
●トヨタ・レクサス アクティブテスト(ver 2021.06)
システム 項目名

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　２次空気ＶＳＶ

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　２次空気システム

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　３方ＶＳＶ

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　Ａ／Ｃ　Ｍｇクラッチ

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　Ａ／Ｃカット信号制御

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　Ａ／Ｃマグネットクラッチリレー

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　Ａ／Ｃマグネットクラッチ制御

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　Ａ／Ｆセンサー噴射量制御

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　ＡＣＣカットリレー

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　ＡＣＥＭ

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　ＡＣＩＳ　ＶＳＶモーターデューティー比

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　ＡＣＭ禁止

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　ＡＣＭ禁止制御

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　ＡＩＣＶ　ＶＳＶ

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　ＡＩ駆動（ＡＳＶ開／ＡＰ－ＯＮ）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　ＡＩ駆動（ＡＳＶ閉／ＡＰ－ＯＮ）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　ＡＩ駆動２（ＡＳＶ開／ＡＰ－ＯＮ）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　ＣＶＴ減速ＳＯＬ

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　ＣＶＴ増速ＳＯＬ

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　ＣＶＴ変速位置

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（ポート噴射）（噴射停止）（１気筒）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（ポート噴射）（噴射停止）（２気筒）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（ポート噴射）（噴射停止）（３気筒）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（ポート噴射）（噴射停止）（４気筒）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（ポート噴射）（噴射停止）（５気筒）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（ポート噴射）（噴射停止）（６気筒）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（ポート噴射）（噴射停止）（７気筒）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（ポート噴射）（噴射停止）（８気筒）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（ポート噴射）（噴射点火停止）（１気筒）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（ポート噴射）（噴射点火停止）（２気筒）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（ポート噴射）（噴射点火停止）（３気筒）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（ポート噴射）（噴射点火停止）（４気筒）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（ポート噴射）（噴射点火停止）（５気筒）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（ポート噴射）（噴射点火停止）（６気筒）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（ポート噴射）（噴射点火停止）（７気筒）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（ポート噴射）（噴射点火停止）（８気筒）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（制御依存）（噴射停止）（１気筒）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（制御依存）（噴射停止）（２気筒）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（制御依存）（噴射停止）（３気筒）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（制御依存）（噴射停止）（４気筒）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（制御依存）（噴射停止）（５気筒）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（制御依存）（噴射停止）（６気筒）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（制御依存）（噴射停止）（７気筒）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（制御依存）（噴射停止）（８気筒）



●トヨタ・レクサス アクティブテスト(ver 2021.06)
システム 項目名

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（制御依存）（噴射点火停止）（１気筒）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（制御依存）（噴射点火停止）（２気筒）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（制御依存）（噴射点火停止）（３気筒）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（制御依存）（噴射点火停止）（４気筒）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（制御依存）（噴射点火停止）（５気筒）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（制御依存）（噴射点火停止）（６気筒）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（制御依存）（噴射点火停止）（７気筒）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（制御依存）（噴射点火停止）（８気筒）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（筒内１）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（筒内２）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（筒内３）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（筒内４）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（筒内５）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（筒内６）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（筒内７）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（筒内８）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（筒内噴射）（噴射停止）（１気筒）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（筒内噴射）（噴射停止）（２気筒）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（筒内噴射）（噴射停止）（３気筒）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（筒内噴射）（噴射停止）（４気筒）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（筒内噴射）（噴射停止）（５気筒）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（筒内噴射）（噴射停止）（６気筒）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（筒内噴射）（噴射停止）（７気筒）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（筒内噴射）（噴射停止）（８気筒）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（筒内噴射）（噴射点火停止）（１気筒）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（筒内噴射）（噴射点火停止）（２気筒）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（筒内噴射）（噴射点火停止）（３気筒）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（筒内噴射）（噴射点火停止）（４気筒）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（筒内噴射）（噴射点火停止）（５気筒）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（筒内噴射）（噴射点火停止）（６気筒）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（筒内噴射）（噴射点火停止）（７気筒）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（筒内噴射）（噴射点火停止）（８気筒）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（無指定１）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（無指定２）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（無指定３）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（無指定４）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（無指定５）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（無指定６）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（無指定７）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（無指定８）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　Ｄ－４Ｓ（燃料噴射量変更）（ポート噴射）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　Ｄ－４Ｓ（燃料噴射量変更）（制御依存）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　Ｄ－４Ｓ（燃料噴射量変更）（筒内－１２．５％）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　Ｄ－４Ｓ（燃料噴射量変更）（筒内２５％）



●トヨタ・レクサス アクティブテスト(ver 2021.06)
システム 項目名

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　Ｄ－４Ｓ（燃料噴射量変更）（筒内噴射）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　Ｄ－４Ｓ（燃料噴射量変更）（無指定－１２．５％）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　Ｄ－４Ｓ（燃料噴射量変更）（無指定２５％）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　Ｄ－４Ｓ（噴射量）（どちらか）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　Ｄ－４Ｓ（噴射量）（直噴）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　ＥＣＴ変速位置

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　ＥＧＲ　ＶＳＶ

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　ＥＧＲ（排気ガス再循環）カットＶＳＶ

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　ＥＧＲ（排気ガス再循環）クーラーバイパスＶＳＶ　クーラー側

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　ＥＧＲ（排気ガス再循環）クーラーバイパスＶＳＶ　バイパス側

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　ＥＧＲ（排気ガス再循環）クーラーバイパスＶＳＶ（クーラー側）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　ＥＧＲ（排気ガス再循環）クーラーバイパスＶＳＶ（バイパス側）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　ＥＧＲ（排気ガス再循環）ステップ位置２制御

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　ＥＧＲ（排気ガス再循環）ステップ位置制御

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　ＥＧＲ（排気ガス再循環）バルブ全閉

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　ＥＧＲ（排気ガス再循環）目標開度Ｂ１

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　ＥＧＲクーラーバイパスバルブアクチュエーターテスト

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　ＥＧＲステップ数

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　ＥＧＲバルブアクチュエーターテスト

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　ＦＰＣアクチュエーターテスト

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　ＦＰＣアクチュエーターテスト（リニアＦＰＣ）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　ＦＰリレー

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　ＦＰリレー２

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　ＨＣＡＣシステム用ＶＳＶ駆動

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　ＩＳＣステッパモーター

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　ＩＳＣステップ開度

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　ＩＳＣステップ数

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　ＩＳＣデューティー比

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　ＩＳＣ駆動デューティー

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　ＩＳＣ制御値

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　Ｏ／ＤカットＳＯＬ

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　ＰＭ強制再生制御

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　ＰＷバランス　噴射停止（１気筒）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　ＰＷバランス　噴射停止（２気筒）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　ＰＷバランス　噴射停止（３気筒）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　ＰＷバランス　噴射停止（４気筒）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　ＰＷバランス　噴射停止（５気筒）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　ＰＷバランス　噴射停止（６気筒）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　ＰＷバランス　噴射停止（７気筒）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　ＰＷバランス　噴射停止（８気筒）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　ＳＣ１ソレノイド

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　ＳＣ２ソレノイド

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　ＳＣＶ　ＶＳＶ

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　ＳＣＶモーター
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システム 項目名

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　ＳＣソレノイド

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　ＳＬ３ソレノイド

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　ＳＬ４ソレノイド

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　ＳＬ５ソレノイド

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　ＳＬＰソレノイド

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　ＳＬＳ

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　ＳＬＳ（ＭＡＸ／ＭＩＮ）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　ＳＬＳ駆動

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　ＳＬＳ駆動（Ｌｏｗ／Ｈｉｇｈ）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　Ｓ被毒再生制御

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　ＴＣアクチュエーターテスト

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　ＴＣ端子

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　ＴＣ端子ＯＮ

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　Ｔ端子

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　Ｔ端子制御

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　ＶＮターボテスト

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　ＶＮターボモーター検査

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　ＶＮターボ開度　Ｂ１

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　ＶＮターボ開度Ｂ１

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　ＶＮターボ全開

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　ＶＳＶ１

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　ＶＳＶ２

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　ＶＳＶ全

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　ＶＶＴＬ－ｌ　Ｎｏ．１　ＯＣＶ

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　ＶＶＴＬ－ｌ　Ｎｏ．２　ＯＣＶ

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　ＶＶＴＬ制御（Ｂ１）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　ＶＶＴＬ制御（Ｂ２）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　ＶＶＴエキゾーストリニアコントロールバンク１

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　ＶＶＴエキゾーストリニアコントロールバンク２

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　ＶＶＴリニアコントロールバンク１

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　ＶＶＴリニアコントロールバンク２

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　ＶＶＴリニア駆動　Ｂ１

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　ＶＶＴリニア駆動　Ｂ２

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　ＶＶＴリニア駆動（吸気側）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　ＶＶＴリニア駆動（排気側）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　ＶＶＴ制御

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　ＶＶＴ制御　Ｂ２

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　ＶＶＴ制御２

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　アイドルアップ

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　アイドルアップＶＳＶ

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　アイドルコントロールテスト

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　アイドルフューエルカット禁止

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　アクセサリーカットリレー作動

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　インタークーラーウォーターポンプ
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システム 項目名

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　ウェストゲートバルブデューティー比

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　エアコンＭｇクラッチリレー

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　エアコンカット

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　エアバイパスバルブＶＳＶ

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　エアバイパスバルブ駆動

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　エア抜き

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　エキゾーストブレーキＶＳＶ

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　エバポ制御ＶＳＶ

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　エンジンブレーキ制御ＳＯＬ

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　オートマチックオイルサプライ

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　オルタネーター強制駆動

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　オルタネーター電圧コントロール

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　キャニスタークローズバルブ

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　キャニスターコントロールＶＳＶ

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　キャニスター圧力制御ＶＳＶ

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　クーリングファン駆動

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　クーリングファン駆動（デューティー比）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　クーリングファン駆動（高速）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　クーリングファン駆動（低速）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　クーリングファン駆動（停止）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　サーキットオープニングリレー

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　サーキットリレー

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　サーキットリレー駆動

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　サーキットリレー駆動（ＯＦＦ）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　サーキットリレー駆動（ＯＮ）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　シフト位置制御

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　シリンダー圧縮点検

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　シリンダー圧縮点検（全４気筒）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　シリンダー圧縮点検（全６気筒）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　スーパーチャージャーコントロールリレー

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　スターターカットリレー作動

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　スターターリレー

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　スリップ制御ＳＯＬ

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　スロットルバルブアクチュエーターテスト

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　スワールコントロールバルブＶＳＶ

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　スワールフラップアクチュエーターテスト

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　ソレノイド（Ｓ１）駆動

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　ソレノイド（Ｓ２）駆動

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　ソレノイド（Ｓ３）駆動

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　ソレノイド（Ｓ４）駆動

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　ソレノイド（ＳＬ）駆動

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　ソレノイド（ＳＬ１）作動

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　ソレノイド（ＳＬ２）作動

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　ソレノイド（ＳＬＴ）駆動
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　ＴＣＣＳ（エンジン） 　ソレノイド（ＳＬＵ）駆動

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　ソレノイド（ＳＲ）作動

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　ターボブーストコントロールＶＳＶ

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　タイミングＳＯＬ

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　タンクバイパス

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　タンクバイパスＶＳＶ

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　タンク圧力バイパスＶＳＶ

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　ディーゼルスロットル

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　ディーゼルスロットル駆動

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　デリバリー遮断弁

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　デリバリー遮断弁制御

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　パージＶＳＶ

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　パージＶＳＶ駆動

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　パージカットＶＳＶ

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　パージ制御ＶＳＶ

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　パージ封鎖弁開閉

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　バキュームポンプ

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　バキュームポンプ駆動

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　バキュームポンプ作動

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　バルブマチック　暖機後駆動位置

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　バルブマチック　暖機前駆動位置

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　バルブマチック駆動（ＥＮＧ　ＯＦＦ）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　バルブマチック駆動（ＥＮＧ　ＯＮ）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　バルブマチック暖機後駆動位置

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　バルブマチック暖機前駆動位置

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　パワーバランス（＃１気筒）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　パワーバランス（＃１噴射停止）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　パワーバランス（＃２気筒）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　パワーバランス（＃２噴射停止）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　パワーバランス（＃３気筒）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　パワーバランス（＃３噴射停止）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　パワーバランス（＃４気筒）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　パワーバランス（＃４噴射停止）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　パワーバランス（＃５気筒）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　パワーバランス（＃６気筒）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　パワーバランス（＃７気筒）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　パワーバランス（＃８気筒）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　パワーバランス（気筒＃１）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　パワーバランス（気筒＃２）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　パワーバランス（気筒＃３）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　パワーバランス（気筒＃４）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　パワーバランス（気筒＃５）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　パワーバランス（気筒＃６）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　パワーバランス（第１気筒噴射停止）
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　ＴＣＣＳ（エンジン） 　パワーバランス（第２気筒噴射停止）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　パワーバランス（第３気筒噴射停止）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　パワーバランス（第４気筒噴射停止）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　パワーバランス（噴射停止）（１気筒）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　パワーバランス（噴射停止）（２気筒）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　パワーバランス（噴射停止）（３気筒）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　パワーバランス（噴射停止）（４気筒）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　パワーバランス（噴射停止）（５気筒）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　パワーバランス（噴射停止）（６気筒）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　パワーバランス（噴射停止）（７気筒）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　パワーバランス（噴射停止）（８気筒）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　パワーバランス（噴射点火停止）（１気筒）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　パワーバランス（噴射点火停止）（２気筒）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　パワーバランス（噴射点火停止）（３気筒）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　パワーバランス（噴射点火停止）（４気筒）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　パワーバランス（噴射点火停止）（５気筒）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　パワーバランス（噴射点火停止）（６気筒）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　パワーバランス（噴射点火停止）（７気筒）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　パワーバランス（噴射点火停止）（８気筒）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　ヒーターリレーＮｏ．１

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　ヒーターリレーＮｏ．２

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　ヒーターリレーＮｏ．３

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　ヒーター制御検査

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　ファンモーター

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　フューエルカット（全４気筒）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　フューエルカット（全６気筒）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　フューエルカットＢ２（アイドル）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　フューエルカット禁止

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　フューエルヒーターアクチュエーターテスト

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　フューエルポンプ

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　フューエルポンプデューティーコントロール（２５％）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　フューエルポンプデューティーコントロール（８０％）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　フューエルポンプデューティーコントロール（Ｈｉｇｈ）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　フューエルポンプデューティーコントロール（Ｌｏｗ）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　フューエルポンプデューティーコントロール２５％

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　フューエルポンプデューティーコントロール８０％

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　フューエルポンプリレー

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　フューエルポンプ回転数制御

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　フューエルポンプ単相励磁（Ｕ相）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　フューエルポンプ単相励磁（Ｖ相）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　フューエルポンプ単相励磁（Ｗ相）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　フューエルリターンレス用エア抜き制御

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　フューエルリッドオープナー駆動

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　プレストローク調量弁（閉）



●トヨタ・レクサス アクティブテスト(ver 2021.06)
システム 項目名

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　ブローバイヒーターアクチュエーターテスト

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　ベルト狭圧制御ＳＯＬ

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　ベントバルブ

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　ベントバルブＶＳＶ作動

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　メタリングユニットアクチュエーターテスト

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　ライン圧

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　ライン圧ＳＯＬ

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　ラジエーターファン（１段階）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　ラジエーターファン（２段階）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　リターン側電磁弁

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　リレーバルブ制御ＳＯＬ

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　レギュレーター遮断弁

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　レギュレーター遮断弁制御

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　ロックアップＳＯＬ

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　ロックアップ制御ＳＯＬ（ＤＳＬ）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　ロックアップ制御ＳＯＬ（ＤＳＵ）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　ロックアップ制御ＳＯＬ（ＳＬ）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　圧抜き

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　圧力制御バルブアクチュエーターテスト

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　化学量論比燃焼制御

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　可変吸気ＶＳＶ

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　可変吸気制御ＶＳＶ

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　過給圧制御ＶＳＶ

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　外部ＧＣＵグロープラグアクチュエーターテスト

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　気筒別フューエルカット（気筒＃１）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　気筒別フューエルカット（気筒＃２）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　気筒別フューエルカット（気筒＃３）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　気筒別フューエルカット（気筒＃４）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　気筒別フューエルカット（気筒＃５）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　気筒別フューエルカット（気筒＃６）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　気筒別フューエルカット（気筒＃７）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　気筒別フューエルカット（気筒＃８）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　吸気ＶＶＴ　ＯＣＶ駆動デューティー比（バンク１）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　吸気ＶＶＴ　ＯＣＶ駆動デューティー比（バンク２）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　吸気制御ＶＳＶ

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　吸気制御ＶＳＶ２

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　吸気制御ＶＳＶ駆動（閉）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　吸気切替弁制御

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　吸気通路制御ＶＳＶ

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　吸気流制御バルブ駆動

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　給油口開

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　強制ストイキ制御

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　強制ストイキ制御（Ｄ４）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　強制成層制御（Ｄ４）
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　ＴＣＣＳ（エンジン） 　強制成層燃焼制御

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　緊急遮断弁

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　係合圧制御ＳＯＬ

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　高圧燃料系検査

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　高速ファンアクチュエーターテスト

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　触媒ＯＴ失火フューエルカット禁止

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　触媒ＯＴ失火防止Ｆ／Ｃ禁止

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　成層燃焼制御

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　前後進切替ＳＯＬ

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　全気筒フューエルカット

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　大気圧導入弁

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　低速ファンアクチュエーターテスト

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　電スロ駆動（Ｆａｓｔ）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　電スロ駆動（Ｓｌｏｗ）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　電子スロットルコントロールシステム開度コントロール高速

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　電子スロットルコントロールシステム開度コントロール低速

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　電子スロットルコントロールシステム閉度コントロール高速

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　電子スロットルコントロールシステム閉度コントロール低速

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　電子スロットル駆動（Ｆａｓｔ）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　電子スロットル駆動（Ｓｌｏｗ）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　電子制御スロットル開度速

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　電子制御スロットル開度遅

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　電動ＶＶＴリニア駆動　Ｂ１

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　電動ＶＶＴリニア駆動　Ｂ２

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　電動ウォーターポンプ駆動

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　電動ウォーターポンプ駆動　０ｒｐｍ

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　電動ウォーターポンプ駆動　３０００ｒｐｍ

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　電動ウォーターポンプ駆動（３０００ｒｐｍ）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　電動ファン

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　電動冷却ファンコントロール

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　燃圧アップＶＳＶ

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　燃圧アップ制御ＶＳＶ

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　燃圧リリーフ弁　開

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　燃圧解放

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　燃料バランス補正（ＦＢＣ）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　燃料ポンプ制御

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　燃料圧力（Ｄ４）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　燃料蒸気閉じ込めバルブ駆動（開）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　燃料噴射時期（＃１）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　燃料噴射時期（＃２）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　燃料噴射時期（＃３）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　燃料噴射時期（＃４）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　燃料噴射時期（＃５）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　燃料噴射時期（＃６）
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　ＴＣＣＳ（エンジン） 　燃料噴射時期（＃７）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　燃料噴射時期（＃８）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　燃料噴射量

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　燃料漏れテスト

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　排気ＶＶＴ　ＯＣＶ駆動デューティー比（バンク１）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　排気ＶＶＴ　ＯＣＶ駆動デューティー比（バンク２）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　排気ＶＶＴリニア駆動　Ｂ１

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　排気ＶＶＴリニア駆動　Ｂ２

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　排気バイパス弁制御

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　排気リニア駆動　Ｂ１

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　排気リニア駆動　Ｂ２

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　排気絞りＶＳＶ

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　排気切替弁制御

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　発電要求電圧

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　噴射停止（＃１）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　噴射停止（＃２）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　噴射停止（＃３）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　噴射停止（＃４）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　噴射方式切替（ポート）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　噴射方式切替（筒内）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　噴射方式切替（無指定）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　噴射方法切替（ポート噴射）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　噴射方法切替（制御依存）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　噴射方法切替（筒内噴射）

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　噴射量制御

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　変速ＳＯＬ１

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　変速ＳＯＬ２

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　変速ＳＯＬ３

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　変速ＳＯＬ４

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　変速リニアＳＯＬ１

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　変速リニアＳＯＬ２

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　変速リニアＳＯＬ３

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　変速リニアＳＯＬ４

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　変速リニアＳＯＬ５

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　目標エンジン回転数コントロール

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　目標燃圧

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　目標燃圧オフセット

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　目標燃料圧力制御

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　冷却水路切替弁

　ＴＣＣＳ（エンジン） 　連通管遮断弁

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　２次空気システム

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　Ａ／Ｃ　Ｍｇクラッチ

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　Ａ／Ｃカット信号制御

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　ＡＣＣカットリレー



●トヨタ・レクサス アクティブテスト(ver 2021.06)
システム 項目名

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　ＡＣＭ禁止制御

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　ＡＩ駆動（ＡＳＶ開／ＡＰ－ＯＮ）

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　ＡＩ駆動（ＡＳＶ閉／ＡＰ－ＯＮ）

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　ＡＩ駆動２（ＡＳＶ開／ＡＰ－ＯＮ）

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　ＣＶＴ減速ＳＯＬ

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　ＣＶＴ増速ＳＯＬ

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（ポート噴射）（噴射停止）（１気筒）

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（ポート噴射）（噴射停止）（２気筒）

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（ポート噴射）（噴射停止）（３気筒）

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（ポート噴射）（噴射停止）（４気筒）

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（ポート噴射）（噴射停止）（５気筒）

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（ポート噴射）（噴射停止）（６気筒）

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（ポート噴射）（噴射停止）（７気筒）

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（ポート噴射）（噴射停止）（８気筒）

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（ポート噴射）（噴射点火停止）（１気筒）

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（ポート噴射）（噴射点火停止）（２気筒）

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（ポート噴射）（噴射点火停止）（３気筒）

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（ポート噴射）（噴射点火停止）（４気筒）

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（ポート噴射）（噴射点火停止）（５気筒）

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（ポート噴射）（噴射点火停止）（６気筒）

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（ポート噴射）（噴射点火停止）（７気筒）

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（ポート噴射）（噴射点火停止）（８気筒）

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（制御依存）（噴射停止）（１気筒）

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（制御依存）（噴射停止）（２気筒）

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（制御依存）（噴射停止）（３気筒）

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（制御依存）（噴射停止）（４気筒）

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（制御依存）（噴射停止）（５気筒）

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（制御依存）（噴射停止）（６気筒）

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（制御依存）（噴射停止）（７気筒）

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（制御依存）（噴射停止）（８気筒）

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（制御依存）（噴射点火停止）（１気筒）

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（制御依存）（噴射点火停止）（２気筒）

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（制御依存）（噴射点火停止）（３気筒）

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（制御依存）（噴射点火停止）（４気筒）

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（制御依存）（噴射点火停止）（５気筒）

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（制御依存）（噴射点火停止）（６気筒）

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（制御依存）（噴射点火停止）（７気筒）

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（制御依存）（噴射点火停止）（８気筒）

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（筒内噴射）（噴射停止）（１気筒）

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（筒内噴射）（噴射停止）（２気筒）

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（筒内噴射）（噴射停止）（３気筒）

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（筒内噴射）（噴射停止）（４気筒）

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（筒内噴射）（噴射停止）（５気筒）

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（筒内噴射）（噴射停止）（６気筒）



●トヨタ・レクサス アクティブテスト(ver 2021.06)
システム 項目名

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（筒内噴射）（噴射停止）（７気筒）

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（筒内噴射）（噴射停止）（８気筒）

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（筒内噴射）（噴射点火停止）（１気筒）

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（筒内噴射）（噴射点火停止）（２気筒）

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（筒内噴射）（噴射点火停止）（３気筒）

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（筒内噴射）（噴射点火停止）（４気筒）

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（筒内噴射）（噴射点火停止）（５気筒）

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（筒内噴射）（噴射点火停止）（６気筒）

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（筒内噴射）（噴射点火停止）（７気筒）

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（筒内噴射）（噴射点火停止）（８気筒）

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　Ｄ－４Ｓ（燃料噴射量変更）（ポート噴射）

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　Ｄ－４Ｓ（燃料噴射量変更）（制御依存）

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　Ｄ－４Ｓ（燃料噴射量変更）（筒内噴射）

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　ＥＣＴ変速位置

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　ＥＧＲ　ＶＳＶ

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　ＥＧＲ（排気ガス再循環）カットＶＳＶ

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　ＥＧＲ（排気ガス再循環）クーラーバイパスＶＳＶ（クーラー側）

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　ＥＧＲ（排気ガス再循環）クーラーバイパスＶＳＶ（バイパス側）

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　ＥＧＲ（排気ガス再循環）ステップ位置２制御

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　ＥＧＲ（排気ガス再循環）ステップ位置制御

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　ＥＧＲ（排気ガス再循環）バルブ全閉

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　ＥＧＲステップ数

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　ＦＰリレー

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　ＦＰリレー２

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　ＨＣＡＣシステム用ＶＳＶ駆動

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　ＰＭ強制再生制御

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　ＳＣＶモーター

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　ＳＬＳ

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　ＳＬＳ駆動

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　Ｓ被毒再生制御

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　ＴＣ端子ＯＮ

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　ＶＮターボテスト

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　ＶＮターボ開度　Ｂ１

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　ＶＮターボ全開

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　ＶＶＴＬ制御（Ｂ１）

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　ＶＶＴＬ制御（Ｂ２）

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　ＶＶＴリニア駆動　Ｂ１

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　ＶＶＴリニア駆動　Ｂ２

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　ＶＶＴ制御

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　ＶＶＴ制御　Ｂ２

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　エキゾーストブレーキＶＳＶ

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　エンジンブレーキ制御ＳＯＬ

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　キャニスターコントロールＶＳＶ

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　サーキットリレー
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システム 項目名

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　スターターリレー

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　スリップ制御ＳＯＬ

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　スワールコントロールバルブＶＳＶ

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　タイミングＳＯＬ

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　タンクバイパスＶＳＶ

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　ディーゼルスロットル駆動

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　デリバリー遮断弁

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　デリバリー遮断弁制御

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　パージＶＳＶ

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　パージ封鎖弁開閉

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　バキュームポンプ駆動

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　バルブマチック駆動（ＥＮＧ　ＯＦＦ）

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　バルブマチック駆動（ＥＮＧ　ＯＮ）

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　バルブマチック暖機後駆動位置

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　バルブマチック暖機前駆動位置

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　パワーバランス（＃１気筒）

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　パワーバランス（＃２気筒）

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　パワーバランス（＃３気筒）

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　パワーバランス（＃４気筒）

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　パワーバランス（＃５気筒）

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　パワーバランス（＃６気筒）

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　パワーバランス（＃７気筒）

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　パワーバランス（＃８気筒）

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　フューエルカットＢ２（アイドル）

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　フューエルカット禁止

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　プレストローク調量弁（閉）

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　ベントバルブＶＳＶ作動

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　ライン圧ＳＯＬ

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　リターン側電磁弁

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　リレーバルブ制御ＳＯＬ

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　レギュレーター遮断弁制御

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　ロックアップ制御ＳＯＬ（ＤＳＬ）

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　ロックアップ制御ＳＯＬ（ＤＳＵ）

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　ロックアップ制御ＳＯＬ（ＳＬ）

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　化学量論比燃焼制御

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　可変吸気制御ＶＳＶ

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　吸気制御ＶＳＶ

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　吸気流制御バルブ駆動

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　給油口開

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　緊急遮断弁

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　係合圧制御ＳＯＬ

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　触媒ＯＴ失火防止Ｆ／Ｃ禁止

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　成層燃焼制御

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　前後進切替ＳＯＬ
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システム 項目名

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　電スロ駆動（Ｆａｓｔ）

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　電スロ駆動（Ｓｌｏｗ）

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　電動ＶＶＴリニア駆動　Ｂ１

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　電動ＶＶＴリニア駆動　Ｂ２

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　電動ウォーターポンプ駆動

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　電動ファン

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　燃圧アップ制御ＶＳＶ

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　燃圧リリーフ弁　開

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　燃料噴射時期（＃１）

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　燃料噴射時期（＃２）

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　燃料噴射時期（＃３）

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　燃料噴射時期（＃４）

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　燃料噴射時期（＃５）

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　燃料噴射時期（＃６）

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　燃料噴射時期（＃７）

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　燃料噴射時期（＃８）

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　燃料噴射量

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　燃料漏れテスト

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　排気ＶＶＴリニア駆動　Ｂ１

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　排気ＶＶＴリニア駆動　Ｂ２

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　排気絞りＶＳＶ

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　発電要求電圧

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　噴射方法切替（ポート噴射）

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　噴射方法切替（制御依存）

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　噴射方法切替（筒内噴射）

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　変速ＳＯＬ１

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　変速ＳＯＬ２

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　変速ＳＯＬ３

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　変速ＳＯＬ４

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　変速リニアＳＯＬ１

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　変速リニアＳＯＬ２

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　変速リニアＳＯＬ３

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　変速リニアＳＯＬ４

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　変速リニアＳＯＬ５

　ＴＣＣＳ２（エンジン） 　目標燃料圧力制御

　ＥＣＴ＿ＳＭＴ＿ＭＭＴ 　Ａ／Ｃマグネットクラッチ制御

　ＥＣＴ＿ＳＭＴ＿ＭＭＴ 　Ａ／Ｆセンサー噴射量制御

　ＥＣＴ＿ＳＭＴ＿ＭＭＴ 　ＡＣＭ禁止制御

　ＥＣＴ＿ＳＭＴ＿ＭＭＴ 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（筒内１）

　ＥＣＴ＿ＳＭＴ＿ＭＭＴ 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（筒内２）

　ＥＣＴ＿ＳＭＴ＿ＭＭＴ 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（筒内３）

　ＥＣＴ＿ＳＭＴ＿ＭＭＴ 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（筒内４）

　ＥＣＴ＿ＳＭＴ＿ＭＭＴ 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（筒内５）

　ＥＣＴ＿ＳＭＴ＿ＭＭＴ 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（筒内６）



●トヨタ・レクサス アクティブテスト(ver 2021.06)
システム 項目名

　ＥＣＴ＿ＳＭＴ＿ＭＭＴ 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（筒内７）

　ＥＣＴ＿ＳＭＴ＿ＭＭＴ 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（筒内８）

　ＥＣＴ＿ＳＭＴ＿ＭＭＴ 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（無指定１）

　ＥＣＴ＿ＳＭＴ＿ＭＭＴ 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（無指定２）

　ＥＣＴ＿ＳＭＴ＿ＭＭＴ 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（無指定３）

　ＥＣＴ＿ＳＭＴ＿ＭＭＴ 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（無指定４）

　ＥＣＴ＿ＳＭＴ＿ＭＭＴ 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（無指定５）

　ＥＣＴ＿ＳＭＴ＿ＭＭＴ 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（無指定６）

　ＥＣＴ＿ＳＭＴ＿ＭＭＴ 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（無指定７）

　ＥＣＴ＿ＳＭＴ＿ＭＭＴ 　Ｄ－４Ｓ（パワーバランス）（無指定８）

　ＥＣＴ＿ＳＭＴ＿ＭＭＴ 　Ｄ－４Ｓ（燃料噴射量変更）（筒内－１２．５％）

　ＥＣＴ＿ＳＭＴ＿ＭＭＴ 　Ｄ－４Ｓ（燃料噴射量変更）（筒内２５％）

　ＥＣＴ＿ＳＭＴ＿ＭＭＴ 　Ｄ－４Ｓ（燃料噴射量変更）（無指定－１２．５％）

　ＥＣＴ＿ＳＭＴ＿ＭＭＴ 　Ｄ－４Ｓ（燃料噴射量変更）（無指定２５％）

　ＥＣＴ＿ＳＭＴ＿ＭＭＴ 　Ｄ－４Ｓ（噴射量）（どちらか）

　ＥＣＴ＿ＳＭＴ＿ＭＭＴ 　Ｄ－４Ｓ（噴射量）（直噴）

　ＥＣＴ＿ＳＭＴ＿ＭＭＴ 　ＨＣＡＣシステム用ＶＳＶ駆動

　ＥＣＴ＿ＳＭＴ＿ＭＭＴ 　ＨＰＵモーター

　ＥＣＴ＿ＳＭＴ＿ＭＭＴ 　ＬＵＣソレノイド

　ＥＣＴ＿ＳＭＴ＿ＭＭＴ 　ＳＬ１ソレノイド

　ＥＣＴ＿ＳＭＴ＿ＭＭＴ 　ＳＬ２ソレノイド

　ＥＣＴ＿ＳＭＴ＿ＭＭＴ 　ＳＬ３ソレノイド

　ＥＣＴ＿ＳＭＴ＿ＭＭＴ 　ＳＬ４ソレノイド

　ＥＣＴ＿ＳＭＴ＿ＭＭＴ 　ＳＬＳ圧力制御

　ＥＣＴ＿ＳＭＴ＿ＭＭＴ 　ＳＬＵソレノイド

　ＥＣＴ＿ＳＭＴ＿ＭＭＴ 　ＳＭＴ警告灯出力

　ＥＣＴ＿ＳＭＴ＿ＭＭＴ 　ＳＲソレノイド

　ＥＣＴ＿ＳＭＴ＿ＭＭＴ 　ＴＣ端子

　ＥＣＴ＿ＳＭＴ＿ＭＭＴ 　ＴＣ端子ＯＮ

　ＥＣＴ＿ＳＭＴ＿ＭＭＴ 　ＶＶＴエキゾーストリニアコントロールバンク１

　ＥＣＴ＿ＳＭＴ＿ＭＭＴ 　ＶＶＴエキゾーストリニアコントロールバンク２

　ＥＣＴ＿ＳＭＴ＿ＭＭＴ 　ＶＶＴリニアコントロールバンク１

　ＥＣＴ＿ＳＭＴ＿ＭＭＴ 　ＶＶＴリニアコントロールバンク２

　ＥＣＴ＿ＳＭＴ＿ＭＭＴ 　アイドルフューエルカット禁止制御

　ＥＣＴ＿ＳＭＴ＿ＭＭＴ 　アキュムレーター減圧

　ＥＣＴ＿ＳＭＴ＿ＭＭＴ 　アクセサリーカットリレー作動

　ＥＣＴ＿ＳＭＴ＿ＭＭＴ 　エバポ制御ＶＳＶ

　ＥＣＴ＿ＳＭＴ＿ＭＭＴ 　オイルクーラーモーター

　ＥＣＴ＿ＳＭＴ＿ＭＭＴ 　オルタネーター電圧コントロール

　ＥＣＴ＿ＳＭＴ＿ＭＭＴ 　ギア位置（１～６速）

　ＥＣＴ＿ＳＭＴ＿ＭＭＴ 　ギア位置（Ｎ）

　ＥＣＴ＿ＳＭＴ＿ＭＭＴ 　ギア位置（Ｒ）

　ＥＣＴ＿ＳＭＴ＿ＭＭＴ 　ギア固着解除

　ＥＣＴ＿ＳＭＴ＿ＭＭＴ 　クラッチストローク量



●トヨタ・レクサス アクティブテスト(ver 2021.06)
システム 項目名

　ＥＣＴ＿ＳＭＴ＿ＭＭＴ 　クラッチソレノイド制御

　ＥＣＴ＿ＳＭＴ＿ＭＭＴ 　シフト位置制御

　ＥＣＴ＿ＳＭＴ＿ＭＭＴ 　シフト位置制御　－　１０速

　ＥＣＴ＿ＳＭＴ＿ＭＭＴ 　シフト位置制御　－　１速

　ＥＣＴ＿ＳＭＴ＿ＭＭＴ 　シフト位置制御　－　２速

　ＥＣＴ＿ＳＭＴ＿ＭＭＴ 　シフト位置制御　－　３速

　ＥＣＴ＿ＳＭＴ＿ＭＭＴ 　シフト位置制御　－　４速

　ＥＣＴ＿ＳＭＴ＿ＭＭＴ 　シフト位置制御　－　５速

　ＥＣＴ＿ＳＭＴ＿ＭＭＴ 　シフト位置制御　－　６速

　ＥＣＴ＿ＳＭＴ＿ＭＭＴ 　シフト位置制御　－　７速

　ＥＣＴ＿ＳＭＴ＿ＭＭＴ 　シフト位置制御　－　８速

　ＥＣＴ＿ＳＭＴ＿ＭＭＴ 　シリンダー圧縮点検

　ＥＣＴ＿ＳＭＴ＿ＭＭＴ 　スイッチソレノイド

　ＥＣＴ＿ＳＭＴ＿ＭＭＴ 　スターターカットリレー作動

　ＥＣＴ＿ＳＭＴ＿ＭＭＴ 　ソレノイド（ＤＳ１）駆動

　ＥＣＴ＿ＳＭＴ＿ＭＭＴ 　ソレノイド（ＤＳ２）駆動

　ＥＣＴ＿ＳＭＴ＿ＭＭＴ 　ソレノイド（ＤＳＬ）駆動

　ＥＣＴ＿ＳＭＴ＿ＭＭＴ 　ソレノイド（ＤＳＵ）駆動

　ＥＣＴ＿ＳＭＴ＿ＭＭＴ 　ソレノイド（Ｓ１）駆動

　ＥＣＴ＿ＳＭＴ＿ＭＭＴ 　ソレノイド（Ｓ２）駆動

　ＥＣＴ＿ＳＭＴ＿ＭＭＴ 　ソレノイド（Ｓ３）駆動

　ＥＣＴ＿ＳＭＴ＿ＭＭＴ 　ソレノイド（Ｓ４）駆動

　ＥＣＴ＿ＳＭＴ＿ＭＭＴ 　ソレノイド（ＳＢ）駆動

　ＥＣＴ＿ＳＭＴ＿ＭＭＴ 　ソレノイド（ＳＣ）駆動

　ＥＣＴ＿ＳＭＴ＿ＭＭＴ 　ソレノイド（ＳＬ）駆動

　ＥＣＴ＿ＳＭＴ＿ＭＭＴ 　ソレノイド（ＳＬ１）駆動

　ＥＣＴ＿ＳＭＴ＿ＭＭＴ 　ソレノイド（ＳＬ１）作動

　ＥＣＴ＿ＳＭＴ＿ＭＭＴ 　ソレノイド（ＳＬ２）駆動

　ＥＣＴ＿ＳＭＴ＿ＭＭＴ 　ソレノイド（ＳＬ２）作動

　ＥＣＴ＿ＳＭＴ＿ＭＭＴ 　ソレノイド（ＳＬ３）駆動

　ＥＣＴ＿ＳＭＴ＿ＭＭＴ 　ソレノイド（ＳＬ４）駆動

　ＥＣＴ＿ＳＭＴ＿ＭＭＴ 　ソレノイド（ＳＬ５）駆動

　ＥＣＴ＿ＳＭＴ＿ＭＭＴ 　ソレノイド（ＳＬＣ）駆動

　ＥＣＴ＿ＳＭＴ＿ＭＭＴ 　ソレノイド（ＳＬＮ）駆動

　ＥＣＴ＿ＳＭＴ＿ＭＭＴ 　ソレノイド（ＳＬＰ）駆動

　ＥＣＴ＿ＳＭＴ＿ＭＭＴ 　ソレノイド（ＳＬＳ）駆動

　ＥＣＴ＿ＳＭＴ＿ＭＭＴ 　ソレノイド（ＳＬＴ）駆動

　ＥＣＴ＿ＳＭＴ＿ＭＭＴ 　ソレノイド（ＳＬＵ）駆動

　ＥＣＴ＿ＳＭＴ＿ＭＭＴ 　ソレノイド（ＳＲ）駆動

　ＥＣＴ＿ＳＭＴ＿ＭＭＴ 　ソレノイド（ＳＲ）作動

　ＥＣＴ＿ＳＭＴ＿ＭＭＴ 　ソレノイド（ＳＴ）駆動

　ＥＣＴ＿ＳＭＴ＿ＭＭＴ 　ソレノイドＮｏ．１

　ＥＣＴ＿ＳＭＴ＿ＭＭＴ 　ソレノイドＮｏ．２

　ＥＣＴ＿ＳＭＴ＿ＭＭＴ 　ソレノイドＮｏ．３



●トヨタ・レクサス アクティブテスト(ver 2021.06)
システム 項目名

　ＥＣＴ＿ＳＭＴ＿ＭＭＴ 　デューティーソレノイド

　ＥＣＴ＿ＳＭＴ＿ＭＭＴ 　デリバリー遮断弁制御

　ＥＣＴ＿ＳＭＴ＿ＭＭＴ 　バキュームポンプ作動

　ＥＣＴ＿ＳＭＴ＿ＭＭＴ 　フューエルポンプデューティーコントロール２５％

　ＥＣＴ＿ＳＭＴ＿ＭＭＴ 　フューエルポンプデューティーコントロール８０％

　ＥＣＴ＿ＳＭＴ＿ＭＭＴ 　ベルト狭圧制御ソレノイド（ＳＬＵソレノイド）

　ＥＣＴ＿ＳＭＴ＿ＭＭＴ 　ベントバルブＶＳＶ作動

　ＥＣＴ＿ＳＭＴ＿ＭＭＴ 　モーターリレー制御

　ＥＣＴ＿ＳＭＴ＿ＭＭＴ 　ライン圧制御切換ソレノイド（ＳＬＴソレノイド）

　ＥＣＴ＿ＳＭＴ＿ＭＭＴ 　ライン圧制御切換ソレノイド（ＳＬソレノイド）

　ＥＣＴ＿ＳＭＴ＿ＭＭＴ 　レギュレーター遮断弁制御

　ＥＣＴ＿ＳＭＴ＿ＭＭＴ 　ロックアップソレノイド駆動

　ＥＣＴ＿ＳＭＴ＿ＭＭＴ 　ロックアップ制御ソレノイド

　ＥＣＴ＿ＳＭＴ＿ＭＭＴ 　化学量論比燃焼制御

　ＥＣＴ＿ＳＭＴ＿ＭＭＴ 　気筒別フューエルカット（気筒＃１）

　ＥＣＴ＿ＳＭＴ＿ＭＭＴ 　気筒別フューエルカット（気筒＃２）

　ＥＣＴ＿ＳＭＴ＿ＭＭＴ 　気筒別フューエルカット（気筒＃３）

　ＥＣＴ＿ＳＭＴ＿ＭＭＴ 　気筒別フューエルカット（気筒＃４）

　ＥＣＴ＿ＳＭＴ＿ＭＭＴ 　気筒別フューエルカット（気筒＃５）

　ＥＣＴ＿ＳＭＴ＿ＭＭＴ 　気筒別フューエルカット（気筒＃６）

　ＥＣＴ＿ＳＭＴ＿ＭＭＴ 　気筒別フューエルカット（気筒＃７）

　ＥＣＴ＿ＳＭＴ＿ＭＭＴ 　気筒別フューエルカット（気筒＃８）

　ＥＣＴ＿ＳＭＴ＿ＭＭＴ 　成層燃焼制御

　ＥＣＴ＿ＳＭＴ＿ＭＭＴ 　全気筒フューエルカット

　ＥＣＴ＿ＳＭＴ＿ＭＭＴ 　電子スロットルコントロールシステム開度コントロール高速

　ＥＣＴ＿ＳＭＴ＿ＭＭＴ 　電子スロットルコントロールシステム開度コントロール低速

　ＥＣＴ＿ＳＭＴ＿ＭＭＴ 　電子スロットルコントロールシステム閉度コントロール高速

　ＥＣＴ＿ＳＭＴ＿ＭＭＴ 　電子スロットルコントロールシステム閉度コントロール低速

　ＥＣＴ＿ＳＭＴ＿ＭＭＴ 　電動冷却ファンコントロール

　ＥＣＴ＿ＳＭＴ＿ＭＭＴ 　燃料ポンプ制御

　ＥＣＴ＿ＳＭＴ＿ＭＭＴ 　燃料噴射時期（＃１）

　ＥＣＴ＿ＳＭＴ＿ＭＭＴ 　燃料噴射時期（＃２）

　ＥＣＴ＿ＳＭＴ＿ＭＭＴ 　燃料噴射時期（＃３）

　ＥＣＴ＿ＳＭＴ＿ＭＭＴ 　燃料噴射時期（＃４）

　ＥＣＴ＿ＳＭＴ＿ＭＭＴ 　噴射方式切替（ポート）

　ＥＣＴ＿ＳＭＴ＿ＭＭＴ 　噴射方式切替（筒内）

　ＥＣＴ＿ＳＭＴ＿ＭＭＴ 　噴射方式切替（無指定）

　ＥＣＴ＿ＳＭＴ＿ＭＭＴ 　噴射量制御

　ＥＣＴ＿ＳＭＴ＿ＭＭＴ 　目標エンジン回転数コントロール

　ＥＣＴ＿ＳＭＴ＿ＭＭＴ 　目標ギア位置制御（１～５）

　ＥＣＴ＿ＳＭＴ＿ＭＭＴ 　目標ギア位置制御（Ｎ）

　ＥＣＴ＿ＳＭＴ＿ＭＭＴ 　目標ギア位置制御（Ｒ）

　ＥＣＴ＿ＳＭＴ＿ＭＭＴ 　目標クラッチ制御（クランプ）

　ＥＣＴ＿ＳＭＴ＿ＭＭＴ 　目標クラッチ制御（スタンバイ）



●トヨタ・レクサス アクティブテスト(ver 2021.06)
システム 項目名

　ＥＣＴ＿ＳＭＴ＿ＭＭＴ 　目標クラッチ制御（ストローク値）

　ＥＣＴ＿ＳＭＴ＿ＭＭＴ 　目標シフトストローク制御

　ＥＣＴ＿ＳＭＴ＿ＭＭＴ 　目標セレクトストローク制御

　ＥＣＴ＿ＳＭＴ＿ＭＭＴ 　目標燃料圧力制御

　ＨＶ（ハイブリッド） 　（Ｇ）電流Ｆ／Ｂ中止

　ＨＶ（ハイブリッド） 　（Ｇ）発電

　ＨＶ（ハイブリッド） 　（Ｍ）（Ｇ）駆動

　ＨＶ（ハイブリッド） 　（Ｍ）回生

　ＨＶ（ハイブリッド） 　（Ｍ）電流Ｆ／Ｂ中止

　ＨＶ（ハイブリッド） 　（Ｍ）放電／（Ｇ）放電

　ＨＶ（ハイブリッド） 　ＨＶバッテリー充電

　ＨＶ（ハイブリッド） 　ＨＶバッテリー冷却ファン

　ＨＶ（ハイブリッド） 　ＲＯＭ　ＲＡＭ検査

　ＨＶ（ハイブリッド） 　ＳＯＣ変化量小

　ＨＶ（ハイブリッド） 　ＳＯＣ変化量大

　ＨＶ（ハイブリッド） 　ＴＣ端子ＯＮ

　ＨＶ（ハイブリッド） 　インバーターＷＰ

　ＨＶ（ハイブリッド） 　インバーターＷＰ駆動

　ＨＶ（ハイブリッド） 　インバーターウォーターポンプ

　ＨＶ（ハイブリッド） 　インバーター停止モード

　ＨＶ（ハイブリッド） 　ウォーターポンプ

　ＨＶ（ハイブリッド） 　エンジン一定駆動

　ＨＶ（ハイブリッド） 　オイルポンプ駆動（１０００ｒｐｍ）

　ＨＶ（ハイブリッド） 　オイルポンプ駆動（５００ｒｐｍ）

　ＨＶ（ハイブリッド） 　クラッチテスト１

　ＨＶ（ハイブリッド） 　クラッチテスト２

　ＨＶ（ハイブリッド） 　クラッチテスト３

　ＨＶ（ハイブリッド） 　クラッチテスト４

　ＨＶ（ハイブリッド） 　クラッチテスト５

　ＨＶ（ハイブリッド） 　クラッチテスト６

　ＨＶ（ハイブリッド） 　クランキング

　ＨＶ（ハイブリッド） 　モーター走行

　ＨＶ（ハイブリッド） 　圧縮テスト

　ＨＶ（ハイブリッド） 　外部均等充電リレー

　ＨＶ（ハイブリッド） 　外部充電開始

　ＨＶ（ハイブリッド） 　充電（電流小）

　ＨＶ（ハイブリッド） 　充電（電流大）

　ＨＶ（ハイブリッド） 　電流値０Ａ入力

　ＨＶ（ハイブリッド） 　変速リニアＳＯＬ１

　ＨＶ（ハイブリッド） 　変速リニアＳＯＬ２

　ＨＶ（ハイブリッド） 　変速位置

　ＨＶ（ハイブリッド） 　放電（電流小）

　ＨＶ（ハイブリッド） 　放電（電流大）

　ＨＶ（ハイブリッド） 　冷却ファン駆動



●トヨタ・レクサス アクティブテスト(ver 2021.06)
システム 項目名

　ＨＶ（ハイブリッド） 　冷却ファン風量

　電池＿ＨＶバッテリー 　ＨＶバッテリー冷却ファン

　電池＿ＨＶバッテリー 　ＯＦＦ　Ａｖｅ　Ｃｇリレー

　電池＿ＨＶバッテリー 　ダンパー位置変更　開

　電池＿ＨＶバッテリー 　ダンパー位置変更　外気導入

　電池＿ＨＶバッテリー 　ダンパー位置変更　中

　電池＿ＨＶバッテリー 　ダンパー位置変更　閉

　電池＿ＨＶバッテリー 　デットフロントリレー

　電池＿ＨＶバッテリー 　メインリレー駆動

　電池＿ＨＶバッテリー 　外部均等充電リレー

　電池＿ＨＶバッテリー 　外部充電均等リレー

　電池＿ＨＶバッテリー 　電池診断モード

　電池＿ＨＶバッテリー 　冷却ファンＨｉ

　電池＿ＨＶバッテリー 　冷却ファンＬｏ

　電池＿ＨＶバッテリー 　冷却ファンＭｉｄ

　電池＿ＨＶバッテリー 　冷却ファン駆動

　電池＿ＨＶバッテリー 　冷却ファン駆動　Ｈｉ

　電池＿ＨＶバッテリー 　冷却ファン駆動　Ｌｏ

　電池＿ＨＶバッテリー 　冷却ファン駆動　Ｍｉｄ

　電池＿ＨＶバッテリー 　冷却ファン駆動　モード１

　電池＿ＨＶバッテリー 　冷却ファン駆動　モード２

　電池＿ＨＶバッテリー 　冷却ファン駆動　モード３

　電池＿ＨＶバッテリー 　冷却ファン駆動　モード４

　電池＿ＨＶバッテリー 　冷却ファン駆動　モード５

　電池＿ＨＶバッテリー 　冷却ファン駆動　モード６

　電池＿ＨＶバッテリー 　冷却ファン停止

　プラグインコントロール 　充電器冷却用ファン

　ストップアンドゴー＿スタート 　オイルポンプＨｉ駆動

　ストップアンドゴー＿スタート 　オイルポンプＬｏ駆動

　ストップアンドゴー＿スタート 　スターター作動

　ストップアンドゴー＿スタート 　スタート＆ストップエンジンフードスイッチ始動条件

　ストップアンドゴー＿スタート 　ストップ＆スタートエアコン許可条件

　ストップアンドゴー＿スタート 　ストップ＆スタートエンジンＥＣＵ許可条件

　ストップアンドゴー＿スタート 　ストップ＆スタートバッテリー許可条件

　ストップアンドゴー＿スタート 　ストップ＆スタートブレーキＥＣＵ許可条件

　ストップアンドゴー＿スタート 　ストップ＆スタート室温許可条件

　ストップアンドゴー＿スタート 　ストップ＆スタート前提条件１

　ストップアンドゴー＿スタート 　ストップ＆スタート前提条件２

　ストップアンドゴー＿スタート 　ブザー吹鳴

　レーダークルーズ１ 　レーダークルーズ接近警報ブザー

　レーダークルーズ１ 　レーダークルーズ停止ブザー

　ＦＣＨＶ 　ＴＣ端子ＯＮ

　車両制御 　ＥＳＳランプ

　車両制御 　アクチュエーターリレー



●トヨタ・レクサス アクティブテスト(ver 2021.06)
システム 項目名

　車両制御 　エキブレランプ

　車両制御 　クーラーＯＦＦリレー

　車両制御 　スターターＯＮリレー１

　車両制御 　スターターＯＮリレー２

　車両制御 　ストップ＆スタートＯＦＦランプ

　車両制御 　ストップ＆スタート作動中ランプ

　車両制御 　ダイアグランプ

　車両制御 　ブレーキロックバルブリレー１

　車両制御 　ブレーキロックバルブリレー２

　車両制御 　ブロア送風遅延リレー

　グリルシャッター 　シャッター開作動ロック検出

　グリルシャッター 　シャッター開定量作動

　グリルシャッター 　シャッター半開作動

　グリルシャッター 　シャッター閉作動ロック検出

　グリルシャッター 　シャッター閉定量作動

　ＥＶ 　ＴＣ端子ＯＮ

　ＥＶ 　ウォーターポンプ

　ＥＶ 　電動ファン

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ 　４ＷＤ警告灯

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ 　ＡＢＳ（アンチロックブレーキシステム）ソレノイド

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ 　ＡＢＳソレノイド　ＳＦＬＨ

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ 　ＡＢＳソレノイド　ＳＦＬＲ

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ 　ＡＢＳソレノイド　ＳＦＬＲ，ＳＦＬＨ

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ 　ＡＢＳソレノイド　ＳＦＲＨ

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ 　ＡＢＳソレノイド　ＳＦＲＨ，ＳＦＬＨ

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ 　ＡＢＳソレノイド　ＳＦＲＲ

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ 　ＡＢＳソレノイド　ＳＦＲＲ，ＳＦＲＨ

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ 　ＡＢＳソレノイド　ＳＲＬＨ

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ 　ＡＢＳソレノイド　ＳＲＬＲ

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ 　ＡＢＳソレノイド　ＳＲＬＲ，ＳＲＬＨ

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ 　ＡＢＳソレノイド　ＳＲＲＨ

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ 　ＡＢＳソレノイド　ＳＲＲＲ

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ 　ＡＢＳソレノイド　ＳＲＲＲ，ＳＲＲＨ

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ 　ＡＢＳモーターリレー

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ 　ＡＢＳランプ

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ 　ＡＲＳ警告灯

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ 　ＢＨスタンバイインジケーター

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ 　ＢＨホールドインジケーター

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ 　ＤＡＢランプ

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ 　ＥＢＳリレー出力

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ 　ＥＣＢソレノイド（ＳＣ１）

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ 　ＥＣＢソレノイド（ＳＣ２）

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ 　ＥＣＢソレノイド（ＳＣＣ）

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ 　ＥＣＢソレノイド（ＳＬＡ）バルブ全閉



●トヨタ・レクサス アクティブテスト(ver 2021.06)
システム 項目名

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ 　ＥＣＢソレノイド（ＳＬＡＦＬ）バルブ全開

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ 　ＥＣＢソレノイド（ＳＬＡＦＬ）バルブ全閉

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ 　ＥＣＢソレノイド（ＳＬＡＦＲ）バルブ全開

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ 　ＥＣＢソレノイド（ＳＬＡＦＲ）バルブ全閉

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ 　ＥＣＢソレノイド（ＳＬＡＲＬ）バルブ全開

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ 　ＥＣＢソレノイド（ＳＬＡＲＬ）バルブ全閉

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ 　ＥＣＢソレノイド（ＳＬＡＲＲ）バルブ全開

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ 　ＥＣＢソレノイド（ＳＬＡＲＲ）バルブ全閉

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ 　ＥＣＢソレノイド（ＳＬＲ）バルブ全閉

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ 　ＥＣＢソレノイド（ＳＬＲＦＬ）バルブ全開

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ 　ＥＣＢソレノイド（ＳＬＲＦＬ）バルブ全閉

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ 　ＥＣＢソレノイド（ＳＬＲＦＲ）バルブ全開

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ 　ＥＣＢソレノイド（ＳＬＲＦＲ）バルブ全閉

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ 　ＥＣＢソレノイド（ＳＬＲＲＬ）バルブ全開

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ 　ＥＣＢソレノイド（ＳＬＲＲＬ）バルブ全閉

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ 　ＥＣＢソレノイド（ＳＬＲＲＲ）バルブ全開

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ 　ＥＣＢソレノイド（ＳＬＲＲＲ）バルブ全閉

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ 　ＥＣＢソレノイド（ＳＭＣ）

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ 　ＥＣＢソレノイド（ＳＭＣ／ＳＲＣ／ＳＣＣ）

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ 　ＥＣＢソレノイド（ＳＲＣ）

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ 　ＥＣＢモーターリレー

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ 　ＥＣＢモーターリレー２

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ 　ＥＣＢランプ

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ 　ＥＣＢ制御無効

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ 　ＥＤＢソレノイド（ＳＭＣ１）

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ 　ＥＤＢソレノイド（ＳＭＣ２）

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ 　ＥＳスタートブザー

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ 　ＥＳスタートランプ

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ 　Ｈ／Ｂモーターリレー

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ 　ＰＣＳブレーキＯＦＦインジケーター

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ 　ＰＰＳソレノイド

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ 　ＲＬ輪パターン駆動

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ 　ＲＲ輪パターン駆動

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ 　ＳＣＳＳバルブパターン

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ 　ＳＬＡソレノイド電流

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ 　ＳＬＩＰランプ

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ 　ＳＬＲソレノイド電流

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ 　ＳＭＣ１

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ 　ＳＭＣ２

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ 　ＴＲＣ　ＯＦＦランプ

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ 　ＴＲＣモーターリレー

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ 　ＶＳＣ　Ｈ／Ｂ警告ブザー

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ 　ＶＳＣ　ＯＦＦランプ

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ 　ＶＳＣ，ＴＲＣソレノイド　ＳＡ１
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システム 項目名

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ 　ＶＳＣ，ＴＲＣソレノイド　ＳＡ１，ＳＡ２

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ 　ＶＳＣ，ＴＲＣソレノイド　ＳＡ２

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ 　ＶＳＣ，ＴＲＣソレノイド　ＳＦＬＲ，ＳＦＬＨ

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ 　ＶＳＣ，ＴＲＣソレノイド　ＳＦＲＨ，ＳＦＬＨ

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ 　ＶＳＣ，ＴＲＣソレノイド　ＳＦＲＲ，ＳＦＲＨ

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ 　ＶＳＣ，ＴＲＣソレノイド　ＳＭＣ１

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ 　ＶＳＣ，ＴＲＣソレノイド　ＳＭＣ２

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ 　ＶＳＣ，ＴＲＣソレノイド　ＳＭＦ

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ 　ＶＳＣ，ＴＲＣソレノイド　ＳＭＦＬ

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ 　ＶＳＣ，ＴＲＣソレノイド　ＳＭＦＲ

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ 　ＶＳＣ，ＴＲＣソレノイド　ＳＭＦＲ，ＳＭＦＬ

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ 　ＶＳＣ，ＴＲＣソレノイド　ＳＭＲ

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ 　ＶＳＣ，ＴＲＣソレノイド　ＳＭＲ，ＳＰＦＲ

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ 　ＶＳＣ，ＴＲＣソレノイド　ＳＰＦＬ

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ 　ＶＳＣ，ＴＲＣソレノイド　ＳＰＦＲ

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ 　ＶＳＣ，ＴＲＣソレノイド　ＳＲＣＦ

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ 　ＶＳＣ，ＴＲＣソレノイド　ＳＲＣＦ，ＳＲＣＲ

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ 　ＶＳＣ，ＴＲＣソレノイド　ＳＲＣＲ

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ 　ＶＳＣ，ＴＲＣソレノイド　ＳＲＨ

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ 　ＶＳＣ，ＴＲＣソレノイド　ＳＲＬＲ，ＳＲＬＨ

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ 　ＶＳＣ，ＴＲＣソレノイド　ＳＲＭＦ

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ 　ＶＳＣ，ＴＲＣソレノイド　ＳＲＭＦ，ＳＲＭＲ

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ 　ＶＳＣ，ＴＲＣソレノイド　ＳＲＭＲ

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ 　ＶＳＣ，ＴＲＣソレノイド　ＳＲＲＲ，ＳＲＲＨ

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ 　ＶＳＣ，ＴＲＣソレノイド　ＳＳ

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ 　ＶＳＣソレノイド　ＳＭＦ

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ 　ＶＳＣソレノイド　ＳＭＲ

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ 　ＶＳＣソレノイド　ＳＰＦＬ

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ 　ＶＳＣソレノイド　ＳＰＦＲ

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ 　ＶＳＣソレノイド　ＳＲＣＦ

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ 　ＶＳＣソレノイド　ＳＲＣＲ

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ 　ＶＳＣソレノイド　ＳＲＭＦ

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ 　ＶＳＣソレノイド　ＳＲＭＲ

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ 　ＶＳＣランプ

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ 　アキュムレーター０ダウン

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ 　アクチュエーターパターン駆動

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ 　エキブレカットリレー

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ 　オートＬＳＤランプ

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ 　ストップランプリレー

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ 　ストップランプ警告

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ 　スポーツモードインジケーターランプ

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ 　ソレノイドリレー

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ 　タイヤ空気圧モニターランプ

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ 　ダウンヒルアシストランプ
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システム 項目名

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ 　ドレイン系パターン駆動

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ 　パワーサプライパターン駆動１

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ 　パワーサプライパターン駆動２

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ 　ブザー吹鳴

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ 　プリチャージポンプ

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ 　ブレーキ警告灯

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ 　ブレーキ警告灯（黄）

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ 　ブレーキ制御禁止

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ 　ポンプ作動パターン駆動

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ 　メインリレー１ＯＦＦ

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ 　メインリレー２ＯＦＦ

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ 　モーターリレー

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ 　モーターリレー１

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ 　モーターリレー２

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ 　車両安定制御システム（ＶＳＣ）／トラクションコントロールソレノイド

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ 　微低速走行インジケーター

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ＿ＡＲＳ 　４ＷＤ警告灯

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ＿ＡＲＳ 　ＡＢＳソレノイド　ＳＦＬＨ

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ＿ＡＲＳ 　ＡＢＳソレノイド　ＳＦＬＲ

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ＿ＡＲＳ 　ＡＢＳソレノイド　ＳＦＬＲ，ＳＦＬＨ

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ＿ＡＲＳ 　ＡＢＳソレノイド　ＳＦＲＨ

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ＿ＡＲＳ 　ＡＢＳソレノイド　ＳＦＲＨ，ＳＦＬＨ

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ＿ＡＲＳ 　ＡＢＳソレノイド　ＳＦＲＲ

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ＿ＡＲＳ 　ＡＢＳソレノイド　ＳＦＲＲ，ＳＦＲＨ

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ＿ＡＲＳ 　ＡＢＳソレノイド　ＳＲＬＨ

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ＿ＡＲＳ 　ＡＢＳソレノイド　ＳＲＬＲ

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ＿ＡＲＳ 　ＡＢＳソレノイド　ＳＲＬＲ，ＳＲＬＨ

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ＿ＡＲＳ 　ＡＢＳソレノイド　ＳＲＲＨ

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ＿ＡＲＳ 　ＡＢＳソレノイド　ＳＲＲＲ

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ＿ＡＲＳ 　ＡＢＳソレノイド　ＳＲＲＲ，ＳＲＲＨ

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ＿ＡＲＳ 　ＡＢＳモーターリレー

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ＿ＡＲＳ 　ＡＢＳランプ

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ＿ＡＲＳ 　ＡＲＳ警告灯

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ＿ＡＲＳ 　ＥＳスタートブザー

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ＿ＡＲＳ 　ＥＳスタートランプ

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ＿ＡＲＳ 　Ｈ／Ｂモーターリレー

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ＿ＡＲＳ 　ＰＰＳソレノイド

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ＿ＡＲＳ 　ＲＬ輪パターン駆動

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ＿ＡＲＳ 　ＲＲ輪パターン駆動

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ＿ＡＲＳ 　ＳＣＳＳバルブパターン

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ＿ＡＲＳ 　ＳＬＡソレノイド電流

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ＿ＡＲＳ 　ＳＬＩＰランプ

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ＿ＡＲＳ 　ＳＬＲソレノイド電流

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ＿ＡＲＳ 　ＳＭＣ１
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システム 項目名

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ＿ＡＲＳ 　ＳＭＣ２

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ＿ＡＲＳ 　ＴＲＣ　ＯＦＦランプ

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ＿ＡＲＳ 　ＴＲＣモーターリレー

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ＿ＡＲＳ 　ＶＳＣ　Ｈ／Ｂ警告ブザー

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ＿ＡＲＳ 　ＶＳＣ，ＴＲＣソレノイド　ＳＡ１

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ＿ＡＲＳ 　ＶＳＣ，ＴＲＣソレノイド　ＳＡ１，ＳＡ２

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ＿ＡＲＳ 　ＶＳＣ，ＴＲＣソレノイド　ＳＡ２

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ＿ＡＲＳ 　ＶＳＣ，ＴＲＣソレノイド　ＳＦＬＲ，ＳＦＬＨ

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ＿ＡＲＳ 　ＶＳＣ，ＴＲＣソレノイド　ＳＦＲＨ，ＳＦＬＨ

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ＿ＡＲＳ 　ＶＳＣ，ＴＲＣソレノイド　ＳＦＲＲ，ＳＦＲＨ

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ＿ＡＲＳ 　ＶＳＣ，ＴＲＣソレノイド　ＳＭＣ１

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ＿ＡＲＳ 　ＶＳＣ，ＴＲＣソレノイド　ＳＭＣ２

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ＿ＡＲＳ 　ＶＳＣ，ＴＲＣソレノイド　ＳＭＦ

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ＿ＡＲＳ 　ＶＳＣ，ＴＲＣソレノイド　ＳＭＦＬ

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ＿ＡＲＳ 　ＶＳＣ，ＴＲＣソレノイド　ＳＭＦＲ

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ＿ＡＲＳ 　ＶＳＣ，ＴＲＣソレノイド　ＳＭＦＲ，ＳＭＦＬ

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ＿ＡＲＳ 　ＶＳＣ，ＴＲＣソレノイド　ＳＭＲ

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ＿ＡＲＳ 　ＶＳＣ，ＴＲＣソレノイド　ＳＭＲ，ＳＰＦＲ

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ＿ＡＲＳ 　ＶＳＣ，ＴＲＣソレノイド　ＳＰＦＬ

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ＿ＡＲＳ 　ＶＳＣ，ＴＲＣソレノイド　ＳＰＦＲ

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ＿ＡＲＳ 　ＶＳＣ，ＴＲＣソレノイド　ＳＲＣＦ

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ＿ＡＲＳ 　ＶＳＣ，ＴＲＣソレノイド　ＳＲＣＦ，ＳＲＣＲ

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ＿ＡＲＳ 　ＶＳＣ，ＴＲＣソレノイド　ＳＲＣＲ

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ＿ＡＲＳ 　ＶＳＣ，ＴＲＣソレノイド　ＳＲＨ

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ＿ＡＲＳ 　ＶＳＣ，ＴＲＣソレノイド　ＳＲＬＲ，ＳＲＬＨ

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ＿ＡＲＳ 　ＶＳＣ，ＴＲＣソレノイド　ＳＲＭＦ

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ＿ＡＲＳ 　ＶＳＣ，ＴＲＣソレノイド　ＳＲＭＦ，ＳＲＭＲ

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ＿ＡＲＳ 　ＶＳＣ，ＴＲＣソレノイド　ＳＲＭＲ

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ＿ＡＲＳ 　ＶＳＣ，ＴＲＣソレノイド　ＳＲＲＲ，ＳＲＲＨ

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ＿ＡＲＳ 　ＶＳＣ，ＴＲＣソレノイド　ＳＳ

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ＿ＡＲＳ 　ＶＳＣランプ

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ＿ＡＲＳ 　アキュムレーター０ダウン

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ＿ＡＲＳ 　アクチュエーターパターン駆動

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ＿ＡＲＳ 　エキブレカットリレー

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ＿ＡＲＳ 　ストップランプリレー

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ＿ＡＲＳ 　ソレノイドリレー

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ＿ＡＲＳ 　ドレイン系パターン駆動

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ＿ＡＲＳ 　パワーサプライパターン駆動１

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ＿ＡＲＳ 　パワーサプライパターン駆動２

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ＿ＡＲＳ 　プリチャージポンプ

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ＿ＡＲＳ 　ブレーキ警告灯

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ＿ＡＲＳ 　ブレーキ警告灯（黄）

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ＿ＡＲＳ 　ブレーキ制御禁止

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ＿ＡＲＳ 　ポンプ作動パターン駆動



●トヨタ・レクサス アクティブテスト(ver 2021.06)
システム 項目名

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ＿ＡＲＳ 　メインリレー１ＯＦＦ

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ＿ＡＲＳ 　メインリレー２ＯＦＦ

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ＿ＡＲＳ 　モーターリレー１

　ＡＢＳ＿ＶＳＣ＿ＡＲＳ 　モーターリレー２

　エアサス＿ＴＥＭＳ＿ＡＨＣ 　ＦＬ輪ばね切替バルブ

　エアサス＿ＴＥＭＳ＿ＡＨＣ 　ＦＬ輪減衰力制御出力

　エアサス＿ＴＥＭＳ＿ＡＨＣ 　ＦＬ輪車高ソレノイド

　エアサス＿ＴＥＭＳ＿ＡＨＣ 　ＦＬ輪車高制御　下降

　エアサス＿ＴＥＭＳ＿ＡＨＣ 　ＦＬ輪車高制御　上昇

　エアサス＿ＴＥＭＳ＿ＡＨＣ 　ＦＬ輪車高制御（下降）

　エアサス＿ＴＥＭＳ＿ＡＨＣ 　ＦＬ輪車高制御（上昇）

　エアサス＿ＴＥＭＳ＿ＡＨＣ 　ＦＲ輪ばね切替バルブ

　エアサス＿ＴＥＭＳ＿ＡＨＣ 　ＦＲ輪減衰力制御出力

　エアサス＿ＴＥＭＳ＿ＡＨＣ 　ＦＲ輪車高ソレノイド

　エアサス＿ＴＥＭＳ＿ＡＨＣ 　ＦＲ輪車高制御　下降

　エアサス＿ＴＥＭＳ＿ＡＨＣ 　ＦＲ輪車高制御　上昇

　エアサス＿ＴＥＭＳ＿ＡＨＣ 　ＦＲ輪車高制御（下降）

　エアサス＿ＴＥＭＳ＿ＡＨＣ 　ＦＲ輪車高制御（上昇）

　エアサス＿ＴＥＭＳ＿ＡＨＣ 　ＲＬ輪減衰力制御出力

　エアサス＿ＴＥＭＳ＿ＡＨＣ 　ＲＬ輪車高ソレノイド

　エアサス＿ＴＥＭＳ＿ＡＨＣ 　ＲＬ輪車高制御　下降

　エアサス＿ＴＥＭＳ＿ＡＨＣ 　ＲＬ輪車高制御　上昇

　エアサス＿ＴＥＭＳ＿ＡＨＣ 　ＲＬ輪車高制御（下降）

　エアサス＿ＴＥＭＳ＿ＡＨＣ 　ＲＬ輪車高制御（上昇）

　エアサス＿ＴＥＭＳ＿ＡＨＣ 　ＲＲ輪減衰力制御出力

　エアサス＿ＴＥＭＳ＿ＡＨＣ 　ＲＲ輪車高ソレノイド

　エアサス＿ＴＥＭＳ＿ＡＨＣ 　ＲＲ輪車高制御　下降

　エアサス＿ＴＥＭＳ＿ＡＨＣ 　ＲＲ輪車高制御　上昇

　エアサス＿ＴＥＭＳ＿ＡＨＣ 　ＲＲ輪車高制御（下降）

　エアサス＿ＴＥＭＳ＿ＡＨＣ 　ＲＲ輪車高制御（上昇）

　エアサス＿ＴＥＭＳ＿ＡＨＣ 　コンプレッサーモーターリレー

　エアサス＿ＴＥＭＳ＿ＡＨＣ 　フロントゲートバルブ

　エアサス＿ＴＥＭＳ＿ＡＨＣ 　フロント車高制御　下降

　エアサス＿ＴＥＭＳ＿ＡＨＣ 　フロント車高制御　上昇

　エアサス＿ＴＥＭＳ＿ＡＨＣ 　フロント車高制御　停止

　エアサス＿ＴＥＭＳ＿ＡＨＣ 　ポンプモーターリレー

　エアサス＿ＴＥＭＳ＿ＡＨＣ 　モーターリレー

　エアサス＿ＴＥＭＳ＿ＡＨＣ 　リアゲートバルブ

　エアサス＿ＴＥＭＳ＿ＡＨＣ 　リアレベリングソレノイド

　エアサス＿ＴＥＭＳ＿ＡＨＣ 　リア車高制御　下降

　エアサス＿ＴＥＭＳ＿ＡＨＣ 　リア車高制御　上昇

　エアサス＿ＴＥＭＳ＿ＡＨＣ 　リア車高制御　停止

　エアサス＿ＴＥＭＳ＿ＡＨＣ 　減衰力フルソフト

　エアサス＿ＴＥＭＳ＿ＡＨＣ 　減衰力フルハード
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システム 項目名

　エアサス＿ＴＥＭＳ＿ＡＨＣ 　後輪アキュムレーター上昇

　エアサス＿ＴＥＭＳ＿ＡＨＣ 　後輪車高制御（下降）

　エアサス＿ＴＥＭＳ＿ＡＨＣ 　後輪車高制御（上昇）

　エアサス＿ＴＥＭＳ＿ＡＨＣ 　前輪アキュムレーター上昇

　エアサス＿ＴＥＭＳ＿ＡＨＣ 　前輪車高制御（下降）

　エアサス＿ＴＥＭＳ＿ＡＨＣ 　前輪車高制御（上昇）

　エアサス＿ＴＥＭＳ＿ＡＨＣ 　低圧タンクソレノイド

　エアサス＿ＴＥＭＳ＿ＡＨＣ 　排気ソレノイド

　電動ＰＫＢ（パーキングブレーキ） 　ＥＰＢ警告灯

　電動ＰＫＢ（パーキングブレーキ） 　ＰＫＢライト

　電動ＰＫＢ（パーキングブレーキ） 　ＰＫＢロック１

　電動ＰＫＢ（パーキングブレーキ） 　ＰＫＢ解放１

　電動ＰＫＢ（パーキングブレーキ） 　Ｐレンジディスプレー

　電動ＰＫＢ（パーキングブレーキ） 　オートライト

　電動ＰＫＢ（パーキングブレーキ） 　オーバーヒートディスプレー

　電動ＰＫＢ（パーキングブレーキ） 　ディスプレーチェック

　電動ＰＫＢ（パーキングブレーキ） 　ディスプレー未使用

　電動ＰＫＢ（パーキングブレーキ） 　テストモード

　電動ＰＫＢ（パーキングブレーキ） 　フルリリースモードＯＦＦ

　電動ＰＫＢ（パーキングブレーキ） 　フルリリースモードＯＮ

　電動ＰＫＢ（パーキングブレーキ） 　リリースディスプレー

　電動ＰＫＢ（パーキングブレーキ） 　ロックディスプレー

　ＡＲＳ 　ＡＲＳアクチュエーター　右転舵

　ＡＲＳ 　ＡＲＳアクチュエーター　左転舵

　ＡＲＳ 　ＡＲＳアクチュエーター　中立

　４ＷＤ 　４ＷＤオートモードライト

　４ＷＤ 　４ＷＤロックライト

　４ＷＤ 　４ＷＤ警告灯

　４ＷＤ 　ＳＬＩＰランプ

　ＬＫＡ（レーンキーピングアシスト）＿ＬＤＡ
（レーンディパーチャーアラート）

　ＬＤＡブザー

　ＬＫＡ（レーンキーピングアシスト）＿ＬＤＡ
（レーンディパーチャーアラート）

　ステアリングホイール振動

　ＬＫＡ（レーンキーピングアシスト）＿ＬＤＡ
（レーンディパーチャーアラート）

　ＰＣＳブザー要求

　ＬＫＡ（レーンキーピングアシスト）＿ＬＤＡ
（レーンディパーチャーアラート）

　オートマチックハイビーム

　ＬＫＡ（レーンキーピングアシスト）＿ＬＤＡ
（レーンディパーチャーアラート）

　メーターブザー要求

　フロントレコグニッションカメラ（セーフティセンスＰ） 　ＰＣＳブザー吹鳴

　フロントレコグニッションカメラ（セーフティセンスＰ） 　オートマチックハイビーム

　フロントレコグニッションカメラ（セーフティセンスＰ） 　メーターブザー

　イモビライザー 　イモビアンプ

　イモビライザー 　キー違い警告

　イモビライザー 　ケーブル切れ警告

　イモビライザー 　シフトＰ以外警告

　イモビライザー 　セキュリティーインジケーター

　イモビライザー 　メーターチャイム

　イモビライザー 　メーターチャイム（連続）
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システム 項目名

　イモビライザー 　メーターブザー

　イモビライザー 　引っ掛かり警告

　プリクラッシュ 　運転席シートベルトモニター

　プリクラッシュ 　運転席と助手席シートベルトモーター

　プリクラッシュ 　助手席シートベルトモニター

　プリクラッシュ２（セーフティセンスＰ） 　ＬＫＡレーン外警報ブザー

　プリクラッシュ２（セーフティセンスＰ） 　ＰＣＳクラッシュ警報ブザー

　プリクラッシュ２（セーフティセンスＰ） 　ＰＣＳ接近警告ブザー

　プリクラッシュ２（セーフティセンスＰ） 　レーダークルーズ接近警報ブザー

　プリクラッシュ２（セーフティセンスＰ） 　レーダークルーズ停止ブザー

　プリクラッシュ２（セーフティセンスＰ） 　顔報告チェック

　プリクラッシュ２（セーフティセンスＰ） 　赤外線信号

　メーター 　２速ＳＴＡＲＴインジケーター

　メーター 　４ＬＯインジケーター

　メーター 　４ＷＤ　ＡＵＴＯインジケーター

　メーター 　４ＷＤインジケーター

　メーター 　４ＷＤロックインジケーター

　メーター 　４ＷＤ警告灯

　メーター 　Ａ／Ｔ　Ｐインジケーター

　メーター 　ＡＢＳインジケーターランプ

　メーター 　ＡＦＳ　ＯＦＦインジケーター

　メーター 　ＡＦＳインジケーター

　メーター 　ＡＲＳインジケーターランプ

　メーター 　ＡＳＬインジケーター

　メーター 　ＡＴインジケーター　－　２

　メーター 　ＡＴインジケーター　－　３（Ｍ）

　メーター 　ＡＴインジケーター　－　４（Ｍ）　ｏｒ　Ｓ

　メーター 　ＡＴインジケーター　－　Ｄ

　メーター 　ＡＴインジケーター　－　Ｌ

　メーター 　ＡＴインジケーター　－　Ｎ

　メーター 　ＡＴインジケーター　－　Ｐ

　メーター 　ＡＴインジケーター　－　Ｒ

　メーター 　ＡＴインジケーターＮｏ．１　－　２

　メーター 　ＡＴインジケーターＮｏ．１　－　３

　メーター 　ＡＴインジケーターＮｏ．１　－　３（Ｍ）

　メーター 　ＡＴインジケーターＮｏ．１　－　４

　メーター 　ＡＴインジケーターＮｏ．１　－　４（Ｍ）

　メーター 　ＡＴインジケーターＮｏ．１　－　Ｄ

　メーター 　ＡＴインジケーターＮｏ．１　－　Ｌ

　メーター 　ＡＴインジケーターＮｏ．１　－　Ｎ

　メーター 　ＡＴインジケーターＮｏ．１　－　Ｐ

　メーター 　ＡＴインジケーターＮｏ．１　－　Ｒ

　メーター 　ＡＴインジケーターＮｏ．２　－　５

　メーター 　ＡＴインジケーターＮｏ．２　－　６
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システム 項目名

　メーター 　ＡＴインジケーターＮｏ．２　－　７

　メーター 　ＡＴインジケーターＮｏ．２　－　８

　メーター 　ＡＴインジケーターＮｏ．２　－　Ｂ

　メーター 　ＡＴインジケーターＮｏ．２　－　ＥＳ

　メーター 　ＡＴインジケーターＮｏ．２　－　Ｍ

　メーター 　ＡＴインジケーターＮｏ．２　－　Ｓ

　メーター 　ＡＴシフト液晶表示インジケーター

　メーター 　ＢＥＡＭインジケーターランプ

　メーター 　ＣＨＡＲＧＥインジケーターランプ

　メーター 　ＣＨＥＣＫ　ＥＮＧインジケーターランプ

　メーター 　ＣＲＡＷＬインジケーター

　メーター 　ＣＶＴナビインジケーター

　メーター 　ＤＡＢＳインジケーター

　メーター 　ＤＰＦ警告

　メーター 　Ｄ席シートベルト

　メーター 　Ｄ席ドア開

　メーター 　ＥＣＢインジケーター

　メーター 　ＥＣＢインジケーターランプ

　メーター 　ＥＣＤ作動

　メーター 　ＥＣＯインジケーター

　メーター 　ＥＣＯモードインジケーター

　メーター 　ＥＣＴ　ＰＷＲインジケーターランプ

　メーター 　ＥＣＴ　ＳＮＯＷインジケーターランプ

　メーター 　ＥＰＢオートＯＦＦインジケーター

　メーター 　ＥＰＳインジケーター

　メーター 　ＥＶモードインジケーター

　メーター 　Ｆｒ　ＦＯＧインジケーターランプ

　メーター 　ＦＵＥＬインジケーターランプ

　メーター 　ＧＬＯＷインジケーター

　メーター 　ＨＶインジケーター　－　０％

　メーター 　ＨＶインジケーター　－　１００％

　メーター 　ＨＶインジケーター　－　２００％

　メーター 　ＨＶインジケーター　－　３００％

　メーター 　ＨＶインジケーター　－　４００％

　メーター 　ＨＶインジケーター　－　－５０％

　メーター 　ＨＶインジケーター　－　ＭＡＸ目盛り

　メーター 　ＨＶインジケーター　－　ＭＩＮ目盛り

　メーター 　ＨＶシステム警告

　メーター 　ＨＶシステム認証モードインジケーター

　メーター 　ＨＶユニット高温警告灯

　メーター 　ＫＤＳＳインジケーター

　メーター 　ＫＥＹインジケーター

　メーター 　ＬＥＤヘッドランプ警告

　メーター 　ＭＭＴ　Ｅモードインジケーター



●トヨタ・レクサス アクティブテスト(ver 2021.06)
システム 項目名

　メーター 　ＭＭＴ　Ｍモードインジケーター

　メーター 　Ｏ／Ｄ　ＯＦＦインジケーターランプ

　メーター 　ＯＤＯ／ＴＲＩＰ表示インジケーターランプ

　メーター 　ＯＩＬ　ＬＥＶＥＬインジケーターランプ

　メーター 　ＯＩＬ　ＰＲＥＳＳインジケーターランプ

　メーター 　ＰＰＳインジケーター

　メーター 　Ｐレンジインジケーター

　メーター 　Ｐ席シートベルト

　メーター 　Ｐ席ドア開

　メーター 　ＲＥＡＤＹ（ＨＶ）インジケーター

　メーター 　Ｒｒ　ＦＯＧインジケーターランプ

　メーター 　Ｒｒ　ＬＩＧＨＴインジケーターランプ

　メーター 　Ｒｒインナーホイールコントロールインジケーター

　メーター 　Ｒｒインナーホイールコントロール警告

　メーター 　ＳＥＴインジケーター

　メーター 　ＳＩＬ（Ｄｏｗｎ）インジケーター

　メーター 　ＳＩＬ（Ｕｐ）インジケーター

　メーター 　ＳＩＬインジケーター

　メーター 　ＳＬＩＰインジケーターランプ

　メーター 　ＳＰＯＲＴ（ＣＶＴ　ＳＰＯＲＴ）インジケーター

　メーター 　ＳＲＳエアバッグインジケーターランプ

　メーター 　Ｔ．Ｃ油温インジケーターランプ

　メーター 　ＴＡＩＬインジケーターランプ

　メーター 　ＴＥＭＳコンフォートインジケーター

　メーター 　ＴＥＭＳスポーツインジケーター

　メーター 　ＴＲＣ　ＯＦＦインジケーターランプ

　メーター 　ＴＲＣ駆動インジケーター

　メーター 　ＴＲＣ駆動警告灯

　メーター 　ＴＵＲＮ　Ｌインジケーターランプ

　メーター 　ＴＵＲＮ　Ｒインジケーターランプ

　メーター 　ＶＳＣ　ＯＦＦインジケーター

　メーター 　ＶＳＣ　ＴＲＣインジケーター

　メーター 　ＶＳＣインジケーターランプ

　メーター 　ＷＡＳＨＥＲインジケーターランプ

　メーター 　インジケーター１　－　ＢＥＡＭ

　メーター 　インジケーター１　－　エアバッグ

　メーター 　インジケーター１　－　テール

　メーター 　インジケーター１　－　フロントフォグ

　メーター 　インジケーター１　－　ヘッド

　メーター 　インジケーター１　－　リアフォグ

　メーター 　インジケーター１　－　リアランプ

　メーター 　インジケーター１　－　衝突回避ＯＦＦ

　メーター 　インジケーター１０　－　４ＷＤロック

　メーター 　インジケーター１０　－　Ｃｏｍｆｏｒｔ



●トヨタ・レクサス アクティブテスト(ver 2021.06)
システム 項目名

　メーター 　インジケーター１０　－　ＤＡＣ

　メーター 　インジケーター１０　－　ＮＡＶＩ　ＣＶＴ

　メーター 　インジケーター１０　－　ＰＡＲＫ

　メーター 　インジケーター１０　－　オートＬＳＤ

　メーター 　インジケーター１０　－　オートホールド

　メーター 　インジケーター１０　－　ホールド

　メーター 　インジケーター１１　－　２ｎｄ　Ｓｔａｒｔ

　メーター 　インジケーター１１　－　４ＬＯ

　メーター 　インジケーター１１　－　４ＷＤ　ＡＵＴＯ

　メーター 　インジケーター１１　－　ＨＶシステム異常

　メーター 　インジケーター１１　－　ＳＩＬインジケーター

　メーター 　インジケーター１１　－　ＶＳＣ　ＯＦＦ

　メーター 　インジケーター１１　－　センターデフロック

　メーター 　インジケーター１１　－　リアデフロック

　メーター 　インジケーター１２　－　Ａ／Ｔ　Ｐ

　メーター 　インジケーター１２　－　ＡＳＬ

　メーター 　インジケーター１２　－　ＣＲＡＷＬインジケーター

　メーター 　インジケーター１２　－　ＳＥＴ

　メーター 　インジケーター１２　－　ＳＩＬインジケーター（Ｄｏｗｎ）

　メーター 　インジケーター１２　－　ＳＩＬインジケーター（Ｕｐ）

　メーター 　インジケーター１２　－　レーダークルーズ

　メーター 　インジケーター１２　－　乗車モードランプ

　メーター 　インジケーター１３　－　４ＷＤロック

　メーター 　インジケーター１３　－　ＥＣＯモード

　メーター 　インジケーター１３　－　スポーツ（ＶＴスポーツ）

　メーター 　インジケーター１３　－　スマートビーム

　メーター 　インジケーター１３　－　スリップＯＦＦ（ＶＳＣ　ＯＦＦ）

　メーター 　インジケーター１３　－　テールＯＦＦ

　メーター 　インジケーター１３　－　ラゲージモード

　メーター 　インジケーター１３　－　後席シートベルト

　メーター 　インジケーター１４　－　ＥＰＳ

　メーター 　インジケーター１６　－　ＥＶステータス

　メーター 　インジケーター１６　－　ＨＵＤ

　メーター 　インジケーター１６　－　ＨＶシステム認証

　メーター 　インジケーター１６　－　ＨＶユニットオーバーヒート

　メーター 　インジケーター１６　－　ＬＥＤヘッドランプ

　メーター 　インジケーター１６　－　スマートシステム

　メーター 　インジケーター１６　－　ターンＬ

　メーター 　インジケーター１６　－　ターンＲ

　メーター 　インジケーター１８　－　４ＷＤインジケーター

　メーター 　インジケーター１８　－　ＡＴ／ＣＶＴウォーニング

　メーター 　インジケーター１８　－　ＤＰＦ

　メーター 　インジケーター１８　－　ＥＣＯ　ＩＤＬＥ（橙）

　メーター 　インジケーター１８　－　ＥＲＳ作動



●トヨタ・レクサス アクティブテスト(ver 2021.06)
システム 項目名

　メーター 　インジケーター１８　－　エンジンウォーニング

　メーター 　インジケーター１８　－　シートベルト情報

　メーター 　インジケーター１８　－　燃料計（ＦＵＬＬ）

　メーター 　インジケーター２　－　Ｄ席シートベルト

　メーター 　インジケーター２　－　Ｄ席ドア

　メーター 　インジケーター２　－　Ｐ席シートベルト

　メーター 　インジケーター２　－　Ｐ席ドア

　メーター 　インジケーター２　－　ＲＬ席ドア

　メーター 　インジケーター２　－　ＲＲ席ドア

　メーター 　インジケーター２　－　ドアインジケーター

　メーター 　インジケーター２　－　ラゲージドア

　メーター 　インジケーター２１　－　ＢＯＳ

　メーター 　インジケーター２１　－　ＣＨＡＲＧＥ（ＲＥ）

　メーター 　インジケーター２１　－　ＬＤＳ　ＯＦＦ

　メーター 　インジケーター２１　－　Ｖｅｈｉｃｌｅ　Ｄｅｐａｒｔ

　メーター 　インジケーター２１　－　プラグインジケーター（黄）

　メーター 　インジケーター２１　－　車両停止

　メーター 　インジケーター３　－　ＡＢＳウォーニング

　メーター 　インジケーター３　－　ＡＦＳ　ＯＦＦ

　メーター 　インジケーター３　－　ウォッシャー

　メーター 　インジケーター３　－　チャージウォーニング

　メーター 　インジケーター３　－　バックドア

　メーター 　インジケーター３　－　フードドア

　メーター 　インジケーター３　－　ヘッドランプオートレベリング

　メーター 　インジケーター３　－　燃料ウォーニング

　メーター 　インジケーター４　－　４ＷＤ

　メーター 　インジケーター４　－　ＤＡＢＣ

　メーター 　インジケーター４　－　ＥＣＢ／ＦＰＢ

　メーター 　インジケーター４　－　ＴＲＣ　ＯＦＦ

　メーター 　インジケーター４　－　ＶＳＣ

　メーター 　インジケーター４　－　アクティブＴＲＣ

　メーター 　インジケーター４　－　スリップインジケーター

　メーター 　インジケーター４　－　タイヤ空気圧

　メーター 　インジケーター５　－　ＥＣＯ

　メーター 　インジケーター５　－　ＧＬＯＷ

　メーター 　インジケーター５　－　オイルウォーニング

　メーター 　インジケーター５　－　オイルレベル

　メーター 　インジケーター５　－　セジメンタ

　メーター 　インジケーター５　－　ブレーキウォーニング

　メーター 　インジケーター５　－　高水温

　メーター 　インジケーター５　－　低水温

　メーター 　インジケーター６　－　４ＷＤインジケーター

　メーター 　インジケーター６　－　Ａ／Ｔ油温

　メーター 　インジケーター６　－　ＥＣＴ　ＰＯＷＥＲ



●トヨタ・レクサス アクティブテスト(ver 2021.06)
システム 項目名

　メーター 　インジケーター６　－　ＥＣＴ　ＳＮＯＷ（ＥＣＴＳ）

　メーター 　インジケーター６　－　ＥＰＳ

　メーター 　インジケーター６　－　Ｏ／Ｄ　ＯＦＦ

　メーター 　インジケーター６　－　ＴＥＭＳスポーツ

　メーター 　インジケーター６　－　ハイト高

　メーター 　インジケーター７　－　ＶＧＲＳ

　メーター 　インジケーター７　－　クルーズ

　メーター 　インジケーター７　－　ステアリングサポート

　メーター 　インジケーター７　－　ステアリングマーク

　メーター 　インジケーター７　－　スマートキー

　メーター 　インジケーター７　－　レーダークルーズ（Ｃ）

　メーター 　インジケーター７　－　レーダークルーズ（Ｒ）

　メーター 　インジケーター７　－　レーダークルーズ（Ｗ）

　メーター 　インジケーター８　－　ＨＶ　ＲＥＡＤＹ

　メーター 　インジケーター８　－　オイルメンテナンスウォーニング

　メーター 　インジケーター８　－　クリアランスソナー

　メーター 　インジケーター８　－　タイミングベルトウォーニング

　メーター 　インジケーター８　－　トランスファー油温

　メーター 　インジケーター８　－　ナイトビュー

　メーター 　インジケーター８　－　マスターウォーニング

　メーター 　インジケーター８　－　中東１２０ｋ

　メーター 　インジケーター９　－　ＥＣＯ　ＩＤＬＥ（緑）

　メーター 　インジケーター９　－　ＥＲＳ充電

　メーター 　インジケーター９　－　ＨＶ　ＥＶ　ｍｏｄｅ

　メーター 　インジケーター９　－　ＨＶエンジンストップ

　メーター 　インジケーター９　－　ＨＶメインバッテリー

　メーター 　インジケーター９　－　ＭＭＴギア

　メーター 　インジケーター９　－　ＭＭＴスポーツ

　メーター 　インジケーター９　－　テールキャンセル

　メーター 　インジケーターランプＶＳＣ　ＯＦＦ

　メーター 　ウォッシャーインジケーターランプ

　メーター 　ウォッシャー液残量インジケーターランプ

　メーター 　エアコンオートインジケーター

　メーター 　エアサスインジケーター（ＨＩ）

　メーター 　エアサスインジケーター（ＬＯ）

　メーター 　エアサスインジケーター（Ｎ）

　メーター 　エコドライブインジケーター

　メーター 　エンジン（ＨＶ　Ｅ／Ｇノンストップモード）

　メーター 　エンジンインジケーターチェック

　メーター 　エンジン水温計操作

　メーター 　オイル残量インジケーターランプ

　メーター 　オートＬＳＤインジケーター

　メーター 　オートハイビームインジケーター

　メーター 　オートマチックトランスミッションインジケーター操作３　－　Ｄ
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システム 項目名

　メーター 　オーバースピードインジケーター

　メーター 　オフロードガイダンスインジケーター

　メーター 　クリアランスソナーＬＣＤインジケーター

　メーター 　クリアランスソナーインジケーター

　メーター 　クルーズＣＨＥＣＫインジケーターランプ

　メーター 　クルーズＲＥＡＤＹインジケーターランプ

　メーター 　クルーズインジケーターランプ

　メーター 　クルーズ表示インジケーター

　メーター 　コンパス液晶表示インジケーター

　メーター 　シートベルトインジケーター

　メーター 　シフトインジケーター１　－　２

　メーター 　シフトインジケーター１　－　３

　メーター 　シフトインジケーター１　－　４

　メーター 　シフトインジケーター１　－　Ｄ

　メーター 　シフトインジケーター１　－　Ｌ

　メーター 　シフトインジケーター１　－　Ｎ

　メーター 　シフトインジケーター１　－　Ｐ

　メーター 　シフトインジケーター１　－　Ｒ

　メーター 　シフトインジケーター２　－　５

　メーター 　シフトインジケーター２　－　６

　メーター 　シフトインジケーター２　－　７

　メーター 　シフトインジケーター２　－　８

　メーター 　シフトインジケーター２　－　ＣＶＴ　Ｂ

　メーター 　シフトインジケーター２　－　ＣＶＴ　Ｓ

　メーター 　シフトインジケーター２　－　スポーツシフトＤ

　メーター 　シフトインジケーター２　－　スポーツシフトＭ

　メーター 　シフトインジケーター２　－　スポーツシフトＳ

　メーター 　シフトバイワイヤー警告

　メーター 　ストップ／スタートＯＦＦインジケーター

　メーター 　ストップ／スタートＯＮインジケーター

　メーター 　スピードメーター　－　０

　メーター 　スピードメーター　－　１２０

　メーター 　スピードメーター　－　１６０

　メーター 　スピードメーター　－　２００

　メーター 　スピードメーター　－　２４０

　メーター 　スピードメーター　－　２８０

　メーター 　スピードメーター　－　４０

　メーター 　スピードメーター　－　８０

　メーター 　スピードメーター操作　※ＡＦＳ点灯します

　メーター 　スマートシステムインジケーター

　メーター 　スマートシステム警告

　メーター 　センターデフロックインジケーター

　メーター 　ターンシグナル（右）インジケーター

　メーター 　ターンシグナル（左）インジケーター
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システム 項目名

　メーター 　タイミングベルトインジケーター

　メーター 　タイヤ空気圧インジケーター

　メーター 　ダウンヒルアシストコントロールインジケーター

　メーター 　タコメーター　－　０

　メーター 　タコメーター　－　１０００

　メーター 　タコメーター　－　１０００ｒ／ｍｉｎ

　メーター 　タコメーター　－　２０００

　メーター 　タコメーター　－　２０００ｒ／ｍｉｎ

　メーター 　タコメーター　－　３０００

　メーター 　タコメーター　－　３０００ｒ／ｍｉｎ

　メーター 　タコメーター　－　４０００

　メーター 　タコメーター　－　４０００ｒ／ｍｉｎ

　メーター 　タコメーター　－　５０００

　メーター 　タコメーター　－　５０００ｒ／ｍｉｎ

　メーター 　タコメーター　－　６０００

　メーター 　タコメーター　－　６０００ｒ／ｍｉｎ

　メーター 　タコメーター　－　７０００

　メーター 　タコメーター　－　７０００ｒ／ｍｉｎ

　メーター 　タコメーター操作

　メーター 　ディスプレー１　－　０

　メーター 　ディスプレー１　－　１

　メーター 　ディスプレー１　－　２

　メーター 　ディスプレー１　－　３

　メーター 　ディスプレー１　－　４

　メーター 　ディスプレー１　－　５

　メーター 　ディスプレー１　－　６

　メーター 　ディスプレー１　－　全点灯

　メーター 　ディスプレー２　－　７

　メーター 　ディスプレー２　－　８

　メーター 　ディスプレー２　－　９

　メーター 　テールＯＦＦインジケーター

　メーター 　テールキャンセルインジケーター

　メーター 　テルテールＮｏ．５　ＡＴオイル温度

　メーター 　テルテールＮｏ．５　レーダークルーズ定速

　メーター 　テルテールＮｏ．８　ＲＥＡＤＹ

　メーター 　テルテールＮｏ．８　スマートキー

　メーター 　テルテールＮｏ．８　水温計液晶

　メーター 　ドアインジケーターランプ

　メーター 　ドア全開インジケーターランプ

　メーター 　ナイトビューインジケーター

　メーター 　パークインジケーター

　メーター 　バックドア開インジケーターランプ

　メーター 　バッテリーチェックインジケーター

　メーター 　バッテリー高温インジケーター



●トヨタ・レクサス アクティブテスト(ver 2021.06)
システム 項目名

　メーター 　バッテリー充電警告

　メーター 　パワーメーター　－　０

　メーター 　パワーメーター　－　０　ｋＷ

　メーター 　パワーメーター　－　１００

　メーター 　パワーメーター　－　１００　ｋＷ

　メーター 　パワーメーター　－　１５０

　メーター 　パワーメーター　－　１５０　ｋＷ

　メーター 　パワーメーター　－　２００

　メーター 　パワーメーター　－　２００　ｋＷ

　メーター 　パワーメーター　－　２５０

　メーター 　パワーメーター　－　２５０　ｋＷ

　メーター 　パワーメーター　－　３００

　メーター 　パワーメーター　－　３００　ｋＷ

　メーター 　パワーメーター　－　５０

　メーター 　パワーメーター　－　５０　ｋＷ

　メーター 　パワーメーター　－　ＭＡＸ目盛り

　メーター 　パワーメーター　－　回生ＭＡＸ

　メーター 　ブザー吹鳴　ＲＥＡＤＹ

　メーター 　ブザー吹鳴　キー抜き忘れ

　メーター 　ブザー吹鳴　シートベルト

　メーター 　ブザー吹鳴　ライト消忘れ

　メーター 　ブザー吹鳴　リジェクト

　メーター 　ブザー吹鳴　リバース

　メーター 　ブザー吹鳴　警告

　メーター 　ブザー吹鳴　車速警報

　メーター 　プリクラッシュインジケーター

　メーター 　ブレーキインジケーターランプ

　メーター 　ブレーキホールドインジケーター

　メーター 　フロントフォグインジケーターランプ

　メーター 　ヘッドアップディスプレーインジケーター

　メーター 　ヘッドインジケーターランプ

　メーター 　ヘッドランプオートレベリングインジケーター

　メーター 　ヘッドランプレベルインジケーターランプ

　メーター 　ホールドインジケーター

　メーター 　ボンネット開インジケーターランプ

　メーター 　マスター警告

　メーター 　マルチディスプレー

　メーター 　メインバッテリーインジケーター

　メーター 　メーターディスプレー１

　メーター 　メンテナンスインジケーター

　メーター 　メンテナンス要求

　メーター 　ラゲージドア開インジケーターランプ

　メーター 　ラゲージモードインジケーター

　メーター 　リアＬＨドア開インジケーター
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システム 項目名

　メーター 　リアＲＨドア開インジケーター

　メーター 　リアシートベルト

　メーター 　リアデフロックインジケーター

　メーター 　リアフォグインジケーターランプ

　メーター 　レーダークルーズＲｅａｄｙインジケーター

　メーター 　レーダークルーズインジケーター

　メーター 　高ハイトインジケーター

　メーター 　死角モニターインジケーター

　メーター 　車線維持

　メーター 　車線維持インジケーター

　メーター 　車速メーター操作－１２０（ＡＦＳランプＯＮ）

　メーター 　車速メーター操作－１６０（ＡＦＳランプＯＮ）

　メーター 　車速メーター操作－２００（ＡＦＳランプＯＮ）

　メーター 　車速メーター操作－２４０（ＡＦＳランプＯＮ）

　メーター 　車速メーター操作－２８０（ＡＦＳランプＯＮ）

　メーター 　車速メーター操作－４０（ＡＦＳランプＯＮ）

　メーター 　車速メーター操作－８０（ＡＦＳランプＯＮ）

　メーター 　車両接近警告ＯＦＦ

　メーター 　充電インジケーター

　メーター 　乗車モードインジケーター

　メーター 　水温計　－　１１０゜

　メーター 　水温計　－　１２０゜

　メーター 　水温計　－　１２７゜

　メーター 　水温計　－　４５゜

　メーター 　水温計　－　６０゜

　メーター 　水温計　－　７５゜

　メーター 　水温計　－　８０゜

　メーター 　水温計　－　Ｈｉｇｈ

　メーター 　水温計　－　Ｌｏｗ

　メーター 　水温計　－　中間安定域

　メーター 　電圧計　－　０Ｖ

　メーター 　電圧計　－　１２Ｖ

　メーター 　電圧計　－　１５Ｖ

　メーター 　電圧計　－　１８Ｖ

　メーター 　電圧計　－　３Ｖ

　メーター 　電圧計　－　６Ｖ

　メーター 　電圧計　－　９Ｖ

　メーター 　燃費計　－　１／２

　メーター 　燃費計　－　１／４

　メーター 　燃費計　－　３／４

　メーター 　燃費計　－　Ｈ目盛り

　メーター 　燃費計　－　ＭＡＸ目盛

　メーター 　燃費計　－　ＭＩＮ目盛

　メーター 　燃費計　－　ＭＩＮ目盛り
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システム 項目名

　メーター 　燃料フィルターインジケーター

　メーター 　燃料計　－　ウォーニング点灯位置

　メーター 　燃料計　－　センダーＥ点

　メーター 　燃料計　－　センダーＦ点

　メーター 　燃料計　－　メーター１／２目盛

　メーター 　燃料計　－　メーター１／２目盛り

　メーター 　燃料計　－　メーター１／４目盛

　メーター 　燃料計　－　メーター１／４目盛り

　メーター 　燃料計　－　メーター２／４目盛

　メーター 　燃料計　－　メーター３／４目盛

　メーター 　燃料計　－　メーター３／４目盛り

　メーター 　燃料計　－　メーターＥ目盛

　メーター 　燃料計　－　メーターＥ目盛り

　メーター 　燃料計　－　メーターＦ目盛

　メーター 　燃料計　－　メーターＦ目盛り

　メーター 　排気温インジケーターランプ

　メーター 　微低速走行警告灯

　メーター 　油圧インジケーター

　メーター 　油圧計　－　１／２

　メーター 　油圧計　－　１／４

　メーター 　油圧計　－　３／４

　メーター 　油圧計　－　Ｈ目盛

　メーター 　油圧計　－　Ｈ目盛り

　メーター 　油圧計　－　Ｌ目盛

　メーター 　油圧計　－　Ｌ目盛り

　メーター 　冷却水高温インジケーターランプ

　メーター 　冷却水低温インジケーターランプ

　エアコン 　（Ｄ）エアアウトレットサーボモーター－１００％

　エアコン 　（Ｄ）エアアウトレットサーボモーター－５０％

　エアコン 　（Ｄ）エアアウトレットダンパー位置－正

　エアコン 　（Ｄ）エアアウトレットダンパー位置－負

　エアコン 　（Ｄ）エアミックスサーボモーター－１００％

　エアコン 　（Ｄ）エアミックスサーボモーター－５０％

　エアコン 　（Ｄ）エアミックスダンパー－正

　エアコン 　（Ｄ）エアミックスダンパー－負

　エアコン 　（Ｄ）フェイス吹出サーボパルス　－　１００％

　エアコン 　（Ｄ）フェイス吹出サーボパルス　－　５０％

　エアコン 　（Ｄ）フット吹出サーボパルス　－　１００％

　エアコン 　（Ｄ）フット吹出サーボパルス　－　５０％

　エアコン 　（Ｄ）暖房エアミックスサーボパルス　－　１００％

　エアコン 　（Ｄ）暖房エアミックスサーボパルス　－　５０％

　エアコン 　（Ｄ）冷却バイパスバルブ－正

　エアコン 　（Ｄ）冷却バイパスバルブ－負

　エアコン 　（Ｄ）冷房エアミックスサーボパルス　－　１００％
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システム 項目名

　エアコン 　（Ｄ）冷房エアミックスサーボパルス　－　５０％

　エアコン 　（Ｆ，Ｒ　Ｄ）エアミックスサーボパルス　－　１００％

　エアコン 　（Ｆ，Ｒ　Ｄ）エアミックスサーボパルス　－　５０％

　エアコン 　（Ｆ，Ｒ　Ｄ）吹出サーボパルス　－　１００％

　エアコン 　（Ｆ，Ｒ　Ｄ）吹出サーボパルス　－　５０％

　エアコン 　（Ｆ，Ｒ　Ｐ）エアミックスサーボパルス　－　１００％

　エアコン 　（Ｆ，Ｒ　Ｐ）エアミックスサーボパルス　－　５０％

　エアコン 　（Ｆ，Ｒ　Ｐ）吹出サーボパルス　－　１００％

　エアコン 　（Ｆ，Ｒ　Ｐ）吹出サーボパルス　－　５０％

　エアコン 　（Ｐ）エアアウトレットサーボモーター－１００％

　エアコン 　（Ｐ）エアアウトレットサーボモーター－５０％

　エアコン 　（Ｐ）エアアウトレットダンパー位置－正

　エアコン 　（Ｐ）エアアウトレットダンパー位置－負

　エアコン 　（Ｐ）エアミックスサーボモーター－１００％

　エアコン 　（Ｐ）エアミックスサーボモーター－５０％

　エアコン 　（Ｐ）エアミックスダンパー－正

　エアコン 　（Ｐ）エアミックスダンパー－負

　エアコン 　（Ｐ）フェイス吹出サーボパルス　－　１００％

　エアコン 　（Ｐ）フェイス吹出サーボパルス　－　５０％

　エアコン 　（Ｐ）フット吹出サーボパルス　－　１００％

　エアコン 　（Ｐ）フット吹出サーボパルス　－　５０％

　エアコン 　（Ｐ）暖房エアミックスサーボパルス　－　１００％

　エアコン 　（Ｐ）暖房エアミックスサーボパルス　－　５０％

　エアコン 　（Ｐ）冷却バイパスパルス　－　１００％

　エアコン 　（Ｐ）冷却バイパスパルス　－　５０％

　エアコン 　（Ｐ）冷却バイパスバルブ－正

　エアコン 　（Ｐ）冷却バイパスバルブ－負

　エアコン 　（Ｐ）冷房エアミックスサーボパルス　－　１００％

　エアコン 　（Ｐ）冷房エアミックスサーボパルス　－　５０％

　エアコン 　（Ｒ）拡散パルス　－　１００％

　エアコン 　（Ｒ）拡散パルス　－　５０％

　エアコン 　（Ｒ）排出パルス　－　１００％

　エアコン 　（Ｒ）排出パルス　－　５０％

　エアコン 　（ＲＲ　Ｄ）吹出サーボパルス　－　１００％

　エアコン 　（ＲＲ　Ｄ）吹出サーボパルス　－　５０％

　エアコン 　（ＲＲ　Ｐ）吹出サーボパルス　－　１００％

　エアコン 　（ＲＲ　Ｐ）吹出サーボパルス　－　５０％

　エアコン 　（リア）エアアウトレットダンパー位置－正

　エアコン 　（リア）エアアウトレットダンパー位置－負

　エアコン 　（リア）エアミックスダンパー－正

　エアコン 　（リア）エアミックスダンパー－負

　エアコン 　（リア）デフォッガーリレー

　エアコン 　（リア）排気ダンパー位置１

　エアコン 　（リア）排気ダンパー位置２
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システム 項目名

　エアコン 　Ｍ／Ｈバイパス暖房サーボパルス　－　１００％

　エアコン 　Ｍ／Ｈバイパス暖房サーボパルス　－　５０％

　エアコン 　Ｍ／Ｈバイパス冷房サーボパルス　－　１００％

　エアコン 　Ｍ／Ｈバイパス冷房サーボパルス　－　５０％

　エアコン 　Ｍｇクラッチリレー

　エアコン 　アクチュエーターチェック

　エアコン 　エンジン冷却水温センサー（Ｃ）

　エアコン 　エンジン冷却水温センサー（Ｆ）

　エアコン 　オートスイッチ

　エアコン 　コンプレッサー目標回転数１０００ＲＰＭ

　エアコン 　コンプレッサー目標回転数３０００ＲＰＭ

　エアコン 　ソーラーセンサー

　エアコン 　ブロワーモーター

　エアコン 　ブロワーモーター　１００％

　エアコン 　ブロワーモーター　５０％

　エアコン 　ミラーヒーターリレー

　エアコン 　リアＡ／Ｃ　Ｍｇバルブ

　エアコン 　リアデフォッガースイッチ

　エアコン 　リアブロワーモーター　－　１００％

　エアコン 　リアブロワーモーター　－　５０％

　エアコン 　リアブロワーモーター　１００％

　エアコン 　リアブロワーモーター　５０％

　エアコン 　運転席エアミックスダンパー

　エアコン 　外気温度センサー（Ｃ）

　エアコン 　外気温度センサー（Ｆ）

　エアコン 　吸込口位置（リニア）－正

　エアコン 　吸込口位置（リニア）－負

　エアコン 　吸込口目標パルス　－　１００％

　エアコン 　吸込口目標パルス　－　５０％

　エアコン 　助手席エアミックスダンパー

　エアコン 　内気温度センサー（Ｃ）

　エアコン 　内気温度センサー（Ｆ）

　エアコン 　内部（ＯＮ）および外部（ＯＦＦ）変更

　エアコン 　排気ダンパー

　エアコン 　冷却バイパスパルス　－　１００％

　エアコン 　冷却バイパスパルス　－　５０％

　Ｅ－ＡＣＭ 　Ｅ－ＡＣＭチェック

　ＫＤＳＳ 　アキュムレーターバルブ（下側）

　ＫＤＳＳ 　アキュムレーターバルブ（上側）

　ボディー 　ＡＣＣリレー駆動出力

　ボディー 　ＤＲＬリレー

　ボディー 　Ｄ席バックル照明

　ボディー 　Ｆｒ足元ランプ

　ボディー 　ＩＧ　ＯＦＦ時　Ｐ／Ｗ制御許可出力
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システム 項目名

　ボディー 　ＩＧリレー駆動出力

　ボディー 　Ｐ席バックル照明

　ボディー 　Ｐ席パワーウィンドウ　アップ

　ボディー 　Ｐ席パワーウィンドウ　ダウン

　ボディー 　ＲＬ席パワーウィンドウ　アップ

　ボディー 　ＲＬ席パワーウィンドウ　ダウン

　ボディー 　ＲＲ席パワーウィンドウ　アップ

　ボディー 　ＲＲ席パワーウィンドウ　ダウン

　ボディー 　イモビアンプ発信駆動

　ボディー 　イルミネーテッドエントリー

　ボディー 　インジケーターの状態－赤

　ボディー 　インジケーターの状態－緑

　ボディー 　インジケーター照明用

　ボディー 　インテリアパネルリレー

　ボディー 　オートディマ出力

　ボディー 　キーリングランプ

　ボディー 　キー抜き忘れブザー

　ボディー 　シフトＲ信号

　ボディー 　シフトロック

　ボディー 　シフトロックソレノイド

　ボディー 　スカッフプレートランプ

　ボディー 　スターターリレー駆動出力

　ボディー 　ステアリングロック用Ｐ電源

　ボディー 　すべてのカーテシ出力

　ボディー 　セキュリティーインジケーター

　ボディー 　セキュリティーホーン

　ボディー 　セキュリティーホーン２

　ボディー 　センターコンソールランプ

　ボディー 　ターンランプ（右）

　ボディー 　ターンランプ（左）

　ボディー 　ターンランプ（左／右）

　ボディー 　ターンランプＬＨリレー

　ボディー 　ターンランプＲＨリレー

　ボディー 　ダブルロック　アンセット

　ボディー 　ダブルロック設定

　ボディー 　デイタイムランニングライト

　ボディー 　テールライト

　ボディー 　テールランプリレー

　ボディー 　デフォッガーリレー

　ボディー 　ドアアンロック

　ボディー 　ドアロック

　ボディー 　ドアロック（アンロック）

　ボディー 　ドアロック（ロック）

　ボディー 　ドアロックモーター（アンロック通電）
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システム 項目名

　ボディー 　ドアロックモーター（ロック通電）

　ボディー 　ドアロックモーター（反転作動）

　ボディー 　ドア開／閉ステータス

　ボディー 　ドームランプ出力／ルームランプ（ＯＦＦ／ＯＮ）

　ボディー 　ドームランプ出力／ルームランプ（ＯＮ／ＯＦＦ）

　ボディー 　ドームランプ出力／ルームランプ（ＯＮ／ＯＮ）

　ボディー 　ドームリレーカット

　ボディー 　トランクオープン

　ボディー 　ハザード

　ボディー 　ヒーターリレー

　ボディー 　プッシュスイッチイルミ（夜間照明）

　ボディー 　プッシュスイッチインジケーター（緑点灯）

　ボディー 　プッシュスイッチインジケーター（橙点灯）

　ボディー 　フロントウォッシャー

　ボディー 　フロントフォグランプ

　ボディー 　フロントフォグリレー

　ボディー 　フロントワイパーモーター（高速駆動）

　ボディー 　フロントワイパーモーター（低速駆動）

　ボディー 　ヘッドライト

　ボディー 　ヘッドライトクリーナー

　ボディー 　ヘッドランプＨｉリレー

　ボディー 　ヘッドランプリレー

　ボディー 　ベルトアンカーモーター　アップ

　ボディー 　ベルトアンカーモーター　ダウン

　ボディー 　ホーン

　ボディー 　マップ／カーテシランプ

　ボディー 　ランプリレー

　ボディー 　リアウォッシャー

　ボディー 　リアウォッシャーリレー

　ボディー 　リアデフォッガー

　ボディー 　リアドームランプ

　ボディー 　リアフォグランプスイッチ

　ボディー 　リアフォグリレー

　ボディー 　リアワイパーモーター

　ボディー 　リア席バックル照明

　ボディー 　レオスタットキャンセル

　ボディー 　レオスタット操作

　ボディー 　ワイパーモーター

　ボディー 　ワイパーモーターＨｉ作動リレー

　ボディー 　ワイパーモーターＬｏ作動リレー

　ボディー 　ワイパー払拭可変モーター

　ボディー 　ワイヤレスブザー

　ボディー 　ワイヤレスブザー（連続）

　ボディー 　ワイヤレスブザー（連続音）
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　ボディー 　運転席カーテシランプ

　ボディー 　運転席ドアアンロック

　ボディー 　室外ブザー

　ボディー 　車室外アンテナ（バックドア）発信

　ボディー 　車室外アンテナ（運転席）発信

　ボディー 　車室外アンテナ（助手席）発信

　ボディー 　車室内アンテナ（後席）発信

　ボディー 　車室内アンテナ（前席）発信

　ボディー 　車両ホーン

　ボディー 　助手席カーテシランプ

　ボディー 　衝撃感知アンロック

　ボディー 　侵入センサー電源

　ボディー 　他ＥＣＵパワーカット

　ボディー 　電格ミラー格納操作

　ボディー 　電格ミラー復帰操作

　ボディー 　半ドア警告

　Ｐ席Ｊ＿Ｂ 　ＦＲフットウェルランプ

　Ｐ席Ｊ＿Ｂ 　ＦＲ室内灯

　Ｐ席Ｊ＿Ｂ 　ＲＬ室内灯

　Ｐ席Ｊ＿Ｂ 　ＲＲ室内灯

　Ｐ席Ｊ＿Ｂ 　インテリアパネルリレー

　Ｐ席Ｊ＿Ｂ 　ウォッシャーモーター

　Ｐ席Ｊ＿Ｂ 　オルタネーターＬ端子出力

　Ｐ席Ｊ＿Ｂ 　サイドミラー足元ライト

　Ｐ席Ｊ＿Ｂ 　シートライト

　Ｐ席Ｊ＿Ｂ 　シフトライト

　Ｐ席Ｊ＿Ｂ 　ステアリングライト

　Ｐ席Ｊ＿Ｂ 　ストップランプ

　Ｐ席Ｊ＿Ｂ 　センターコンソールランプ

　Ｐ席Ｊ＿Ｂ 　テールランプ

　Ｐ席Ｊ＿Ｂ 　トランクオープナー

　Ｐ席Ｊ＿Ｂ 　ハイマウントストップランプ

　Ｐ席Ｊ＿Ｂ 　バックアップランプ

　Ｐ席Ｊ＿Ｂ 　バックルライト

　Ｐ席Ｊ＿Ｂ 　フューエルオープナー

　Ｐ席Ｊ＿Ｂ 　フロントサイドライト

　Ｐ席Ｊ＿Ｂ 　フロントフォグランプ

　Ｐ席Ｊ＿Ｂ 　ヘッドランプ　Ｈｉ

　Ｐ席Ｊ＿Ｂ 　ホーンリレー

　Ｐ席Ｊ＿Ｂ 　ライセンスプレートライト

　Ｐ席Ｊ＿Ｂ 　ラゲッジライト

　Ｐ席Ｊ＿Ｂ 　リアサンシェード

　Ｐ席Ｊ＿Ｂ 　リアフォグランプ

　Ｐ席Ｊ＿Ｂ 　リバース入力情報
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システム 項目名

　Ｐ席Ｊ＿Ｂ 　ワイパーアングル可変用モーター

　Ｐ席Ｊ＿Ｂ 　ワイパーモーターＨｉｇｈ

　Ｐ席Ｊ＿Ｂ 　ワイパーモーターＬｏｗ

　Ｐ席Ｊ＿Ｂ 　右コーナリングランプ

　Ｐ席Ｊ＿Ｂ 　右側方向指示

　Ｐ席Ｊ＿Ｂ 　感光室内灯

　Ｐ席Ｊ＿Ｂ 　左コーナリングランプ

　Ｐ席Ｊ＿Ｂ 　左側方向指示

　Ｐ席Ｊ＿Ｂ 　室内灯

　Ｐ席Ｊ＿Ｂ 　助手席バックルライト

　Ｐ席Ｊ＿Ｂ 　油膜ウォッシャーモーター

　リアＪ＿Ｂ 　Ｄ席シートベルト警告灯

　リアＪ＿Ｂ 　Ｄ席ベルトアンカーモーター

　リアＪ＿Ｂ 　Ｆｒ足元ランプ

　リアＪ＿Ｂ 　Ｐ席シートベルト警告灯

　リアＪ＿Ｂ 　Ｐ席ベルトアンカーモーター

　リアＪ＿Ｂ 　イルミネーテッドエントリー

　リアＪ＿Ｂ 　インサイドハンドル照明

　リアＪ＿Ｂ 　インテリアパネルリレー

　リアＪ＿Ｂ 　ウォッシャーモーター

　リアＪ＿Ｂ 　オルタネーターＬ端子信号

　リアＪ＿Ｂ 　クリアランスランプ

　リアＪ＿Ｂ 　シートライト

　リアＪ＿Ｂ 　シフトライト

　リアＪ＿Ｂ 　ステアリングライト

　リアＪ＿Ｂ 　ストップランプ

　リアＪ＿Ｂ 　センターコンソールランプ

　リアＪ＿Ｂ 　テールゲートパネル開

　リアＪ＿Ｂ 　テールライト

　リアＪ＿Ｂ 　デッキランプ

　リアＪ＿Ｂ 　トランクリッドオープン

　リアＪ＿Ｂ 　ハイマウントストップランプ

　リアＪ＿Ｂ 　バックルライト１

　リアＪ＿Ｂ 　ヒーターリレー

　リアＪ＿Ｂ 　フューエルリッドオープナー

　リアＪ＿Ｂ 　フロントウォッシャーノズルヒーター

　リアＪ＿Ｂ 　フロントドームランプ

　リアＪ＿Ｂ 　フロントフォグリレー

　リアＪ＿Ｂ 　ヘッドランプＨｉ　ＤＲＬ

　リアＪ＿Ｂ 　ヘッドランプＨｉリレー

　リアＪ＿Ｂ 　ヘッドランプＬｏリレー

　リアＪ＿Ｂ 　ベルトアンカーモーター　アップ

　リアＪ＿Ｂ 　ベルトアンカーモーター　ダウン

　リアＪ＿Ｂ 　ホーンリレー



●トヨタ・レクサス アクティブテスト(ver 2021.06)
システム 項目名

　リアＪ＿Ｂ 　ライセンスプレートランプ

　リアＪ＿Ｂ 　ラゲッジライト

　リアＪ＿Ｂ 　リアＡ／Ｃ　Ｍｇバルブ

　リアＪ＿Ｂ 　リアサンシェード

　リアＪ＿Ｂ 　リアサンシェード（アップ）

　リアＪ＿Ｂ 　リアサンシェード（ダウン）

　リアＪ＿Ｂ 　リアステップ照明

　リアＪ＿Ｂ 　リアデフォッガー

　リアＪ＿Ｂ 　リアドームランプ

　リアＪ＿Ｂ 　リアドームランプ（右）

　リアＪ＿Ｂ 　リアドームランプ（左）

　リアＪ＿Ｂ 　リアフォグランプ

　リアＪ＿Ｂ 　リアワイパーＬｏ

　リアＪ＿Ｂ 　リバース信号

　リアＪ＿Ｂ 　ワイパーモーターＨｉ作動リレー

　リアＪ＿Ｂ 　ワイパーモーターＬｏ作動リレー

　リアＪ＿Ｂ 　ワイパー払拭可変モーター

　リアＪ＿Ｂ 　右方向指示

　リアＪ＿Ｂ 　左方向指示

　Ｆｒコントローラー 　ＦＲフットウェルランプ

　Ｆｒコントローラー 　ＦＲ室内灯

　Ｆｒコントローラー 　ＲＬ室内灯

　Ｆｒコントローラー 　ＲＲ室内灯

　Ｆｒコントローラー 　ウォッシャーモーター

　Ｆｒコントローラー 　クリアランスランプ

　Ｆｒコントローラー 　ストップランプ

　Ｆｒコントローラー 　セキュリティーホーン

　Ｆｒコントローラー 　センターコンソールランプ

　Ｆｒコントローラー 　デイライト

　Ｆｒコントローラー 　テールランプ

　Ｆｒコントローラー 　トランクオープナー

　Ｆｒコントローラー 　ハイマウントストップランプ

　Ｆｒコントローラー 　バックアップランプ

　Ｆｒコントローラー 　バックルライト

　Ｆｒコントローラー 　フューエルオープナー

　Ｆｒコントローラー 　フロントサイドライト

　Ｆｒコントローラー 　フロントデアイサーリレー

　Ｆｒコントローラー 　フロントフォグランプ

　Ｆｒコントローラー 　フロントフォグリレー

　Ｆｒコントローラー 　ヘッドライトクリーナー

　Ｆｒコントローラー 　ヘッドランプ　Ｈｉ

　Ｆｒコントローラー 　ヘッドランプＨｉビーム

　Ｆｒコントローラー 　ヘッドランプＬｏビーム

　Ｆｒコントローラー 　ベルトアンカーモーター　－　アップ
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システム 項目名

　Ｆｒコントローラー 　ベルトアンカーモーター　－　ダウン

　Ｆｒコントローラー 　ホーンリレー

　Ｆｒコントローラー 　ライセンスプレートライト

　Ｆｒコントローラー 　ラゲッジライト

　Ｆｒコントローラー 　リアウォッシャーモーター

　Ｆｒコントローラー 　リアデフォッガーリレー

　Ｆｒコントローラー 　リアフォグランプ

　Ｆｒコントローラー 　リバース入力情報

　Ｆｒコントローラー 　ワイパーアングル可変用モーター

　Ｆｒコントローラー 　ワイパーモーターＨｉｇｈ

　Ｆｒコントローラー 　ワイパーモーターＨｉ作動リレー

　Ｆｒコントローラー 　ワイパーモーターＬｏｗ

　Ｆｒコントローラー 　ワイパーモーターＬｏ作動リレー

　Ｆｒコントローラー 　ワイヤレスブザー（連続音）

　Ｆｒコントローラー 　右コーナリングランプ

　Ｆｒコントローラー 　左コーナリングランプ

　Ｆｒコントローラー 　助手席バックルライト

　Ｆｒコントローラー 　油膜ウォッシャーモーター

　パワーウィンドウマスターＳＷ 　ＲＬ席パワーウィンドウ（アップ）

　パワーウィンドウマスターＳＷ 　ＲＬ席パワーウィンドウ（ダウン）

　パワーウィンドウマスターＳＷ 　ＲＲ席パワーウィンドウ（アップ）

　パワーウィンドウマスターＳＷ 　ＲＲ席パワーウィンドウ（ダウン）

　パワーウィンドウマスターＳＷ 　運転席側パワーウィンドウ（アップ）

　パワーウィンドウマスターＳＷ 　運転席側パワーウィンドウ（ダウン）

　パワーウィンドウマスターＳＷ 　助手席側パワーウィンドウ（アップ）

　パワーウィンドウマスターＳＷ 　助手席側パワーウィンドウ（ダウン）

　コンビＳＷ 　ＰＳＤブザー

　コンビＳＷ 　ＰＳＤモーター後進

　コンビＳＷ 　ＰＳＤモーター前進

　コンビＳＷ 　クローザーモーターリリース作動

　コンビＳＷ 　電磁クラッチ

　チルト＿テレスコ 　シートベルト　アップ駆動

　チルト＿テレスコ 　シートベルト　ダウン駆動

　チルト＿テレスコ 　チルト　アップ駆動

　チルト＿テレスコ 　チルト　ダウン駆動

　チルト＿テレスコ 　チルト（Ｄｏｗｎ）

　チルト＿テレスコ 　チルト（Ｕｐ）

　チルト＿テレスコ 　テレスコ　ショート駆動

　チルト＿テレスコ 　テレスコ　ロング駆動

　チルト＿テレスコ 　テレスコ（Ｌｏｎｇ）

　チルト＿テレスコ 　テレスコ（Ｓｈｏｒｔ）

　Ｄ席ドア（ミラー） 　ＡＣＴＲ解放

　Ｄ席ドア（ミラー） 　ＰＳＤクラッチ

　Ｄ席ドア（ミラー） 　ＰＳＤブザー
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システム 項目名

　Ｄ席ドア（ミラー） 　ＰＳＤモーター後進

　Ｄ席ドア（ミラー） 　ＰＳＤモーター前進

　Ｄ席ドア（ミラー） 　ＰマニュアルＳＷ　ＬＥＤ

　Ｄ席ドア（ミラー） 　ＳＷ照明

　Ｄ席ドア（ミラー） 　インサイドハンドル照明

　Ｄ席ドア（ミラー） 　カーテシランプ

　Ｄ席ドア（ミラー） 　ダブルロック　アンセット

　Ｄ席ドア（ミラー） 　ドアロック

　Ｄ席ドア（ミラー） 　パワーウィンドウアップ

　Ｄ席ドア（ミラー） 　パワーウィンドウダウン

　Ｄ席ドア（ミラー） 　ミラーヒーター

　Ｄ席ドア（ミラー） 　ミラー鏡面左右操作－右

　Ｄ席ドア（ミラー） 　ミラー鏡面左右操作－左

　Ｄ席ドア（ミラー） 　ミラー鏡面上下操作－下

　Ｄ席ドア（ミラー） 　ミラー鏡面上下操作－上

　Ｄ席ドア（ミラー） 　メモリーキャンセルランプ

　Ｄ席ドア（ミラー） 　右ミラー鏡面（右）

　Ｄ席ドア（ミラー） 　右ミラー鏡面（下）

　Ｄ席ドア（ミラー） 　右ミラー鏡面（左）

　Ｄ席ドア（ミラー） 　右ミラー鏡面（上）

　Ｄ席ドア（ミラー） 　灰皿ランプ

　Ｄ席ドア（ミラー） 　左ミラー鏡面（右）

　Ｄ席ドア（ミラー） 　左ミラー鏡面（下）

　Ｄ席ドア（ミラー） 　左ミラー鏡面（左）

　Ｄ席ドア（ミラー） 　左ミラー鏡面（上）

　Ｄ席ドア（ミラー） 　足元ランプ

　Ｄ席ドア（ミラー） 　電動ミラー（復帰）

　Ｄ席ドア（ミラー） 　電動格納ミラー操作－格納

　Ｄ席ドア（ミラー） 　電動格納ミラー操作－復帰

　Ｐ席ドア 　ＡＣＴＲ解放

　Ｐ席ドア 　ＰＳＤクラッチ

　Ｐ席ドア 　ＰＳＤブザー

　Ｐ席ドア 　ＰＳＤモーター後進

　Ｐ席ドア 　ＰＳＤモーター前進

　Ｐ席ドア 　ＰマニュアルＳＷ　ＬＥＤ

　Ｐ席ドア 　ＳＷ照明

　Ｐ席ドア 　インサイドハンドル照明

　Ｐ席ドア 　カーテシランプ

　Ｐ席ドア 　ダブルロック　アンセット

　Ｐ席ドア 　ドアロック

　Ｐ席ドア 　パワーウィンドウアップ

　Ｐ席ドア 　パワーウィンドウダウン

　Ｐ席ドア 　ミラーヒーター

　Ｐ席ドア 　ミラー鏡面左右操作－右
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　Ｐ席ドア 　ミラー鏡面左右操作－左

　Ｐ席ドア 　ミラー鏡面上下操作－下

　Ｐ席ドア 　ミラー鏡面上下操作－上

　Ｐ席ドア 　メモリーキャンセルランプ

　Ｐ席ドア 　灰皿ランプ

　Ｐ席ドア 　足元ランプ

　Ｐ席ドア 　電動ミラー（復帰）

　Ｐ席ドア 　電動格納ミラー操作－格納

　Ｐ席ドア 　電動格納ミラー操作－復帰

　ＲＲドア 　ＰＳＤオープン

　ＲＲドア 　ＰＳＤオープン信号

　ＲＲドア 　ＰＳＤクラッチ

　ＲＲドア 　ＰＳＤクローズ

　ＲＲドア 　ＰＳＤブザー

　ＲＲドア 　ＰＳＤモーター後進

　ＲＲドア 　ＰＳＤモーター前進

　ＲＲドア 　ＳＷ照明

　ＲＲドア 　インサイドハンドル照明

　ＲＲドア 　カーテシランプ

　ＲＲドア 　ダブルロック　アンセット

　ＲＲドア 　ドアロック

　ＲＲドア 　メモリーキャンセルランプ

　ＲＲドア 　リアドアサンシェード（Ｄｏｗｎ）

　ＲＲドア 　リアドアサンシェード（Ｕｐ）

　ＲＲドア 　リリースアクチュエーター

　ＲＲドア 　灰皿ランプ

　ＲＬドア 　ＰＳＤオープン

　ＲＬドア 　ＰＳＤオープン信号

　ＲＬドア 　ＰＳＤクラッチ

　ＲＬドア 　ＰＳＤクローズ

　ＲＬドア 　ＰＳＤブザー

　ＲＬドア 　ＰＳＤモーター後進

　ＲＬドア 　ＰＳＤモーター前進

　ＲＬドア 　ＳＷ照明

　ＲＬドア 　インサイドハンドル照明

　ＲＬドア 　カーテシランプ

　ＲＬドア 　ダブルロック　アンセット

　ＲＬドア 　ドアロック

　ＲＬドア 　メモリーキャンセルランプ

　ＲＬドア 　リアドアサンシェード（Ｄｏｗｎ）

　ＲＬドア 　リアドアサンシェード（Ｕｐ）

　ＲＬドア 　リリースアクチュエーター

　ＲＬドア 　灰皿ランプ

　バックドア 　ＰＢＤクラッチ



●トヨタ・レクサス アクティブテスト(ver 2021.06)
システム 項目名

　バックドア 　ＰＢＤブザー

　バックドア 　ＰＢＤモーター（逆転）

　バックドア 　ＰＢＤモーター（正転）

　バックドア 　カーテシＳＷ信号

　バックドア 　フロントブザー

　バックドア 　ラッチリリース

　Ｄ席モーター 　パワーウィンドウ　－　アップ

　Ｄ席モーター 　パワーウィンドウ　－　ダウン

　Ｐ席モーター 　パワーウィンドウ　－　アップ

　Ｐ席モーター 　パワーウィンドウ　－　ダウン

　ＲＲ席モーター 　パワーウィンドウ　－　アップ

　ＲＲ席モーター 　パワーウィンドウ　－　ダウン

　ＲＬ席モーター 　パワーウィンドウ　－　アップ

　ＲＬ席モーター 　パワーウィンドウ　－　ダウン

　Ｄ席シート 　クッション長（フロント）

　Ｄ席シート 　クッション長（リア）

　Ｄ席シート 　スライド（フロント）

　Ｄ席シート 　スライド（リア）

　Ｄ席シート 　ブザー吹鳴

　Ｄ席シート 　フロントバーチカル（アップ）

　Ｄ席シート 　フロントバーチカル（ダウン）

　Ｄ席シート 　ヘッドレスト（アップ）

　Ｄ席シート 　ヘッドレスト（ダウン）

　Ｄ席シート 　ランバー横（フロント）

　Ｄ席シート 　ランバー横（リア）

　Ｄ席シート 　ランバー縦（アップ）

　Ｄ席シート 　ランバー縦（ダウン）

　Ｄ席シート 　リアバーチカル（アップ）

　Ｄ席シート 　リアバーチカル（ダウン）

　Ｄ席シート 　リクライニング（フロント）

　Ｄ席シート 　リクライニング（リア）

　Ｐ席シート 　クッション長（フロント）

　Ｐ席シート 　クッション長（リア）

　Ｐ席シート 　スライド（フロント）

　Ｐ席シート 　スライド（リア）

　Ｐ席シート 　ブザー吹鳴

　Ｐ席シート 　フロントバーチカル（アップ）

　Ｐ席シート 　フロントバーチカル（ダウン）

　Ｐ席シート 　ヘッドレスト（アップ）

　Ｐ席シート 　ヘッドレスト（ダウン）

　Ｐ席シート 　ランバー横（フロント）

　Ｐ席シート 　ランバー横（リア）

　Ｐ席シート 　ランバー縦（アップ）

　Ｐ席シート 　ランバー縦（ダウン）
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　Ｐ席シート 　リアバーチカル（アップ）

　Ｐ席シート 　リアバーチカル（ダウン）

　Ｐ席シート 　リクライニング（フロント）

　Ｐ席シート 　リクライニング（リア）

　ＲＲ席シート 　スライド（フロント）

　ＲＲ席シート 　スライド（リア）

　ＲＲ席シート 　ブザー吹鳴

　ＲＲ席シート 　ヘッドレスト（アップ）

　ＲＲ席シート 　ヘッドレスト（ダウン）

　ＲＲ席シート 　リクライニング（フロント）

　ＲＲ席シート 　リクライニング（リア）

　ＲＬ席シート 　スライド（フロント）

　ＲＬ席シート 　スライド（リア）

　ＲＬ席シート 　ブザー吹鳴

　ＲＬ席シート 　ヘッドレスト（アップ）

　ＲＬ席シート 　ヘッドレスト（ダウン）

　ＲＬ席シート 　リクライニング（フロント）

　ＲＬ席シート 　リクライニング（リア）

　Ｄ席シートＳＷ 　クリアランスソナーインジケーター（昼間）

　Ｄ席シートＳＷ 　クリアランスソナーインジケーター（夜間走行）

　Ｄ席シートＳＷ 　クリアランスソナーインジケーター（夜間停止）

　Ｄ席シートＳＷ 　ミラーオートインジケーター（昼間）

　Ｄ席シートＳＷ 　ミラーオートインジケーター（夜間走行）

　Ｄ席シートＳＷ 　ミラーオートインジケーター（夜間停止）

　Ｄ席シートＳＷ 　ライトライティイング　－　１００％

　Ｄ席シートＳＷ 　ライトライティイング　－　５０％

　ＦＲシートエアコン 　エアフロー　－　Ｈｉｇｈ

　ＦＲシートエアコン 　エアフロー　－　Ｌｏｗ

　ＦＲシートエアコン 　シートヒーター目標温度　－　４０℃

　ＦＲシートエアコン 　温風

　ＦＲシートエアコン 　冷風

　ＦＬシートエアコン 　エアフロー　－　Ｈｉｇｈ

　ＦＬシートエアコン 　エアフロー　－　Ｌｏｗ

　ＦＬシートエアコン 　シートヒーター目標温度　－　４０℃

　ＦＬシートエアコン 　温風

　ＦＬシートエアコン 　冷風

　ＲＲシートエアコン 　エアフロー　－　Ｈｉｇｈ

　ＲＲシートエアコン 　エアフロー　－　Ｌｏｗ

　ＲＲシートエアコン 　シートヒーター目標温度　－　４０℃

　ＲＲシートエアコン 　温風

　ＲＲシートエアコン 　冷風

　ＲＬシートエアコン 　エアフロー　－　Ｈｉｇｈ

　ＲＬシートエアコン 　エアフロー　－　Ｌｏｗ

　ＲＬシートエアコン 　シートヒーター目標温度　－　４０℃
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システム 項目名

　ＲＬシートエアコン 　温風

　ＲＬシートエアコン 　冷風

　スライドルーフ 　スライドルーフ　－　Ｃｌｏｓｅ／Ｕｐ

　スライドルーフ 　スライドルーフ　－　Ｏｐｅｎ／Ｄｏｗｎ

　スライドルーフ 　スライドルーフ（開／ダウン）

　スライドルーフ 　スライドルーフ（閉／アップ）

　ワイパー 　ウォッシャーモーター

　ワイパー 　フロントウォッシャー

　ワイパー 　リアウォッシャー

　ワイパー 　ワイパーモーターＨｉ作動リレー

　ワイパー 　ワイパーモーターＬｏ作動リレー

　ナイトビュー 　アドバイス表示（Ｌｏ不灯）

　ナイトビュー 　アドバイス表示（昼間）

　ナイトビュー 　ナイトビュー作動

　ナイトビュー 　注意喚起近赤外線点灯

　ナイトビュー 　歩行者検知可インジケーター

　電源 　ＧＲＥＥＮインジケーター状態

　電源 　ＩＧＰ信号

　電源 　ＲＥＤインジケーター状態

　電源 　インジケーターの状態－赤

　電源 　インジケーターの状態－緑

　電源 　インジケーター照明用

　電源 　キーロック

　電源 　ステアリングロック用Ｐ電源

　スマート＿照合 　Ｄ席発信機

　スマート＿照合 　Ｆｒ室内発信機

　スマート＿照合 　Ｐ席発信機

　スマート＿照合 　ＲＬ席シート選択

　スマート＿照合 　ＲＬ席発信機

　スマート＿照合 　Ｒｒ室内発信機

　スマート＿照合 　ＲＲ席シート選択

　スマート＿照合 　ＲＲ席外側トランスミッター

　スマート＿照合 　ＲＲ席発信機

　スマート＿照合 　セキュリティーインジケーター

　スマート＿照合 　バックドア選択

　スマート＿照合 　ラゲージ外発信機

　スマート＿照合 　ラゲージ内レシーバー

　スマート＿照合 　ラゲージ内発信機

　スマート＿照合 　ワイヤレスブザー

　スマート＿照合 　運転席シートセンサー電源

　スマート＿照合 　運転席シート選択

　スマート＿照合 　室内レシーバー

　スマート＿照合 　助手席シートセンサー電源

　スマート＿照合 　助手席シート選択
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システム 項目名

　スマート＿照合 　電源／エンジンスイッチランプ

　セキュリティー 　Ｄ席発信機

　セキュリティー 　Ｆｒ室内発信機

　セキュリティー 　Ｐ席発信機

　セキュリティー 　ＲＬ席発信機

　セキュリティー 　Ｒｒ室内発信機

　セキュリティー 　ＲＲ席発信機

　セキュリティー 　アクセサリー出力ブザー

　セキュリティー 　アクセサリー出力用メッセージ

　セキュリティー 　キー抜き忘れブザー

　セキュリティー 　スマートインジケーター

　セキュリティー 　セキュリティーインジケーター

　セキュリティー 　セキュリティーホーン

　セキュリティー 　セキュリティーホーン２

　セキュリティー 　チルトセンサー電源

　セキュリティー 　テールライト

　セキュリティー 　テールランプリレー

　セキュリティー 　トランクリッドオープン

　セキュリティー 　ハザードランプ

　セキュリティー 　フロントフォグリレー

　セキュリティー 　ヘッドランプリレー

　セキュリティー 　ラゲージ外発信機

　セキュリティー 　ラゲージ内レシーバー

　セキュリティー 　ラゲージ内発信機

　セキュリティー 　応答ブザー

　セキュリティー 　室内レシーバー

　セキュリティー 　車両ホーン

　セキュリティー 　侵入センサー２電源

　セキュリティー 　侵入センサー電源

　ＩＰＡ＿ＩＣＳ＿クリアランスソナー 　ブザー吹鳴

　ＩＰＡ＿ＩＣＳ＿クリアランスソナー 　フロント／リアブザー

　ＩＰＡ＿ＩＣＳ＿クリアランスソナー 　フロントブザー

　ＩＰＡ＿ＩＣＳ＿クリアランスソナー 　リアブザー

　ミラーＬ 　インサイドハンドル照明

　ミラーＬ 　インテリアイルミネーションランプ

　ミラーＬ 　カーテシランプ

　ミラーＬ 　ドアイルミネーション１

　ミラーＬ 　ドアイルミネーション２

　ミラーＬ 　ドアロックインジケーター

　ミラーＬ 　パワーウィンドウスイッチＬＥＤ

　ミラーＬ 　ミラーヒーター

　ミラーＬ 　ミラー鏡面左右操作－右

　ミラーＬ 　ミラー鏡面左右操作－左

　ミラーＬ 　ミラー鏡面上下操作－下
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システム 項目名

　ミラーＬ 　ミラー鏡面上下操作－上

　ミラーＬ 　灰皿ランプ

　ミラーＬ 　助手席シートオペレーションスイッチインジケーター

　ミラーＬ 　足元ランプ

　ミラーＬ 　電動格納ミラー操作－格納

　ミラーＬ 　電動格納ミラー操作－復帰

　ミラーＲ 　Ｄ席ミラーヒーター

　ミラーＲ 　Ｄ席ミラー鏡面右

　ミラーＲ 　Ｄ席ミラー鏡面下

　ミラーＲ 　Ｄ席ミラー鏡面左

　ミラーＲ 　Ｄ席ミラー鏡面上

　ミラーＲ 　Ｄ席ミラー操作－格納

　ミラーＲ 　Ｄ席ミラー操作－復帰

　ミラーＲ 　Ｄ席足元ランプ

　ミラーＲ 　Ｐ席ミラーヒーター

　ミラーＲ 　Ｐ席ミラー鏡面右

　ミラーＲ 　Ｐ席ミラー鏡面下

　ミラーＲ 　Ｐ席ミラー鏡面左

　ミラーＲ 　Ｐ席ミラー鏡面上

　ミラーＲ 　Ｐ席ミラー操作－格納

　ミラーＲ 　Ｐ席ミラー操作－復帰

　ミラーＲ 　Ｐ席足元ランプ

　ミラーＲ 　インサイドハンドル照明

　ミラーＲ 　インテリアイルミネーションランプ

　ミラーＲ 　カーテシランプ

　ミラーＲ 　ドアイルミネーション１

　ミラーＲ 　ドアイルミネーション２

　ミラーＲ 　ドアロックインジケーター

　ミラーＲ 　パワーウィンドウスイッチＬＥＤ

　ミラーＲ 　ミラーヒーター

　ミラーＲ 　ミラー鏡面左右操作－右

　ミラーＲ 　ミラー鏡面左右操作－左

　ミラーＲ 　ミラー鏡面上下操作－下

　ミラーＲ 　ミラー鏡面上下操作－上

　ミラーＲ 　灰皿ランプ

　ミラーＲ 　助手席シートオペレーションスイッチインジケーター

　ミラーＲ 　足元ランプ

　ミラーＲ 　電動格納ミラー操作－格納

　ミラーＲ 　電動格納ミラー操作－復帰

　ＡＦＳ＿オートレベリング 　ＡＦＳ　ＯＦＦランプ

　ＡＦＳ＿オートレベリング 　ＡＦＳアラーム表示

　ＡＦＳ＿オートレベリング 　ＥＣＵステータスインジケーター

　ＡＦＳ＿オートレベリング 　ＨＩビームＬＨ

　ＡＦＳ＿オートレベリング 　ＨＩビームＲＨ
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システム 項目名

　ＡＦＳ＿オートレベリング 　アドバイス表示

　ＡＦＳ＿オートレベリング 　エキストラハイビーム

　ＡＦＳ＿オートレベリング 　オートハイビーム警告インジケーター

　ＡＦＳ＿オートレベリング 　オートハイビーム作動インジケーター

　ＡＦＳ＿オートレベリング 　オートマチックハイビーム

　ＡＦＳ＿オートレベリング 　クリアランスランプ

　ＡＦＳ＿オートレベリング 　コーナリングランプ

　ＡＦＳ＿オートレベリング 　デイタイムランニングライト

　ＡＦＳ＿オートレベリング 　ハイビームインジケーター

　ＡＦＳ＿オートレベリング 　フロントフォグランプ

　ＡＦＳ＿オートレベリング 　ヘッドライトインジケーター

　ＡＦＳ＿オートレベリング 　ヘッドライトレベリングインジケーター

　ＡＦＳ＿オートレベリング 　ヘッドランプＨｉビーム

　ＡＦＳ＿オートレベリング 　ヘッドランプＬｏビーム

　ＡＦＳ＿オートレベリング 　ヘッドランプクリーナー

　ＡＦＳ＿オートレベリング 　レベリングモーターアップ

　ＡＦＳ＿オートレベリング 　レベリングモーターダウン

　ＡＦＳ＿オートレベリング 　右スイブルモーター

　ＡＦＳ＿オートレベリング 　右スイブルモーター右作動

　ＡＦＳ＿オートレベリング 　右スイブルモーター左作動

　ＡＦＳ＿オートレベリング 　右ターンシグナルランプ

　ＡＦＳ＿オートレベリング 　左スイブルモーター

　ＡＦＳ＿オートレベリング 　左スイブルモーター右作動

　ＡＦＳ＿オートレベリング 　左スイブルモーター左作動

　ＡＦＳ＿オートレベリング 　左ターンシグナルランプ

　ＡＦＳ＿オートレベリング 　遮光ビームＬＨ

　ＡＦＳ＿オートレベリング 　遮光ビームＬＨ／ＲＨ

　ＡＦＳ＿オートレベリング 　遮光ビームＲＨ

　ＨＬ　オートレベリング　（サブ） 　クリアランスランプ

　ＨＬ　オートレベリング　（サブ） 　コーナリングランプ

　ＨＬ　オートレベリング　（サブ） 　デイタイムランニングライト

　ＨＬ　オートレベリング　（サブ） 　ヘッドランプＨｉビーム

　ＨＬ　オートレベリング　（サブ） 　ヘッドランプＬｏビーム

　ＨＬ　オートレベリング　（サブ） 　ヘッドランプクリーナー

　テレマティクス 　ビープ

　充電制御 　オルタネーター電圧コントロール

　始動制御 　アクセサリーカットリレー作動

　始動制御 　スターターリレー作動

　アクティブサウンドコントロール 　サウンド出力

　車両接近通報装置 　接近通報インジケーター

　車両接近通報装置 　接近通報音（低速）

　車両接近通報装置 　接近通報音（停車）

　ヘッドアップディスプレー 　Ｎａｖｉインジケーター

　ヘッドアップディスプレー 　カラーテスト画面（カラーバー）
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システム 項目名

　ヘッドアップディスプレー 　カラーテスト画面（黒）

　ヘッドアップディスプレー 　カラーテスト画面（青）

　ヘッドアップディスプレー 　カラーテスト画面（赤）

　ヘッドアップディスプレー 　カラーテスト画面（白）

　ヘッドアップディスプレー 　カラーテスト画面（表示調整画面）

　ヘッドアップディスプレー 　カラーテスト画面（緑）

　ヘッドアップディスプレー 　メインインジケーター

　ヘッドアップディスプレー 　表示位置（位置１）

　ヘッドアップディスプレー 　表示位置（位置２）

　ヘッドアップディスプレー 　表示位置（位置３）

　ヘッドアップディスプレー 　表示位置（位置４）

　ヘッドアップディスプレー 　表示位置（位置５）

　ヘッドアップディスプレー 　表示位置（位置６）

　ヘッドアップディスプレー 　表示位置（位置７）

　ヘッドアップディスプレー 　表示位置（位置８）

　ヘッドアップディスプレー 　表示輝度

　ＴＶＤ（トルクベクタリングデファレンシャル） 　ＬＨモーター

　ＴＶＤ（トルクベクタリングデファレンシャル） 　ＲＨモーター

　イルミネーション 　カラーＬＥＤ（黄）

　イルミネーション 　カラーＬＥＤ（黄）調光

　イルミネーション 　カラーＬＥＤ（青）

　イルミネーション 　カラーＬＥＤ（青）調光

　イルミネーション 　カラーＬＥＤ（緑）

　イルミネーション 　カラーＬＥＤ（緑）調光

　イルミネーション 　パーソナルランプリア右１

　イルミネーション 　パーソナルランプリア右１調光

　イルミネーション 　パーソナルランプリア右２

　イルミネーション 　パーソナルランプリア右２調光

　イルミネーション 　パーソナルランプリア左１

　イルミネーション 　パーソナルランプリア左１調光

　イルミネーション 　パーソナルランプリア左２

　イルミネーション 　パーソナルランプリア左２調光

　イルミネーション 　ラウンジモード

　オートマチックハイビーム 　オートマチックハイビーム

　スライドサンシェード 　スライドサンシェードＣＬＯＳＥ

　スライドサンシェード 　スライドサンシェードＯＰＥＮ

　バックドアパワーウィンドウ 　バックドアパワーウィンドウＤＯＷＮ

　バックドアパワーウィンドウ 　バックドアパワーウィンドウＵＰ

　バックドアパワーウィンドウ 　ラゲージコンパートメントランプ

　バックドアパワーウィンドウ 　リアワイパー駆動


