
●アルファロメオ、フィアット、ランチア　アクティブテスト(Ver 2021.02)

　システム 　項目名

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　ABSセーフティー表示

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　ABSセーフティーランプ

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　ABS警告灯

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　アンチロックブレーキシステム(ABS)セーフティー表示

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　ASR/ESPセーフティー表示

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　ASR/TCランプ

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　ASR/TCプラスボタンランプ

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　ASRボタンLED

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　EBDセーフティー表示

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　EBDセーフティーランプ

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　EBD警告灯

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　電子制御制動力配分装置(EBD)セーフティー表示

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　EPB警告灯

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　EPB機能ランプ

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　EPBスイッチランプ

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　ESCセーフティーランプ

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　ESC/ASRセーフティー表示

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　ヒルホルダーセーフティー表示

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　ヒルホルダーセーフティーランプ/メッセージ

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　インレットバルブ(フロント左)作動

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　インレットバルブ(フロント右)作動

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　インレットバルブ(フロント右)

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　吸気バルブ(リア左)

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　インレットバルブ(リア左)作動

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　吸気バルブ(リア右)

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　インレットバルブ(リア右)作動

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　アウトレットバルブ(フロント左)作動

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　アウトレットバルブ(フロント右)作動

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　LF アウトレット側ソレノイドバルブ

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　RF アウトレット側ソレノイドバルブ

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　LR アウトレット側ソレノイドバルブ

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　アウトレットバルブ(リア左)作動

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　アウトレットバルブ(リア右)作動

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　パイロットバルブ1作動

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　パイロットバルブ2作動

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　プライミングバルブ1作動

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　プライミングバルブ2作動

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　再循環ポンプ

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　再循環ポンプ作動

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　スタックテスト

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　VDC/ASR/TC警告灯

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　VDC警告灯

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　サーキュレーションモーター



●アルファロメオ、フィアット、ランチア　アクティブテスト(Ver 2021.02)

　システム 　項目名

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　セーフティーリレー

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

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

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

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

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　ヒルホルダー警告灯

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　フロント右ドレーンバルブ

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　フロント右ロードバルブ

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　フロント左ドレーンバルブ

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　フロント左ロードバルブ

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　ポンプモーター

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　リア右ドレーンバルブ

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　リア右ロードバルブ

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　リア左ドレーンバルブ

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　リア左ロードバルブ

　ABS(アンチロックブレーキシステム) 　警告灯

　AT(オートマチックトランスミッション) 　クラッチプレッシャーコントロールソレノイド

　AT(オートマチックトランスミッション) 　クラッチソレノイドバルブ(偶数ギア)

　AT(オートマチックトランスミッション) 　クラッチソレノイドバルブ(奇数ギア)

　AT(オートマチックトランスミッション) 　係合ソレノイドバルブ(1速/4速/5速/6速)

　AT(オートマチックトランスミッション) 　係合ソレノイドバルブ(3速/2速/バック)

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

　AT(オートマチックトランスミッション) 　シフトロックリモートアクティベーション(ON/OFF構成部品)

　AT(オートマチックトランスミッション) 　シーケンスエレクトロバルブ1

　AT(オートマチックトランスミッション) 　シーケンスエレクトロバルブ2

　AT(オートマチックトランスミッション) 　シーケンスエレクトロバルブ3

　AT(オートマチックトランスミッション) 　シーケンスエレクトロバルブ4

　AT(オートマチックトランスミッション) 　シーケンスエレクトロバルブ5

　AT(オートマチックトランスミッション) 　シフトソレノイドS1(ON/OFF構成部品)

　AT(オートマチックトランスミッション) 　シフトソレノイドS2(ON/OFF構成部品)

　AT(オートマチックトランスミッション) 　スタートアップイネーブルリレー

　AT(オートマチックトランスミッション) 　ギアチェンジソレノイドA

　AT(オートマチックトランスミッション) 　ギアチェンジソレノイドB

　AT(オートマチックトランスミッション) 　クラッチソレノイドバルブ

　AT(オートマチックトランスミッション) 　シートベルト警告灯

　AT(オートマチックトランスミッション) 　スターターリレー

　AT(オートマチックトランスミッション) 　ソレノイド1

　AT(オートマチックトランスミッション) 　ソレノイド2

　AT(オートマチックトランスミッション) 　ソレノイド3

　AT(オートマチックトランスミッション) 　ソレノイドバルブ選択

　AT(オートマチックトランスミッション) 　ポンプモーター

　AT(オートマチックトランスミッション) 　リアサイドエアバッグ表示灯

　AT(オートマチックトランスミッション) 　レバーリリースソレノイド



●アルファロメオ、フィアット、ランチア　アクティブテスト(Ver 2021.02)

　システム 　項目名

　AT(オートマチックトランスミッション) 　ロックアップソレノイド

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

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

　AT(オートマチックトランスミッション) 　係合ギア開放ソレノイドバルブ

　AT(オートマチックトランスミッション) 　警告音

　AT(オートマチックトランスミッション) 　警告音(ブザー)

　AT(オートマチックトランスミッション) 　警告灯

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

　AT(オートマチックトランスミッション) 　助手席側フロントエアバッグ作動禁止表示灯

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

　AT(オートマチックトランスミッション) 　油圧コントロールソレノイド

　イモビライザー 　アンテナ電源

　イモビライザー 　冗長イグニッションRun/Startフィード出力

　イモビライザー 　TPMSジェネリック異常モニタリングランプ

　イモビライザー 　アンダーインフレーションモニタリングランプ

　インストルメント 　ABS異常表示

　インストルメント 　ABSランプ

　インストルメント 　ABSシステム異常警告灯

　インストルメント 　ABS警告灯

　インストルメント 　ヘッドライト調整チェック

　インストルメント 　エアバッグ表示灯

　インストルメント 　エアバッグ異常表示

　インストルメント 　エアバッグ警告灯

　インストルメント 　エアバッグランプ

　インストルメント 　オルタネーター異常ランプ

　インストルメント 　ASRボタンLED

　インストルメント 　AT警告灯

　インストルメント 　オートチェック

　インストルメント 　オートマチックギアボックス警告灯

　インストルメント 　オートマチックハイビーム

　インストルメント 　燃料補助タンク

　インストルメント 　バックグラウンドライト(LCD)

　インストルメント 　バーグラフ

　インストルメント 　バッテリー/アクチュエーターランプ

　インストルメント 　バッテリー/オルタネーター警告灯

　インストルメント 　ブレーキランプ警告灯

　インストルメント 　ブレーキパッド摩耗インジケーター

　インストルメント 　ブレーキシステム異常表示

　インストルメント 　ブザー

　インストルメント 　クラスターライト

　インストルメント 　コールドスタートランプ

　インストルメント 　冷却水温段階インジケーター

　インストルメント 　冷却水温インジケーター



●アルファロメオ、フィアット、ランチア　アクティブテスト(Ver 2021.02)

　システム 　項目名

　インストルメント 　冷却温度インジケーター

　インストルメント 　クルーズコントロールランプ

　インストルメント 　ディミンググラフィック

　インストルメント 　ディミングディスプレー

　インストルメント 　ディスプレイ

　インストルメント 　ディスプレーモジュール

　インストルメント 　ディスプレー奇数/偶数セグメント

　インストルメント 　ディスプレーON/OFF

　インストルメント 　ディスプレーテスト(偶数セグメント)

　インストルメント 　ディスプレーテスト(奇数セグメント)

　インストルメント 　ドア開ランプ

　インストルメント 　ドア開警告灯

　インストルメント 　運転席側シートベルト

　インストルメント 　EBD/ブレーキ警告灯

　インストルメント 　E-locker警告ランプ

　インストルメント 　エンジン温度過上昇ランプ

　インストルメント 　エンジン回転数クラスター

　インストルメント 　エンジン水温加熱

　インストルメント 　EOBD&エンジンシステム故障ランプ

　インストルメント 　EOBD異常表示

　インストルメント 　EPB異常表示

　インストルメント 　ESP故障ランプ

　インストルメント 　ECSマタハヒルホルダーシステム異常表示

　インストルメント 　ECSシステム停止

　インストルメント 　ESP警告灯

　インストルメント 　外部ランプ故障警告インジケーターランプ

　インストルメント 　Fiat DTCランプ

　インストルメント 　フレックス燃料リザーブ表示

　インストルメント 　フォグランプ

　インストルメント 　前方衝突警報OFF

　インストルメント 　フロントフォグランプ警告灯

　インストルメント 　フロントフォグランプ

　インストルメント 　フロントフォグライトランプ

　インストルメント 　燃料噴射システムMIL

　インストルメント 　燃料レベル段階インジケーター

　インストルメント 　燃料レベル低イ

　インストルメント 　燃料タンクリザーブ警告灯

　インストルメント 　一般的ナ故障警告インジケーターランプ

　インストルメント 　ジェネリック警告灯

　インストルメント 　グロープラグ表示/コールドスタート禁止

　インストルメント 　グロープラグ警告灯

　インストルメント 　ヘッドライトレベル調整

　インストルメント 　加熱コールドスタートシステムインジケーター



●アルファロメオ、フィアット、ランチア　アクティブテスト(Ver 2021.02)

　システム 　項目名

　インストルメント 　ヒーター付フロントガラス警告灯

　インストルメント 　ハイビームヘッドライト表示

　インストルメント 　ハイビームランプ

　インストルメント 　ハイビーム警告灯

　インストルメント 　噴射制御ランプ

　インストルメント 　インストルメントパネル照明

　インストルメント 　LCDディスプレーバックライト

　インストルメント 　LCD照明

　インストルメント 　LDW(車線逸脱警告)

　インストルメント 　左側ハザードランプ警告灯

　インストルメント 　ターンライトインジケーター(左)

　インストルメント 　左ターンシグナルランプ表示

　インストルメント 　ドアロッキング

　インストルメント 　低燃料レベルランプ

　インストルメント 　最大エンジン冷却温度ランプ

　インストルメント 　MIL警告灯

　インストルメント 　最小エンジンオイルプレッシャーランプ

　インストルメント 　オドメーター

　インストルメント 　オイルレベルインジケーター(搭載シテイル場合)

　インストルメント 　油圧警告灯

　インストルメント 　パーキングブレーキランプ

　インストルメント 　パーキングブレーキ/ブレーキフルードレベル/EBD警告灯

　インストルメント 　パーキングランプコントロール&インジケーター

　インストルメント 　パーキングシステム使用不可

　インストルメント 　助手席側エアバッグOFF警告灯

　インストルメント 　ポジションランプ表示

　インストルメント 　ポジションランプ警告灯

　インストルメント 　パワーステアリング異常表示

　インストルメント 　プログラムサレタメンテナンス

　インストルメント 　リアデフォッガーLED

　インストルメント 　リアフォグランプ

　インストルメント 　リアフォグライトランプ

　インストルメント 　リアフォグランプ警告灯

　インストルメント 　リアウィンドウデフロスターランプ

　インストルメント 　右側ハザードランプ警告灯

　インストルメント 　ターンライトインジケーター(右)

　インストルメント 　右ターンシグナルランプ表示

　インストルメント 　エンジン回転数

　インストルメント 　回転数段階インジケーター

　インストルメント 　シートベルト未装着ランプ

　インストルメント 　シートベルト未装着警告サイクル

　インストルメント 　シートベルト警告灯

　インストルメント 　セルフテスト



●アルファロメオ、フィアット、ランチア　アクティブテスト(Ver 2021.02)

　システム 　項目名

　インストルメント 　速度制限ランプ

　インストルメント 　スピードメーター段階インジケーター

　インストルメント 　スタート&ストップ作動

　インストルメント 　STOP/START警告灯

　インストルメント 　Fiat CODEシステム警告灯

　インストルメント 　タイヤ空気圧警告灯

　インストルメント 　TPMS

　インストルメント 　トラクションコントロール(TCS)制御ランプ

　インストルメント 　ターンシグナルインジケーター

　インストルメント 　ドアアンロッキング

　インストルメント 　値リセット

　インストルメント 　VDC/ASR/TC警告灯

　インストルメント 　VDC警告灯

　インストルメント 　車両保護システム異常ランプ(イモビライザー)

　インストルメント 　車速クラスター

　インストルメント 　インジェクションシステム異常警告灯

　インストルメント 　警告灯(ドア開)

　インストルメント 　燃料内水侵入警告灯

　インストルメント 　イモビライザー警告灯

　インストルメント 　エンジン油温計

　インストルメント 　グロープラグコントロールランプ

　インストルメント 　ステアリング警告灯

　インストルメント 　スピードメーター

　インストルメント 　ダッシュボードイルミネーション

　インストルメント 　ダッシュボードチェック

　インストルメント 　ダッシュボードボタンイルミネーション

　インストルメント 　ダッシュボード警告音(ブザー)

　インストルメント 　チェックランプ

　インストルメント 　ディスプレーテスト

　インストルメント 　ドアロック

　インストルメント 　ドア開閉警告灯

　インストルメント 　パーキングランプ

　インストルメント 　パーキングランプ/MIL警告灯

　インストルメント 　ヒーター付キリアガラス

　インストルメント 　ヒルホルダー警告灯

　インストルメント 　ブレーキパッド摩耗警告灯

　インストルメント 　ブレーキ警告灯

　インストルメント 　フロントインテリアランプ

　インストルメント 　ヘッドライトアクチュエーター

　インストルメント 　マトリックスディスプレーテスト

　インストルメント 　リアガラスヒーターLED

　インストルメント 　リアガラスヒーター表示灯

　インストルメント 　ロービーム



●アルファロメオ、フィアット、ランチア　アクティブテスト(Ver 2021.02)

　システム 　項目名

　インストルメント 　ロービーム警告灯

　インストルメント 　右側ターンシグナルランプ

　インストルメント 　回転数カウンター

　インストルメント 　警告音(ブザー)

　インストルメント 　警告灯

　インストルメント 　左側ターンシグナルランプ

　インストルメント 　充電警告灯

　インストルメント 　電動パワーステアリング警告灯

　インストルメント 　燃料フィルター内水検出ランプ

　インストルメント 　燃料計

　インストルメント 　燃料残量警告灯

　インストルメント 　燃料水抜キ警告灯(対応車両ノミ)

　インストルメント 　微粒子フィルターランプ

　インストルメント 　油温警告灯

　エアコン 　エアコン要求

　エアコン 　補助ヒーター(PTC)

　エアコン 　補助ヒーターリレー1

　エアコン 　補助ヒーターリレー2

　エアコン 　エア配分モーター

　エアコン 　エアーディストリビューターアクチュエーター

　エアコン 　エアーディストリビューターアクチュエーター#1

　エアコン 　エアーディストリビューターアクチュエーター#2

　エアコン 　エアミックスモーター

　エアコン 　エアミキサーアクチュエーター

　エアコン 　エアミキサーモーター

　エアコン 　エアモードモーター

　エアコン 　内気循環モーター

　エアコン 　ブロワコントロール

　エアコン 　ブロワーモーター

　エアコン 　ボタンLED

　エアコン 　ボタンシンボルバックランプPWMデューティー

　エアコン 　コンディショナー有効要求

　エアコン 　コントロールボタンLED

　エアコン 　ディスプレー(LCD)バックライトイルミネーション

　エアコン 　外部コントロール気筒休止エンジン

　エアコン 　LCDディスプレー全セグメントイルミネーション/全セグメントイルミーション表示

　エアコン 　車内温度センサーマイクロブロワー

　エアコン 　内部ブロワコントロール

　エアコン 　キーバックグラウンドイルミネーション

　エアコン 　キーLED

　エアコン 　キーLED PWMテューティー

　エアコン 　キーシンボルバックランプPWMデューティー

　エアコン 　LCDバックランプPWMデューティー



●アルファロメオ、フィアット、ランチア　アクティブテスト(Ver 2021.02)

　システム 　項目名

　エアコン 　LCDバックライトpemデューティー

　エアコン 　LCDディスプレーバックライト

　エアコン 　LCDシンボル

　エアコン 　エアーミックスモーター(左)

　エアコン 　PTCハイパワー(リレー)

　エアコン 　PTCローパワー(リレー)

　エアコン 　再循環モーター

　エアコン 　エアーミックスモーター(右)

　エアコン 　エアコンコンプレッサーリレー

　エアコン 　システムLED

　エアコン 　ディスプレー照度

　エアコン 　フロントガラスフラップアクチュエーター

　エアコン 　マトリックスディスプレーテスト

　エアコン 　リアディストリビューションアクチュエーター

　エアコン 　リアミキサーアクチュエーター

　エアコン 　リレー1(補助ヒーター)

　エアコン 　リレー2(補助ヒーター)

　エアコン 　右側ディストリビューションモーター

　エアコン 　右側ミキシングアクチュエーター

　エアコン 　空気再循環アクチュエーター

　エアコン 　左側ディストリビューションモーター

　エアコン 　左側ミキシングアクチュエーター

　エアコン 　足元/ベントフラップアクチュエーター

　エアコン 　電動ファンコントロール

　エアコン 　補助ヒーター

　エアバッグ 　シートベルト警告灯

　エアバッグ 　リアサイドエアバッグ表示灯

　エアバッグ 　警告灯

　エアバッグ 　助手席側フロントエアバッグ作動禁止表示灯

　エンジン 　3番ピストンOFF(装備車ノミ)

　エンジン 　A/Cリレー

　エンジン 　エアコンコンプレッサーリレー

　エンジン 　ACリレーコマンド

　エンジン 　ACリリースコマンド

　エンジン 　コールドスタート作動(バルブ/ポンプ)

　エンジン 　補助ヒーター(PTC)

　エンジン 　エアコンリレーコマンド

　エンジン 　スロットルポテンショメーター用自動学習

　エンジン 　補助ウォーターポンプコマンド

　エンジン 　ブローバイヒーターリレーコマンド

　エンジン 　ブローバイヒーターリレー制御

　エンジン 　キャニスターバルブクリーニング

　エンジン 　CNGインジェクター(シリンダー1)



●アルファロメオ、フィアット、ランチア　アクティブテスト(Ver 2021.02)

　システム 　項目名

　エンジン 　CNGインジェクター(シリンダー2)

　エンジン 　CNGインジェクターリレーコマンド

　エンジン 　CNGバルブリレーコマンド

　エンジン 　コールドスタートポンプ作動

　エンジン 　コマンド(コイル1)

　エンジン 　コマンド(コイル2)

　エンジン 　コマンド(コイル3)

　エンジン 　コマンド(コイル4)

　エンジン 　クーラントポンプアフターランコマンド

　エンジン 　クーリングファン1コマンド

　エンジン 　クーリングファン2コマンド

　エンジン 　クルーズコントロールランプコマンド

　エンジン 　UniAirバルブコマンド(シリンダー1)

　エンジン 　UniAirバルブコマンド(シリンダー2)

　エンジン 　UniAirバルブコマンド(シリンダー3)

　エンジン 　UniAirバルブコマンド(シリンダー4)

　エンジン 　DPFランプコマンド

　エンジン 　下流ラムダプローブヒーター

　エンジン 　下流ラムダプローブヒーターコマンド

　エンジン 　ダンプバルブコマンド

　エンジン 　EGRクーラーバイパスコマンド

　エンジン 　EGRソレノイドバルブ

　エンジン 　EGR高圧バルブテスト

　エンジン 　EGR低圧バルブテスト

　エンジン 　EGRエクスチェンジャーエクスクリュージョンバルブ

　エンジン 　電動VGTアクチュエーターテスト

　エンジン 　エンジン冷却水ランプ

　エンジン 　エンジン油圧ランプコマンド

　エンジン 　エンジンオーバーヒート警告灯

　エンジン 　エンジンシャットオフソレノイドバルブ

　エンジン 　エンジンサスペンションコントロール

　エンジン 　エンジン水温加熱ランプコマンド

　エンジン 　ファン(1速)

　エンジン 　ファン(2速)

　エンジン 　ファン1

　エンジン 　ファン2

　エンジン 　ファンクーリング作動(ファンコマンド1)

　エンジン 　ファンクーリング作動(ファンコマンド2)

　エンジン 　Fan1

　エンジン 　Fan2

　エンジン 　ファーストアイドルアクチュエーター

　エンジン 　スパイライト異常

　エンジン 　流量修正スロットルソレノイドバルブ



●アルファロメオ、フィアット、ランチア　アクティブテスト(Ver 2021.02)

　システム 　項目名

　エンジン 　フローシャッターバルブ

　エンジン 　フューエルフィルターヒーターコマンド

　エンジン 　燃料ポンプリレーコマンド

　エンジン 　フューエルポンプリリースコマンド

　エンジン 　フューエルポンプリリース(低圧)

　エンジン 　ガスインジェクター1

　エンジン 　ガスインジェクター2

　エンジン 　ガスインジェクター3

　エンジン 　ガスインジェクター4

　エンジン 　GASインジェクターリレー

　エンジン 　GASソレノイドバルブリレー

　エンジン 　グローランプコマンド

　エンジン 　グロープラグコマンド

　エンジン 　グロープラグヒーティングテスト

　エンジン 　ラムダプローブヒーター1

　エンジン 　ラムダプローブヒーター2

　エンジン 　高圧EGRバルブテスト

　エンジン 　アイドルアクチュエーター/ステップモーター

　エンジン 　イグニッションコイル

　エンジン 　AFアルコール強制

　エンジン 　学習A/F強制

　エンジン 　噴射量減少S.V.

　エンジン 　噴射量増加S.V.

　エンジン 　噴射時期アクチュエーター

　エンジン 　インジェクター1&2 コイルコマンド

　エンジン 　インジェクター1 コイルコマンド

　エンジン 　インジェクター1コマンド

　エンジン 　インジェクター2 コイルコマンド

　エンジン 　インジェクター2コマンド

　エンジン 　インジェクター3&4 コイルコマンド

　エンジン 　インジェクター3 コイルコマンド

　エンジン 　インジェクター3コマンド

　エンジン 　インジェクター4 コイルコマンド

　エンジン 　インジェクター4コマンド

　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 　インジェクターコマンド1

　エンジン 　インジェクターコマンド2

　エンジン 　インジェクターコマンド3

　エンジン 　インジェクターコマンド4

　エンジン 　LPGインジェクター(シリンダー1)コマンド

　エンジン 　LPGインジェクター(シリンダー2)コマンド

　エンジン 　LPGインジェクター(シリンダー3)コマンド



●アルファロメオ、フィアット、ランチア　アクティブテスト(Ver 2021.02)

　システム 　項目名

　エンジン 　LPGインジェクター(シリンダー4)コマンド

　エンジン 　ラムダプローブヒーター(1)

　エンジン 　ラムダプローブヒーター(2)

　エンジン 　ラムダセンサーヒーター

　エンジン 　DPFランプ

　エンジン 　燃料要求ランプ(ボタン)

　エンジン 　A/F_アルコール強制

　エンジン 　A/F_ガソリン強制

　エンジン 　低圧EGRバルブテスト

　エンジン 　LPGインジェクターリレーコマンド

　エンジン 　LPGタンク/レギュレーターバルブリレーコマンド

　エンジン 　LPG/ガソリン燃料モード要求ランプ(ボタン)コマンド

　エンジン 　潤滑油圧ランプ

　エンジン 　MILコマンド

　エンジン 　異常警告灯(MIL)コマンド

　エンジン 　MIL

　エンジン 　MILランプコマンド

　エンジン 　電動スロットル自己学習コマンド

　エンジン 　M-PROPコマンド

　エンジン 　Mpropコマンド(高圧)

　エンジン 　O2センサーヒーター(B1S1)

　エンジン 　O2センサーヒーター(B1S2)

　エンジン 　OBDバイパスエレクトロバルブコマンド

　エンジン 　油圧ランプ

　エンジン 　PDAバルブ

　エンジン 　ガソリンインジェクターリレー

　エンジン 　プレヒートランプ

　エンジン 　キャニスターパージバルブコマンド

　エンジン 　第2エレクトロベンチレーター(エアコンアリ)

　エンジン 　電動ファン(1速)リレー

　エンジン 　スロットルボディー自己学習作動

　エンジン 　燃料フィルター内水検出ランプ

　エンジン 　スポーツモードインジケーターランプ

　エンジン 　温度警告ランプ

　エンジン 　サーモスタットコマンド

　エンジン 　スロットルテスト

　エンジン 　スロットルバルブアクチュエーターコマンド

　エンジン 　スロットルバルブテスト

　エンジン 　ターボチャージャー圧力アクチュエーターコマンド

　エンジン 　UniAirアクチュエーターエレクトロバルブ(シリンダー1)

　エンジン 　UniAirアクチュエーターエレクトロバルブ(シリンダー2)

　エンジン 　UniAirアクチュエーターエレクトロバルブ(シリンダー3)

　エンジン 　UniAirアクチュエーターエレクトロバルブ(シリンダー4)



●アルファロメオ、フィアット、ランチア　アクティブテスト(Ver 2021.02)

　システム 　項目名

　エンジン 　上流ラムダプローブヒーター

　エンジン 　上流ラムダプローブヒーターコマンド

　エンジン 　バルブ:マルチエアーシステム作動(シリンダー1)

　エンジン 　バルブ:マルチエアーシステム作動(シリンダー2)

　エンジン 　バルブ:マルチエアーシステム作動(シリンダー3)

　エンジン 　バルブ:マルチエアーシステム作動(シリンダー4)

　エンジン 　キャニスターパージバルブ

　エンジン 　可変バルブタイミング(VVT)コマンド

　エンジン 　可変容量オイルポンプコマンド

　エンジン 　可変スワールアクチュエーター閉コマンド

　エンジン 　VISリレー

　エンジン 　VVTバルブコマンド-可変バルブタイミング

　エンジン 　VVT(フェーズバリエーター)

　エンジン 　ウェストゲートソレノイドバルブ

　エンジン 　ウェストゲートバルブコマンド

　エンジン 　燃料フィルター内水検出ランプコマンド

　エンジン 　冷却水オーバーヒートランプ

　エンジン 　アイドルアクチュエーター

　エンジン 　インジェクター1

　エンジン 　インジェクター2

　エンジン 　インジェクター3

　エンジン 　インジェクター4

　エンジン 　インジェクター5(6気筒エンジン)

　エンジン 　インジェクター6(6気筒エンジン)

　エンジン 　ウェイストゲートソレノイドバルブ

　エンジン 　エアコンコンプレッサー

　エンジン 　エバポレーターコントロールバルブ

　エンジン 　クルーズコントロールランプ

　エンジン 　グロープラグコントロールランプ

　エンジン 　グロープラグリレー

　エンジン 　コイル1

　エンジン 　コイル2

　エンジン 　コイル3

　エンジン 　コイル4

　エンジン 　ターボバキュームバルブ

　エンジン 　バリアブルカムシャフトタイミングリレー

　エンジン 　ファン1速

　エンジン 　ファン2速

　エンジン 　ファン3速

　エンジン 　ブーストコントロールソレノイド

　エンジン 　フューエルポンプリレー

　エンジン 　プレートヒーターリレー(装備車ノミ)

　エンジン 　ラムダ1ヒーター(触媒後)



●アルファロメオ、フィアット、ランチア　アクティブテスト(Ver 2021.02)

　システム 　項目名

　エンジン 　ラムダ1ヒーター(触媒前)

　エンジン 　ラムダ2ヒーター(触媒後)

　エンジン 　ラムダ2ヒーター(触媒前)

　エンジン 　回転数カウンター

　エンジン 　吸気スロットルソレノイドバルブ

　エンジン 　吸気スロットルソレノイドバルブ(シャッターバルブ)

　エンジン 　吸気スロットルソレノイドバルブ(修正流量)

　エンジン 　警告灯

　エンジン 　高圧燃料レギュレーター

　エンジン 　電子制御式スロットル

　エンジン 　燃圧レギュレーター

　エンジン 　燃料フィルターヒーターリレー

　エンジン 　微粒子フィルターランプ

　エンジン 　油圧インジケーター

　エンジン 　油圧警告灯

　エンジン 　油温警告灯

　エンターテインメント 　作動メニューコントロール

　エンターテインメント 　ラジオボリューム

　エンターテインメント 　シーク状態

　エンターテインメント 　シーク状態(AM/FMチューナー)

　エンターテインメント 　ビデオ入力設定

　パワーステアリング 　シティーユーザー無効/有効表示

　パワーステアリング 　アイドル回転数増大(1242 16Vノミ)

　パワーステアリング 　警告灯

　ブート 　リアドアボタンイルミネーション

　ブート 　リア左ウィンドウ:下

　ブート 　リア左ウィンドウ:上

　ブート 　リア右ウィンドウ:下

　ブート 　リア右ウィンドウ:上

　ブート 　デッドロックOFF

　ブート 　デッドロックON

　ブート 　パドルランプ

　ブート 　リアキーランプ

　ブート 　リアドアアンロック

　ブート 　リアドアロック

　ブート 　リア右ウィンドウ

　ブート 　リア右ウィンドウDOWN

　ブート 　リア右ウィンドウUP

　ブート 　リア左ウィンドウ

　ブート 　リア左ウィンドウDOWN

　ブート 　リア左ウィンドウUP

　ヘッドランプ(右) 　ヘッドライトアクチュエーター(HIGH)

　ヘッドランプ(右) 　ヘッドライトアクチュエーター(LOW)



●アルファロメオ、フィアット、ランチア　アクティブテスト(Ver 2021.02)

　システム 　項目名

　ヘッドランプ(右) 　ヘッドライトアクチュエーター(MIDDLE)

　ヘッドランプ(左) 　ヘッドライトアクチュエーター(HIGH)

　ヘッドランプ(左) 　ヘッドライトアクチュエーター(LOW)

　ヘッドランプ(左) 　ヘッドライトアクチュエーター(MIDDLE)

　ボディー 　ABS警告灯(CAN)

　ボディー 　アンビエントディミングコマンド

　ボディー 　アプローチランプコマンド(左/右)

　ボディー 　ASB(補助スイッチバンク)バックライトLED

　ボディー 　バックグラウンドライト

　ボディー 　バックアップランプコマンド

　ボディー 　トランク開

　ボディー 　ブレーキランプ

　ボディー 　ブレーキランプコマンド

　ボディー 　カーゴランプ

　ボディー 　シーリングライトイルミネーション(フロント中央)

　ボディー 　シーリングライト(リア左)

　ボディー 　シーリングライト(リア右)

　ボディー 　セントラルハイマウントストップランプ(CHMSL)

　ボディー 　中央リアシーリングライト

　ボディー 　中央右シーリングライトイルミネーションランプ

　ボディー 　CITY LEDコマンド

　ボディー 　コンフォート有効コマンド

　ボディー 　コンフォート有効コマンド/バックライトスイッチ

　ボディー 　左側デイタイムランニングランプ

　ボディー 　右側デイタイムランニングランプ

　ボディー 　ドアロック

　ボディー 　ドアステータス/LEDディテランス

　ボディー 　ドアアンロック

　ボディー 　運転席ウィンドウリフト

　ボディー 　運転席側ウィンドウ開

　ボディー 　DSBM/WSMスイッチバックライトLED

　ボディー 　フォグランプ

　ボディー 　フォグランプ警告灯

　ボディー 　フロントシーリングライト

　ボディー 　フロントフォグランプ

　ボディー 　フロントフォグランプリレー

　ボディー 　フロント左テールランプ

　ボディー 　フロントパーキングランプ

　ボディー 　フロント右テールランプ

　ボディー 　フロントガラスウォッシャーコマンド

　ボディー 　フロントガラスウォッシャーポンプ

　ボディー 　フロントガラスポンプ

　ボディー 　フロントガラスワイパー



●アルファロメオ、フィアット、ランチア　アクティブテスト(Ver 2021.02)

　システム 　項目名

　ボディー 　フューエルフィルターヒーター

　ボディー 　ヘッドライトウォッシャー

　ボディー 　ヘッドランプウォッシャー

　ボディー 　リアウィンドウヒーターコマンド

　ボディー 　ヒーター付キフロントガラスリレー

　ボディー 　リアガラスヒーターリレー

　ボディー 　リアガラスヒーターリレーコマンド

　ボディー 　ハイビーム

　ボディー 　ハイビームランプ

　ボディー 　高速ワイパーコマンド

　ボディー 　ホーンコマンド

　ボディー 　内部ライト

　ボディー 　内部夜間ライト

　ボディー 　内部温度

　ボディー 　インバーター有効コマンド

　ボディー 　LED APA(セミオートマティックパーキングアシスト)スイッチASB(補助スイッチバンク)

　ボディー 　LED LDWスイッチ ASB(補助スイッチバンク)

　ボディー 　LED PAMスイッチ ASB(補助スイッチバンク)

　ボディー 　左パーキングランプ(フロント/リア)

　ボディー 　左側ブレーキランプLED

　ボディー 　左側デイタイムランニングライト

　ボディー 　左ポジションランプ

　ボディー 　左側リアフォグランプ

　ボディー 　左バックギアライト

　ボディー 　左側ストップランプ

　ボディー 　ターンライト(左)

　ボディー 　左ターンシグナルランプ

　ボディー 　ライセンスプレートランプ

　ボディー 　番号灯

　ボディー 　ロービームランプ

　ボディー 　低速ワイパーコマンド

　ボディー 　夜間ライト

　ボディー 　パーキングランプ(左)

　ボディー 　パーキングランプ(右)

　ボディー 　助手席ウィンドウリフト

　ボディー 　助手席側ウィンドウ開

　ボディー 　プレートランプ

　ボディー 　リアシーリングライト2列目(左)

　ボディー 　リアシーリングライト2列目(右)

　ボディー 　リアフォグリレー

　ボディー 　リア左フォグランプ

　ボディー 　リア左側ランプLED

　ボディー 　リアパーキングランプコマンド



●アルファロメオ、フィアット、ランチア　アクティブテスト(Ver 2021.02)

　システム 　項目名

　ボディー 　リア右フォグランプ

　ボディー 　リア右側ランプLED

　ボディー 　リアウィンドウデフォッガーLED

　ボディー 　リアウィンドウウォッシャーコマンド

　ボディー 　リアウィンドウウォッシャーポンプ

　ボディー 　リアウィンドウウォッシャーポンプリレー

　ボディー 　リアガラスポンプ

　ボディー 　リアガラスワイパー

　ボディー 　運転席ドア半開キスイッチコマンド反復(HCSS)(加熱コールドスタートシステム)

　ボディー 　運転席ドア半開キスイッチコマンド反復(MTA)

　ボディー 　バックギアライト(左)

　ボディー 　バックギアライト

　ボディー 　バックギアライト(右)

　ボディー 　リバースランプ

　ボディー 　右パーキングランプ(フロント/リア)

　ボディー 　右側ブレーキランプLED

　ボディー 　右側デイタイムランニングライト

　ボディー 　右ポジションランプ

　ボディー 　右側リアフォグランプ

　ボディー 　右バックギアライト

　ボディー 　右側ストップランプ

　ボディー 　ターンライト(右)

　ボディー 　右ターンシグナルランプ

　ボディー 　SBMT

　ボディー 　SBMT0

　ボディー 　ストップ&スタートLED

　ボディー 　STOP/STARTリレー

　ボディー 　STOP/START警告灯

　ボディー 　SWS(ステアリングホイールスイッチ)バックライトLED

　ボディー 　警告スイッチランプ

　ボディー 　フロントガラスウォッシャー

　ボディー 　ウィンドウリフター制御有効化

　ボディー 　フロントガラスウォッシャーポンプリレー

　ボディー 　フロントガラスヒーターリレーコマンド

　ボディー 　アラーム作動

　ボディー 　イモビライザー警告灯(CAN)

　ボディー 　インテリアランプ

　ボディー 　エマージェンシーランプLED

　ボディー 　コンパートメント/トランクランプ

　ボディー 　サイドランプ(右)

　ボディー 　サイドランプ(左)

　ボディー 　スピードメーター(CAN)

　ボディー 　センターブレーキランプ



●アルファロメオ、フィアット、ランチア　アクティブテスト(Ver 2021.02)

　システム 　項目名

　ボディー 　ダッシュボードランプ(エアコン､アッシュ)

　ボディー 　ダッシュボード警告音

　ボディー 　チルトセンサーチェック

　ボディー 　デイタイムランニングランプ

　ボディー 　テールランプ

　ボディー 　ハザードランプ

　ボディー 　ハザードランプLED

　ボディー 　パドルランプ

　ボディー 　パノラミックサンルーフ

　ボディー 　パワーウィンドウOFF

　ボディー 　ヒーター付キリアガラス

　ボディー 　プリビレッジロードリレーOFF

　ボディー 　ブレーキランプ(右)

　ボディー 　ブレーキランプ(左)

　ボディー 　ブレーキ警告灯

　ボディー 　ブレーキ警告灯(CAN)

　ボディー 　フロントインテリアランプ

　ボディー 　フロントサイドランプ

　ボディー 　フロントワイパー(高速)

　ボディー 　フロントワイパー(低速)

　ボディー 　フロント右ウィンドウ

　ボディー 　フロント左ウィンドウ

　ボディー 　ヘッドライトウォッシャー表示灯

　ボディー 　マップランプ(右)

　ボディー 　マップランプ(左)

　ボディー 　ライセンスプレートランプ(右)

　ボディー 　ライセンスプレートランプ(左)

　ボディー 　リアインテリアランプ

　ボディー 　リアガラスヒーターLED

　ボディー 　リアガラスヒーターコントロール

　ボディー 　リアシーリングライト

　ボディー 　リアフォグランプ

　ボディー 　リアフォグランプ(右)

　ボディー 　リアフォグランプ(左)

　ボディー 　リアワイパー

　ボディー 　ロービーム

　ボディー 　右側ターンシグナルランプ

　ボディー 　警告灯(CAN)

　ボディー 　左側ターンシグナルランプ

　ボディー 　充電警告灯(CAN)

　ボディー 　盗難防止ランプ

　ボディー 　燃料レベル(CAN)

　ボディー 　半ドア警告灯



●アルファロメオ、フィアット、ランチア　アクティブテスト(Ver 2021.02)

　システム 　項目名

　ボディー 　補助リレー

　運転席ドア 　バックライトLED

　運転席ドア 　運転席側ウィンドウ

　運転席ドア 　運転席ドアボタンライト

　運転席ドア 　運転席側サイドウィンドウ:ダウン

　運転席ドア 　運転席側サイドウィンドウ:アップ

　運転席ドア 　運転席側ウィンドウ制御:下

　運転席ドア 　運転席側ウィンドウ制御:上

　運転席ドア 　運転席側ウィンドウリフター制御:下

　運転席ドア 　運転席側ウィンドウリフター制御:上

　運転席ドア 　フロント左ウィンドウリフターコマンド

　運転席ドア 　フロント右ウィンドウリフターコマンド

　運転席ドア 　助手席側ウィンドウ

　運転席ドア 　ウィンドウDOWN

　運転席ドア 　ウィンドウUP

　運転席ドア 　デッドロックOFF

　運転席ドア 　デッドロックON

　運転席ドア 　ドアアンロック

　運転席ドア 　ドアロック

　運転席ドア 　トランクアンロック

　運転席ドア 　パドルランプ

　運転席ドア 　フューエルフラップ

　運転席ドア 　ミラー(格納)

　運転席ドア 　ミラー(復帰)

　運転席ドア 　ミラーデフロスター

　運転席ドア 　リアウィンドウロックボタンライト

　運転席ドア 　リアシーリングライト

　運転席ドア 　リア右ウィンドウ

　運転席ドア 　リア左ウィンドウ

　運転席ドア 　右側ミラー

　運転席ドア 　運転席側キーランプ

　運転席ドア 　運転席側ドアLED

　運転席ドア 　運転席側ミラー(右)

　運転席ドア 　運転席側ミラー(下)

　運転席ドア 　運転席側ミラー(左)

　運転席ドア 　運転席側ミラー(上)

　運転席ドア 　左側ミラー

　助手席ドア 　助手席ドアボタンライト

　助手席ドア 　助手席側サイドウィンドウ:ダウン

　助手席ドア 　助手席側サイドウィンドウ:アップ

　助手席ドア 　助手席側ウィンドウ制御:下

　助手席ドア 　助手席側ウィンドウ制御:上

　助手席ドア 　助手席側ウィンドウリフター制御:下



●アルファロメオ、フィアット、ランチア　アクティブテスト(Ver 2021.02)

　システム 　項目名

　助手席ドア 　助手席側ウィンドウリフター制御:上

　助手席ドア 　ウィンドウDOWN

　助手席ドア 　ウィンドウUP

　助手席ドア 　デッドロックOFF

　助手席ドア 　デッドロックON

　助手席ドア 　ドアアンロック

　助手席ドア 　ドアロック

　助手席ドア 　パドルランプ

　助手席ドア 　ミラー(格納)

　助手席ドア 　ミラー(復帰)

　助手席ドア 　ミラーデフロスター

　助手席ドア 　リアシーリングライト

　助手席ドア 　助手席側キーランプ

　助手席ドア 　助手席側ミラー(右)

　助手席ドア 　助手席側ミラー(下)

　助手席ドア 　助手席側ミラー(左)

　助手席ドア 　助手席側ミラー(上)

　電子シフター 　シフトロックコマンド


