
●日産 アクティブテスト(ver 2022.02)
システム 項目名

　エンジン 　（ＴＢＤ）ＩＯＬＩＤ６６

　エンジン 　１ｓｔ　ＥＧＲポンプ

　エンジン 　２ｎｄ　ＥＧＲポンプ

　エンジン 　Ａ／Ｃコンプレッサー

　エンジン 　Ａ／Ｃコンプレッサーリレー

　エンジン 　ＡＡＣバルブ開度

　エンジン 　ＡＣコンプレッサーリレー

　エンジン 　ＤＰＦインジェクター

　エンジン 　ＤＰＦインジェクターソレノイドバルブ

　エンジン 　ＤＰＦ温度センサー診断

　エンジン 　ＤＰＦ相対圧力センサー

　エンジン 　Ｅ／Ｏ　クルーズコントロール／スピードリミッター登録

　エンジン 　ＥＡＩコントロールＳ／Ｖ

　エンジン 　ＥＧＲ　ＶＯＬコントロールバルブ

　エンジン 　ＥＧＲ／Ｖ開度

　エンジン 　ＥＧＲクーラーバイパスＰＷＭ

　エンジン 　ＥＧＲクーラーバイパスコントロール

　エンジン 　ＥＧＲクーラーバイパスバルブ

　エンジン 　ＥＧＲソレノイドバルブ

　エンジン 　ＥＧＲバイパス

　エンジン 　ＥＧＲバルブ

　エンジン 　ＥＧＲバルブ登録

　エンジン 　ＥＧＲ制御（モード１）

　エンジン 　ＥＧＲ制御（モード３）

　エンジン 　ＥＧＲ制御Ｓ／Ｖ

　エンジン 　ＥＧＲ制御ステップ

　エンジン 　ＥＧＲ制御バルブ

　エンジン 　ＥＶＡＰパージＳ／Ｖ

　エンジン 　ＦＩＣＤ　Ｓ／Ｖ

　エンジン 　ＦＰＣＭ

　エンジン 　ＦＰＣＭ（ＨＩ）

　エンジン 　ＦＰＣＭ（ＬＯＷ）

　エンジン 　ＦＰＣＭ（ＭＩＤ）

　エンジン 　ＩＧＮタイミング（モード１）

　エンジン 　ＩＧＮタイミング（モード３）

　エンジン 　ＯＢＤライト

　エンジン 　ＯＶ／ＨＴ警告

　エンジン 　ＰＴＣ１

　エンジン 　ＰＴＣ２

　エンジン 　ＰＴＣ３

　エンジン 　ＳＣクラッチリレー

　エンジン 　ＴＣ／ＳＣバイパスバルブ

　エンジン 　ＴＣウェイストゲートコントロールソレノイドバルブ

　エンジン 　ＴＣブーストコントロールＳ／Ｖ

　エンジン 　ＴＣブーストコントロールアクチュエーター

　エンジン 　ＴＣ冷却水ポンプ

　エンジン 　Ｖ／Ｔ角度（吸気側）

　エンジン 　Ｖ／Ｔ角度（排気側）

　エンジン 　Ｖ／Ｔ制御Ｓ／Ｖ

　エンジン 　ＶＥＮＴコントロールバルブ

　エンジン 　ＶＶＬ　Ｓ／Ｖ（吸排気）

　エンジン 　ＶＶＬ吸気側　Ｓ／Ｖ

　エンジン 　ＶＶＬ排気側　Ｓ／Ｖ

　エンジン 　アイドル回転数



●日産 アクティブテスト(ver 2022.02)
システム 項目名

　エンジン 　アイドル回転数設定（＋）

　エンジン 　アイドル回転調整

　エンジン 　アイドル補正Ｓ／Ｖ

　エンジン 　アクティブグリルシャッター

　エンジン 　イグニッション（シリンダー１）

　エンジン 　イグニッション（シリンダー２）

　エンジン 　イグニッション（シリンダー３）

　エンジン 　インジェクション故障ランプ

　エンジン 　インジェクター（シリンダー１）

　エンジン 　インジェクター（シリンダー２）

　エンジン 　インジェクター（シリンダー３）

　エンジン 　インジェクター（シリンダー４）

　エンジン 　インジェクターコントロール（アンロック）

　エンジン 　インジェクターコントロールアンロック

　エンジン 　インジェクターコントロールロック

　エンジン 　インジェクターソレノイドバルブ　オープニングＰＦ

　エンジン 　インジェクターロック制御

　エンジン 　インジェクター適応

　エンジン 　インテークマニホールドランナーコントロールバルブ

　エンジン 　インレットフラップ

　エンジン 　ウェイストゲートアクチュエーター

　エンジン 　ウォーターポンプリレー

　エンジン 　エアインレットフラップ

　エンジン 　エアコンコンプレッサーリレー駆動

　エンジン 　エアコンリレー

　エンジン 　エアコン作動防止

　エンジン 　エアダンパーバルブプログラミング

　エンジン 　エアバイパスバルブ

　エンジン 　エキゾーストフューエルインジェクター

　エンジン 　エキゾーストフューエルインジェクター回路

　エンジン 　エキゾーストフラップ

　エンジン 　エンジンマウンティング

　エンジン 　エンジン調整

　エンジン 　エンジン電動ウォーターポンプ

　エンジン 　エンジン油圧コントロールソレノイドバルブ

　エンジン 　エンジン冷却水温

　エンジン 　オートストップスタート

　エンジン 　オルタネーターデューティー

　エンジン 　オルタネーター電圧

　エンジン 　カムシャフトセンサープログラミング

　エンジン 　カムシャフトディフェーザー：ソレノイドバルブスライド動作

　エンジン 　キャニスターエア抜きソレノイドバルブ

　エンジン 　キャニスター制御Ｓ／Ｖ

　エンジン 　クーラントフローバルブ

　エンジン 　クーラント切替ソレノイドバルブ

　エンジン 　クーラント切替ソレノイドバルブ　　

　エンジン 　クーリングファン

　エンジン 　クーリングファン（ＨＩ）

　エンジン 　クーリングファン（ＬＯＷ）

　エンジン 　クーリングファン（ＭＩＤ）

　エンジン 　クーリングファン１

　エンジン 　クーリングファン２

　エンジン 　クルーズコントロール／スピードリミッター登録

　エンジン 　グローコントロールユニット



●日産 アクティブテスト(ver 2022.02)
システム 項目名

　エンジン 　グロープラグ

　エンジン 　グローリレー

　エンジン 　サーモスタットヒーターコントロールソレノイドバルブ

　エンジン 　サーモプランジャー（Ｎ－１リレー）

　エンジン 　サーモプランジャー（Ｎ－２リレー）

　エンジン 　サーモプランジャー（Ｎ－３リレー）

　エンジン 　サーモプランジャーＮｏ．１リレーコントロール

　エンジン 　サーモプランジャーＮｏ．２リレーコントロール

　エンジン 　サーモプランジャーＮｏ．３リレーコントロール

　エンジン 　サーモプランジャーリレー　Ｎ１

　エンジン 　サーモプランジャーリレー　Ｎ２

　エンジン 　サーモプランジャーリレー１

　エンジン 　サーモプランジャーリレー２

　エンジン 　サーモプランジャーリレー３

　エンジン 　サーモプランジャーリレーＮ１

　エンジン 　サーモプランジャーリレーＮ２

　エンジン 　サーモプランジャーリレーＮＯ．３

　エンジン 　サブフューエルコントロールソレノイド

　エンジン 　サブフューエルポンプリレー

　エンジン 　スターターリレー

　エンジン 　スターターリレーコマンド

　エンジン 　スタックテスト

　エンジン 　スタックテスト（アクチュエーター）

　エンジン 　ストップＥ／消費量ＰＲＥＶ

　エンジン 　スピードリミッター　／　クルーズコントロール作動

　エンジン 　スロットルバルブ

　エンジン 　スロットル開度

　エンジン 　スワールＣＯＮＴ　Ｓ／Ｖ１

　エンジン 　スワールフラップ

　エンジン 　スワール制御Ｓ／Ｖ

　エンジン 　スワール制御バルブ（バンク１）

　エンジン 　スワール制御バルブ（バンク２）

　エンジン 　ターボソレノイドバルブ

　エンジン 　ターボチャージャーコントロールソレノイドバルブ

　エンジン 　ターボチャージャーソレノイドバルブ

　エンジン 　ターボチャージャーバイパスバルブ

　エンジン 　ターボチャージャーブーストコントロールバルブ

　エンジン 　ターボチャージャーブースト圧

　エンジン 　ターボチャージャー冷却

　エンジン 　ターボチャージャー冷却ポンプ

　エンジン 　ダンパーフラップ

　エンジン 　タンブルコントロールバルブ開閉

　エンジン 　ドレインカットＳ／Ｖ

　エンジン 　バルブタイミングＳ／Ｖ

　エンジン 　パワーバランス（シリンダー１）

　エンジン 　パワーバランス（シリンダー２）

　エンジン 　パワーバランス（シリンダー３）

　エンジン 　パワーバランス（シリンダー４）

　エンジン 　パワーバランス（シリンダー５）

　エンジン 　パワーバランス（シリンダー６）

　エンジン 　パワーバランス（シリンダー７）

　エンジン 　パワーバランス（シリンダー８）

　エンジン 　パワーバランス（モード１）（シリンダー１）

　エンジン 　パワーバランス（モード１）（シリンダー２）



●日産 アクティブテスト(ver 2022.02)
システム 項目名

　エンジン 　パワーバランス（モード１）（シリンダー３）

　エンジン 　パワーバランス（モード１）（シリンダー４）

　エンジン 　パワーバランス（モード１）（シリンダー５）

　エンジン 　パワーバランス（モード１）（シリンダー６）

　エンジン 　パワーバランス（モード１）（シリンダー７）

　エンジン 　パワーバランス（モード１）（シリンダー８）

　エンジン 　パワーバランス（モード３）（シリンダー１）

　エンジン 　パワーバランス（モード３）（シリンダー２）

　エンジン 　パワーバランス（モード３）（シリンダー３）

　エンジン 　パワーバランス（モード３）（シリンダー４）

　エンジン 　パワーバランス（モード３）（シリンダー５）

　エンジン 　パワーバランス（モード３）（シリンダー６）

　エンジン 　パワーバランス（モード３）（シリンダー７）

　エンジン 　パワーバランス（モード３）（シリンダー８）

　エンジン 　ヒータープラグ１＆２

　エンジン 　ヒータープラグ３

　エンジン 　ヒータープラグ４

　エンジン 　ヒーテッドＯ２センサーヒーター１

　エンジン 　ヒーテッドＯ２センサーヒーター２

　エンジン 　ファンデューティー制御

　エンジン 　ファンユニット　ＨＩＧＨ

　エンジン 　ファンユニット　ＬＯＷ

　エンジン 　ファンユニットリレー（高速）

　エンジン 　ファンユニットリレー（低速）

　エンジン 　ファンユニット高速リレー

　エンジン 　ファンユニット低速リレー

　エンジン 　ブースト圧ウェイストゲート

　エンジン 　フューエルヒーター

　エンジン 　フューエルヒーターリレー

　エンジン 　フューエルフローアクチュエーター

　エンジン 　フューエルフローレギュレーター

　エンジン 　フューエルポンプ

　エンジン 　フューエルポンプリレー

　エンジン 　フューエルレール圧

　エンジン 　フューエルレール圧力コントロールバルブ

　エンジン 　フライホイール目標登録

　エンジン 　プリヒーター警告灯

　エンジン 　プレッシャーレギュレーター

　エンジン 　プレヒーターユニット

　エンジン 　プレヒーターライト

　エンジン 　プレヒーターリレー

　エンジン 　プレ消費電流

　エンジン 　ボイラーリレー

　エンジン 　ポンプ圧力レギュレーター

　エンジン 　モータースロットル

　エンジン 　ラジエーターファン

　エンジン 　ラジエーターファン　ＨＩ

　エンジン 　ラジエーターファン　ＬＯＷ

　エンジン 　ラジエーターファン　ＭＩＤ

　エンジン 　ラジエーターファン　ＯＦＦ

　エンジン 　ラジエーターファン１

　エンジン 　ラジエーターファン２

　エンジン 　レール圧センサー調整

　エンジン 　レール圧調整



●日産 アクティブテスト(ver 2022.02)
システム 項目名

　エンジン 　圧力調整

　エンジン 　可変吸気Ｓ／Ｖ

　エンジン 　可変吸気Ｓ／Ｖ１

　エンジン 　可変吸気Ｓ／Ｖ２

　エンジン 　過給圧制御

　エンジン 　過熱警告灯

　エンジン 　吸気ダクトＳ／Ｖ

　エンジン 　吸気側Ｖ／Ｔ角度

　エンジン 　空気流路プログラミング

　エンジン 　空燃比センサーヒーター

　エンジン 　空燃比学習

　エンジン 　空燃比学習クリア

　エンジン 　高圧コンプレッサー

　エンジン 　高圧タービン

　エンジン 　高圧ポンプ

　エンジン 　高圧回路リークテスト

　エンジン 　高圧系統リークテスト

　エンジン 　主要インジェクション故障警告灯

　エンジン 　新ポンプ本体充填

　エンジン 　水温

　エンジン 　制御ＣＬサーモ

　エンジン 　絶対圧／大気圧Ｓ／Ｖ

　エンジン 　低圧ＥＧＲバルブ

　エンジン 　低圧ポンプリレー

　エンジン 　低圧燃料ポンプ

　エンジン 　点火時期

　エンジン 　点火時期（モード１）

　エンジン 　点火時期（モード３）

　エンジン 　点火時期Ｆ／Ｂ固定

　エンジン 　電圧レギュレーター

　エンジン 　電気消費防止

　エンジン 　電子スロットルコントロールアクチュエーター

　エンジン 　燃圧制御Ｓ／Ｖ

　エンジン 　燃料ＶバイパスＳ／Ｖ

　エンジン 　燃料タンク温度センサー

　エンジン 　燃料ライト内に水

　エンジン 　燃料圧力ソレノイドバルブ

　エンジン 　燃料温度

　エンジン 　燃料供給ＰＲＥＶ

　エンジン 　燃料供給停止

　エンジン 　燃料遮断弁（エンジン）

　エンジン 　燃料遮断弁（シリンダー）

　エンジン 　燃料噴射

　エンジン 　燃料噴射ソレノイドバルブ

　エンジン 　燃料噴射時期

　エンジン 　燃料噴射量

　エンジン 　排気カムシャフトディフェーザーソレノイドバルブ

　エンジン 　排気スロットル

　エンジン 　排気側Ｖ／Ｔ角度

　エンジン 　排気電子スロットルコントロールアクチュエーター

　エンジン 　噴射時期

　エンジン 　補助フューエルポンプリレー

　エンジン 　補助燃料系統ソレノイドバルブ

　エンジン 　目標ＥＧＲ角度



●日産 アクティブテスト(ver 2022.02)
システム 項目名

　エンジン 　目標ＥＴＣ角度

　エンジン 　目標ファン回転数

　ＡＴ＿ＣＶＴ（オートマチックトランスミッション＿連続可変トランスミッション） 　ギアシフト作動（１速）

　ＡＴ＿ＣＶＴ（オートマチックトランスミッション＿連続可変トランスミッション） 　ギアシフト作動（２速）

　ＡＴ＿ＣＶＴ（オートマチックトランスミッション＿連続可変トランスミッション） 　ギアシフト作動（３速）

　ＡＴ＿ＣＶＴ（オートマチックトランスミッション＿連続可変トランスミッション） 　ギアシフト作動（４速）

　ＡＴ＿ＣＶＴ（オートマチックトランスミッション＿連続可変トランスミッション） 　ギアシフト作動（５速）

　ＡＴ＿ＣＶＴ（オートマチックトランスミッション＿連続可変トランスミッション） 　ギアシフト作動（６速）

　ＡＴ＿ＣＶＴ（オートマチックトランスミッション＿連続可変トランスミッション） 　ギアシフト作動（ニュートラル）

　ＡＴ＿ＣＶＴ（オートマチックトランスミッション＿連続可変トランスミッション） 　ギアシフト作動（リバース）

　ＡＴ＿ＣＶＴ（オートマチックトランスミッション＿連続可変トランスミッション） 　クラッチ作動（スロー０％）

　ＡＴ＿ＣＶＴ（オートマチックトランスミッション＿連続可変トランスミッション） 　クラッチ作動（スロー１００％）

　ＡＴ＿ＣＶＴ（オートマチックトランスミッション＿連続可変トランスミッション） 　クラッチ作動（スロー２５％）

　ＡＴ＿ＣＶＴ（オートマチックトランスミッション＿連続可変トランスミッション） 　クラッチ作動（スロー５０％）

　ＡＴ＿ＣＶＴ（オートマチックトランスミッション＿連続可変トランスミッション） 　クラッチ作動（スロー７５％）

　ＡＴ＿ＣＶＴ（オートマチックトランスミッション＿連続可変トランスミッション） 　クラッチ作動（ノーマル０％）

　ＡＴ＿ＣＶＴ（オートマチックトランスミッション＿連続可変トランスミッション） 　クラッチ作動（ノーマル１００％）

　ＡＴ＿ＣＶＴ（オートマチックトランスミッション＿連続可変トランスミッション） 　クラッチ作動（ノーマル２５％）

　ＡＴ＿ＣＶＴ（オートマチックトランスミッション＿連続可変トランスミッション） 　クラッチ作動（ノーマル５０％）

　ＡＴ＿ＣＶＴ（オートマチックトランスミッション＿連続可変トランスミッション） 　クラッチ作動（ノーマル７５％）

　ＡＢＳ（アンチロックブレーキ） 　ＡＢＳアクチュエーターリレー

　ＡＢＳ（アンチロックブレーキ） 　ＡＢＳモーター

　ＡＢＳ（アンチロックブレーキ） 　ＡＢＳモーターＯＦＦ

　ＡＢＳ（アンチロックブレーキ） 　ＡＢＳモーターＯＮ

　ＡＢＳ（アンチロックブレーキ） 　ＡＢＳモーターリレー

　ＡＢＳ（アンチロックブレーキ） 　ＡＢＳワーニングランプ

　ＡＢＳ（アンチロックブレーキ） 　ＡＳＣＤ信号

　ＡＢＳ（アンチロックブレーキ） 　ＴＣＳフェイル信号

　ＡＢＳ（アンチロックブレーキ） 　ＶＤＣ警告ランプ

　ＡＢＳ（アンチロックブレーキ） 　エア抜き（フロント右ホイール）

　ＡＢＳ（アンチロックブレーキ） 　エア抜き（フロント左ホイール）

　ＡＢＳ（アンチロックブレーキ） 　エア抜き（リア右ホイール）

　ＡＢＳ（アンチロックブレーキ） 　エア抜き（リア左ホイール）

　ＡＢＳ（アンチロックブレーキ） 　ストップランプＯＮリレー

　ＡＢＳ（アンチロックブレーキ） 　ストップランプＯＮリレー（ＯＦＦ）

　ＡＢＳ（アンチロックブレーキ） 　ストップランプＯＮリレー（ＯＮ）

　ＡＢＳ（アンチロックブレーキ） 　ストップランプオンリレー

　ＡＢＳ（アンチロックブレーキ） 　スリップランプ

　ＡＢＳ（アンチロックブレーキ） 　ブースター駆動

　ＡＢＳ（アンチロックブレーキ） 　ホイールソレノイドバルブテスト（フロント右）

　ＡＢＳ（アンチロックブレーキ） 　ホイールソレノイドバルブテスト（フロント左）

　ＡＢＳ（アンチロックブレーキ） 　ホイールソレノイドバルブテスト（リア右）

　ＡＢＳ（アンチロックブレーキ） 　ホイールソレノイドバルブテスト（リア左）

　ＡＢＳ（アンチロックブレーキ） 　ポンプモーターテスト

　ＡＢＳ（アンチロックブレーキ） 　後ＡＢＳ　Ｓ／Ｖ　（減圧）

　ＡＢＳ（アンチロックブレーキ） 　後ＡＢＳ　Ｓ／Ｖ　（増圧）

　ＡＢＳ（アンチロックブレーキ） 　後ＡＢＳ　Ｓ／Ｖ　（保持）

　ＡＢＳ（アンチロックブレーキ） 　後ＡＢＳ　Ｓ／Ｖ（ＡＣＴ）　（ＡＣＴ増圧）

　ＡＢＳ（アンチロックブレーキ） 　後ＡＢＳ　Ｓ／Ｖ（ＡＣＴ）　（ＡＣＴ保持）

　ＡＢＳ（アンチロックブレーキ） 　後ＡＢＳ　Ｓ／Ｖ（ＡＣＴ）　（増圧）

　ＡＢＳ（アンチロックブレーキ） 　後右ＡＢＳ　Ｓ／Ｖ　（減圧）

　ＡＢＳ（アンチロックブレーキ） 　後右ＡＢＳ　Ｓ／Ｖ　（増圧）

　ＡＢＳ（アンチロックブレーキ） 　後右ＡＢＳ　Ｓ／Ｖ　（保持）

　ＡＢＳ（アンチロックブレーキ） 　後右ＡＢＳ　Ｓ／Ｖ（ＡＣＴ）　（ＡＣＴ増圧）



●日産 アクティブテスト(ver 2022.02)
システム 項目名

　ＡＢＳ（アンチロックブレーキ） 　後右ＡＢＳ　Ｓ／Ｖ（ＡＣＴ）　（ＡＣＴ保持）

　ＡＢＳ（アンチロックブレーキ） 　後右ＡＢＳ　Ｓ／Ｖ（ＡＣＴ）　（増圧）

　ＡＢＳ（アンチロックブレーキ） 　後左ＡＢＳ　Ｓ／Ｖ　（減圧）

　ＡＢＳ（アンチロックブレーキ） 　後左ＡＢＳ　Ｓ／Ｖ　（増圧）

　ＡＢＳ（アンチロックブレーキ） 　後左ＡＢＳ　Ｓ／Ｖ　（保持）

　ＡＢＳ（アンチロックブレーキ） 　後左ＡＢＳ　Ｓ／Ｖ（ＡＣＴ）　（ＡＣＴ増圧）

　ＡＢＳ（アンチロックブレーキ） 　後左ＡＢＳ　Ｓ／Ｖ（ＡＣＴ）　（ＡＣＴ保持）

　ＡＢＳ（アンチロックブレーキ） 　後左ＡＢＳ　Ｓ／Ｖ（ＡＣＴ）　（増圧）

　ＡＢＳ（アンチロックブレーキ） 　前ＡＢＳ　Ｓ／Ｖ　（減圧）

　ＡＢＳ（アンチロックブレーキ） 　前ＡＢＳ　Ｓ／Ｖ　（増圧）

　ＡＢＳ（アンチロックブレーキ） 　前ＡＢＳ　Ｓ／Ｖ　（保持）

　ＡＢＳ（アンチロックブレーキ） 　前ＡＢＳ　Ｓ／Ｖ（ＡＣＴ）　（ＡＣＴ増圧）

　ＡＢＳ（アンチロックブレーキ） 　前ＡＢＳ　Ｓ／Ｖ（ＡＣＴ）　（ＡＣＴ保持）

　ＡＢＳ（アンチロックブレーキ） 　前ＡＢＳ　Ｓ／Ｖ（ＡＣＴ）　（増圧）

　ＡＢＳ（アンチロックブレーキ） 　前右ＡＢＳ　Ｓ／Ｖ　（減圧）

　ＡＢＳ（アンチロックブレーキ） 　前右ＡＢＳ　Ｓ／Ｖ　（増圧）

　ＡＢＳ（アンチロックブレーキ） 　前右ＡＢＳ　Ｓ／Ｖ　（保持）

　ＡＢＳ（アンチロックブレーキ） 　前右ＡＢＳ　Ｓ／Ｖ（ＡＣＴ）　（ＡＣＴ増圧）

　ＡＢＳ（アンチロックブレーキ） 　前右ＡＢＳ　Ｓ／Ｖ（ＡＣＴ）　（ＡＣＴ保持）

　ＡＢＳ（アンチロックブレーキ） 　前右ＡＢＳ　Ｓ／Ｖ（ＡＣＴ）　（増圧）

　ＡＢＳ（アンチロックブレーキ） 　前左ＡＢＳ　Ｓ／Ｖ　（減圧）

　ＡＢＳ（アンチロックブレーキ） 　前左ＡＢＳ　Ｓ／Ｖ　（増圧）

　ＡＢＳ（アンチロックブレーキ） 　前左ＡＢＳ　Ｓ／Ｖ　（保持）

　ＡＢＳ（アンチロックブレーキ） 　前左ＡＢＳ　Ｓ／Ｖ（ＡＣＴ）　（ＡＣＴ増圧）

　ＡＢＳ（アンチロックブレーキ） 　前左ＡＢＳ　Ｓ／Ｖ（ＡＣＴ）　（ＡＣＴ保持）

　ＡＢＳ（アンチロックブレーキ） 　前左ＡＢＳ　Ｓ／Ｖ（ＡＣＴ）　（増圧）

　４ＷＤ（ｅ－４ＷＤ＿オールモードＡＷＤ） 　ＤＳＴＲＢＴトルク

　４ＷＤ（ｅ－４ＷＤ＿オールモードＡＷＤ） 　ＥＴＣ　Ｓ／Ｖ

　４ＷＤ（ｅ－４ＷＤ＿オールモードＡＷＤ） 　ＥＴＳ（４ＷＤ）ソレノイド

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　（ＴＢＤ）オートＡＣＣ１／オートＡＣＣ２／イグニッションテスト

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　ＡＣＣインジケーター

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　ＡＣＣ制御

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　ＤＴＲＬ（昼間走行ライト）

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　ＩＤ登録警告

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　ＩＧＮ　ＣＯＮＴ１

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　ＩＧＮ　ＣＯＮＴ２

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　ＩＧＮリレー

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　ＩＬＬ　ＤＩＭ信号

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　ＬＣＤ（Ｂ＆Ｐ　Ｉ）

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　ＬＣＤ（Ｂ＆Ｐ　Ｎ）

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　ＬＣＤ（ＬＫ忘れ）

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　ＬＣＤ（ＮＯ　ＫＹ）

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　ＬＣＤ（ＯＦＦ）

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　ＬＣＤ（キーＩＤ　ＮＧ点灯）

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　ＬＣＤ（シフトＰ）

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　ＬＣＤ（デンチ）

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　ＬＣＤ（回転）

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　ＬＣＤ（持出）

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　ＬＣＤ（挿入）

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　ＬＯＣＫインジケーター

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　ＰＴＣ１

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　ＰＴＣ２

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　ＰＴＣ３

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　ＰＴＣヒーター１ＯＮ



●日産 アクティブテスト(ver 2022.02)
システム 項目名

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　ＰＴＣヒーター２ＯＮ

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　ＰＴＣヒーター３ＯＮ

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　ＰＴＣヒーターＯＦＦ

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　Ｐレンジ

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　ＳＬ　１２Ｖ　ＣＰＵ

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　ＳＴ　ＣＯＮＴ　ＬＯＷ

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　イグジットランプ（右）

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　イグジットランプ（左）

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　イグニッションＯＮインジケーター

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　イグニッションキー警告音

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　イモビライザーアンテナ

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　イモビライザー電源

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　イルミネーションディレイ設定

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　インジケーター

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　インジケーター（ＯＦＦ）

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　インジケーター（キーＯＦＦ）

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　インジケーター（キーＯＮ）

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　インテリアランプ

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　インテリジェントキー連動（ＣＡＮ）ＩＤ１

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　インテリジェントキー連動（ＣＡＮ）ＩＤ２

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　インテリジェントキー連動（ＣＡＮ）ＩＤ３

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　インテリジェントキー連動（ＣＡＮ）ＩＤ４

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　インテリジェントキー連動（ＣＡＮ）ＩＤ５

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　インテリジェントキー連動（ＣＡＮ）ＯＦＦ

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　インテリジェントキー連動ＩＤ１

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　インテリジェントキー連動ＩＤ２

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　エアコンインジケーター

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　エアコンインジケーター（ＯＦＦ）

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　エアコンインジケーター（右）

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　エンジンスイッチインジケーター（ＡＣＣ）

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　エンジンスイッチインジケーター（Ｌｏｃｋ）

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　エンジンスイッチインジケーター（ＯＦＦ）

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　エンジンスイッチインジケーター（ＯＮ）

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　エンジンスイッチ照明

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　エンジンスタート

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　エンジンスタート要求（ＯＦＦ）

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　エンジンスタート要求（モード１）

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　エンジンスタート要求（モード２）

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　エンジンスタート要求（モード３）

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　オートＡＣＣ１（ＯＦＦ）

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　オートＡＣＣ１（モード１）

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　オートＡＣＣ１（モード２）

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　オートＡＣＣ１（モード３）

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　オートＡＣＣ２

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　オートバックドア

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　カーアラーム

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　カーゴランプ

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　ガラスハッチ（ＯＰＥＮ）

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　キースロット照明

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　キーフォブＰ／Ｗ（Ｄｏｗｎ）

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　キーフォブＰ／Ｗ（ＯＦＦ）

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　キーフォブＰ／Ｗ（Ｕｐ）

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　キーリングランプ

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　キーレス　パワーウィンドウ　ＵＰ／ＤＯＷＮ（ＤＯＷＮ）



●日産 アクティブテスト(ver 2022.02)
システム 項目名

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　キーレス　パワーウィンドウ　ＵＰ／ＤＯＷＮ（ＯＦＦ）

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　キーレス　パワーウィンドウ　ＵＰ／ＤＯＷＮ（ＵＰ）

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　キー抜き忘れ警報

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　キー忘れ警告

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　コーナーリングランプ　（ＯＦＦ）

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　コーナーリングランプ　（右）

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　コーナーリングランプ　（左）

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　コーナーリングランプ（ＬＨ）

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　コーナーリングランプ（ＲＨ）

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　シートベルト警報

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　シートベルト警報テスト

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　シフトスポットランプ

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　シフトロックソレノイド

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　スーパーロック

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　スターターカットリレー

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　ステップランプ

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　ステップランプテスト

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　ストップランプ１

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　ストップランプ２

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　ストップランプ３

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　ターンシグナル右

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　ターンシグナル右（ＣＡＮ）

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　ターンシグナル左

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　ターンシグナル左（ＣＡＮ）

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　テールランプ

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　ドアアンロック出力信号

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　ドアハンドルランプ

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　ドアロック

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　ドアロック　（運転席アンロック）

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　ドアロック　（助手席アンロック）

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　ドアロック　（全席）

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　ドアロック　（全席アンロック）

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　ドアロック　（全席ロック）

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　ドアロック　（他席アンロック）

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　ドアロックインジケーター

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　ドアロック出力信号

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　ドア警告灯

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　トランク／ガラスハッチ

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　トランク／バックドア

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　トランク／バックドア　（アンロック）

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　トランク／バックドア（ＯＰＥＮ）

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　トランク／ラゲッジルームランプ

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　バックドア

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　バックドアアンロック

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　バックドア警報

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　バッテリーセイバー

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　パニックホーン

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　パワーウィンドウダウン

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　パワーウィンドウリモートダウンセット

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　パワースライド／バックドア　（バックドア）

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　パワースライド／バックドア　（運転席側）

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　パワースライド／バックドア　（助手席側）

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　パワースライドドア

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　パワースライドドア　（ＯＮ）
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　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　パワースライドドア　（右側）

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　パワースライドドア　（左側）

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　パワースライドドア（リア右）

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　パワースライドドア（リア左）

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　パンク警告

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　ヒーテッドステアリングホイール

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　ブザー

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　プッシュスイッチインジケーター

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　フューエルリッドオープン

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　フラッシャー（ＨＩ）

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　フラッシャー（ＬＯ）

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　フラッシャー（ＯＦＦ）

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　フラッシャー（右）

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　フラッシャー（左）

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　ブレーキスイッチＡ

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　フロントフォグランプ

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　フロントワイパー　（ＨＩ）

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　フロントワイパー　（ＩＮＴ）

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　フロントワイパー　（ＬＯ）

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　フロントワイパー　（ＬＯＷ）

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　フロントワイパー　（ＯＦＦ）

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　フロントワイパー　ＨＩ

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　フロントワイパー　ＩＮＴ

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　フロントワイパー　ＬＯ

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　フロントワイパー　ＯＦＦ

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　ヘッドランプ

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　ヘッドランプ　（ＨＩ）

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　ヘッドランプ　（ＬＯ）

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　ヘッドランプ　（ＬＯＷ）

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　ヘッドランプ　（ＯＦＦ）

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　ヘッドランプ（ＯＦＦ）

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　ヘッドランプ（モード１）

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　ヘッドランプ（モード２）

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　ヘッドランプ（モード３）

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　ヘッドランプウォッシャー

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　ホーン

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　ホーンランプ

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　ミラー（＋５）

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　ライズアップワイパー

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　ライト消し忘れ警報

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　ラゲッジランプ

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　ラゲッジランプテスト

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　ランフラットタイヤ警告音

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　ランフラットタイヤ警告灯

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　リアデフォッガー

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　リアフォグランプ

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　リアワイパー

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　リバースランプ

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　リバース警報

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　ルームランプ

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　ルームランプ（パワーＯＦＦ）

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　ルームランプ（パワーＯＮ）

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　ルームランプ（消灯）

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　ルームランプ（点灯）



●日産 アクティブテスト(ver 2022.02)
システム 項目名

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　運転席アンロック

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　運転席ドアアンロック

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　運転席ドアロック

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　運転席側ランプ

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　格納ミラー

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　警告灯

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　警告灯　（ＫＥＹ赤点灯）

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　警告灯　（ＫＥＹ緑点灯）

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　警告灯　（ＬＯＣＫ点灯）

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　警告灯　（ＯＦＦ）

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　警報機

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　室外ブザー

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　室内ブザー

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　室内ブザー（ＯＦＦ）

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　室内ブザー（キー抜忘れ）

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　室内ブザー（キー戻忘れ）

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　室内ブザー（持出警報）

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　室内ブザー１

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　室内ブザー２

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　室内ブザー３

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　車両セキュリティーホーン

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　助手席アンロック

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　助手席側ランプ

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　照度判定出力

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　照明減光信号

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　照明減光信号（ＣＡＮ）

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　全席アンロック

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　全席ドアロック

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　全席ロック

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　他席アンロック

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　他席ドアアンロック

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　他席ドアロック

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　昼間走行ライト

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　保持電源

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　保持電源（ＩＧＮ）

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　防盗インジケーター

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　防盗ホーン

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） 　油圧スイッチ

　ＩＰＤＭ　Ｅ＿Ｒ（インテリジェントパワーディストリビューションモジュール　エンジンルーム） 　Ｈ／Ｌウォッシャースイッチ

　ＩＰＤＭ　Ｅ＿Ｒ（インテリジェントパワーディストリビューションモジュール　エンジンルーム） 　エクスターナルランプ　（ＦＯＧ）

　ＩＰＤＭ　Ｅ＿Ｒ（インテリジェントパワーディストリビューションモジュール　エンジンルーム） 　エクスターナルランプ　（ＨＩＧＨ）

　ＩＰＤＭ　Ｅ＿Ｒ（インテリジェントパワーディストリビューションモジュール　エンジンルーム） 　エクスターナルランプ　（ＬＯＷ）

　ＩＰＤＭ　Ｅ＿Ｒ（インテリジェントパワーディストリビューションモジュール　エンジンルーム） 　エクスターナルランプ　（ＯＦＦ）

　ＩＰＤＭ　Ｅ＿Ｒ（インテリジェントパワーディストリビューションモジュール　エンジンルーム） 　エクスターナルランプ　（ＴＡＩＬ）

　ＩＰＤＭ　Ｅ＿Ｒ（インテリジェントパワーディストリビューションモジュール　エンジンルーム） 　エクスターナルランプ（ＦＯＧ）

　ＩＰＤＭ　Ｅ＿Ｒ（インテリジェントパワーディストリビューションモジュール　エンジンルーム） 　エクスターナルランプ（ＨＩ）

　ＩＰＤＭ　Ｅ＿Ｒ（インテリジェントパワーディストリビューションモジュール　エンジンルーム） 　エクスターナルランプ（ＬＯ）

　ＩＰＤＭ　Ｅ＿Ｒ（インテリジェントパワーディストリビューションモジュール　エンジンルーム） 　エクスターナルランプ（Ｏｆｆ）

　ＩＰＤＭ　Ｅ＿Ｒ（インテリジェントパワーディストリビューションモジュール　エンジンルーム） 　エクスターナルランプ（ＴＡＩＬ）

　ＩＰＤＭ　Ｅ＿Ｒ（インテリジェントパワーディストリビューションモジュール　エンジンルーム） 　クーリングファン　（１００％）

　ＩＰＤＭ　Ｅ＿Ｒ（インテリジェントパワーディストリビューションモジュール　エンジンルーム） 　クーリングファン　（５０％）

　ＩＰＤＭ　Ｅ＿Ｒ（インテリジェントパワーディストリビューションモジュール　エンジンルーム） 　クーリングファン　（８０％）

　ＩＰＤＭ　Ｅ＿Ｒ（インテリジェントパワーディストリビューションモジュール　エンジンルーム） 　クーリングファン　（ＯＦＦ）

　ＩＰＤＭ　Ｅ＿Ｒ（インテリジェントパワーディストリビューションモジュール　エンジンルーム） 　コーナーリングランプ　（ＯＦＦ）



●日産 アクティブテスト(ver 2022.02)
システム 項目名

　ＩＰＤＭ　Ｅ＿Ｒ（インテリジェントパワーディストリビューションモジュール　エンジンルーム） 　コーナーリングランプ　（右）

　ＩＰＤＭ　Ｅ＿Ｒ（インテリジェントパワーディストリビューションモジュール　エンジンルーム） 　コーナーリングランプ　（左）

　ＩＰＤＭ　Ｅ＿Ｒ（インテリジェントパワーディストリビューションモジュール　エンジンルーム） 　コンプレッサー

　ＩＰＤＭ　Ｅ＿Ｒ（インテリジェントパワーディストリビューションモジュール　エンジンルーム） 　テールランプ

　ＩＰＤＭ　Ｅ＿Ｒ（インテリジェントパワーディストリビューションモジュール　エンジンルーム） 　パーキングブレーキ警告灯

　ＩＰＤＭ　Ｅ＿Ｒ（インテリジェントパワーディストリビューションモジュール　エンジンルーム） 　フロントフォグランプ

　ＩＰＤＭ　Ｅ＿Ｒ（インテリジェントパワーディストリビューションモジュール　エンジンルーム） 　フロントワイパー　（ＨＩＧＨ）

　ＩＰＤＭ　Ｅ＿Ｒ（インテリジェントパワーディストリビューションモジュール　エンジンルーム） 　フロントワイパー　（ＬＯＷ）

　ＩＰＤＭ　Ｅ＿Ｒ（インテリジェントパワーディストリビューションモジュール　エンジンルーム） 　フロントワイパー　（ＯＦＦ）

　ＩＰＤＭ　Ｅ＿Ｒ（インテリジェントパワーディストリビューションモジュール　エンジンルーム） 　ヘッドランプ　（ＨＩＧＨ）

　ＩＰＤＭ　Ｅ＿Ｒ（インテリジェントパワーディストリビューションモジュール　エンジンルーム） 　ヘッドランプ　（ＬＯＷ）

　ＩＰＤＭ　Ｅ＿Ｒ（インテリジェントパワーディストリビューションモジュール　エンジンルーム） 　ヘッドランプ　（ＯＦＦ）

　ＩＰＤＭ　Ｅ＿Ｒ（インテリジェントパワーディストリビューションモジュール　エンジンルーム） 　ヘッドランプ（ＨＩ）

　ＩＰＤＭ　Ｅ＿Ｒ（インテリジェントパワーディストリビューションモジュール　エンジンルーム） 　ヘッドランプ（ＬＯ）

　ＩＰＤＭ　Ｅ＿Ｒ（インテリジェントパワーディストリビューションモジュール　エンジンルーム） 　ヘッドランプウォッシャー

　ＩＰＤＭ　Ｅ＿Ｒ（インテリジェントパワーディストリビューションモジュール　エンジンルーム） 　ホーン

　ＩＰＤＭ　Ｅ＿Ｒ（インテリジェントパワーディストリビューションモジュール　エンジンルーム） 　モーターファン１

　ＩＰＤＭ　Ｅ＿Ｒ（インテリジェントパワーディストリビューションモジュール　エンジンルーム） 　モーターファン２

　ＩＰＤＭ　Ｅ＿Ｒ（インテリジェントパワーディストリビューションモジュール　エンジンルーム） 　モーターファン３

　ＩＰＤＭ　Ｅ＿Ｒ（インテリジェントパワーディストリビューションモジュール　エンジンルーム） 　モーターファン４

　ＩＰＤＭ　Ｅ＿Ｒ（インテリジェントパワーディストリビューションモジュール　エンジンルーム） 　ランプ　（ＦＯＧ）

　ＩＰＤＭ　Ｅ＿Ｒ（インテリジェントパワーディストリビューションモジュール　エンジンルーム） 　ランプ　（ＨＩＧＨ）

　ＩＰＤＭ　Ｅ＿Ｒ（インテリジェントパワーディストリビューションモジュール　エンジンルーム） 　ランプ　（ＬＯＷ）

　ＩＰＤＭ　Ｅ＿Ｒ（インテリジェントパワーディストリビューションモジュール　エンジンルーム） 　ランプ　（ＯＦＦ）

　ＩＰＤＭ　Ｅ＿Ｒ（インテリジェントパワーディストリビューションモジュール　エンジンルーム） 　リアデフォッガー

　ＩＰＤＭ　Ｅ＿Ｒ（インテリジェントパワーディストリビューションモジュール　エンジンルーム） 　リアブロワーリレー

　ＩＰＤＭ　Ｅ＿Ｒ（インテリジェントパワーディストリビューションモジュール　エンジンルーム） 　リアワイパー

　ＩＰＤＭ　Ｅ＿Ｒ（インテリジェントパワーディストリビューションモジュール　エンジンルーム） 　昼間走行ライト

　インテリジェントキー 　ＡＣＣインジケーター

　インテリジェントキー 　ＩＧＮ　ＣＯＮＴ２

　インテリジェントキー 　ＩＧＮ　ＯＮインジケーター

　インテリジェントキー 　ＩＧＮリレー

　インテリジェントキー 　ＬＣＤ　（ＬＯＣＫ忘れ警報）

　インテリジェントキー 　ＬＣＤ　（ＯＦＦ）

　インテリジェントキー 　ＬＣＤ　（Ｐレンジ表示）

　インテリジェントキー 　ＬＣＤ　（キーＩＤ　ＮＧ点灯）

　インテリジェントキー 　ＬＣＤ　（キー差込み）

　インテリジェントキー 　ＬＣＤ　（キー電池切れ）

　インテリジェントキー 　ＬＣＤ　（キー抜忘れ警報）

　インテリジェントキー 　ＬＣＤ　（ステアリングロック解除）

　インテリジェントキー 　ＬＣＤ　（ブレーキ／Ｐ／スタート）

　インテリジェントキー 　ＬＣＤ　（ブレーキ／スタート）

　インテリジェントキー 　ＬＣＤ　（窓持出警報）

　インテリジェントキー 　ＬＯＣＫインジケーター

　インテリジェントキー 　Ｐレンジ

　インテリジェントキー 　アンテナ　（ＯＦＦ）

　インテリジェントキー 　アンテナ　（バックドア／トランクアンテナ）

　インテリジェントキー 　アンテナ　（バックドアアンテナ）

　インテリジェントキー 　アンテナ　（ラゲッジアンテナ）

　インテリジェントキー 　アンテナ　（ラゲッジアンテナ１）

　インテリジェントキー 　アンテナ　（運転席アンテナ）

　インテリジェントキー 　アンテナ　（室内アンテナ１）

　インテリジェントキー 　アンテナ　（室内アンテナ２）

　インテリジェントキー 　アンテナ　（室内アンテナ３）



●日産 アクティブテスト(ver 2022.02)
システム 項目名

　インテリジェントキー 　アンテナ　（助手席アンテナ）

　インテリジェントキー 　エンジンスイッチ照明

　インテリジェントキー 　キースロット照明

　インテリジェントキー 　キーロックソレノイド

　インテリジェントキー 　ドアロック／アンロック　（トランクオープン）

　インテリジェントキー 　ドアロック／アンロック　（運転席アンロック）

　インテリジェントキー 　ドアロック／アンロック　（後席アンロック）

　インテリジェントキー 　ドアロック／アンロック　（助手席アンロック）

　インテリジェントキー 　ドアロック／アンロック　（全席）

　インテリジェントキー 　ドアロック／アンロック　（全席アンロック）

　インテリジェントキー 　ドアロック／アンロック　（全席ロック）

　インテリジェントキー 　警告灯　（ＫＥＹノブ点灯）

　インテリジェントキー 　警告灯　（ＫＥＹノブ点滅）

　インテリジェントキー 　警告灯　（ＫＥＹ赤点灯）

　インテリジェントキー 　警告灯　（ＫＥＹ赤点滅）

　インテリジェントキー 　警告灯　（ＫＥＹ緑点灯）

　インテリジェントキー 　警告灯　（ＫＥＹ緑点滅）

　インテリジェントキー 　警告灯　（ＯＦＦ）

　インテリジェントキー 　警告灯　（Ｐインジケーター点灯）

　インテリジェントキー 　警告灯　（Ｐ点灯）

　インテリジェントキー 　警告灯　（キーインジケーター点灯）

　インテリジェントキー 　警告灯　（キーインジケーター点滅）

　インテリジェントキー 　室外ブザー

　インテリジェントキー 　室内ブザー　（ＡＣＣ警報）

　インテリジェントキー 　室内ブザー　（ＯＦＦ）

　インテリジェントキー 　室内ブザー　（Ｐレンジ警報）

　インテリジェントキー 　室内ブザー　（キー抜忘れ）

　インテリジェントキー 　室内ブザー　（キー抜忘れ警報）

　インテリジェントキー 　室内ブザー　（キー戻忘れ）

　インテリジェントキー 　室内ブザー　（持出警報）

　オートドライブポジション 　シートスライド　（後退）

　オートドライブポジション 　シートスライド　（前進）

　オートドライブポジション 　シートスライド　（停止）

　オートドライブポジション 　シートスライド（フロント右）

　オートドライブポジション 　シートスライド（リア右）

　オートドライブポジション 　シートリクライニング　（後傾）

　オートドライブポジション 　シートリクライニング　（前傾）

　オートドライブポジション 　シートリクライニング　（停止）

　オートドライブポジション 　シートリクライニング（フロント右）

　オートドライブポジション 　シートリクライニング（リア右）

　オートドライブポジション 　シートリフター（フロント右）（ＤＯＷＮ）

　オートドライブポジション 　シートリフター（フロント右）（ＵＰ）

　オートドライブポジション 　シートリフター（リア右）（ＤＯＷＮ）

　オートドライブポジション 　シートリフター（リア右）（ＵＰ）

　オートドライブポジション 　シートリフター後　（下）

　オートドライブポジション 　シートリフター後　（上）

　オートドライブポジション 　シートリフター後　（停止）

　オートドライブポジション 　シートリフター前　（下）

　オートドライブポジション 　シートリフター前　（上）

　オートドライブポジション 　シートリフター前　（停止）

　オートドライブポジション 　シートリフト　（下）

　オートドライブポジション 　シートリフト　（上）

　オートドライブポジション 　シートリフト　（停止）

　オートドライブポジション 　チルトモーター　（下）



●日産 アクティブテスト(ver 2022.02)
システム 項目名

　オートドライブポジション 　チルトモーター　（上）

　オートドライブポジション 　チルトモーター　（停止）

　オートドライブポジション 　チルトモーター（ＤＯＷＮ）

　オートドライブポジション 　チルトモーター（ＵＰ）

　オートドライブポジション 　テレスコモーター　（後）

　オートドライブポジション 　テレスコモーター　（前）

　オートドライブポジション 　テレスコモーター　（停止）

　オートドライブポジション 　テレスコモーター（フロント右）

　オートドライブポジション 　テレスコモーター（リア右）

　オートドライブポジション 　ドアミラー駆動（運転席側）右

　オートドライブポジション 　ドアミラー駆動（運転席側）下

　オートドライブポジション 　ドアミラー駆動（運転席側）左

　オートドライブポジション 　ドアミラー駆動（運転席側）上

　オートドライブポジション 　ドアミラー駆動（運転席側）停止

　オートドライブポジション 　ドアミラー駆動（助手席側）右

　オートドライブポジション 　ドアミラー駆動（助手席側）下

　オートドライブポジション 　ドアミラー駆動（助手席側）左

　オートドライブポジション 　ドアミラー駆動（助手席側）上

　オートドライブポジション 　ドアミラー駆動（助手席側）停止

　オートドライブポジション 　ペダルモーター　（後）

　オートドライブポジション 　ペダルモーター　（前）

　オートドライブポジション 　ペダルモーター　（停止）

　オートドライブポジション 　メモリースイッチインジケーター（ＯＮ－１）

　オートドライブポジション 　メモリースイッチインジケーター（ＯＮ－２）

　オートドライブポジション 　メモリースイッチインジケーター（消灯）

　オートドライブポジション 　メモリースイッチインジケーター（点灯１）

　オートドライブポジション 　メモリースイッチインジケーター（点灯２）

　ＡＦＳ（アダプティブフロントライティングシステム） 　レベライザーテスト

　ＡＦＳ（アダプティブフロントライティングシステム） 　レベライザーテスト　（原点）

　ＡＦＳ（アダプティブフロントライティングシステム） 　レベライザーテスト　（最大）

　ＡＦＳ（アダプティブフロントライティングシステム） 　レベライザーテスト（原点）

　ＡＦＳ（アダプティブフロントライティングシステム） 　レベライザーテスト（最大）

　ＡＦＳ（アダプティブフロントライティングシステム） 　ロービームテスト（右）

　ＡＦＳ（アダプティブフロントライティングシステム） 　ロービームテスト（左）

　ＡＦＳ（アダプティブフロントライティングシステム） 　右ロービームテスト

　ＡＦＳ（アダプティブフロントライティングシステム） 　右ロービームテスト　（原点－ＦＡＳＴ）

　ＡＦＳ（アダプティブフロントライティングシステム） 　右ロービームテスト　（原点－ＳＬＯＷ）

　ＡＦＳ（アダプティブフロントライティングシステム） 　右ロービームテスト　（最大－ＦＡＳＴ）

　ＡＦＳ（アダプティブフロントライティングシステム） 　右ロービームテスト　（最大－ＳＬＯＷ）

　ＡＦＳ（アダプティブフロントライティングシステム） 　右ロービームテスト（原点）

　ＡＦＳ（アダプティブフロントライティングシステム） 　右ロービームテスト（最大）

　ＡＦＳ（アダプティブフロントライティングシステム） 　左ロービームテスト

　ＡＦＳ（アダプティブフロントライティングシステム） 　左ロービームテスト　（原点－ＦＡＳＴ）

　ＡＦＳ（アダプティブフロントライティングシステム） 　左ロービームテスト　（原点－ＳＬＯＷ）

　ＡＦＳ（アダプティブフロントライティングシステム） 　左ロービームテスト　（最大－ＦＡＳＴ）

　ＡＦＳ（アダプティブフロントライティングシステム） 　左ロービームテスト　（最大－ＳＬＯＷ）

　ＡＦＳ（アダプティブフロントライティングシステム） 　左ロービームテスト（原点）

　ＡＦＳ（アダプティブフロントライティングシステム） 　左ロービームテスト（最大）

　ヘッドランプオートレベライザー 　ランプテスト（最小）

　ヘッドランプオートレベライザー 　ランプテスト（最大）

　ヘッドランプオートレベライザー 　ランプテスト（中間）

　オートスライドドア 　クラッチ

　オートスライドドア 　クラッチ（ＨＯＬＤ）

　オートスライドドア 　クラッチ（ＲＥＬＥＡＳＥ）



●日産 アクティブテスト(ver 2022.02)
システム 項目名

　オートスライドドア 　スライドドア（開）

　オートスライドドア 　スライドドア（停止）

　オートスライドドア 　スライドドア（閉）

　オートスライドドア 　ブザー

　オートスライドドア 　ロックリリース

　右側オートスライドドア 　クラッチ

　右側オートスライドドア 　クラッチ（ＨＯＬＤ）

　右側オートスライドドア 　クラッチ（ＲＥＬＥＡＳＥ）

　エアコン 　ＨＶＡＣテスト（ＯＦＦ）

　エアコン 　ＨＶＡＣテスト（モード１）

　エアコン 　ＨＶＡＣテスト（モード２）

　エアコン 　ＨＶＡＣテスト（モード３）

　エアコン 　ＨＶＡＣテスト（モード４）

　エアコン 　ＨＶＡＣテスト（モード５）

　エアコン 　ＨＶＡＣテスト（モード６）

　エアコン 　ＨＶＡＣテスト（モード７）

　エアコン 　全セグメント

　ＩＣＣ（車間自動制御システム＿ＡＤＡＳ） 　ＢＣＩ警告灯

　ＩＣＣ（車間自動制御システム＿ＡＤＡＳ） 　ＢＳＩ　ＯＮランプ

　ＩＣＣ（車間自動制御システム＿ＡＤＡＳ） 　ＢＳＩ警告灯

　ＩＣＣ（車間自動制御システム＿ＡＤＡＳ） 　ＢＳＷ　ＯＮランプ

　ＩＣＣ（車間自動制御システム＿ＡＤＡＳ） 　ＢＳＷ／ＢＳＩ警告灯

　ＩＣＣ（車間自動制御システム＿ＡＤＡＳ） 　ＤＣＡインジケーター

　ＩＣＣ（車間自動制御システム＿ＡＤＡＳ） 　ＥＡＰスイッチランプ

　ＩＣＣ（車間自動制御システム＿ＡＤＡＳ） 　ｅＰＫＢ作動

　ＩＣＣ（車間自動制御システム＿ＡＤＡＳ） 　ＩＣＣブザー

　ＩＣＣ（車間自動制御システム＿ＡＤＡＳ） 　ＩＣＣブザー駆動信号（ＭＯＤＥ１）

　ＩＣＣ（車間自動制御システム＿ＡＤＡＳ） 　ＩＣＣブザー駆動信号（ＭＯＤＥ２）

　ＩＣＣ（車間自動制御システム＿ＡＤＡＳ） 　ＩＣＣブザー駆動信号（ＭＯＤＥ３）

　ＩＣＣ（車間自動制御システム＿ＡＤＡＳ） 　ＬＤＰ　ＯＮランプ

　ＩＣＣ（車間自動制御システム＿ＡＤＡＳ） 　ＬＤＰブザー駆動信号

　ＩＣＣ（車間自動制御システム＿ＡＤＡＳ） 　ＬＤＰ警告灯

　ＩＣＣ（車間自動制御システム＿ＡＤＡＳ） 　ＬＤＷ　ＯＮランプ

　ＩＣＣ（車間自動制御システム＿ＡＤＡＳ） 　ＬＤＷ警告灯

　ＩＣＣ（車間自動制御システム＿ＡＤＡＳ） 　ＳＴＲＧ　Ｖｉｂｒａｔｏｎ

　ＩＣＣ（車間自動制御システム＿ＡＤＡＳ） 　アクセルペダルアクチュエーター（ＭＯＤＥ１）

　ＩＣＣ（車間自動制御システム＿ＡＤＡＳ） 　アクセルペダルアクチュエーター（ＭＯＤＥ２）

　ＩＣＣ（車間自動制御システム＿ＡＤＡＳ） 　アクセルペダルアクチュエーター（ＭＯＤＥ３）

　ＩＣＣ（車間自動制御システム＿ＡＤＡＳ） 　アクセルペダルアクチュエーター（ＭＯＤＥ４）

　ＩＣＣ（車間自動制御システム＿ＡＤＡＳ） 　アクティブペダル駆動（ＭＯＤＥ１）

　ＩＣＣ（車間自動制御システム＿ＡＤＡＳ） 　アクティブペダル駆動（ＭＯＤＥ２）

　ＩＣＣ（車間自動制御システム＿ＡＤＡＳ） 　アクティブペダル駆動（ＭＯＤＥ３）

　ＩＣＣ（車間自動制御システム＿ＡＤＡＳ） 　アクティブペダル駆動（ＭＯＤＥ４）

　ＩＣＣ（車間自動制御システム＿ＡＤＡＳ） 　システム表示灯

　ＩＣＣ（車間自動制御システム＿ＡＤＡＳ） 　スイッチランプ

　ＩＣＣ（車間自動制御システム＿ＡＤＡＳ） 　ステアリング振動

　ＩＣＣ（車間自動制御システム＿ＡＤＡＳ） 　ステアリング反力作動

　ＩＣＣ（車間自動制御システム＿ＡＤＡＳ） 　ストップランプ駆動信号

　ＩＣＣ（車間自動制御システム＿ＡＤＡＳ） 　ブースターソレノイド駆動（ＭＯＤＥ１）

　ＩＣＣ（車間自動制御システム＿ＡＤＡＳ） 　ブースターソレノイド駆動（ＭＯＤＥ２）

　ＩＣＣ（車間自動制御システム＿ＡＤＡＳ） 　ブースターソレノイド駆動（ＭＯＤＥ３）

　ＩＣＣ（車間自動制御システム＿ＡＤＡＳ） 　ブザー（ＡＤＡＳ）

　ＩＣＣ（車間自動制御システム＿ＡＤＡＳ） 　ブザー２（ＡＤＡＳ）

　ＩＣＣ（車間自動制御システム＿ＡＤＡＳ） 　ブレーキアクチュエーター駆動（ＭＯＤＥ１）



●日産 アクティブテスト(ver 2022.02)
システム 項目名

　ＩＣＣ（車間自動制御システム＿ＡＤＡＳ） 　ブレーキアクチュエーター駆動（ＭＯＤＥ２）

　ＩＣＣ（車間自動制御システム＿ＡＤＡＳ） 　ブレーキアクチュエーター駆動（ＭＯＤＥ３）

　ＩＣＣ（車間自動制御システム＿ＡＤＡＳ） 　ブレーキアクチュエーター駆動ＭＯＤＥ１

　ＩＣＣ（車間自動制御システム＿ＡＤＡＳ） 　ブレーキアクチュエーター駆動ＭＯＤＥ２

　ＩＣＣ（車間自動制御システム＿ＡＤＡＳ） 　ブレーキアクチュエーター駆動ＭＯＤＥ３

　ＩＣＣ（車間自動制御システム＿ＡＤＡＳ） 　メーターブザー

　ＩＣＣ（車間自動制御システム＿ＡＤＡＳ） 　メーター表示全点灯

　ＩＣＣ（車間自動制御システム＿ＡＤＡＳ） 　ヨーステップ右（モード１）

　ＩＣＣ（車間自動制御システム＿ＡＤＡＳ） 　ヨーステップ右（モード２）

　ＩＣＣ（車間自動制御システム＿ＡＤＡＳ） 　ヨーステップ右（モード３）

　ＩＣＣ（車間自動制御システム＿ＡＤＡＳ） 　ヨーステップ左（モード１）

　ＩＣＣ（車間自動制御システム＿ＡＤＡＳ） 　ヨーステップ左（モード２）

　ＩＣＣ（車間自動制御システム＿ＡＤＡＳ） 　ヨーステップ左（モード３）

　ＩＣＣ（車間自動制御システム＿ＡＤＡＳ） 　レーン逸脱ウォーニングランプ

　ＩＣＣ（車間自動制御システム＿ＡＤＡＳ） 　レーン逸脱警告灯

　ＩＣＣ（車間自動制御システム＿ＡＤＡＳ） 　手放し警告

　ＩＣＣ（車間自動制御システム＿ＡＤＡＳ） 　振動モーター

　ＩＣＣ（車間自動制御システム＿ＡＤＡＳ） 　電動パーキングブレーキ作動

　ＩＣＣ（車間自動制御システム＿ＡＤＡＳ２） 　ＥＡＰスイッチランプ

　ＩＣＣ（車間自動制御システム＿ＡＤＡＳ２） 　スイッチランプ

　ＩＣＣ（車間自動制御システム＿ＡＤＡＳ２） 　スピーカーミュート信号

　ＩＣＣ（車間自動制御システム＿ＡＤＡＳ２） 　ドライブモードテスト

　ＩＣＣ（車間自動制御システム＿ＡＤＡＳ２） 　ブザー２（ＡＤＡＳ）

　ＩＣＣ（車間自動制御システム＿ＡＤＡＳ２） 　ブレーキアクチュエーター駆動ＭＯＤＥ１

　ＩＣＣ（車間自動制御システム＿ＡＤＡＳ２） 　ブレーキアクチュエーター駆動ＭＯＤＥ２

　ＩＣＣ（車間自動制御システム＿ＡＤＡＳ２） 　ブレーキアクチュエーター駆動ＭＯＤＥ３

　ＩＣＣ（車間自動制御システム＿ＡＤＡＳ２） 　メーター表示全点灯

　ＩＣＣ（車間自動制御システム＿ＡＤＡＳ２） 　振動モーター

　タイヤ空気圧システム 　ＩＤ登録警告

　タイヤ空気圧システム 　ハザードランプ

　タイヤ空気圧システム 　ブザー

　タイヤ空気圧システム 　フラッシャー

　タイヤ空気圧システム 　ホーン

　タイヤ空気圧システム 　ランフラットタイヤ警告音

　タイヤ空気圧システム 　警告灯

　タイヤ空気圧システム 　室外ブザー

　電子制御サスペンション 　コンプレッサー

　電子制御サスペンション 　モードランプ（ＣＯＭＦ）

　電子制御サスペンション 　モードランプ（ＯＦＦ）

　電子制御サスペンション 　モードランプ（Ｒ）

　電子制御サスペンション 　モードランプ（ＳＰＯＲＴ）

　電子制御サスペンション 　警告灯

　電子制御サスペンション 　排気ソレノイド

　レーンカメラ 　ＬＤＰ　ＯＮランプ

　レーンカメラ 　ＬＤＷ　ＯＮランプ

　レーンカメラ 　インジケーターランプ駆動

　レーンカメラ 　システムＯＮランプ駆動

　レーンカメラ 　ブザー出力

　レーンカメラ 　レーン逸脱ウォーニングランプ

　エアレベライザー 　ＣＴＲＬ連続作動

　エアレベライザー 　Ｌ／ＨクッションＳＯＬ／Ｖ

　エアレベライザー 　Ｒ／ＨクッションＳＯＬ／Ｖ

　エアレベライザー 　コンプレッサー

　エアレベライザー 　サスペンションモードインジケーター



●日産 アクティブテスト(ver 2022.02)
システム 項目名

　エアレベライザー 　セルフレベリングサスペンションコンプレッサーリレー

　エアレベライザー 　セルフレベリングサスペンションリザーバーＳ／Ｖ

　エアレベライザー 　空気圧サスペンション調整

　エアレベライザー 　警告灯

　エアレベライザー 　出力ソレノイドバルブ

　エアレベライザー 　排気ソレノイド

　ソナー 　ＬＥＤ

　ソナー 　キャンセルスイッチインジケーター

　ソナー 　ソナーセンサー（ＣＲＬ）

　ソナー 　ソナーセンサー（ＣＲＲ）

　ソナー 　ソナーセンサー（ＯＦＦ）

　ソナー 　ソナーセンサー（リア右）

　ソナー 　ソナーセンサー（リア左）

　ソナー 　ブザー

　ソナー 　フロントブザー

　ソナー 　リアブザー

　シャーシコントロール 　ＡＥＢ表示（ＯＦＦ）

　シャーシコントロール 　ＡＥＢ表示（ＯＮ）

　シャーシコントロール 　ＡＬＣ設定（ＯＦＦ）

　シャーシコントロール 　ＡＬＣ設定（ＯＮ）

　シャーシコントロール 　ＡＬＣ表示　ＬＥＶＥＬ１

　シャーシコントロール 　ＡＬＣ表示　ＬＥＶＥＬ２

　シャーシコントロール 　ＡＬＣ表示　ＬＥＶＥＬ３

　シャーシコントロール 　ＡＬＣ表示　ＬＥＶＥＬ４

　シャーシコントロール 　ＡＬＣ表示　ＬＥＶＥＬ５

　シャーシコントロール 　ＡＬＣ表示（ＯＦＦ）

　シャーシコントロール 　ＡＬＣ表示（ＯＮ）

　シャーシコントロール 　ＡＬＬショックアブゾーバー（Ｈａｒｄ）

　シャーシコントロール 　ＡＬＬショックアブゾーバー（Ｍｅｄｉｕｍ）

　シャーシコントロール 　ＡＬＬショックアブゾーバー（Ｓｏｆｔ）

　シャーシコントロール 　ＡＲＣ表示（ＯＦＦ）

　シャーシコントロール 　ＡＲＣ表示（ＯＮ）

　シャーシコントロール 　ＡＴＣ１表示（ＯＦＦ）

　シャーシコントロール 　ＡＴＣ１表示（ＯＮ）

　シャーシコントロール 　ＡＴＣ２表示（ＯＦＦ）

　シャーシコントロール 　ＡＴＣ２表示（ＯＮ）

　シャーシコントロール 　ＡＴＣ３表示（ＯＦＦ）

　シャーシコントロール 　ＡＴＣ３表示（ＯＮ）

　シャーシコントロール 　ＡＴＣ４表示（ＯＦＦ）

　シャーシコントロール 　ＡＴＣ４表示（ＯＮ）

　シャーシコントロール 　ＡＴＣ５表示（ＯＦＦ）

　シャーシコントロール 　ＡＴＣ５表示（ＯＮ）

　シャーシコントロール 　ＥＳＳリレー駆動（ＯＦＦ）

　シャーシコントロール 　ＥＳＳリレー駆動（ＯＮ）

　シャーシコントロール 　ＥＳＳ作動

　シャーシコントロール 　ＦＬショックアブゾーバー（Ｈａｒｄ）

　シャーシコントロール 　ＦＬショックアブゾーバー（Ｍｅｄｉｕｍ）

　シャーシコントロール 　ＦＬショックアブゾーバー（Ｓｏｆｔ）

　シャーシコントロール 　ＦＲショックアブゾーバー（Ｈａｒｄ）

　シャーシコントロール 　ＦＲショックアブゾーバー（Ｍｅｄｉｕｍ）

　シャーシコントロール 　ＦＲショックアブゾーバー（Ｓｏｆｔ）

　シャーシコントロール 　ＨＤＣ表示（ＯＦＦ）

　シャーシコントロール 　ＨＤＣ表示（ＯＮ）

　シャーシコントロール 　ＲＬショックアブゾーバー（Ｈａｒｄ）



●日産 アクティブテスト(ver 2022.02)
システム 項目名

　シャーシコントロール 　ＲＬショックアブゾーバー（Ｍｅｄｉｕｍ）

　シャーシコントロール 　ＲＬショックアブゾーバー（Ｓｏｆｔ）

　シャーシコントロール 　ＲＲショックアブゾーバー（Ｈａｒｄ）

　シャーシコントロール 　ＲＲショックアブゾーバー（Ｍｅｄｉｕｍ）

　シャーシコントロール 　ＲＲショックアブゾーバー（Ｓｏｆｔ）

　シャーシコントロール 　ＳＳＡ　ＬＥＤ点灯

　シャーシコントロール 　ＳＳＡ　ＬＥＤ点滅

　シャーシコントロール 　ＳＳＡランプ駆動１

　シャーシコントロール 　ＳＳＡランプ駆動２

　シャーシコントロール 　ストップランプオフリレー１駆動（ＯＦＦ）

　シャーシコントロール 　ストップランプオフリレー１駆動（ＯＮ）

　シャーシコントロール 　ストップランプオフリレー２駆動（ＯＦＦ）

　シャーシコントロール 　ストップランプオフリレー２駆動（ＯＮ）

　シャーシコントロール 　ブレーキアクチュエーター駆動１　ＭＯＤＥ１

　シャーシコントロール 　ブレーキアクチュエーター駆動１　ＭＯＤＥ２

　シャーシコントロール 　ブレーキアクチュエーター駆動１　ＭＯＤＥ３

　シャーシコントロール 　ブレーキアクチュエーター駆動２　ＭＯＤＥ１

　シャーシコントロール 　ブレーキアクチュエーター駆動２　ＭＯＤＥ２

　シャーシコントロール 　ブレーキアクチュエーター駆動２　ＭＯＤＥ３

　シャーシコントロール 　ブレーキアクチュエーター駆動３　ＭＯＤＥ１

　シャーシコントロール 　ブレーキアクチュエーター駆動３　ＭＯＤＥ２

　シャーシコントロール 　ブレーキアクチュエーター駆動３　ＭＯＤＥ３

　シャーシコントロール 　ブレーキ保持表示（エラー）

　シャーシコントロール 　ブレーキ保持表示（作動）

　シャーシコントロール 　ブレーキ保持表示（待機）

　シャーシコントロール 　ブレーキ保持表示（非作動）

　シャーシコントロール 　マスター警告駆動（ＯＦＦ）

　シャーシコントロール 　マスター警告駆動（ＯＮ）

　シャーシコントロール 　右後タイヤ表示（ＯＦＦ）

　シャーシコントロール 　右後タイヤ表示（ＯＮ）

　シャーシコントロール 　右前タイヤ表示（ＯＦＦ）

　シャーシコントロール 　右前タイヤ表示（ＯＮ）

　シャーシコントロール 　割込み表示（ＨＤＣ）

　シャーシコントロール 　割込み表示（作動）

　シャーシコントロール 　割込み表示（待機）

　シャーシコントロール 　割込み表示（非要求）

　シャーシコントロール 　左後タイヤ表示（ＯＦＦ）

　シャーシコントロール 　左後タイヤ表示（ＯＮ）

　シャーシコントロール 　左前タイヤ表示（ＯＦＦ）

　シャーシコントロール 　左前タイヤ表示（ＯＮ）

　シャーシコントロール 　車両表示（ＯＦＦ）

　シャーシコントロール 　車両表示（ＯＮ）

　シャーシコントロール 　旋回表示（Ｃｏｒｎｅｒ）

　シャーシコントロール 　旋回表示（ＬＨ）

　シャーシコントロール 　旋回表示（ＮＯ　ＤＩＳＰ）

　シャーシコントロール 　旋回表示（ＲＨ）

　シャーシコントロール 　操舵反力指令

　シャーシコントロール 　転舵角指令

　マルチディスプレイ 　インジケーター

　ＥＨＳ＿ＰＫＢ 　ＥＨＳインジケーターランプ

　ＥＨＳ＿ＰＫＢ 　ＥＨＳバルブ

　ＥＨＳ＿ＰＫＢ 　ＥＨＳ警告ブザー

　アラウンドビューモニター 　（ＴＢＤ）サイドミラーＬＥＤ制御（右）

　アラウンドビューモニター 　（ＴＢＤ）サイドミラーＬＥＤ制御（左）



●日産 アクティブテスト(ver 2022.02)
システム 項目名

　アラウンドビューモニター 　（ＴＢＤ）デッドマンスイッチＬＥＤ制御

　アラウンドビューモニター 　（ＴＢＤ）フルオートＰスイッチＬＥＤ制御

　アラウンドビューモニター 　（ＴＢＤ）外部ＡＶＭブザー２制御

　アラウンドビューモニター 　ＡＶＭブザー

　アラウンドビューモニター 　ＥＰＳ駆動

　アラウンドビューモニター 　ＬＥＤヘッドランプ（右）

　アラウンドビューモニター 　ＬＥＤヘッドランプ（左）

　アラウンドビューモニター 　ウォッシャー駆動

　アラウンドビューモニター 　エア／ウォッシャー駆動

　アラウンドビューモニター 　エア駆動

　アラウンドビューモニター 　外部ブザー

　ＶＳＰ（車両接近通報装置） 　ＶＳＰスピーカー

　ＶＳＰ（車両接近通報装置） 　ＶＳＰ一時停止インジケーター

　ＶＳＰ（車両接近通報装置） 　スタートアップサウンドスピーカー

　アクティブノイズコントロール 　アクティブノイズコントロールテスト音

　サイドレーダー（リア左） 　ＢＳＷ／ＢＳＩインジケーター

　サイドレーダー（リア右） 　ＢＳＷ／ＢＳＩインジケーター

　アクセルペダルアクチュエーター 　アクセルペダルアクチュエーターテスト１

　アクセルペダルアクチュエーター 　アクセルペダルアクチュエーターテスト２

　ＢＳＷ（後側方車両検知警報）＿ブザー 　ブザー１（ＡＤＡＳ）

　ＢＳＷ（後側方車両検知警報）＿ブザー 　ブザー１（ＣＣＭ）

　ＢＳＷ（後側方車両検知警報）＿ブザー 　ブザー２（ＡＤＡＳ）

　ＢＳＷ（後側方車両検知警報）＿ブザー 　ブザー２（ＣＣＭ）

　ＢＳＷ（後側方車両検知警報）＿ブザー 　ブザー３（ＡＤＡＳ）

　ＢＳＷ（後側方車両検知警報）＿ブザー 　ブザー３（ＣＣＭ）

　ＢＳＷ（後側方車両検知警報）＿ブザー 　ブザー４（ＡＤＡＳ）

　ＢＳＷ（後側方車両検知警報）＿ブザー 　ブザー４（ＣＣＭ）

　コンバーチブルルーフ 　ストレージリッド

　コンバーチブルルーフ 　ソフトトップシステム

　コンバーチブルルーフ 　トランクオープナー

　コンバーチブルルーフ 　パワーウィンドウ（左／右）

　コンバーチブルルーフ 　リアウィンドウデフォッガー

　コンバーチブルルーフ 　リアパワーウィンドウ（右）

　コンバーチブルルーフ 　リアパワーウィンドウ（左）

　コンバーチブルルーフ 　ルーフシステム

　コンバーチブルルーフ 　ルーフラッチド左／右

　コンバーチブルルーフ 　ルーフ状態出力（オーディオ）

　コンバーチブルルーフ 　油圧リリース

　コンバーチブルルーフ 　５ｔｈボーシステム　

　ＥＶ＿ＨＥＶ 　１２Ｖバッテリー充電警告灯（ＯＦＦ）

　ＥＶ＿ＨＥＶ 　１２Ｖバッテリー充電警告灯（ＯＮ）

　ＥＶ＿ＨＥＶ 　１２Ｖバッテリー充電警告灯（点滅）

　ＥＶ＿ＨＥＶ 　ＤＣ／ＤＣコンバーター

　ＥＶ＿ＨＥＶ 　ＤＣ／ＤＣコンバーターＤＵＴＹ

　ＥＶ＿ＨＥＶ 　ＤＣ／ＤＣコンバーターデューティー

　ＥＶ＿ＨＥＶ 　ＥＶシステム警告灯（ＯＦＦ）

　ＥＶ＿ＨＥＶ 　ＥＶシステム警告灯（ＯＮ）

　ＥＶ＿ＨＥＶ 　ＥＶシステム警告灯（点滅）

　ＥＶ＿ＨＥＶ 　Ｆ／Ｓ充電リレー

　ＥＶ＿ＨＥＶ 　ＲＥＡＤＹインジケーター（ＯＦＦ）

　ＥＶ＿ＨＥＶ 　ＲＥＡＤＹインジケーター（ＯＮ）

　ＥＶ＿ＨＥＶ 　ＲＥＡＤＹインジケーター（点滅）

　ＥＶ＿ＨＥＶ 　インバーターウォータポンプ

　ＥＶ＿ＨＥＶ 　ウォーターポンプ



●日産 アクティブテスト(ver 2022.02)
システム 項目名

　ＥＶ＿ＨＥＶ 　ウォーターポンプ１

　ＥＶ＿ＨＥＶ 　クーリングファン

　ＥＶ＿ＨＥＶ 　クーリングファンスピード（ＯＦＦ）

　ＥＶ＿ＨＥＶ 　クーリングファンスピード（ファン制御範囲０）

　ＥＶ＿ＨＥＶ 　クーリングファンスピード（ファン制御範囲１）

　ＥＶ＿ＨＥＶ 　クーリングファンスピード（ファン制御範囲２）

　ＥＶ＿ＨＥＶ 　クーリングファンスピード（ファン制御範囲３）

　ＥＶ＿ＨＥＶ 　クーリングファンスピード（ファン制御範囲４）

　ＥＶ＿ＨＥＶ 　クーリングファンスピード（ファン制御範囲５）

　ＥＶ＿ＨＥＶ 　クーリングファンスピード（ファン制御範囲６）

　ＥＶ＿ＨＥＶ 　クランキング

　ＥＶ＿ＨＥＶ 　コンプレッサーテスト

　ＥＶ＿ＨＥＶ 　ストップランプリレー

　ＥＶ＿ＨＥＶ 　バックランプリレー

　ＥＶ＿ＨＥＶ 　プラグインインジケーター

　ＥＶ＿ＨＥＶ 　可変電圧

　ＥＶ＿ＨＥＶ 　急速充電許可信号

　ＥＶ＿ＨＥＶ 　強制充電

　ＥＶ＿ＨＥＶ 　検知モード１

　ＥＶ＿ＨＥＶ 　検知モード２

　ＥＶ＿ＨＥＶ 　充電状態インジケーター１

　ＥＶ＿ＨＥＶ 　充電状態インジケーター２

　ＥＶ＿ＨＥＶ 　充電状態インジケーター３

　ＥＶ＿ＨＥＶ 　出力制限表示灯

　ＥＶ＿ＨＥＶ 　整備モード＃要求

　ＥＶ＿ＨＥＶ 　整備モード１要求

　ＥＶ＿ＨＥＶ 　整備モード２要求

　ＥＶ＿ＨＥＶ 　整備モード３

　ＥＶ＿ＨＥＶ 　整備モード３要求

　ＥＶ＿ＨＥＶ 　整備モード４要求

　ＥＶ＿ＨＥＶ 　整備モード５

　ＥＶ＿ＨＥＶ 　整備モード５要求

　ＥＶ＿ＨＥＶ 　整備モード６要求

　ＥＶ＿ＨＥＶ 　電圧コントロール

　ＥＶ＿ＨＥＶ 　動力制限表示灯

　ＨＶバッテリー 　高電圧バッテリー冷却ファン

　ＨＶバッテリー 　高電圧バッテリー冷却ファン（Ｈｉｇｈ）

　ＨＶバッテリー 　高電圧バッテリー冷却ファン（Ｌｏｗ）

　ＨＶバッテリー 　高電圧バッテリー冷却ファン（Ｍｉｄ）

　ＨＶバッテリー 　高電圧バッテリー冷却ファン（Ｓｔｏｐ）

　チャージャー 　急速充電リレー（－）

　チャージャー 　急速充電リレー（＋）

　チャージャー 　急速充電許可信号

　チャージャー 　通常充電リレー（－）

　チャージャー 　通常充電リレー（＋）

　ブレーキ 　ストップランプオフリレー


