
●スマート　アクティブテスト(Ver 2021.06)
項目名

　12V PTCヒーターブースターリレー

　A1e30(油圧警告灯)

　A1e54(水温警告灯)

　エアコンコンプレッサー

　フューエルポンプ作動

　バイパスバルブバキュームセル(ウェイストゲート)駆動

　シャーシダイナモメーターモード作動

　構成部品バイバスバルブ(ウェストゲート)駆動

　構成部品インジケーターランプ駆動

　構成部品M16/8(エアミックスアクチュエーター)駆動

　構成部品M39(内気循環フラップアクチュエーターモーター)駆動

　ポインターインストルメント駆動

　構成部品グローアウトプットステージ駆動

　構成部品高電圧車両電源ウォーターポンプスイッチオーバーバルブ駆動

　構成部品M3(フューエルポンプ)アクチュエーション

　構成部品PTCヒーターブースター駆動

　構成部品ポンプモーター駆動

　構成部品ボリュームコントロールバルブ駆動

　構成部品レール圧コントロールバルブ駆動

　構成部品バッテリー冷却システムウォーターポンプ&amp;ウォーターポンプ2(リターン)駆動: 100%

　構成部品バッテリー冷却システムウォーターポンプ&amp;ウォーターポンプ2(リターン)駆動: 50%

　クラッシュシグナル駆動

　排気ガス再循環作動

　フューエルタンクベンチレーション駆動

　ハイビーム駆動

　車両ソケット: インジケーターランプ(緑色)駆動

　車両ソケット: インジケーターランプ(赤色)駆動

　ロービーム駆動

　インターロック回路オルタネーター信号駆動

　サイドマーカーランプ駆動

　フォグランプ駆動(特殊装備)

　スロットルバルブ駆動

　ワイパーモーター駆動(ステージ1)

　テストサウンド駆動

　エアコンコンプレッサークラッチ

　エアコンECOモードLED ON

　エアコンLED ON

　コントロールユニットバックサイドバス: フロントガラスリーディングシステム(緑)

　コントロールユニットバックサイドバス: フロントガラスリーディングシステム(赤)

　コントロールユニットバックサイドバス: フロントガラスリーディングシステム(黄)

　ブレーキブースターバキュームポンプ

　ブレーキランプ

　バルブテスト

　構成部品N23s1(ヒーター付キリアガラススイッチ)LEDヲ駆動シテクダサイ

　構成部品S6/1s1(ハザードランプスイッチ)LEDヲ駆動シテクダサイ
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　構成部品S6/1s12(セントラルロック[ZV]車内ロックスイッチ)LEDヲ駆動シテクダサイ

　構成部品S6/1s8(フロントフォグランプスイッチ)LEDヲ駆動シテクダサイ

　セントラルロッキング

　セントラルロックインジケーターランプ

　セントラルロックLED ON

　セントラルロッキングロック状態

　セントラルロック: アンロック

　チャージインジケーターランプ

　クロージングシステム

　ソフトトップ閉

　クラッチ機能テスト:テスト1実行

　クラッチ機能テスト:テスト2実行

　クラッチ機能テスト:テスト3実行

　クラッチパルス(クラッチ交換後)

　エアコンコンプレッサー

　冷却ファンモーター: 100%

　冷却ファンモーター: 45%

　自動チャイルドシート検知OFF

　ディスプレーOFF

　表示テスト

　E15/2(フロントドームランプ) / E15/3(リアドームランプ) / E18/1(ロードコンパートメントランプ)

　電動駆動&amp;高電圧チャージャーウォーターポンプ

　基準値デトランスミッション励磁

　エンジンチェックランプ

　エンジンファン

　エンジン停止状態

　エンジンスタート

　エンジン始動/ブロワースイッチ: [0]

　F2k1(ヒーター付キリアガラス/サイドミラーリレー)

　ファンファーレホーン

　フォグランプ

　コントロールユニットフロントサイドバス: フロントガラスリーディングシステム1

　コントロールユニットフロントサイドバス: フロントガラスリーディングシステム2

　コントロールユニットフロントサイドバス: フロントガラスリーディングシステム(緑)

　コントロールユニットフロントサイドバス: フロントガラスリーディングシステム(赤)

　コントロールユニットフロントサイドバス: フロントガラスリーディングシステム(黄)

　G2(ジェネレーター)

　ハザードランプ ディマーLED

　ハザードランプLED OFF

　ハザードランプLED ON

　油圧ポンプ

　アイドル回転数上昇 1250RPM

　アイドル回転数上昇 1500RPM

　アイドル回転数上昇 1750RPM

　イグニッションON
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　イグニッションON、ブロワー(ステージ1)ON

　IG ON,ENG OFF

　イグニッションON、[P]ギア

　イグニッションON/エンジン停止

　イグニッションON/エンジン停止/ハンドブレーキヲカケル

　イグニッションON/エンジン停止/[N]ギア

　エアバッグインジケーターランプ&amp;警告灯

　R1(ヒーター付キリアガラス)インジケーターランプ

　インジケーターランプ

　インストルメントクラスター(カラー表示): 100%

　インストルメントクラスター(カラー表示): 50%

　インストルメントクラスター(白黒表示): 100%

　インストルメントクラスター(白黒表示): 50%

　インテリアランプ

　K33(エアコン電源ソレノイドスイッチ)

　構成部品X58/23(チャージャー差込ミソケット)緑色LED

　助手席エアバッグLED

　構成部品X58/23(チャージャー差込ミソケット)赤色LED

　構成部品X58/23(チャージャー差込ミソケット)白色LED

　フロント左LED: ON

　フロント左シートヒーター: スイッチON

　左ハイビーム

　左ロービーム

　ターンシグナル左

　左ターンシグナルランプ&amp;右ターンシグナルランプ

　左ターンシグナルランプ

　左ターンシグナルランプ駆動(ONフェーズ)

　ライセンスプレートランプ

　構成部品X58/23(チャージャー差込ミソケット)充電ケーブル: ロック

　構成部品X58/23(チャージャー差込ミソケット)充電ケーブル: アンロック

　高電圧構成部品ロック: ロック

　構成部品'X58/23(充電器差込ミソケット)'充電ケーブルロックマタハロック解除

　リアソフトトップ下降/閉

　M14/7(トランクリッドセントラルロックモーター)

　M16/6(スロットルバルブアクチュエーター)

　M2/14(エアミックスアクチュエーターモーター)

　M2/15(エア分配アクチュエーターモーター)

　M2/5(エアフラップ及ビ内気循環フラップアクチュエーターモーター)

　M3(Fuel pump)

　M3/3(フューエルレベルセンサーオヨビ温度センサー付キフューエルポンプ)

　M33(電動エアポンプ)(USA)

　M33(セカンダリーエアインジェクションポンプ)

　M4/2(冷却ファンモーター)

　M4/4(ファン)

　M4/7(ファンモーター)
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　M44(エアクーラー循環ポンプチャージ)

　M56(バキュームポンプ)

　M6/1(ワイパーモーター)

　MIL

　トランスミッションヲ基準位置ニ移動

　マルチファンクションディスプレー(青)

　マルチファンクションディスプレー(緑)

　マルチファンクションディスプレー(赤)

　マルチファンクションディスプレーテスト画像

　N76/1(ブロワーレギュレーター)

　三元触媒上流O2センサーヒーター

　運転席窓開ケル/ブレーキペダルヲ踏ミ込ンダママ保持/エンジン始動/車内ヲ空ニスル/全ドアヲ閉ジル/車内ロックボタンヲ使用シ車両ヲロック

　構成部品トランクリッド開機能

　ソフトトップ開

　機能照明操作(100%)

　機能照明操作(50%)

　スターター操作

　ポインター

　パワープラントウォーターポンプスイッチオーバーバルブ

　プレグローインジケーターランプ

　フロント左プレッシャーリリース

　フロント右プレッシャーリリース

　リアプレッシャーリリース

　リアウインドウデフロスター

　トランクリッド

　フロントワイパーリレー(ステージ1)

　ソフトトップコントロールリレー

　セントラルロック(ロック)リレー

　セントラルロック(アンロック)リレー

　E1e5(左ターンシグナルランプ)リレー

　E2e5(右ターンシグナルランプ)リレー

　エンジンファンリレー

　フォグランプリレー

　フロントワイパーリレー

　ホーンリレー

　ロービームリレー

　M33(電動エアポンプ)リレー

　メインビームリレー

　リアガラスデフロスターリレー

　リアワイパーリレー

　サイドランプリレー

　トランクリッドリモートリリースリレー

　O2センサー適応値リセット

　フロント右LED: ON

　フロント右シートヒーター: スイッチON
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　右ハイビーム

　右ロービーム

　ターンシグナル右

　右ターンシグナルランプ

　右ターンシグナルランプ駆動(ONフェーズ)

　セレクタレバーリリース

　個別ギアヘシフト -&gt; [1速]ギア

　個別ギアヘシフト -&gt; [2速]ギア

　個別ギアヘシフト -&gt; [3速]ギア

　個別ギアヘシフト -&gt; [4速]ギア

　個別ギアヘシフト -&gt; [5速]ギア

　個別ギアヘシフト -&gt; [6速]ギア

　個別ギアヘシフト -&gt; [N]ギア

　個別ギアヘシフト -&gt; [R]ギア

　スピードメーターテスト

　スタンディングランプ

　エンジン始動、エンジン暖機

　エンジン始動、エンジンアイドル状態

　コントロールユニットN47-7(ABSコントロールモジュール)スワッピングチェック

　エアコンコンプレッサースイッチON

　構成部品M44(チャージエアファンモーター)スイッチON

　トランスミッションリレースイッチON

　三元触媒上流センサーヒータースイッチON

　テールライト

　クラッチ係合/開放位置学習

　クラッチ引キズリ点学習

　インストルメントクラスターLCDディスプレー駆動

　トランスミッション調整

　高電圧構成部品ロック: アンロック

　ウェイクアップライン

　警告ブザー

　ワイパーP位置(ターミナル31b)

　Y101(バイパスエアスイッチオーバーバルブ)

　Y120(ブーストプレッシャー制御フラップ)

　Y130(エンジンオイルポンプバルブ)

　Y16/2(ヒーターシステムシャットオフバルブ)

　Y19/1(高電圧車両電源クーリングシャットオフバルブ)

　Y19/3(エバポレーターシャットオフバルブ)

　Y32(セカンダリーエアインジェクションポンプスイッチオーバーバルブ)

　Y32(セカンダリーエアインジェクションポンプスイッチオーバーバルブ)(USA)

　Y49/10(可変カムシャフト調整バルブ)

　Y58/1(パージコントロールバルブ)

　Y58/4(活性チャコールキャニスターシャットオフバルブ)

　Y98(内燃エンジンプリヒーティングエアフラップ)

　横Gセンサー0点補正
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