ・ＬＩＮ・ＳＷＳコンバーター 　０９．助手席後部Ｐ／Ｗ

　ＣＡＮ・ＬＩＮ・ＳＷＳコンバーター 　１０．初期化



システム 項目名
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　ＣＡＮ・ＬＩＮ・ＳＷＳコンバーター 　１１．ルームミラー

　ＣＡＮ・ＬＩＮ・ＳＷＳコンバーター 　１２．リモコンミラー

　ＥＣＳ（電子制御式サスペンション） 　０１．ＳＵＰＥＲ　ＳＯＦＴ

　ＥＣＳ（電子制御式サスペンション） 　０２．ＳＯＦＴ　ドライブ

　ＥＣＳ（電子制御式サスペンション） 　０３．ＭＥＤＩＵＭ　ドライブ

　ＥＣＳ（電子制御式サスペンション） 　０４．ＨＡＲＤ　ドライブ

　ＥＣＳ（電子制御式サスペンション） 　０５．コンプレッサー　ＯＮ

　ＥＣＳ（電子制御式サスペンション） 　０６．リターン　ポンプ　ＯＮ

　ＥＣＳ（電子制御式サスペンション） 　０７．車高下げ

　ＥＣＳ（電子制御式サスペンション） 　０８．車高上げ

　ＥＣＳ（電子制御式サスペンション） 　０９．左ロール制御

　ＥＣＳ（電子制御式サスペンション） 　１０．右ロール制御

　ＰＨＥＶ 　１２Ｖ　ＤＣ／ＤＣ停止　－　ＯＦＦ

　ＰＨＥＶ 　１２Ｖ　ＤＣ／ＤＣ停止　－　ＯＮ

　ＰＨＥＶ 　ウォーターポンプ作動　－　ＯＦＦ

　ＰＨＥＶ 　ウォーターポンプ作動　－　ＯＮ

　ＰＨＥＶ 　ウォーターポンプ電源リレー　－　ＯＦＦ

　ＰＨＥＶ 　ウォーターポンプ電源リレー　－　ＯＮ

　ＰＨＥＶ 　オイルポンプ駆動信号（ＯＦＦ）

　ＰＨＥＶ 　オイルポンプ駆動信号（ＯＮ）

　ＰＨＥＶ 　バックランプリレー作動　－　ＯＦＦ

　ＰＨＥＶ 　バックランプリレー作動　－　ＯＮ

　ＰＨＥＶ 　ブザー作動　－　ＯＦＦ

　ＰＨＥＶ 　ブザー作動　－　ＯＮ

　ＰＨＥＶ 　ブレーキウォーニングランプ作動　－　ＯＦＦ

　ＰＨＥＶ 　ブレーキウォーニングランプ作動　－　ＯＮ

　ＰＨＥＶ 　ラジエーターファン１駆動（０％）

　ＰＨＥＶ 　ラジエーターファン１駆動（１００％）

　ＰＨＥＶ 　ラジエーターファン１駆動（５０％）

　ＰＨＥＶ 　ラジエーターファン１駆動（ＯＦＦ）

　ＰＨＥＶ 　ラジエーターファン１駆動（ＯＮ）

　ＰＨＥＶ 　ラジエーターファン２駆動（０％）

　ＰＨＥＶ 　ラジエーターファン２駆動（１００％）

　ＰＨＥＶ 　ラジエーターファン２駆動（５０％）

　ＰＨＥＶ 　ラジエーターファン２駆動（ＯＦＦ）

　ＰＨＥＶ 　ラジエーターファン２駆動（ＯＮ）

　ＥＶ・ＭｉＥＶリモートシステム 　回路故障確認（ＥＶ起動回路）

　ＥＶ・ＭｉＥＶリモートシステム 　回路故障確認（充電予約回路）

　ＧＣＵ（ジェネレーターコントロールユニット） 　オイルポンプ（０％）

　ＧＣＵ（ジェネレーターコントロールユニット） 　オイルポンプ（１００％）

　ＧＣＵ（ジェネレーターコントロールユニット） 　オイルポンプ（５０％）

　ＭｉＥＶリモートシステム 　リアデフォッガ　－　１．０

　ＭｉＥＶリモートシステム 　リアデフォッガ　－　１２．７５

　ＭｉＥＶリモートシステム 　リアデフォッガ　－　２５．５

　ＭｉＥＶリモートシステム 　予備充電信号　－　高出力

　ＭｉＥＶリモートシステム 　予備充電信号　－　低出力

　ＣＡＮ・ＬＩＮ・ＳＷＳコンバーター 　１２．リモコンミラー
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　ＥＣＳ（電子制御式サスペンション） 　０１．ＳＵＰＥＲ　ＳＯＦＴ

　ＥＣＳ（電子制御式サスペンション） 　０２．ＳＯＦＴ　ドライブ

　ＥＣＳ（電子制御式サスペンション） 　０３．ＭＥＤＩＵＭ　ドライブ

　ＥＣＳ（電子制御式サスペンション） 　０４．ＨＡＲＤ　ドライブ

　ＥＣＳ（電子制御式サスペンション） 　０５．コンプレッサー　ＯＮ

　ＥＣＳ（電子制御式サスペンション） 　０６．リターン　ポンプ　ＯＮ

　ＥＣＳ（電子制御式サスペンション） 　０７．車高下げ

　ＥＣＳ（電子制御式サスペンション） 　０８．車高上げ

　ＥＣＳ（電子制御式サスペンション） 　０９．左ロール制御

　ＥＣＳ（電子制御式サスペンション） 　１０．右ロール制御

　ＥＶ－ＥＣＵ 　１２Ｖ　ＤＣ／ＤＣ停止　－　ＯＦＦ

　ＥＶ－ＥＣＵ 　１２Ｖ　ＤＣ／ＤＣ停止　－　ＯＮ

　ＥＶ－ＥＣＵ 　ＯＢＣ電源供給リレー　－　ＯＦＦ

　ＥＶ－ＥＣＵ 　ＯＢＣ電源供給リレー　－　ＯＮ

　ＥＶ－ＥＣＵ 　ウォーターポンプ作動　－　ＯＦＦ

　ＥＶ－ＥＣＵ 　ウォーターポンプ作動　－　ＯＮ

　ＥＶ－ＥＣＵ 　ウォーターポンプ電源リレー　－　ＯＦＦ

　ＥＶ－ＥＣＵ 　ウォーターポンプ電源リレー　－　ＯＮ

　ＥＶ－ＥＣＵ 　バックランプリレー作動　－　ＯＦＦ

　ＥＶ－ＥＣＵ 　バックランプリレー作動　－　ＯＮ

　ＥＶ－ＥＣＵ 　ブザー作動　－　ＯＦＦ

　ＥＶ－ＥＣＵ 　ブザー作動　－　ＯＮ

　ＥＶ－ＥＣＵ 　ブレーキウォーニングランプ作動　－　ＯＦＦ

　ＥＶ－ＥＣＵ 　ブレーキウォーニングランプ作動　－　ＯＮ

　ＥＶ－ＥＣＵ 　モーター作動　－　ＯＦＦ

　ＥＶ－ＥＣＵ 　モーター作動　－　ＯＮ

　ＥＶ－ＥＣＵ 　モーター用インバータ停止　－　ＯＦＦ

　ＥＶ－ＥＣＵ 　モーター用インバータ停止　－　ＯＮ

　ＥＶ－ＥＣＵ 　ラジエーターファン１動作　－　ＯＦＦ

　ＥＶ－ＥＣＵ 　ラジエーターファン１動作　－　ＯＮ

　ＥＶ－ＥＣＵ 　ラジエーターファン２動作　－　ＯＦＦ

　ＥＶ－ＥＣＵ 　ラジエーターファン２動作　－　ＯＮ

　ＥＶ－ＥＣＵ 　補正／ＨＴＲ電源リレー　－　ＯＦＦ

　ＥＶ－ＥＣＵ 　補正／ＨＴＲ電源リレー　－　ＯＮ

　ＭｉＥＶリモートシステム 　リアデフォッガ　－　１．０

　ＭｉＥＶリモートシステム 　リアデフォッガ　－　１２．７５

　ＭｉＥＶリモートシステム 　リアデフォッガ　－　２５．５

　ＭｉＥＶリモートシステム 　予備充電信号　－　高出力

　ＭｉＥＶリモートシステム 　予備充電信号　－　低出力

　ＢＭＵ（バッテリーマネジメントユニット） 　バッテリークーリングファンＰＷＭ　－　ＯＦＦ

　ＢＭＵ（バッテリーマネジメントユニット） 　バッテリークーリングファンＰＷＭ　－　ＯＮ

　ＢＭＵ（バッテリーマネジメントユニット） 　バッテリーバランサーユニット

　ＣＯＭＰ・ＨＴＲ（エアコン用コンプレッサー・ヒーター） 　イン／アウトセレクトダンパー　外気

　ＣＯＭＰ・ＨＴＲ（エアコン用コンプレッサー・ヒーター） 　イン／アウトセレクトダンパー　内気

　ＣＯＭＰ・ＨＴＲ（エアコン用コンプレッサー・ヒーター） 　バッテリークーリングフラップモーター　－　開

　ＣＯＭＰ・ＨＴＲ（エアコン用コンプレッサー・ヒーター） 　バッテリークーリングフラップモーター　－　閉

　ＣＯＭＰ・ＨＴＲ（エアコン用コンプレッサー・ヒーター） 　電気ウォーターヒーターテストモード
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●三菱 アクティブテスト(ver 2020.03)

　ＣＯＭＰ・ＨＴＲ（エアコン用コンプレッサー・ヒーター） 　内／外　セレクトダンパー　－　ミックス１

　ＣＯＭＰ・ＨＴＲ（エアコン用コンプレッサー・ヒーター） 　内／外　セレクトダンパー　－　ミックス２

　ＣＯＭＰ・ＨＴＲ（エアコン用コンプレッサー・ヒーター） 　冷却ファン（エアコン）　－　ＨＩ

　ＣＯＭＰ・ＨＴＲ（エアコン用コンプレッサー・ヒーター） 　冷却ファン（エアコン）　－　ＬＯ

　ＣＯＭＰ・ＨＴＲ（エアコン用コンプレッサー・ヒーター） 　冷却ファン（エアコン）　－　ＯＦＦ

　ＭＣＵ（モーターコンロールユニット） 　コンデンサー放電　－　ＯＦＦ

　ＭＣＵ（モーターコンロールユニット） 　コンデンサー放電　－　ＯＮ

　レーンキープ 　インジケーターシステム故障表示

　レーンキープ 　インジケータースタンバイ表示

　レーンキープ 　インジケーター温度異常表示

　レーンキープ 　インジケーター警告表示　－　警告（右レーン）

　レーンキープ 　インジケーター警告表示　－　警告（左レーン）

　レーンキープ 　システムフェール出力要求

　レーンキープ 　スタンバイ出力要求

　レーンキープ 　テンプフェール出力要求

　レーンキープ 　ワーニング出力要求（警告Ｌ－ｌａｎｅ）

　レーンキープ 　ワーニング出力要求（警告Ｒ－ｌａｎｅ）

　レーンキープ 　車速オフセット６５モード（１０ｍｉｎ）

　レーンキープ 　車速オフセット６５モード（１ｍｉｎ）

　レーンキープ 　車速オフセット６５モード（３０ｍｉｎ）

　レーンキープ 　車速オフセット６５モード（６０ｍｉｎ）

　レーンキープ 　車速オフセットモード（１０ｍｉｎ）

　レーンキープ 　車速オフセットモード（１ｍｉｎ）

　レーンキープ 　車速オフセットモード（３０ｍｉｎ）

　レーンキープ 　車速オフセットモード（６０ｍｉｎ）

　ＰＨＥＶ 　１２Ｖ　ＤＣ／ＤＣ停止　－　ＯＦＦ

　ＰＨＥＶ 　１２Ｖ　ＤＣ／ＤＣ停止　－　ＯＮ

　ＰＨＥＶ 　ウォーターポンプ作動　－　ＯＦＦ

　ＰＨＥＶ 　ウォーターポンプ作動　－　ＯＮ

　ＰＨＥＶ 　ウォーターポンプ電源リレー　－　ＯＦＦ

　ＰＨＥＶ 　ウォーターポンプ電源リレー　－　ＯＮ

　ＰＨＥＶ 　オイルポンプ駆動信号（ＯＦＦ）

　ＰＨＥＶ 　オイルポンプ駆動信号（ＯＮ）

　ＰＨＥＶ 　バックランプリレー作動　－　ＯＦＦ

　ＰＨＥＶ 　バックランプリレー作動　－　ＯＮ

　ＰＨＥＶ 　ブザー作動　－　ＯＦＦ

　ＰＨＥＶ 　ブザー作動　－　ＯＮ

　ＰＨＥＶ 　ブレーキウォーニングランプ作動　－　ＯＦＦ

　ＰＨＥＶ 　ブレーキウォーニングランプ作動　－　ＯＮ

　ＰＨＥＶ 　ラジエーターファン１駆動（０％）

　ＰＨＥＶ 　ラジエーターファン１駆動（１００％）

　ＰＨＥＶ 　ラジエーターファン１駆動（５０％）

　ＰＨＥＶ 　ラジエーターファン１駆動（ＯＦＦ）

　ＰＨＥＶ 　ラジエーターファン１駆動（ＯＮ）

　ＰＨＥＶ 　ラジエーターファン２駆動（０％）

　ＰＨＥＶ 　ラジエーターファン２駆動（１００％）

　ＰＨＥＶ 　ラジエーターファン２駆動（５０％）
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　ＰＨＥＶ 　ラジエーターファン２駆動（ＯＦＦ）

　ＰＨＥＶ 　ラジエーターファン２駆動（ＯＮ）

　ＥＶ・ＭｉＥＶリモートシステム 　回路故障確認（ＥＶ起動回路）

　ＥＶ・ＭｉＥＶリモートシステム 　回路故障確認（充電予約回路）

　ＧＣＵ（ジェネレーターコントロールユニット） 　オイルポンプ（０％）

　ＧＣＵ（ジェネレーターコントロールユニット） 　オイルポンプ（１００％）

　ＧＣＵ（ジェネレーターコントロールユニット） 　オイルポンプ（５０％）

　電動スライドドア（ＬＨ） 　スライドドアアンロック

　電動スライドドア（ＬＨ） 　ドライブモーター（開）

　電動スライドドア（ＬＨ） 　ドライブモーター（閉）

　電動スライドドア（ＬＨ） 　ラッチリリースモーター

　電動スライドドア（ＬＨ） 　警報ブザー

　電動スライドドア（ＬＨ） 　電磁クラッチ

　電動スライドドア（ＲＨ） 　スライドドアアンロック

　電動スライドドア（ＲＨ） 　ドライブモーター（開）

　電動スライドドア（ＲＨ） 　ドライブモーター（閉）

　電動スライドドア（ＲＨ） 　ラッチリリースモーター

　電動スライドドア（ＲＨ） 　警報ブザー

　電動スライドドア（ＲＨ） 　電磁クラッチ

　マルチアラウンドモニター 　ディスプレー出力（ナビ）

　マルチアラウンドモニター 　ディスプレー出力（リアビューミラー）

　マルチアラウンドモニター 　映像出力　－　サイド＆フロント

　マルチアラウンドモニター 　映像出力　－　サイド＆リア

　マルチアラウンドモニター 　映像出力　－　サイド＆非表示

　マルチアラウンドモニター 　映像出力　－　バードアイ＆フロント

　マルチアラウンドモニター 　映像出力　－　バードアイ＆リア

　マルチアラウンドモニター 　映像出力　－　フロント

　マルチアラウンドモニター 　映像出力　－　リア

　マルチアラウンドモニター 　映像出力　－　右側サイド

　マルチアラウンドモニター 　映像出力　－　左側サイド

　ＦＣＭ・ＬＤＷ・ＡＨＢ 　ＬＤＷインジケーターシステム故障表示

　ＦＣＭ・ＬＤＷ・ＡＨＢ 　ＬＤＷインジケータースタンバイ表示

　ＦＣＭ・ＬＤＷ・ＡＨＢ 　ＬＤＷインジケーター一次故障表示

　ＦＣＭ・ＬＤＷ・ＡＨＢ 　ＬＤＷインジケーター警告表示　－　警告（右レーン）

　ＦＣＭ・ＬＤＷ・ＡＨＢ 　ＬＤＷインジケーター警告表示　－　警告（左レーン）

　ＢＳＷ（後側方車両検知警報システム） 　ＢＳＷ　ＯＮ／ＯＦＦ設定　－　ＯＦＦ

　ＢＳＷ（後側方車両検知警報システム） 　ＢＳＷ　ＯＮ／ＯＦＦ設定　－　ＯＮ

　ＢＳＷ（後側方車両検知警報システム） 　ＢＳＷ　ＯＮ／ＯＦＦ設定　－　要求なし

　ＢＳＷ（後側方車両検知警報システム） 　ＢＳＷインジケーター

　ＢＳＷ（後側方車両検知警報システム） 　ＢＳＷブザー

　ＢＳＷ（後側方車両検知警報システム） 　ＲＣＴＡブザー

　ＢＳＷ（後側方車両検知警報システム） 　ミラーインジケーター

　ＢＳＷ（後側方車両検知警報システム） 　メーター表示（ＢＳＷステータス）　－　ＯＦＦ

　ＢＳＷ（後側方車両検知警報システム） 　メーター表示（ＢＳＷステータス）　－　一次故障

　ＢＳＷ（後側方車両検知警報システム） 　メーター表示（ＢＳＷステータス）　－　故障

　ＢＳＷ（後側方車両検知警報システム） 　メーター表示（ＢＳＷステータス）　－　遮断

　ＢＳＷ（後側方車両検知警報システム） 　メーター表示（ＢＳＷステータス）　－　要求無し
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　ＢＳＷ（後側方車両検知警報システム） 　メーター表示（ＲＣＴＡ警報）

　ＢＳＷ（後側方車両検知警報システム）　サブ 　ＢＳＷ　ＯＮ／ＯＦＦ設定　－　ＯＦＦ

　ＢＳＷ（後側方車両検知警報システム）　サブ 　ＢＳＷ　ＯＮ／ＯＦＦ設定　－　ＯＮ

　ＢＳＷ（後側方車両検知警報システム）　サブ 　ＢＳＷ　ＯＮ／ＯＦＦ設定　－　要求なし

　ＢＳＷ（後側方車両検知警報システム）　サブ 　ミラーインジケーター


