●オペル

アクティブテスト(Ver 2021.06)
システム名

項目名

インフォテインメントシステム(3画面情報表示)

ディスプレーテスト

インフォテインメントシステム(マルチインフォディスプレー)

ディスプレーテスト

エンジン(16 NE)

O2ループブロック学習マップリセット

エンジン(16 NE)

アイドルエアコントロールテスト

エンジン(16 NE)

アイドルエアコントロールバルブブロック学習マップリセット

エンジン(16 NE)

イグニッションコイルシリンダー1+4テスト

エンジン(16 NE)

イグニッションコイルシリンダー2+3テスト

エンジン(16 NE)

エアコンリレーテスト

エンジン(16 NE)

クアッドドライバーモジュールU8テスト

エンジン(16 NE)

クアッドドライバーモジュールU9テスト

エンジン(16 NE)

フューエルインジェクター1+4テスト

エンジン(16 NE)

フューエルインジェクター2+3テスト

エンジン(16 NE)

学習値リセット

エンジン(16 NE)

高速ファンリレーテスト

エンジン(16 NE)

低速ファンリレーテスト

エンジン(16 NE)

燃料タンクベンチレーションバルブテスト

エンジン(16 NE)

燃料ポンプリレーテスト

エンジン(2.0 L(ディーゼル))

EGRソレノイドテスト

エンジン(2.0 L(ディーゼル))

MILテスト

エンジン(2.0 L(ディーゼル))

グロータイムランプテスト

エンジン(2.0 L(ディーゼル))

グロータイムリレーテスト

エンジン(2.0 L(ディーゼル))

スロットルソレノイドバルブテスト

エンジン(2.0 L(ディーゼル))

ブースト圧力バルブテスト

エンジン(2.0 L(ディーゼル))

燃料フィルターヒーターリレーテスト

エンジン(2.0 L(ディーゼル))

燃料ポンプリレーテスト

エンジン(2.0 L(ディーゼル))

補助ヒーターリレー1テスト

エンジン(2.0 L(ディーゼル))

補助ヒーターリレー2テスト

エンジン(A 12 XER)

インストルメントパネルインジケーター

エンジン(A 12 XER)

エアコンコンプレッサークラッチリレー

エンジン(A 12 XER)

エンジンクーラントサーモスタットヒーター

エンジン(A 12 XER)

クーリングファンリレー1

エンジン(A 12 XER)

クーリングファンリレー2

エンジン(A 12 XER)

ジェネレーターL-ターミナルテスト

エンジン(A 12 XER)

フューエルトリム

エンジン(A 12 XER)

フューエルポンプ

エンジン(A 12 XER)

圧縮テスト(MT)

エンジン(A 12 XER)

圧縮テスト(その他トランスミッション)

エンジン(A 12 XER)

吸気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

エンジン(A 12 XER)

吸気マニホールドランナーコントロールソレノイド

エンジン(A 12 XER)

燃料制御ループステータス

エンジン(A 12 XER)

排気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

エンジン(A 13 DTE)

EGRクーラーバイパスソレノイドバルブテスト

エンジン(A 13 DTE)

EGRソレノイドテスト

エンジン(A 13 DTE)

Engine Oil Pressure Ctrl.Sol.Valve

エンジン(A 13 DTE)

Stop/Start Override

エンジン(A 13 DTE)

エアコンリレーテスト

エンジン(A 13 DTE)

クランクケースベンチレーションヒーター

エンジン(A 13 DTE)

スロットルソレノイドバルブテスト

エンジン(A 13 DTE)

ブースト圧力バルブテスト

エンジン(A 13 DTE)

燃料ポンプリレーテスト

エンジン(A 13 DTR)

EGRクーラーバイパスソレノイドバルブテスト

エンジン(A 13 DTR)

EGRソレノイドテスト

エンジン(A 13 DTR)

クランクケースベンチレーションヒーター

エンジン(A 13 DTR)

スロットルソレノイドバルブテスト

●オペル

アクティブテスト(Ver 2021.06)
システム名

項目名

エンジン(A 13 DTR)

ブースト圧力バルブテスト

エンジン(A 13 DTR)

燃料ポンプリレーテスト

エンジン(A 14 XER)

インストルメントパネルインジケーター

エンジン(A 14 XER)

エアコンコンプレッサークラッチリレー

エンジン(A 14 XER)

エンジンクーラントサーモスタットヒーター

エンジン(A 14 XER)

クーリングファンリレー1

エンジン(A 14 XER)

クーリングファンリレー2

エンジン(A 14 XER)

ジェネレーターL-ターミナルテスト

エンジン(A 14 XER)

フューエルトリム

エンジン(A 14 XER)

フューエルポンプ

エンジン(A 14 XER)

圧縮テスト(MT)

エンジン(A 14 XER)

圧縮テスト(その他トランスミッション)

エンジン(A 14 XER)

吸気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

エンジン(A 14 XER)

吸気マニホールドランナーコントロールソレノイド

エンジン(A 14 XER)

燃料制御ループステータス

エンジン(A 14 XER)

排気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

エンジン(A 16 XER)

MILテスト

エンジン(A 16 XER)

イグニッションコイルシリンダー1テスト

エンジン(A 16 XER)

イグニッションコイルシリンダー2テスト

エンジン(A 16 XER)

イグニッションコイルシリンダー3テスト

エンジン(A 16 XER)

イグニッションコイルシリンダー4テスト

エンジン(A 16 XER)

インジェクター1

エンジン(A 16 XER)

インジェクター2

エンジン(A 16 XER)

インジェクター3

エンジン(A 16 XER)

インジェクター4

エンジン(A 16 XER)

インテークマニホールドバルブ1テスト

エンジン(A 16 XER)

エアコンリレーテスト

エンジン(A 16 XER)

クーリングファンテスト0

エンジン(A 16 XER)

クーリングファンテスト1

エンジン(A 16 XER)

クーリングファンテスト2

エンジン(A 16 XER)

サービスインターバルランプテスト

エンジン(A 16 XER)

電子スロットル制御

エンジン(A 16 XER)

燃料タンクベンチレーションバルブテスト

エンジン(A 16 XER)

燃料ポンプリレーテスト

エンジン(A 18 XER)

MILテスト

エンジン(A 18 XER)

イグニッションコイルシリンダー1テスト

エンジン(A 18 XER)

イグニッションコイルシリンダー2テスト

エンジン(A 18 XER)

イグニッションコイルシリンダー3テスト

エンジン(A 18 XER)

イグニッションコイルシリンダー4テスト

エンジン(A 18 XER)

インテークマニホールドバルブ1テスト

エンジン(A 18 XER)

クーリングファンテスト

エンジン(A 18 XER)

サービスインターバルランプテスト

エンジン(A 18 XER)

燃料タンクベンチレーションバルブテスト

エンジン(C 14 NE)

MILテスト

エンジン(C 14 NE)

O2ループブロック学習マップリセット

エンジン(C 14 NE)

アイドルエアコントロールテスト

エンジン(C 14 NE)

アイドルエアコントロールバルブブロック学習マップリセット

エンジン(C 14 NE)

イグニッションコイルシリンダー1、4

エンジン(C 14 NE)

イグニッションコイルシリンダー1+4テスト

エンジン(C 14 NE)

イグニッションコイルシリンダー2、3

エンジン(C 14 NE)

イグニッションコイルシリンダー2+3テスト

エンジン(C 14 NE)

エアコンリレーテスト

エンジン(C 14 NE)

クアッドドライバーモジュールU8テスト

エンジン(C 14 NE)

クアッドドライバーモジュールU9テスト
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エンジン(C 14 NE)

クーリングファンテスト0

エンジン(C 14 NE)

クーリングファンテスト1

エンジン(C 14 NE)

クーリングファンテスト2

エンジン(C 14 NE)

フューエルインジェクター1+4テスト

エンジン(C 14 NE)

フューエルインジェクター2+3テスト

エンジン(C 14 NE)

学習値リセット

エンジン(C 14 NE)

高速ファンリレーテスト

エンジン(C 14 NE)

低速ファンリレーテスト

エンジン(C 14 NE)

燃料タンクベンチレーションバルブテスト

エンジン(C 14 NE)

燃料ポンプリレーテスト

エンジン(C 14 SE)

MILテスト

エンジン(C 14 SE)

アイドルエアコントロールテスト

エンジン(C 14 SE)

イグニッションコイルシリンダー1/4テスト

エンジン(C 14 SE)

イグニッションコイルシリンダー1+4テスト

エンジン(C 14 SE)

イグニッションコイルシリンダー2/3テスト

エンジン(C 14 SE)

イグニッションコイルシリンダー2+3テスト

エンジン(C 14 SE)

エアコンリレーテスト

エンジン(C 14 SE)

カットオフテスト(インジェクター1)

エンジン(C 14 SE)

カットオフテスト(インジェクター2)

エンジン(C 14 SE)

カットオフテスト(インジェクター3)

エンジン(C 14 SE)

カットオフテスト(インジェクター4)

エンジン(C 14 SE)

クアッドドライバーテスト

エンジン(C 14 SE)

クーリングファンテスト

エンジン(C 14 SE)

回転数コントロールテスト

エンジン(C 14 SE)

燃料タンクベンチレーションコントロール

エンジン(C 14 SE)

燃料タンクベンチレーションバルブテスト

エンジン(C 14 SE)

燃料ポンプリレーテスト

エンジン(C 16 NE)

O2ループブロック学習マップリセット

エンジン(C 16 NE)

アイドルエアコントロールテスト

エンジン(C 16 NE)

アイドルエアコントロールバルブブロック学習マップリセット

エンジン(C 16 NE)

イグニッションコイルシリンダー1+4テスト

エンジン(C 16 NE)

イグニッションコイルシリンダー2+3テスト

エンジン(C 16 NE)

エアコンリレーテスト

エンジン(C 16 NE)

クアッドドライバーモジュールU8テスト

エンジン(C 16 NE)

クアッドドライバーモジュールU9テスト

エンジン(C 16 NE)

フューエルインジェクター1+4テスト

エンジン(C 16 NE)

フューエルインジェクター2+3テスト

エンジン(C 16 NE)

学習値リセット

エンジン(C 16 NE)

高速ファンリレーテスト

エンジン(C 16 NE)

低速ファンリレーテスト

エンジン(C 16 NE)

燃料タンクベンチレーションバルブテスト

エンジン(C 16 NE)

燃料ポンプリレーテスト

エンジン(C 18 NE)

MILテスト

エンジン(C 18 NE)

アイドルエアコントロールテスト

エンジン(C 18 NE)

アイドルエア制御

エンジン(C 18 NE)

イグニッションコイルシリンダー1、4

エンジン(C 18 NE)

イグニッションコイルシリンダー1/4テスト

エンジン(C 18 NE)

イグニッションコイルシリンダー2、3

エンジン(C 18 NE)

イグニッションコイルシリンダー2/3テスト

エンジン(C 18 NE)

エアコンリレーテスト

エンジン(C 18 NE)

エンジン回転数コントロール

エンジン(C 18 NE)

カットオフテスト(インジェクター1)

エンジン(C 18 NE)

カットオフテスト(インジェクター2)

エンジン(C 18 NE)

カットオフテスト(インジェクター3)
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エンジン(C 18 NE)

カットオフテスト(インジェクター4)

エンジン(C 18 NE)

クーリングファンテスト0

エンジン(C 18 NE)

クーリングファンテスト1

エンジン(C 18 NE)

クーリングファンテスト2

エンジン(C 18 NE)

クーリングファンテストHigh

エンジン(C 18 NE)

クーリングファンテストLow

エンジン(C 18 NE)

警告灯テスト

エンジン(C 18 NE)

燃料タンクベンチレーションバルブテスト

エンジン(C 18 NE)

燃料ポンプリレーテスト

エンジン(C 18 SEL)

アイドルエアコントロールテスト

エンジン(C 18 SEL)

イグニッションコイルシリンダー1、4

エンジン(C 18 SEL)

イグニッションコイルシリンダー2、3

エンジン(C 18 SEL)

エアコンリレーテスト

エンジン(C 18 SEL)

警告灯テスト

エンジン(C 18 SEL)

燃料タンクベンチレーションバルブ

エンジン(C 18 SEL)

燃料ポンプリレーテスト

エンジン(C 18 YE)

アイドルエアコントロールテスト

エンジン(C 18 YE)

アイドルエア制御

エンジン(C 18 YE)

イグニッションコイルシリンダー1/4テスト

エンジン(C 18 YE)

イグニッションコイルシリンダー2/3テスト

エンジン(C 18 YE)

エンジン回転数コントロール

エンジン(C 18 YE)

カットオフテスト(インジェクター1)

エンジン(C 18 YE)

カットオフテスト(インジェクター2)

エンジン(C 18 YE)

カットオフテスト(インジェクター3)

エンジン(C 18 YE)

カットオフテスト(インジェクター4)

エンジン(C 18 YE)

クーリングファンテストHigh

エンジン(C 18 YE)

クーリングファンテストLow

エンジン(C 18 YE)

警告灯テスト

エンジン(C 18 YE)

燃料ポンプリレーテスト

エンジン(C 20 NE C 20 SE(8V))

O2ループブロック学習マップリセット

エンジン(C 20 NE C 20 SE(8V))

アイドルエアコントロールテスト

エンジン(C 20 NE C 20 SE(8V))

アイドルエアコントロールバルブブロック学習マップリセット

エンジン(C 20 NE C 20 SE(8V))

アイドルエア制御

エンジン(C 20 NE C 20 SE(8V))

イグニッションコイルシリンダー1、4

エンジン(C 20 NE C 20 SE(8V))

イグニッションコイルシリンダー1/4テスト

エンジン(C 20 NE C 20 SE(8V))

イグニッションコイルシリンダー2、3

エンジン(C 20 NE C 20 SE(8V))

イグニッションコイルシリンダー2/3テスト

エンジン(C 20 NE C 20 SE(8V))

エンジン回転数コントロール

エンジン(C 20 NE C 20 SE(8V))

カットオフテスト(インジェクター1)

エンジン(C 20 NE C 20 SE(8V))

カットオフテスト(インジェクター2)

エンジン(C 20 NE C 20 SE(8V))

カットオフテスト(インジェクター3)

エンジン(C 20 NE C 20 SE(8V))

カットオフテスト(インジェクター4)

エンジン(C 20 NE C 20 SE(8V))

クーリングファンテストHigh

エンジン(C 20 NE C 20 SE(8V))

クーリングファンテストLow

エンジン(C 20 NE C 20 SE(8V))

クーリングファンハイテスト

エンジン(C 20 NE C 20 SE(8V))

クーリングファンローテスト

エンジン(C 20 NE C 20 SE(8V))

警告灯テスト

エンジン(C 20 NE C 20 SE(8V))

燃料タンクベンチレーションバルブテスト

エンジン(C 20 NE C 20 SE(8V))

燃料ポンプリレーテスト

エンジン(C 20 SE)

O2ループブロック学習マップリセット

エンジン(C 20 SE)

アイドルエアコントロールテスト

エンジン(C 20 SE)

アイドルエアコントロールバルブブロック学習マップリセット

エンジン(C 20 SE)

イグニッションコイルシリンダー1、4

エンジン(C 20 SE)

イグニッションコイルシリンダー2、3

●オペル

アクティブテスト(Ver 2021.06)
システム名

項目名

エンジン(C 20 SE)

クーリングファンハイテスト

エンジン(C 20 SE)

クーリングファンローテスト

エンジン(C 20 SE)

警告灯テスト

エンジン(C 20 SE)

燃料タンクベンチレーションバルブテスト

エンジン(C 20 SE)

燃料ポンプリレーテスト

エンジン(C 20 SEL)

EGRパルス比テスト

エンジン(C 20 SEL)

アイドルエアコントロールテスト

エンジン(C 20 SEL)

アイドルエア制御

エンジン(C 20 SEL)

イグニッションコイルシリンダー1、4

エンジン(C 20 SEL)

イグニッションコイルシリンダー1/4テスト

エンジン(C 20 SEL)

イグニッションコイルシリンダー2、3

エンジン(C 20 SEL)

イグニッションコイルシリンダー2/3テスト

エンジン(C 20 SEL)

インテークマニホールドバルブ

エンジン(C 20 SEL)

エアコンリレーテスト

エンジン(C 20 SEL)

エンジン回転数コントロール

エンジン(C 20 SEL)

カットオフテスト(インジェクター1)

エンジン(C 20 SEL)

カットオフテスト(インジェクター2)

エンジン(C 20 SEL)

カットオフテスト(インジェクター3)

エンジン(C 20 SEL)

カットオフテスト(インジェクター4)

エンジン(C 20 SEL)

クーリングファンテストHigh

エンジン(C 20 SEL)

クーリングファンテストLow

エンジン(C 20 SEL)

セカンダリーエアポンプリレー

エンジン(C 20 SEL)

警告灯テスト

エンジン(C 20 SEL)

燃料タンクベンチレーションバルブ

エンジン(C 20 SEL)

燃料タンクベンチレーションバルブテスト

エンジン(C 20 SEL)

燃料ポンプリレーテスト

エンジン(C 22 SEL)

アイドルエアコントロールテスト

エンジン(C 22 SEL)

イグニッションコイルシリンダー1、4

エンジン(C 22 SEL)

イグニッションコイルシリンダー2、3

エンジン(C 22 SEL)

エアコンリレーテスト

エンジン(C 22 SEL)

警告灯テスト

エンジン(C 22 SEL)

燃料タンクベンチレーションバルブ

エンジン(C 22 SEL)

燃料ポンプリレーテスト

エンジン(ECM(2.4D))

EGRバルブ

エンジン(ECM(2.4D))

ESBTテスト

エンジン(ECM(2.4D))

TAC学習値リセット

エンジン(ECM(2.4D))

アイドル回転数コントロール

エンジン(ECM(2.4D))

イグニッションコイル1、4

エンジン(ECM(2.4D))

イグニッションコイル2、3

エンジン(ECM(2.4D))

エアコンクラッチ

エンジン(ECM(2.4D))

キャニスターパージバルブ

エンジン(ECM(2.4D))

クーリングファンリレー1

エンジン(ECM(2.4D))

クーリングファンリレー2

エンジン(ECM(2.4D))

フューエルポンプリレー

エンジン(ECM(2.4D))

電子スロットル制御

エンジン(ECM(2.4D))

燃料トリム学習値リセット

エンジン(ECM(3.2D))

MILテスト

エンジン(ECM(3.2D))

インジェクター1テスト

エンジン(ECM(3.2D))

インジェクター2テスト

エンジン(ECM(3.2D))

インジェクター3テスト

エンジン(ECM(3.2D))

インジェクター4テスト

エンジン(ECM(3.2D))

インジェクター5テスト

エンジン(ECM(3.2D))

インジェクター6テスト

エンジン(ECM(3.2D))

インテークマニホールドランナーコントロールソレノイド
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エンジン(ECM(3.2D))

エアコンリレー

エンジン(ECM(3.2D))

エバポレーターパージバルブ

エンジン(ECM(3.2D))

クーリングファンリレー1

エンジン(ECM(3.2D))

クーリングファンリレー2

エンジン(ECM(3.2D))

フューエルポンプリレー

エンジン(ECM(3.2D))

吸気カムシャフトフェーズソレノイド(バンク1)

エンジン(ECM(3.2D))

吸気カムシャフトフェーズソレノイド(バンク2)

エンジン(ECM(3.2D))

電子スロットルコントロールテスト

エンジン(ECM(3.2D))

排気カムシャフトフェーズソレノイド(バンク1)

エンジン(ECM(3.2D))

排気カムシャフトフェーズソレノイド(バンク2)

エンジン(ECM(ディーゼル))

DPF圧力センサー/DPF/インジェクター交換

エンジン(ECM(ディーゼル))

EGR作動

エンジン(ECM(ディーゼル))

MIL

エンジン(ECM(ディーゼル))

PTCヒーターリレー1、2、3

エンジン(ECM(ディーゼル))

インジェクター交換

エンジン(ECM(ディーゼル))

エアコンリレー

エンジン(ECM(ディーゼル))

エンジンコントロールモジュール/コモンレール圧力センサー

エンジン(ECM(ディーゼル))

オイルクオリティーリセット

エンジン(ECM(ディーゼル))

オイル交換リセット

エンジン(ECM(ディーゼル))

オルタネーターLターミナル

エンジン(ECM(ディーゼル))

グロープラグコントロール

エンジン(ECM(ディーゼル))

スロットルバルブアクチュエーター

エンジン(ECM(ディーゼル))

ファンリレー1(メイン)

エンジン(ECM(ディーゼル))

ファンリレー2(両方)

エンジン(ECM(ディーゼル))

ブースト圧力アクチュエーター

エンジン(ECM(ディーゼル))

フューエルポンプリレー

エンジン(ECM(ディーゼル))

燃料フィルターヒーターON

エンジン(V8 GEN III)

エアコンクラッチ

エンジン(V8 GEN III)

キャニスターパージ

エンジン(V8 GEN III)

セルリセット

エンジン(V8 GEN III)

パワーバランステスト(シリンダー1)

エンジン(V8 GEN III)

パワーバランステスト(シリンダー2)

エンジン(V8 GEN III)

パワーバランステスト(シリンダー3)

エンジン(V8 GEN III)

パワーバランステスト(シリンダー4)

エンジン(V8 GEN III)

パワーバランステスト(シリンダー5)

エンジン(V8 GEN III)

パワーバランステスト(シリンダー6)

エンジン(V8 GEN III)

パワーバランステスト(シリンダー7)

エンジン(V8 GEN III)

パワーバランステスト(シリンダー8)

エンジン(V8 GEN III)

フューエルポンプ

エンジン(V8 GEN III)

高速ファン

エンジン(V8 GEN IV)

MI

エンジン(V8 GEN IV)

MIL

エンジン(V8 GEN IV)

インジェクター1カットオフ

エンジン(V8 GEN IV)

インジェクター2カットオフ

エンジン(V8 GEN IV)

インジェクター3カットオフ

エンジン(V8 GEN IV)

インジェクター4カットオフ

エンジン(V8 GEN IV)

インジェクター5カットオフ

エンジン(V8 GEN IV)

インジェクター6カットオフ

エンジン(V8 GEN IV)

インジェクター7カットオフ

エンジン(V8 GEN IV)

インジェクター8カットオフ

エンジン(V8 GEN IV)

インジェクターカットオフ(シリンダー1)

エンジン(V8 GEN IV)

インジェクターカットオフ(シリンダー2)

エンジン(V8 GEN IV)

インジェクターカットオフ(シリンダー3)

エンジン(V8 GEN IV)

インジェクターカットオフ(シリンダー4)
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アクティブテスト(Ver 2021.06)
システム名

項目名

エンジン(V8 GEN IV)

インジェクターカットオフ(シリンダー5)

エンジン(V8 GEN IV)

インジェクターカットオフ(シリンダー6)

エンジン(V8 GEN IV)

インジェクターカットオフ(シリンダー7)

エンジン(V8 GEN IV)

インジェクターカットオフ(シリンダー8)

エンジン(V8 GEN IV)

インテークマニホールドランナーコントロールソレノイド

エンジン(V8 GEN IV)

エアコンリレーテスト

エンジン(V8 GEN IV)

エバポレーターパージソレノイド

エンジン(V8 GEN IV)

エンジン回転数コントロール

エンジン(V8 GEN IV)

オルタネーターLターミナル

エンジン(V8 GEN IV)

カムシャフトポジションアクチュエーターシステム(バンク1)

エンジン(V8 GEN IV)

カムシャフトポジションアクチュエーターシステム(バンク2)

エンジン(V8 GEN IV)

スターターリレーテスト

エンジン(V8 GEN IV)

ファンリレー1

エンジン(V8 GEN IV)

ファンリレー1、2、3

エンジン(V8 GEN IV)

ファンリレー2、3

エンジン(V8 GEN IV)

フューエルポンプリレー

エンジン(V8 GEN IV)

ループステータス

エンジン(V8 GEN IV)

電子スロットル制御

エンジン(V8 GEN IV)

燃料ポンプリレーテスト

エンジン(X 10 XE)

EGRパルス比テスト

エンジン(X 10 XE)

Fuel Pemp Relay Test

エンジン(X 10 XE)

アイドルエアコントロールテスト

エンジン(X 10 XE)

イグニッションコイルシリンダー1テスト

エンジン(X 10 XE)

イグニッションコイルシリンダー2テスト

エンジン(X 10 XE)

イグニッションコイルシリンダー3テスト

エンジン(X 10 XE)

エアコンリレーテスト

エンジン(X 10 XE)

警告灯テスト

エンジン(X 10 XE)

燃料タンクベンチレーションバルブテスト

エンジン(X 12 XE)

EGRパルス比テスト

エンジン(X 12 XE)

Fuel Pemp Relay Test

エンジン(X 12 XE)

アイドルエアコントロールテスト

エンジン(X 12 XE)

イグニッションコイルシリンダー1テスト

エンジン(X 12 XE)

イグニッションコイルシリンダー2テスト

エンジン(X 12 XE)

イグニッションコイルシリンダー3テスト

エンジン(X 12 XE)

イグニッションコイルシリンダー4テスト

エンジン(X 12 XE)

エアコンリレーテスト

エンジン(X 12 XE)

警告灯テスト

エンジン(X 12 XE)

燃料タンクベンチレーションバルブテスト

エンジン(X 14 XE)

EGRパルス比テスト

エンジン(X 14 XE)

アイドルエアコントロールテスト

エンジン(X 14 XE)

アイドルエア制御

エンジン(X 14 XE)

イグニッションコイルシリンダー1テスト

エンジン(X 14 XE)

イグニッションコイルシリンダー2テスト

エンジン(X 14 XE)

イグニッションコイルシリンダー3テスト

エンジン(X 14 XE)

イグニッションコイルシリンダー4テスト

エンジン(X 14 XE)

インジェクター系統テスト

エンジン(X 14 XE)

エアコントロールソレノイドテスト

エンジン(X 14 XE)

エアコンリレーテスト

エンジン(X 14 XE)

エンジン回転数コントロール

エンジン(X 14 XE)

警告灯テスト

エンジン(X 14 XE)

燃料タンクベンチレーションバルブテスト

エンジン(X 14 XE)

燃料ポンプリレーテスト

エンジン(X 16 SZR)

EGRコントロール

エンジン(X 16 SZR)

EGRパルス比テスト
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アクティブテスト(Ver 2021.06)
システム名

項目名

エンジン(X 16 SZR)

アイドルエアコントロールテスト

エンジン(X 16 SZR)

アイドルエア制御

エンジン(X 16 SZR)

イグニッションコイルシリンダー1+4テスト

エンジン(X 16 SZR)

イグニッションコイルシリンダー2+3テスト

エンジン(X 16 SZR)

インジェクター系統テスト

エンジン(X 16 SZR)

エアコンリレーテスト

エンジン(X 16 SZR)

エンジン回転数コントロール

エンジン(X 16 SZR)

クアッドドライバーモジュールテスト

エンジン(X 16 SZR)

クーリングファンリレーテスト

エンジン(X 16 SZR)

警告灯テスト

エンジン(X 16 SZR)

燃料タンクベンチレーションバルブテスト

エンジン(X 16 SZR)

燃料ポンプリレーテスト

エンジン(X 16 XEL)

EGRパルス比テスト

エンジン(X 16 XEL)

アイドルエアコントロールテスト

エンジン(X 16 XEL)

アイドルエア制御

エンジン(X 16 XEL)

イグニッションコイルシリンダー1+4テスト

エンジン(X 16 XEL)

イグニッションコイルシリンダー1テスト

エンジン(X 16 XEL)

イグニッションコイルシリンダー2+3テスト

エンジン(X 16 XEL)

イグニッションコイルシリンダー2テスト

エンジン(X 16 XEL)

イグニッションコイルシリンダー3テスト

エンジン(X 16 XEL)

イグニッションコイルシリンダー4テスト

エンジン(X 16 XEL)

インジェクター系統テスト

エンジン(X 16 XEL)

エアコントロールソレノイドテスト

エンジン(X 16 XEL)

エアコンリレーテスト

エンジン(X 16 XEL)

エンジン回転数コントロール

エンジン(X 16 XEL)

クアッドドライバーモジュールテスト

エンジン(X 16 XEL)

クーリングファンリレーテスト

エンジン(X 16 XEL)

警告灯テスト

エンジン(X 16 XEL)

燃料タンクベンチレーションバルブテスト

エンジン(X 16 XEL)

燃料ポンプリレーテスト

エンジン(X 17 DTL)

EGRソレノイドテスト

エンジン(X 17 DTL)

エアコンリレーテスト

エンジン(X 17 DTL)

エンジン回転数コントロール

エンジン(X 17 DTL)

エンジン警告灯テスト

エンジン(X 17 DTL)

グロータイムランプテスト

エンジン(X 17 DTL)

グロータイムリレーテスト

エンジン(X 17 DTL)

フューエルカットオフソレノイドテスト

エンジン(X 18 XE)

EGRコントロール

エンジン(X 18 XE)

IAC制御

エンジン(X 18 XE)

アイドルエアコントロールテスト

エンジン(X 18 XE)

インジェクタ切断

エンジン(X 18 XE)

インテークマニホールドバルブ

エンジン(X 18 XE)

エアコンリレーテスト

エンジン(X 18 XE)

セカンダリーエアポンプリレーテスト

エンジン(X 18 XE)

警告灯テスト

エンジン(X 18 XE)

燃料タンクベンチレーションバルブテスト

エンジン(X 18 XE)

燃料ポンプリレーテスト

エンジン(X 18 XE1)

EGRコントロール

エンジン(X 18 XE1)

EGRパルス比テスト

エンジン(X 18 XE1)

EGRポンプリレーテスト

エンジン(X 18 XE1)

EGR制御

エンジン(X 18 XE1)

アイドルエアコントロールテスト

エンジン(X 18 XE1)

イグニッションコイルシリンダー1テスト

エンジン(X 18 XE1)

イグニッションコイルシリンダー2テスト
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アクティブテスト(Ver 2021.06)
システム名

項目名

エンジン(X 18 XE1)

イグニッションコイルシリンダー3テスト

エンジン(X 18 XE1)

イグニッションコイルシリンダー4テスト

エンジン(X 18 XE1)

インジェクター1

エンジン(X 18 XE1)

インジェクター2

エンジン(X 18 XE1)

インジェクター3

エンジン(X 18 XE1)

インジェクター4

エンジン(X 18 XE1)

インテークマニホールドバルブ

エンジン(X 18 XE1)

エアコンリレーテスト

エンジン(X 18 XE1)

カットオフテスト(インジェクター1)

エンジン(X 18 XE1)

カットオフテスト(インジェクター2)

エンジン(X 18 XE1)

カットオフテスト(インジェクター3)

エンジン(X 18 XE1)

カットオフテスト(インジェクター4)

エンジン(X 18 XE1)

クーリングファンリレーテスト

エンジン(X 18 XE1)

回転数制御

エンジン(X 18 XE1)

警告灯テスト

エンジン(X 18 XE1)

燃料タンクベンチレーションバルブテスト

エンジン(X 18 XE1)

燃料ポンプリレーテスト

エンジン(X 20 DTH)

EGRソレノイドテスト

エンジン(X 20 DTH)

エアコンリレーテスト

エンジン(X 20 DTH)

エンジン回転数コントロール

エンジン(X 20 DTH)

エンジン警告灯テスト

エンジン(X 20 DTH)

グロータイムランプテスト

エンジン(X 20 DTH)

グロータイムリレーテスト

エンジン(X 20 DTH)

スワールレベルコントロールソレノイドテスト

エンジン(X 20 DTH)

ブースト圧力コントロールソレノイドテスト

エンジン(X 20 DTH)

フューエルカットオフソレノイドテスト

エンジン(X 20 DTL)

EGRソレノイドテスト

エンジン(X 20 DTL)

EGRポジションフィードバック

エンジン(X 20 DTL)

インジェクター1

エンジン(X 20 DTL)

インジェクター2

エンジン(X 20 DTL)

インジェクター3

エンジン(X 20 DTL)

インジェクター4

エンジン(X 20 DTL)

エアコンリレーテスト

エンジン(X 20 DTL)

エンジン回転数コントロール

エンジン(X 20 DTL)

エンジン警告灯テスト

エンジン(X 20 DTL)

グロータイムランプテスト

エンジン(X 20 DTL)

グロータイムリレーテスト

エンジン(X 20 DTL)

スワールレベルコントロールソレノイドテスト

エンジン(X 20 DTL)

ブースト圧力コントロールソレノイドテスト

エンジン(X 20 DTL)

フューエルカットオフソレノイドテスト

エンジン(X 20 DTL)

冷却水温コントロール

エンジン(X 20 XEV)

EGRコントロール

エンジン(X 20 XEV)

EGRパルス比テスト

エンジン(X 20 XEV)

EGRポンプリレーテスト

エンジン(X 20 XEV)

IAC制御

エンジン(X 20 XEV)

アイドルエアコントロールテスト

エンジン(X 20 XEV)

イグニッションコイルシリンダー1+4テスト

エンジン(X 20 XEV)

イグニッションコイルシリンダー2+3テスト

エンジン(X 20 XEV)

インジェクタ切断

エンジン(X 20 XEV)

インテークマニホールドバルブ

エンジン(X 20 XEV)

エアコンリレーテスト

エンジン(X 20 XEV)

セカンダリーエアポンプリレーテスト

エンジン(X 20 XEV)

警告灯テスト

エンジン(X 20 XEV)

燃料タンクベンチレーションバルブテスト
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アクティブテスト(Ver 2021.06)
システム名

項目名

エンジン(X 20 XEV)

燃料ポンプリレーテスト

エンジン(X 24 SE)

イグニッションコイルテスト1、4

エンジン(X 24 SE)

イグニッションコイルテスト2、3

エンジン(X 24 SE)

電子スロットルコントロールテスト

エンジン(X 24 SE)

燃料タンクベンチレーションバルブテスト

エンジン(X 24 SE)

燃料ポンプリレーテスト

エンジン(X 25 XE)

EGRコントロールテスト

エンジン(X 25 XE)

EGRパルス比テスト

エンジン(X 25 XE)

アイドルエアコントロールテスト(エンジン停止)

エンジン(X 25 XE)

イグニッションコイルシリンダー1+4テスト

エンジン(X 25 XE)

イグニッションコイルシリンダー2+5テスト

エンジン(X 25 XE)

イグニッションコイルシリンダー3+6テスト

エンジン(X 25 XE)

インテークマニホールドバルブ1テスト

エンジン(X 25 XE)

インテークマニホールドバルブ2テスト

エンジン(X 25 XE)

エンジン回転数コントロールテスト

エンジン(X 25 XE)

セカンダリーエアポンプリレーテスト

エンジン(X 25 XE)

警告灯テスト

エンジン(X 25 XE)

燃料タンクベンチレーションバルブテスト

エンジン(X 25 XE)

燃料ポンプリレーテスト

エンジン(Y 13 DT)

EGRパルス比テスト

エンジン(Y 13 DT)

アイドルエア制御

エンジン(Y 13 DT)

イグニッションコイルシリンダー1テスト

エンジン(Y 13 DT)

イグニッションコイルシリンダー2テスト

エンジン(Y 13 DT)

イグニッションコイルシリンダー3テスト

エンジン(Y 13 DT)

イグニッションコイルシリンダー4テスト

エンジン(Y 13 DT)

エンジン回転数コントロール

エンジン(Y 13 DT)

クーリングファンリレーテスト

エンジン(Y 13 DT)

警告灯テスト

エンジン(Y 13 DT)

燃料タンクベンチレーションバルブテスト

エンジン(Y 13 DT)

燃料ポンプリレーテスト

エンジン(Y 17 DT)

EGRパルス比テスト

エンジン(Y 17 DT)

EGRポジションフィードバック

エンジン(Y 17 DT)

アイドルエア制御

エンジン(Y 17 DT)

イグニッションコイルシリンダー1テスト

エンジン(Y 17 DT)

イグニッションコイルシリンダー2テスト

エンジン(Y 17 DT)

イグニッションコイルシリンダー3テスト

エンジン(Y 17 DT)

イグニッションコイルシリンダー4テスト

エンジン(Y 17 DT)

インジェクター1

エンジン(Y 17 DT)

インジェクター2

エンジン(Y 17 DT)

インジェクター3

エンジン(Y 17 DT)

インジェクター4

エンジン(Y 17 DT)

エアコンリレーテスト

エンジン(Y 17 DT)

エンジン回転数コントロール

エンジン(Y 17 DT)

クーリングファンリレーテスト

エンジン(Y 17 DT)

クーリングファンリレーテスト0

エンジン(Y 17 DT)

クーリングファンリレーテスト1

エンジン(Y 17 DT)

クーリングファンリレーテスト2

エンジン(Y 17 DT)

クーリングファンリレーテスト3

エンジン(Y 17 DT)

グロータイムランプテスト

エンジン(Y 17 DT)

グロータイムリレーテスト

エンジン(Y 17 DT)

スピルバルブリレーテスト

エンジン(Y 17 DT)

ブースト圧力コントロールソレノイドテスト

エンジン(Y 17 DT)

メインリレーテスト

エンジン(Y 17 DT)

警告灯テスト
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アクティブテスト(Ver 2021.06)
システム名

項目名

エンジン(Y 17 DT)

算出スロットルポジション

エンジン(Y 17 DT)

燃料タンクベンチレーションバルブ

エンジン(Y 17 DT)

燃料タンクベンチレーションバルブテスト

エンジン(Y 17 DT)

燃料ポンプリレーテスト

エンジン(Y 17 DTL)

EGRパルス比テスト

エンジン(Y 17 DTL)

EGRポジションフィードバック

エンジン(Y 17 DTL)

インジェクター1

エンジン(Y 17 DTL)

インジェクター2

エンジン(Y 17 DTL)

インジェクター3

エンジン(Y 17 DTL)

インジェクター4

エンジン(Y 17 DTL)

エアコンリレーテスト

エンジン(Y 17 DTL)

クーリングファンリレーテスト0

エンジン(Y 17 DTL)

クーリングファンリレーテスト1

エンジン(Y 17 DTL)

クーリングファンリレーテスト2

エンジン(Y 17 DTL)

クーリングファンリレーテスト3

エンジン(Y 17 DTL)

グロータイムランプテスト

エンジン(Y 17 DTL)

グロータイムリレーテスト

エンジン(Y 17 DTL)

スピルバルブリレーテスト

エンジン(Y 17 DTL)

ブースト圧力コントロールソレノイドテスト

エンジン(Y 17 DTL)

メインリレーテスト

エンジン(Y 17 DTL)

警告灯テスト

エンジン(Y 17 DTL)

算出スロットルポジション

エンジン(Y 17 DTL)

燃料タンクベンチレーションバルブ

エンジン(Y 20 DTH)

EGRソレノイドテスト

エンジン(Y 20 DTH)

EGR調整

エンジン(Y 20 DTH)

MILテスト

エンジン(Y 20 DTH)

アイドル回転数調整

エンジン(Y 20 DTH)

エアコンリレーテスト

エンジン(Y 20 DTH)

エアコン要求テスト

エンジン(Y 20 DTH)

エンジン回転数コントロール

エンジン(Y 20 DTH)

エンジン警告灯テスト

エンジン(Y 20 DTH)

グロータイムランプテスト

エンジン(Y 20 DTH)

グロータイムリレーテスト

エンジン(Y 20 DTH)

サービスインターバルテスト

エンジン(Y 20 DTH)

スワールレベルコントロールソレノイドテスト

エンジン(Y 20 DTH)

ブースト圧力コントロールソレノイドテスト

エンジン(Y 20 DTH)

ブースト圧力バルブテスト

エンジン(Y 20 DTH)

フューエルカットオフソレノイドテスト

エンジン(Y 20 DTH)

最大燃料油量オフセット

エンジン(Y 20 DTH)

始動燃料油量オフセット

エンジン(Y 20 DTH)

冷却水温コントロール

エンジン(Y 22 DTR)

EGRソレノイドテスト

エンジン(Y 22 DTR)

MILテスト

エンジン(Y 22 DTR)

エアコン要求テスト

エンジン(Y 22 DTR)

グロータイムランプテスト

エンジン(Y 22 DTR)

グロータイムリレーテスト

エンジン(Y 22 DTR)

サービスインターバルランプテスト

エンジン(Y 22 DTR)

スロットルソレノイドバルブテスト

エンジン(Y 22 DTR)

スワールレベルコントロールソレノイドテスト

エンジン(Y 22 DTR)

ブースト圧力バルブテスト

エンジン(Y 26 SE)

MILテスト

エンジン(Y 26 SE)

インテークマニホールドバルブ1テスト

エンジン(Y 26 SE)

インテークマニホールドバルブ2テスト

エンジン(Y 26 SE)

エアコンリレーテスト
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エンジン(Y 26 SE)

サービスインターバルテスト

エンジン(Y 26 SE)

電子スロットルコントロールテスト

エンジン(Y 26 SE)

電子スロットル制御

エンジン(Y 26 SE)

燃料タンクベンチレーションコントロール

エンジン(Y 26 SE)

燃料タンクベンチレーションバルブテスト

エンジン(Y 26 SE)

燃料ポンプリレーテスト

エンジン(Z 10 XEP)

EGRポンプリレーテスト

エンジン(Z 10 XEP)

MILテスト

エンジン(Z 10 XEP)

イグニッションコイルシリンダー1テスト

エンジン(Z 10 XEP)

イグニッションコイルシリンダー2テスト

エンジン(Z 10 XEP)

イグニッションコイルシリンダー3テスト

エンジン(Z 10 XEP)

イグニッションコイルシリンダー4テスト

エンジン(Z 10 XEP)

エアコンリレーテスト

エンジン(Z 10 XEP)

クーリングファン1テスト

エンジン(Z 10 XEP)

クーリングファン2テスト

エンジン(Z 10 XEP)

クーリングファン3テスト

エンジン(Z 10 XEP)

ポートディアクティベーションテスト

エンジン(Z 10 XEP)

電子スロットルコントロールテスト

エンジン(Z 10 XEP)

燃料タンクベンチレーションバルブテスト

エンジン(Z 10 XEP)

燃料ポンプリレーテスト

エンジン(Z 12 XE)

EGRソレノイドテスト

エンジン(Z 12 XE)

EGRポジションフィードバック

エンジン(Z 12 XE)

MILテスト

エンジン(Z 12 XE)

イグニッションコイルシリンダー1+4テスト

エンジン(Z 12 XE)

イグニッションコイルシリンダー1テスト

エンジン(Z 12 XE)

イグニッションコイルシリンダー2+3テスト

エンジン(Z 12 XE)

イグニッションコイルシリンダー2テスト

エンジン(Z 12 XE)

イグニッションコイルシリンダー3テスト

エンジン(Z 12 XE)

イグニッションコイルシリンダー4テスト

エンジン(Z 12 XE)

インジェクター1

エンジン(Z 12 XE)

インジェクター2

エンジン(Z 12 XE)

インジェクター3

エンジン(Z 12 XE)

インジェクター4

エンジン(Z 12 XE)

エアコンリレーテスト

エンジン(Z 12 XE)

クーリングファンリレーテスト0

エンジン(Z 12 XE)

クーリングファンリレーテスト1

エンジン(Z 12 XE)

サービスインターバルテスト

エンジン(Z 12 XE)

サービスインターバルランプテスト

エンジン(Z 12 XE)

ファンリレー1テスト

エンジン(Z 12 XE)

ファンリレー2テスト

エンジン(Z 12 XE)

メインリレーテスト

エンジン(Z 12 XE)

算出スロットルポジション

エンジン(Z 12 XE)

電子スロットルコントロール

エンジン(Z 12 XE)

電子スロットルコントロールテスト

エンジン(Z 12 XE)

電子スロットル制御

エンジン(Z 12 XE)

燃料タンクベンチレーションコントロール

エンジン(Z 12 XE)

燃料タンクベンチレーションバルブ

エンジン(Z 12 XE)

燃料タンクベンチレーションバルブテスト

エンジン(Z 12 XE)

燃料ポンプリレーテスト

エンジン(Z 12 XEP)

EGRソレノイドテスト

エンジン(Z 12 XEP)

MILテスト

エンジン(Z 12 XEP)

イグニッションコイルシリンダー1テスト

エンジン(Z 12 XEP)

イグニッションコイルシリンダー2テスト

エンジン(Z 12 XEP)

イグニッションコイルシリンダー3テスト
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エンジン(Z 12 XEP)

イグニッションコイルシリンダー4テスト

エンジン(Z 12 XEP)

エアコンリレーテスト

エンジン(Z 12 XEP)

クーリングファン1テスト

エンジン(Z 12 XEP)

クーリングファン2テスト

エンジン(Z 12 XEP)

クーリングファン3テスト

エンジン(Z 12 XEP)

クーリングファンテスト1

エンジン(Z 12 XEP)

クーリングファンテスト2

エンジン(Z 12 XEP)

ポートディアクティベーションテスト

エンジン(Z 12 XEP)

電子スロットルコントロールテスト

エンジン(Z 12 XEP)

電子スロットル制御

エンジン(Z 12 XEP)

燃料タンクベンチレーションバルブテスト

エンジン(Z 12 XEP)

燃料ポンプリレーテスト

エンジン(Z 13 DT)

EGRソレノイドテスト

エンジン(Z 13 DT)

MILテスト

エンジン(Z 13 DT)

エアコンリレーテスト

エンジン(Z 13 DT)

クーリングファンテスト1

エンジン(Z 13 DT)

クーリングファンテスト2

エンジン(Z 13 DT)

グロータイムランプテスト

エンジン(Z 13 DT)

グロータイムリレーテスト

エンジン(Z 13 DT)

サービスインターバルランプテスト

エンジン(Z 13 DT)

燃料フィルターヒーターリレーテスト

エンジン(Z 13 DT)

燃料ポンプリレーテスト

エンジン(Z 13 DTH)

EGRソレノイドテスト

エンジン(Z 13 DTH)

カットオフテスト(インジェクター1)

エンジン(Z 13 DTH)

カットオフテスト(インジェクター2)

エンジン(Z 13 DTH)

カットオフテスト(インジェクター3)

エンジン(Z 13 DTH)

カットオフテスト(インジェクター4)

エンジン(Z 13 DTH)

クーリングファンテスト

エンジン(Z 13 DTH)

クーリングファンテスト1

エンジン(Z 13 DTH)

クーリングファンテスト2

エンジン(Z 13 DTH)

クーリングファンテスト3

エンジン(Z 13 DTH)

グロータイムリレーテスト

エンジン(Z 13 DTH)

スロットルソレノイドバルブテスト

エンジン(Z 13 DTH)

ブースト圧力バルブテスト

エンジン(Z 13 DTH)

燃料フィルターヒーターリレーテスト

エンジン(Z 13 DTH)

燃料ポンプリレーテスト

エンジン(Z 13 DTJ)

EGRソレノイドテスト

エンジン(Z 13 DTJ)

EGRパルス比テスト

エンジン(Z 13 DTJ)

MILテスト

エンジン(Z 13 DTJ)

アイドルエア制御

エンジン(Z 13 DTJ)

イグニッションコイルシリンダー1テスト

エンジン(Z 13 DTJ)

イグニッションコイルシリンダー2テスト

エンジン(Z 13 DTJ)

イグニッションコイルシリンダー3テスト

エンジン(Z 13 DTJ)

イグニッションコイルシリンダー4テスト

エンジン(Z 13 DTJ)

エアコンリレーテスト

エンジン(Z 13 DTJ)

エンジン回転数コントロール

エンジン(Z 13 DTJ)

カットオフテスト(インジェクター1)

エンジン(Z 13 DTJ)

カットオフテスト(インジェクター2)

エンジン(Z 13 DTJ)

カットオフテスト(インジェクター3)

エンジン(Z 13 DTJ)

カットオフテスト(インジェクター4)

エンジン(Z 13 DTJ)

クーリングファンテスト1

エンジン(Z 13 DTJ)

クーリングファンテスト2

エンジン(Z 13 DTJ)

クーリングファンテスト3

エンジン(Z 13 DTJ)

クーリングファンリレーテスト
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エンジン(Z 13 DTJ)

グロータイムランプテスト

エンジン(Z 13 DTJ)

グロータイムリレーテスト

エンジン(Z 13 DTJ)

サービスインターバルテスト

エンジン(Z 13 DTJ)

スロットルソレノイドバルブテスト

エンジン(Z 13 DTJ)

ブースト圧力バルブテスト

エンジン(Z 13 DTJ)

警告灯テスト

エンジン(Z 13 DTJ)

燃料タンクベンチレーションバルブテスト

エンジン(Z 13 DTJ)

燃料ポンプリレーテスト

エンジン(Z 14 XE)

EGRソレノイドテスト

エンジン(Z 14 XE)

EGR制御

エンジン(Z 14 XE)

MILテスト

エンジン(Z 14 XE)

イグニッションコイルシリンダー1テスト

エンジン(Z 14 XE)

イグニッションコイルシリンダー2テスト

エンジン(Z 14 XE)

イグニッションコイルシリンダー3テスト

エンジン(Z 14 XE)

イグニッションコイルシリンダー4テスト

エンジン(Z 14 XE)

インジェクター1

エンジン(Z 14 XE)

インジェクター2

エンジン(Z 14 XE)

インジェクター3

エンジン(Z 14 XE)

インジェクター4

エンジン(Z 14 XE)

エアコンリレーテスト

エンジン(Z 14 XE)

クーリングファン1リレーテスト

エンジン(Z 14 XE)

クーリングファン2リレーテスト

エンジン(Z 14 XE)

クーリングファン3リレーテスト

エンジン(Z 14 XE)

サービスインターバルテスト

エンジン(Z 14 XE)

サービスインターバルランプテスト

エンジン(Z 14 XE)

ファンリレー1テスト

エンジン(Z 14 XE)

ファンリレー2テスト

エンジン(Z 14 XE)

メインリレーテスト

エンジン(Z 14 XE)

電子スロットルコントロールテスト

エンジン(Z 14 XE)

電子スロットル制御

エンジン(Z 14 XE)

燃料タンクベンチレーションコントロール

エンジン(Z 14 XE)

燃料タンクベンチレーションバルブテスト

エンジン(Z 14 XE)

燃料ポンプリレーテスト

エンジン(Z 14 XEP)

EGRソレノイドテスト

エンジン(Z 14 XEP)

EGRパルス比テスト

エンジン(Z 14 XEP)

EGRポンプリレーテスト

エンジン(Z 14 XEP)

EGR制御

エンジン(Z 14 XEP)

MILテスト

エンジン(Z 14 XEP)

アイドルエア制御

エンジン(Z 14 XEP)

イグニッションコイルシリンダー1テスト

エンジン(Z 14 XEP)

イグニッションコイルシリンダー2テスト

エンジン(Z 14 XEP)

イグニッションコイルシリンダー3テスト

エンジン(Z 14 XEP)

イグニッションコイルシリンダー4テスト

エンジン(Z 14 XEP)

インジェクター1

エンジン(Z 14 XEP)

インジェクター2

エンジン(Z 14 XEP)

インジェクター3

エンジン(Z 14 XEP)

インジェクター4

エンジン(Z 14 XEP)

エアコンリレーテスト

エンジン(Z 14 XEP)

エンジン回転数コントロール

エンジン(Z 14 XEP)

クーリングファン1テスト

エンジン(Z 14 XEP)

クーリングファン2テスト

エンジン(Z 14 XEP)

クーリングファン3テスト

エンジン(Z 14 XEP)

クーリングファンテスト0

エンジン(Z 14 XEP)

クーリングファンテスト1
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エンジン(Z 14 XEP)

クーリングファンテスト2

エンジン(Z 14 XEP)

クーリングファンリレーテスト

エンジン(Z 14 XEP)

ポートディアクティベーションテスト

エンジン(Z 14 XEP)

警告灯テスト

エンジン(Z 14 XEP)

電子スロットルコントロールテスト

エンジン(Z 14 XEP)

電子スロットル制御

エンジン(Z 14 XEP)

燃料タンクベンチレーションバルブテスト

エンジン(Z 14 XEP)

燃料ポンプリレーテスト

エンジン(Z 16 LET)

EGRパルス比テスト

エンジン(Z 16 LET)

アイドルエア制御

エンジン(Z 16 LET)

イグニッションコイルシリンダー1テスト

エンジン(Z 16 LET)

イグニッションコイルシリンダー2テスト

エンジン(Z 16 LET)

イグニッションコイルシリンダー3テスト

エンジン(Z 16 LET)

イグニッションコイルシリンダー4テスト

エンジン(Z 16 LET)

エンジン回転数コントロール

エンジン(Z 16 LET)

クーリングファンテスト0

エンジン(Z 16 LET)

クーリングファンテスト1

エンジン(Z 16 LET)

クーリングファンテスト2

エンジン(Z 16 LET)

クーリングファンリレーテスト

エンジン(Z 16 LET)

警告灯テスト

エンジン(Z 16 LET)

燃料タンクベンチレーションバルブテスト

エンジン(Z 16 LET)

燃料ポンプリレーテスト

エンジン(Z 16 SE)

EGRソレノイドテスト

エンジン(Z 16 SE)

EGRパルス比テスト

エンジン(Z 16 SE)

EGR制御

エンジン(Z 16 SE)

MILテスト

エンジン(Z 16 SE)

アイドルエア制御

エンジン(Z 16 SE)

イグニッションコイルシリンダー1+4テスト

エンジン(Z 16 SE)

イグニッションコイルシリンダー1テスト

エンジン(Z 16 SE)

イグニッションコイルシリンダー2+3テスト

エンジン(Z 16 SE)

イグニッションコイルシリンダー2テスト

エンジン(Z 16 SE)

イグニッションコイルシリンダー3テスト

エンジン(Z 16 SE)

イグニッションコイルシリンダー4テスト

エンジン(Z 16 SE)

インジェクター1

エンジン(Z 16 SE)

インジェクター2

エンジン(Z 16 SE)

インジェクター3

エンジン(Z 16 SE)

インジェクター4

エンジン(Z 16 SE)

エアコンリレーテスト

エンジン(Z 16 SE)

エンジン回転数コントロール

エンジン(Z 16 SE)

クーリングファン1リレーテスト

エンジン(Z 16 SE)

クーリングファン2リレーテスト

エンジン(Z 16 SE)

クーリングファン3リレーテスト

エンジン(Z 16 SE)

クーリングファンリレーテスト

エンジン(Z 16 SE)

クーリングファンリレーテスト0

エンジン(Z 16 SE)

クーリングファンリレーテスト1

エンジン(Z 16 SE)

クーリングファンリレーテスト2

エンジン(Z 16 SE)

サービスインターバルテスト

エンジン(Z 16 SE)

ファンリレー1テスト

エンジン(Z 16 SE)

ファンリレー2テスト

エンジン(Z 16 SE)

メインリレーテスト

エンジン(Z 16 SE)

警告灯テスト

エンジン(Z 16 SE)

電子スロットルコントロールテスト

エンジン(Z 16 SE)

電子スロットル制御

エンジン(Z 16 SE)

燃料タンクベンチレーションコントロール
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エンジン(Z 16 SE)

燃料タンクベンチレーションバルブテスト

エンジン(Z 16 SE)

燃料ポンプリレーテスト

エンジン(Z 16 XE)

EGRソレノイドテスト

エンジン(Z 16 XE)

EGRパルス比テスト

エンジン(Z 16 XE)

EGR制御

エンジン(Z 16 XE)

MILテスト

エンジン(Z 16 XE)

アイドルエア制御

エンジン(Z 16 XE)

イグニッションコイルシリンダー1テスト

エンジン(Z 16 XE)

イグニッションコイルシリンダー2テスト

エンジン(Z 16 XE)

イグニッションコイルシリンダー3テスト

エンジン(Z 16 XE)

イグニッションコイルシリンダー4テスト

エンジン(Z 16 XE)

インジェクター1

エンジン(Z 16 XE)

インジェクター2

エンジン(Z 16 XE)

インジェクター3

エンジン(Z 16 XE)

インジェクター4

エンジン(Z 16 XE)

エアコンリレーテスト

エンジン(Z 16 XE)

エンジン回転数コントロール

エンジン(Z 16 XE)

カットオフテスト(インジェクター1)

エンジン(Z 16 XE)

カットオフテスト(インジェクター2)

エンジン(Z 16 XE)

カットオフテスト(インジェクター3)

エンジン(Z 16 XE)

カットオフテスト(インジェクター4)

エンジン(Z 16 XE)

クーリングファンリレーテスト

エンジン(Z 16 XE)

クーリングファンリレーテスト1

エンジン(Z 16 XE)

クーリングファンリレーテスト2

エンジン(Z 16 XE)

クーリングファンリレーテスト3

エンジン(Z 16 XE)

サービスインターバルテスト

エンジン(Z 16 XE)

サービスインターバルランプテスト

エンジン(Z 16 XE)

ファンリレー1テスト

エンジン(Z 16 XE)

ファンリレー2テスト

エンジン(Z 16 XE)

メインリレーテスト

エンジン(Z 16 XE)

警告灯テスト

エンジン(Z 16 XE)

電子スロットルコントロールテスト

エンジン(Z 16 XE)

電子スロットル制御

エンジン(Z 16 XE)

燃料タンクベンチレーションコントロール

エンジン(Z 16 XE)

燃料タンクベンチレーションバルブテスト

エンジン(Z 16 XE)

燃料ポンプリレーテスト

エンジン(Z 16 XEP)

EGRソレノイドテスト

エンジン(Z 16 XEP)

EGRパルス比テスト

エンジン(Z 16 XEP)

EGR制御

エンジン(Z 16 XEP)

MILテスト

エンジン(Z 16 XEP)

アイドルエア制御

エンジン(Z 16 XEP)

イグニッションコイルシリンダー1テスト

エンジン(Z 16 XEP)

イグニッションコイルシリンダー2テスト

エンジン(Z 16 XEP)

イグニッションコイルシリンダー3テスト

エンジン(Z 16 XEP)

イグニッションコイルシリンダー4テスト

エンジン(Z 16 XEP)

インジェクター1

エンジン(Z 16 XEP)

インジェクター2

エンジン(Z 16 XEP)

インジェクター3

エンジン(Z 16 XEP)

インジェクター4

エンジン(Z 16 XEP)

エアコンリレーテスト

エンジン(Z 16 XEP)

エンジン回転数コントロール

エンジン(Z 16 XEP)

クーリングファンテスト1

エンジン(Z 16 XEP)

クーリングファンテスト2

エンジン(Z 16 XEP)

クーリングファンリレーテスト
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エンジン(Z 16 XEP)

クーリングファンリレーテスト0

エンジン(Z 16 XEP)

クーリングファンリレーテスト1

エンジン(Z 16 XEP)

クーリングファンリレーテスト2

エンジン(Z 16 XEP)

クーリングファンリレーテスト3

エンジン(Z 16 XEP)

サービスインターバルテスト

エンジン(Z 16 XEP)

ポートディアクティベーションテスト

エンジン(Z 16 XEP)

警告灯テスト

エンジン(Z 16 XEP)

電子スロットルコントロールテスト

エンジン(Z 16 XEP)

電子スロットル制御

エンジン(Z 16 XEP)

燃料タンクベンチレーションコントロール

エンジン(Z 16 XEP)

燃料タンクベンチレーションバルブテスト

エンジン(Z 16 XEP)

燃料ポンプリレーテスト

エンジン(Z 16 XER)

MILテスト

エンジン(Z 16 XER)

イグニッションコイルシリンダー1テスト

エンジン(Z 16 XER)

イグニッションコイルシリンダー2テスト

エンジン(Z 16 XER)

イグニッションコイルシリンダー3テスト

エンジン(Z 16 XER)

イグニッションコイルシリンダー4テスト

エンジン(Z 16 XER)

インジェクター1

エンジン(Z 16 XER)

インジェクター2

エンジン(Z 16 XER)

インジェクター3

エンジン(Z 16 XER)

インジェクター4

エンジン(Z 16 XER)

インテークマニホールドバルブ1テスト

エンジン(Z 16 XER)

エアコンリレーテスト

エンジン(Z 16 XER)

クーリングファンテスト0

エンジン(Z 16 XER)

クーリングファンテスト1

エンジン(Z 16 XER)

クーリングファンテスト2

エンジン(Z 16 XER)

クルーズコントロール警告灯テスト

エンジン(Z 16 XER)

サービスインターバルランプテスト

エンジン(Z 16 XER)

電子スロットル制御

エンジン(Z 16 XER)

燃料タンクベンチレーションバルブテスト

エンジン(Z 16 XER)

燃料ポンプリレーテスト

エンジン(Z 17 DT)

EGRパルス比テスト

エンジン(Z 17 DT)

アイドルエア制御

エンジン(Z 17 DT)

イグニッションコイルシリンダー1テスト

エンジン(Z 17 DT)

イグニッションコイルシリンダー2テスト

エンジン(Z 17 DT)

イグニッションコイルシリンダー3テスト

エンジン(Z 17 DT)

イグニッションコイルシリンダー4テスト

エンジン(Z 17 DT)

エンジン回転数コントロール

エンジン(Z 17 DT)

クーリングファンリレーテスト

エンジン(Z 17 DT)

警告灯テスト

エンジン(Z 17 DT)

燃料タンクベンチレーションバルブテスト

エンジン(Z 17 DT)

燃料ポンプリレーテスト

エンジン(Z 17 DTH)

EGRソレノイドテスト

エンジン(Z 17 DTH)

EGRパルス比テスト

エンジン(Z 17 DTH)

MILテスト

エンジン(Z 17 DTH)

アイドルエア制御

エンジン(Z 17 DTH)

イグニッションコイルシリンダー1テスト

エンジン(Z 17 DTH)

イグニッションコイルシリンダー2テスト

エンジン(Z 17 DTH)

イグニッションコイルシリンダー3テスト

エンジン(Z 17 DTH)

イグニッションコイルシリンダー4テスト

エンジン(Z 17 DTH)

エアコンリレーテスト

エンジン(Z 17 DTH)

エンジン回転数コントロール

エンジン(Z 17 DTH)

クーリングファンテスト0

エンジン(Z 17 DTH)

クーリングファンテスト1
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エンジン(Z 17 DTH)

クーリングファンテスト2

エンジン(Z 17 DTH)

クーリングファンリレーテスト

エンジン(Z 17 DTH)

クルーズコントロール警告灯テスト

エンジン(Z 17 DTH)

グロータイムランプテスト

エンジン(Z 17 DTH)

グロータイムリレーテスト

エンジン(Z 17 DTH)

サービスインターバルランプテスト

エンジン(Z 17 DTH)

スロットルソレノイドバルブテスト

エンジン(Z 17 DTH)

スワールレベルコントロールソレノイドテスト

エンジン(Z 17 DTH)

ブースト圧力バルブテスト

エンジン(Z 17 DTH)

警告灯テスト

エンジン(Z 17 DTH)

電子スロットルコントロールテスト

エンジン(Z 17 DTH)

燃料タンクベンチレーションバルブテスト

エンジン(Z 17 DTH)

燃料フィルターヒーターリレーテスト

エンジン(Z 17 DTH)

燃料ポンプリレーテスト

エンジン(Z 17 DTH)

燃料リークテスト

エンジン(Z 17 DTJ)

EGRクーラーバイパスソレノイドバルブテスト

エンジン(Z 17 DTJ)

EGRソレノイドテスト

エンジン(Z 17 DTJ)

グロータイムリレーテスト

エンジン(Z 17 DTJ)

スロットルソレノイドバルブテスト

エンジン(Z 17 DTJ)

スワールレベルコントロールソレノイドテスト

エンジン(Z 17 DTJ)

ブースト圧力バルブテスト

エンジン(Z 17 DTJ)

ブロワーファン回転数[0]

エンジン(Z 17 DTJ)

ブロワーファン回転数[1]

エンジン(Z 17 DTJ)

ブロワーファン回転数[2]

エンジン(Z 17 DTJ)

燃料フィルターヒーターリレーテスト

エンジン(Z 17 DTR)

EGRパルス比テスト

エンジン(Z 17 DTR)

アイドルエア制御

エンジン(Z 17 DTR)

イグニッションコイルシリンダー1テスト

エンジン(Z 17 DTR)

イグニッションコイルシリンダー2テスト

エンジン(Z 17 DTR)

イグニッションコイルシリンダー3テスト

エンジン(Z 17 DTR)

イグニッションコイルシリンダー4テスト

エンジン(Z 17 DTR)

エンジン回転数コントロール

エンジン(Z 17 DTR)

クーリングファンリレーテスト

エンジン(Z 17 DTR)

警告灯テスト

エンジン(Z 17 DTR)

燃料タンクベンチレーションバルブテスト

エンジン(Z 17 DTR)

燃料ポンプリレーテスト

エンジン(Z 18 XE)

EGRパルス比テスト

エンジン(Z 18 XE)

MILテスト

エンジン(Z 18 XE)

アイドルエア制御

エンジン(Z 18 XE)

イグニッションコイル1テスト

エンジン(Z 18 XE)

イグニッションコイル2テスト

エンジン(Z 18 XE)

イグニッションコイル3テスト

エンジン(Z 18 XE)

イグニッションコイル4テスト

エンジン(Z 18 XE)

イグニッションコイルシリンダー1テスト

エンジン(Z 18 XE)

イグニッションコイルシリンダー2テスト

エンジン(Z 18 XE)

イグニッションコイルシリンダー3テスト

エンジン(Z 18 XE)

イグニッションコイルシリンダー4テスト

エンジン(Z 18 XE)

インテークマニホールドバルブ

エンジン(Z 18 XE)

インテークマニホールドバルブ1テスト

エンジン(Z 18 XE)

エアコンリレーテスト

エンジン(Z 18 XE)

エンジン回転数コントロール

エンジン(Z 18 XE)

クーリングファン1テスト

エンジン(Z 18 XE)

クーリングファン2テスト

エンジン(Z 18 XE)

クーリングファンリレーテスト
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エンジン(Z 18 XE)

サービスインターバルテスト

エンジン(Z 18 XE)

サービスインターバルランプテスト

エンジン(Z 18 XE)

警告灯テスト

エンジン(Z 18 XE)

電子スロットルコントロールテスト

エンジン(Z 18 XE)

燃料タンクベンチレーションバルブテスト

エンジン(Z 18 XE)

燃料ポンプリレーテスト

エンジン(Z 18 XER)

EGRソレノイドテスト

エンジン(Z 18 XER)

MILテスト

エンジン(Z 18 XER)

イグニッションコイル1テスト

エンジン(Z 18 XER)

イグニッションコイル2テスト

エンジン(Z 18 XER)

イグニッションコイル3テスト

エンジン(Z 18 XER)

イグニッションコイル4テスト

エンジン(Z 18 XER)

イグニッションコイルシリンダー1テスト

エンジン(Z 18 XER)

イグニッションコイルシリンダー2テスト

エンジン(Z 18 XER)

イグニッションコイルシリンダー3テスト

エンジン(Z 18 XER)

イグニッションコイルシリンダー4テスト

エンジン(Z 18 XER)

インテークマニホールドバルブ1テスト

エンジン(Z 18 XER)

エアコンリレーテスト

エンジン(Z 18 XER)

クーリングファン1テスト

エンジン(Z 18 XER)

クーリングファン2テスト

エンジン(Z 18 XER)

クーリングファンテスト

エンジン(Z 18 XER)

クルーズコントロール警告灯テスト

エンジン(Z 18 XER)

グロータイムランプテスト

エンジン(Z 18 XER)

グロータイムリレーテスト

エンジン(Z 18 XER)

サービスインターバルランプテスト

エンジン(Z 18 XER)

スロットルソレノイドバルブテスト

エンジン(Z 18 XER)

スワールレベルコントロールソレノイドテスト

エンジン(Z 18 XER)

ブースト圧力バルブテスト

エンジン(Z 18 XER)

燃料タンクベンチレーションバルブテスト

エンジン(Z 18 XER)

燃料フィルターヒーターリレーテスト

エンジン(Z 19 DT)

EGRソレノイドテスト

エンジン(Z 19 DT)

エアコンリレーテスト

エンジン(Z 19 DT)

グロータイムリレーテスト

エンジン(Z 19 DT)

シリンダーバランスコントロール

エンジン(Z 19 DT)

スロットルソレノイドバルブテスト

エンジン(Z 19 DT)

ブースト圧力バルブテスト

エンジン(Z 19 DT)

燃料フィルターヒーターリレーテスト

エンジン(Z 19 DT)

燃料ポンプリレーテスト

エンジン(Z 19 DTH)

EGRソレノイドテスト

エンジン(Z 19 DTH)

MILテスト

エンジン(Z 19 DTH)

クーリングファンリレーテスト0

エンジン(Z 19 DTH)

クーリングファンリレーテスト1

エンジン(Z 19 DTH)

クーリングファンリレーテスト2

エンジン(Z 19 DTH)

クーリングファンリレーテスト3

エンジン(Z 19 DTH)

グロータイムランプテスト

エンジン(Z 19 DTH)

グロータイムリレーテスト

エンジン(Z 19 DTH)

スロットルソレノイドバルブテスト

エンジン(Z 19 DTH)

スワールレベルコントロールソレノイドテスト

エンジン(Z 19 DTH)

ブースト圧力バルブテスト

エンジン(Z 19 DTH)

燃料フィルターヒーターリレーテスト

エンジン(Z 20 LEH)

イグニッションコイル1テスト

エンジン(Z 20 LEH)

イグニッションコイル2テスト

エンジン(Z 20 LEH)

イグニッションコイル3テスト

エンジン(Z 20 LEH)

イグニッションコイル4テスト
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エンジン(Z 20 LEH)

イグニッションコイルシリンダー1テスト

エンジン(Z 20 LEH)

イグニッションコイルシリンダー2テスト

エンジン(Z 20 LEH)

イグニッションコイルシリンダー3テスト

エンジン(Z 20 LEH)

イグニッションコイルシリンダー4テスト

エンジン(Z 20 LEH)

クーリングファン1テスト

エンジン(Z 20 LEH)

クーリングファン2テスト

エンジン(Z 20 LEH)

クーリングファン3テスト

エンジン(Z 20 LEH)

燃料タンクベンチレーションバルブテスト

エンジン(Z 20 LER)

イグニッションコイル1テスト

エンジン(Z 20 LER)

イグニッションコイル2テスト

エンジン(Z 20 LER)

イグニッションコイル3テスト

エンジン(Z 20 LER)

イグニッションコイル4テスト

エンジン(Z 20 LER)

イグニッションコイルシリンダー1テスト

エンジン(Z 20 LER)

イグニッションコイルシリンダー2テスト

エンジン(Z 20 LER)

イグニッションコイルシリンダー3テスト

エンジン(Z 20 LER)

イグニッションコイルシリンダー4テスト

エンジン(Z 20 LER)

クーリングファン1テスト

エンジン(Z 20 LER)

クーリングファン2テスト

エンジン(Z 20 LER)

クーリングファン3テスト

エンジン(Z 20 LER)

クーリングファンテスト1

エンジン(Z 20 LER)

クーリングファンテスト2

エンジン(Z 20 LER)

クーリングファンテスト3

エンジン(Z 20 LER)

クーリングファンテスト4

エンジン(Z 20 LER)

燃料タンクベンチレーションバルブテスト

エンジン(Z 20 LET)

MILテスト

エンジン(Z 20 LET)

イグニッションコイルシリンダー1テスト

エンジン(Z 20 LET)

イグニッションコイルシリンダー2テスト

エンジン(Z 20 LET)

イグニッションコイルシリンダー3テスト

エンジン(Z 20 LET)

イグニッションコイルシリンダー4テスト

エンジン(Z 20 LET)

インジェクター1

エンジン(Z 20 LET)

インジェクター2

エンジン(Z 20 LET)

インジェクター3

エンジン(Z 20 LET)

インジェクター4

エンジン(Z 20 LET)

エアコンリレーテスト

エンジン(Z 20 LET)

サービスインターバルテスト

エンジン(Z 20 LET)

ターボチャージャーバイパスソレノイドテスト

エンジン(Z 20 LET)

ブースト圧力バルブテスト

エンジン(Z 20 LET)

圧縮テスト

エンジン(Z 20 LET)

回転数制御

エンジン(Z 20 LET)

電子スロットルコントロールテスト

エンジン(Z 20 LET)

電子スロットル制御

エンジン(Z 20 LET)

燃料タンクベンチレーションコントロール

エンジン(Z 20 LET)

燃料タンクベンチレーションバルブテスト

エンジン(Z 20 LET)

燃料ポンプリレーテスト

エンジン(Z 20 LET)

補助冷却ポンプリレーテスト

エンジン(Z 22 SE)

EGRソレノイドテスト

エンジン(Z 22 SE)

EGRポンプリレーテスト

エンジン(Z 22 SE)

EGR制御

エンジン(Z 22 SE)

MILテスト

エンジン(Z 22 SE)

エアコンリレーテスト

エンジン(Z 22 SE)

サービスインターバルテスト

エンジン(Z 22 SE)

サービスインターバルランプテスト

エンジン(Z 22 SE)

ファンリレー1テスト

エンジン(Z 22 SE)

ファンリレー2テスト
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エンジン(Z 22 SE)

電子スロットルコントロールテスト

エンジン(Z 22 SE)

電子スロットル制御

エンジン(Z 22 SE)

燃料タンクベンチレーションコントロール

エンジン(Z 22 SE)

燃料タンクベンチレーションバルブテスト

エンジン(Z 22 SE)

燃料ポンプリレーテスト

エンジン(Z 22 YH)

MILテスト

エンジン(Z 22 YH)

イグニッションコイル1テスト

エンジン(Z 22 YH)

イグニッションコイル2テスト

エンジン(Z 22 YH)

イグニッションコイル3テスト

エンジン(Z 22 YH)

イグニッションコイル4テスト

エンジン(Z 22 YH)

エアコンリレーテスト

エンジン(Z 22 YH)

燃料タンクベンチレーションバルブテスト

エンジン(Z 32 SE)

MILテスト

エンジン(Z 32 SE)

エアコンリレーテスト

エンジン(Z 32 SE)

エバポレーターパージソレノイド

エンジン(Z 32 SE)

カットオフテスト(インジェクター1)

エンジン(Z 32 SE)

カットオフテスト(インジェクター2)

エンジン(Z 32 SE)

カットオフテスト(インジェクター3)

エンジン(Z 32 SE)

カットオフテスト(インジェクター4)

エンジン(Z 32 SE)

カットオフテスト(インジェクター5)

エンジン(Z 32 SE)

カットオフテスト(インジェクター6)

エンジン(Z 32 SE)

クーリングファンリレー1

エンジン(Z 32 SE)

クーリングファンリレー2

エンジン(Z 32 SE)

クーリングファンリレー3

エンジン(Z 32 SE)

クーリングファンリレー4

エンジン(Z 32 SE)

ファンリレー1

エンジン(Z 32 SE)

ファンリレー1、2、3

エンジン(Z 32 SE)

ループステータス

エンジン(Z 32 SE)

吸気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイド(バンク1)

エンジン(Z 32 SE)

吸気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイド(バンク2)

エンジン(Z 32 SE)

吸気マニホールドランナーコントロールソレノイド

エンジン(Z 32 SE)

燃料タンクベンチレーションバルブテスト

エンジン(Z 32 SE)

燃料ポンプリレーテスト

エンジン(Z 32 SE)

排気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイド(バンク1)

エンジン(Z 32 SE)

排気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイド(バンク2)

エンジン(エンジン(ディーゼル))

EGRクーラーバイパスソレノイドバルブテスト

エンジン(エンジン(ディーゼル))

EGRソレノイドテスト

エンジン(エンジン(ディーゼル))

EGRバルブテスト

エンジン(エンジン(ディーゼル))

エアコンリレーテスト

エンジン(エンジン(ディーゼル))

クーリングファンリレー1出力テスト

エンジン(エンジン(ディーゼル))

クーリングファンリレー2出力テスト

エンジン(エンジン(ディーゼル))

グロータイムランプテスト

エンジン(エンジン(ディーゼル))

グロータイムリレーテスト

エンジン(エンジン(ディーゼル))

ブースト圧力バルブテスト

エンジン(エンジン(ディーゼル))

フューエルメータリングソレノイドバルブテスト

エンジン(エンジン(ディーゼル))

警告灯テスト

エンジン(エンジン(ディーゼル))

高水温警告灯テスト

エンジン(エンジン(ディーゼル))

燃料ポンプリレーテスト

エンジン(エンジン(ディーゼル))

燃料圧力ソレノイドバルブテスト

エンジン(エンジン(ディーゼル))

補助ヒーターリレー1テスト

エンジン(エンジン(ディーゼル))

補助ヒーターリレー2テスト

エンジン(エンジン(ディーゼル))

補助ヒーターリレー3テスト

エンジン(エンジン冷却)

クーリングファンリレーテスト0

エンジン(エンジン冷却)

クーリングファンリレーテスト1
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システム名

項目名

エンジン(エンジン冷却)

クーリングファンリレーテスト2

エンジン(エンジン冷却)

クーリングファンリレーテスト3

シャーシ(ABS 430)

バルブリレーテスト

シャーシ(ABS 430)

リターンポンプテスト

シャーシ(ABS 430)

警告灯テスト

シャーシ(ABS 5.3)

ABS警告灯テスト

シャーシ(ABS 5.3)

リターンポンプリレーテスト

シャーシ(ABS 5.3 5.4 +TC)

ABS警告灯テスト

シャーシ(ABS 5.3 5.4 +TC)

トラクションコントロール警告灯テスト

シャーシ(ABS 5.3 5.4 +TC)

リターンポンプリレーテスト

シャーシ(ABS)

ABS警告灯テスト

シャーシ(ABS)

トラクションコントロール警告灯テスト

シャーシ(ABS)

リターンポンプリレーテスト

シャーシ(ABS ESP)

ESP警告灯テスト

シャーシ(ABS ESP)

リターンポンプリレーテスト

シャーシ(ABS ESP8)

ABS警告灯テスト

シャーシ(ABS ESP8)

エンジン回転数テスト

シャーシ(ABS ESP8)

トラクションコントロールテスト

シャーシ(ABS ESP8)

トラクションコントロール警告灯テスト

シャーシ(ABS ESP8)

リターンポンプリレーテスト

シャーシ(ABS ETC)

フロント右:ホールド

シャーシ(ABS ETC)

フロント右:リリース

シャーシ(ABS ETC)

フロント左:ホールド

シャーシ(ABS ETC)

フロント左:リリース

シャーシ(ABS ETC)

リア:リリース

シャーシ(ABS TC ESP ECU(電子コントロールユニット))

ABS警告灯テスト

シャーシ(ABS TC ESP ECU(電子コントロールユニット))

ESP警告灯テスト

シャーシ(ABS TC ESP ECU(電子コントロールユニット))

リターンポンプリレーテスト

シャーシ(ABS TC ESP(ビークルダイナミックシステム))

ABS警告灯テスト

シャーシ(ABS TC ESP(ビークルダイナミックシステム))

ESP警告灯テスト

シャーシ(ABS TC ESP(ビークルダイナミックシステム))

リターンポンプリレーテスト

シャーシ(ABS TC ESP8.0)

ABS警告灯テスト

シャーシ(ABS TC ESP8.0)

EBD表示灯テスト

シャーシ(ABS TC ESP8.0)

フロント右ソレノイド

シャーシ(ABS TC ESP8.0)

フロント左ソレノイド

シャーシ(ABS TC ESP8.0)

リア右ソレノイド

シャーシ(ABS TC ESP8.0)

リア左ソレノイド

シャーシ(ABS-5.3 5.4(+TC))

ABS警告灯テスト

シャーシ(ABS-5.3 5.4(+TC))

エンジン回転数テスト

シャーシ(ABS-5.3 5.4(+TC))

トラクションコントロールテスト

シャーシ(ABS-5.3 5.4(+TC))

トラクションコントロール警告灯テスト

シャーシ(ABS-5.3 5.4(+TC))

リターンポンプリレーテスト

シャーシ(ABS8 ESP8)

ABS警告灯テスト

シャーシ(ABS8 ESP8)

リターンポンプリレーテスト

シャーシ(CDC(連続ダンピングコントロール))

スポーツプログラムテスト

シャーシ(EHPS(電子油圧パワーステアリング))

モーターテスト

シャーシ(ESP)

ABS警告灯テスト

シャーシ(ESP)

ESP警告灯テスト

シャーシ(ESP)

リターンポンプリレーテスト

シャーシ(サスペンションコントロールモジュール)

フロント左衝撃吸収装置アクチュエーター

シャーシ(サスペンションコントロールモジュール)

リア左衝撃吸収装置アクチュエーター

シャーシ(サスペンションコントロールモジュール)

フロント右衝撃吸収装置アクチュエーター

シャーシ(サスペンションコントロールモジュール)

リア右衝撃吸収装置アクチュエーター

シャーシ(サスペンションコントロールモジュール)

Suspension System Mode(Comfort)
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システム名

項目名

シャーシ(サスペンションコントロールモジュール)

Suspension System Mode(Normal)

シャーシ(サスペンションコントロールモジュール)

Suspension System Mode(Sport Mode)

シャーシ(シャーシコントロールモジュール)

燃料圧力

シャーシ(シャーシコントロールモジュール)

フューエルポンプ

シャーシ(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)

アクセサリー／保持アクセサリー電源リレー

シャーシ(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)

すべてのドアロック／アンロック(すべてのドアロック)

シャーシ(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)

すべてのドアロック／アンロック(運転席ドアアンロック)

シャーシ(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)

すべてのドアロック／アンロック(助手席ドアアンロック)

シャーシ(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)

補助イグニッションランリレー

シャーシ(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)

バックアップランプ

シャーシ(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)

バッテリーセーバーリレー

シャーシ(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)

カーゴランプ

シャーシ(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)

センターストップランプ

シャーシ(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)

カーテシーランプ

シャーシ(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)

ドアデッドロック:ロック／アンロック

シャーシ(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)

運転席ウィンドウモーター(ダウン)

シャーシ(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)

運転席ウィンドウモーター(エクスプレスダウン)

シャーシ(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)

運転席ウィンドウモーター(エクスプレスアップ)

シャーシ(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)

運転席ウィンドウモーター(アップ)

シャーシ(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)

フロントフォグランプ

シャーシ(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)

燃料モードセレクトスイッチインジケーター

シャーシ(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)

ジェネレーターレギュレーター設定値

シャーシ(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)

ハザードランプスイッチバックランプ

シャーシ(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)

ヘッドライトウォッシャーリレー

シャーシ(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)

ホーンリレー

シャーシ(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)

想定外の負荷

シャーシ(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)

白熱灯調光

シャーシ(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)

LEDバックランプディミング

シャーシ(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)

フロント左ターンシグナルランプ

シャーシ(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)

リア左ターンシグナルランプ

シャーシ(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)

リア左ウィンドウモーター(ダウン)

シャーシ(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)

リア左ウィンドウモーター(エクスプレスダウン)

シャーシ(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)

Left Rear Window Motor (Express Up)

シャーシ(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)

リア左ウィンドウモーター(アップ)

シャーシ(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)

ナンバープレートランプ

シャーシ(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)

助手席ウィンドウモーター(エクスプレスアップ)

シャーシ(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)

助手席ウィンドウモーター(ダウン)

シャーシ(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)

助手席ウィンドウモーター(エクスプレスダウン)

シャーシ(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)

助手席ウィンドウモーター(アップ)

シャーシ(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)

リアボディークロージャーアンラッチ

シャーシ(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)

リアフォグランプリレー

シャーシ(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)

リアウォッシャーリレー

シャーシ(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)

フロント右ターンシグナルランプ

シャーシ(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)

リア右ターンシグナルランプ

シャーシ(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)

リア右ウィンドウモーター(ダウン)

シャーシ(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)

リア右ウィンドウモーター(エクスプレスダウン)

シャーシ(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)

Right Rear Window Motor (Express Up)

シャーシ(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)

リア右ウィンドウモーター(アップ)

シャーシ(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)

ラン／クランクリレー

シャーシ(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)

ウィンドウロックアウトスイッチインジケーター

シャーシ(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)

フロントガラスウォッシャーリレー

シャーシ(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)

フロントガラスワイパーモーターリレー(ハイ)

シャーシ(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)

フロントガラスワイパーモーターリレー(ロー)

シャーシ(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)

フロントガラスワイパーモーターリレー(パーキング)
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システム名

項目名

シャーシ(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)

セキュリティーインジケーター

シャーシ(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)

リアワイパー

シャーシ(トランスファーケースコントロールモジュール)

トルクカップリングコントロール

シャーシ(パーキングブレーキコントロールモジュール)

パーキングブレーキケーブル交換手順

シャーシ(パーキングブレーキコントロールモジュール)

パーキングブレーキケーブルサービス適用

シャーシ(パーキングブレーキコントロールモジュール)

パーキングブレーキケーブル解除

シャーシ(フューエルポンプコントロール)

フューエルポンプ

シャーシ(フューエルポンプコントロール)

フューエルポンプトリムリセット

シャーシ(フューエルポンプコントロール)

燃料コントロール

シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)

ABSポンプモーター

シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)

ABS Warning Indicator

シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)

ブレーキブースターエレクトリックバキュームポンプ

シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)

フロント左インレットソレノイドバルブ

シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)

フロント左アウトレットソレノイドバルブ

シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)

リア左インレットソレノイドバルブ

シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)

リア左アウトレットソレノイドバルブ

シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)

フロント右インレットソレノイドバルブ

シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)

フロント右アウトレットソレノイドバルブ

シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)

リア右インレットソレノイドバルブ

シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)

リア右アウトレットソレノイドバルブ

シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)

Vehicle Stability System Indicator

シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)

フロント右吸気バルブ

シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)

フロント右排気バルブ

シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)

フロント左吸気バルブ

シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)

フロント左排気バルブ

シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)

ポンプモーター

シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)

リア右吸気バルブ

シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)

リア右排気バルブ

シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)

リア左吸気バルブ

シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)

リア左排気バルブ

シャーシ(電動パワーステアリング)

モーターテスト

シャーシ(電動パワーステアリング)

警告灯テスト

トランスミッション(AF 13 14 20)

ウインターモード表示灯テスト

トランスミッション(AF 13 14 20)

エコノミー/スポーツテスト

トランスミッション(AF 13 14 20)

ソレノイド1-2/3-4テスト

トランスミッション(AF 13 14 20)

ソレノイド2-3テスト

トランスミッション(AF 13 14 20)

トルクコンバータークラッチソレノイドテスト

トランスミッション(AF 13 14 20)

圧力レギュレーターソレノイドテスト

トランスミッション(AF 13-4)

クラッチテスト

トランスミッション(AF 13-II 17 20 22 CAN)

1-2/3-4シフトソレノイドバルブテスト

トランスミッション(AF 13-II 17 20 22 CAN)

2-3シフトソレノイドバルブテスト

トランスミッション(AF 13-II 17 20 22 CAN)

ウインターモード表示灯テスト

トランスミッション(AF 13-II 17 20 22 CAN)

エコノミー/スポーツインジケーターテスト

トランスミッション(AF 13-II 17 20 22 CAN)

サービスインターバルランプテスト

トランスミッション(AF 13-II 17 20 22 CAN)

トルクコンバータークラッチソレノイドバルブテスト

トランスミッション(AF 13-II 17 20 22 CAN)

ﾆｭｰﾄﾗﾙｺﾝﾄﾛｰﾙｿﾚﾉｲﾄﾞﾃｽﾄ

トランスミッション(AF 13-II 17 20 22 CAN)

圧力レギュレーターソレノイドバルブテスト

トランスミッション(AF 13-II 17 20 22)

1-2/3-4シフトソレノイドバルブテスト

トランスミッション(AF 13-II 17 20 22)

2-3シフトソレノイドバルブテスト

トランスミッション(AF 13-II 17 20 22)

P/N信号テスト

トランスミッション(AF 13-II 17 20 22)

ウインターモード表示灯テスト

トランスミッション(AF 13-II 17 20 22)

エコノミー/スポーツインジケーターテスト

トランスミッション(AF 13-II 17 20 22)

トルクコントロールテスト

トランスミッション(AF 13-II 17 20 22)

トルクコンバータークラッチソレノイドバルブテスト
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システム名

項目名

トランスミッション(AF 13-II 17 20 22)

ﾆｭｰﾄﾗﾙｺﾝﾄﾛｰﾙｿﾚﾉｲﾄﾞﾃｽﾄ

トランスミッション(AF 13-II 17 20 22)

圧力レギュレーターソレノイドバルブテスト

トランスミッション(AF 13-II 17 20 22)

警告灯テスト

トランスミッション(AF 13II 20 22 30)

P/Nスイッチテスト

トランスミッション(AF 13II 20 22 30)

ウインターモード表示灯テスト

トランスミッション(AF 13II 20 22 30)

スポーツLEDテスト

トランスミッション(AF 13II 20 22 30)

ソレノイド1-2/3-4テスト

トランスミッション(AF 13II 20 22 30)

ソレノイド2-3テスト

トランスミッション(AF 13II 20 22 30)

トルクコンバータークラッチソレノイドテスト

トランスミッション(AF 13II 20 22 30)

圧力レギュレーターソレノイドテスト

トランスミッション(AF 17-4)

1-2/3-4シフトソレノイドバルブテスト

トランスミッション(AF 17-4)

2-3シフトソレノイドバルブテスト

トランスミッション(AF 17-4)

ウインターモード表示灯テスト

トランスミッション(AF 17-4)

トルクコンバータークラッチソレノイドバルブテスト

トランスミッション(AF 17-4)

圧力レギュレーターソレノイドバルブテスト

トランスミッション(AF 22-4)

1-2/3-4シフトソレノイドバルブテスト

トランスミッション(AF 22-4)

2-3シフトソレノイドバルブテスト

トランスミッション(AF 22-4)

ウインターモード表示灯テスト

トランスミッション(AF 22-4)

クラッチテスト

トランスミッション(AF 22-4)

トルクコンバータークラッチソレノイドバルブテスト

トランスミッション(AF 22-4)

圧力レギュレーターソレノイドバルブテスト

トランスミッション(AF 23-5 33-5 40-6)

ウインターモード表示灯テスト

トランスミッション(AF 23-5 33-5 40-6)

シフトソレノイドバルブ1テスト

トランスミッション(AF 23-5 33-5 40-6)

シフトソレノイドバルブ2テスト

トランスミッション(AF 23-5 33-5 40-6)

シフトソレノイドバルブ3テスト

トランスミッション(AF 23-5 33-5 40-6)

シフトソレノイドバルブ4テスト

トランスミッション(AF 23-5 33-5 40-6)

シフトソレノイドバルブ5テスト

トランスミッション(AF 23-5 33-5 40-6)

ブレーキモードテスト

トランスミッション(AF 23-5 33-5 40-6)

マニュアルシフトテスト

トランスミッション(AF 23-5 33-5 40-6)

マニュアルシフトモードテスト

トランスミッション(AF 40-6)

ウインターモードテスト

トランスミッション(AF 40-6)

ウインターモード表示灯テスト

トランスミッション(AF 40-6)

シフトソレノイドバルブ1テスト

トランスミッション(AF 40-6)

シフトソレノイドバルブ2テスト

トランスミッション(AF 40-6)

スポーツモードテスト

トランスミッション(AF 40-6)

ブレーキモードテスト

トランスミッション(AF 40-6)

マニュアルシフトモード

トランスミッション(AT GEN III)

1-2シフトソレノイド

トランスミッション(AT GEN III)

2-3シフトソレノイド

トランスミッション(AT GEN III)

3/2ダウンシフトソレノイド

トランスミッション(AT GEN III)

トルクコンバータークラッチPWMソレノイド

トランスミッション(AT GEN III)

トルクコンバータークラッチソレノイド

トランスミッション(MTA(イージートロニック))

バックランプリレーテスト

トランスミッション(TCM)

SLSリニアソレノイド

トランスミッション(TCM)

SLTリニアソレノイド

トランスミッション(TCM)

SLUリニアソレノイド

トランスミッション(TCM)

ウインターモード表示灯

トランスミッション(TCM)

シフトソレノイド1コントロール

トランスミッション(TCM)

シフトソレノイド2コントロール

トランスミッション(TCM)

シフトソレノイド3コントロール

トランスミッション(TCM)

シフトソレノイド4コントロール

トランスミッション(TCM)

シフトソレノイド5コントロール

トランスミッション(TCM)

トルクコンバータークラッチロックアップファンクション

トランスミッション(オートマチックトランスミッション)

シフトソレノイドバルブ1テスト

●オペル

アクティブテスト(Ver 2021.06)
システム名

項目名

トランスミッション(オートマチックトランスミッション)

シフトソレノイドバルブ2テスト

トランスミッション(オートマチックトランスミッション)

シフトソレノイドバルブ3テスト

トランスミッション(オートマチックトランスミッション)

シフトソレノイドバルブ4テスト

トランスミッション(オートマチックトランスミッション)

シフトソレノイドバルブ5テスト

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.0L (LE1)))

クーリングファン

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.0L (LE1)))

シリンダーパワーバランス1インジェクター

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.0L (LE1)))

シリンダーパワーバランス2インジェクター

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.0L (LE1)))

シリンダーパワーバランス3インジェクター

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.0L (LE1)))

燃料システム減圧

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.0L (LE1)))

Engine Control Thermostat Heater

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.0L (LE1)))

エンジン油圧制御ソレノイドバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.0L (LE1)))

エンジン回転数

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.0L (LE1)))

EVAPパージソレノイドバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.0L (LE1)))

排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.0L (LE1)))

燃料インジェクターバランス(シリンダー1)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.0L (LE1)))

燃料インジェクターバランス(シリンダー2)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.0L (LE1)))

燃料インジェクターバランス(シリンダー3)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.0L (LE1)))

フューエルポンプ有効

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.0L (LE1)))

燃料レール圧力

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.0L (LE1)))

ジェネレーターL:ターミナル

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.0L (LE1)))

ヒータークーラントポンプ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.0L (LE1)))

O2センサーヒーター(センサー1)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.0L (LE1)))

O2センサーヒーター(センサー2)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.0L (LE1)))

O2センサーテスト

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.0L (LE1)))

吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.0L (LE1)))

MIL

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.0L (LE1)))

スロットルポジション

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.0L (LE1)))

ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.0L (LE1)))

ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.0L (LE1)))

エアコンコンプレッサークラッチリレー

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.0L (LE1)))

フューエルトリム

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.0L (LE1)))

圧縮テスト

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.0L (LE1)))

吸気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.0L (LE1)))

燃料制御ループステータス

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.0L (LE1)))

排気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.2L (LWD)))

クーリングファンリレー1､2

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.2L (LWD)))

Cylinder Balance 1 Injector

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.2L (LWD)))

Cylinder Balance 2 Injector

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.2L (LWD)))

Cylinder Balance 3 Injector

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.2L (LWD)))

Cylinder Balance 4 Injector

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.2L (LWD)))

燃料システム減圧

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.2L (LWD)))

エンジンコントロールイグニッションリレー

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.2L (LWD)))

Engine Control Thermostat Heater

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.2L (LWD)))

エンジン回転数

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.2L (LWD)))

EVAPパージソレノイドバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.2L (LWD)))

排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.2L (LWD)))

燃料インジェクターバランス(シリンダー1)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.2L (LWD)))

燃料インジェクターバランス(シリンダー2)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.2L (LWD)))

燃料インジェクターバランス(シリンダー3)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.2L (LWD)))

燃料インジェクターバランス(シリンダー4)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.2L (LWD)))

ジェネレーターL:ターミナル

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.2L (LWD)))

O2センサーヒーター(センサー1)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.2L (LWD)))

O2センサーヒーター(センサー2)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.2L (LWD)))

吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

●オペル

アクティブテスト(Ver 2021.06)
システム名

項目名

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.2L (LWD)))

MIL

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.2L (LWD)))

スロットルポジション

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.2L (LWD)))

エアコンコンプレッサークラッチリレー

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.2L (LWD)))

クーリングファンリレー1

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.2L (LWD)))

クーリングファンリレー2

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.2L (LWD)))

フューエルトリム

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.2L (LWD)))

フューエルポンプリレー

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.2L (LWD)))

圧縮テスト

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.2L (LWD)))

吸気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.2L (LWD)))

燃料制御ループステータス

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.2L (LWD)))

排気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.3L (LSF)))

シリンダーパワーバランス(シリンダー1)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.3L (LSF)))

シリンダーパワーバランス(シリンダー2)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.3L (LSF)))

シリンダーパワーバランス(シリンダー3)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.3L (LSF)))

シリンダーパワーバランス(シリンダー4)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.3L (LSF)))

EGRクーラーバイパスバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.3L (LSF)))

EGRバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.3L (LSF)))

エンジン油圧制御ソレノイドバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.3L (LSF)))

燃料インジェクターバランス

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.3L (LSF)))

燃料システム

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.3L (LSF)))

ジェネレーターL:ターミナル

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.3L (LSF)))

グロープラグ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.3L (LSF)))

ターボチャージャー1ウェストゲートソレノイドバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.3L (LSF)))

ターボチャージャー2ウェストゲートソレノイドバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.3L (LSF)))

ターボチャージャーベーン位置

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.3L (LSF)))

エアコンコンプレッサークラッチリレー

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.3L (LSF)))

クーリングファンリレー1

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.3L (LSF)))

クーリングファンリレー2

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.3L (LSF)))

クーリングファンリレー3

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.3L (LSF)))

フューエルポンプ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (L2Z)))

クーリングファンリレー1､2

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (L2Z)))

Cylinder Balance 1 Injector

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (L2Z)))

Cylinder Balance 2 Injector

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (L2Z)))

Cylinder Balance 3 Injector

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (L2Z)))

Cylinder Balance 4 Injector

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (L2Z)))

燃料システム減圧

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (L2Z)))

エンジンコントロールイグニッションリレー

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (L2Z)))

Engine Control Thermostat Heater

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (L2Z)))

エンジン回転数

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (L2Z)))

EVAPパージソレノイドバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (L2Z)))

排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (L2Z)))

燃料インジェクターバランス(シリンダー1)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (L2Z)))

燃料インジェクターバランス(シリンダー2)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (L2Z)))

燃料インジェクターバランス(シリンダー3)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (L2Z)))

燃料インジェクターバランス(シリンダー4)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (L2Z)))

ジェネレーターL:ターミナル

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (L2Z)))

O2センサーヒーター(センサー1)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (L2Z)))

O2センサーヒーター(センサー2)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (L2Z)))

吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (L2Z)))

MIL

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (L2Z)))

スロットルポジション

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (L2Z)))

エアコンコンプレッサークラッチリレー

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (L2Z)))

クーリングファンリレー1

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (L2Z)))

クーリングファンリレー2

●オペル

アクティブテスト(Ver 2021.06)
システム名

項目名

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (L2Z)))

スターターリレー

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (L2Z)))

フューエルトリム

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (L2Z)))

フューエルポンプリレー

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (L2Z)))

圧縮テスト

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (L2Z)))

吸気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (L2Z)))

燃料制御ループステータス

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (L2Z)))

排気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))

クーリングファンリレー1､2

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))

クーリングファンリレー1､2､3

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))

クーリングファンリレー2､3

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))

インジェクター(シリンダー1)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))

インジェクター(シリンダー2)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))

インジェクター(シリンダー3)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))

インジェクター(シリンダー4)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))

Cylinder Balance 1 Injector

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))

Cylinder Balance 2 Injector

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))

Cylinder Balance 3 Injector

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))

Cylinder Balance 4 Injector

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))

シリンダーパワーバランス(シリンダー1)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))

シリンダーパワーバランス(シリンダー2)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))

シリンダーパワーバランス(シリンダー3)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))

シリンダーパワーバランス(シリンダー4)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))

燃料システム減圧

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))

エンジンコントロールイグニッションリレー

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))

Engine Control Thermostat Heater

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))

エンジン回転数

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))

EVAPパージソレノイドバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))

排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))

燃料インジェクターバランス(シリンダー1)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))

燃料インジェクターバランス(シリンダー2)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))

燃料インジェクターバランス(シリンダー3)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))

燃料インジェクターバランス(シリンダー4)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))

ジェネレーターL:ターミナル

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))

O2センサーヒーター(センサー1)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))

O2センサーヒーター(センサー2)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))

アイドル点火時期

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))

点火時期遅延

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))

吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))

インテークマニホールドランナーコントロールバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))

MIL

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))

スロットルポジション

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))

エアコンコンプレッサークラッチリレー

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))

エンジンクーラントサーモスタットヒーター

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))

クーリングファンリレー1

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))

クーリングファンリレー2

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))

スターターリレー

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))

フューエルトリム

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))

フューエルポンプリレー

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))

圧縮テスト

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))

吸気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))

燃料制御ループステータス

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))

排気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LE2)))

クーリングファンモーター

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LE2)))

クーリングファンリレー1､2､3

●オペル

アクティブテスト(Ver 2021.06)
システム名

項目名

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LE2)))

シリンダーパワーバランス(シリンダー1)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LE2)))

シリンダーパワーバランス(シリンダー2)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LE2)))

シリンダーパワーバランス(シリンダー3)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LE2)))

シリンダーパワーバランス(シリンダー4)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LE2)))

燃料システム減圧

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LE2)))

エンジン油圧制御ソレノイドバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LE2)))

エンジン回転数

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LE2)))

EVAPパージソレノイドバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LE2)))

排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LE2)))

燃料インジェクターバランス(シリンダー1)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LE2)))

燃料インジェクターバランス(シリンダー2)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LE2)))

燃料インジェクターバランス(シリンダー3)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LE2)))

燃料インジェクターバランス(シリンダー4)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LE2)))

フューエルポンプ有効

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LE2)))

ジェネレーターL:ターミナル

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LE2)))

O2センサーヒーター(センサー1)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LE2)))

O2センサーヒーター(センサー2)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LE2)))

吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LE2)))

マスエアフローセンサー供給電圧

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LE2)))

MIL

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LE2)))

スロットルポジション

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LE2)))

ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LE2)))

ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LE2)))

エアコンコンプレッサークラッチリレー

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LE2)))

クーリングファンリレー1

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LE2)))

クーリングファンリレー2

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LE2)))

フューエルトリム

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LE2)))

吸気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LE2)))

燃料制御ループステータス

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LE2)))

排気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LUJ)))

触媒テスト

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LUJ)))

クーリングファン

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LUJ)))

クーリングファンリレー1､2

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LUJ)))

クーリングファンリレー1､2､3

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LUJ)))

クーリングファンリレー2､3

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LUJ)))

Cylinder Balance 1 Injector

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LUJ)))

Cylinder Balance 2 Injector

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LUJ)))

Cylinder Balance 3 Injector

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LUJ)))

Cylinder Balance 4 Injector

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LUJ)))

シリンダーパワーバランス(シリンダー1)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LUJ)))

シリンダーパワーバランス(シリンダー2)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LUJ)))

シリンダーパワーバランス(シリンダー3)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LUJ)))

シリンダーパワーバランス(シリンダー4)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LUJ)))

燃料システム減圧

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LUJ)))

エンジンコントロールイグニッションリレー

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LUJ)))

Engine Control Thermostat Heater

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LUJ)))

エンジン回転数

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LUJ)))

EVAPパージソレノイドバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LUJ)))

EVAPサービスベイテスト

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LUJ)))

排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LUJ)))

燃料インジェクターバランス(シリンダー1)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LUJ)))

燃料インジェクターバランス(シリンダー2)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LUJ)))

燃料インジェクターバランス(シリンダー3)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LUJ)))

燃料インジェクターバランス(シリンダー4)

●オペル

アクティブテスト(Ver 2021.06)
システム名

項目名

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LUJ)))

ジェネレーターL:ターミナル

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LUJ)))

O2センサーヒーター(センサー1)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LUJ)))

O2センサーヒーター(センサー2)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LUJ)))

吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LUJ)))

MIL

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LUJ)))

スロットルポジション

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LUJ)))

ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LUJ)))

ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LUJ)))

エアコンコンプレッサークラッチリレー

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LUJ)))

クーリングファンリレー1

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LUJ)))

クーリングファンリレー2

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LUJ)))

フューエルトリム

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LUJ)))

フューエルポンプリレー

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LUJ)))

圧縮テスト

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LUJ)))

吸気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LUJ)))

燃料制御ループステータス

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LUJ)))

排気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LDE)))

クーリングファンリレー1､2､3

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LDE)))

クーリングファンリレー2､3

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LDE)))

インジェクター(シリンダー1)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LDE)))

インジェクター(シリンダー2)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LDE)))

インジェクター(シリンダー3)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LDE)))

インジェクター(シリンダー4)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LDE)))

シリンダーパワーバランス(シリンダー1)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LDE)))

シリンダーパワーバランス(シリンダー2)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LDE)))

シリンダーパワーバランス(シリンダー3)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LDE)))

シリンダーパワーバランス(シリンダー4)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LDE)))

燃料システム減圧

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LDE)))

エンジンコントロールイグニッションリレー

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LDE)))

エンジン回転数

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LDE)))

EVAPパージソレノイドバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LDE)))

排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LDE)))

ジェネレーターL:ターミナル

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LDE)))

O2センサーヒーター(センサー1)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LDE)))

O2センサーヒーター(センサー2)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LDE)))

アイドル点火時期

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LDE)))

点火時期遅延

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LDE)))

吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LDE)))

インテークマニホールドランナーコントロールバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LDE)))

インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LDE)))

MIL

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LDE)))

スロットルポジション

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LDE)))

エアコンコンプレッサークラッチリレー

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LDE)))

エンジンクーラントサーモスタットヒーター

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LDE)))

クーリングファンリレー1

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LDE)))

クーリングファンリレー2

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LDE)))

スターターリレー

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LDE)))

フューエルトリム

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LDE)))

フューエルポンプリレー

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LDE)))

圧縮テスト

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LDE)))

吸気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LDE)))

燃料制御ループステータス

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LDE)))

排気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LGE)))

Alternative Fuel Cut-Off Solenoid Valve Relay

●オペル

アクティブテスト(Ver 2021.06)
システム名

項目名

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LGE)))

Alternative Fuel Injector Relay

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LGE)))

シリンダーパワーバランス(シリンダー1)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LGE)))

シリンダーパワーバランス(シリンダー2)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LGE)))

シリンダーパワーバランス(シリンダー3)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LGE)))

シリンダーパワーバランス(シリンダー4)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LGE)))

エンジン回転数

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LGE)))

EVAPパージソレノイドバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LGE)))

ジェネレーターL:ターミナル

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LGE)))

O2センサーヒーター(センサー1)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LGE)))

O2センサーヒーター(センサー2)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LGE)))

MIL

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LGE)))

スロットルポジション

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LGE)))

ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LGE)))

ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LGE)))

エアコンコンプレッサークラッチリレー

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LGE)))

クーリングファンリレー1

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LGE)))

クーリングファンリレー2

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LGE)))

フューエルポンプリレー

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LGE)))

圧縮テスト

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU) 1901))

シリンダーパワーバランス(シリンダー1)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU) 1901))

シリンダーパワーバランス(シリンダー2)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU) 1901))

シリンダーパワーバランス(シリンダー3)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU) 1901))

シリンダーパワーバランス(シリンダー4)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU) 1901))

エンジン回転数

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU) 1901))

EVAPパージソレノイドバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU) 1901))

ジェネレーターL:ターミナル

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU) 1901))

O2センサーヒーター(センサー1)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU) 1901))

O2センサーヒーター(センサー2)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU) 1901))

MIL

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU) 1901))

スロットルポジション

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU) 1901))

ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU) 1901))

ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU) 1901))

エアコンコンプレッサークラッチリレー

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU) 1901))

クーリングファンリレー1

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU) 1901))

クーリングファンリレー2

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU) 1901))

フューエルポンプリレー

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU) 1901))

圧縮テスト

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU) 1902))

シリンダーパワーバランス(シリンダー1)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU) 1902))

シリンダーパワーバランス(シリンダー2)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU) 1902))

シリンダーパワーバランス(シリンダー3)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU) 1902))

シリンダーパワーバランス(シリンダー4)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU) 1902))

エンジン回転数

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU) 1902))

EVAPパージソレノイドバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU) 1902))

ジェネレーターL:ターミナル

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU) 1902))

O2センサーヒーター(センサー1)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU) 1902))

O2センサーヒーター(センサー2)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU) 1902))

MIL

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU) 1902))

スロットルポジション

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU) 1902))

ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU) 1902))

ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU) 1902))

エアコンコンプレッサークラッチリレー

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU) 1902))

クーリングファンリレー1

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU) 1902))

クーリングファンリレー2

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU) 1902))

フューエルポンプリレー

●オペル

アクティブテスト(Ver 2021.06)
システム名

項目名

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU) 1902))

圧縮テスト

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU) 1903))

シリンダーパワーバランス(シリンダー1)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU) 1903))

シリンダーパワーバランス(シリンダー2)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU) 1903))

シリンダーパワーバランス(シリンダー3)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU) 1903))

シリンダーパワーバランス(シリンダー4)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU) 1903))

エンジン回転数

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU) 1903))

EVAPパージソレノイドバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU) 1903))

ジェネレーターL:ターミナル

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU) 1903))

O2センサーヒーター(センサー1)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU) 1903))

O2センサーヒーター(センサー2)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU) 1903))

MIL

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU) 1903))

スロットルポジション

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU) 1903))

ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU) 1903))

ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU) 1903))

エアコンコンプレッサークラッチリレー

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU) 1903))

クーリングファンリレー1

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU) 1903))

クーリングファンリレー2

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU) 1903))

フューエルポンプリレー

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU) 1903))

圧縮テスト

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU) 1904))

シリンダーパワーバランス(シリンダー1)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU) 1904))

シリンダーパワーバランス(シリンダー2)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU) 1904))

シリンダーパワーバランス(シリンダー3)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU) 1904))

シリンダーパワーバランス(シリンダー4)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU) 1904))

エンジン回転数

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU) 1904))

EVAPパージソレノイドバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU) 1904))

ジェネレーターL:ターミナル

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU) 1904))

O2センサーヒーター(センサー1)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU) 1904))

O2センサーヒーター(センサー2)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU) 1904))

MIL

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU) 1904))

スロットルポジション

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU) 1904))

ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU) 1904))

ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU) 1904))

エアコンコンプレッサークラッチリレー

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU) 1904))

クーリングファンリレー1

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU) 1904))

クーリングファンリレー2

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU) 1904))

フューエルポンプリレー

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU) 1904))

圧縮テスト

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU) 1905))

シリンダーパワーバランス(シリンダー1)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU) 1905))

シリンダーパワーバランス(シリンダー2)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU) 1905))

シリンダーパワーバランス(シリンダー3)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU) 1905))

シリンダーパワーバランス(シリンダー4)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU) 1905))

エンジン回転数

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU) 1905))

EVAPパージソレノイドバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU) 1905))

ジェネレーターL:ターミナル

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU) 1905))

O2センサーヒーター(センサー1)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU) 1905))

O2センサーヒーター(センサー2)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU) 1905))

MIL

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU) 1905))

スロットルポジション

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU) 1905))

ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU) 1905))

ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU) 1905))

エアコンコンプレッサークラッチリレー

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU) 1905))

クーリングファンリレー1

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU) 1905))

クーリングファンリレー2

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU) 1905))

フューエルポンプリレー

●オペル

アクティブテスト(Ver 2021.06)
システム名

項目名

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU) 1905))

圧縮テスト

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU) その他))

シリンダーパワーバランス(シリンダー1)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU) その他))

シリンダーパワーバランス(シリンダー2)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU) その他))

シリンダーパワーバランス(シリンダー3)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU) その他))

シリンダーパワーバランス(シリンダー4)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU) その他))

エンジン回転数

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU) その他))

EVAPパージソレノイドバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU) その他))

ジェネレーターL:ターミナル

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU) その他))

O2センサーヒーター(センサー1)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU) その他))

O2センサーヒーター(センサー2)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU) その他))

MIL

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU) その他))

スロットルポジション

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU) その他))

ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU) その他))

ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU) その他))

エアコンコンプレッサークラッチリレー

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU) その他))

クーリングファンリレー1

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU) その他))

クーリングファンリレー2

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU) その他))

フューエルポンプリレー

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU) その他))

圧縮テスト

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU)))

クーリングファンリレー1､2､3

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU)))

クーリングファンリレー2､3

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU)))

インジェクター(シリンダー1)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU)))

インジェクター(シリンダー2)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU)))

インジェクター(シリンダー3)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU)))

インジェクター(シリンダー4)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU)))

シリンダーパワーバランス(シリンダー1)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU)))

シリンダーパワーバランス(シリンダー2)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU)))

シリンダーパワーバランス(シリンダー3)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU)))

シリンダーパワーバランス(シリンダー4)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU)))

エンジンコントロールイグニッションリレー

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU)))

エンジン回転数

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU)))

EVAPパージソレノイドバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU)))

ジェネレーターL:ターミナル

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU)))

O2センサーヒーター(センサー1)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU)))

O2センサーヒーター(センサー2)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU)))

アイドル点火時期

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU)))

インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU)))

MIL

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU)))

スロットルポジション

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU)))

ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU)))

ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU)))

エアコンコンプレッサークラッチリレー

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU)))

エンジンクーラントサーモスタットヒーター

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU)))

クーリングファンリレー1

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU)))

クーリングファンリレー2

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU)))

スターターリレー

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU)))

フューエルトリム

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU)))

フューエルポンプリレー

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU)))

圧縮テスト

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU)))

燃料制御ループステータス

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))

クーリングファン

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))

Cooling Fan Relay1

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))

Cooling Fan Relay2

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))

Cooling Fan Relay3

●オペル

アクティブテスト(Ver 2021.06)
システム名

項目名

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))

シリンダーパワーバランス(シリンダー1)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))

シリンダーパワーバランス(シリンダー2)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))

シリンダーパワーバランス(シリンダー3)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))

シリンダーパワーバランス(シリンダー4)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))

EGRクーラーバイパスバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))

EGRバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))

エンジンクーラントポンプクラッチリレー

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))

Engine Coolant Themostat Heater

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))

エンジン油圧制御ソレノイドバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))

Engine Speed/Throthle

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))

Enigne Speed/Throttle

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))

燃料ヒーターリレー

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))

燃料圧力レギュレーター

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))

燃料レール圧力

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))

燃料システム高圧テスト(エンジン作動)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))

Fuel System Hight Pressure Test (Engine Runs)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))

ジェネレーターL:ターミナル

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))

High Side Dirver 1

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))

High Side Dirver 2

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))

ハイサイドドライバー1

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))

ハイサイドドライバー2

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))

O2センサーヒーター(センサー1)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))

O2センサーヒーター(センサー2)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))

吸気フローバルブモーター

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))

吸気フローバルブ位置

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))

インテークマニホールドランナーコントロールバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))

MIL

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))

Malfunction Indicator Lmap (MIL)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))

ピストンクーリングオイルジェットソレノイドバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))

プライムフューエルポンプ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))

ターボチャージャーベーン位置

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))

ターボチャージャーベーンポジションアクチュエーター

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))

ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))

エアコンコンプレッサークラッチリレー

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))

クーリングファンリレー1

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))

クーリングファンリレー2

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))

クーリングファンリレー3

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))

フューエルポンプリレー

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVM)))

シリンダーパワーバランス(シリンダー1)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVM)))

シリンダーパワーバランス(シリンダー2)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVM)))

シリンダーパワーバランス(シリンダー3)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVM)))

シリンダーパワーバランス(シリンダー4)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVM)))

EGRクーラーバイパスバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVM)))

EGRバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVM)))

エンジンクーラントポンプクラッチリレー

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVM)))

エンジン油圧制御ソレノイドバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVM)))

Enigne Speed/Throttle

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVM)))

燃料ヒーターリレー

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVM)))

燃料圧力レギュレーター

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVM)))

燃料レール圧力

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVM)))

燃料システム高圧テスト(エンジン作動)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVM)))

ジェネレーターL:ターミナル

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVM)))

High Side Dirver 1

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVM)))

High Side Dirver 2

●オペル

アクティブテスト(Ver 2021.06)
システム名

項目名

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVM)))

O2センサーヒーター(センサー1)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVM)))

吸気フローバルブモーター

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVM)))

Malfunction Indicator Lmap (MIL)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVM)))

ピストンクーリングオイルジェットソレノイドバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVM)))

ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVM)))

エアコンコンプレッサークラッチリレー

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVM)))

クーリングファンリレー1

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVM)))

クーリングファンリレー2

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVM)))

クーリングファンリレー3

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVM)))

フューエルポンプリレー

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))

クーリングファンリレー1､2､3

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))

クーリングファンリレー2､3

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))

インジェクター(シリンダー1)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))

インジェクター(シリンダー2)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))

インジェクター(シリンダー3)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))

インジェクター(シリンダー4)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))

燃料システム減圧

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))

エンジン回転数

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))

EVAPパージソレノイドバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))

EVAPベントソレノイドバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))

排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))

燃料成分リセット

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))

Fuel Injector Balance-Cylinder 1 Injector

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))

Fuel Injector Balance-Cylinder 2 Injector

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))

Fuel Injector Balance-Cylinder 3 Injector

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))

Fuel Injector Balance-Cylinder 4 Injector

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))

燃料圧力

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))

Fuel Pressure Drop -Cylinder 1 Injector

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))

Fuel Pressure Drop -Cylinder 2 Injector

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))

Fuel Pressure Drop -Cylinder 3 Injector

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))

Fuel Pressure Drop -Cylinder 4 Injector

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))

燃料圧力レギュレーター

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))

フューエルポンプ有効

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))

ジェネレーターL:ターミナル

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))

O2センサーヒーター(センサー1)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))

O2センサーヒーター(センサー2)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))

吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))

マスｴｱﾌローセンサー供給電圧

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))

MIL

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))

スロットルポジション

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))

ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))

ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))

エアコンコンプレッサークラッチリレー

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))

クーリングファンリレー1

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))

スターターリレー

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))

フューエルトリム

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))

フューエルポンプリレー

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))

圧縮テスト

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))

吸気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))

燃料制御ループステータス

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))

排気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))

クーリングファンリレー1､2､3

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))

クーリングファンリレー2､3

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))

シリンダーパワーバランス1インジェクター

●オペル

アクティブテスト(Ver 2021.06)
システム名

項目名

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))

シリンダーパワーバランス2インジェクター

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))

シリンダーパワーバランス3インジェクター

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))

シリンダーパワーバランス4インジェクター

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))

燃料システム減圧

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))

Engine Control Thermostat Heater

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))

エンジン油圧制御ソレノイドバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))

エンジン回転数

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))

EVAPパージソレノイドバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))

EVAPベントソレノイドバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))

排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))

燃料インジェクターバランス(シリンダー1)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))

燃料インジェクターバランス(シリンダー2)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))

燃料インジェクターバランス(シリンダー3)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))

燃料インジェクターバランス(シリンダー4)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))

Fuel Injector Balance-Cylinder 1 Injector

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))

Fuel Injector Balance-Cylinder 2 Injector

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))

Fuel Injector Balance-Cylinder 3 Injector

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))

Fuel Injector Balance-Cylinder 4 Injector

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))

燃料圧力

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))

Fuel Pressure Drop -Cylinder 1 Injector

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))

Fuel Pressure Drop -Cylinder 2 Injector

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))

Fuel Pressure Drop -Cylinder 3 Injector

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))

Fuel Pressure Drop -Cylinder 4 Injector

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))

Fuel Pressure Enable

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))

燃料圧力レギュレーター

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))

フューエルポンプ有効

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))

燃料レール圧力

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))

ジェネレーターL:ターミナル

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))

ヒータークーラントポンプ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))

O2センサーヒーター(センサー1)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))

O2センサーヒーター(センサー2)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))

吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))

マスエアフローセンサー供給電圧

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))

MIL

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))

スロットルポジション

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))

ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))

ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))

エアコンコンプレッサークラッチリレー

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))

クーリングファンリレー1

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))

クーリングファンリレー2

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))

フューエルトリム

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))

フューエルポンプリレー

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))

圧縮テスト

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))

吸気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))

燃料制御ループステータス

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))

排気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWV)))

シリンダーパワーバランス(シリンダー1)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWV)))

シリンダーパワーバランス(シリンダー2)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWV)))

シリンダーパワーバランス(シリンダー3)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWV)))

シリンダーパワーバランス(シリンダー4)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWV)))

EGRクーラーバイパスバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWV)))

EGRバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWV)))

エンジンクーラントポンプクラッチリレー

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWV)))

エンジン油圧制御ソレノイドバルブ

●オペル

アクティブテスト(Ver 2021.06)
システム名

項目名

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWV)))

Enigne Speed/Throttle

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWV)))

燃料ヒーターリレー

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWV)))

燃料圧力レギュレーター

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWV)))

燃料レール圧力

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWV)))

燃料システム高圧テスト(エンジン作動)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWV)))

ジェネレーターL:ターミナル

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWV)))

High Side Dirver 1

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWV)))

High Side Dirver 2

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWV)))

O2センサーヒーター(センサー1)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWV)))

O2センサーヒーター(センサー2)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWV)))

吸気フローバルブモーター

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWV)))

Malfunction Indicator Lmap (MIL)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWV)))

ピストンクーリングオイルジェットソレノイドバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWV)))

エアコンコンプレッサークラッチリレー

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWV)))

クーリングファンリレー1

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWV)))

クーリングファンリレー2

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWV)))

クーリングファンリレー3

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWV)))

フューエルポンプリレー

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LKR)))

シリンダーパワーバランス(シリンダー1)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LKR)))

シリンダーパワーバランス(シリンダー2)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LKR)))

シリンダーパワーバランス(シリンダー3)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LKR)))

シリンダーパワーバランス(シリンダー4)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LKR)))

EGRクーラーバイパスバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LKR)))

EGRクーラー冷却ポンプ1

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LKR)))

EGRバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LKR)))

エンジン回転数／スロットル

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LKR)))

燃料ヒーターリレー

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LKR)))

燃料圧力

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LKR)))

燃料圧力レギュレーター

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LKR)))

Fuel Pump Realy

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LKR)))

燃料レール圧力リリーフバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LKR)))

ジェネレーターL:ターミナル

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LKR)))

O2センサーヒーター(センサー1)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LKR)))

吸気フローバルブ位置

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LKR)))

インテークマニホールドランナーコントロールバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LKR)))

MIL

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LKR)))

ターボチャージャーベーン位置

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LKR)))

ターボチャージャーベーンポジションソレノイドバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LKR)))

エアコンコンプレッサークラッチリレー

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LKR)))

クーリングファンリレー1

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LKR)))

クーリングファンリレー2

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LKR)))

クーリングファンリレー3

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LPL)))

シリンダーパワーバランス(シリンダー1)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LPL)))

シリンダーパワーバランス(シリンダー2)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LPL)))

シリンダーパワーバランス(シリンダー3)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LPL)))

シリンダーパワーバランス(シリンダー4)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LPL)))

EGRバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LPL)))

燃料ヒーターリレー

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LPL)))

燃料インジェクターバランス

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LPL)))

燃料圧力降下テスト

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LPL)))

ジェネレーターL:ターミナル

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LPL)))

グロープラグ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LPL)))

吸気フローバルブ位置

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LPL)))

インテークマニホールドランナーコントロールバルブ

●オペル

アクティブテスト(Ver 2021.06)
システム名

項目名

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LPL)))

ターボチャージャーベーンポジションソレノイドバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LPL)))

クーリングファンリレー1

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LPL)))

クーリングファンリレー2

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LPL)))

クーリングファンリレー3

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LPV)))

シリンダーパワーバランス(シリンダー1)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LPV)))

シリンダーパワーバランス(シリンダー2)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LPV)))

シリンダーパワーバランス(シリンダー3)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LPV)))

シリンダーパワーバランス(シリンダー4)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LPV)))

EGRバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LPV)))

燃料ヒーターリレー

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LPV)))

燃料インジェクターバランス

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LPV)))

燃料圧力降下テスト

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LPV)))

ジェネレーターL:ターミナル

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LPV)))

グロープラグ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LPV)))

吸気フローバルブ位置

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LPV)))

インテークマニホールドランナーコントロールバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LPV)))

ターボチャージャーベーンポジションソレノイドバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LPV)))

クーリングファンリレー1

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LPV)))

クーリングファンリレー2

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LPV)))

クーリングファンリレー3

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LUD)))

シリンダーパワーバランス(シリンダー1)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LUD)))

シリンダーパワーバランス(シリンダー2)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LUD)))

シリンダーパワーバランス(シリンダー3)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LUD)))

シリンダーパワーバランス(シリンダー4)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LUD)))

EGRクーラーバイパスバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LUD)))

EGRバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LUD)))

エンジン回転数／スロットル

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LUD)))

燃料ヒーターリレー

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LUD)))

燃料圧力

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LUD)))

燃料圧力レギュレーター

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LUD)))

Fuel Pump Realy

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LUD)))

燃料レール圧力リリーフバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LUD)))

ジェネレーターL:ターミナル

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LUD)))

O2センサーヒーター(センサー1)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LUD)))

吸気フローバルブ位置

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LUD)))

インテークマニホールドランナーコントロールバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LUD)))

MIL

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LUD)))

ターボチャージャーベーン位置

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LUD)))

ターボチャージャーベーンポジションソレノイドバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LUD)))

エアコンコンプレッサークラッチリレー

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LUD)))

クーリングファンリレー1

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LUD)))

クーリングファンリレー2

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LUD)))

クーリングファンリレー3

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LUE)))

シリンダーパワーバランス(シリンダー1)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LUE)))

シリンダーパワーバランス(シリンダー2)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LUE)))

シリンダーパワーバランス(シリンダー3)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LUE)))

シリンダーパワーバランス(シリンダー4)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LUE)))

EGRクーラーバイパスバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LUE)))

EGRバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LUE)))

エンジン回転数／スロットル

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LUE)))

燃料ヒーターリレー

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LUE)))

燃料圧力

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LUE)))

燃料圧力レギュレーター

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LUE)))

Fuel Pump Realy

●オペル

アクティブテスト(Ver 2021.06)
システム名

項目名

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LUE)))

燃料レール圧力リリーフバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LUE)))

ジェネレーターL:ターミナル

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LUE)))

O2センサーヒーター(センサー1)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LUE)))

吸気フローバルブ位置

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LUE)))

インテークマニホールドランナーコントロールバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LUE)))

MIL

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LUE)))

ターボチャージャーベーン位置

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LUE)))

ターボチャージャーベーンポジションソレノイドバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LUE)))

エアコンコンプレッサークラッチリレー

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LUE)))

クーリングファンリレー1

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LUE)))

クーリングファンリレー2

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LUE)))

クーリングファンリレー3

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.8L (2H0)))

クーリングファンリレー1､2､3

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.8L (2H0)))

クーリングファンリレー2､3

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.8L (2H0)))

インジェクター(シリンダー1)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.8L (2H0)))

インジェクター(シリンダー2)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.8L (2H0)))

インジェクター(シリンダー3)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.8L (2H0)))

インジェクター(シリンダー4)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.8L (2H0)))

シリンダーパワーバランス(シリンダー1)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.8L (2H0)))

シリンダーパワーバランス(シリンダー2)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.8L (2H0)))

シリンダーパワーバランス(シリンダー3)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.8L (2H0)))

シリンダーパワーバランス(シリンダー4)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.8L (2H0)))

燃料システム減圧

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.8L (2H0)))

エンジンコントロールイグニッションリレー

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.8L (2H0)))

エンジン回転数

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.8L (2H0)))

EVAPパージソレノイドバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.8L (2H0)))

排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.8L (2H0)))

ジェネレーターL:ターミナル

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.8L (2H0)))

O2センサーヒーター(センサー1)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.8L (2H0)))

O2センサーヒーター(センサー2)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.8L (2H0)))

アイドル点火時期

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.8L (2H0)))

点火時期遅延

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.8L (2H0)))

吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.8L (2H0)))

インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.8L (2H0)))

MIL

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.8L (2H0)))

スロットルポジション

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.8L (2H0)))

エアコンコンプレッサークラッチリレー

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.8L (2H0)))

エンジンクーラントサーモスタットヒーター

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.8L (2H0)))

クーリングファンリレー1

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.8L (2H0)))

クーリングファンリレー2

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.8L (2H0)))

スターターリレー

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.8L (2H0)))

フューエルトリム

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.8L (2H0)))

フューエルポンプリレー

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.8L (2H0)))

圧縮テスト

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.8L (2H0)))

吸気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.8L (2H0)))

燃料制御ループステータス

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.8L (2H0)))

排気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBQ) バリアント1))

All Injectors On

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBQ) バリアント1))

シリンダーパワーバランス(シリンダー1)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBQ) バリアント1))

シリンダーパワーバランス(シリンダー2)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBQ) バリアント1))

シリンダーパワーバランス(シリンダー3)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBQ) バリアント1))

シリンダーパワーバランス(シリンダー4)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBQ) バリアント1))

EGRクーラーバイパスバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBQ) バリアント1))

EGRバルブ

●オペル

アクティブテスト(Ver 2021.06)
システム名

項目名

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBQ) バリアント1))

燃料インジェクターバランス

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBQ) バリアント1))

燃料システム

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBQ) バリアント1))

グロープラグ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBQ) バリアント1))

ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBQ) バリアント1))

エアコンコンプレッサークラッチリレー

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBQ) バリアント1))

クーリングファンリレー1

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBQ) バリアント1))

クーリングファンリレー2

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBQ) バリアント1))

クーリングファンリレー3

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBQ) バリアント1))

フューエルポンプ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBQ) バリアント2))

All Injectors On

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBQ) バリアント2))

シリンダーパワーバランス(シリンダー1)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBQ) バリアント2))

シリンダーパワーバランス(シリンダー2)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBQ) バリアント2))

シリンダーパワーバランス(シリンダー3)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBQ) バリアント2))

シリンダーパワーバランス(シリンダー4)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBQ) バリアント2))

EGRクーラーバイパスバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBQ) バリアント2))

EGRバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBQ) バリアント2))

燃料インジェクターバランス

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBQ) バリアント2))

燃料システム

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBQ) バリアント2))

グロープラグ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBQ) バリアント2))

ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBQ) バリアント2))

エアコンコンプレッサークラッチリレー

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBQ) バリアント2))

クーリングファンリレー1

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBQ) バリアント2))

クーリングファンリレー2

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBQ) バリアント2))

クーリングファンリレー3

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBQ) バリアント2))

フューエルポンプ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBQ)))

All Injectors On

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBQ)))

シリンダーパワーバランス(シリンダー1)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBQ)))

シリンダーパワーバランス(シリンダー2)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBQ)))

シリンダーパワーバランス(シリンダー3)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBQ)))

シリンダーパワーバランス(シリンダー4)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBQ)))

EGRクーラーバイパスバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBQ)))

EGRバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBQ)))

燃料インジェクターバランス

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBQ)))

燃料システム

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBQ)))

ジェネレーターL:ターミナル

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBQ)))

グロープラグ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBQ)))

ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBQ)))

エアコンコンプレッサークラッチリレー

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBQ)))

クーリングファンリレー1

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBQ)))

クーリングファンリレー2

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBQ)))

クーリングファンリレー3

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBQ)))

フューエルポンプ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBR) バリアント1))

All Injectors On

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBR) バリアント1))

シリンダーパワーバランス(シリンダー1)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBR) バリアント1))

シリンダーパワーバランス(シリンダー2)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBR) バリアント1))

シリンダーパワーバランス(シリンダー3)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBR) バリアント1))

シリンダーパワーバランス(シリンダー4)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBR) バリアント1))

EGRクーラーバイパスバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBR) バリアント1))

EGRバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBR) バリアント1))

燃料インジェクターバランス

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBR) バリアント1))

燃料システム

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBR) バリアント1))

グロープラグ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBR) バリアント1))

ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBR) バリアント1))

エアコンコンプレッサークラッチリレー

●オペル

アクティブテスト(Ver 2021.06)
システム名

項目名

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBR) バリアント1))

クーリングファンリレー1

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBR) バリアント1))

クーリングファンリレー2

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBR) バリアント1))

クーリングファンリレー3

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBR) バリアント1))

フューエルポンプ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBR) バリアント2))

All Injectors On

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBR) バリアント2))

シリンダーパワーバランス(シリンダー1)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBR) バリアント2))

シリンダーパワーバランス(シリンダー2)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBR) バリアント2))

シリンダーパワーバランス(シリンダー3)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBR) バリアント2))

シリンダーパワーバランス(シリンダー4)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBR) バリアント2))

EGRクーラーバイパスバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBR) バリアント2))

EGRバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBR) バリアント2))

燃料インジェクターバランス

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBR) バリアント2))

燃料システム

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBR) バリアント2))

グロープラグ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBR) バリアント2))

ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBR) バリアント2))

エアコンコンプレッサークラッチリレー

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBR) バリアント2))

クーリングファンリレー1

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBR) バリアント2))

クーリングファンリレー2

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBR) バリアント2))

クーリングファンリレー3

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBR) バリアント2))

フューエルポンプ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBR)))

All Injectors On

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBR)))

シリンダーパワーバランス(シリンダー1)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBR)))

シリンダーパワーバランス(シリンダー2)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBR)))

シリンダーパワーバランス(シリンダー3)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBR)))

シリンダーパワーバランス(シリンダー4)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBR)))

EGRクーラーバイパスバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBR)))

EGRバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBR)))

燃料インジェクターバランス

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBR)))

燃料システム

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBR)))

ジェネレーターL:ターミナル

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBR)))

グロープラグ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBR)))

ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBR)))

エアコンコンプレッサークラッチリレー

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBR)))

クーリングファンリレー1

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBR)))

クーリングファンリレー2

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBR)))

クーリングファンリレー3

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBR)))

フューエルポンプ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBS) バリアント1))

All Injectors On

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBS) バリアント1))

シリンダーパワーバランス(シリンダー1)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBS) バリアント1))

シリンダーパワーバランス(シリンダー2)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBS) バリアント1))

シリンダーパワーバランス(シリンダー3)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBS) バリアント1))

シリンダーパワーバランス(シリンダー4)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBS) バリアント1))

EGRクーラーバイパスバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBS) バリアント1))

EGRバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBS) バリアント1))

燃料インジェクターバランス

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBS) バリアント1))

燃料システム

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBS) バリアント1))

グロープラグ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBS) バリアント1))

ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBS) バリアント1))

エアコンコンプレッサークラッチリレー

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBS) バリアント1))

クーリングファンリレー1

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBS) バリアント1))

クーリングファンリレー2

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBS) バリアント1))

クーリングファンリレー3

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBS) バリアント1))

フューエルポンプ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBS) バリアント2))

All Injectors On

●オペル

アクティブテスト(Ver 2021.06)
システム名

項目名

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBS) バリアント2))

シリンダーパワーバランス(シリンダー1)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBS) バリアント2))

シリンダーパワーバランス(シリンダー2)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBS) バリアント2))

シリンダーパワーバランス(シリンダー3)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBS) バリアント2))

シリンダーパワーバランス(シリンダー4)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBS) バリアント2))

EGRクーラーバイパスバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBS) バリアント2))

EGRバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBS) バリアント2))

燃料インジェクターバランス

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBS) バリアント2))

燃料システム

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBS) バリアント2))

グロープラグ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBS) バリアント2))

ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBS) バリアント2))

エアコンコンプレッサークラッチリレー

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBS) バリアント2))

クーリングファンリレー1

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBS) バリアント2))

クーリングファンリレー2

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBS) バリアント2))

クーリングファンリレー3

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBS) バリアント2))

フューエルポンプ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBS)))

All Injectors On

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBS)))

シリンダーパワーバランス(シリンダー1)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBS)))

シリンダーパワーバランス(シリンダー2)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBS)))

シリンダーパワーバランス(シリンダー3)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBS)))

シリンダーパワーバランス(シリンダー4)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBS)))

EGRクーラーバイパスバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBS)))

EGRバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBS)))

燃料インジェクターバランス

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBS)))

燃料システム

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBS)))

ジェネレーターL:ターミナル

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBS)))

グロープラグ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBS)))

ターボチャージャー1ウェストゲートソレノイドバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBS)))

ターボチャージャー2ウェストゲートソレノイドバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBS)))

Turbocharger Van Position

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBS)))

ターボチャージャーベーン位置

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBS)))

ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBS)))

エアコンコンプレッサークラッチリレー

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBS)))

クーリングファンリレー1

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBS)))

クーリングファンリレー2

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBS)))

クーリングファンリレー3

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBS)))

フューエルポンプ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBX) バリアント1))

All Injectors On

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBX) バリアント1))

シリンダーパワーバランス(シリンダー1)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBX) バリアント1))

シリンダーパワーバランス(シリンダー2)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBX) バリアント1))

シリンダーパワーバランス(シリンダー3)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBX) バリアント1))

シリンダーパワーバランス(シリンダー4)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBX) バリアント1))

EGRクーラーバイパスバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBX) バリアント1))

EGRバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBX) バリアント1))

燃料インジェクターバランス

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBX) バリアント1))

燃料システム

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBX) バリアント1))

グロープラグ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBX) バリアント1))

ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBX) バリアント1))

エアコンコンプレッサークラッチリレー

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBX) バリアント1))

クーリングファンリレー1

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBX) バリアント1))

クーリングファンリレー2

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBX) バリアント1))

クーリングファンリレー3

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBX) バリアント1))

フューエルポンプ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBX) バリアント2))

All Injectors On

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBX) バリアント2))

シリンダーパワーバランス(シリンダー1)

●オペル

アクティブテスト(Ver 2021.06)
システム名

項目名

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBX) バリアント2))

シリンダーパワーバランス(シリンダー2)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBX) バリアント2))

シリンダーパワーバランス(シリンダー3)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBX) バリアント2))

シリンダーパワーバランス(シリンダー4)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBX) バリアント2))

EGRクーラーバイパスバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBX) バリアント2))

EGRバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBX) バリアント2))

燃料インジェクターバランス

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBX) バリアント2))

燃料システム

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBX) バリアント2))

グロープラグ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBX) バリアント2))

ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBX) バリアント2))

エアコンコンプレッサークラッチリレー

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBX) バリアント2))

クーリングファンリレー1

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBX) バリアント2))

クーリングファンリレー2

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBX) バリアント2))

クーリングファンリレー3

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBX) バリアント2))

フューエルポンプ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBX)))

All Injectors On

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBX)))

シリンダーパワーバランス(シリンダー1)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBX)))

シリンダーパワーバランス(シリンダー2)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBX)))

シリンダーパワーバランス(シリンダー3)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBX)))

シリンダーパワーバランス(シリンダー4)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBX)))

EGRクーラーバイパスバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBX)))

EGRバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBX)))

燃料インジェクターバランス

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBX)))

燃料システム

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBX)))

ジェネレーターL:ターミナル

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBX)))

グロープラグ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBX)))

ターボチャージャー1ウェストゲートソレノイドバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBX)))

ターボチャージャー2ウェストゲートソレノイドバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBX)))

ターボチャージャーベーン位置

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBX)))

エアコンコンプレッサークラッチリレー

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBX)))

クーリングファンリレー1

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBX)))

クーリングファンリレー2

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBX)))

クーリングファンリレー3

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBX)))

フューエルポンプ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBY) バリアント1))

All Injectors On

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBY) バリアント1))

Charge Air Cooler Cooing Fan

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBY) バリアント1))

シリンダーパワーバランス(シリンダー1)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBY) バリアント1))

シリンダーパワーバランス(シリンダー2)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBY) バリアント1))

シリンダーパワーバランス(シリンダー3)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBY) バリアント1))

シリンダーパワーバランス(シリンダー4)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBY) バリアント1))

EGRクーラーバイパスバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBY) バリアント1))

EGRバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBY) バリアント1))

燃料インジェクターバランス

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBY) バリアント1))

燃料システム

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBY) バリアント1))

グロープラグ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBY) バリアント1))

ターボチャージャー1ウェストゲートソレノイドバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBY) バリアント1))

ターボチャージャー2ウェストゲートソレノイドバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBY) バリアント1))

エアコンコンプレッサークラッチリレー

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBY) バリアント1))

クーリングファンリレー1

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBY) バリアント1))

クーリングファンリレー2

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBY) バリアント1))

クーリングファンリレー3

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBY) バリアント1))

フューエルポンプ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBY) バリアント2))

All Injectors On

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBY) バリアント2))

Charge Air Cooler Cooing Fan

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBY) バリアント2))

チャージエアクーラークーリングファン

●オペル

アクティブテスト(Ver 2021.06)
システム名

項目名

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBY) バリアント2))

シリンダーパワーバランス(シリンダー1)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBY) バリアント2))

シリンダーパワーバランス(シリンダー2)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBY) バリアント2))

シリンダーパワーバランス(シリンダー3)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBY) バリアント2))

シリンダーパワーバランス(シリンダー4)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBY) バリアント2))

EGRクーラーバイパスバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBY) バリアント2))

EGRバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBY) バリアント2))

燃料インジェクターバランス

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBY) バリアント2))

燃料システム

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBY) バリアント2))

グロープラグ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBY) バリアント2))

ターボチャージャー1ウェストゲートソレノイドバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBY) バリアント2))

ターボチャージャー2ウェストゲートソレノイドバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBY) バリアント2))

エアコンコンプレッサークラッチリレー

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBY) バリアント2))

クーリングファンリレー1

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBY) バリアント2))

クーリングファンリレー2

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBY) バリアント2))

クーリングファンリレー3

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBY) バリアント2))

フューエルポンプ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBY)))

All Injectors On

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBY)))

チャージエアクーラークーリングファン

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBY)))

シリンダーパワーバランス(シリンダー1)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBY)))

シリンダーパワーバランス(シリンダー2)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBY)))

シリンダーパワーバランス(シリンダー3)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBY)))

シリンダーパワーバランス(シリンダー4)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBY)))

EGRクーラーバイパスバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBY)))

EGRバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBY)))

燃料インジェクターバランス

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBY)))

燃料システム

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBY)))

ジェネレーターL:ターミナル

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBY)))

グロープラグ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBY)))

ターボチャージャー1ウェストゲートソレノイドバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBY)))

ターボチャージャー2ウェストゲートソレノイドバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBY)))

ターボチャージャーベーン位置

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBY)))

ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBY)))

エアコンコンプレッサークラッチリレー

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBY)))

クーリングファンリレー1

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBY)))

クーリングファンリレー2

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBY)))

クーリングファンリレー3

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBY)))

フューエルポンプ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LCD)))

All Injectors On

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LCD)))

シリンダーパワーバランス(シリンダー1)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LCD)))

シリンダーパワーバランス(シリンダー2)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LCD)))

シリンダーパワーバランス(シリンダー3)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LCD)))

シリンダーパワーバランス(シリンダー4)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LCD)))

EGRクーラーバイパスバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LCD)))

EGRバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LCD)))

燃料インジェクターバランス

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LCD)))

燃料システム

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LCD)))

グロープラグ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LCD)))

ターボチャージャーベーン位置

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LCD)))

エアコンコンプレッサークラッチリレー

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LCD)))

クーリングファンリレー1

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LCD)))

クーリングファンリレー2

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LCD)))

クーリングファンリレー3

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LCD)))

フューエルポンプ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))

クーリングファンリレー1､2､3

●オペル

アクティブテスト(Ver 2021.06)
システム名

項目名

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))

クーリングファンリレー2､3

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))

シリンダーパワーバランス(シリンダー1)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))

シリンダーパワーバランス(シリンダー2)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))

シリンダーパワーバランス(シリンダー3)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))

シリンダーパワーバランス(シリンダー4)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))

燃料システム減圧

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))

エンジンコントロールイグニッションリレー

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))

エンジン回転数

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))

EVAPパージソレノイドバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))

EVAPベントソレノイドバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))

排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))

燃料成分リセット

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))

燃料インジェクターバランス1

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))

燃料インジェクターバランス2

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))

燃料インジェクターバランス3

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))

燃料インジェクターバランス4

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))

燃料インジェクターバランス(シリンダー1)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))

燃料インジェクターバランス(シリンダー2)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))

燃料インジェクターバランス(シリンダー3)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))

燃料インジェクターバランス(シリンダー4)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))

燃料圧力

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))

燃料圧力レギュレーター

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))

フューエルポンプ有効

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))

ジェネレーターL:ターミナル

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))

O2センサーヒーター(センサー1)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))

O2センサーヒーター(センサー2)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))

吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))

MIL

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))

スロットルポジション

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))

ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))

エアコンコンプレッサークラッチリレー

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))

クーリングファンリレー1

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))

スターターリレー

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))

フューエルトリム

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))

圧縮テスト

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))

吸気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))

燃料制御ループステータス

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))

排気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))

EGRクーラーバイパスバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))

EGRバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))

エンジンクーラントポンプクラッチリレー

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))

Engine Coolant Themostat Heater

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))

エンジン油圧制御ソレノイドバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))

Engine Speed/Throthle

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))

燃料ヒーターリレー

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))

燃料圧力レギュレーター1

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))

燃料圧力レギュレーター2

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))

Fuel System Hight Pressure Test (Engine Runs)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))

ジェネレーターL:ターミナル

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))

ハイサイドドライバー1

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))

ハイサイドドライバー2

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))

O2センサーヒーター(センサー1)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))

吸気フローバルブモーター

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))

吸気フローバルブ位置
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アクティブテスト(Ver 2021.06)
システム名

項目名

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))

インテークマニホールドランナーコントロールバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))

MIL

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))

ピストンクーリングオイルジェットソレノイドバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))

プライムフューエルポンプ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))

ターボチャージャーベーン位置

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))

ターボチャージャーベーンポジションアクチュエーター

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))

エアコンコンプレッサークラッチリレー

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))

クーリングファンリレー1

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))

クーリングファンリレー2

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))

クーリングファンリレー3

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))

フューエルポンプリレー

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))

クーリングファンリレー1､2､3

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))

クーリングファンリレー2､3

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))

シリンダーパワーバランス(シリンダー1)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))

シリンダーパワーバランス(シリンダー2)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))

シリンダーパワーバランス(シリンダー3)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))

シリンダーパワーバランス(シリンダー4)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))

燃料システム減圧

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))

エンジンコントロールイグニッションリレー

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))

Engine Controls Ignitions Relay

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))

エンジン回転数

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))

EVAPパージソレノイドバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))

EVAPベントソレノイドバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))

排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))

燃料成分リセット

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))

Fuel Injector Balance - Cylinder 1 Injector

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))

Fuel Injector Balance - Cylinder 2 Injector

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))

Fuel Injector Balance - Cylinder 3 Injector

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))

Fuel Injector Balance - Cylinder 4 Injector

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))

燃料インジェクターバランス1

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))

燃料インジェクターバランス2

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))

燃料インジェクターバランス3

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))

燃料インジェクターバランス4

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))

燃料圧力

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))

Fuel Pressure Drop -Cylinder 1 Injector

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))

Fuel Pressure Drop -Cylinder 2 Injector

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))

Fuel Pressure Drop -Cylinder 3 Injector

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))

Fuel Pressure Drop -Cylinder 4 Injector

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))

燃料圧力レギュレーター

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))

フューエルポンプ有効

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))

ジェネレーターL:ターミナル

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))

O2センサーヒーター(センサー1)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))

O2センサーヒーター(センサー2)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))

吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))

マスエアフローセンサー供給電圧

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))

MIL

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))

Starter Realy

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))

スロットルポジション

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))

ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))

ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))

エアコンコンプレッサークラッチリレー

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))

クーリングファンリレー1

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))

スターターリレー

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))

フューエルトリム

●オペル

アクティブテスト(Ver 2021.06)
システム名

項目名

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))

フューエルポンプリレー

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))

圧縮テスト

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))

吸気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))

燃料制御ループステータス

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))

排気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHV)))

All Injectors On

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHV)))

シリンダーパワーバランス(シリンダー1)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHV)))

シリンダーパワーバランス(シリンダー2)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHV)))

シリンダーパワーバランス(シリンダー3)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHV)))

シリンダーパワーバランス(シリンダー4)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHV)))

EGRクーラーバイパスバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHV)))

EGRバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHV)))

燃料インジェクターバランス

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHV)))

ジェネレーターL:ターミナル

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHV)))

グロープラグ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHV)))

Turbocharger Van Position

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHV)))

ターボチャージャーベーン位置

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHV)))

エアコンコンプレッサークラッチリレー

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHV)))

クーリングファンリレー1

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHV)))

クーリングファンリレー2

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHV)))

クーリングファンリレー3

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHV)))

フューエルポンプ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LNP)))

追加ヒーターリレー1

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LNP)))

追加ヒーターリレー2

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LNP)))

クーリングファン

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LNP)))

EGRクーラーバイパスバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LNP)))

EGRバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LNP)))

エンジンコントロールイグニッションリレー

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LNP)))

エンジン油圧制御ソレノイドバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LNP)))

燃料インジェクターバランス

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LNP)))

燃料圧力

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LNP)))

燃料圧力降下テスト

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LNP)))

燃料圧力レギュレーター

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LNP)))

燃料圧力レギュレーター1

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LNP)))

燃料圧力レギュレーター1バズテスト

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LNP)))

Fuel System High Pressure Test (Enigne Does not Run)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LNP)))

Fuel System High Pressure Test (Enigne Runs)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LNP)))

ジェネレーターL:ターミナル

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LNP)))

グロープラグ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LNP)))

O2センサーヒーター(センサー1)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LNP)))

Injector Buzz Test(Cylinder 1 Injector)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LNP)))

Injector Buzz Test(Cylinder 2 Injector)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LNP)))

Injector Buzz Test(Cylinder 3 Injector)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LNP)))

Injector Buzz Test(Cylinder 4 Injector)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LNP)))

インテークマニホールドランナーコントロールバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LNP)))

MIL

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LNP)))

ターボチャージャーベーンポジションソレノイドバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LNP)))

エアコンコンプレッサークラッチリレー

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LNP)))

スターターリレー

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LNP)))

フューエルポンプリレー

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LTG)))

クーリングファンリレー1､2､3

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LTG)))

クーリングファンリレー2､3

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LTG)))

燃料システム減圧

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LTG)))

エンジン回転数

●オペル

アクティブテスト(Ver 2021.06)
システム名

項目名

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LTG)))

EVAPパージソレノイドバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LTG)))

EVAPベントソレノイドバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LTG)))

排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LTG)))

Fuel Injector Balance - Cylinder 1 Injector

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LTG)))

Fuel Injector Balance - Cylinder 2 Injector

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LTG)))

Fuel Injector Balance - Cylinder 3 Injector

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LTG)))

Fuel Injector Balance - Cylinder 4 Injector

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LTG)))

燃料圧力

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LTG)))

燃料圧力レギュレーター

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LTG)))

フューエルポンプ有効

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LTG)))

ジェネレーターL:ターミナル

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LTG)))

O2センサーヒーター(センサー1)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LTG)))

O2センサーヒーター(センサー2)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LTG)))

吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LTG)))

マスエアフローセンサー供給電圧

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LTG)))

MIL

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LTG)))

スロットルポジション

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LTG)))

ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LTG)))

ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LTG)))

エアコンコンプレッサークラッチリレー

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LTG)))

クーリングファンリレー1

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LTG)))

フューエルトリム

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LTG)))

圧縮テスト

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LTG)))

吸気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LTG)))

燃料制御ループステータス

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LTG)))

排気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.2L (LNQ)))

追加ヒーターリレー1

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.2L (LNQ)))

追加ヒーターリレー2

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.2L (LNQ)))

クーリングファン

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.2L (LNQ)))

EGRクーラーバイパスバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.2L (LNQ)))

EGRバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.2L (LNQ)))

エンジンコントロールイグニッションリレー

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.2L (LNQ)))

エンジンクーラントポンプクラッチリレー

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.2L (LNQ)))

エンジン油圧制御ソレノイドバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.2L (LNQ)))

燃料ヒーターリレー

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.2L (LNQ)))

燃料インジェクターバランス

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.2L (LNQ)))

燃料圧力

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.2L (LNQ)))

燃料圧力降下テスト

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.2L (LNQ)))

燃料圧力レギュレーター

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.2L (LNQ)))

燃料圧力レギュレーター1

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.2L (LNQ)))

燃料圧力レギュレーター1バズテスト

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.2L (LNQ)))

Fuel System High Pressure Test (Enigne Does not Run)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.2L (LNQ)))

Fuel System High Pressure Test (Enigne Runs)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.2L (LNQ)))

ジェネレーターL:ターミナル

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.2L (LNQ)))

グロープラグ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.2L (LNQ)))

O2センサーヒーター(センサー1)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.2L (LNQ)))

Injector Buzz Test(Cylinder 1 Injector)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.2L (LNQ)))

Injector Buzz Test(Cylinder 2 Injector)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.2L (LNQ)))

Injector Buzz Test(Cylinder 3 Injector)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.2L (LNQ)))

Injector Buzz Test(Cylinder 4 Injector)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.2L (LNQ)))

インテークマニホールドランナーコントロールバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.2L (LNQ)))

MIL

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.2L (LNQ)))

ターボチャージャーベーンポジションソレノイドバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.2L (LNQ)))

エアコンコンプレッサークラッチリレー

●オペル

アクティブテスト(Ver 2021.06)
システム名

項目名

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.2L (LNQ)))

スターターリレー

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.2L (LNQ)))

フューエルポンプリレー

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.4L (LE5)))

クーリングファンリレー1､2､3

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.4L (LE5)))

クーリングファンリレー2､3

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.4L (LE5)))

エンジンコントロールイグニッションリレー

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.4L (LE5)))

エンジン回転数

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.4L (LE5)))

EVAPパージソレノイドバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.4L (LE5)))

EVAPベントソレノイドバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.4L (LE5)))

排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.4L (LE5)))

Fuel Injector Balance - Cylinder 1 Injector

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.4L (LE5)))

Fuel Injector Balance - Cylinder 2 Injector

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.4L (LE5)))

Fuel Injector Balance - Cylinder 3 Injector

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.4L (LE5)))

Fuel Injector Balance - Cylinder 4 Injector

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.4L (LE5)))

ジェネレーターL:ターミナル

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.4L (LE5)))

O2センサーヒーター(センサー1)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.4L (LE5)))

O2センサーヒーター(センサー2)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.4L (LE5)))

アイドル点火時期

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.4L (LE5)))

点火時期遅延

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.4L (LE5)))

吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.4L (LE5)))

MIL

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.4L (LE5)))

スロットルポジション

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.4L (LE5)))

エアコンコンプレッサークラッチリレー

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.4L (LE5)))

クーリングファンリレー1

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.4L (LE5)))

スターターリレー

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.4L (LE5)))

フューエルトリム

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.4L (LE5)))

フューエルポンプリレー

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.4L (LE5)))

吸気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.4L (LE5)))

燃料制御ループステータス

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.4L (LE5)))

排気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.4L (LE9)))

クーリングファンリレー1､2､3

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.4L (LE9)))

クーリングファンリレー2､3

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.4L (LE9)))

エンジンコントロールイグニッションリレー

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.4L (LE9)))

エンジン回転数

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.4L (LE9)))

EVAPパージソレノイドバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.4L (LE9)))

EVAPベントソレノイドバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.4L (LE9)))

排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.4L (LE9)))

Fuel Injector Balance - Cylinder 1 Injector

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.4L (LE9)))

Fuel Injector Balance - Cylinder 2 Injector

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.4L (LE9)))

Fuel Injector Balance - Cylinder 3 Injector

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.4L (LE9)))

Fuel Injector Balance - Cylinder 4 Injector

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.4L (LE9)))

ジェネレーターL:ターミナル

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.4L (LE9)))

O2センサーヒーター(センサー1)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.4L (LE9)))

O2センサーヒーター(センサー2)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.4L (LE9)))

アイドル点火時期

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.4L (LE9)))

点火時期遅延

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.4L (LE9)))

吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.4L (LE9)))

MIL

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.4L (LE9)))

スロットルポジション

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.4L (LE9)))

エアコンコンプレッサークラッチリレー

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.4L (LE9)))

クーリングファンリレー1

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.4L (LE9)))

スターターリレー

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.4L (LE9)))

フューエルトリム

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.4L (LE9)))

フューエルポンプリレー

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.4L (LE9)))

吸気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

●オペル

アクティブテスト(Ver 2021.06)
システム名

項目名

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.4L (LE9)))

燃料制御ループステータス

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.4L (LE9)))

排気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))

クーリングファンリレー1､2､3

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))

クーリングファンリレー2､3

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))

インジェクター(シリンダー1)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))

インジェクター(シリンダー2)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))

インジェクター(シリンダー3)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))

インジェクター(シリンダー4)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))

Cylinder 5 Injector

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))

Cylinder 6 Injector

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))

シリンダーパワーバランス(シリンダー1)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))

シリンダーパワーバランス(シリンダー2)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))

シリンダーパワーバランス(シリンダー3)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))

シリンダーパワーバランス(シリンダー4)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))

シリンダーパワーバランス(シリンダー5)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))

シリンダーパワーバランス(シリンダー6)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))

エンジン回転数

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))

EVAPパージソレノイドバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))

Exhaust Camshaft Position Actuator Bank 1

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))

Exhaust Camshaft Position Actuator Bank 2

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))

Exhaust Camshaft Position Actuator Solenoid Valve 1

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))

Exhaust Camshaft Position Actuator Solenoid Valve 2

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))

排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
ソレノイドバルブ(バンク1)
排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
ソレノイドバルブ(バンク2)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))

燃料インジェクターバランス(シリンダー1)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))

燃料インジェクターバランス(シリンダー2)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))

燃料インジェクターバランス(シリンダー3)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))

燃料インジェクターバランス(シリンダー4)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))

燃料インジェクターバランス(シリンダー5)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))

燃料インジェクターバランス(シリンダー6)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))

フューエルポンプ有効

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))

ジェネレーターL:ターミナル

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))

O2センサーヒーター(センサー1)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))

O2センサーヒーター(センサー2)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))

アイドル点火時期

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))

Intake Camshaft Position Actuator Bank 1

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))

Intake Camshaft Position Actuator Bank 2

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))

Intake Camshaft Position Actuator Solenoid Valve 1

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))

Intake Camshaft Position Actuator Solenoid Valve 2

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))

吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
ソレノイドバルブ(バンク1)
吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
ソレノイドバルブ(バンク2)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))

MIL

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))

セカンダリーエアインジェクションポンプリレー

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))

セカンダリーエアインジェクションソレノイドバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))

Secondary Air Injection Test

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))

スロットルポジション

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))

ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))

Turocharger Bypass Solenoid Valve

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))

エアコンコンプレッサークラッチリレー

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))

クーリングファンリレー1

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))

スターターリレー

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))

フューエルトリム

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))

フューエルポンプリレー

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))

圧縮テスト

●オペル

アクティブテスト(Ver 2021.06)
システム名

項目名

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))

燃料制御ループステータス

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LBW)))

クーリングファンリレー1､2､3

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LBW)))

クーリングファンリレー2､3

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LBW)))

インジェクター(シリンダー1)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LBW)))

インジェクター(シリンダー2)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LBW)))

インジェクター(シリンダー3)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LBW)))

インジェクター(シリンダー4)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LBW)))

Cylinder 5 Injector

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LBW)))

Cylinder 6 Injector

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LBW)))

エンジン回転数

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LBW)))

EVAPパージソレノイドバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LBW)))

Exhaust Camshaft Position Actuator Bank 1

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LBW)))

Exhaust Camshaft Position Actuator Bank 2

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LBW)))
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LBW)))

排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
ソレノイドバルブ(バンク1)
排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
ソレノイドバルブ(バンク2)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LBW)))

燃料インジェクターバランス(シリンダー1)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LBW)))

燃料インジェクターバランス(シリンダー2)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LBW)))

燃料インジェクターバランス(シリンダー3)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LBW)))

燃料インジェクターバランス(シリンダー4)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LBW)))

燃料インジェクターバランス(シリンダー5)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LBW)))

燃料インジェクターバランス(シリンダー6)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LBW)))

フューエルポンプ有効

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LBW)))

ジェネレーターL:ターミナル

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LBW)))

O2センサーヒーター(センサー1)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LBW)))

O2センサーヒーター(センサー2)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LBW)))

アイドル点火時期

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LBW)))

Intake Camshaft Position Actuator Bank 1

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LBW)))

Intake Camshaft Position Actuator Bank 2

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LBW)))
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LBW)))

吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
ソレノイドバルブ(バンク1)
吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
ソレノイドバルブ(バンク2)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LBW)))

MIL

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LBW)))

セカンダリーエアインジェクションポンプリレー

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LBW)))

セカンダリーエアインジェクションソレノイドバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LBW)))

Secondary Air Injection Test

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LBW)))

スロットルポジション

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LBW)))

ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LBW)))

エアコンコンプレッサークラッチリレー

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LBW)))

クーリングファンリレー1

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LBW)))

スターターリレー

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LBW)))

フューエルトリム

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LBW)))

圧縮テスト

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LBW)))

燃料制御ループステータス

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))

クーリングファンリレー1､2､3

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))

クーリングファンリレー2､3

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))

燃料システム減圧

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))

エンジンコントロールイグニッションリレー

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))

エンジン回転数

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))

EVAPパージソレノイドバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))

EVAPベントソレノイドバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))

Exhaust Camshaft Position Actuator Solenoid Valve Bank1

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))

Exhaust Camshaft Position Actuator Solenoid Valve Bank2

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))

燃料成分リセット

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))

Fuel Injector Balance - Cylinder 1 Injector

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))

Fuel Injector Balance - Cylinder 2 Injector

●オペル

アクティブテスト(Ver 2021.06)
システム名

項目名

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))

Fuel Injector Balance - Cylinder 3 Injector

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))

Fuel Injector Balance - Cylinder 4 Injector

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))

Fuel Injector Balance - Cylinder 5 Injector

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))

Fuel Injector Balance - Cylinder 6 Injector

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))

燃料圧力

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))

燃料圧力レギュレーター

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))

フューエルポンプ有効

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))

ジェネレーターL:ターミナル

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))

HO2S Heater Sensor 1 Bank 1

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))

HO2S Heater Sensor 1 Bank 2

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))

HO2S Heater Sensor 2 Bank 1

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))

HO2S Heater Sensor 2 Bank 2

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))

アイドル点火時期

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))

点火時期遅延

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))

Intake Camshaft Position Actuator Solenoid Valve Bank1

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))

Intake Camshaft Position Actuator Solenoid Valve Bank2

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))

MIL

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))

スロットルポジション

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))

エアコンコンプレッサークラッチリレー

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))

クーリングファンリレー1

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))

スターターリレー

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))

フューエルトリム

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))

圧縮テスト

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))

燃料制御ループステータス

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))

クーリングファン1

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))

クーリングファン2

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))

クーリングファン3

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))

クーリングファン4

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))

クーリングファン5

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))

クーリングファンリレー1､2､3

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))

クーリングファンリレー2､3

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))

燃料システム減圧

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))

エンジンコントロールイグニッションリレー

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))

エンジン回転数

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))

EVAPパージソレノイドバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))

EVAPベントソレノイドバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))

Exhaust Camshaft Position Actuator Solenoid Valve Bank1

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))

Exhaust Camshaft Position Actuator Solenoid Valve Bank2

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))

燃料成分リセット

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))

Fuel Injector Balance - Cylinder 1 Injector

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))

Fuel Injector Balance - Cylinder 2 Injector

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))

Fuel Injector Balance - Cylinder 3 Injector

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))

Fuel Injector Balance - Cylinder 4 Injector

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))

Fuel Injector Balance - Cylinder 5 Injector

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))

Fuel Injector Balance - Cylinder 6 Injector

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))

燃料圧力

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))

燃料圧力レギュレーター

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))

フューエルポンプ有効

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))

ジェネレーターL:ターミナル

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))

HO2S Heater Sensor 1 Bank 1

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))

HO2S Heater Sensor 1 Bank 2

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))

HO2S Heater Sensor 2 Bank 1

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))

HO2S Heater Sensor 2 Bank 2

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))

アイドル点火時期

●オペル
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システム名

項目名

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))

点火時期遅延

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))

Intake Camshaft Position Actuator Solenoid Valve Bank1

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))

Intake Camshaft Position Actuator Solenoid Valve Bank2

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))

MIL

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))

セカンダリーエアインジェクションポンプリレー

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))

Secondary Air Injection Solenoid System

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))

セカンダリーエアインジェクションソレノイドバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))

スロットルポジション

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))

エアコンコンプレッサークラッチリレー

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))

クーリングファンリレー1

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))

スターターリレー

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))

フューエルトリム

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))

圧縮テスト

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))

燃料制御ループステータス

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)

クーリングファン

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)

EGRクーラーバイパスバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)

EGRバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)

エンジンクーラントポンプクラッチリレー

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)

Engine Coolant Themostat Heater

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)

エンジン油圧制御ソレノイドバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)

Engine Speed/Throthle

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)

燃料ヒーターリレー

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)

燃料圧力レギュレーター1

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)

燃料圧力レギュレーター2

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)

Fuel System Hight Pressure Test (Engine Runs)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)

ジェネレーターL:ターミナル

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)

ハイサイドドライバー1

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)

ハイサイドドライバー2

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)

O2センサーヒーター(センサー1)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)

吸気フローバルブモーター

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)

吸気フローバルブ位置

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)

インテークマニホールドランナーコントロールバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)

MIL

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)

ピストンクーリングオイルジェットソレノイドバルブ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)

プライムフューエルポンプ

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)

ターボチャージャーベーン位置

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)

ターボチャージャーベーンポジションアクチュエーター

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)

エアコンコンプレッサークラッチリレー

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)

フューエルポンプリレー

パワートレイン(シャーシコントロールモジュール)

燃料圧力

パワートレイン(シャーシコントロールモジュール)

フューエルポンプ

パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)

ブレーキバンドプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)

クラッチプレッシャーコントロールソレノイドバルブ1

パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)

クラッチプレッシャーコントロールソレノイドバルブ2

パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)

クラッチプレッシャーコントロールソレノイドバルブ3

パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)

ハイサイドドライバー1

パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)

ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)

ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パフォーマンステスト

パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)

プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2

パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)

プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3

パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)

プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4

パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)

プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5

パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)

シフトソレノイドバルブ

パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)

シフトソレノイドバルブ1

●オペル

アクティブテスト(Ver 2021.06)
システム名

項目名

パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)

シフトソレノイドバルブ2

パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)

シフトトランスミッションギア

パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)

Shift Transmission Gear 1

パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)

Shift Transmission Gear 2

パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)

Shift Transmission Gear 3

パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)

Shift Transmission Gear 4

パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)

Shift Transmission Gear 5

パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)

Shift Transmission Gear 6

パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)

TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)

TCCソレノイドバルブ

パワートレイン(フューエルインジェクターコントロールモジュール)

燃料モードセレクトオーバーライド(バイフューエル／ガソリン)

パワートレイン(フューエルインジェクターコントロールモジュール)

高圧燃料カットオフソレノイドバルブ

パワートレイン(フューエルインジェクターコントロールモジュール)

低圧燃料カットオフソレノイドバルブ

パワートレイン(フューエルポンプコントロールモジュール)

燃料圧力

パワートレイン(フューエルポンプコントロールモジュール)

フューエルポンプ

パワートレイン(リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール)

リアデフクラッチソレノイドバルブ

パワートレイン(リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール)

リアデフクラッチトルク

パワートレイン(リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール)

リアドライブクラッチソレノイドバルブ

パワートレイン(リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール)

ポンプモーター

ボディー(AFL(アダプティブフォワードライティング))

ロービームテスト

ボディー(AFL(アダプティブフォワードライティング))

右側スタティックコーナリングライトテスト

ボディー(AFL(アダプティブフォワードライティング))

左側スタティックコーナリングライトテスト

ボディー(AHL AFL(ヘッドランプレベリング))

AHL警告灯テスト

ボディー(AHL AFL(ヘッドランプレベリング))

ダイナミックカーブランプテスト

ボディー(AHL AFL(ヘッドランプレベリング))

ロービームテスト

ボディー(AHL AFL(ヘッドランプレベリング))

右側スタティックコーナリングライトテスト

ボディー(AHL AFL(ヘッドランプレベリング))

警告灯表示テスト

ボディー(AHL AFL(ヘッドランプレベリング))

左側スタティックコーナリングライトテスト

ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))

Alarm Siren Test

ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))

BTSI:パーキングロック

ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))

CDL/盗難防止警告システム警告灯テスト

ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))

Comfort Closing Test(Close)

ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))

Comfort Closing Test(Inactive)

ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))

Comfort Closing Test(Open)

ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))

Front Wipers Test(High)

ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))

Front Wipers Test(Low)

ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))

Interior Lights Cut-Off Relay Test

ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))

Parking Light Test(Left)

ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))

Parking Light Test(Right)

ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))

PAS / ESP Switch LED Test

ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))

ラン／クランクリレー

ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))

Unlock/Lock Test(Dead Lock)

ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))

Unlock/Lock Test(Lock)

ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))

Unlock/Lock Test(Unlock)

ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))

アクセサリー/RAPリレー

ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))

アクセサリーリレー

ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))

イルミネーション減光(ハイ)

ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))

イルミネーション減光(ミドル)

ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))

イルミネーション減光(ロー)

ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))

インジケーターランプ

ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))

インテリアイルミネーションリレー

ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))

インテリアランプ

ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))

エアコンLED

ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))

すべてのドア

●オペル

アクティブテスト(Ver 2021.06)
システム名

項目名

ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))

セキュリティーシステム:LED

ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))

センターブレーキランプテスト

ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))

セントラルロッキング:すべてアンロック

ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))

セントラルロッキング:デッドロック

ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))

セントラルロッキング:ロック

ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))

セントラルロッキング:運転席アンロック

ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))

データバスアイソレーター

ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))

トランクリリース

ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))

トランクリリーステスト

ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))

パーキングランプ

ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))

ハイビームテスト

ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))

ハザードLEDテスト

ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))

バックランプ

ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))

バックランプテスト

ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))

パドルランプ

ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))

パワーウィンドウリレー

ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))

ヒーター付きリアガラステスト

ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))

ブレーキランプ

ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))

ブレーキランプテスト

ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))

フロントガラスウォッシャー

ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))

フロントガラスウォッシャーテスト

ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))

フロントターンシグナル

ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))

フロントハイビーム

ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))

フロントフォグランプ

ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))

フロントフォグランプテスト

ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))

フロントロービーム

ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))

フロントワイパー

ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))

ヘッドライトウォッシャー

ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))

ホーン

ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))

ホーンテスト

ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))

ライセンスプレートランプテスト

ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))

ランプ:インテリアランプ

ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))

ランプ:オートランプON

ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))

リアウィンドウヒーター

ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))

リアガラスウォッシャーテスト

ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))

リアガラスデフォッガーLEDテスト

ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))

リアコンパートメント

ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))

リアターンシグナル

ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))

リアフォグランプテスト

ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))

リアランプヒューズ異常

ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))

リアワイパーテスト

ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))

ロービームテスト

ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))

ワイパーテスト:フロントワイパー

ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))

右側ターンシグナルテスト

ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))

運転席ドア

ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))

運転席パワーウィンドウ

ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))

左側ターンシグナルテスト

ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))

助手席パワーウィンドウ

ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))

盗難防止ホーン

ボディー(CIM(ステアリングコラムモジュール))

ブザーサウンド1テスト

ボディー(CIM(ステアリングコラムモジュール))

ブザーサウンド2テスト

ボディー(CIM(ステアリングコラムモジュール))

ブザーサウンド3テスト

ボディー(CIM(ステアリングコラムモジュール))

ブザーサウンド4テスト

ボディー(CIM(ステアリングコラムモジュール))

ブザーサウンド5テスト

●オペル
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システム名

項目名

ボディー(CIM(ステアリングコラムモジュール))

ブザーサウンド6テスト

ボディー(CIM(ステアリングコラムモジュール))

ブザーサウンド7テスト

ボディー(DDM(運転席ドアモジュール))

ウィンドウリフターテスト(アップ)

ボディー(DDM(運転席ドアモジュール))

ウィンドウリフターテスト(ダウン)

ボディー(DDM(運転席ドアモジュール))

デッドロックテスト

ボディー(DDM(運転席ドアモジュール))

ドアロックテスト

ボディー(ECC(電子クライメートコントロール))

LED照明テスト

ボディー(ECC(電子クライメートコントロール))

エアミックスフラップモーターテスト

ボディー(ECC(電子クライメートコントロール))

エア配分フラップモーターテスト

ボディー(ECC(電子クライメートコントロール))

リアガラスデフォッガーテスト

ボディー(ECC(電子クライメートコントロール))

内気循環フラップモーターテスト

ボディー(ECC SAC(電子クライメートコントロール))

LED照明テスト

ボディー(ECC SAC(電子クライメートコントロール))

エアコンリレーテスト

ボディー(ECC SAC(電子クライメートコントロール))

内気循環フラップモーターテスト

ボディー(EHS(電気ヒーターシステム))

ヒーターエレメント1テスト

ボディー(EHS(電気ヒーターシステム))

ヒーターエレメント2テスト

ボディー(EHS(電気ヒーターシステム))

ヒーターエレメント3テスト

ボディー(HVAC(エアコン))

インレットモード(外気)

ボディー(HVAC(エアコン))

インレットモード(内気)

ボディー(HVAC(エアコン))

エアコンコンプレッサー

ボディー(HVAC(エアコン))

エアミックスドア

ボディー(HVAC(エアコン))

ブロワー回転数

ボディー(HVAC(エアコン))

フロントアウトレットモード:コンパートメント

ボディー(HVAC(エアコン))

フロントアウトレットモード:コンパートメント/フロア

ボディー(HVAC(エアコン))

フロントアウトレットモード:デフロスト

ボディー(HVAC(エアコン))

フロントアウトレットモード:デフロスト/フロア

ボディー(HVAC(エアコン))

フロントアウトレットモード:フロア

ボディー(HVAC(エアコン))

フロントデフロスト

ボディー(HVAC(エアコン))

ベント/フロアアウトレットドア

ボディー(HVAC(エアコン))

内気循環ドア(外気)

ボディー(HVAC(エアコン))

内気循環ドア(内気)

ボディー(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))

ABS警告灯テスト

ボディー(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))

AFL警告灯テスト

ボディー(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))

AHL警告灯テスト

ボディー(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))

CDC/スポーツモードLEDテスト

ボディー(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))

CDC警告灯テスト

ボディー(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))

DDS警告灯テスト(黄)

ボディー(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))

DDS警告灯テスト(赤)

ボディー(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))

DDS警告灯テスト1

ボディー(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))

DDS警告灯テスト2

ボディー(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))

DDS警告灯テスト3

ボディー(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))

LED照明調光テスト

ボディー(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))

MILテスト

ボディー(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))

インストルメント調光テスト

ボディー(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))

エアコンテスト

ボディー(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))

エアバッグ警告灯テスト

ボディー(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))

エコノミー/スポーツテスト

ボディー(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))

エンジン回転数コントロール

ボディー(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))

オイルレベル警告灯テスト

ボディー(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))

オートライトテスト

ボディー(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))

オドメーター液晶テスト

ボディー(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))

クルーズコントロール警告灯テスト

ボディー(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))

コールドエンジン警告灯テスト

ボディー(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))

サービスインターバルランプテスト
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アクティブテスト(Ver 2021.06)
システム名

項目名

ボディー(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))

シートベルト警告灯テスト

ボディー(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))

スマートキーシステム警告灯テスト

ボディー(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))

セントラルドアロックテスト

ボディー(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))

チャイルドシート表示灯テスト

ボディー(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))

トラクションコントロール警告灯テスト

ボディー(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))

トレーラーターンシグナルテスト

ボディー(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))

パーキングランプテスト

ボディー(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))

パークパイロットスイッチLEDテスト

ボディー(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))

パークパイロットスイッチテスト

ボディー(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))

パークパイロットスイッチ警告灯テスト

ボディー(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))

ハイビーム表示灯テスト

ボディー(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))

ハザードLEDテスト

ボディー(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))

ハザードテスト

ボディー(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))

バッテリー充電警告灯テスト

ボディー(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))

ブレーキ警告灯テスト

ボディー(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))

フロントフォグランプテスト

ボディー(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))

フロントフォグランプリレーテスト

ボディー(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))

フロントフォグランプ表示灯テスト

ボディー(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))

リアガラスデフォッガーLEDテスト

ボディー(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))

リアフォグランプテスト

ボディー(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))

リアフォグランプ表示灯テスト

ボディー(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))

ロービームテスト

ボディー(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))

ロービーム表示灯テスト

ボディー(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))

右側ターンシグナルテスト

ボディー(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))

液晶ディスプレー調光テスト

ボディー(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))

左側ターンシグナルテスト

ボディー(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))

車速コントロール

ボディー(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))

瞬間タンク容量

ボディー(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))

瞬間タンク容量制御1

ボディー(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))

瞬間タンク容量制御2

ボディー(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))

瞬間タンク容量制御3

ボディー(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))

調光コントロール(暗く)

ボディー(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))

調光コントロール(明るく)

ボディー(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))

調光コントロール1

ボディー(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))

調光コントロール2

ボディー(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))

調光コントロール3

ボディー(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))

燃料レベル警告灯テスト

ボディー(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))

油圧警告灯テスト

ボディー(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))

冷却水温警告灯テスト

ボディー(IPC(インストルメント))

ABS警告灯テスト

ボディー(IPC(インストルメント))

AFL警告灯テスト

ボディー(IPC(インストルメント))

DDS警告灯テスト1

ボディー(IPC(インストルメント))

DDS警告灯テスト2

ボディー(IPC(インストルメント))

DDS警告灯テスト3

ボディー(IPC(インストルメント))

EPS警告灯テスト

ボディー(IPC(インストルメント))

MILテスト

ボディー(IPC(インストルメント))

MTA警告灯テスト

ボディー(IPC(インストルメント))

ウインターモード表示灯テスト

ボディー(IPC(インストルメント))

エアバッグ警告灯テスト

ボディー(IPC(インストルメント))

オイルレベル警告灯テスト

ボディー(IPC(インストルメント))

オートマチックトランスミッションギアインジケーターテスト

ボディー(IPC(インストルメント))

オドメーター液晶テスト

ボディー(IPC(インストルメント))

クルーズコントロール警告灯テスト

ボディー(IPC(インストルメント))

グロータイムランプテスト
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アクティブテスト(Ver 2021.06)
システム名

項目名

ボディー(IPC(インストルメント))

サービスインターバルランプテスト

ボディー(IPC(インストルメント))

シートベルト警告灯テスト

ボディー(IPC(インストルメント))

スピードメーター

ボディー(IPC(インストルメント))

スポーツインジケーターテスト

ボディー(IPC(インストルメント))

ダイヤル照明

ボディー(IPC(インストルメント))

タコメーター

ボディー(IPC(インストルメント))

トラクションコントロール警告灯テスト

ボディー(IPC(インストルメント))

トレーラーターンシグナルテスト

ボディー(IPC(インストルメント))

パークパイロットスイッチ警告灯テスト

ボディー(IPC(インストルメント))

ハイビーム表示灯テスト

ボディー(IPC(インストルメント))

バッテリー充電警告灯テスト

ボディー(IPC(インストルメント))

ブレーキ警告灯テスト

ボディー(IPC(インストルメント))

フロントフォグランプビーム表示灯テスト

ボディー(IPC(インストルメント))

フロントフォグランプ表示灯テスト

ボディー(IPC(インストルメント))

ポインターイルミネーション

ボディー(IPC(インストルメント))

リアフォグランプビーム表示灯テスト

ボディー(IPC(インストルメント))

リアフォグランプ表示灯テスト

ボディー(IPC(インストルメント))

ロービーム表示灯テスト

ボディー(IPC(インストルメント))

右側ターンシグナルテスト

ボディー(IPC(インストルメント))

液晶ディスプレー照明

ボディー(IPC(インストルメント))

左側ターンシグナルテスト

ボディー(IPC(インストルメント))

瞬間タンク容量制御(Empty)

ボディー(IPC(インストルメント))

瞬間タンク容量制御(Full)

ボディー(IPC(インストルメント))

瞬間タンク容量制御(Half)

ボディー(IPC(インストルメント))

全警告灯テスト

ボディー(IPC(インストルメント))

燃料レベル警告灯テスト

ボディー(IPC(インストルメント))

油圧警告灯テスト

ボディー(IPC(インストルメント))

冷却水温警告灯テスト

ボディー(IPC(インストルメントパネルクラスター))

ABS

ボディー(IPC(インストルメントパネルクラスター))

SRSエアバッグ

ボディー(IPC(インストルメントパネルクラスター))

オルタネーター

ボディー(IPC(インストルメントパネルクラスター))

シフトアップ

ボディー(IPC(インストルメントパネルクラスター))

スピードメーター

ボディー(IPC(インストルメントパネルクラスター))

セルフテスト

ボディー(IPC(インストルメントパネルクラスター))

タコメーター

ボディー(IPC(インストルメントパネルクラスター))

ハイビーム

ボディー(IPC(インストルメントパネルクラスター))

ブレーキシステム

ボディー(IPC(インストルメントパネルクラスター))

フロントフォグランプ

ボディー(IPC(インストルメントパネルクラスター))

リアフォグランプ

ボディー(IPC(インストルメントパネルクラスター))

右LCD

ボディー(IPC(インストルメントパネルクラスター))

右ターンシグナル

ボディー(IPC(インストルメントパネルクラスター))

運転席シートベルト

ボディー(IPC(インストルメントパネルクラスター))

温度計

ボディー(IPC(インストルメントパネルクラスター))

左LCD

ボディー(IPC(インストルメントパネルクラスター))

左ターンシグナル

ボディー(IPC(インストルメントパネルクラスター))

中央LCD

ボディー(IPC(インストルメントパネルクラスター))

燃料計

ボディー(IPC(インストルメントパネルクラスター))

半ドア

ボディー(PAS(パークパイロット))

センサーテスト

ボディー(PAS(パークパイロット))

リアサウンド出力テスト

ボディー(PIM(パワートレインインターフェイスモジュール))

HDCブレーキランプリレー(ヒルディセント)

ボディー(PIM(パワートレインインターフェイスモジュール))

バックランプリレー

ボディー(PIM(パワートレインインターフェイスモジュール))

クルーズコントロール

ボディー(PIM(パワートレインインターフェイスモジュール))

クルーズコントロールキャンセル
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アクティブテスト(Ver 2021.06)
システム名

項目名

ボディー(PIM(パワートレインインターフェイスモジュール))

シフトパターン

ボディー(PIM(パワートレインインターフェイスモジュール))

スターターリレー

ボディー(PIM(パワートレインインターフェイスモジュール))

トラクションコントロール/ESP

ボディー(PIM(パワートレインインターフェイスモジュール))

ヒルディセントコントロール

ボディー(PIM(パワートレインインターフェイスモジュール))

フロントパーキングエイド

ボディー(REC(リアリレーボックス))

CDL/盗難防止警告システム警告灯テスト

ボディー(REC(リアリレーボックス))

RECターミナル15Aリレーテスト

ボディー(REC(リアリレーボックス))

RECヒーター付きリアガラステスト

ボディー(REC(リアリレーボックス))

アンロック/デッドロックテスト

ボディー(REC(リアリレーボックス))

アンロック/ロックテスト

ボディー(REC(リアリレーボックス))

インアドバーテントロードリレーテスト

ボディー(REC(リアリレーボックス))

インテリアランプテスト

ボディー(REC(リアリレーボックス))

クロージングサポート動作テスト

ボディー(REC(リアリレーボックス))

センターブレーキランプテスト

ボディー(REC(リアリレーボックス))

トランクランプテスト

ボディー(REC(リアリレーボックス))

トランクリリーステスト

ボディー(REC(リアリレーボックス))

トレーラーターンシグナルテスト

ボディー(REC(リアリレーボックス))

トレーラーテールランプテスト

ボディー(REC(リアリレーボックス))

トレーラーバックランプテスト

ボディー(REC(リアリレーボックス))

トレーラーフォグランプテスト

ボディー(REC(リアリレーボックス))

トレーラーブレーキランプテスト

ボディー(REC(リアリレーボックス))

バックランプテスト

ボディー(REC(リアリレーボックス))

ブレーキランプテスト

ボディー(REC(リアリレーボックス))

ホーンテスト

ボディー(REC(リアリレーボックス))

ライセンスプレートランプテスト

ボディー(REC(リアリレーボックス))

リアターンシグナルテスト

ボディー(REC(リアリレーボックス))

リアフォグランプテスト

ボディー(REC(リアリレーボックス))

リアワイパーテスト

ボディー(RFA(リモートファンクションアクチュエーター))

テスト

ボディー(SDM(SRSエアバッグ))

ABS

ボディー(SDM(SRSエアバッグ))

AWD

ボディー(SDM(SRSエアバッグ))

ESP OFF

ボディー(SDM(SRSエアバッグ))

ESP作動

ボディー(SDM(SRSエアバッグ))

ESP準備未完了

ボディー(SDM(SRSエアバッグ))

ウインターモード

ボディー(SDM(SRSエアバッグ))

ウォッシャーフルードレベル

ボディー(SDM(SRSエアバッグ))

エアバッグ

ボディー(SDM(SRSエアバッグ))

エンジンチェックランプ

ボディー(SDM(SRSエアバッグ))

オイル交換

ボディー(SDM(SRSエアバッグ))

クルーズ係合

ボディー(SDM(SRSエアバッグ))

グロープラグ

ボディー(SDM(SRSエアバッグ))

サービスインターバル

ボディー(SDM(SRSエアバッグ))

シートベルト

ボディー(SDM(SRSエアバッグ))

セキュリティーインジケーター

ボディー(SDM(SRSエアバッグ))

ディーゼルフィルター

ボディー(SDM(SRSエアバッグ))

テールゲート半ドア

ボディー(SDM(SRSエアバッグ))

トランスミッション表示(1速)

ボディー(SDM(SRSエアバッグ))

トランスミッション表示(2速)

ボディー(SDM(SRSエアバッグ))

トランスミッション表示(3速)

ボディー(SDM(SRSエアバッグ))

トランスミッション表示(4速)

ボディー(SDM(SRSエアバッグ))

トランスミッション表示(5速)

ボディー(SDM(SRSエアバッグ))

トランスミッション表示(D)

ボディー(SDM(SRSエアバッグ))

トランスミッション表示(N)

ボディー(SDM(SRSエアバッグ))

トランスミッション表示(P)
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システム名

項目名

ボディー(SDM(SRSエアバッグ))

トランスミッション表示(R)

ボディー(SDM(SRSエアバッグ))

パーキングブレーキ

ボディー(SDM(SRSエアバッグ))

ハイビーム

ボディー(SDM(SRSエアバッグ))

バッテリー

ボディー(SDM(SRSエアバッグ))

ヒルディセントコントロール作動

ボディー(SDM(SRSエアバッグ))

ヒルディセントコントロール準備未完了

ボディー(SDM(SRSエアバッグ))

フロントフォグ

ボディー(SDM(SRSエアバッグ))

リアフォグ

ボディー(SDM(SRSエアバッグ))

右側ターンシグナル

ボディー(SDM(SRSエアバッグ))

左側ターンシグナル

ボディー(SDM(SRSエアバッグ))

侵入検知OFF

ボディー(SDM(SRSエアバッグ))

燃料レベルLow

ボディー(SDM(SRSエアバッグ))

燃料内水検出

ボディー(SDM(SRSエアバッグ))

半ドア

ボディー(SDM(SRSエアバッグ))

油圧

ボディー(SDM(SRSエアバッグ))

冷却水温

ボディー(SDM(センシングアンドダイアグノシスモジュール))

ABS

ボディー(SDM(センシングアンドダイアグノシスモジュール))

AWD

ボディー(SDM(センシングアンドダイアグノシスモジュール))

ESP OFF

ボディー(SDM(センシングアンドダイアグノシスモジュール))

ESP作動

ボディー(SDM(センシングアンドダイアグノシスモジュール))

ESP準備未完了

ボディー(SDM(センシングアンドダイアグノシスモジュール))

ウインターモード

ボディー(SDM(センシングアンドダイアグノシスモジュール))

ウォッシャーフルードレベル

ボディー(SDM(センシングアンドダイアグノシスモジュール))

エアバッグ

ボディー(SDM(センシングアンドダイアグノシスモジュール))

オイル交換

ボディー(SDM(センシングアンドダイアグノシスモジュール))

クルーズ係合

ボディー(SDM(センシングアンドダイアグノシスモジュール))

グロープラグ

ボディー(SDM(センシングアンドダイアグノシスモジュール))

ディーゼルフィルター

ボディー(SDM(センシングアンドダイアグノシスモジュール))

トランスミッション表示(1速)

ボディー(SDM(センシングアンドダイアグノシスモジュール))

トランスミッション表示(2速)

ボディー(SDM(センシングアンドダイアグノシスモジュール))

トランスミッション表示(3速)

ボディー(SDM(センシングアンドダイアグノシスモジュール))

トランスミッション表示(4速)

ボディー(SDM(センシングアンドダイアグノシスモジュール))

トランスミッション表示(5速)

ボディー(SDM(センシングアンドダイアグノシスモジュール))

トランスミッション表示(D)

ボディー(SDM(センシングアンドダイアグノシスモジュール))

トランスミッション表示(N)

ボディー(SDM(センシングアンドダイアグノシスモジュール))

トランスミッション表示(P)

ボディー(SDM(センシングアンドダイアグノシスモジュール))

トランスミッション表示(R)

ボディー(SDM(センシングアンドダイアグノシスモジュール))

ハイビーム

ボディー(SDM(センシングアンドダイアグノシスモジュール))

バッテリー

ボディー(SDM(センシングアンドダイアグノシスモジュール))

ヒルディセントコントロール作動

ボディー(SDM(センシングアンドダイアグノシスモジュール))

ヒルディセントコントロール準備未完了

ボディー(SDM(センシングアンドダイアグノシスモジュール))

フロントフォグ

ボディー(SDM(センシングアンドダイアグノシスモジュール))

リアフォグ

ボディー(SDM(センシングアンドダイアグノシスモジュール))

侵入検知OFF

ボディー(SDM(センシングアンドダイアグノシスモジュール))

燃料内水検出

ボディー(SLM(シフトレバーモジュール))

LED表示テスト

ボディー(SLM(シフトレバーモジュール))

ウインターモード表示灯テスト

ボディー(SLM(シフトレバーモジュール))

シフトロックソレノイドテスト

ボディー(TIM(トレーラーインターフェイスモジュール))

バックランプテスト

ボディー(TIM(トレーラーインターフェイスモジュール))

ブレーキランプテスト

ボディー(TIM(トレーラーインターフェイスモジュール))

リアフォグランプテスト

ボディー(TIM(トレーラーインターフェイスモジュール))

右側ターンシグナルテスト

ボディー(TIM(トレーラーインターフェイスモジュール))

右側パーキングランプテスト

ボディー(TIM(トレーラーインターフェイスモジュール))

左側ターンシグナルテスト
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システム名

項目名

ボディー(TIM(トレーラーインターフェイスモジュール))

左側パーキングランプテスト

ボディー(UEC(アンダーフードリレーボックス))

CDL/盗難防止警告システム警告灯テスト

ボディー(UEC(アンダーフードリレーボックス))

インテリアランプテスト

ボディー(UEC(アンダーフードリレーボックス))

サイドリピーターテスト

ボディー(UEC(アンダーフードリレーボックス))

ターンシグナルテスト

ボディー(UEC(アンダーフードリレーボックス))

パーク-ライセンスプレートランプテスト

ボディー(UEC(アンダーフードリレーボックス))

ブレーキテールランプテスト

ボディー(UEC(アンダーフードリレーボックス))

フロントガラスウォッシャーテスト

ボディー(UEC(アンダーフードリレーボックス))

フロントターンシグナルテスト

ボディー(UEC(アンダーフードリレーボックス))

フロントパーキングランプテスト

ボディー(UEC(アンダーフードリレーボックス))

フロントハイビームテスト

ボディー(UEC(アンダーフードリレーボックス))

フロントロービームテスト

ボディー(UEC(アンダーフードリレーボックス))

フロントワイパーテスト

ボディー(UEC(アンダーフードリレーボックス))

フロントワイパーテスト高速

ボディー(UEC(アンダーフードリレーボックス))

フロントワイパーテスト低速

ボディー(UEC(アンダーフードリレーボックス))

ホーンテスト

ボディー(UEC(アンダーフードリレーボックス))

リアガラスウォッシャーテスト

ボディー(UEC(アンダーフードリレーボックス))

リアフォグランプテスト

ボディー(UEC(アンダーフードリレーボックス))

リアワイパーテスト

ボディー(VTM)

ABS

ボディー(VTM)

AWD

ボディー(VTM)

ESP OFF

ボディー(VTM)

ESP作動

ボディー(VTM)

ESP準備未完了

ボディー(VTM)

ウインターモード

ボディー(VTM)

ウォッシャーフルードレベル

ボディー(VTM)

エアバッグ

ボディー(VTM)

オイル交換

ボディー(VTM)

クルーズ係合

ボディー(VTM)

グロープラグ

ボディー(VTM)

ディーゼルフィルター

ボディー(VTM)

トランスミッション表示(1速)

ボディー(VTM)

トランスミッション表示(2速)

ボディー(VTM)

トランスミッション表示(3速)

ボディー(VTM)

トランスミッション表示(4速)

ボディー(VTM)

トランスミッション表示(5速)

ボディー(VTM)

トランスミッション表示(D)

ボディー(VTM)

トランスミッション表示(N)

ボディー(VTM)

トランスミッション表示(P)

ボディー(VTM)

トランスミッション表示(R)

ボディー(VTM)

ハイビーム

ボディー(VTM)

バッテリー

ボディー(VTM)

ヒルディセントコントロール作動

ボディー(VTM)

ヒルディセントコントロール準備未完了

ボディー(VTM)

フロントフォグ

ボディー(VTM)

リアフォグ

ボディー(VTM)

侵入検知OFF

ボディー(VTM)

燃料内水検出

ボディー(アドオンヒーター)

グロープラグテスト

ボディー(アドオンヒーター)

ヒーターテスト

ボディー(アドオンヒーター)

ブロワーモーターテスト

ボディー(イモビライザー)

エンジンイモビライザー警告灯

ボディー(インストルメント)

チャイム

ボディー(インストルメント)

LCDテスト
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システム名

項目名

ボディー(インストルメント)

MFDテスト

ボディー(インストルメント)

イルミネーション:MFD/LCD

ボディー(インストルメント)

イルミネーション:ダイヤル

ボディー(インストルメント)

イルミネーション:ポインター

ボディー(インストルメント)

エンジン回転数テスト

ボディー(インストルメント)

オドメーター液晶テスト

ボディー(インストルメント)

キー警告テスト

ボディー(インストルメント)

ゲージコントロールテスト:タコメーター

ボディー(インストルメント)

ゲージコントロールテスト:温度計

ボディー(インストルメント)

ゲージコントロールテスト:速度計

ボディー(インストルメント)

ゲージコントロールテスト:燃料計

ボディー(インストルメント)

シートベルト警告灯テスト

ボディー(インストルメント)

ブレーキ警告灯テスト

ボディー(インストルメント)

給油ランプ

ボディー(インストルメント)

警告灯テストランプON

ボディー(インストルメント)

車速テスト

ボディー(インストルメント)

瞬間タンク容量テスト

ボディー(インストルメント)

全警告灯テスト

ボディー(インストルメント)

冷却水温テスト

ボディー(インストルメントクラスター)

バックランプディミング

ボディー(インストルメントクラスター)

ドライバーインフォメーションセンターディミング

ボディー(インストルメントクラスター)

ドライバーインフォメーションセンターオプション(ダウン)

ボディー(インストルメントクラスター)

ドライバーインフォメーションセンターオプション(メニュー)

ボディー(インストルメントクラスター)

ドライバーインフォメーションセンターオプション(設定)

ボディー(インストルメントクラスター)

ドライバーインフォメーションセンターオプション(アップ)

ボディー(インストルメントクラスター)

Driver Information Center Options(Down)

ボディー(インストルメントクラスター)

Driver Information Center Options(Menu)

ボディー(インストルメントクラスター)

Driver Information Center Options(Set)

ボディー(インストルメントクラスター)

Driver Information Center Options(Up)

ボディー(インストルメントクラスター)

ドライバーインフォメーションセンターセグメント

ボディー(インストルメントクラスター)

Headlamp Light Distribution(Bad Weather)

ボディー(インストルメントクラスター)

Headlamp Light Distribution(City Street)

ボディー(インストルメントクラスター)

Headlamp Light Distribution(Country Road)

ボディー(インストルメントクラスター)

Headlamp Light Distribution(Expressway)

ボディー(インストルメントクラスター)

Headlamp Light Distribution(High Beam)

ボディー(インストルメントクラスター)

インストルメントクラスターディミング

ボディー(インストルメントクラスター)

インストルメントクラスターゲージ／インジケーターチェック

ボディー(インストルメントクラスター)

左コーナリングランプ

ボディー(インストルメントクラスター)

左ヘッドライト水平モーター

ボディー(インストルメントクラスター)

左ヘッドライト垂直モーター

ボディー(インストルメントクラスター)

ポインターディミング

ボディー(インストルメントクラスター)

右コーナリングランプ

ボディー(インストルメントクラスター)

右ヘッドライト水平モーター

ボディー(インストルメントクラスター)

右ヘッドライト垂直モーター

ボディー(インストルメントクラスター)

インストルメントクラスターゲージスイープ

ボディー(インストルメントクラスター)

全インジケーター

ボディー(インストルメントパネルクラスター)

ABS

ボディー(インストルメントパネルクラスター)

AWD

ボディー(インストルメントパネルクラスター)

ESP OFF

ボディー(インストルメントパネルクラスター)

ESP作動

ボディー(インストルメントパネルクラスター)

ESP準備未完了

ボディー(インストルメントパネルクラスター)

ウインターモード

ボディー(インストルメントパネルクラスター)

ウォッシャーフルードレベル

ボディー(インストルメントパネルクラスター)

エアバッグ
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システム名

項目名

ボディー(インストルメントパネルクラスター)

エンジンチェックランプ

ボディー(インストルメントパネルクラスター)

オイル交換

ボディー(インストルメントパネルクラスター)

クルーズ係合

ボディー(インストルメントパネルクラスター)

グロープラグ

ボディー(インストルメントパネルクラスター)

サービスインターバル

ボディー(インストルメントパネルクラスター)

シートベルト

ボディー(インストルメントパネルクラスター)

セキュリティーインジケーター

ボディー(インストルメントパネルクラスター)

ディーゼルフィルター

ボディー(インストルメントパネルクラスター)

テールゲート半ドア

ボディー(インストルメントパネルクラスター)

トランスミッション表示(1速)

ボディー(インストルメントパネルクラスター)

トランスミッション表示(2速)

ボディー(インストルメントパネルクラスター)

トランスミッション表示(3速)

ボディー(インストルメントパネルクラスター)

トランスミッション表示(4速)

ボディー(インストルメントパネルクラスター)

トランスミッション表示(5速)

ボディー(インストルメントパネルクラスター)

トランスミッション表示(D)

ボディー(インストルメントパネルクラスター)

トランスミッション表示(N)

ボディー(インストルメントパネルクラスター)

トランスミッション表示(P)

ボディー(インストルメントパネルクラスター)

トランスミッション表示(R)

ボディー(インストルメントパネルクラスター)

パーキングブレーキ

ボディー(インストルメントパネルクラスター)

ハイビーム

ボディー(インストルメントパネルクラスター)

バッテリー

ボディー(インストルメントパネルクラスター)

ヒルディセントコントロール作動

ボディー(インストルメントパネルクラスター)

ヒルディセントコントロール準備未完了

ボディー(インストルメントパネルクラスター)

フロントフォグ

ボディー(インストルメントパネルクラスター)

リアフォグ

ボディー(インストルメントパネルクラスター)

右側ターンシグナル

ボディー(インストルメントパネルクラスター)

左側ターンシグナル

ボディー(インストルメントパネルクラスター)

侵入検知OFF

ボディー(インストルメントパネルクラスター)

燃料レベルLow

ボディー(インストルメントパネルクラスター)

燃料内水検出

ボディー(インストルメントパネルクラスター)

半ドア

ボディー(インストルメントパネルクラスター)

油圧

ボディー(インストルメントパネルクラスター)

冷却水温

ボディー(インフォティメイントコントロールタッチパッド)

Infotainment Control Touchpad Haptic Accent Lamp Dimming

ボディー(インフォティメイントコントロールタッチパッド)

Infotainment Control Touchpad Haptic Buttons Backlight Dimming

ボディー(インフォティメイントコントロールタッチパッド)

Infotainment Control Touchpad Haptic FeedBack

ボディー(インフォティメイントコントロールタッチパッド)

Infotainment Control Touchpad Haptic Self-Test

ボディー(インフレータブルレストレイントセンシング 診断モジュール)

Driver Information Center Options(Down)

ボディー(インフレータブルレストレイントセンシング 診断モジュール)

Driver Information Center Options(Menu)

ボディー(インフレータブルレストレイントセンシング 診断モジュール)

Driver Information Center Options(Set)

ボディー(インフレータブルレストレイントセンシング 診断モジュール)

Driver Information Center Options(Up)

ボディー(インフレータブルレストレイントセンシング 診断モジュール)

ドライバーインフォメーションセンターセグメント

ボディー(インフレータブルレストレイントセンシング 診断モジュール)

インストルメントクラスターディミング

ボディー(インフレータブルレストレイントセンシング 診断モジュール)

助手席エアバッグOFFインジケーター

ボディー(インフレータブルレストレイントセンシング 診断モジュール)

助手席エアバッグONインジケーター

ボディー(インフレータブルレストレイントセンシング 診断モジュール)

助手席シートベルトリマインダーインジケーター

ボディー(インフレータブルレストレイントセンシング 診断モジュール)

インストルメントクラスターゲージスイープ

ボディー(インフレータブルレストレイントセンシング 診断モジュール)

全インジケーター

ボディー(エアコンコントロール)

HVAC Controls Dimming

ボディー(エアコンコントロール)

HVAC Display Dimming

ボディー(エアコンコントロール)

HVAC Display Segments

ボディー(エアコンコントロール)

HVAC Indicator Dimming

ボディー(エアコンコントロール)

すべてのインジケーター点灯

ボディー(エアコンコントロールモジュール オートデュアルゾーン(CJ2))

Air Recirculation Door Position
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システム名

項目名

ボディー(エアコンコントロールモジュール オートデュアルゾーン(CJ2))

Auxiliary Heater Request

ボディー(エアコンコントロールモジュール オートデュアルゾーン(CJ2))

ブロワーモーター回転数コマンド

ボディー(エアコンコントロールモジュール オートデュアルゾーン(CJ2))

Front Spoiler Air Inlet Motor

ボディー(エアコンコントロールモジュール オートデュアルゾーン(CJ2))

すべてのインジケーター点灯

ボディー(エアコンコントロールモジュール オートデュアルゾーン(CJ2))

左温度ドアアクチュエーター方向

ボディー(エアコンコントロールモジュール オートデュアルゾーン(CJ2))

ドアポジションモード

ボディー(エアコンコントロールモジュール オートデュアルゾーン(CJ2))

リアデフォッガー

ボディー(エアコンコントロールモジュール オートデュアルゾーン(CJ2))
ボディー(エアコンコントロールモジュール
マニュアルヒーターオンリー(C42) シングルゾーン(C67))
ボディー(エアコンコントロールモジュール
マニュアルヒーターオンリー(C42) シングルゾーン(C67))
ボディー(エアコンコントロールモジュール
マニュアルヒーターオンリー(C42) シングルゾーン(C67))
ボディー(エアコンコントロールモジュール
マニュアルヒーターオンリー(C42) シングルゾーン(C67))
ボディー(エアコンコントロールモジュール
マニュアルヒーターオンリー(C42) シングルゾーン(C67))
ボディー(エアコンコントロールモジュール
マニュアルヒーターオンリー(C42) シングルゾーン(C67))
ボディー(エアコンコントロールモジュール
マニュアルヒーターオンリー(C42) シングルゾーン(C67))
ボディー(エアコンコントロールモジュール
マニュアルヒーターオンリー(C42) シングルゾーン(C67))
ボディー(エアコンコントロールモジュール
マニュアルヒーターオンリー(C42) シングルゾーン(C67))

右温度ドアアクチュエーター方向
Air Recirculation Door Position
Auxiliary Heater Request
ブロワーモーター回転数コマンド
Front Spoiler Air Inlet Motor
すべてのインジケーター点灯
左温度ドアアクチュエーター方向
ドアポジションモード
リアデフォッガー
右温度ドアアクチュエーター方向

ボディー(エアコンコントロールモジュール(オートコントロールデュアルゾーン(CJ2)))

Air Recirculation Door Position

ボディー(エアコンコントロールモジュール(オートコントロールデュアルゾーン(CJ2)))

Auxiliary Heater Request

ボディー(エアコンコントロールモジュール(オートコントロールデュアルゾーン(CJ2)))

ブロワーモーター回転数

ボディー(エアコンコントロールモジュール(オートコントロールデュアルゾーン(CJ2)))

Front Spoiler Air Inlet Motor

ボディー(エアコンコントロールモジュール(オートコントロールデュアルゾーン(CJ2)))

すべてのインジケーター点灯

ボディー(エアコンコントロールモジュール(オートコントロールデュアルゾーン(CJ2)))

左温度ドアアクチュエーター方向

ボディー(エアコンコントロールモジュール(オートコントロールデュアルゾーン(CJ2)))

ドアポジションモード

ボディー(エアコンコントロールモジュール(オートコントロールデュアルゾーン(CJ2)))

リアデフォッガー

ボディー(エアコンコントロールモジュール(オートコントロールデュアルゾーン(CJ2)))

右温度ドアアクチュエーター方向

ボディー(エアコンコントロールモジュール(オートデュアルゾーン(CJ2)))

エアインテークドア位置

ボディー(エアコンコントロールモジュール(オートデュアルゾーン(CJ2)))

Air Recirculation Door Position

ボディー(エアコンコントロールモジュール(オートデュアルゾーン(CJ2)))

Auxiliary Heater Request

ボディー(エアコンコントロールモジュール(オートデュアルゾーン(CJ2)))

ブロワーモーター回転数

ボディー(エアコンコントロールモジュール(オートデュアルゾーン(CJ2)))

ブロワーモーター回転数コマンド

ボディー(エアコンコントロールモジュール(オートデュアルゾーン(CJ2)))

Front Spoiler Air Inlet Motor

ボディー(エアコンコントロールモジュール(オートデュアルゾーン(CJ2)))

すべてのインジケーター点灯

ボディー(エアコンコントロールモジュール(オートデュアルゾーン(CJ2)))

左温度ドアアクチュエーター方向

ボディー(エアコンコントロールモジュール(オートデュアルゾーン(CJ2)))

ドアポジションモード

ボディー(エアコンコントロールモジュール(オートデュアルゾーン(CJ2)))

リアデフォッガー

ボディー(エアコンコントロールモジュール(オートデュアルゾーン(CJ2)))

右温度ドアアクチュエーター方向

ボディー(エアコンコントロールモジュール(マニュアルコントロールヒーターオンリー(C42)))

Air Recirculation Door Position

ボディー(エアコンコントロールモジュール(マニュアルコントロールヒーターオンリー(C42)))

Auxiliary Heater Request

ボディー(エアコンコントロールモジュール(マニュアルコントロールヒーターオンリー(C42)))

ブロワーモーター回転数

ボディー(エアコンコントロールモジュール(マニュアルコントロールヒーターオンリー(C42)))

Front Spoiler Air Inlet Motor

ボディー(エアコンコントロールモジュール(マニュアルコントロールヒーターオンリー(C42)))

すべてのインジケーター点灯

ボディー(エアコンコントロールモジュール(マニュアルコントロールヒーターオンリー(C42)))

左温度ドアアクチュエーター方向

ボディー(エアコンコントロールモジュール(マニュアルコントロールヒーターオンリー(C42)))

ドアポジションモード

ボディー(エアコンコントロールモジュール(マニュアルコントロールヒーターオンリー(C42)))

リアデフォッガー

ボディー(エアコンコントロールモジュール(マニュアルコントロールヒーターオンリー(C42)))

右温度ドアアクチュエーター方向

ボディー(エアコンコントロールモジュール
(マニュアルヒーターオンリー (C42) シングルゾーン
ボディー(エアコンコントロールモジュール
(マニュアルヒーターオンリー (C42) シングルゾーン
ボディー(エアコンコントロールモジュール
(マニュアルヒーターオンリー (C42) シングルゾーン
ボディー(エアコンコントロールモジュール
(マニュアルヒーターオンリー (C42) シングルゾーン
ボディー(エアコンコントロールモジュール
(マニュアルヒーターオンリー (C42) シングルゾーン
ボディー(エアコンコントロールモジュール
(マニュアルヒーターオンリー (C42) シングルゾーン
ボディー(エアコンコントロールモジュール
(マニュアルヒーターオンリー (C42) シングルゾーン
ボディー(エアコンコントロールモジュール
(マニュアルヒーターオンリー (C42) シングルゾーン

(C67)))
(C67)))
(C67)))
(C67)))
(C67)))
(C67)))
(C67)))
(C67)))

Air Recirculation Door Position
Auxiliary Heater Request
ブロワーモーター回転数
ブロワーモーター回転数コマンド
Front Spoiler Air Inlet Motor
すべてのインジケーター点灯
左温度ドアアクチュエーター方向
ドアポジションモード

●オペル

アクティブテスト(Ver 2021.06)

システム名
ボディー(エアコンコントロールモジュール
(マニュアルヒーターオンリー (C42) シングルゾーン (C67)))
ボディー(エアコンコントロールモジュール
(マニュアルヒーターオンリー (C42) シングルゾーン (C67)))

項目名
リアデフォッガー
右温度ドアアクチュエーター方向

ボディー(エアコンコントロールモジュール(マニュアルヒーターオンリー(C42)))

Air Recirculation Door Position

ボディー(エアコンコントロールモジュール(マニュアルヒーターオンリー(C42)))

Auxiliary Heater Request

ボディー(エアコンコントロールモジュール(マニュアルヒーターオンリー(C42)))

ブロワーモーター回転数

ボディー(エアコンコントロールモジュール(マニュアルヒーターオンリー(C42)))

Front Spoiler Air Inlet Motor

ボディー(エアコンコントロールモジュール(マニュアルヒーターオンリー(C42)))

すべてのインジケーター点灯

ボディー(エアコンコントロールモジュール(マニュアルヒーターオンリー(C42)))

左温度ドアアクチュエーター方向

ボディー(エアコンコントロールモジュール(マニュアルヒーターオンリー(C42)))

ドアポジションモード

ボディー(エアコンコントロールモジュール(マニュアルヒーターオンリー(C42)))

リアデフォッガー

ボディー(エアコンコントロールモジュール(マニュアルヒーターオンリー(C42)))

右温度ドアアクチュエーター方向

ボディー(エアコンコントロールモジュール)

エアインテークドア位置

ボディー(エアコンコントロールモジュール)

Air Recirculation Door Position

ボディー(エアコンコントロールモジュール)

外気温度インスタントアップデート

ボディー(エアコンコントロールモジュール)

Auxiliary Heater Request

ボディー(エアコンコントロールモジュール)

ブロワーモーター回転数

ボディー(エアコンコントロールモジュール)

運転席温度ドアポジション

ボディー(エアコンコントロールモジュール)

すべてのインジケーター点灯

ボディー(エアコンコントロールモジュール)

LEDディミング

ボディー(エアコンコントロールモジュール)

左温度ドアアクチュエーター方向

ボディー(エアコンコントロールモジュール)

左温度ドアポジション

ボディー(エアコンコントロールモジュール)

ドアポジションモード

ボディー(エアコンコントロールモジュール)

リアデフォッガー

ボディー(エアコンコントロールモジュール)

右温度ドアアクチュエーター方向

ボディー(エンジン冷却モジュール)

パワーステージ1

ボディー(エンジン冷却モジュール)

パワーステージ2

ボディー(エンジン冷却モジュール)

パワーステージ3

ボディー(エンジン冷却モジュール)

圧力センサー信号20%

ボディー(エンジン冷却モジュール)

圧力センサー信号40%

ボディー(エンジン冷却モジュール)

圧力センサー信号60%

ボディー(エンジン冷却モジュール)

圧力センサー信号80%

ボディー(エンジン冷却モジュール)

冷媒圧力センサー値20%

ボディー(エンジン冷却モジュール)

冷媒圧力センサー値40%

ボディー(エンジン冷却モジュール)

冷媒圧力センサー値60%

ボディー(エンジン冷却モジュール)

冷媒圧力センサー値80%

ボディー(キーレスエントリーコントロールモジュール)

Exterior Dirver Door Handle Switch

ボディー(キーレスエントリーコントロールモジュール)

外装リア左ドアハンドルスイッチ

ボディー(キーレスエントリーコントロールモジュール)

外装助手席ドアハンドルスイッチ

ボディー(キーレスエントリーコントロールモジュール)

外装リア右ドアハンドルスイッチ

ボディー(ソフトトップコントローラー)

ソフトトップオープン/クローズテスト

ボディー(ソフトトップコントローラー)

ソフトトップオープンテスト

ボディー(ソフトトップコントローラー)

ソフトトップクローズテスト

ボディー(ソフトトップコントローラー)

テンションボウシリンダーバルブテスト

ボディー(ソフトトップコントローラー)

トノーシリンダーバルブテスト

ボディー(ソフトトップコントローラー)

トランクリッドロックアクチュエーターテスト

ボディー(ソフトトップコントローラー)

トランクリッドロックオープンテスト

ボディー(ソフトトップコントローラー)

トランクリッドロッククローズテスト

ボディー(ソフトトップコントローラー)

ブザーテスト

ボディー(ソフトトップコントローラー)

フロントウィンドウアップ/ダウンテスト

ボディー(ソフトトップコントローラー)

フロントウィンドウオープンテスト

ボディー(ソフトトップコントローラー)

フロントウィンドウクローズテスト

ボディー(ソフトトップコントローラー)

メインシリンダーバルブテスト

ボディー(ソフトトップコントローラー)

ラッチ信号テスト

ボディー(ソフトトップコントローラー)

リアガラスアップ/ダウンテスト

●オペル

アクティブテスト(Ver 2021.06)
システム名

項目名

ボディー(ソフトトップコントローラー)

リアガラスオープンテスト

ボディー(ソフトトップコントローラー)

リアガラスクローズテスト

ボディー(チャイムアラームコントロールモジュール)

Control Functions

ボディー(テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュール)

緑色インジケーター

ボディー(テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュール)

通話テスト

ボディー(テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュール)

Read Indicator

ボディー(トレイラーインターフェイスコントロールモジュール)

左補助テールおよびストップランプ

ボディー(トレイラーインターフェイスコントロールモジュール)

リア左補助ターンシグナルランプ

ボディー(トレイラーインターフェイスコントロールモジュール)

左テールランプ

ボディー(トレイラーインターフェイスコントロールモジュール)

Left Tariler Tail Lamp

ボディー(トレイラーインターフェイスコントロールモジュール)

左トレーラーターンシグナルランプ

ボディー(トレイラーインターフェイスコントロールモジュール)

右補助テールおよびストップランプ

ボディー(トレイラーインターフェイスコントロールモジュール)

リア右補助ターンシグナルランプ

ボディー(トレイラーインターフェイスコントロールモジュール)

右テールランプ

ボディー(トレイラーインターフェイスコントロールモジュール)

右トレーラーテールランプ

ボディー(トレイラーインターフェイスコントロールモジュール)

右トレーラーターンシグナルランプ

ボディー(トレイラーインターフェイスコントロールモジュール)

トレーラーバックアップランプ

ボディー(トレイラーインターフェイスコントロールモジュール)

Trailer Fog Lamps(s)

ボディー(トレイラーインターフェイスコントロールモジュール)

トレーラーストップランプ

ボディー(パーキングアシストコントロールモジュール)

無効履歴データ消去

ボディー(パーキングアシストコントロールモジュール)

左側障害物検知インジケーター

ボディー(パーキングアシストコントロールモジュール)

パーキングアシストスイッチLED

ボディー(パーキングアシストコントロールモジュール)

右側障害物検知インジケーター

ボディー(ヒューマンマシーンインターフェイスコントロールモジュール)

クーリングファン

ボディー(ヒューマンマシーンインターフェイスコントロールモジュール)

インフォメーションディスプレーディミング

ボディー(ヒューマンマシーンインターフェイスコントロールモジュール)

インフォメーションディスプレーテスト

ボディー(フロントシート 暖房 通気 冷却メモリーコントロールモジュール)

運転席シートクッションヒーティング

ボディー(フロントシート 暖房 通気 冷却メモリーコントロールモジュール)

助手席シートクッションヒーティング

ボディー(フロントシートヒーティングコントロールモジュール)

運転席シートクッションヒーティング

ボディー(フロントシートヒーティングコントロールモジュール)

助手席シートクッションヒーティング

ボディー(フロントビューカメラモジュール Magna (UFL))

前方衝突警報スイッチ(遠い)

ボディー(フロントビューカメラモジュール Magna (UFL))

前方衝突警報スイッチ(中間)

ボディー(フロントビューカメラモジュール Magna (UFL))

前方衝突警報スイッチ(近い)

ボディー(フロントビューカメラモジュール ヘッドランプハイビーム - Gentex)

内部リアビューミラーディミング

ボディー(フロントビューカメラモジュール
ヘッドランプハイビームコントロールモジュール - Gentex)

内部リアビューミラーディミング

ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)

ヘッドライトレベリングモーター

ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)

Headlamp Light Distribution(Bad Weather)

ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)

Headlamp Light Distribution(City Street)

ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)

Headlamp Light Distribution(Country Road)

ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)

Headlamp Light Distribution(Expressway)

ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)

Headlamp Light Distribution(High Beam)

ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)

Headlamps High Intensity Discarge Power Increase

ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)

左コーナリングランプ

ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)

左ヘッドライト水平モーター

ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)

左ヘッドライト垂直モーター

ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)

Left Tariler Tail Lamp

ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)

左トレーラーターンシグナルランプ

ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)

右コーナリングランプ

ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)

右ヘッドライト水平モーター

ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)

右ヘッドライト垂直モーター

ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)

右トレーラーテールランプ

ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)

右トレーラーターンシグナルランプ

ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)

トレーラーバックアップランプ

ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)

Trailer Fog Lamps(s)

●オペル

アクティブテスト(Ver 2021.06)
システム名

項目名

ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)

トレーラーストップランプ

ボディー(ヘッドランプレベリングデバイス)

ロービームテスト

ボディー(ボディーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))

アクセントランプ1

ボディー(ボディーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))

アクセントランプ2

ボディー(ボディーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))

アクセサリー電源リレー

ボディー(ボディーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))

アクセサリー／保持アクセサリー電源リレー

ボディー(ボディーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))

すべてのドアロック／アンロック(すべてのドアロック)

ボディー(ボディーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))

すべてのドアロック／アンロック(運転席ドアアンロック)

ボディー(ボディーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))

すべてのドアロック／アンロック(助手席ドアアンロック)

ボディー(ボディーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))

補助イグニッションランリレー

ボディー(ボディーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))

バックアップランプ

ボディー(ボディーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))

バッテリーセーバーリレー

ボディー(ボディーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))

カーゴランプ

ボディー(ボディーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))

センターストップランプ

ボディー(ボディーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))

カーテシーランプ

ボディー(ボディーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))

ドアデッドロック:ロック/アンロック

ボディー(ボディーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))

運転席ウィンドウモーター(ダウン)

ボディー(ボディーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))

運転席ウィンドウモーター(エクスプレスダウン)

ボディー(ボディーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))

運転席ウィンドウモーター(エクスプレスアップ)

ボディー(ボディーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))

運転席ウィンドウモーター(アップ)

ボディー(ボディーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))

フロントフォグランプ

ボディー(ボディーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))

燃料モードセレクトスイッチインジケーター

ボディー(ボディーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))

ハザードランプスイッチバックランプ

ボディー(ボディーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))

ヘッドライトウォッシャーリレー

ボディー(ボディーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))

ハイビーム

ボディー(ボディーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))

ホーンリレー

ボディー(ボディーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))

想定外の負荷

ボディー(ボディーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))

LEDバックランプディミング

ボディー(ボディーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))

フロント左ターンシグナルランプ

ボディー(ボディーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))

リア左ターンシグナルランプ

ボディー(ボディーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))

リア左ウィンドウモーター(エクスプレスアップ)

ボディー(ボディーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))

リア左ウィンドウモーター(ダウン)

ボディー(ボディーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))

リア左ウィンドウモーター(エクスプレスダウン)

ボディー(ボディーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))

リア左ウィンドウモーター(アップ)

ボディー(ボディーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))

ナンバープレートランプ

ボディー(ボディーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))

助手席ウィンドウモーター(エクスプレスアップ)

ボディー(ボディーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))

助手席ウィンドウモーター(ダウン)

ボディー(ボディーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))

助手席ウィンドウモーター(エクスプレスダウン)

ボディー(ボディーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))

助手席ウィンドウモーター(アップ)

ボディー(ボディーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))

リアボディークロージャ―アンラッチ

ボディー(ボディーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))

リアフォグランプリレー

ボディー(ボディーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))

リアウォッシャーリレー

ボディー(ボディーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))

フロント右ターンシグナルランプ

ボディー(ボディーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))

リア右ターンシグナルランプ

ボディー(ボディーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))

リア右ウィンドウモーター(エクスプレスアップ)

ボディー(ボディーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))

リア右ウィンドウモーター(ダウン)

ボディー(ボディーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))

リア右ウィンドウモーター(エクスプレスダウン)

ボディー(ボディーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))

リア右ウィンドウモーター(アップ)

ボディー(ボディーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))

ラン/クランクリレー

ボディー(ボディーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))

Trunck Lid Unlatch

ボディー(ボディーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))

Window Lock out Switch Indicator

ボディー(ボディーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))

フロントガラスウォッシャーリレー

ボディー(ボディーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))

フロントガラスワイパーモーターリレー(ハイ)

ボディー(ボディーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))

フロントガラスワイパーモーターリレー(ロー)

●オペル

アクティブテスト(Ver 2021.06)
システム名

項目名

ボディー(ボディーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))

フロントガラスワイパーモーターリレー(パーキング)

ボディー(ボディーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))

セキュリティーインジケーター

ボディー(ボディーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))

リアワイパー

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ETC))

アクセントランプ1

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ETC))

アクセントランプ2

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ETC))

アクセサリー電源リレー

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ETC))

アクセサリー／保持アクセサリー電源リレー

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ETC))

すべてのドアロック／アンロック(すべてのドアロック)

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ETC))

すべてのドアロック／アンロック(運転席ドアアンロック)

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ETC))

すべてのドアロック／アンロック(助手席ドアアンロック)

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ETC))

補助イグニッションランリレー

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ETC))

バックアップランプ

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ETC))

バッテリーセーバーリレー

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ETC))

カーゴランプ

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ETC))

センターストップランプ

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ETC))

カーテシーランプ

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ETC))

ドアデッドロック: ロック／アンロック

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ETC))

運転席ウィンドウモーター(ダウン)

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ETC))

運転席ウィンドウモーター(エクスプレスダウン)

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ETC))

運転席ウィンドウモーター(エクスプレスアップ)

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ETC))

運転席ウィンドウモーター(アップ)

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ETC))

フロントフォグランプ

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ETC))

ハザードランプスイッチバックランプ

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ETC))

ヘッドライトウォッシャーリレー

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ETC))

ハイビーム

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ETC))

ホーンリレー

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ETC))

想定外の負荷

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ETC))

LEDバックランプディミング

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ETC))

フロント左ターンシグナルランプ

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ETC))

リア左ターンシグナルランプ

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ETC))

リア左ウィンドウモーター(エクスプレスアップ)

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ETC))

リア左ウィンドウモーター(ダウン)

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ETC))

リア左ウィンドウモーター(エクスプレスダウン)

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ETC))

リア左ウィンドウモーター(アップ)

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ETC))

ナンバープレートランプ

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ETC))

助手席ウィンドウモーター(エクスプレスアップ)

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ETC))

助手席ウィンドウモーター(ダウン)

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ETC))

助手席ウィンドウモーター(エクスプレスダウン)

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ETC))

助手席ウィンドウモーター(アップ)

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ETC))

リアボディークロージャ―アンラッチ

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ETC))

リアフォグランプリレー

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ETC))

リアウォッシャーリレー

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ETC))

フロント右ターンシグナルランプ

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ETC))

リア右ターンシグナルランプ

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ETC))

リア右ウィンドウモーター(エクスプレスアップ)

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ETC))

リア右ウィンドウモーター(ダウン)

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ETC))

リア右ウィンドウモーター(エクスプレスダウン)

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ETC))

リア右ウィンドウモーター(アップ)

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ETC))

ラン／クランクリレー

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ETC))

Window Lock out Switch Indicator

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ETC))

フロントガラスウォッシャーリレー

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ETC))

フロントガラスワイパーモーターリレー(ハイ)

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ETC))

フロントガラスワイパーモーターリレー(ロー)

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ETC))

フロントガラスワイパーモーターリレー(パーキング)

●オペル

アクティブテスト(Ver 2021.06)
システム名

項目名

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ETC))

セキュリティーインジケーター

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ETC))

リアワイパー

ボディー(ボディーコントロールモジュール(GTC))

アクセントランプ1

ボディー(ボディーコントロールモジュール(GTC))

アクセサリー／保持アクセサリー電源リレー

ボディー(ボディーコントロールモジュール(GTC))

すべてのドアロック／アンロック(すべてのドアロック)

ボディー(ボディーコントロールモジュール(GTC))

すべてのドアロック／アンロック(運転席ドアアンロック)

ボディー(ボディーコントロールモジュール(GTC))

すべてのドアロック／アンロック(助手席ドアアンロック)

ボディー(ボディーコントロールモジュール(GTC))

補助イグニッションランリレー

ボディー(ボディーコントロールモジュール(GTC))

バックアップランプ

ボディー(ボディーコントロールモジュール(GTC))

バッテリーセーバーリレー

ボディー(ボディーコントロールモジュール(GTC))

カーゴランプ

ボディー(ボディーコントロールモジュール(GTC))

センターストップランプ

ボディー(ボディーコントロールモジュール(GTC))

カーテシーランプ

ボディー(ボディーコントロールモジュール(GTC))

ドアデッドロック: ロック／アンロック

ボディー(ボディーコントロールモジュール(GTC))

運転席ウィンドウモーター(ダウン)

ボディー(ボディーコントロールモジュール(GTC))

運転席ウィンドウモーター(エクスプレスダウン)

ボディー(ボディーコントロールモジュール(GTC))

運転席ウィンドウモーター(エクスプレスアップ)

ボディー(ボディーコントロールモジュール(GTC))

運転席ウィンドウモーター(アップ)

ボディー(ボディーコントロールモジュール(GTC))

フロントフォグランプ

ボディー(ボディーコントロールモジュール(GTC))

ハザードランプスイッチバックランプ

ボディー(ボディーコントロールモジュール(GTC))

ヘッドライトウォッシャーリレー

ボディー(ボディーコントロールモジュール(GTC))

ハイビーム

ボディー(ボディーコントロールモジュール(GTC))

ホーンリレー

ボディー(ボディーコントロールモジュール(GTC))

想定外の負荷

ボディー(ボディーコントロールモジュール(GTC))

白熱灯調光

ボディー(ボディーコントロールモジュール(GTC))

LEDバックランプディミング

ボディー(ボディーコントロールモジュール(GTC))

フロント左ターンシグナルランプ

ボディー(ボディーコントロールモジュール(GTC))

リア左ターンシグナルランプ

ボディー(ボディーコントロールモジュール(GTC))

ナンバープレートランプ

ボディー(ボディーコントロールモジュール(GTC))

助手席ウィンドウモーター(エクスプレスアップ)

ボディー(ボディーコントロールモジュール(GTC))

助手席ウィンドウモーター(ダウン)

ボディー(ボディーコントロールモジュール(GTC))

助手席ウィンドウモーター(エクスプレスダウン)

ボディー(ボディーコントロールモジュール(GTC))

助手席ウィンドウモーター(アップ)

ボディー(ボディーコントロールモジュール(GTC))

リアフォグランプリレー

ボディー(ボディーコントロールモジュール(GTC))

リアウォッシャーリレー

ボディー(ボディーコントロールモジュール(GTC))

フロント右ターンシグナルランプ

ボディー(ボディーコントロールモジュール(GTC))

リア右ターンシグナルランプ

ボディー(ボディーコントロールモジュール(GTC))

ラン／クランクリレー

ボディー(ボディーコントロールモジュール(GTC))

Trunck Lid Unlatch

ボディー(ボディーコントロールモジュール(GTC))

Window Lock out Switch Indicator

ボディー(ボディーコントロールモジュール(GTC))

フロントガラスウォッシャーリレー

ボディー(ボディーコントロールモジュール(GTC))

フロントガラスワイパーモーターリレー(ハイ)

ボディー(ボディーコントロールモジュール(GTC))

フロントガラスワイパーモーターリレー(ロー)

ボディー(ボディーコントロールモジュール(GTC))

フロントガラスワイパーモーターリレー(パーキング)

ボディー(ボディーコントロールモジュール(GTC))

セキュリティーインジケーター

ボディー(ボディーコントロールモジュール(GTC))

リアワイパー

ボディー(ボディーコントロールモジュール(オートシングルゾーン(C68)))

アクセントランプ2

ボディー(ボディーコントロールモジュール(オートシングルゾーン(C68)))

アクセサリー電源リレー

ボディー(ボディーコントロールモジュール(オートシングルゾーン(C68)))

アクセサリー／保持アクセサリー電源リレー

ボディー(ボディーコントロールモジュール(オートシングルゾーン(C68)))

すべてのドアロック／アンロック(すべてのドアロック)

ボディー(ボディーコントロールモジュール(オートシングルゾーン(C68)))

すべてのドアロック／アンロック(運転席ドアアンロック)

ボディー(ボディーコントロールモジュール(オートシングルゾーン(C68)))

すべてのドアロック／アンロック(助手席ドアアンロック)

ボディー(ボディーコントロールモジュール(オートシングルゾーン(C68)))

補助イグニッションランリレー

ボディー(ボディーコントロールモジュール(オートシングルゾーン(C68)))

バックアップランプ

●オペル

アクティブテスト(Ver 2021.06)
システム名

項目名

ボディー(ボディーコントロールモジュール(オートシングルゾーン(C68)))

バッテリーセーバーリレー

ボディー(ボディーコントロールモジュール(オートシングルゾーン(C68)))

センターストップランプ

ボディー(ボディーコントロールモジュール(オートシングルゾーン(C68)))

City Mode Indicator

ボディー(ボディーコントロールモジュール(オートシングルゾーン(C68)))

カーテシーランプ

ボディー(ボディーコントロールモジュール(オートシングルゾーン(C68)))

ドアデッドロック: ロック／アンロック

ボディー(ボディーコントロールモジュール(オートシングルゾーン(C68)))

運転席ウィンドウモーター(ダウン)

ボディー(ボディーコントロールモジュール(オートシングルゾーン(C68)))

運転席ウィンドウモーター(エクスプレスダウン)

ボディー(ボディーコントロールモジュール(オートシングルゾーン(C68)))

運転席ウィンドウモーター(エクスプレスアップ)

ボディー(ボディーコントロールモジュール(オートシングルゾーン(C68)))

運転席ウィンドウモーター(アップ)

ボディー(ボディーコントロールモジュール(オートシングルゾーン(C68)))

フロントフォグランプ

ボディー(ボディーコントロールモジュール(オートシングルゾーン(C68)))

ハザードランプスイッチバックランプ

ボディー(ボディーコントロールモジュール(オートシングルゾーン(C68)))

ハイビーム

ボディー(ボディーコントロールモジュール(オートシングルゾーン(C68)))

ホーンリレー

ボディー(ボディーコントロールモジュール(オートシングルゾーン(C68)))

想定外の負荷

ボディー(ボディーコントロールモジュール(オートシングルゾーン(C68)))

LEDバックランプディミング

ボディー(ボディーコントロールモジュール(オートシングルゾーン(C68)))

フロント左ターンシグナルランプ

ボディー(ボディーコントロールモジュール(オートシングルゾーン(C68)))

リア左ターンシグナルランプ

ボディー(ボディーコントロールモジュール(オートシングルゾーン(C68)))

ナンバープレートランプ

ボディー(ボディーコントロールモジュール(オートシングルゾーン(C68)))

助手席ウィンドウモーター(エクスプレスアップ)

ボディー(ボディーコントロールモジュール(オートシングルゾーン(C68)))

助手席ウィンドウモーター(ダウン)

ボディー(ボディーコントロールモジュール(オートシングルゾーン(C68)))

助手席ウィンドウモーター(エクスプレスダウン)

ボディー(ボディーコントロールモジュール(オートシングルゾーン(C68)))

助手席ウィンドウモーター(アップ)

ボディー(ボディーコントロールモジュール(オートシングルゾーン(C68)))

リアボディークロージャ―アンラッチ

ボディー(ボディーコントロールモジュール(オートシングルゾーン(C68)))

リアフォグランプリレー

ボディー(ボディーコントロールモジュール(オートシングルゾーン(C68)))

リアウォッシャーリレー

ボディー(ボディーコントロールモジュール(オートシングルゾーン(C68)))

フロント右ターンシグナルランプ

ボディー(ボディーコントロールモジュール(オートシングルゾーン(C68)))

リア右ターンシグナルランプ

ボディー(ボディーコントロールモジュール(オートシングルゾーン(C68)))

ラン／クランクリレー

ボディー(ボディーコントロールモジュール(オートシングルゾーン(C68)))

セキュリティー警告音

ボディー(ボディーコントロールモジュール(オートシングルゾーン(C68)))

トランクランプ

ボディー(ボディーコントロールモジュール(オートシングルゾーン(C68)))

フロントガラスワイパーモーターリレー(ハイ)

ボディー(ボディーコントロールモジュール(オートシングルゾーン(C68)))

フロントガラスワイパーモーターリレー(ロー)

ボディー(ボディーコントロールモジュール(オートシングルゾーン(C68)))

フロントガラスワイパーモーターリレー(パーキング)

ボディー(ボディーコントロールモジュール(オートシングルゾーン(C68)))

セキュリティーインジケーター

ボディー(ボディーコントロールモジュール(オートシングルゾーン(C68)))

リアワイパー

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ステーションワゴン))

アクセントランプ1

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ステーションワゴン))

アクセントランプ2

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ステーションワゴン))

アクセサリー電源リレー

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ステーションワゴン))

アクセサリー／保持アクセサリー電源リレー

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ステーションワゴン))

すべてのドアロック／アンロック(すべてのドアロック)

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ステーションワゴン))

すべてのドアロック／アンロック(運転席ドアアンロック)

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ステーションワゴン))

すべてのドアロック／アンロック(助手席ドアアンロック)

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ステーションワゴン))

補助イグニッションランリレー

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ステーションワゴン))

バックアップランプ

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ステーションワゴン))

バッテリーセーバーリレー

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ステーションワゴン))

カーゴランプ

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ステーションワゴン))

センターストップランプ

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ステーションワゴン))

カーテシーランプ

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ステーションワゴン))

ドアデッドロック: ロック／アンロック

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ステーションワゴン))

運転席ウィンドウモーター(ダウン)

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ステーションワゴン))

運転席ウィンドウモーター(エクスプレスダウン)

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ステーションワゴン))

運転席ウィンドウモーター(エクスプレスアップ)

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ステーションワゴン))

運転席ウィンドウモーター(アップ)

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ステーションワゴン))

フロントフォグランプ

●オペル

アクティブテスト(Ver 2021.06)
システム名

項目名

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ステーションワゴン))

ジェネレーターレギュレーター設定値

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ステーションワゴン))

ハザードランプスイッチバックランプ

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ステーションワゴン))

ヘッドライトウォッシャーリレー

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ステーションワゴン))

ハイビーム

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ステーションワゴン))

ホーンリレー

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ステーションワゴン))

想定外の負荷

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ステーションワゴン))

白熱灯調光

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ステーションワゴン))

LEDバックランプディミング

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ステーションワゴン))

フロント左ターンシグナルランプ

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ステーションワゴン))

リア左ターンシグナルランプ

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ステーションワゴン))

リア左ウィンドウモーター(エクスプレスアップ)

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ステーションワゴン))

リア左ウィンドウモーター(ダウン)

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ステーションワゴン))

リア左ウィンドウモーター(エクスプレスダウン)

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ステーションワゴン))

リア左ウィンドウモーター(アップ)

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ステーションワゴン))

左ストップランプ

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ステーションワゴン))

ナンバープレートランプ

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ステーションワゴン))

助手席ウィンドウモーター(エクスプレスアップ)

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ステーションワゴン))

助手席ウィンドウモーター(ダウン)

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ステーションワゴン))

助手席ウィンドウモーター(エクスプレスダウン)

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ステーションワゴン))

助手席ウィンドウモーター(アップ)

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ステーションワゴン))

リアボディークロージャーアンラッチ

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ステーションワゴン))

リアフォグランプリレー

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ステーションワゴン))

リアウォッシャーリレー

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ステーションワゴン))

フロント右ターンシグナルランプ

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ステーションワゴン))

リア右ターンシグナルランプ

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ステーションワゴン))

リア右ウィンドウモーター(エクスプレスアップ)

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ステーションワゴン))

リア右ウィンドウモーター(ダウン)

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ステーションワゴン))

リア右ウィンドウモーター(エクスプレスダウン)

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ステーションワゴン))

リア右ウィンドウモーター(アップ)

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ステーションワゴン))

右ストップランプ

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ステーションワゴン))

ラン／クランクリレー

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ステーションワゴン))

Trunck Lid Unlatch

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ステーションワゴン))

トランクランプ

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ステーションワゴン))

Window Lock out Switch Indicator

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ステーションワゴン))

フロントガラスウォッシャーリレー

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ステーションワゴン))

フロントガラスワイパーモーターリレー(ハイ)

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ステーションワゴン))

フロントガラスワイパーモーターリレー(ロー)

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ステーションワゴン))

フロントガラスワイパーモーターリレー(パーキング)

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ステーションワゴン))

セキュリティーインジケーター

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ステーションワゴン))

リアワイパー

ボディー(ボディーコントロールモジュール(セダン))

アクセントランプ1

ボディー(ボディーコントロールモジュール(セダン))

アクセントランプ2

ボディー(ボディーコントロールモジュール(セダン))

アクセサリー／保持アクセサリー電源リレー

ボディー(ボディーコントロールモジュール(セダン))

すべてのドアロック／アンロック(すべてのドアロック)

ボディー(ボディーコントロールモジュール(セダン))

すべてのドアロック／アンロック(運転席ドアアンロック)

ボディー(ボディーコントロールモジュール(セダン))

すべてのドアロック／アンロック(助手席ドアアンロック)

ボディー(ボディーコントロールモジュール(セダン))

補助イグニッションランリレー

ボディー(ボディーコントロールモジュール(セダン))

バックアップランプ

ボディー(ボディーコントロールモジュール(セダン))

バッテリーセーバーリレー

ボディー(ボディーコントロールモジュール(セダン))

カーゴランプ

ボディー(ボディーコントロールモジュール(セダン))

センターストップランプ

ボディー(ボディーコントロールモジュール(セダン))

カーテシーランプ

ボディー(ボディーコントロールモジュール(セダン))

ドアデッドロック: ロック／アンロック

ボディー(ボディーコントロールモジュール(セダン))

運転席ウィンドウモーター(ダウン)

●オペル

アクティブテスト(Ver 2021.06)
システム名

項目名

ボディー(ボディーコントロールモジュール(セダン))

運転席ウィンドウモーター(エクスプレスダウン)

ボディー(ボディーコントロールモジュール(セダン))

運転席ウィンドウモーター(エクスプレスアップ)

ボディー(ボディーコントロールモジュール(セダン))

運転席ウィンドウモーター(アップ)

ボディー(ボディーコントロールモジュール(セダン))

フロントフォグランプ

ボディー(ボディーコントロールモジュール(セダン))

ジェネレーターレギュレーター設定値

ボディー(ボディーコントロールモジュール(セダン))

ハザードランプスイッチバックランプ

ボディー(ボディーコントロールモジュール(セダン))

ヘッドライトウォッシャーリレー

ボディー(ボディーコントロールモジュール(セダン))

ハイビーム

ボディー(ボディーコントロールモジュール(セダン))

ホーンリレー

ボディー(ボディーコントロールモジュール(セダン))

想定外の負荷

ボディー(ボディーコントロールモジュール(セダン))

白熱灯調光

ボディー(ボディーコントロールモジュール(セダン))

LEDバックランプディミング

ボディー(ボディーコントロールモジュール(セダン))

フロント左ターンシグナルランプ

ボディー(ボディーコントロールモジュール(セダン))

リア左ターンシグナルランプ

ボディー(ボディーコントロールモジュール(セダン))

リア左ウィンドウモーター(エクスプレスアップ)

ボディー(ボディーコントロールモジュール(セダン))

リア左ウィンドウモーター(ダウン)

ボディー(ボディーコントロールモジュール(セダン))

リア左ウィンドウモーター(エクスプレスダウン)

ボディー(ボディーコントロールモジュール(セダン))

リア左ウィンドウモーター(アップ)

ボディー(ボディーコントロールモジュール(セダン))

左ストップランプ

ボディー(ボディーコントロールモジュール(セダン))

ナンバープレートランプ

ボディー(ボディーコントロールモジュール(セダン))

助手席ウィンドウモーター(エクスプレスアップ)

ボディー(ボディーコントロールモジュール(セダン))

助手席ウィンドウモーター(ダウン)

ボディー(ボディーコントロールモジュール(セダン))

助手席ウィンドウモーター(エクスプレスダウン)

ボディー(ボディーコントロールモジュール(セダン))

助手席ウィンドウモーター(アップ)

ボディー(ボディーコントロールモジュール(セダン))

リアボディークロージャーアンラッチ

ボディー(ボディーコントロールモジュール(セダン))

リアフォグランプリレー

ボディー(ボディーコントロールモジュール(セダン))

リアウォッシャーリレー

ボディー(ボディーコントロールモジュール(セダン))

フロント右ターンシグナルランプ

ボディー(ボディーコントロールモジュール(セダン))

リア右ターンシグナルランプ

ボディー(ボディーコントロールモジュール(セダン))

リア右ウィンドウモーター(エクスプレスアップ)

ボディー(ボディーコントロールモジュール(セダン))

リア右ウィンドウモーター(ダウン)

ボディー(ボディーコントロールモジュール(セダン))

リア右ウィンドウモーター(エクスプレスダウン)

ボディー(ボディーコントロールモジュール(セダン))

リア右ウィンドウモーター(アップ)

ボディー(ボディーコントロールモジュール(セダン))

右ストップランプ

ボディー(ボディーコントロールモジュール(セダン))

ラン／クランクリレー

ボディー(ボディーコントロールモジュール(セダン))

Trunck Lid Unlatch

ボディー(ボディーコントロールモジュール(セダン))

トランクランプ

ボディー(ボディーコントロールモジュール(セダン))

Window Lock out Switch Indicator

ボディー(ボディーコントロールモジュール(セダン))

フロントガラスウォッシャーリレー

ボディー(ボディーコントロールモジュール(セダン))

フロントガラスワイパーモーターリレー(ハイ)

ボディー(ボディーコントロールモジュール(セダン))

フロントガラスワイパーモーターリレー(ロー)

ボディー(ボディーコントロールモジュール(セダン))

フロントガラスワイパーモーターリレー(パーキング)

ボディー(ボディーコントロールモジュール(セダン))

セキュリティーインジケーター

ボディー(ボディーコントロールモジュール(セダン))

リアワイパー

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ハッチバック))

アクセントランプ1

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ハッチバック))

アクセントランプ2

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ハッチバック))

アクセサリー電源リレー

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ハッチバック))

アクセサリー／保持アクセサリー電源リレー

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ハッチバック))

すべてのドアロック／アンロック(すべてのドアロック)

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ハッチバック))

すべてのドアロック／アンロック(運転席ドアアンロック)

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ハッチバック))

すべてのドアロック／アンロック(助手席ドアアンロック)

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ハッチバック))

補助イグニッションランリレー

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ハッチバック))

バックアップランプ

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ハッチバック))

バッテリーセーバーリレー

●オペル

アクティブテスト(Ver 2021.06)
システム名

項目名

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ハッチバック))

カーゴランプ

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ハッチバック))

センターストップランプ

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ハッチバック))

カーテシーランプ

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ハッチバック))

ドアデッドロック: ロック／アンロック

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ハッチバック))

運転席ウィンドウモーター(ダウン)

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ハッチバック))

運転席ウィンドウモーター(エクスプレスダウン)

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ハッチバック))

運転席ウィンドウモーター(エクスプレスアップ)

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ハッチバック))

運転席ウィンドウモーター(アップ)

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ハッチバック))

フロントフォグランプ

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ハッチバック))

ジェネレーターレギュレーター設定値

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ハッチバック))

ハザードランプスイッチバックランプ

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ハッチバック))

ヘッドライトウォッシャーリレー

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ハッチバック))

ハイビーム

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ハッチバック))

ホーンリレー

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ハッチバック))

想定外の負荷

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ハッチバック))

白熱灯調光

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ハッチバック))

LEDバックランプディミング

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ハッチバック))

フロント左ターンシグナルランプ

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ハッチバック))

リア左ターンシグナルランプ

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ハッチバック))

リア左ウィンドウモーター(エクスプレスアップ)

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ハッチバック))

リア左ウィンドウモーター(ダウン)

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ハッチバック))

リア左ウィンドウモーター(エクスプレスダウン)

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ハッチバック))

リア左ウィンドウモーター(アップ)

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ハッチバック))

左ストップランプ

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ハッチバック))

ナンバープレートランプ

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ハッチバック))

助手席ウィンドウモーター(エクスプレスアップ)

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ハッチバック))

助手席ウィンドウモーター(ダウン)

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ハッチバック))

助手席ウィンドウモーター(エクスプレスダウン)

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ハッチバック))

助手席ウィンドウモーター(アップ)

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ハッチバック))

リアボディークロージャーアンラッチ

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ハッチバック))

リアフォグランプリレー

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ハッチバック))

リアウォッシャーリレー

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ハッチバック))

フロント右ターンシグナルランプ

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ハッチバック))

リア右ターンシグナルランプ

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ハッチバック))

リア右ウィンドウモーター(エクスプレスアップ)

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ハッチバック))

リア右ウィンドウモーター(ダウン)

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ハッチバック))

リア右ウィンドウモーター(エクスプレスダウン)

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ハッチバック))

リア右ウィンドウモーター(アップ)

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ハッチバック))

右ストップランプ

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ハッチバック))

ラン／クランクリレー

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ハッチバック))

Trunck Lid Unlatch

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ハッチバック))

トランクランプ

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ハッチバック))

Window Lock out Switch Indicator

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ハッチバック))

フロントガラスウォッシャーリレー

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ハッチバック))

フロントガラスワイパーモーターリレー(ハイ)

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ハッチバック))

フロントガラスワイパーモーターリレー(ロー)

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ハッチバック))

フロントガラスワイパーモーターリレー(パーキング)

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ハッチバック))

セキュリティーインジケーター

ボディー(ボディーコントロールモジュール(ハッチバック))

リアワイパー

ボディー(ボディーコントロールモジュール
(マニュアルヒーターオンリー(C41) シングルゾーン(C60)))
ボディー(ボディーコントロールモジュール
(マニュアルヒーターオンリー(C41) シングルゾーン(C60)))
ボディー(ボディーコントロールモジュール
(マニュアルヒーターオンリー(C41) シングルゾーン(C60)))
ボディー(ボディーコントロールモジュール
(マニュアルヒーターオンリー(C41) シングルゾーン(C60)))
ボディー(ボディーコントロールモジュール
(マニュアルヒーターオンリー(C41) シングルゾーン(C60)))

アクセントランプ2
アクセサリー電源リレー
アクセサリー／保持アクセサリー電源リレー
すべてのドアロック／アンロック(すべてのドアロック)
すべてのドアロック／アンロック(運転席ドアアンロック)

●オペル

アクティブテスト(Ver 2021.06)

システム名
ボディー(ボディーコントロールモジュール
(マニュアルヒーターオンリー(C41) シングルゾーン(C60)))
ボディー(ボディーコントロールモジュール
(マニュアルヒーターオンリー(C41) シングルゾーン(C60)))
ボディー(ボディーコントロールモジュール
(マニュアルヒーターオンリー(C41) シングルゾーン(C60)))
ボディー(ボディーコントロールモジュール
(マニュアルヒーターオンリー(C41) シングルゾーン(C60)))
ボディー(ボディーコントロールモジュール
(マニュアルヒーターオンリー(C41) シングルゾーン(C60)))
ボディー(ボディーコントロールモジュール
(マニュアルヒーターオンリー(C41) シングルゾーン(C60)))
ボディー(ボディーコントロールモジュール
(マニュアルヒーターオンリー(C41) シングルゾーン(C60)))
ボディー(ボディーコントロールモジュール
(マニュアルヒーターオンリー(C41) シングルゾーン(C60)))
ボディー(ボディーコントロールモジュール
(マニュアルヒーターオンリー(C41) シングルゾーン(C60)))
ボディー(ボディーコントロールモジュール
(マニュアルヒーターオンリー(C41) シングルゾーン(C60)))
ボディー(ボディーコントロールモジュール
(マニュアルヒーターオンリー(C41) シングルゾーン(C60)))
ボディー(ボディーコントロールモジュール
(マニュアルヒーターオンリー(C41) シングルゾーン(C60)))
ボディー(ボディーコントロールモジュール
(マニュアルヒーターオンリー(C41) シングルゾーン(C60)))
ボディー(ボディーコントロールモジュール
(マニュアルヒーターオンリー(C41) シングルゾーン(C60)))
ボディー(ボディーコントロールモジュール
(マニュアルヒーターオンリー(C41) シングルゾーン(C60)))
ボディー(ボディーコントロールモジュール
(マニュアルヒーターオンリー(C41) シングルゾーン(C60)))
ボディー(ボディーコントロールモジュール
(マニュアルヒーターオンリー(C41) シングルゾーン(C60)))
ボディー(ボディーコントロールモジュール
(マニュアルヒーターオンリー(C41) シングルゾーン(C60)))
ボディー(ボディーコントロールモジュール
(マニュアルヒーターオンリー(C41) シングルゾーン(C60)))
ボディー(ボディーコントロールモジュール
(マニュアルヒーターオンリー(C41) シングルゾーン(C60)))
ボディー(ボディーコントロールモジュール
(マニュアルヒーターオンリー(C41) シングルゾーン(C60)))
ボディー(ボディーコントロールモジュール
(マニュアルヒーターオンリー(C41) シングルゾーン(C60)))
ボディー(ボディーコントロールモジュール
(マニュアルヒーターオンリー(C41) シングルゾーン(C60)))
ボディー(ボディーコントロールモジュール
(マニュアルヒーターオンリー(C41) シングルゾーン(C60)))
ボディー(ボディーコントロールモジュール
(マニュアルヒーターオンリー(C41) シングルゾーン(C60)))
ボディー(ボディーコントロールモジュール
(マニュアルヒーターオンリー(C41) シングルゾーン(C60)))
ボディー(ボディーコントロールモジュール
(マニュアルヒーターオンリー(C41) シングルゾーン(C60)))
ボディー(ボディーコントロールモジュール
(マニュアルヒーターオンリー(C41) シングルゾーン(C60)))
ボディー(ボディーコントロールモジュール
(マニュアルヒーターオンリー(C41) シングルゾーン(C60)))
ボディー(ボディーコントロールモジュール
(マニュアルヒーターオンリー(C41) シングルゾーン(C60)))
ボディー(ボディーコントロールモジュール
(マニュアルヒーターオンリー(C41) シングルゾーン(C60)))
ボディー(ボディーコントロールモジュール
(マニュアルヒーターオンリー(C41) シングルゾーン(C60)))
ボディー(ボディーコントロールモジュール
(マニュアルヒーターオンリー(C41) シングルゾーン(C60)))
ボディー(ボディーコントロールモジュール
(マニュアルヒーターオンリー(C41) シングルゾーン(C60)))
ボディー(ボディーコントロールモジュール
(マニュアルヒーターオンリー(C41) シングルゾーン(C60)))
ボディー(ボディーコントロールモジュール
(マニュアルヒーターオンリー(C41) シングルゾーン(C60)))
ボディー(ボディーコントロールモジュール
(マニュアルヒーターオンリー(C41) シングルゾーン(C60)))
ボディー(ボディーコントロールモジュール
(マニュアルヒーターオンリー(C41) シングルゾーン(C60)))
ボディー(ボディーコントロールモジュール
(マニュアルヒーターオンリー(C41) シングルゾーン(C60)))

項目名
すべてのドアロック／アンロック(助手席ドアアンロック)
補助イグニッションランリレー
バックアップランプ
バッテリーセーバーリレー
センターストップランプ
City Mode Indicator
カーテシーランプ
ドアデッドロック: ロック／アンロック
運転席ウィンドウモーター(ダウン)
運転席ウィンドウモーター(エクスプレスダウン)
運転席ウィンドウモーター(エクスプレスアップ)
運転席ウィンドウモーター(アップ)
フロントフォグランプ
ハザードランプスイッチバックランプ
ハイビーム
ホーンリレー
想定外の負荷
LEDバックランプディミング
フロント左ターンシグナルランプ
リア左ターンシグナルランプ
ナンバープレートランプ
助手席ウィンドウモーター(エクスプレスアップ)
助手席ウィンドウモーター(ダウン)
助手席ウィンドウモーター(エクスプレスダウン)
助手席ウィンドウモーター(アップ)
リアボディークロージャーアンラッチ
リアデフォッガーインジケーター
リアフォグランプリレー
リアウォッシャーリレー
フロント右ターンシグナルランプ
リア右ターンシグナルランプ
ラン／クランクリレー
セキュリティー警告音
トランクランプ
フロントガラスワイパーモーターリレー(ハイ)
フロントガラスワイパーモーターリレー(ロー)
フロントガラスワイパーモーターリレー(パーキング)
セキュリティーインジケーター
リアワイパー

ボディー(ボディーコントロールモジュール)

アクセントランプ1

ボディー(ボディーコントロールモジュール)

アクセントランプ2

ボディー(ボディーコントロールモジュール)

アクセサリー／保持アクセサリー電源リレー

ボディー(ボディーコントロールモジュール)

Alarm Siren Test

ボディー(ボディーコントロールモジュール)

すべてのドアロック

ボディー(ボディーコントロールモジュール)

すべてのドアロック／アンロック(すべてのドアロック)

ボディー(ボディーコントロールモジュール)

すべてのドアロック／アンロック(運転席ドアアンロック)

ボディー(ボディーコントロールモジュール)

すべてのドアロック／アンロック(助手席ドアアンロック)

ボディー(ボディーコントロールモジュール)

Anti Theft Horn Relay Test

ボディー(ボディーコントロールモジュール)

補助イグニッションランリレー

ボディー(ボディーコントロールモジュール)

バックアップランプ

ボディー(ボディーコントロールモジュール)

バッテリーセーバーリレー

ボディー(ボディーコントロールモジュール)

BTSIソレノイド

ボディー(ボディーコントロールモジュール)

カーゴランプ

ボディー(ボディーコントロールモジュール)

センターストップランプ
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システム名

項目名

ボディー(ボディーコントロールモジュール)

Comfort Closing Test

ボディー(ボディーコントロールモジュール)

カーテシーランプ

ボディー(ボディーコントロールモジュール)

ドアデッドロック: ロック／アンロック

ボディー(ボディーコントロールモジュール)

運転席ドアアンロック

ボディー(ボディーコントロールモジュール)

運転席ウィンドウモーター(ダウン)

ボディー(ボディーコントロールモジュール)

運転席ウィンドウモーター(エクスプレスダウン)

ボディー(ボディーコントロールモジュール)

運転席ウィンドウモーター(エクスプレスアップ)

ボディー(ボディーコントロールモジュール)

運転席ウィンドウモーター(アップ)

ボディー(ボディーコントロールモジュール)

フロントフォグランプ

ボディー(ボディーコントロールモジュール)

燃料モードセレクトスイッチインジケーター

ボディー(ボディーコントロールモジュール)

ジェネレーターレギュレーター設定値

ボディー(ボディーコントロールモジュール)

ハザードランプスイッチバックランプ

ボディー(ボディーコントロールモジュール)

ヘッドライトウォッシャーリレー

ボディー(ボディーコントロールモジュール)

ハイビーム

ボディー(ボディーコントロールモジュール)

ホーンリレー

ボディー(ボディーコントロールモジュール)

想定外の負荷

ボディー(ボディーコントロールモジュール)

白熱灯調光

ボディー(ボディーコントロールモジュール)

LEDバックランプディミング

ボディー(ボディーコントロールモジュール)

LEDバックライト調光(105)

ボディー(ボディーコントロールモジュール)

フロント左パーキングランプ

ボディー(ボディーコントロールモジュール)

フロント左ターンシグナルランプ

ボディー(ボディーコントロールモジュール)

リア左パーキングランプ

ボディー(ボディーコントロールモジュール)

リア左ターンシグナルランプ

ボディー(ボディーコントロールモジュール)

リア左ウィンドウモーター(エクスプレスアップ)

ボディー(ボディーコントロールモジュール)

リア左ウィンドウモーター(ダウン)

ボディー(ボディーコントロールモジュール)

リア左ウィンドウモーター(エクスプレスダウン)

ボディー(ボディーコントロールモジュール)

Left Rear Window Motor (Express Up)

ボディー(ボディーコントロールモジュール)

リア左ウィンドウモーター(アップ)

ボディー(ボディーコントロールモジュール)

ナンバープレートランプ

ボディー(ボディーコントロールモジュール)

ロービームランプ

ボディー(ボディーコントロールモジュール)

パーキングランプ

ボディー(ボディーコントロールモジュール)

助手席エアバッグOFFインジケーター

ボディー(ボディーコントロールモジュール)

助手席エアバッグONインジケーター

ボディー(ボディーコントロールモジュール)

助手席ドアアンロック

ボディー(ボディーコントロールモジュール)

助手席シートベルトリマインダーインジケーター

ボディー(ボディーコントロールモジュール)

助手席ウィンドウモーター(エクスプレスアップ)

ボディー(ボディーコントロールモジュール)

助手席ウィンドウモーター(ダウン)

ボディー(ボディーコントロールモジュール)

助手席ウィンドウモーター(エクスプレスダウン)

ボディー(ボディーコントロールモジュール)

助手席ウィンドウモーター(アップ)

ボディー(ボディーコントロールモジュール)

リアボディークロージャーアンラッチ

ボディー(ボディーコントロールモジュール)

リアデフォッガー

ボディー(ボディーコントロールモジュール)

リアフォグランプ

ボディー(ボディーコントロールモジュール)

リアフォグランプリレー

ボディー(ボディーコントロールモジュール)

リアウォッシャーリレー

ボディー(ボディーコントロールモジュール)

フロント右パーキングランプ

ボディー(ボディーコントロールモジュール)

フロント右ターンシグナルランプ

ボディー(ボディーコントロールモジュール)

リア右パーキングランプ

ボディー(ボディーコントロールモジュール)

リア右ターンシグナルランプ

ボディー(ボディーコントロールモジュール)

リア右ウィンドウモーター(エクスプレスアップ)

ボディー(ボディーコントロールモジュール)

リア右ウィンドウモーター(ダウン)

ボディー(ボディーコントロールモジュール)

リア右ウィンドウモーター(エクスプレスダウン)

ボディー(ボディーコントロールモジュール)

Right Rear Window Motor (Express Up)

ボディー(ボディーコントロールモジュール)

リア右ウィンドウモーター(アップ)

ボディー(ボディーコントロールモジュール)

ラン／クランクリレー
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システム名

項目名

ボディー(ボディーコントロールモジュール)

シフトロックソレノイドアクチュエーター

ボディー(ボディーコントロールモジュール)

Ultra Sound Module Test

ボディー(ボディーコントロールモジュール)

Window Lock out Switch Indicator

ボディー(ボディーコントロールモジュール)

ウィンドウロックアウトスイッチインジケーター

ボディー(ボディーコントロールモジュール)

フロントガラスウォッシャーポンプ

ボディー(ボディーコントロールモジュール)

フロントガラスウォッシャーリレー

ボディー(ボディーコントロールモジュール)

フロントガラスワイパー高速リレー

ボディー(ボディーコントロールモジュール)

フロントガラスワイパーモーターリレー

ボディー(ボディーコントロールモジュール)

フロントガラスワイパーモーターリレー(ハイ)

ボディー(ボディーコントロールモジュール)

フロントガラスワイパーモーターリレー(ロー)

ボディー(ボディーコントロールモジュール)

フロントガラスワイパーモーターリレー(パーキング)

ボディー(ボディーコントロールモジュール)

アンロック/デッドロックテスト

ボディー(ボディーコントロールモジュール)

アンロック/ロックテスト

ボディー(ボディーコントロールモジュール)

インジケーター/ディスプレー調光(105)

ボディー(ボディーコントロールモジュール)

インストルメント調光テスト

ボディー(ボディーコントロールモジュール)

インテリアランプテスト

ボディー(ボディーコントロールモジュール)

セキュリティーインジケーター

ボディー(ボディーコントロールモジュール)

セントラルドアロック表示灯テスト

ボディー(ボディーコントロールモジュール)

ターンシグナルテスト

ボディー(ボディーコントロールモジュール)

ダブルロック(オプション)

ボディー(ボディーコントロールモジュール)

ドアツーステップアンロック

ボディー(ボディーコントロールモジュール)

ドアロック

ボディー(ボディーコントロールモジュール)

パーキングランプテスト

ボディー(ボディーコントロールモジュール)

ハイビームテスト

ボディー(ボディーコントロールモジュール)

ハザードランプテスト

ボディー(ボディーコントロールモジュール)

バッテリーセービングテスト

ボディー(ボディーコントロールモジュール)

フォローミーホームテスト

ボディー(ボディーコントロールモジュール)

ブロワーモーターテスト

ボディー(ボディーコントロールモジュール)

フロントカーテシーランプテスト

ボディー(ボディーコントロールモジュール)

フロントガラスウォッシャー

ボディー(ボディーコントロールモジュール)

フロントハイビームテスト

ボディー(ボディーコントロールモジュール)

フロントフォグランプテスト

ボディー(ボディーコントロールモジュール)

フロントワイパー

ボディー(ボディーコントロールモジュール)

フロントワイパーHigh

ボディー(ボディーコントロールモジュール)

フロントワイパードライブ

ボディー(ボディーコントロールモジュール)

ヘッドライトウォッシャー

ボディー(ボディーコントロールモジュール)

ヘッドライトウォッシャーテスト

ボディー(ボディーコントロールモジュール)

ホーン

ボディー(ボディーコントロールモジュール)

ホーンテスト

ボディー(ボディーコントロールモジュール)

リアカーテシーランプテスト

ボディー(ボディーコントロールモジュール)

リアガラスデフォッガーテスト

ボディー(ボディーコントロールモジュール)

リアデフォッガーLED(マニュアルエアコン)

ボディー(ボディーコントロールモジュール)

リアデフォッガーリレー(マニュアルエアコン)

ボディー(ボディーコントロールモジュール)

リアフォグランプテスト

ボディー(ボディーコントロールモジュール)

リアワイパー

ボディー(ボディーコントロールモジュール)

リアワイパーON

ボディー(ボディーコントロールモジュール)

リアワイパーデフォッガーテスト

ボディー(ボディーコントロールモジュール)

リフトゲートガラスリリース

ボディー(ボディーコントロールモジュール)

リフトゲート作動(105)

ボディー(ボディーコントロールモジュール)

ロービーム

ボディー(ボディーコントロールモジュール)

ロービームテスト

ボディー(ボディーコントロールモジュール)

ワイパーテスト(高速)

ボディー(ボディーコントロールモジュール)

ワイパーテスト(低速)

ボディー(ボディーコントロールモジュール)

右側/全パーキングランプ(105のみ)
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システム名

項目名

ボディー(ボディーコントロールモジュール)

右側ターンシグナルテスト

ボディー(ボディーコントロールモジュール)

右側ターンシグナルランプ(トレーラー)

ボディー(ボディーコントロールモジュール)

運転席側パワーウィンドウリフターテスト

ボディー(ボディーコントロールモジュール)

左側/全パーキングランプ

ボディー(ボディーコントロールモジュール)

左側ターンシグナルテスト

ボディー(ボディーコントロールモジュール)

左側ターンシグナルランプ(トレーラー)

ボディー(ボディーコントロールモジュール)

補助電源センサー(THATCHAM)

ボディー(ラジオ(IOA))

フロント左スピーカー

ボディー(ラジオ(IOA))

リア左スピーカー

ボディー(ラジオ(IOA))

フロント右スピーカー

ボディー(ラジオ(IOA))

リア右スピーカー

ボディー(ラジオ(UF7 UM7))

フロント左スピーカー

ボディー(ラジオ(UF7 UM7))

リア左スピーカー

ボディー(ラジオ(UF7 UM7))

フロント右スピーカー

ボディー(ラジオ(UF7 UM7))

リア右スピーカー

ボディー(ラジオ(UH7))

イジェクト

ボディー(ラジオ(UH7))

フロント左スピーカー

ボディー(ラジオ(UH7))

リア左スピーカー

ボディー(ラジオ(UH7))

フロント右スピーカー

ボディー(ラジオ(UH7))

リア右スピーカー

ボディー(ラジオ(UM7))

フロント左スピーカー

ボディー(ラジオ(UM7))

リア左スピーカー

ボディー(ラジオ(UM7))

フロント右スピーカー

ボディー(ラジオ(UM7))

リア右スピーカー

ボディー(ラジオ(チャイム (UL5)))

チャイム

ボディー(ラジオ(ラジオ))
ボディー(ラジオ(ラジオ))

インフォメーションディスプレー／
インフォテイメントフェースプレートリセット
インフォメーションディスプレー／
インフォテイメントフェイスプレート起動

ボディー(ラジオ(ラジオ))

フロント左スピーカー

ボディー(ラジオ(ラジオ))

リア左スピーカー

ボディー(ラジオ(ラジオ))

フロント右スピーカー

ボディー(ラジオ(ラジオ))

リア右スピーカー

ボディー(ラジオ)

Active AM/FM Antena

ボディー(ラジオ)

Digital Audio Broadcast Antena

ボディー(ラジオコントロール)

バックランプディミング

ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー)

キーフォブボタンテスト

ボディー(リモートヒーターアンドエアコン(オートコントロールシングルゾーン(C68)))

Air Recirculation Door Position

ボディー(リモートヒーターアンドエアコン(オートコントロールシングルゾーン(C68)))

Auxiliary Heater Request

ボディー(リモートヒーターアンドエアコン(オートコントロールシングルゾーン(C68)))

ブロワーモーター回転数

ボディー(リモートヒーターアンドエアコン(オートコントロールシングルゾーン(C68)))

すべてのインジケーター点灯

ボディー(リモートヒーターアンドエアコン(オートコントロールシングルゾーン(C68)))

左温度ドアアクチュエーター方向

ボディー(リモートヒーターアンドエアコン(オートコントロールシングルゾーン(C68)))

ドアポジションモード

ボディー(リモートヒーターアンドエアコン(オートコントロールシングルゾーン(C68)))

リアデフォッガー

ボディー(リモートヒーターアンドエアコン(オートコントロールデュアルゾーン(CJ2)))

エアインテークドア位置

ボディー(リモートヒーターアンドエアコン(オートコントロールデュアルゾーン(CJ2)))

Air Recirculation Door Position

ボディー(リモートヒーターアンドエアコン(オートコントロールデュアルゾーン(CJ2)))

Auxiliary Heater Request

ボディー(リモートヒーターアンドエアコン(オートコントロールデュアルゾーン(CJ2)))

ブロワーモーター回転数

ボディー(リモートヒーターアンドエアコン(オートコントロールデュアルゾーン(CJ2)))

Front Spoiler Air Inlet Motor

ボディー(リモートヒーターアンドエアコン(オートコントロールデュアルゾーン(CJ2)))

すべてのインジケーター点灯

ボディー(リモートヒーターアンドエアコン(オートコントロールデュアルゾーン(CJ2)))

左温度ドアアクチュエーター方向

ボディー(リモートヒーターアンドエアコン(オートコントロールデュアルゾーン(CJ2)))

ドアポジションモード

ボディー(リモートヒーターアンドエアコン(オートコントロールデュアルゾーン(CJ2)))

リアデフォッガー

ボディー(リモートヒーターアンドエアコン(オートコントロールデュアルゾーン(CJ2)))

右温度ドアアクチュエーター方向

ボディー(リモートヒーターアンドエアコン(オートデュアルゾーン(CJ2)))

エアインテークドア位置

ボディー(リモートヒーターアンドエアコン(オートデュアルゾーン(CJ2)))

Air Recirculation Door Position

●オペル

アクティブテスト(Ver 2021.06)
システム名

項目名

ボディー(リモートヒーターアンドエアコン(オートデュアルゾーン(CJ2)))

Auxiliary Heater Request

ボディー(リモートヒーターアンドエアコン(オートデュアルゾーン(CJ2)))

ブロワーモーター回転数

ボディー(リモートヒーターアンドエアコン(オートデュアルゾーン(CJ2)))

すべてのインジケーター点灯

ボディー(リモートヒーターアンドエアコン(オートデュアルゾーン(CJ2)))

左温度ドアアクチュエーター方向

ボディー(リモートヒーターアンドエアコン(オートデュアルゾーン(CJ2)))

ドアポジションモード

ボディー(リモートヒーターアンドエアコン(オートデュアルゾーン(CJ2)))

リアデフォッガー

ボディー(リモートヒーターアンドエアコン(オートデュアルゾーン(CJ2)))

右温度ドアアクチュエーター方向

ボディー(リモートヒーターアンドエアコン
(マニュアルコントロールシングルゾーン(C67)))
ボディー(リモートヒーターアンドエアコン
(マニュアルコントロールシングルゾーン(C67)))
ボディー(リモートヒーターアンドエアコン
(マニュアルコントロールシングルゾーン(C67)))
ボディー(リモートヒーターアンドエアコン
(マニュアルコントロールシングルゾーン(C67)))
ボディー(リモートヒーターアンドエアコン
(マニュアルコントロールシングルゾーン(C67)))
ボディー(リモートヒーターアンドエアコン
(マニュアルコントロールシングルゾーン(C67)))
ボディー(リモートヒーターアンドエアコン
(マニュアルコントロールシングルゾーン(C67)))
ボディー(リモートヒーターアンドエアコン
(マニュアルコントロールシングルゾーン(C67)))
ボディー(リモートヒーターアンドエアコン
(マニュアルコントロールシングルゾーン(C67)))
ボディー(リモートヒーターアンドエアコン
(マニュアルコントロールシングルゾーン(C67)))
ボディー(リモートヒーターアンドエアコン
(マニュアルコントロールヒーターオンリー(C42)))
ボディー(リモートヒーターアンドエアコン
(マニュアルコントロールヒーターオンリー(C42)))
ボディー(リモートヒーターアンドエアコン
(マニュアルコントロールヒーターオンリー(C42)))
ボディー(リモートヒーターアンドエアコン
(マニュアルコントロールヒーターオンリー(C42)))
ボディー(リモートヒーターアンドエアコン
(マニュアルコントロールヒーターオンリー(C42)))
ボディー(リモートヒーターアンドエアコン
(マニュアルコントロールヒーターオンリー(C42)))
ボディー(リモートヒーターアンドエアコン
(マニュアルコントロールヒーターオンリー(C42)))
ボディー(リモートヒーターアンドエアコン
(マニュアルヒーターオンリー (C42) シングルゾーン
ボディー(リモートヒーターアンドエアコン
(マニュアルヒーターオンリー (C42) シングルゾーン
ボディー(リモートヒーターアンドエアコン
(マニュアルヒーターオンリー (C42) シングルゾーン
ボディー(リモートヒーターアンドエアコン
(マニュアルヒーターオンリー (C42) シングルゾーン
ボディー(リモートヒーターアンドエアコン
(マニュアルヒーターオンリー (C42) シングルゾーン
ボディー(リモートヒーターアンドエアコン
(マニュアルヒーターオンリー (C42) シングルゾーン
ボディー(リモートヒーターアンドエアコン
(マニュアルヒーターオンリー (C42) シングルゾーン

エアインテークドア位置
Air Recirculation Door Position
Auxiliary Heater Request
ブロワーモーター回転数
Front Spoiler Air Inlet Motor
すべてのインジケーター点灯
左温度ドアアクチュエーター方向
ドアポジションモード
リアデフォッガー
右温度ドアアクチュエーター方向
Air Recirculation Door Position
Auxiliary Heater Request
ブロワーモーター回転数
すべてのインジケーター点灯
左温度ドアアクチュエーター方向
ドアポジションモード
リアデフォッガー
(C67)))
(C67)))
(C67)))
(C67)))
(C67)))
(C67)))
(C67)))

Air Recirculation Door Position
Auxiliary Heater Request
ブロワーモーター回転数
すべてのインジケーター点灯
左温度ドアアクチュエーター方向
ドアポジションモード
リアデフォッガー

ボディー(左側オブジェクト検出コントロールモジュール)

物体検知警告インジケーター

ボディー(左側オブジェクト検出コントロールモジュール)

リアクロストラフィック音声警告

ボディー(左側オブジェクト検出コントロールモジュール)

リアクロストラフィック視覚警告

ボディー(車両方向カメラコントロールモジュール Hella (UVL UVT UVW))

Traffic Sign Indicator Test

ボディー(車両方向カメラコントロールモジュール Magna (UFL))

前方衝突警報スイッチ(遠い)

ボディー(車両方向カメラコントロールモジュール Magna (UFL))

前方衝突警報スイッチ(中間)

ボディー(車両方向カメラコントロールモジュール Magna (UFL))

前方衝突警報スイッチ(近い)

ボディー(車両方向カメラコントロールモジュール Magna (UFL))

Forward Collision Alert Switch(Far)

ボディー(車両方向カメラコントロールモジュール Magna (UFL))

Forward Collision Alert Switch(Medium)

ボディー(車両方向カメラコントロールモジュール Magna (UFL))

Forward Collision Alert Switch(Near)

ボディー(車両方向カメラコントロールモジュール Magna (UFL))

ハイビーム

ボディー(車両方向カメラコントロールモジュール Magna (UFL))

車線逸脱警報インジケーター

ボディー(車両方向カメラコントロールモジュール Magna (UFL))

車線逸脱警報スイッチ

ボディー(車両方向カメラコントロールモジュール ヘッドランプハイビーム - Gentex (TQ5))

内部リアビューミラーディミング

ボディー(車両方向カメラコントロールモジュール ヘッドランプハイビーム - Gentex)

内部リアビューミラーディミング

ボディー(車両方向カメラコントロールモジュール
ヘッドランプハイビームコントロールモジュール - Gentex (TQ5))
ボディー(車両方向カメラコントロールモジュール
ヘッドランプハイビームコントロールモジュール - Gentex)

内部リアビューミラーディミング
内部リアビューミラーディミング

ボディー(中央ドアロック)

CDL/盗難防止警告システム警告灯テスト

ボディー(中央ドアロック)

Comfort Closing Test(Close)

ボディー(中央ドアロック)

Comfort Closing Test(Inactive)

ボディー(中央ドアロック)

Comfort Closing Test(Open)

ボディー(中央ドアロック)

Unlock/Lock Test(Dead Lock)

ボディー(中央ドアロック)

Unlock/Lock Test(Lock)
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ボディー(中央ドアロック)

Unlock/Lock Test(Unlock)

ボディー(中央ドアロック)

アンロック/デッドロックテスト

ボディー(中央ドアロック)

アンロック/ロックテスト

ボディー(中央ドアロック)

イグニッションコイルシリンダー1テスト

ボディー(中央ドアロック)

イグニッションコイルシリンダー2テスト

ボディー(中央ドアロック)

イグニッションコイルシリンダー3テスト

ボディー(中央ドアロック)

サンルーフ/ウィンドウテスト

ボディー(中央ドアロック)

ターンシグナルテスト

ボディー(中央ドアロック)

トランクリリーステスト

ボディー(通信ユニット)

デッドロック

ボディー(通信ユニット)

ドアロック

ボディー(通信ユニット)

ドアロックランプ

ボディー(通信ユニット)

トランク/ドアアンロック

ボディー(通信ユニット)

ハザードランプLED

ボディー(通信ユニット)

フロントインテリアランプ

ボディー(通信ユニット)

リアインテリアランプ

ボディー(通信ユニット)

リアガラスデミスター

ボディー(通信ユニット)

ワイパー(低速)

ボディー(通信ユニット)

右側インジケーターリレー

ボディー(通信ユニット)

左側インジケーターリレー

ボディー(電子クライメートコントロール)

インテリアフラップモーターテスト

ボディー(電子クライメートコントロール)

エアコンインフォメーションシグナルテスト

ボディー(電子クライメートコントロール)

エアミックスフラップモーターテスト

ボディー(電子クライメートコントロール)

ディスプレーテスト

ボディー(電子クライメートコントロール)

デフロスターフラップモーターテスト

ボディー(電子クライメートコントロール)

フレッシュフラップモーターテスト

ボディー(電子クライメートコントロール)

ブロワーモーターテスト

ボディー(電子クライメートコントロール)

足元フラップモーターテスト

ボディー(電子クライメートコントロール)

内気循環フラップモーターテスト

ボディー(電子油圧ハードトップ)

セルフテスト

ボディー(盗難防止警報システム)

CDL/盗難防止警告システム警告灯テスト

ボディー(盗難防止警報システム)

ホーンテスト

ボディー(補助ボディーコントロールモジュール)

リアフォグランプ

ボディー(補助ボディーコントロールモジュール)

トレーラーフォグランプ

