
●ボルボ　アクティブテスト(Ver 2022.02)
システム名 項目名

　ＡＢＳ（アンチロックブレーキシステム） 　ＡＹＣブーストバルブ

　ＡＢＳ（アンチロックブレーキシステム） 　ＡＹＣバルブ１

　ＡＢＳ（アンチロックブレーキシステム） 　ＡＹＣバルブ２

　ＡＢＳ（アンチロックブレーキシステム） 　フロントインレットバルブ（左）

　ＡＢＳ（アンチロックブレーキシステム） 　フロントインレットバルブ（右）

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

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

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

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

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

　ＡＢＳ（アンチロックブレーキシステム） 　ＲＲ　インレット側ソレノイドバルブ

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

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

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

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

　ＡＢＳ（アンチロックブレーキシステム） 　エンジンポンプ

　ＡＢＳ（アンチロックブレーキシステム） 　ポンプモーター

　ＡＢＳ（アンチロックブレーキシステム） 　リアインレットバルブ（左）

　ＡＢＳ（アンチロックブレーキシステム） 　リアインレットバルブ（右）

　ＡＢＳ（アンチロックブレーキシステム） 　リアアウトレットバルブ（左）

　ＡＢＳ（アンチロックブレーキシステム） 　リアアウトレットバルブ（右）

　ＡＢＳ（アンチロックブレーキシステム） 　ＴＲＡＣＳバルブ１

　ＡＢＳ（アンチロックブレーキシステム） 　ＴＲＡＣＳバルブ２

　ＡＳＤＭ（アクティブセーフティードメインマスター） 　Ｓ１コントロール

　ＡＳＤＭ（アクティブセーフティードメインマスター） 　Ｓ２コントロール

　ＡＳＤＭ（アクティブセーフティードメインマスター） 　ＳＬＢ１コントロール

　ＡＳＤＭ（アクティブセーフティードメインマスター） 　ＳＬＣ１コントロール

　ＡＳＤＭ（アクティブセーフティードメインマスター） 　ＳＬＣ２コントロール

　ＡＳＤＭ（アクティブセーフティードメインマスター） 　ＳＬＣ３コントロール

　ＡＳＤＭ（アクティブセーフティードメインマスター） 　ＳＬＴコントロール

　ＡＳＤＭ（アクティブセーフティードメインマスター） 　ＳＬＵコントロール

　ＡＵＤ（オーディオモジュール） 　Ｓ１コントロール

　ＡＵＤ（オーディオモジュール） 　Ｓ２コントロール

　ＡＵＤ（オーディオモジュール） 　ＳＬＢ１コントロール

　ＡＵＤ（オーディオモジュール） 　ＳＬＣ１コントロール

　ＡＵＤ（オーディオモジュール） 　ＳＬＣ２コントロール

　ＡＵＤ（オーディオモジュール） 　ＳＬＣ３コントロール

　ＡＵＤ（オーディオモジュール） 　ＳＬＴコントロール

　ＡＵＤ（オーディオモジュール） 　ＳＬＵコントロール

　ＢＢＳ（バッテリーバックアップサウンダー） 　Ｓ１コントロール

　ＢＢＳ（バッテリーバックアップサウンダー） 　Ｓ２コントロール

　ＢＢＳ（バッテリーバックアップサウンダー） 　ＳＬＢ１コントロール

　ＢＢＳ（バッテリーバックアップサウンダー） 　ＳＬＣ１コントロール

　ＢＢＳ（バッテリーバックアップサウンダー） 　ＳＬＣ２コントロール

　ＢＢＳ（バッテリーバックアップサウンダー） 　ＳＬＣ３コントロール

　ＢＢＳ（バッテリーバックアップサウンダー） 　ＳＬＴコントロール

　ＢＢＳ（バッテリーバックアップサウンダー） 　ＳＬＵコントロール

　ＢＣＭ（ブレーキコントロールモジュール） 　ブースター：　ＯＮ

　ＢＣＭ（ブレーキコントロールモジュール） 　ＡＹＣブーストバルブ

　ＢＣＭ（ブレーキコントロールモジュール） 　ＡＹＣバルブ１

　ＢＣＭ（ブレーキコントロールモジュール） 　ＡＹＣバルブ２

　ＢＣＭ（ブレーキコントロールモジュール） 　ＬＦ　インレット側ソレノイドバルブ

　ＢＣＭ（ブレーキコントロールモジュール） 　ＲＦ　インレット側ソレノイドバルブ

　ＢＣＭ（ブレーキコントロールモジュール） 　ＬＲ　インレット側ソレノイドバルブ

　ＢＣＭ（ブレーキコントロールモジュール） 　ＲＲ　インレット側ソレノイドバルブ

　ＢＣＭ（ブレーキコントロールモジュール） 　アイソレーションバルブ１（マスターシリンダー）

　ＢＣＭ（ブレーキコントロールモジュール） 　アイソレーションバルブ２（マスターシリンダー）

　ＢＣＭ（ブレーキコントロールモジュール） 　低圧フィードバルブ１

　ＢＣＭ（ブレーキコントロールモジュール） 　低圧フィードバルブ２

　ＢＣＭ（ブレーキコントロールモジュール） 　ＬＦ　アウトレット側ソレノイドバルブ

　ＢＣＭ（ブレーキコントロールモジュール） 　ＲＦ　アウトレット側ソレノイドバルブ

　ＢＣＭ（ブレーキコントロールモジュール） 　ＬＲ　アウトレット側ソレノイドバルブ

　ＢＣＭ（ブレーキコントロールモジュール） 　ＲＲ　アウトレット側ソレノイドバルブ



●ボルボ　アクティブテスト(Ver 2022.02)
システム名 項目名

　ＢＣＭ（ブレーキコントロールモジュール） 　ポンプ

　ＢＣＭ（ブレーキコントロールモジュール） 　エンジンポンプ

　ＢＣＭ（ブレーキコントロールモジュール） 　ポンプモーター

　ＢＣＭ（ブレーキコントロールモジュール） 　Ｓ１コントロール

　ＢＣＭ（ブレーキコントロールモジュール） 　Ｓ２コントロール

　ＢＣＭ（ブレーキコントロールモジュール） 　ＳＬＢ１コントロール

　ＢＣＭ（ブレーキコントロールモジュール） 　ＳＬＣ１コントロール

　ＢＣＭ（ブレーキコントロールモジュール） 　ＳＬＣ２コントロール

　ＢＣＭ（ブレーキコントロールモジュール） 　ＳＬＣ３コントロール

　ＢＣＭ（ブレーキコントロールモジュール） 　ＳＬＴコントロール

　ＢＣＭ（ブレーキコントロールモジュール） 　ＳＬＵコントロール

　ＢＣＭ（ブレーキコントロールモジュール） 　ＴＲＡＣＳバルブ１

　ＢＣＭ（ブレーキコントロールモジュール） 　ＴＲＡＣＳバルブ２

　ＢＭＳ（バッテリーモニタリングシステム） 　Ｓ１コントロール

　ＢＭＳ（バッテリーモニタリングシステム） 　Ｓ２コントロール

　ＢＭＳ（バッテリーモニタリングシステム） 　ＳＬＢ１コントロール

　ＢＭＳ（バッテリーモニタリングシステム） 　ＳＬＣ１コントロール

　ＢＭＳ（バッテリーモニタリングシステム） 　ＳＬＣ２コントロール

　ＢＭＳ（バッテリーモニタリングシステム） 　ＳＬＣ３コントロール

　ＢＭＳ（バッテリーモニタリングシステム） 　ＳＬＴコントロール

　ＢＭＳ（バッテリーモニタリングシステム） 　ＳＬＵコントロール

　ＣＣＤ（センターコンソールディスプレー） 　Ｓ１コントロール

　ＣＣＤ（センターコンソールディスプレー） 　Ｓ２コントロール

　ＣＣＤ（センターコンソールディスプレー） 　ＳＬＢ１コントロール

　ＣＣＤ（センターコンソールディスプレー） 　ＳＬＣ１コントロール

　ＣＣＤ（センターコンソールディスプレー） 　ＳＬＣ２コントロール

　ＣＣＤ（センターコンソールディスプレー） 　ＳＬＣ３コントロール

　ＣＣＤ（センターコンソールディスプレー） 　ＳＬＴコントロール

　ＣＣＤ（センターコンソールディスプレー） 　ＳＬＵコントロール

　ＣＣＭ（エアコン） 　＃　ボタン

　ＣＣＭ（エアコン） 　＜＜ボタン

　ＣＣＭ（エアコン） 　＞＞ボタン

　ＣＣＭ（エアコン） 　０ボタン

　ＣＣＭ（エアコン） 　１ボタン

　ＣＣＭ（エアコン） 　２ボタン

　ＣＣＭ（エアコン） 　３ボタン

　ＣＣＭ（エアコン） 　４ボタン

　ＣＣＭ（エアコン） 　５ボタン

　ＣＣＭ（エアコン） 　６ボタン

　ＣＣＭ（エアコン） 　７ボタン

　ＣＣＭ（エアコン） 　８ボタン

　ＣＣＭ（エアコン） 　９ボタン

　ＣＣＭ（エアコン） 　エアコンボタン

　ＣＣＭ（エアコン） 　送風：　デフロスターボタン

　ＣＣＭ（エアコン） 　送風：　フロアボタン

　ＣＣＭ（エアコン） 　送風：　ベンチレーションボタン

　ＣＣＭ（エアコン） 　ＡＵＴＯ（オート）ボタン

　ＣＣＭ（エアコン） 　ＣＡＭボタン

　ＣＣＭ（エアコン） 　取り出しボタン

　ＣＣＭ（エアコン） 　ＥＸＩＴボタン

　ＣＣＭ（エアコン） 　折畳み式ヘッドレスト

　ＣＣＭ（エアコン） 　フロント左シートヒーターボタン

　ＣＣＭ（エアコン） 　フロント右シートヒーターボタン

　ＣＣＭ（エアコン） 　ゲージ／ランプ：　クイックテスト

　ＣＣＭ（エアコン） 　ヒルディセントコントロール

　ＣＣＭ（エアコン） 　デフロスター（Ｍａｘ）ボタン

　ＣＣＭ（エアコン） 　ＭＥＤＩＡボタン

　ＣＣＭ（エアコン） 　メニューボタン

　ＣＣＭ（エアコン） 　ＭＹ　ＣＡＲボタン

　ＣＣＭ（エアコン） 　ＮＡＶボタン

　ＣＣＭ（エアコン） 　パーキングアシスト

　ＣＣＭ（エアコン） 　電話ボタン

　ＣＣＭ（エアコン） 　電源ボタン
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システム名 項目名

　ＣＣＭ（エアコン） 　ＲＡＤＩＯボタン

　ＣＣＭ（エアコン） 　リアデフロスターボタン

　ＣＣＭ（エアコン） 　内気循環ボタン

　ＣＣＭ（エアコン） 　Ｓ１コントロール

　ＣＣＭ（エアコン） 　Ｓ２コントロール

　ＣＣＭ（エアコン） 　シートベンチレーション：　左側ボタン

　ＣＣＭ（エアコン） 　シートベンチレーション：　右側ボタン

　ＣＣＭ（エアコン） 　セミオートマチックパーキングアシスト

　ＣＣＭ（エアコン） 　ＳＬＢ１コントロール

　ＣＣＭ（エアコン） 　ＳＬＣ１コントロール

　ＣＣＭ（エアコン） 　ＳＬＣ２コントロール

　ＣＣＭ（エアコン） 　ＳＬＣ３コントロール

　ＣＣＭ（エアコン） 　ＳＬＴコントロール

　ＣＣＭ（エアコン） 　ＳＬＵコントロール

　ＣＣＭ（エアコン） 　ＳＯＵＮＤボタン

　ＣＣＭ（エアコン） 　ステータスグループ１

　ＣＣＭ（エアコン） 　ステータスグループ２

　ＣＣＭ（エアコン） 　ステータスグループ３

　ＣＣＭ（エアコン） 　ストップまでボタン

　ＣＥＭ（セントラルエレクトロニクス） 　ブレーキランプ

　ＣＥＭ（セントラルエレクトロニクス） 　ブレーキランプ　左

　ＣＥＭ（セントラルエレクトロニクス） 　ブレーキランプ　右

　ＣＥＭ（セントラルエレクトロニクス）
　セントラルロックモーター（ブートリッド／テールゲート）：　ロック　＊Ｖ７０，　ＸＣ７０のみ
（ＰＯＴを除く）

　ＣＥＭ（セントラルエレクトロニクス） 　セントラルロックモーター（ブートリッド／テールゲート）：　アンロック

　ＣＥＭ（セントラルエレクトロニクス） 　チャイルドロック／ダブルロックリレー

　ＣＥＭ（セントラルエレクトロニクス） 　コーナリングランプ（左）

　ＣＥＭ（セントラルエレクトロニクス） 　コーナリングランプ（右）

　ＣＥＭ（セントラルエレクトロニクス） 　ＤＲＬ（左）

　ＣＥＭ（セントラルエレクトロニクス） 　ＤＲＬ

　ＣＥＭ（セントラルエレクトロニクス） 　ＤＲＬ（右）

　ＣＥＭ（セントラルエレクトロニクス） 　減光ＤＲＬ

　ＣＥＭ（セントラルエレクトロニクス） 　拡張Ｘリレー

　ＣＥＭ（セントラルエレクトロニクス） 　フロントフォグランプ：　ＯＮ

　ＣＥＭ（セントラルエレクトロニクス） 　リア左フォグランプ

　ＣＥＭ（セントラルエレクトロニクス） 　リア右フォグランプ

　ＣＥＭ（セントラルエレクトロニクス） 　フロントフォグランプリレー

　ＣＥＭ（セントラルエレクトロニクス） 　フロントウォッシャーモーターリレー

　ＣＥＭ（セントラルエレクトロニクス） 　フロントウォッシャー

　ＣＥＭ（セントラルエレクトロニクス） 　フューエルフラップ：　アンロック

　ＣＥＭ（セントラルエレクトロニクス） 　給油口アンロック

　ＣＥＭ（セントラルエレクトロニクス） 　ヘッドライトクリーニング

　ＣＥＭ（セントラルエレクトロニクス） 　インフォテインメントリレー

　ＣＥＭ（セントラルエレクトロニクス） 　車内灯

　ＣＥＭ（セントラルエレクトロニクス） 　左側ロービーム：　ＯＮ

　ＣＥＭ（セントラルエレクトロニクス） 　左側ヘッドライト（ロービーム）

　ＣＥＭ（セントラルエレクトロニクス） 　ウィンカー（左）

　ＣＥＭ（セントラルエレクトロニクス） 　ライセンスランプ

　ＣＥＭ（セントラルエレクトロニクス） 　ハイビーム

　ＣＥＭ（セントラルエレクトロニクス） 　ポジションランプ（左）

　ＣＥＭ（セントラルエレクトロニクス） 　ポジションランプ（右）

　ＣＥＭ（セントラルエレクトロニクス） 　ポジションランプ（フロント左）

　ＣＥＭ（セントラルエレクトロニクス） 　ポジションランプ（フロント右）

　ＣＥＭ（セントラルエレクトロニクス） 　ポジションランプ（リア左）

　ＣＥＭ（セントラルエレクトロニクス） 　ポジションランプ（リア右）

　ＣＥＭ（セントラルエレクトロニクス） 　ポジションランプ／サイドマーカーランプ１

　ＣＥＭ（セントラルエレクトロニクス） 　ポジションランプ／サイドマーカーランプ２

　ＣＥＭ（セントラルエレクトロニクス） 　リアウォッシャーモーターリレー

　ＣＥＭ（セントラルエレクトロニクス） 　リアウォッシャー

　ＣＥＭ（セントラルエレクトロニクス） 　リアウィンドウワイパー

　ＣＥＭ（セントラルエレクトロニクス） 　ヘッドライトクリーニングリレー

　ＣＥＭ（セントラルエレクトロニクス） 　リアウィンドウウォッシャーリレー（５　ＤＲＳ）

　ＣＥＭ（セントラルエレクトロニクス） 　ハイビームリレー

　ＣＥＭ（セントラルエレクトロニクス） 　バックランプ
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　ＣＥＭ（セントラルエレクトロニクス） 　右側ロービーム：　ＯＮ

　ＣＥＭ（セントラルエレクトロニクス） 　右側ヘッドライト（ロービーム）

　ＣＥＭ（セントラルエレクトロニクス） 　ウィンカー（右）

　ＣＥＭ（セントラルエレクトロニクス） 　Ｓ１コントロール

　ＣＥＭ（セントラルエレクトロニクス） 　Ｓ２コントロール

　ＣＥＭ（セントラルエレクトロニクス） 　セカンダリーバッテリーリレー（２０１０４４－）

　ＣＥＭ（セントラルエレクトロニクス） 　セカンダリーバッテリーリレー（－２０１０４４）

　ＣＥＭ（セントラルエレクトロニクス） 　ＳＬＢ１コントロール

　ＣＥＭ（セントラルエレクトロニクス） 　ＳＬＣ１コントロール

　ＣＥＭ（セントラルエレクトロニクス） 　ＳＬＣ２コントロール

　ＣＥＭ（セントラルエレクトロニクス） 　ＳＬＣ３コントロール

　ＣＥＭ（セントラルエレクトロニクス） 　ＳＬＴコントロール

　ＣＥＭ（セントラルエレクトロニクス） 　ＳＬＵコントロール

　ＣＥＭ（セントラルエレクトロニクス） 　ストップランプ

　ＣＥＭ（セントラルエレクトロニクス） 　テールゲート／ブートリッド：　アンロック

　ＣＥＭ（セントラルエレクトロニクス） 　フロントガラスワイパー（高速）

　ＣＥＭ（セントラルエレクトロニクス） 　フロントガラスワイパー（低速）

　ＣＥＭ（セントラルエレクトロニクス） 　ワイパー

　ＤＤＭ（運転席ドア） 　セントラルロックモーター（運転席ドア）：　ロック

　ＤＤＭ（運転席ドア） 　セントラルロックモーター（運転席ドア）：　アンロック

　ＤＤＭ（運転席ドア） 　セントラルロックモーター（運転席側リアドア）：　ロック

　ＤＤＭ（運転席ドア） 　セントラルロックモーター（運転席側リアドア）：　アンロック

　ＤＤＭ（運転席ドア） 　セントラルロックスイッチ（ロック）

　ＤＤＭ（運転席ドア） 　セントラルロックスイッチ（アンロック）

　ＤＤＭ（運転席ドア） 　チャイルドロック：　リアドアアクチュエーター（電動チャイルドロックのみ）

　ＤＤＭ（運転席ドア） 　チャイルドセーフティースイッチ

　ＤＤＭ（運転席ドア） 　デフロスター（運転席ドア）

　ＤＤＭ（運転席ドア） 　フロントドアアクチュエーター：　ダブルロック

　ＤＤＭ（運転席ドア） 　運転席側ウィンドウスイッチ：　ダウン

　ＤＤＭ（運転席ドア） 　運転席側ウィンドウスイッチ：　アップ

　ＤＤＭ（運転席ドア） 　運転席側フロントドア（ロック）

　ＤＤＭ（運転席ドア） 　運転席側リアドア（ロック）

　ＤＤＭ（運転席ドア） 　運転席側フロントドア（アンロック）

　ＤＤＭ（運転席ドア） 　運転席側リアドア（アンロック）

　ＤＤＭ（運転席ドア） 　運転席側フロントドアステータス（ロック）

　ＤＤＭ（運転席ドア） 　運転席側フロントドアステータス（ロック／ダブルロック）

　ＤＤＭ（運転席ドア） 　運転席側フロントドアステータス（アンロック）

　ＤＤＭ（運転席ドア） 　運転席側フロントドアステータス（アンロック／ダブルアンロック）

　ＤＤＭ（運転席ドア） 　フロント左ウィンドウダウンスイッチ

　ＤＤＭ（運転席ドア） 　フロント左ウィンドウアップスイッチ

　ＤＤＭ（運転席ドア） 　フロント右ウィンドウダウンスイッチ

　ＤＤＭ（運転席ドア） 　フロント右ウィンドウアップスイッチ

　ＤＤＭ（運転席ドア） 　フロントウィンドウモーターステータス（ダウン）：　ＯＮ

　ＤＤＭ（運転席ドア） 　フロントウィンドウモーターステータス（アップ）：　ＯＮ

　ＤＤＭ（運転席ドア） 　フロントウィンドウモーターステータス（ダウン）

　ＤＤＭ（運転席ドア） 　フロントウィンドウモーターステータス（アップ）

　ＤＤＭ（運転席ドア） 　左ウィンドウダウンスイッチ

　ＤＤＭ（運転席ドア） 　左ウィンドウアップスイッチ

　ＤＤＭ（運転席ドア） 　Ｍ１：　ＯＮ

　ＤＤＭ（運転席ドア） 　Ｍ２：　ＯＮ

　ＤＤＭ（運転席ドア） 　Ｍ３：　ＯＮ

　ＤＤＭ（運転席ドア） 　ミラーコントロールモーター（下方向）：　作動

　ＤＤＭ（運転席ドア） 　ミラーコントロールモーター（折り畳み）：　作動

　ＤＤＭ（運転席ドア） 　ミラーコントロールモーター（左方向）：　作動

　ＤＤＭ（運転席ドア） 　ミラーコントロールモーター（右方向）：　作動

　ＤＤＭ（運転席ドア） 　ミラーコントロールモーター（展開）：　作動

　ＤＤＭ（運転席ドア） 　ミラーコントロールモーター（上方向）：　作動

　ＤＤＭ（運転席ドア） 　ミラーランプ

　ＤＤＭ（運転席ドア） 　ミラー（ダウン）

　ＤＤＭ（運転席ドア） 　ミラー格納モーター

　ＤＤＭ（運転席ドア） 　ミラー（左）

　ＤＤＭ（運転席ドア） 　ミラー（右）

　ＤＤＭ（運転席ドア） 　ミラー展開モーター
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　ＤＤＭ（運転席ドア） 　ミラー（アップ）

　ＤＤＭ（運転席ドア） 　助手席側ウィンドウスイッチ：　ダウン

　ＤＤＭ（運転席ドア） 　助手席側ウィンドウスイッチ：　アップ

　ＤＤＭ（運転席ドア） 　運転席側リアドアロックステータス（ロック）

　ＤＤＭ（運転席ドア） 　運転席側リアドアロックステータス（ロック／ダブルロック）

　ＤＤＭ（運転席ドア） 　運転席側リアドアロックステータス（アンロック）

　ＤＤＭ（運転席ドア） 　運転席側リアドアロックステータス（アンロック／ダブルアンロック）

　ＤＤＭ（運転席ドア） 　リア運転席側ウィンドウスイッチ：　ダウン

　ＤＤＭ（運転席ドア） 　リア運転席側ウィンドウスイッチ：　アップ

　ＤＤＭ（運転席ドア） 　リア左ウィンドウダウンスイッチ

　ＤＤＭ（運転席ドア） 　リア左ウィンドウアップスイッチ

　ＤＤＭ（運転席ドア） 　リア助手席側ウィンドウスイッチ：　ダウン

　ＤＤＭ（運転席ドア） 　リア助手席側ウィンドウスイッチ：　アップ

　ＤＤＭ（運転席ドア） 　リア右ウィンドウダウンスイッチ

　ＤＤＭ（運転席ドア） 　リア右ウィンドウアップスイッチ

　ＤＤＭ（運転席ドア） 　リアウィンドウモーターステータス（ダウン）：　ＯＮ

　ＤＤＭ（運転席ドア） 　リアウィンドウモーターステータス（アップ）：　ＯＮ

　ＤＤＭ（運転席ドア） 　リアウィンドウモーターステータス（ダウン）

　ＤＤＭ（運転席ドア） 　リアウィンドウモーターステータス（アップ）

　ＤＤＭ（運転席ドア） 　リアドア：　ダブルロックリレー

　ＤＤＭ（運転席ドア） 　右ウィンドウダウンスイッチ

　ＤＤＭ（運転席ドア） 　右ウィンドウアップスイッチ

　ＤＤＭ（運転席ドア） 　Ｓ１コントロール

　ＤＤＭ（運転席ドア） 　Ｓ２コントロール

　ＤＤＭ（運転席ドア） 　サイドステップランプコントロール（ＯＦＦ）

　ＤＤＭ（運転席ドア） 　サイドステップランプコントロール（ＯＮ）

　ＤＤＭ（運転席ドア） 　ＳＬＢ１コントロール

　ＤＤＭ（運転席ドア） 　ＳＬＣ１コントロール

　ＤＤＭ（運転席ドア） 　ＳＬＣ２コントロール

　ＤＤＭ（運転席ドア） 　ＳＬＣ３コントロール

　ＤＤＭ（運転席ドア） 　ＳＬＴコントロール

　ＤＤＭ（運転席ドア） 　ＳＬＵコントロール

　ＤＤＭ（運転席ドア） 　ウィンドウモーター：　ダウン

　ＤＤＭ（運転席ドア） 　ウィンドウモーター：　アップ

　ＤＤＭ（運転席ドア） 　ウィンドウモーターアップ　作動

　ＤＤＭ（運転席ドア） 　ウィンドウモーターダウン　作動

　ＤＤＭ（運転席ドア） 　ウィンドウ初期化（ＤＤＭ（運転席ドアモジュール）　２００３～）

　ＤＤＭ（運転席ドア） 　セントラルロックスイッチ　ロック

　ＤＤＭ（運転席ドア） 　セントラルロックスイッチ　解錠

　ＤＤＭ（運転席ドア） 　チャイルドセーフティースイッチ　作動

　ＤＤＭ（運転席ドア） 　デフロスター　作動

　ＤＤＭ（運転席ドア） 　ドア警告灯　作動

　ＤＤＭ（運転席ドア） 　フロント右ウィンドウアップスイッチ　作動

　ＤＤＭ（運転席ドア） 　フロント右ウィンドウダウンスイッチ　作動

　ＤＤＭ（運転席ドア） 　フロント左ウィンドウアップスイッチ　作動

　ＤＤＭ（運転席ドア） 　フロント左ウィンドウダウンスイッチ　作動

　ＤＤＭ（運転席ドア） 　ミラーアップ　作動

　ＤＤＭ（運転席ドア） 　ミラーコントロールモーター右方向　作動

　ＤＤＭ（運転席ドア） 　ミラーコントロールモーター下方向　作動

　ＤＤＭ（運転席ドア） 　ミラーコントロールモーター左方向　作動

　ＤＤＭ（運転席ドア） 　ミラーコントロールモーター上方向　作動

　ＤＤＭ（運転席ドア） 　ミラーコントロールモーター折り畳み　作動

　ＤＤＭ（運転席ドア） 　ミラーコントロールモーター展開　作動

　ＤＤＭ（運転席ドア） 　ミラーセレクト　右作動

　ＤＤＭ（運転席ドア） 　ミラーセレクト　左作動

　ＤＤＭ（運転席ドア） 　ミラーダウン　作動

　ＤＤＭ（運転席ドア） 　ミラーランプ　作動

　ＤＤＭ（運転席ドア） 　ミラー右　作動

　ＤＤＭ（運転席ドア） 　ミラー左　作動

　ＤＤＭ（運転席ドア） 　リア右ウィンドウアップスイッチ　作動

　ＤＤＭ（運転席ドア） 　リア右ウィンドウダウンスイッチ　作動

　ＤＤＭ（運転席ドア） 　リア左ウィンドウアップスイッチ　作動

　ＤＤＭ（運転席ドア） 　リア左ウィンドウダウンスイッチ　作動
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　ＤＤＭ（運転席ドア） 　ロックワイヤーＭ１　作動

　ＤＤＭ（運転席ドア） 　ロックワイヤーＭ２　作動

　ＤＤＭ（運転席ドア） 　ロックワイヤーＭ３　作動

　ＤＤＭ（運転席ドア） 　運転席ドア側デフロスター　作動

　ＤＥＭ（ディファレンシャルエレクトロニックモジュール） 　ポンプ駆動

　ＤＥＭ（ディファレンシャルエレクトロニックモジュール）
　セントラルロックモーター（ブートリッド／テールゲート）：　ロック　＊Ｖ７０，　ＸＣ７０のみ
（ＰＯＴを除く）

　ＤＥＭ（ディファレンシャルエレクトロニックモジュール） 　セントラルロックモーター（ブートリッド／テールゲート）：　アンロック

　ＤＥＭ（ディファレンシャルエレクトロニックモジュール） 　チャイルドロック／ダブルロックリレー

　ＤＥＭ（ディファレンシャルエレクトロニックモジュール） 　コーナリングランプ（左）

　ＤＥＭ（ディファレンシャルエレクトロニックモジュール） 　コーナリングランプ（右）

　ＤＥＭ（ディファレンシャルエレクトロニックモジュール） 　フロントウォッシャーモーターリレー

　ＤＥＭ（ディファレンシャルエレクトロニックモジュール） 　フューエルフラップ：　アンロック

　ＤＥＭ（ディファレンシャルエレクトロニックモジュール） 　左側ヘッドライト（ロービーム）

　ＤＥＭ（ディファレンシャルエレクトロニックモジュール） 　ポジションランプ（フロント左）

　ＤＥＭ（ディファレンシャルエレクトロニックモジュール） 　ポジションランプ（フロント右）

　ＤＥＭ（ディファレンシャルエレクトロニックモジュール） 　ポジションランプ（リア左）

　ＤＥＭ（ディファレンシャルエレクトロニックモジュール） 　ポジションランプ（リア右）

　ＤＥＭ（ディファレンシャルエレクトロニックモジュール） 　リアウィンドウウォッシャーリレー（５　ＤＲＳ）

　ＤＥＭ（ディファレンシャルエレクトロニックモジュール） 　右側ヘッドライト（ロービーム）

　ＤＥＭ（ディファレンシャルエレクトロニックモジュール） 　Ｓ１コントロール

　ＤＥＭ（ディファレンシャルエレクトロニックモジュール） 　Ｓ２コントロール

　ＤＥＭ（ディファレンシャルエレクトロニックモジュール） 　ＳＬＢ１コントロール

　ＤＥＭ（ディファレンシャルエレクトロニックモジュール） 　ＳＬＣ１コントロール

　ＤＥＭ（ディファレンシャルエレクトロニックモジュール） 　ＳＬＣ２コントロール

　ＤＥＭ（ディファレンシャルエレクトロニックモジュール） 　ＳＬＣ３コントロール

　ＤＥＭ（ディファレンシャルエレクトロニックモジュール） 　ＳＬＴコントロール

　ＤＥＭ（ディファレンシャルエレクトロニックモジュール） 　ＳＬＵコントロール

　ＤＥＭ（ディファレンシャルエレクトロニックモジュール） 　ストップランプ

　ＤＩＭ（ドライバーインフォメーション） 　ＡＢＳランプ

　ＤＩＭ（ドライバーインフォメーション） 　ＡＢＳ（アンチロックブレーキシステム）ランプ　ＯＦＦ

　ＤＩＭ（ドライバーインフォメーション） 　ＡＢＳ（アンチロックブレーキシステム）ランプ　ＯＮ

　ＤＩＭ（ドライバーインフォメーション） 　ブレーキランプ

　ＤＩＭ（ドライバーインフォメーション） 　充電ランプ

　ＤＩＭ（ドライバーインフォメーション） 　ディーゼルプリヒーターランプ

　ＤＩＭ（ドライバーインフォメーション） 　フォグランプライト

　ＤＩＭ（ドライバーインフォメーション） 　ゲージ／ランプ：　クイックテスト

　ＤＩＭ（ドライバーインフォメーション） 　パーキングブレーキランプ

　ＤＩＭ（ドライバーインフォメーション） 　Ｓ１コントロール

　ＤＩＭ（ドライバーインフォメーション） 　Ｓ２コントロール

　ＤＩＭ（ドライバーインフォメーション） 　ＳＬＢ１コントロール

　ＤＩＭ（ドライバーインフォメーション） 　ＳＬＣ１コントロール

　ＤＩＭ（ドライバーインフォメーション） 　ＳＬＣ２コントロール

　ＤＩＭ（ドライバーインフォメーション） 　ＳＬＣ３コントロール

　ＤＩＭ（ドライバーインフォメーション） 　ＳＬＴコントロール

　ＤＩＭ（ドライバーインフォメーション） 　ＳＬＵコントロール

　ＤＩＭ（ドライバーインフォメーション） 　スピン警告灯

　ＤＩＭ（ドライバーインフォメーション） 　ＳＲＳランプ

　ＤＩＭ（ドライバーインフォメーション） 　ＳＲＳランプ　ＯＦＦ

　ＤＩＭ（ドライバーインフォメーション） 　ＳＲＳランプ　ＯＮ

　ＤＩＭ（ドライバーインフォメーション） 　ステータスグループ１

　ＤＩＭ（ドライバーインフォメーション） 　ステータスグループ２

　ＤＩＭ（ドライバーインフォメーション） 　ステータスグループ３

　ＤＩＭ（ドライバーインフォメーション） 　トレーラー表示灯

　ＤＩＭ（ドライバーインフォメーション） 　インストルメント内の全てのディスプレイ、ランプをテスト

　ＤＩＭ（ドライバーインフォメーション） 　ゴング音　ＯＦＦ

　ＤＩＭ（ドライバーインフォメーション） 　ゴング音　ＯＮ

　ＤＩＭ（ドライバーインフォメーション） 　サービスリマインダーランプ　ＯＦＦ

　ＤＩＭ（ドライバーインフォメーション） 　サービスリマインダーランプ　ＯＮ

　ＤＩＭ（ドライバーインフォメーション） 　ジェネラルアンバーランプ　ＯＦＦ

　ＤＩＭ（ドライバーインフォメーション） 　ジェネラルアンバーランプ　ＯＮ

　ＤＩＭ（ドライバーインフォメーション） 　ジェネラルレッドランプ　ＯＦＦ

　ＤＩＭ（ドライバーインフォメーション） 　ジェネラルレッドランプ　ＯＮ

　ＤＩＭ（ドライバーインフォメーション） 　ステータスグループ１　ＯＮ（継続的／可聴）
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　ＤＩＭ（ドライバーインフォメーション） 　ステータスグループ２　ＯＮ（継続的／可聴）

　ＤＩＭ（ドライバーインフォメーション） 　ステータスグループ３　ＯＮ（継続的／可聴）

　ＤＩＭ（ドライバーインフォメーション） 　スピン警告灯　ＯＦＦ

　ＤＩＭ（ドライバーインフォメーション） 　スピン警告灯　ＯＮ

　ＤＩＭ（ドライバーインフォメーション） 　チャージランプ　ＯＦＦ

　ＤＩＭ（ドライバーインフォメーション） 　チャージランプ　ＯＮ

　ＤＩＭ（ドライバーインフォメーション） 　ディーゼルプリヒーターランプ　ＯＦＦ

　ＤＩＭ（ドライバーインフォメーション） 　ディーゼルプリヒーターランプ　ＯＮ

　ＤＩＭ（ドライバーインフォメーション） 　トレーラー表示灯　ＯＦＦ

　ＤＩＭ（ドライバーインフォメーション） 　トレーラー表示灯　ＯＮ

　ＤＩＭ（ドライバーインフォメーション） 　パーキングブレーキランプ　ＯＦＦ

　ＤＩＭ（ドライバーインフォメーション） 　パーキングブレーキランプ　ＯＮ

　ＤＩＭ（ドライバーインフォメーション） 　ハイビームランプ　ＯＦＦ

　ＤＩＭ（ドライバーインフォメーション） 　ハイビームランプ　ＯＮ

　ＤＩＭ（ドライバーインフォメーション） 　フォグランプ　ＯＦＦ

　ＤＩＭ（ドライバーインフォメーション） 　フォグランプ　ＯＮ

　ＤＩＭ（ドライバーインフォメーション） 　ブレーキランプ　ＯＦＦ

　ＤＩＭ（ドライバーインフォメーション） 　ブレーキランプ　ＯＮ

　ＤＩＭ（ドライバーインフォメーション） 　燃料レベル警告　ＯＦＦ

　ＤＩＭ（ドライバーインフォメーション） 　燃料レベル警告　ＯＮ

　ＤＩＭ（ドライバーインフォメーションモジュール） 　Ｓ１コントロール

　ＤＩＭ（ドライバーインフォメーションモジュール） 　Ｓ２コントロール

　ＤＩＭ（ドライバーインフォメーションモジュール） 　ＳＬＢ１コントロール

　ＤＩＭ（ドライバーインフォメーションモジュール） 　ＳＬＣ１コントロール

　ＤＩＭ（ドライバーインフォメーションモジュール） 　ＳＬＣ２コントロール

　ＤＩＭ（ドライバーインフォメーションモジュール） 　ＳＬＣ３コントロール

　ＤＩＭ（ドライバーインフォメーションモジュール） 　ＳＬＴコントロール

　ＤＩＭ（ドライバーインフォメーションモジュール） 　ＳＬＵコントロール

　ＥＣＭ（エンジンコントロール） 　エアコンリレー

　ＥＣＭ（エンジンコントロール） 　クーリングファン１／２

　ＥＣＭ（エンジンコントロール） 　エンジンクーリングファンＨｉｇｈ

　ＥＣＭ（エンジンコントロール） 　エンジンクーリングファンＬｏｗ

　ＥＣＭ（エンジンコントロール） 　エンジンクーリングファンＮｏｒＭａｌ

　ＥＣＭ（エンジンコントロール） 　エンジンクーリングファン：　１００％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール） 　エンジンクーリングファン：　２５％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール） 　エンジンクーリングファン：　５０％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール） 　ＥＶＡＰキャニスタークローズバルブ

　ＥＣＭ（エンジンコントロール） 　エバポレーターパージ２５％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール） 　ＥＶＡＰパージバルブ（デューティーサイクル）

　ＥＣＭ（エンジンコントロール） 　ファン（ＰＷＭ制御）：　２５％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール） 　ファン（ＰＷＭ制御）：　６１％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール） 　ファン（ＰＷＭ制御）：　９３％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール） 　燃料ポンプ　リレー

　ＥＣＭ（エンジンコントロール） 　グロープラグリレー

　ＥＣＭ（エンジンコントロール） 　インジェクター１

　ＥＣＭ（エンジンコントロール） 　インジェクター２

　ＥＣＭ（エンジンコントロール） 　インジェクター３

　ＥＣＭ（エンジンコントロール） 　インジェクター４

　ＥＣＭ（エンジンコントロール） 　インジェクター５

　ＥＣＭ（エンジンコントロール） 　インタークーラーバイパスバルブ

　ＥＣＭ（エンジンコントロール） 　漏れ検出モジュール（バルブ）

　ＥＣＭ（エンジンコントロール） 　エンジン警告灯

　ＥＣＭ（エンジンコントロール） 　スロットルバルブ：　１００％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール） 　スロットルバルブ：　５０％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール） 　スロットルバルブ：　７５％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール） 　ターボコントロールバルブ

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ４１６４Ｔ２） 　エアバイパスバルブ

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ４１６４Ｔ２） 　エンジンクーリングファン（ＦＣ）：　１００％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ４１６４Ｔ２） 　エンジンクーリングファン（ＦＣ）：　５０％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ４１６４Ｔ２） 　ＥＶＡＰパージバルブ：　０％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ４１６４Ｔ２） 　ＥＶＡＰパージバルブ：　１００％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ４１６４Ｔ２） 　フューエルポンプ（デューティーサイクル）：　０％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ４１６４Ｔ２） 　フューエルポンプ（デューティーサイクル）：　５０％



●ボルボ　アクティブテスト(Ver 2022.02)
システム名 項目名

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ４１６４Ｔ２） 　ターボチャージャーコントロールバルブ：　０％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ４１６４Ｔ２） 　ターボチャージャーコントロールバルブ：　１００％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ４１８４Ｓ１１） 　エアコンリレー

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ４１８４Ｓ１１） 　ＥＧＲバルブ：　１２％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ４１８４Ｓ１１） 　ＥＧＲバルブ：　７％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ４１８４Ｓ１１） 　エンジンクーリングファン

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ４１８４Ｓ１１） 　ＥＶＡＰバルブ

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ４１８４Ｓ１１） 　フロントＯ２センサープリヒーター

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ４１８４Ｓ１１） 　フューエルポンプ

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ４１８４Ｓ１１） 　エンジン警告灯

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ４１８４Ｓ１１） 　ＭＩＬ点滅

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ４１８４Ｓ１１） 　Ｏ２センサーヒーター

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ４１８４Ｓ１１） 　スワールバルブ

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ４１８４Ｓ１１） 　可変インテークバルブ

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ４１８４Ｓ８） 　エアコンリレー

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ４１８４Ｓ８） 　ＥＧＲバルブ：　１２％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ４１８４Ｓ８） 　ＥＧＲバルブ：　７％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ４１８４Ｓ８） 　エンジンクーリングファン

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ４１８４Ｓ８） 　ＥＶＡＰバルブ

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ４１８４Ｓ８） 　フロントＯ２センサープリヒーター

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ４１８４Ｓ８） 　フューエルポンプ

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ４１８４Ｓ８） 　エンジン警告灯

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ４１８４Ｓ８） 　ＭＩＬ点滅

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ４１８４Ｓ８） 　Ｏ２センサーヒーター

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ４１８４Ｓ８） 　スワールバルブ

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ４１８４Ｓ８） 　可変インテークバルブ

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ４２０４Ｓ３） 　エアコンリレー

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ４２０４Ｓ３） 　エンジンクーリングファン：　１００％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ４２０４Ｓ３） 　エンジンクーリングファン：　３３％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ４２０４Ｓ３） 　エンジンクーリングファン：　６６％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ４２０４Ｓ３） 　ＥＶＡＰバルブ

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ４２０４Ｓ３） 　インジェクター（シリンダー１）

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ４２０４Ｓ３） 　インジェクター（シリンダー２）

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ４２０４Ｓ３） 　インジェクター（シリンダー３）

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ４２０４Ｓ３） 　インジェクター（シリンダー４）

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ４２０４Ｓ３） 　インジェクター（シリンダー５）

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ４２０４Ｓ３） 　漏れ検出モジュール（バルブ）

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ４２０４Ｓ３） 　スロットルバルブ：　０％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ４２０４Ｓ３） 　スロットルバルブ：　１００％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ４２０４Ｓ３） 　スロットルバルブ：　２５％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ４２０４Ｓ３） 　スロットルバルブ：　５０％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ４２０４Ｓ３） 　スロットルバルブ：　７５％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ４２０４Ｓ３） 　ターボチャージャーコントロールバルブ

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ４２０４Ｔ２３） 　Ｓ１コントロール

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ４２０４Ｔ２３） 　Ｓ２コントロール

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ４２０４Ｔ２３） 　ＳＬＢ１コントロール

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ４２０４Ｔ２３） 　ＳＬＣ１コントロール

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ４２０４Ｔ２３） 　ＳＬＣ２コントロール

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ４２０４Ｔ２３） 　ＳＬＣ３コントロール

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ４２０４Ｔ２３） 　ＳＬＴコントロール

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ４２０４Ｔ２３） 　ＳＬＵコントロール

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ５２０４Ｔ８） 　エアコンリレー

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ５２０４Ｔ８） 　エンジンクーリングファン：　１００％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ５２０４Ｔ８） 　エンジンクーリングファン：　３３％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ５２０４Ｔ８） 　エンジンクーリングファン：　６６％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ５２０４Ｔ８） 　ＥＶＡＰバルブ

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ５２０４Ｔ８） 　インジェクター（シリンダー１）

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ５２０４Ｔ８） 　インジェクター（シリンダー２）

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ５２０４Ｔ８） 　インジェクター（シリンダー３）

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ５２０４Ｔ８） 　インジェクター（シリンダー４）

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ５２０４Ｔ８） 　インジェクター（シリンダー５）

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ５２０４Ｔ８） 　漏れ検出モジュール（バルブ）

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ５２０４Ｔ８） 　スロットルバルブ：　０％



●ボルボ　アクティブテスト(Ver 2022.02)
システム名 項目名

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ５２０４Ｔ８） 　スロットルバルブ：　１００％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ５２０４Ｔ８） 　スロットルバルブ：　２５％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ５２０４Ｔ８） 　スロットルバルブ：　５０％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ５２０４Ｔ８） 　スロットルバルブ：　７５％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ５２０４Ｔ８） 　ターボチャージャーコントロールバルブ

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ５２４４Ｓ４） 　エアコンリレー

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ５２４４Ｓ４） 　エンジンクーリングファン：　１００％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ５２４４Ｓ４） 　エンジンクーリングファン：　５０％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ５２４４Ｓ４） 　ＥＶＡＰパージバルブ：　２５％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ５２４４Ｓ４） 　インジェクター１

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ５２４４Ｓ４） 　インジェクター２

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ５２４４Ｓ４） 　インジェクター３

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ５２４４Ｓ４） 　インジェクター４

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ５２４４Ｓ４） 　インジェクター５

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ５２４４Ｓ５） 　エアコンリレー

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ５２４４Ｓ５） 　エンジンクーリングファン：　１００％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ５２４４Ｓ５） 　エンジンクーリングファン：　５０％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ５２４４Ｓ５） 　ＥＶＡＰパージバルブ：　２５％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ５２４４Ｓ５） 　インジェクター１

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ５２４４Ｓ５） 　インジェクター２

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ５２４４Ｓ５） 　インジェクター３

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ５２４４Ｓ５） 　インジェクター４

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ５２４４Ｓ５） 　インジェクター５

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ５２４４Ｓ７） 　エアコンリレー

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ５２４４Ｓ７） 　エンジンクーリングファンＨｉｇｈ

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ５２４４Ｓ７） 　エンジンクーリングファンＬｏｗ

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ５２４４Ｓ７） 　エンジンクーリングファンＮｏｒＭａｌ

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ５２４４Ｓ７） 　ＥＶＡＰキャニスタークローズバルブ

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ５２４４Ｓ７） 　エバポレーターパージ２５％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ５２４４Ｓ７） 　燃料ポンプ　リレー

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ５２４４Ｓ７） 　インジェクター１

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ５２４４Ｓ７） 　インジェクター２

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ５２４４Ｓ７） 　インジェクター３

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ５２４４Ｓ７） 　インジェクター４

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ５２４４Ｓ７） 　インジェクター５

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ５２４４Ｓ７） 　エンジン警告灯

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ５２５４Ｔ１２） 　エアコンリレー

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ５２５４Ｔ１２） 　エンジンクーリングファン：　１００％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ５２５４Ｔ１２） 　エンジンクーリングファン：　３３％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ５２５４Ｔ１２） 　エンジンクーリングファン：　６６％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ５２５４Ｔ１２） 　ＥＶＡＰバルブ

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ５２５４Ｔ１２） 　インジェクター（シリンダー１）

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ５２５４Ｔ１２） 　インジェクター（シリンダー２）

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ５２５４Ｔ１２） 　インジェクター（シリンダー３）

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ５２５４Ｔ１２） 　インジェクター（シリンダー４）

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ５２５４Ｔ１２） 　インジェクター（シリンダー５）

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ５２５４Ｔ１２） 　漏れ検出モジュール（バルブ）

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ５２５４Ｔ１２） 　スロットルバルブ：　０％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ５２５４Ｔ１２） 　スロットルバルブ：　１００％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ５２５４Ｔ１２） 　スロットルバルブ：　２５％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ５２５４Ｔ１２） 　スロットルバルブ：　５０％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ５２５４Ｔ１２） 　スロットルバルブ：　７５％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ５２５４Ｔ１２） 　ターボチャージャーコントロールバルブ

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ５２５４Ｔ２） 　エアコンリレー

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ５２５４Ｔ２） 　ＥＶＡＰパージバルブ（デューティーサイクル）

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ５２５４Ｔ２） 　ファン（ＰＷＭ制御）：　２５％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ５２５４Ｔ２） 　ファン（ＰＷＭ制御）：　６１％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ５２５４Ｔ２） 　ファン（ＰＷＭ制御）：　９３％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ５２５４Ｔ２） 　漏れ検出モジュール（バルブ）

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ５２５４Ｔ２） 　エンジン警告灯

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ５２５４Ｔ２） 　スロットルバルブ：　１００％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ５２５４Ｔ２） 　スロットルバルブ：　５０％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ５２５４Ｔ２） 　スロットルバルブ：　７５％
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システム名 項目名

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ５２５４Ｔ２） 　ターボコントロールバルブ

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ５２５４Ｔ３） 　エアコンリレー

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ５２５４Ｔ３） 　エンジンクーリングファン：　１００％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ５２５４Ｔ３） 　エンジンクーリングファン：　２５％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ５２５４Ｔ３） 　エンジンクーリングファン：　５０％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ５２５４Ｔ３） 　ＥＶＡＰパージバルブ（デューティーサイクル）

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ５２５４Ｔ３） 　漏れ検出モジュール（バルブ）

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ５２５４Ｔ３） 　スロットルバルブ：　１００％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ５２５４Ｔ３） 　スロットルバルブ：　５０％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ５２５４Ｔ３） 　スロットルバルブ：　７５％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ５２５４Ｔ３） 　ターボコントロールバルブ

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ５２５４Ｔ５） 　エアコンリレー

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ５２５４Ｔ５） 　エンジンクーリングファン（ＰＷＭ制御）：　２０％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ５２５４Ｔ５） 　エンジンクーリングファン（ＰＷＭ制御）：　４０％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ５２５４Ｔ５） 　エンジンクーリングファン（ＰＷＭ制御）：　６０％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ５２５４Ｔ５） 　エンジンクーリングファン（ＰＷＭ制御）：　８０％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ５２５４Ｔ５） 　ＥＶＡＰパージバルブ：　４０％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ５２５４Ｔ５） 　スロットルバルブ：　２０％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ５２５４Ｔ５） 　スロットルバルブ：　４０％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ５２５４Ｔ５） 　スロットルバルブ：　６０％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ５２５４Ｔ５） 　スロットルバルブ：　８０％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ５２５４Ｔ５） 　ターボコントロールバルブ

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ６３０４Ｔ４） 　エアコンリレー

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ６３０４Ｔ４） 　可変インテークアクチュエーター（下部）

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ６３０４Ｔ４） 　可変インテークアクチュエーター（上部）

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ６３０４Ｔ４） 　エンジンクーリングファン：　３３％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ６３０４Ｔ４） 　エンジンクーリングファン：　６６％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ６３０４Ｔ４） 　エンジンクーリングファン：　１００％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ６３０４Ｔ４） 　ＥＶＡＰパージバルブ

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ６３０４Ｔ４） 　ＥＶＡＰパージバルブ（オルタネーター２）：　０％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ６３０４Ｔ４） 　ＥＶＡＰパージバルブ（オルタネーター２）：　１００％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ６３０４Ｔ４） 　ＥＶＡＰパージバルブ（オルタネーター２）：　５０％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ６３０４Ｔ４） 　インジェクター（シリンダー１）

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ６３０４Ｔ４） 　インジェクター（シリンダー２）

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ６３０４Ｔ４） 　インジェクター（シリンダー３）

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ６３０４Ｔ４） 　インジェクター（シリンダー４）

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ６３０４Ｔ４） 　インジェクター（シリンダー５）

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ６３０４Ｔ４） 　インジェクター（シリンダー６）

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ６３０４Ｔ４） 　漏れ検出モジュール（バルブ）

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ６３０４Ｔ４） 　スロットルバルブ：　０％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ６３０４Ｔ４） 　スロットルバルブ：　１００％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ６３０４Ｔ４） 　スロットルバルブ：　２５％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ６３０４Ｔ４） 　スロットルバルブ：　５０％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ６３０４Ｔ４） 　スロットルバルブ：　７５％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ６３２４Ｓ４） 　エアコンリレー

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ６３２４Ｓ４） 　可変インテークアクチュエーター（下部）

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ６３２４Ｓ４） 　可変インテークアクチュエーター（上部）

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ６３２４Ｓ４） 　エンジンクーリングファン：　３３％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ６３２４Ｓ４） 　エンジンクーリングファン：　６６％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ６３２４Ｓ４） 　エンジンクーリングファン：　１００％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ６３２４Ｓ４） 　ＥＶＡＰパージバルブ

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ６３２４Ｓ４） 　ＥＶＡＰパージバルブ（オルタネーター２）：　０％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ６３２４Ｓ４） 　ＥＶＡＰパージバルブ（オルタネーター２）：　１００％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ６３２４Ｓ４） 　ＥＶＡＰパージバルブ（オルタネーター２）：　５０％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ６３２４Ｓ４） 　インジェクター（シリンダー１）

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ６３２４Ｓ４） 　インジェクター（シリンダー２）

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ６３２４Ｓ４） 　インジェクター（シリンダー３）

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ６３２４Ｓ４） 　インジェクター（シリンダー４）

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ６３２４Ｓ４） 　インジェクター（シリンダー５）

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ６３２４Ｓ４） 　インジェクター（シリンダー６）

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ６３２４Ｓ４） 　漏れ検出モジュール（バルブ）

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ６３２４Ｓ４） 　スロットルバルブ：　０％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ６３２４Ｓ４） 　スロットルバルブ：　１００％
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　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ６３２４Ｓ４） 　スロットルバルブ：　２５％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ６３２４Ｓ４） 　スロットルバルブ：　５０％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ６３２４Ｓ４） 　スロットルバルブ：　７５％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ８４４４Ｓ） 　エアコンリレー

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ８４４４Ｓ） 　可変インテークアクチュエーター（下部）

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ８４４４Ｓ） 　可変インテークアクチュエーター（上部）

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ８４４４Ｓ） 　エンジンクーリングファン：　３３％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ８４４４Ｓ） 　エンジンクーリングファン：　６６％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ８４４４Ｓ） 　エンジンクーリングファン：　１００％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ８４４４Ｓ） 　ＥＶＡＰパージバルブ

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ８４４４Ｓ） 　ＥＶＡＰパージバルブ（オルタネーター２）：　０％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ８４４４Ｓ） 　ＥＶＡＰパージバルブ（オルタネーター２）：　１００％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ８４４４Ｓ） 　ＥＶＡＰパージバルブ（オルタネーター２）：　５０％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ８４４４Ｓ） 　インジェクター（シリンダー１）

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ８４４４Ｓ） 　インジェクター（シリンダー２）

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ８４４４Ｓ） 　インジェクター（シリンダー３）

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ８４４４Ｓ） 　インジェクター（シリンダー４）

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ８４４４Ｓ） 　インジェクター（シリンダー５）

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ８４４４Ｓ） 　インジェクター（シリンダー６）

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ８４４４Ｓ） 　インジェクター（シリンダー７）

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ８４４４Ｓ） 　インジェクター（シリンダー８）

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ８４４４Ｓ） 　漏れ検出モジュール（バルブ）

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ８４４４Ｓ） 　スロットルバルブ：　０％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ８４４４Ｓ） 　スロットルバルブ：　１００％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ８４４４Ｓ） 　スロットルバルブ：　２５％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ８４４４Ｓ） 　スロットルバルブ：　５０％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｂ８４４４Ｓ） 　スロットルバルブ：　７５％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｄ４１６２Ｔ） 　エアコンリレーステータス：　ＯＦＦ

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｄ４１６２Ｔ） 　エアコンリレーステータス：　ＯＮ

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｄ４１６２Ｔ） 　エンジンクーリングファン：　１０％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｄ４１６２Ｔ） 　エンジンクーリングファン：　１００％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｄ４１６２Ｔ） 　エンジンクーリングファン：　５０％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｄ４１６２Ｔ） 　ＭＩＬ（警告灯）：　有効

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｄ４１６２Ｔ） 　ＭＩＬ（警告灯）：　無効

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｄ４１６２Ｔ） 　スロットルバルブ：　０％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｄ４１６２Ｔ） 　スロットルバルブ：　１００％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｄ４１６２Ｔ） 　スロットルバルブ：　２５％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｄ４１６２Ｔ） 　スロットルバルブ：　５０％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｄ４１６２Ｔ） 　スロットルバルブ：　７５％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｄ４１６２Ｔ） 　ターボコントロールバルブ（ウェイストゲート）：　０％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｄ４１６２Ｔ） 　ターボコントロールバルブ（ウェイストゲート）：　１００％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｄ４１６４Ｔ） 　エアコンリレー

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｄ４１６４Ｔ） 　クーリングファン１／２

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｄ４１６４Ｔ） 　グロープラグリレー

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｄ４１６４Ｔ） 　インタークーラーバイパスバルブ

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｄ４１６４Ｔ） 　ターボコントロールバルブ

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｄ４２０４Ｔ） 　エアコンリレーステータス：　ＯＦＦ

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｄ４２０４Ｔ） 　エアコンリレーステータス：　ＯＮ

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｄ４２０４Ｔ） 　エンジンクーリングファン：　１０％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｄ４２０４Ｔ） 　エンジンクーリングファン：　１００％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｄ４２０４Ｔ） 　エンジンクーリングファン：　５０％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｄ４２０４Ｔ） 　ＭＩＬ（警告灯）：　有効

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｄ４２０４Ｔ） 　ＭＩＬ（警告灯）：　無効

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｄ４２０４Ｔ） 　スロットルバルブ：　０％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｄ４２０４Ｔ） 　スロットルバルブ：　１００％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｄ４２０４Ｔ） 　スロットルバルブ：　２５％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｄ４２０４Ｔ） 　スロットルバルブ：　５０％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｄ４２０４Ｔ） 　スロットルバルブ：　７５％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｄ４２０４Ｔ） 　ターボコントロールバルブ（ウェイストゲート）：　０％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｄ４２０４Ｔ） 　ターボコントロールバルブ（ウェイストゲート）：　１００％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｄ４２０４Ｔ２３） 　Ｓ１コントロール

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｄ４２０４Ｔ２３） 　Ｓ２コントロール

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｄ４２０４Ｔ２３） 　ＳＬＢ１コントロール
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　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｄ４２０４Ｔ２３） 　ＳＬＣ１コントロール

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｄ４２０４Ｔ２３） 　ＳＬＣ２コントロール

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｄ４２０４Ｔ２３） 　ＳＬＣ３コントロール

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｄ４２０４Ｔ２３） 　ＳＬＴコントロール

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｄ４２０４Ｔ２３） 　ＳＬＵコントロール

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｄ４２０４Ｔ５） 　エアコンリレーステータス：　ＯＦＦ

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｄ４２０４Ｔ５） 　エアコンリレーステータス：　ＯＮ

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｄ４２０４Ｔ５） 　エンジンクーリングファン：　１０％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｄ４２０４Ｔ５） 　エンジンクーリングファン：　１００％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｄ４２０４Ｔ５） 　エンジンクーリングファン：　５０％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｄ４２０４Ｔ５） 　ＭＩＬ（警告灯）：　有効

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｄ４２０４Ｔ５） 　ＭＩＬ（警告灯）：　無効

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｄ４２０４Ｔ５） 　スロットルバルブ：　０％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｄ４２０４Ｔ５） 　スロットルバルブ：　１００％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｄ４２０４Ｔ５） 　スロットルバルブ：　２５％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｄ４２０４Ｔ５） 　スロットルバルブ：　５０％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｄ４２０４Ｔ５） 　スロットルバルブ：　７５％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｄ４２０４Ｔ５） 　ターボコントロールバルブ（ウェイストゲート）：　０％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｄ４２０４Ｔ５） 　ターボコントロールバルブ（ウェイストゲート）：　１００％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｄ５２０４Ｔ３） 　エアコンリレー（ＯＮ）

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｄ５２０４Ｔ３） 　エアコンリレー（ＯＦＦ）

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｄ５２０４Ｔ３） 　ＥＧＲクーラーバイパスアクチュエーター：　ＯＮ

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｄ５２０４Ｔ３） 　ＥＧＲクーラーバイパスアクチュエーター：　ＯＦＦ

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｄ５２０４Ｔ３） 　ＥＧＲバルブ（指令位置）：　ＯＮ

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｄ５２０４Ｔ３） 　ＥＧＲバルブ（指令位置）：　ＯＦＦ

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｄ５２０４Ｔ３） 　エンジンクーリングファン：　１０％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｄ５２０４Ｔ３） 　エンジンクーリングファン：　５０％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｄ５２０４Ｔ３） 　エンジンクーリングファン：　９５％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｄ５２０４Ｔ３） 　燃圧コントロールバルブ：　ＯＮ

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｄ５２０４Ｔ３） 　燃圧コントロールバルブ：　ＯＦＦ

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｄ５２０４Ｔ３） 　燃料量コントロールバルブ：　ＯＮ

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｄ５２０４Ｔ３） 　燃料量コントロールバルブ：　ＯＦＦ

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｄ５２０４Ｔ３） 　スロットル位置：　ＯＮ

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｄ５２０４Ｔ３） 　スロットル位置：　ＯＦＦ

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｄ５２０４Ｔ３） 　ターボコントロールバルブ（バイパス／ＶＮＴ）：　ＯＮ

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｄ５２０４Ｔ３） 　ターボコントロールバルブ（バイパス／ＶＮＴ）：　ＯＦＦ

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｄ５２０４Ｔ５） 　エアコンリレー（ＯＮ）

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｄ５２０４Ｔ５） 　エアコンリレー（ＯＦＦ）

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｄ５２０４Ｔ５） 　ＥＧＲクーラーバイパスアクチュエーター：　ＯＮ

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｄ５２０４Ｔ５） 　ＥＧＲクーラーバイパスアクチュエーター：　ＯＦＦ

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｄ５２０４Ｔ５） 　ＥＧＲバルブ（指令位置）：　ＯＮ

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｄ５２０４Ｔ５） 　ＥＧＲバルブ（指令位置）：　ＯＦＦ

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｄ５２０４Ｔ５） 　エンジンクーリングファン：　１０％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｄ５２０４Ｔ５） 　エンジンクーリングファン：　５０％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｄ５２０４Ｔ５） 　エンジンクーリングファン：　９５％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｄ５２０４Ｔ５） 　燃圧コントロールバルブ：　ＯＮ

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｄ５２０４Ｔ５） 　燃圧コントロールバルブ：　ＯＦＦ

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｄ５２０４Ｔ５） 　燃料量コントロールバルブ：　ＯＮ

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｄ５２０４Ｔ５） 　燃料量コントロールバルブ：　ＯＦＦ

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｄ５２０４Ｔ５） 　スロットル位置：　ＯＮ

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｄ５２０４Ｔ５） 　スロットル位置：　ＯＦＦ

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｄ５２０４Ｔ５） 　ターボコントロールバルブ（バイパス／ＶＮＴ）：　ＯＮ

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｄ５２０４Ｔ５） 　ターボコントロールバルブ（バイパス／ＶＮＴ）：　ＯＦＦ

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｄ５２０４Ｔ６） 　エアコンリレー

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｄ５２０４Ｔ６） 　ＥＧＲクーラーバイパスアクチュエーター

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｄ５２０４Ｔ６） 　ＥＧＲバルブ（指令位置）

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｄ５２０４Ｔ６） 　エンジンクーリングファン：　１０％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｄ５２０４Ｔ６） 　エンジンクーリングファン：　５０％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｄ５２０４Ｔ６） 　エンジンクーリングファン：　９５％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｄ５２０４Ｔ６） 　フューエルフィルターヒーター

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｄ５２０４Ｔ６） 　燃圧コントロールバルブ

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｄ５２０４Ｔ６） 　燃料体積制御バルブ

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｄ５２０４Ｔ６） 　スロットルポジション



●ボルボ　アクティブテスト(Ver 2022.02)
システム名 項目名

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｄ５２０４Ｔ６） 　ターボコントロールバルブ（ウェイストゲート）

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｄ５２０４Ｔ６） 　ターボコントロールバルブ（バイパス／ＶＮＴ）

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｄ５２４４Ｔ１０） 　エアコンリレー

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｄ５２４４Ｔ１０） 　ＥＧＲクーラーバイパスアクチュエーター

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｄ５２４４Ｔ１０） 　ＥＧＲバルブ（指令位置）

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｄ５２４４Ｔ１０） 　エンジンクーリングファン：　１０％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｄ５２４４Ｔ１０） 　エンジンクーリングファン：　５０％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｄ５２４４Ｔ１０） 　エンジンクーリングファン：　９５％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｄ５２４４Ｔ１０） 　フューエルフィルターヒーター

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｄ５２４４Ｔ１０） 　燃圧コントロールバルブ

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｄ５２４４Ｔ１０） 　燃料体積制御バルブ

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｄ５２４４Ｔ１０） 　スロットルポジション

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｄ５２４４Ｔ１０） 　ターボコントロールバルブ（ウェイストゲート）

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｄ５２４４Ｔ１０） 　ターボコントロールバルブ（バイパス／ＶＮＴ）

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｄ５２４４Ｔ１２） 　エアコンリレー

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｄ５２４４Ｔ１２） 　ＥＧＲクーラーバイパスアクチュエーター

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｄ５２４４Ｔ１２） 　ＥＧＲバルブ（指令位置）

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｄ５２４４Ｔ１２） 　エンジンクーリングファン：　１０％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｄ５２４４Ｔ１２） 　エンジンクーリングファン：　５０％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｄ５２４４Ｔ１２） 　エンジンクーリングファン：　９５％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｄ５２４４Ｔ１２） 　フューエルフィルターヒーター

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｄ５２４４Ｔ１２） 　燃圧コントロールバルブ

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｄ５２４４Ｔ１２） 　燃料体積制御バルブ

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｄ５２４４Ｔ１２） 　スロットルポジション

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｄ５２４４Ｔ１２） 　ターボコントロールバルブ（ウェイストゲート）

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｄ５２４４Ｔ１２） 　ターボコントロールバルブ（バイパス／ＶＮＴ）

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｄ５２４４Ｔ１５） 　エアコンリレー

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｄ５２４４Ｔ１５） 　ＥＧＲクーラーバイパスアクチュエーター

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｄ５２４４Ｔ１５） 　ＥＧＲバルブ（指令位置）

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｄ５２４４Ｔ１５） 　エンジンクーリングファン：　１０％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｄ５２４４Ｔ１５） 　エンジンクーリングファン：　５０％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｄ５２４４Ｔ１５） 　エンジンクーリングファン：　９５％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｄ５２４４Ｔ１５） 　フューエルフィルターヒーター

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｄ５２４４Ｔ１５） 　燃圧コントロールバルブ

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｄ５２４４Ｔ１５） 　燃料体積制御バルブ

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｄ５２４４Ｔ１５） 　スロットルポジション

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｄ５２４４Ｔ１５） 　ターボコントロールバルブ（ウェイストゲート）

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｄ５２４４Ｔ１５） 　ターボコントロールバルブ（バイパス／ＶＮＴ）

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｄ５２４４Ｔ１８） 　エアコンリレー

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｄ５２４４Ｔ１８） 　ＥＧＲクーラーバイパスアクチュエーター

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｄ５２４４Ｔ１８） 　ＥＧＲバルブ（指令位置）

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｄ５２４４Ｔ１８） 　エンジンクーリングファン：　１０％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｄ５２４４Ｔ１８） 　エンジンクーリングファン：　５０％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｄ５２４４Ｔ１８） 　エンジンクーリングファン：　９５％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｄ５２４４Ｔ１８） 　フューエルフィルターヒーター

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｄ５２４４Ｔ１８） 　燃圧コントロールバルブ

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｄ５２４４Ｔ１８） 　燃料体積制御バルブ

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｄ５２４４Ｔ１８） 　スロットルポジション

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｄ５２４４Ｔ１８） 　ターボコントロールバルブ（ウェイストゲート）

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（Ｄ５２４４Ｔ１８） 　ターボコントロールバルブ（バイパス／ＶＮＴ）

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（オートサーチ） 　エアコンリレー

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（オートサーチ） 　エアコンリレー（ＯＮ）

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（オートサーチ） 　エアコンリレー（ＯＦＦ）

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（オートサーチ） 　エアコンリレーステータス：　ＯＦＦ

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（オートサーチ） 　エアコンリレーステータス：　ＯＮ

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（オートサーチ） 　可変インテークアクチュエーター（下部）

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（オートサーチ） 　可変インテークアクチュエーター（上部）

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（オートサーチ） 　エアバイパスバルブ

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（オートサーチ） 　ＥＧＲクーラーバイパスアクチュエーター

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（オートサーチ） 　ＥＧＲクーラーバイパスアクチュエーター：　ＯＮ

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（オートサーチ） 　ＥＧＲクーラーバイパスアクチュエーター：　ＯＦＦ

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（オートサーチ） 　ＥＧＲバルブ（指令位置）

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（オートサーチ） 　ＥＧＲバルブ（指令位置）：　ＯＮ
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　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（オートサーチ） 　ＥＧＲバルブ（指令位置）：　ＯＦＦ

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（オートサーチ） 　エンジンクーリングファン（ＦＣ）：　１００％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（オートサーチ） 　エンジンクーリングファン（ＦＣ）：　５０％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（オートサーチ） 　エンジンクーリングファン：　３３％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（オートサーチ） 　エンジンクーリングファン：　６６％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（オートサーチ） 　エンジンクーリングファン：　１０％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（オートサーチ） 　エンジンクーリングファン：　５０％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（オートサーチ） 　エンジンクーリングファン：　９５％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（オートサーチ） 　エンジンクーリングファン：　０％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（オートサーチ） 　エンジンクーリングファン：　１００％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（オートサーチ） 　エンジンクーリングファン（ＰＷＭ制御）：　２０％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（オートサーチ） 　エンジンクーリングファン（ＰＷＭ制御）：　４０％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（オートサーチ） 　エンジンクーリングファン（ＰＷＭ制御）：　６０％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（オートサーチ） 　エンジンクーリングファン（ＰＷＭ制御）：　８０％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（オートサーチ） 　ＥＶＡＰパージバルブ

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（オートサーチ） 　ＥＶＡＰパージバルブ：　０％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（オートサーチ） 　ＥＶＡＰパージバルブ：　１００％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（オートサーチ） 　ＥＶＡＰパージバルブ：　４０％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（オートサーチ） 　ＥＶＡＰパージバルブ（オルタネーター２）：　０％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（オートサーチ） 　ＥＶＡＰパージバルブ（オルタネーター２）：　１００％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（オートサーチ） 　ＥＶＡＰパージバルブ（オルタネーター２）：　５０％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（オートサーチ） 　ＥＶＡＰバルブ

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（オートサーチ） 　ＥＶＡＰパージバルブ：　２５％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（オートサーチ） 　ＥＶＡＰパージバルブ：　５０％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（オートサーチ） 　フューエルフィルターヒーター

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（オートサーチ） 　燃圧コントロールバルブ

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（オートサーチ） 　燃圧コントロールバルブ：　ＯＮ

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（オートサーチ） 　燃圧コントロールバルブ：　ＯＦＦ

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（オートサーチ） 　フューエルポンプ（デューティーサイクル）：　０％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（オートサーチ） 　フューエルポンプ（デューティーサイクル）：　５０％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（オートサーチ） 　燃料体積制御バルブ

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（オートサーチ） 　燃料量コントロールバルブ：　ＯＮ

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（オートサーチ） 　燃料量コントロールバルブ：　ＯＦＦ

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（オートサーチ） 　インジェクター（シリンダー１）

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（オートサーチ） 　インジェクター（シリンダー２）

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（オートサーチ） 　インジェクター（シリンダー３）

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（オートサーチ） 　インジェクター（シリンダー４）

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（オートサーチ） 　インジェクター（シリンダー５）

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（オートサーチ） 　インジェクター（シリンダー６）

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（オートサーチ） 　インジェクター（シリンダー７）

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（オートサーチ） 　インジェクター（シリンダー８）

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（オートサーチ） 　漏れ検出モジュール（バルブ）

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（オートサーチ） 　ＭＩＬ（警告灯）：　有効

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（オートサーチ） 　ＭＩＬ（警告灯）：　無効

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（オートサーチ） 　Ｓ１コントロール

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（オートサーチ） 　Ｓ２コントロール

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（オートサーチ） 　ＳＬＢ１コントロール

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（オートサーチ） 　ＳＬＣ１コントロール

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（オートサーチ） 　ＳＬＣ２コントロール

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（オートサーチ） 　ＳＬＣ３コントロール

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（オートサーチ） 　ＳＬＴコントロール

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（オートサーチ） 　ＳＬＵコントロール

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（オートサーチ） 　スロットルポジション

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（オートサーチ） 　スロットル位置：　ＯＮ

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（オートサーチ） 　スロットル位置：　ＯＦＦ

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（オートサーチ） 　スロットルバルブ：　０％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（オートサーチ） 　スロットルバルブ：　１００％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（オートサーチ） 　スロットルバルブ：　２５％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（オートサーチ） 　スロットルバルブ：　５０％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（オートサーチ） 　スロットルバルブ：　７５％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（オートサーチ） 　スロットルバルブ：　２０％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（オートサーチ） 　スロットルバルブ：　４０％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（オートサーチ） 　スロットルバルブ：　６０％
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　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（オートサーチ） 　スロットルバルブ：　８０％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（オートサーチ） 　ターボチャージャーコントロールバルブ

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（オートサーチ） 　ターボチャージャーコントロールバルブ：　０％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（オートサーチ） 　ターボチャージャーコントロールバルブ：　１００％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（オートサーチ） 　ターボコントロールバルブ

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（オートサーチ） 　ターボコントロールバルブ（ウェイストゲート）

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（オートサーチ） 　ターボコントロールバルブ（ウェイストゲート）：　０％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（オートサーチ） 　ターボコントロールバルブ（ウェイストゲート）：　１００％

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（オートサーチ） 　ターボコントロールバルブ（バイパス／ＶＮＴ）

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（オートサーチ） 　ターボコントロールバルブ（バイパス／ＶＮＴ）：　ＯＮ

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（オートサーチ） 　ターボコントロールバルブ（バイパス／ＶＮＴ）：　ＯＦＦ

　ＥＣＭ（エンジンコントロール）（オートサーチ） 　ターボチャージャーコントロールバルブ：　５０％

　ＥＰＳ（エレクトリカルパワーステアリングモジュール） 　ＬＦ　インレット側ソレノイドバルブ

　ＥＰＳ（エレクトリカルパワーステアリングモジュール） 　ＲＦ　インレット側ソレノイドバルブ

　ＥＰＳ（エレクトリカルパワーステアリングモジュール） 　ＬＲ　インレット側ソレノイドバルブ

　ＥＰＳ（エレクトリカルパワーステアリングモジュール） 　ＲＲ　インレット側ソレノイドバルブ

　ＥＰＳ（エレクトリカルパワーステアリングモジュール） 　アイソレーションバルブ１（マスターシリンダー）

　ＥＰＳ（エレクトリカルパワーステアリングモジュール） 　アイソレーションバルブ２（マスターシリンダー）

　ＥＰＳ（エレクトリカルパワーステアリングモジュール） 　低圧フィードバルブ１

　ＥＰＳ（エレクトリカルパワーステアリングモジュール） 　低圧フィードバルブ２

　ＥＰＳ（エレクトリカルパワーステアリングモジュール） 　ＬＦ　アウトレット側ソレノイドバルブ

　ＥＰＳ（エレクトリカルパワーステアリングモジュール） 　ＲＦ　アウトレット側ソレノイドバルブ

　ＥＰＳ（エレクトリカルパワーステアリングモジュール） 　ＬＲ　アウトレット側ソレノイドバルブ

　ＥＰＳ（エレクトリカルパワーステアリングモジュール） 　ＲＲ　アウトレット側ソレノイドバルブ

　ＥＰＳ（エレクトリカルパワーステアリングモジュール） 　ポンプ

　ＦＳＭ（フォワードセンシングモジュール） 　ＬＦ　インレット側ソレノイドバルブ

　ＦＳＭ（フォワードセンシングモジュール） 　ＲＦ　インレット側ソレノイドバルブ

　ＦＳＭ（フォワードセンシングモジュール） 　ＬＲ　インレット側ソレノイドバルブ

　ＦＳＭ（フォワードセンシングモジュール） 　ＲＲ　インレット側ソレノイドバルブ

　ＦＳＭ（フォワードセンシングモジュール） 　アイソレーションバルブ１（マスターシリンダー）

　ＦＳＭ（フォワードセンシングモジュール） 　アイソレーションバルブ２（マスターシリンダー）

　ＦＳＭ（フォワードセンシングモジュール） 　低圧フィードバルブ１

　ＦＳＭ（フォワードセンシングモジュール） 　低圧フィードバルブ２

　ＦＳＭ（フォワードセンシングモジュール） 　ＬＦ　アウトレット側ソレノイドバルブ

　ＦＳＭ（フォワードセンシングモジュール） 　ＲＦ　アウトレット側ソレノイドバルブ

　ＦＳＭ（フォワードセンシングモジュール） 　ＬＲ　アウトレット側ソレノイドバルブ

　ＦＳＭ（フォワードセンシングモジュール） 　ＲＲ　アウトレット側ソレノイドバルブ

　ＦＳＭ（フォワードセンシングモジュール） 　ポンプ

　ＧＳＭ（ギアシフトモジュール） 　Ｓ１コントロール

　ＧＳＭ（ギアシフトモジュール） 　Ｓ２コントロール

　ＧＳＭ（ギアシフトモジュール） 　ＳＬＢ１コントロール

　ＧＳＭ（ギアシフトモジュール） 　ＳＬＣ１コントロール

　ＧＳＭ（ギアシフトモジュール） 　ＳＬＣ２コントロール

　ＧＳＭ（ギアシフトモジュール） 　ＳＬＣ３コントロール

　ＧＳＭ（ギアシフトモジュール） 　ＳＬＴコントロール

　ＧＳＭ（ギアシフトモジュール） 　ＳＬＵコントロール

　ＨＣＭ（ヘッドランプコントロールモジュール） 　エアコンリレー

　ＨＣＭ（ヘッドランプコントロールモジュール） 　可変インテークアクチュエーター（下部）

　ＨＣＭ（ヘッドランプコントロールモジュール） 　可変インテークアクチュエーター（上部）

　ＨＣＭ（ヘッドランプコントロールモジュール） 　エンジンクーリングファン：　３３％

　ＨＣＭ（ヘッドランプコントロールモジュール） 　エンジンクーリングファン：　６６％

　ＨＣＭ（ヘッドランプコントロールモジュール） 　エンジンクーリングファン：　１００％

　ＨＣＭ（ヘッドランプコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージバルブ

　ＨＣＭ（ヘッドランプコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージバルブ（オルタネーター２）：　０％

　ＨＣＭ（ヘッドランプコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージバルブ（オルタネーター２）：　１００％

　ＨＣＭ（ヘッドランプコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージバルブ（オルタネーター２）：　５０％

　ＨＣＭ（ヘッドランプコントロールモジュール） 　インジェクター（シリンダー１）

　ＨＣＭ（ヘッドランプコントロールモジュール） 　インジェクター（シリンダー２）

　ＨＣＭ（ヘッドランプコントロールモジュール） 　インジェクター（シリンダー３）

　ＨＣＭ（ヘッドランプコントロールモジュール） 　インジェクター（シリンダー４）

　ＨＣＭ（ヘッドランプコントロールモジュール） 　インジェクター（シリンダー５）

　ＨＣＭ（ヘッドランプコントロールモジュール） 　インジェクター（シリンダー６）

　ＨＣＭ（ヘッドランプコントロールモジュール） 　ＬＦ　インレット側ソレノイドバルブ
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　ＨＣＭ（ヘッドランプコントロールモジュール） 　ＲＦ　インレット側ソレノイドバルブ

　ＨＣＭ（ヘッドランプコントロールモジュール） 　ＬＲ　インレット側ソレノイドバルブ

　ＨＣＭ（ヘッドランプコントロールモジュール） 　ＲＲ　インレット側ソレノイドバルブ

　ＨＣＭ（ヘッドランプコントロールモジュール） 　アイソレーションバルブ１（マスターシリンダー）

　ＨＣＭ（ヘッドランプコントロールモジュール） 　アイソレーションバルブ２（マスターシリンダー）

　ＨＣＭ（ヘッドランプコントロールモジュール） 　漏れ検出モジュール（バルブ）

　ＨＣＭ（ヘッドランプコントロールモジュール） 　低圧フィードバルブ１

　ＨＣＭ（ヘッドランプコントロールモジュール） 　低圧フィードバルブ２

　ＨＣＭ（ヘッドランプコントロールモジュール） 　ＬＦ　アウトレット側ソレノイドバルブ

　ＨＣＭ（ヘッドランプコントロールモジュール） 　ＲＦ　アウトレット側ソレノイドバルブ

　ＨＣＭ（ヘッドランプコントロールモジュール） 　ＬＲ　アウトレット側ソレノイドバルブ

　ＨＣＭ（ヘッドランプコントロールモジュール） 　ＲＲ　アウトレット側ソレノイドバルブ

　ＨＣＭ（ヘッドランプコントロールモジュール） 　ポンプ

　ＨＣＭ（ヘッドランプコントロールモジュール） 　スロットルバルブ：　０％

　ＨＣＭ（ヘッドランプコントロールモジュール） 　スロットルバルブ：　１００％

　ＨＣＭ（ヘッドランプコントロールモジュール） 　スロットルバルブ：　２５％

　ＨＣＭ（ヘッドランプコントロールモジュール） 　スロットルバルブ：　５０％

　ＨＣＭ（ヘッドランプコントロールモジュール） 　スロットルバルブ：　７５％

　ＨＵＤ（ヘッドアップディスプレー） 　Ｓ１コントロール

　ＨＵＤ（ヘッドアップディスプレー） 　Ｓ２コントロール

　ＨＵＤ（ヘッドアップディスプレー） 　ＳＬＢ１コントロール

　ＨＵＤ（ヘッドアップディスプレー） 　ＳＬＣ１コントロール

　ＨＵＤ（ヘッドアップディスプレー） 　ＳＬＣ２コントロール

　ＨＵＤ（ヘッドアップディスプレー） 　ＳＬＣ３コントロール

　ＨＵＤ（ヘッドアップディスプレー） 　ＳＬＴコントロール

　ＨＵＤ（ヘッドアップディスプレー） 　ＳＬＵコントロール

　ＩＡＭ（インテグレーテッドオーディオモジュール） 　ディスク１：　ＯＮ

　ＩＡＭ（インテグレーテッドオーディオモジュール） 　ディスク２：　ＯＮ

　ＩＡＭ（インテグレーテッドオーディオモジュール） 　ディスク３：　ＯＮ

　ＩＡＭ（インテグレーテッドオーディオモジュール） 　ディスク４：　ＯＮ

　ＩＡＭ（インテグレーテッドオーディオモジュール） 　ディスク５：　ＯＮ

　ＩＡＭ（インテグレーテッドオーディオモジュール） 　ディスク６：　ＯＮ

　ＩＡＭ（インテグレーテッドオーディオモジュール） 　アンテナ選択：　メインアンテナ

　ＩＡＭ（インテグレーテッドオーディオモジュール） 　アンテナ選択：　サブアンテナ

　ＩＡＭ（インテグレーテッドオーディオモジュール） 　デッキステータス：　イジェクト

　ＩＡＭ（インテグレーテッドオーディオモジュール） 　デッキステータス：　停止

　ＩＡＭ（インテグレーテッドオーディオモジュール） 　ＡＭ周波数

　ＩＡＭ（インテグレーテッドオーディオモジュール） 　ＦＭ周波数

　ＩＣＭ（インフォテイメントコントロールモジュール） 　＃　ボタン

　ＩＣＭ（インフォテイメントコントロールモジュール） 　０ボタン

　ＩＣＭ（インフォテイメントコントロールモジュール） 　１ボタン

　ＩＣＭ（インフォテイメントコントロールモジュール） 　２ボタン

　ＩＣＭ（インフォテイメントコントロールモジュール） 　３ボタン

　ＩＣＭ（インフォテイメントコントロールモジュール） 　４ボタン

　ＩＣＭ（インフォテイメントコントロールモジュール） 　５ボタン

　ＩＣＭ（インフォテイメントコントロールモジュール） 　６ボタン

　ＩＣＭ（インフォテイメントコントロールモジュール） 　７ボタン

　ＩＣＭ（インフォテイメントコントロールモジュール） 　８ボタン

　ＩＣＭ（インフォテイメントコントロールモジュール） 　９ボタン

　ＩＣＭ（インフォテイメントコントロールモジュール） 　ＡＭ／ＦＭボタン

　ＩＣＭ（インフォテイメントコントロールモジュール） 　バックワードボタン

　ＩＣＭ（インフォテイメントコントロールモジュール） 　ＣＤボタン

　ＩＣＭ（インフォテイメントコントロールモジュール） 　Ｄｏｗｎボタン

　ＩＣＭ（インフォテイメントコントロールモジュール） 　取り出しボタン

　ＩＣＭ（インフォテイメントコントロールモジュール） 　ＥＮＴＥＲボタン

　ＩＣＭ（インフォテイメントコントロールモジュール） 　ＥＸＩＴ／クリアボタン

　ＩＣＭ（インフォテイメントコントロールモジュール） 　フォワードボタン

　ＩＣＭ（インフォテイメントコントロールモジュール） 　ＭＹ　ＫＥＹボタン

　ＩＣＭ（インフォテイメントコントロールモジュール） 　電話ボタン

　ＩＣＭ（インフォテイメントコントロールモジュール） 　電源ボタン

　ＩＣＭ（インフォテイメントコントロールモジュール） 　ＳＯＵＮＤボタン

　ＩＣＭ（インフォテイメントコントロールモジュール） 　ストップまでボタン

　ＩＣＭ（インフォテイメントコントロールモジュール） 　Ｕｐボタン
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　ＩＨＵ（インフォテイメントヘッドユニット） 　Ｓ１コントロール

　ＩＨＵ（インフォテイメントヘッドユニット） 　Ｓ２コントロール

　ＩＨＵ（インフォテイメントヘッドユニット） 　ＳＬＢ１コントロール

　ＩＨＵ（インフォテイメントヘッドユニット） 　ＳＬＣ１コントロール

　ＩＨＵ（インフォテイメントヘッドユニット） 　ＳＬＣ２コントロール

　ＩＨＵ（インフォテイメントヘッドユニット） 　ＳＬＣ３コントロール

　ＩＨＵ（インフォテイメントヘッドユニット） 　ＳＬＴコントロール

　ＩＨＵ（インフォテイメントヘッドユニット） 　ＳＬＵコントロール

　ＩＭＳ（インテリアモーションセンサー） 　Ｓ１コントロール

　ＩＭＳ（インテリアモーションセンサー） 　Ｓ２コントロール

　ＩＭＳ（インテリアモーションセンサー） 　ＳＬＢ１コントロール

　ＩＭＳ（インテリアモーションセンサー） 　ＳＬＣ１コントロール

　ＩＭＳ（インテリアモーションセンサー） 　ＳＬＣ２コントロール

　ＩＭＳ（インテリアモーションセンサー） 　ＳＬＣ３コントロール

　ＩＭＳ（インテリアモーションセンサー） 　ＳＬＴコントロール

　ＩＭＳ（インテリアモーションセンサー） 　ＳＬＵコントロール

　ＫＶＭ（キーレスビークルモジュール） 　シート高さモーター：　ダウン

　ＫＶＭ（キーレスビークルモジュール） 　シート高さモーター：　アップ

　ＫＶＭ（キーレスビークルモジュール） 　メモリー１スイッチ

　ＫＶＭ（キーレスビークルモジュール） 　メモリー２スイッチ

　ＫＶＭ（キーレスビークルモジュール） 　メモリー３スイッチ

　ＫＶＭ（キーレスビークルモジュール） 　リクライニングダウンスイッチ

　ＫＶＭ（キーレスビークルモジュール） 　リクライニングモーター（後）

　ＫＶＭ（キーレスビークルモジュール） 　リクライニングモーター（前）

　ＫＶＭ（キーレスビークルモジュール） 　リクライニングアップスイッチ

　ＫＶＭ（キーレスビークルモジュール） 　シート高さ：　ダウンスイッチ

　ＫＶＭ（キーレスビークルモジュール） 　シート高さ：　アップスイッチ

　ＫＶＭ（キーレスビークルモジュール） 　シートチルトダウンスイッチ

　ＫＶＭ（キーレスビークルモジュール） 　シートチルトアップスイッチ

　ＫＶＭ（キーレスビークルモジュール） 　スライド後方移動スイッチ

　ＫＶＭ（キーレスビークルモジュール） 　スライド前方移動スイッチ

　ＫＶＭ（キーレスビークルモジュール） 　スライドモーター（後方移動）

　ＫＶＭ（キーレスビークルモジュール） 　スライドモーター（前方移動）

　ＫＶＭ（キーレスビークルモジュール） 　チルトモーター：　ダウン

　ＫＶＭ（キーレスビークルモジュール） 　チルトモーター：　アップ

　ＯＨＣ（オーバーヘッドコンソール） 　Ｓ１コントロール

　ＯＨＣ（オーバーヘッドコンソール） 　Ｓ２コントロール

　ＯＨＣ（オーバーヘッドコンソール） 　ＳＬＢ１コントロール

　ＯＨＣ（オーバーヘッドコンソール） 　ＳＬＣ１コントロール

　ＯＨＣ（オーバーヘッドコンソール） 　ＳＬＣ２コントロール

　ＯＨＣ（オーバーヘッドコンソール） 　ＳＬＣ３コントロール

　ＯＨＣ（オーバーヘッドコンソール） 　ＳＬＴコントロール

　ＯＨＣ（オーバーヘッドコンソール） 　ＳＬＵコントロール

　ＰＡＭ（パーキングアシスタンスモジュール） 　ゲージ／ランプ：　クイックテスト

　ＰＡＭ（パーキングアシスタンスモジュール） 　Ｓ１コントロール

　ＰＡＭ（パーキングアシスタンスモジュール） 　Ｓ２コントロール

　ＰＡＭ（パーキングアシスタンスモジュール） 　ＳＬＢ１コントロール

　ＰＡＭ（パーキングアシスタンスモジュール） 　ＳＬＣ１コントロール

　ＰＡＭ（パーキングアシスタンスモジュール） 　ＳＬＣ２コントロール

　ＰＡＭ（パーキングアシスタンスモジュール） 　ＳＬＣ３コントロール

　ＰＡＭ（パーキングアシスタンスモジュール） 　ＳＬＴコントロール

　ＰＡＭ（パーキングアシスタンスモジュール） 　ＳＬＵコントロール

　ＰＡＭ（パーキングアシスタンスモジュール） 　ステータスグループ１

　ＰＡＭ（パーキングアシスタンスモジュール） 　ステータスグループ２

　ＰＡＭ（パーキングアシスタンスモジュール） 　ステータスグループ３

　ＰＤＭ（助手席ドア） 　セントラルロックモーター（助手席ドア）：　ロック

　ＰＤＭ（助手席ドア） 　セントラルロックモーター（助手席ドア）：　アンロック

　ＰＤＭ（助手席ドア） 　セントラルロックモーター（助手席側リアドア）：　ロック

　ＰＤＭ（助手席ドア） 　セントラルロックモーター（助手席側リアドア）：　アンロック

　ＰＤＭ（助手席ドア） 　助手席ドアセントラルロックスイッチ：　ロック

　ＰＤＭ（助手席ドア） 　助手席ドアセントラルロックスイッチ：　アンロック

　ＰＤＭ（助手席ドア） 　チャイルドロック：　リアドアアクチュエーター（電動チャイルドロックのみ）

　ＰＤＭ（助手席ドア） 　デフロスター（助手席ドア）
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　ＰＤＭ（助手席ドア） 　ドア警告灯

　ＰＤＭ（助手席ドア） 　フロントドアアクチュエーター：　ダブルロック

　ＰＤＭ（助手席ドア） 　助手席側フロントドアロックステータス（ロック／ダブルロック）

　ＰＤＭ（助手席ドア） 　助手席側フロントドアロックステータス（アンロック）

　ＰＤＭ（助手席ドア） 　助手席側フロントドアロックステータス（アンロック／ダブルアンロック）

　ＰＤＭ（助手席ドア） 　助手席側フロントドアステータス（ロック）

　ＰＤＭ（助手席ドア） 　助手席側フロントドアステータス（ロック／ダブルロック）

　ＰＤＭ（助手席ドア） 　助手席側フロントドアステータス（アンロック）

　ＰＤＭ（助手席ドア） 　助手席側フロントドアステータス（アンロック／ダブルアンロック）

　ＰＤＭ（助手席ドア） 　フロントウィンドウモーターステータス（ダウン）：　ＯＮ

　ＰＤＭ（助手席ドア） 　フロントウィンドウモーターステータス（アップ）：　ＯＮ

　ＰＤＭ（助手席ドア） 　Ｍ１：　ＯＮ

　ＰＤＭ（助手席ドア） 　Ｍ２：　ＯＮ

　ＰＤＭ（助手席ドア） 　Ｍ３：　ＯＮ

　ＰＤＭ（助手席ドア） 　ミラーコントロールモーター（下方向）：　作動

　ＰＤＭ（助手席ドア） 　ミラーコントロールモーター（折り畳み）：　作動

　ＰＤＭ（助手席ドア） 　ミラーコントロールモーター（左方向）：　作動

　ＰＤＭ（助手席ドア） 　ミラーコントロールモーター（右方向）：　作動

　ＰＤＭ（助手席ドア） 　ミラーコントロールモーター（展開）：　作動

　ＰＤＭ（助手席ドア） 　ミラーコントロールモーター（上方向）：　作動

　ＰＤＭ（助手席ドア） 　ミラーランプ

　ＰＤＭ（助手席ドア） 　助手席側フロントドア（ロック）

　ＰＤＭ（助手席ドア） 　助手席側リアドア（ロック）

　ＰＤＭ（助手席ドア） 　助手席側フロントドア（アンロック）

　ＰＤＭ（助手席ドア） 　助手席側リアドア（アンロック）

　ＰＤＭ（助手席ドア） 　助手席側リアドアロックステータス（ロック）

　ＰＤＭ（助手席ドア） 　リアウィンドウモーターステータス（ダウン）：　ＯＮ

　ＰＤＭ（助手席ドア） 　リアウィンドウモーターステータス（アップ）：　ＯＮ

　ＰＤＭ（助手席ドア） 　リアドア：　ダブルロックリレー

　ＰＤＭ（助手席ドア） 　Ｓ１コントロール

　ＰＤＭ（助手席ドア） 　Ｓ２コントロール

　ＰＤＭ（助手席ドア） 　サイドステップランプコントロール（ＯＦＦ）

　ＰＤＭ（助手席ドア） 　サイドステップランプコントロール（ＯＮ）

　ＰＤＭ（助手席ドア） 　ＳＬＢ１コントロール

　ＰＤＭ（助手席ドア） 　ＳＬＣ１コントロール

　ＰＤＭ（助手席ドア） 　ＳＬＣ２コントロール

　ＰＤＭ（助手席ドア） 　ＳＬＣ３コントロール

　ＰＤＭ（助手席ドア） 　ＳＬＴコントロール

　ＰＤＭ（助手席ドア） 　ＳＬＵコントロール

　ＰＤＭ（助手席ドア） 　ウィンドウダウンスイッチ

　ＰＤＭ（助手席ドア） 　ウィンドウモーター：　ダウン

　ＰＤＭ（助手席ドア） 　ウィンドウモーター：　アップ

　ＰＤＭ（助手席ドア） 　ウィンドウアップスイッチ

　ＰＤＭ（助手席ドア） 　ウィンドウアップスイッチ　作動

　ＰＤＭ（助手席ドア） 　ウィンドウダウンスイッチ　作動

　ＰＤＭ（助手席ドア） 　ウィンドウモーターアップ　作動

　ＰＤＭ（助手席ドア） 　ウィンドウモーターダウン　作動

　ＰＤＭ（助手席ドア） 　ウィンドウ初期化（ＰＤＭ（助手席ドアモジュール）　２００３～）

　ＰＤＭ（助手席ドア） 　デフロスター　作動

　ＰＤＭ（助手席ドア） 　ドア警告灯　作動

　ＰＤＭ（助手席ドア） 　ミラーコントロールモーター右方向　作動

　ＰＤＭ（助手席ドア） 　ミラーコントロールモーター下方向　作動

　ＰＤＭ（助手席ドア） 　ミラーコントロールモーター左方向　作動

　ＰＤＭ（助手席ドア） 　ミラーコントロールモーター上方向　作動

　ＰＤＭ（助手席ドア） 　ミラーコントロールモーター折り畳み　作動

　ＰＤＭ（助手席ドア） 　ミラーコントロールモーター展開　作動

　ＰＤＭ（助手席ドア） 　ミラーランプ　作動

　ＰＤＭ（助手席ドア） 　ロックワイヤーＭ１　作動

　ＰＤＭ（助手席ドア） 　ロックワイヤーＭ２　作動

　ＰＤＭ（助手席ドア） 　ロックワイヤーＭ３　作動

　ＰＤＭ（助手席ドア） 　助手席ドアセントラルロックスイッチ　ロック

　ＰＤＭ（助手席ドア） 　助手席ドアセントラルロックスイッチ　解錠

　ＰＤＭ（助手席ドア） 　助手席ドア側デフロスター　作動



●ボルボ　アクティブテスト(Ver 2022.02)
システム名 項目名

　ＰＨＭ（電話モジュール） 　＃　ボタン

　ＰＨＭ（電話モジュール） 　＜＜ボタン

　ＰＨＭ（電話モジュール） 　＞＞ボタン

　ＰＨＭ（電話モジュール） 　０ボタン

　ＰＨＭ（電話モジュール） 　１ボタン

　ＰＨＭ（電話モジュール） 　２ボタン

　ＰＨＭ（電話モジュール） 　３ボタン

　ＰＨＭ（電話モジュール） 　４ボタン

　ＰＨＭ（電話モジュール） 　５ボタン

　ＰＨＭ（電話モジュール） 　６ボタン

　ＰＨＭ（電話モジュール） 　７ボタン

　ＰＨＭ（電話モジュール） 　８ボタン

　ＰＨＭ（電話モジュール） 　９ボタン

　ＰＨＭ（電話モジュール） 　エアコンボタン

　ＰＨＭ（電話モジュール） 　送風：　デフロスターボタン

　ＰＨＭ（電話モジュール） 　送風：　フロアボタン

　ＰＨＭ（電話モジュール） 　送風：　ベンチレーションボタン

　ＰＨＭ（電話モジュール） 　ＡＵＴＯ（オート）ボタン

　ＰＨＭ（電話モジュール） 　ＣＡＭボタン

　ＰＨＭ（電話モジュール） 　取り出しボタン

　ＰＨＭ（電話モジュール） 　ＥＸＩＴボタン

　ＰＨＭ（電話モジュール） 　折畳み式ヘッドレスト

　ＰＨＭ（電話モジュール） 　フロント左シートヒーターボタン

　ＰＨＭ（電話モジュール） 　フロント右シートヒーターボタン

　ＰＨＭ（電話モジュール） 　ヒルディセントコントロール

　ＰＨＭ（電話モジュール） 　デフロスター（Ｍａｘ）ボタン

　ＰＨＭ（電話モジュール） 　ＭＥＤＩＡボタン

　ＰＨＭ（電話モジュール） 　メニューボタン

　ＰＨＭ（電話モジュール） 　ＭＹ　ＣＡＲボタン

　ＰＨＭ（電話モジュール） 　ＮＡＶボタン

　ＰＨＭ（電話モジュール） 　パーキングアシスト

　ＰＨＭ（電話モジュール） 　電話ボタン

　ＰＨＭ（電話モジュール） 　電源ボタン

　ＰＨＭ（電話モジュール） 　ＲＡＤＩＯボタン

　ＰＨＭ（電話モジュール） 　リアデフロスターボタン

　ＰＨＭ（電話モジュール） 　内気循環ボタン

　ＰＨＭ（電話モジュール） 　シートベンチレーション：　左側ボタン

　ＰＨＭ（電話モジュール） 　シートベンチレーション：　右側ボタン

　ＰＨＭ（電話モジュール） 　セミオートマチックパーキングアシスト

　ＰＨＭ（電話モジュール） 　ＳＯＵＮＤボタン

　ＰＨＭ（電話モジュール） 　ストップまでボタン

　ＰＯＴ（パワーオペレーテッドテールゲートモジュール） 　セントラルロックモーター（運転席ドア）：　ロック

　ＰＯＴ（パワーオペレーテッドテールゲートモジュール） 　セントラルロックモーター（運転席ドア）：　アンロック

　ＰＯＴ（パワーオペレーテッドテールゲートモジュール） 　セントラルロックモーター（運転席側リアドア）：　ロック

　ＰＯＴ（パワーオペレーテッドテールゲートモジュール） 　セントラルロックモーター（運転席側リアドア）：　アンロック

　ＰＯＴ（パワーオペレーテッドテールゲートモジュール） 　チャイルドロック：　リアドアアクチュエーター（電動チャイルドロックのみ）

　ＰＯＴ（パワーオペレーテッドテールゲートモジュール） 　チャイルドセーフティースイッチ

　ＰＯＴ（パワーオペレーテッドテールゲートモジュール） 　フロントドアアクチュエーター：　ダブルロック

　ＰＯＴ（パワーオペレーテッドテールゲートモジュール） 　運転席側ウィンドウスイッチ：　ダウン

　ＰＯＴ（パワーオペレーテッドテールゲートモジュール） 　運転席側ウィンドウスイッチ：　アップ

　ＰＯＴ（パワーオペレーテッドテールゲートモジュール） 　助手席側ウィンドウスイッチ：　ダウン

　ＰＯＴ（パワーオペレーテッドテールゲートモジュール） 　助手席側ウィンドウスイッチ：　アップ

　ＰＯＴ（パワーオペレーテッドテールゲートモジュール） 　リア運転席側ウィンドウスイッチ：　ダウン

　ＰＯＴ（パワーオペレーテッドテールゲートモジュール） 　リア運転席側ウィンドウスイッチ：　アップ

　ＰＯＴ（パワーオペレーテッドテールゲートモジュール） 　リア助手席側ウィンドウスイッチ：　ダウン

　ＰＯＴ（パワーオペレーテッドテールゲートモジュール） 　リア助手席側ウィンドウスイッチ：　アップ

　ＰＯＴ（パワーオペレーテッドテールゲートモジュール） 　リアドア：　ダブルロックリレー

　ＰＯＴ（パワーオペレーテッドテールゲートモジュール） 　Ｓ１コントロール

　ＰＯＴ（パワーオペレーテッドテールゲートモジュール） 　Ｓ２コントロール

　ＰＯＴ（パワーオペレーテッドテールゲートモジュール） 　ＳＬＢ１コントロール

　ＰＯＴ（パワーオペレーテッドテールゲートモジュール） 　ＳＬＣ１コントロール

　ＰＯＴ（パワーオペレーテッドテールゲートモジュール） 　ＳＬＣ２コントロール

　ＰＯＴ（パワーオペレーテッドテールゲートモジュール） 　ＳＬＣ３コントロール



●ボルボ　アクティブテスト(Ver 2022.02)
システム名 項目名

　ＰＯＴ（パワーオペレーテッドテールゲートモジュール） 　ＳＬＴコントロール

　ＰＯＴ（パワーオペレーテッドテールゲートモジュール） 　ＳＬＵコントロール

　ＰＯＴ（パワーオペレーテッドテールゲートモジュール） 　ウィンドウモーター：　ダウン

　ＰＯＴ（パワーオペレーテッドテールゲートモジュール） 　ウィンドウモーター：　アップ

　ＰＰＭ（歩行者保護モジュール） 　ＡＵＴＯ（オート）ボタン

　ＰＳＣＭ（パワーステアリングコントロールモジュール） 　シート高さモーター：　ダウン

　ＰＳＣＭ（パワーステアリングコントロールモジュール） 　シート高さモーター：　アップ

　ＰＳＣＭ（パワーステアリングコントロールモジュール） 　メモリー１スイッチ

　ＰＳＣＭ（パワーステアリングコントロールモジュール） 　メモリー２スイッチ

　ＰＳＣＭ（パワーステアリングコントロールモジュール） 　メモリー３スイッチ

　ＰＳＣＭ（パワーステアリングコントロールモジュール） 　モーター１後方（Ｒ１－）

　ＰＳＣＭ（パワーステアリングコントロールモジュール） 　モーター１前方（Ｒ１＋）

　ＰＳＣＭ（パワーステアリングコントロールモジュール） 　モーター２後方（Ｒ２－）

　ＰＳＣＭ（パワーステアリングコントロールモジュール） 　モーター２前方（Ｒ２＋）

　ＰＳＣＭ（パワーステアリングコントロールモジュール） 　モーター３ダウン（Ｒ３－）

　ＰＳＣＭ（パワーステアリングコントロールモジュール） 　モーター３アップ（Ｒ３＋）

　ＰＳＣＭ（パワーステアリングコントロールモジュール） 　モーター４ダウン（Ｒ４－）

　ＰＳＣＭ（パワーステアリングコントロールモジュール） 　モーター４アップ（Ｒ４＋）

　ＰＳＣＭ（パワーステアリングコントロールモジュール） 　リクライニングダウンスイッチ

　ＰＳＣＭ（パワーステアリングコントロールモジュール） 　リクライニングモーター（後）

　ＰＳＣＭ（パワーステアリングコントロールモジュール） 　リクライニングモーター（前）

　ＰＳＣＭ（パワーステアリングコントロールモジュール） 　リクライニングアップスイッチ

　ＰＳＣＭ（パワーステアリングコントロールモジュール） 　Ｓ１コントロール

　ＰＳＣＭ（パワーステアリングコントロールモジュール） 　Ｓ２コントロール

　ＰＳＣＭ（パワーステアリングコントロールモジュール） 　シート高さ：　ダウンスイッチ

　ＰＳＣＭ（パワーステアリングコントロールモジュール） 　シート高さ：　アップスイッチ

　ＰＳＣＭ（パワーステアリングコントロールモジュール） 　シートチルトダウンスイッチ

　ＰＳＣＭ（パワーステアリングコントロールモジュール） 　シートチルトアップスイッチ

　ＰＳＣＭ（パワーステアリングコントロールモジュール） 　ＳＬＢ１コントロール

　ＰＳＣＭ（パワーステアリングコントロールモジュール） 　ＳＬＣ１コントロール

　ＰＳＣＭ（パワーステアリングコントロールモジュール） 　ＳＬＣ２コントロール

　ＰＳＣＭ（パワーステアリングコントロールモジュール） 　ＳＬＣ３コントロール

　ＰＳＣＭ（パワーステアリングコントロールモジュール） 　スライド後方移動スイッチ

　ＰＳＣＭ（パワーステアリングコントロールモジュール） 　スライド前方移動スイッチ

　ＰＳＣＭ（パワーステアリングコントロールモジュール） 　スライドモーター（後方移動）

　ＰＳＣＭ（パワーステアリングコントロールモジュール） 　スライドモーター（前方移動）

　ＰＳＣＭ（パワーステアリングコントロールモジュール） 　ＳＬＴコントロール

　ＰＳＣＭ（パワーステアリングコントロールモジュール） 　ＳＬＵコントロール

　ＰＳＣＭ（パワーステアリングコントロールモジュール） 　チルトモーター：　ダウン

　ＰＳＣＭ（パワーステアリングコントロールモジュール） 　チルトモーター：　アップ

　ＰＳＭ（パワーシート） 　シート高さモーター：　ダウン

　ＰＳＭ（パワーシート） 　シート高さモーター：　アップ

　ＰＳＭ（パワーシート） 　メモリー１スイッチ

　ＰＳＭ（パワーシート） 　メモリー２スイッチ

　ＰＳＭ（パワーシート） 　メモリー３スイッチ

　ＰＳＭ（パワーシート） 　モーター１後方

　ＰＳＭ（パワーシート） 　モーター１後方（Ｒ１－）

　ＰＳＭ（パワーシート） 　モーター１前方

　ＰＳＭ（パワーシート） 　モーター１前方（Ｒ１＋）

　ＰＳＭ（パワーシート） 　モーター２後方

　ＰＳＭ（パワーシート） 　モーター２後方（Ｒ２－）

　ＰＳＭ（パワーシート） 　モーター２前方

　ＰＳＭ（パワーシート） 　モーター２前方（Ｒ２＋）

　ＰＳＭ（パワーシート） 　モーター３後方

　ＰＳＭ（パワーシート） 　モーター３ダウン（Ｒ３－）

　ＰＳＭ（パワーシート） 　モーター３前方

　ＰＳＭ（パワーシート） 　モーター３アップ（Ｒ３－）

　ＰＳＭ（パワーシート） 　モーター４後方

　ＰＳＭ（パワーシート） 　モーター４ダウン（Ｒ４－）

　ＰＳＭ（パワーシート） 　モーター４前方

　ＰＳＭ（パワーシート） 　モーター４アップ（Ｒ４＋）

　ＰＳＭ（パワーシート） 　リクライニングダウンスイッチ

　ＰＳＭ（パワーシート） 　リクライニングモーター（後）



●ボルボ　アクティブテスト(Ver 2022.02)
システム名 項目名

　ＰＳＭ（パワーシート） 　リクライニングモーター（前）

　ＰＳＭ（パワーシート） 　リクライニングアップスイッチ

　ＰＳＭ（パワーシート） 　シート高さ：　ダウンスイッチ

　ＰＳＭ（パワーシート） 　シート高さ：　アップスイッチ

　ＰＳＭ（パワーシート） 　シートチルトダウンスイッチ

　ＰＳＭ（パワーシート） 　シートチルトアップスイッチ

　ＰＳＭ（パワーシート） 　スライド後方移動スイッチ

　ＰＳＭ（パワーシート） 　スライド前方移動スイッチ

　ＰＳＭ（パワーシート） 　スライドモーター（後方移動）

　ＰＳＭ（パワーシート） 　スライドモーター（前方移動）

　ＰＳＭ（パワーシート） 　チルトモーター：　ダウン

　ＰＳＭ（パワーシート） 　チルトモーター：　アップ

　ＰＳＭ（パワーシート） 　モーター１　後方（Ｒ１－）ＯＮ

　ＰＳＭ（パワーシート） 　モーター１　前方（Ｒ１＋）ＯＮ

　ＰＳＭ（パワーシート） 　モーター２　後方（Ｒ２－）ＯＮ

　ＰＳＭ（パワーシート） 　モーター２　前方（Ｒ２＋）ＯＮ

　ＰＳＭ（パワーシート） 　モーター３　アップ（Ｒ３＋）　ＯＮ

　ＰＳＭ（パワーシート） 　モーター３　ダウン（Ｒ３－）　ＯＮ

　ＰＳＭ（パワーシート） 　モーター４　アップ（Ｒ４＋）　ＯＮ

　ＰＳＭ（パワーシート） 　モーター４　ダウン（Ｒ４－）　ＯＮ

　ＰＳＭＤ（運転席パワーシートモジュール） 　Ｓ１コントロール

　ＰＳＭＤ（運転席パワーシートモジュール） 　Ｓ２コントロール

　ＰＳＭＤ（運転席パワーシートモジュール） 　ＳＬＢ１コントロール

　ＰＳＭＤ（運転席パワーシートモジュール） 　ＳＬＣ１コントロール

　ＰＳＭＤ（運転席パワーシートモジュール） 　ＳＬＣ２コントロール

　ＰＳＭＤ（運転席パワーシートモジュール） 　ＳＬＣ３コントロール

　ＰＳＭＤ（運転席パワーシートモジュール） 　ＳＬＴコントロール

　ＰＳＭＤ（運転席パワーシートモジュール） 　ＳＬＵコントロール

　ＰＳＭＰ（助手席パワーシートモジュール） 　Ｓ１コントロール

　ＰＳＭＰ（助手席パワーシートモジュール） 　Ｓ２コントロール

　ＰＳＭＰ（助手席パワーシートモジュール） 　ＳＬＢ１コントロール

　ＰＳＭＰ（助手席パワーシートモジュール） 　ＳＬＣ１コントロール

　ＰＳＭＰ（助手席パワーシートモジュール） 　ＳＬＣ２コントロール

　ＰＳＭＰ（助手席パワーシートモジュール） 　ＳＬＣ３コントロール

　ＰＳＭＰ（助手席パワーシートモジュール） 　ＳＬＴコントロール

　ＰＳＭＰ（助手席パワーシートモジュール） 　ＳＬＵコントロール

　ＲＥＭ（リアエレクトロニクス） 　トランクリッドモーター：　ロック

　ＲＥＭ（リアエレクトロニクス） 　トランクリッドモーター：　アンロック

　ＲＥＭ（リアエレクトロニクス） 　ロックモーター（ブートリッド／テールゲート）：　ロック

　ＲＥＭ（リアエレクトロニクス） 　ロックモーター（ブートリッド／テールゲート）：　アンロック

　ＲＥＭ（リアエレクトロニクス） 　チャイルドロックモーター：　ロック

　ＲＥＭ（リアエレクトロニクス） 　チャイルドロックモーター：　アンロック

　ＲＥＭ（リアエレクトロニクス） 　電動加熱式ＤＰＦ

　ＲＥＭ（リアエレクトロニクス） 　トレーラーフォグランプ

　ＲＥＭ（リアエレクトロニクス） 　フォグランプ

　ＲＥＭ（リアエレクトロニクス） 　燃料キャップモーター：　ロック

　ＲＥＭ（リアエレクトロニクス） 　燃料キャップモーター：　アンロック

　ＲＥＭ（リアエレクトロニクス） 　給油口ロックモーター：　ロック

　ＲＥＭ（リアエレクトロニクス） 　給油口ロックモーター：　アンロック

　ＲＥＭ（リアエレクトロニクス） 　リア左ドアモーター：　ロック

　ＲＥＭ（リアエレクトロニクス） 　リア左ドアモーター：　アンロック

　ＲＥＭ（リアエレクトロニクス） 　ナンバープレート

　ＲＥＭ（リアエレクトロニクス） 　ライセンスランプ

　ＲＥＭ（リアエレクトロニクス） 　パワーチャイルドロックモーター：　ロック

　ＲＥＭ（リアエレクトロニクス） 　パワーチャイルドロックモーター：　アンロック

　ＲＥＭ（リアエレクトロニクス） 　リアドア左モーター：　ロック

　ＲＥＭ（リアエレクトロニクス） 　リアドア左モーター：　アンロック

　ＲＥＭ（リアエレクトロニクス） 　リアドア右モーター：　ロック

　ＲＥＭ（リアエレクトロニクス） 　リアドア右モーター：　アンロック

　ＲＥＭ（リアエレクトロニクス） 　電動加熱式ＤＰＦリレー

　ＲＥＭ（リアエレクトロニクス） 　タンクバルブリレー

　ＲＥＭ（リアエレクトロニクス） 　バックランプ

　ＲＥＭ（リアエレクトロニクス） 　リバースランプ
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　ＲＥＭ（リアエレクトロニクス） 　リア右ドアモーター：　ロック

　ＲＥＭ（リアエレクトロニクス） 　リア右ドアモーター：　アンロック

　ＲＥＭ（リアエレクトロニクス） 　ストップランプ

　ＲＥＭ（リアエレクトロニクス） 　タンクバルブ：　ＯＮ

　ＲＭＬ（左レストレイントモジュール） 　Ｓ１コントロール

　ＲＭＬ（左レストレイントモジュール） 　Ｓ２コントロール

　ＲＭＬ（左レストレイントモジュール） 　ＳＬＢ１コントロール

　ＲＭＬ（左レストレイントモジュール） 　ＳＬＣ１コントロール

　ＲＭＬ（左レストレイントモジュール） 　ＳＬＣ２コントロール

　ＲＭＬ（左レストレイントモジュール） 　ＳＬＣ３コントロール

　ＲＭＬ（左レストレイントモジュール） 　ＳＬＴコントロール

　ＲＭＬ（左レストレイントモジュール） 　ＳＬＵコントロール

　ＲＭＲ（右レストレイントモジュール） 　Ｓ１コントロール

　ＲＭＲ（右レストレイントモジュール） 　Ｓ２コントロール

　ＲＭＲ（右レストレイントモジュール） 　ＳＬＢ１コントロール

　ＲＭＲ（右レストレイントモジュール） 　ＳＬＣ１コントロール

　ＲＭＲ（右レストレイントモジュール） 　ＳＬＣ２コントロール

　ＲＭＲ（右レストレイントモジュール） 　ＳＬＣ３コントロール

　ＲＭＲ（右レストレイントモジュール） 　ＳＬＴコントロール

　ＲＭＲ（右レストレイントモジュール） 　ＳＬＵコントロール

　ＳＡＳ（ステアリングアングルセンサーモジュール） 　Ｓ１コントロール

　ＳＡＳ（ステアリングアングルセンサーモジュール） 　Ｓ２コントロール

　ＳＡＳ（ステアリングアングルセンサーモジュール） 　ＳＬＢ１コントロール

　ＳＡＳ（ステアリングアングルセンサーモジュール） 　ＳＬＣ１コントロール

　ＳＡＳ（ステアリングアングルセンサーモジュール） 　ＳＬＣ２コントロール

　ＳＡＳ（ステアリングアングルセンサーモジュール） 　ＳＬＣ３コントロール

　ＳＡＳ（ステアリングアングルセンサーモジュール） 　ＳＬＴコントロール

　ＳＡＳ（ステアリングアングルセンサーモジュール） 　ＳＬＵコントロール

　ＳＣＬ（ステアリングコラムロック） 　Ｓ１コントロール

　ＳＣＬ（ステアリングコラムロック） 　Ｓ２コントロール

　ＳＣＬ（ステアリングコラムロック） 　ＳＬＢ１コントロール

　ＳＣＬ（ステアリングコラムロック） 　ＳＬＣ１コントロール

　ＳＣＬ（ステアリングコラムロック） 　ＳＬＣ２コントロール

　ＳＣＬ（ステアリングコラムロック） 　ＳＬＣ３コントロール

　ＳＣＬ（ステアリングコラムロック） 　ＳＬＴコントロール

　ＳＣＬ（ステアリングコラムロック） 　ＳＬＵコントロール

　ＳＯＤＬ（左側障害物検出コントロールモジュール） 　セントラルロックモーター（運転席ドア）：　ロック

　ＳＯＤＬ（左側障害物検出コントロールモジュール） 　セントラルロックモーター（運転席ドア）：　アンロック

　ＳＯＤＬ（左側障害物検出コントロールモジュール） 　セントラルロックモーター（運転席側リアドア）：　ロック

　ＳＯＤＬ（左側障害物検出コントロールモジュール） 　セントラルロックモーター（運転席側リアドア）：　アンロック

　ＳＯＤＬ（左側障害物検出コントロールモジュール） 　チャイルドロック：　リアドアアクチュエーター（電動チャイルドロックのみ）

　ＳＯＤＬ（左側障害物検出コントロールモジュール） 　チャイルドセーフティースイッチ

　ＳＯＤＬ（左側障害物検出コントロールモジュール） 　フロントドアアクチュエーター：　ダブルロック

　ＳＯＤＬ（左側障害物検出コントロールモジュール） 　運転席側ウィンドウスイッチ：　ダウン

　ＳＯＤＬ（左側障害物検出コントロールモジュール） 　運転席側ウィンドウスイッチ：　アップ

　ＳＯＤＬ（左側障害物検出コントロールモジュール） 　助手席側ウィンドウスイッチ：　ダウン

　ＳＯＤＬ（左側障害物検出コントロールモジュール） 　助手席側ウィンドウスイッチ：　アップ

　ＳＯＤＬ（左側障害物検出コントロールモジュール） 　リア運転席側ウィンドウスイッチ：　ダウン

　ＳＯＤＬ（左側障害物検出コントロールモジュール） 　リア運転席側ウィンドウスイッチ：　アップ

　ＳＯＤＬ（左側障害物検出コントロールモジュール） 　リア助手席側ウィンドウスイッチ：　ダウン

　ＳＯＤＬ（左側障害物検出コントロールモジュール） 　リア助手席側ウィンドウスイッチ：　アップ

　ＳＯＤＬ（左側障害物検出コントロールモジュール） 　リアドア：　ダブルロックリレー

　ＳＯＤＬ（左側障害物検出コントロールモジュール） 　Ｓ１コントロール

　ＳＯＤＬ（左側障害物検出コントロールモジュール） 　Ｓ２コントロール

　ＳＯＤＬ（左側障害物検出コントロールモジュール） 　ＳＬＢ１コントロール

　ＳＯＤＬ（左側障害物検出コントロールモジュール） 　ＳＬＣ１コントロール

　ＳＯＤＬ（左側障害物検出コントロールモジュール） 　ＳＬＣ２コントロール

　ＳＯＤＬ（左側障害物検出コントロールモジュール） 　ＳＬＣ３コントロール

　ＳＯＤＬ（左側障害物検出コントロールモジュール） 　ＳＬＴコントロール

　ＳＯＤＬ（左側障害物検出コントロールモジュール） 　ＳＬＵコントロール

　ＳＯＤＬ（左側障害物検出コントロールモジュール） 　ウィンドウモーター：　ダウン

　ＳＯＤＬ（左側障害物検出コントロールモジュール） 　ウィンドウモーター：　アップ

　ＳＯＤＲ（右側障害物検出コントロールモジュール） 　セントラルロックモーター（運転席ドア）：　ロック
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　ＳＯＤＲ（右側障害物検出コントロールモジュール） 　セントラルロックモーター（運転席ドア）：　アンロック

　ＳＯＤＲ（右側障害物検出コントロールモジュール） 　セントラルロックモーター（運転席側リアドア）：　ロック

　ＳＯＤＲ（右側障害物検出コントロールモジュール） 　セントラルロックモーター（運転席側リアドア）：　アンロック

　ＳＯＤＲ（右側障害物検出コントロールモジュール） 　チャイルドロック：　リアドアアクチュエーター（電動チャイルドロックのみ）

　ＳＯＤＲ（右側障害物検出コントロールモジュール） 　チャイルドセーフティースイッチ

　ＳＯＤＲ（右側障害物検出コントロールモジュール） 　フロントドアアクチュエーター：　ダブルロック

　ＳＯＤＲ（右側障害物検出コントロールモジュール） 　運転席側ウィンドウスイッチ：　ダウン

　ＳＯＤＲ（右側障害物検出コントロールモジュール） 　運転席側ウィンドウスイッチ：　アップ

　ＳＯＤＲ（右側障害物検出コントロールモジュール） 　助手席側ウィンドウスイッチ：　ダウン

　ＳＯＤＲ（右側障害物検出コントロールモジュール） 　助手席側ウィンドウスイッチ：　アップ

　ＳＯＤＲ（右側障害物検出コントロールモジュール） 　リア運転席側ウィンドウスイッチ：　ダウン

　ＳＯＤＲ（右側障害物検出コントロールモジュール） 　リア運転席側ウィンドウスイッチ：　アップ

　ＳＯＤＲ（右側障害物検出コントロールモジュール） 　リア助手席側ウィンドウスイッチ：　ダウン

　ＳＯＤＲ（右側障害物検出コントロールモジュール） 　リア助手席側ウィンドウスイッチ：　アップ

　ＳＯＤＲ（右側障害物検出コントロールモジュール） 　リアドア：　ダブルロックリレー

　ＳＯＤＲ（右側障害物検出コントロールモジュール） 　Ｓ１コントロール

　ＳＯＤＲ（右側障害物検出コントロールモジュール） 　Ｓ２コントロール

　ＳＯＤＲ（右側障害物検出コントロールモジュール） 　ＳＬＢ１コントロール

　ＳＯＤＲ（右側障害物検出コントロールモジュール） 　ＳＬＣ１コントロール

　ＳＯＤＲ（右側障害物検出コントロールモジュール） 　ＳＬＣ２コントロール

　ＳＯＤＲ（右側障害物検出コントロールモジュール） 　ＳＬＣ３コントロール

　ＳＯＤＲ（右側障害物検出コントロールモジュール） 　ＳＬＴコントロール

　ＳＯＤＲ（右側障害物検出コントロールモジュール） 　ＳＬＵコントロール

　ＳＯＤＲ（右側障害物検出コントロールモジュール） 　ウィンドウモーター：　ダウン

　ＳＯＤＲ（右側障害物検出コントロールモジュール） 　ウィンドウモーター：　アップ

　ＳＲＳ（エアバッグ） 　ＬＦ　インレット側ソレノイドバルブ

　ＳＲＳ（エアバッグ） 　ＲＦ　インレット側ソレノイドバルブ

　ＳＲＳ（エアバッグ） 　ＬＲ　インレット側ソレノイドバルブ

　ＳＲＳ（エアバッグ） 　ＲＲ　インレット側ソレノイドバルブ

　ＳＲＳ（エアバッグ） 　アイソレーションバルブ１（マスターシリンダー）

　ＳＲＳ（エアバッグ） 　アイソレーションバルブ２（マスターシリンダー）

　ＳＲＳ（エアバッグ） 　低圧フィードバルブ１

　ＳＲＳ（エアバッグ） 　低圧フィードバルブ２

　ＳＲＳ（エアバッグ） 　ＬＦ　アウトレット側ソレノイドバルブ

　ＳＲＳ（エアバッグ） 　ＲＦ　アウトレット側ソレノイドバルブ

　ＳＲＳ（エアバッグ） 　ＬＲ　アウトレット側ソレノイドバルブ

　ＳＲＳ（エアバッグ） 　ＲＲ　アウトレット側ソレノイドバルブ

　ＳＲＳ（エアバッグ） 　ポンプ

　ＳＲＳ（エアバッグ） 　Ｓ１コントロール

　ＳＲＳ（エアバッグ） 　Ｓ２コントロール

　ＳＲＳ（エアバッグ） 　ＳＬＢ１コントロール

　ＳＲＳ（エアバッグ） 　ＳＬＣ１コントロール

　ＳＲＳ（エアバッグ） 　ＳＬＣ２コントロール

　ＳＲＳ（エアバッグ） 　ＳＬＣ３コントロール

　ＳＲＳ（エアバッグ） 　ＳＬＴコントロール

　ＳＲＳ（エアバッグ） 　ＳＬＵコントロール

　ＳＵＭ（サスペンションモジュール） 　フロント左ダンパーソレノイド：　ＰＷＭ出力

　ＳＵＭ（サスペンションモジュール） 　フロント右ダンパーソレノイド：　ＰＷＭ出力

　ＳＵＭ（サスペンションモジュール） 　リア左ダンパーソレノイド：　ＰＷＭ出力

　ＳＵＭ（サスペンションモジュール） 　リア右ダンパーソレノイド：　ＰＷＭ出力

　ＳＵＭ（サスペンションモジュール） 　Ｓ１コントロール

　ＳＵＭ（サスペンションモジュール） 　Ｓ２コントロール

　ＳＵＭ（サスペンションモジュール） 　センサー電源１電圧

　ＳＵＭ（サスペンションモジュール） 　センサー電源２電圧

　ＳＵＭ（サスペンションモジュール） 　ＳＬＢ１コントロール

　ＳＵＭ（サスペンションモジュール） 　ＳＬＣ１コントロール

　ＳＵＭ（サスペンションモジュール） 　ＳＬＣ２コントロール

　ＳＵＭ（サスペンションモジュール） 　ＳＬＣ３コントロール

　ＳＵＭ（サスペンションモジュール） 　ＳＬＴコントロール

　ＳＵＭ（サスペンションモジュール） 　ＳＬＵコントロール

　ＳＷＭ（ステアリングホイール） 　Ｓ１コントロール

　ＳＷＭ（ステアリングホイール） 　Ｓ２コントロール

　ＳＷＭ（ステアリングホイール） 　ＳＬＢ１コントロール
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　ＳＷＭ（ステアリングホイール） 　ＳＬＣ１コントロール

　ＳＷＭ（ステアリングホイール） 　ＳＬＣ２コントロール

　ＳＷＭ（ステアリングホイール） 　ＳＬＣ３コントロール

　ＳＷＭ（ステアリングホイール） 　ＳＬＴコントロール

　ＳＷＭ（ステアリングホイール） 　ＳＬＵコントロール

　ＴＣＭ（トランスミッションコントロール） 　Ｓ１コントロール

　ＴＣＭ（トランスミッションコントロール） 　Ｓ２コントロール

　ＴＣＭ（トランスミッションコントロール） 　ＳＬＢ１コントロール

　ＴＣＭ（トランスミッションコントロール） 　ＳＬＣ１コントロール

　ＴＣＭ（トランスミッションコントロール） 　ＳＬＣ２コントロール

　ＴＣＭ（トランスミッションコントロール） 　ＳＬＣ３コントロール

　ＴＣＭ（トランスミッションコントロール） 　ＳＬＴコントロール

　ＴＣＭ（トランスミッションコントロール） 　ＳＬＵコントロール

　ＴＣＭ（トランスミッションコントロール）（４Ｔ６５ＡＷＤ） 　Ｓ１コントロール

　ＴＣＭ（トランスミッションコントロール）（４Ｔ６５ＡＷＤ） 　Ｓ２コントロール

　ＴＣＭ（トランスミッションコントロール）（４Ｔ６５ＡＷＤ） 　ＳＬコントロール

　ＴＣＭ（トランスミッションコントロール）（４Ｔ６５ＡＷＤ） 　ＳＴＨコントロール

　ＴＣＭ（トランスミッションコントロール）（ＡＷ５０／５１　ＡＷ
Ｄ）

　Ｓ１コントロール

　ＴＣＭ（トランスミッションコントロール）（ＡＷ５０／５１　ＡＷ
Ｄ）

　Ｓ２コントロール

　ＴＣＭ（トランスミッションコントロール）（ＡＷ５０／５１　ＡＷ
Ｄ）

　Ｓ３コントロール

　ＴＣＭ（トランスミッションコントロール）（ＡＷ５０／５１　ＡＷ
Ｄ）

　Ｓ４コントロール

　ＴＣＭ（トランスミッションコントロール）（ＡＷ５０／５１　ＡＷ
Ｄ）

　Ｓ５コントロール

　ＴＣＭ（トランスミッションコントロール）（ＡＷ５０／５１　ＡＷ
Ｄ）

　ＳＬＳコントロール

　ＴＣＭ（トランスミッションコントロール）（ＡＷ５０／５１　ＡＷ
Ｄ）

　ＳＬＴコントロール

　ＴＣＭ（トランスミッションコントロール）（ＡＷ５０／５１　ＡＷ
Ｄ）

　ＳＬＵコントロール

　ＴＣＭ（トランスミッションコントロール）（ＡＷ５５－５０，５１
ＳＮ）

　リニアプレッシャーソレノイド（ＳＬＳ）

　ＴＣＭ（トランスミッションコントロール）（ＡＷ５５－５０，５１
ＳＮ）

　リニアプレッシャーソレノイド（ＳＬＴ）

　ＴＣＭ（トランスミッションコントロール）（ＡＷ５５－５０，５１
ＳＮ）

　ロックアップソレノイド（ＳＬＵ）

　ＴＣＭ（トランスミッションコントロール）（ＡＷ５５－５０，５１
ＳＮ）

　シフトソレノイドＳ１

　ＴＣＭ（トランスミッションコントロール）（ＡＷ５５－５０，５１
ＳＮ）

　シフトソレノイドＳ２

　ＴＣＭ（トランスミッションコントロール）（ＡＷ５５－５０，５１
ＳＮ）

　シフトソレノイド（Ｓ３）

　ＴＣＭ（トランスミッションコントロール）（ＡＷ５５－５０，５１
ＳＮ）

　シフトソレノイド（Ｓ４）

　ＴＣＭ（トランスミッションコントロール）（ＡＷ５５－５０，５１
ＳＮ）

　シフトソレノイド（Ｓ５）

　ＴＣＭ（トランスミッションコントロール）（ＡＷ５５－５０／５１Ｓ
Ｎ）

　Ｓ１コントロール

　ＴＣＭ（トランスミッションコントロール）（ＡＷ５５－５０／５１Ｓ
Ｎ）

　Ｓ２コントロール

　ＴＣＭ（トランスミッションコントロール）（ＡＷ５５－５０／５１Ｓ
Ｎ）

　Ｓ３コントロール

　ＴＣＭ（トランスミッションコントロール）（ＡＷ５５－５０／５１Ｓ
Ｎ）

　Ｓ４コントロール

　ＴＣＭ（トランスミッションコントロール）（ＡＷ５５－５０／５１Ｓ
Ｎ）

　Ｓ５コントロール

　ＴＣＭ（トランスミッションコントロール）（ＡＷ５５－５０／５１Ｓ
Ｎ）

　ＳＬＳコントロール

　ＴＣＭ（トランスミッションコントロール）（ＡＷ５５－５０／５１Ｓ
Ｎ）

　ＳＬＴコントロール

　ＴＣＭ（トランスミッションコントロール）（ＡＷ５５－５０／５１Ｓ
Ｎ）

　ＳＬＵコントロール

　ＴＣＭ（トランスミッションコントロール）（ＴＦ－８０ＳＣ　ＡＷ
Ｄ）

　Ｓ１コントロール

　ＴＣＭ（トランスミッションコントロール）（ＴＦ－８０ＳＣ　ＡＷ
Ｄ）

　Ｓ１ソレノイドコントロール

　ＴＣＭ（トランスミッションコントロール）（ＴＦ－８０ＳＣ　ＡＷ
Ｄ）

　Ｓ２コントロール

　ＴＣＭ（トランスミッションコントロール）（ＴＦ－８０ＳＣ　ＡＷ
Ｄ）

　Ｓ２ソレノイドコントロール

　ＴＣＭ（トランスミッションコントロール）（ＴＦ－８０ＳＣ　ＡＷ
Ｄ）

　ＳＬＢ１コントロール

　ＴＣＭ（トランスミッションコントロール）（ＴＦ－８０ＳＣ　ＡＷ
Ｄ）

　ＳＬＣ１コントロール

　ＴＣＭ（トランスミッションコントロール）（ＴＦ－８０ＳＣ　ＡＷ
Ｄ）

　ＳＬＣ２コントロール

　ＴＣＭ（トランスミッションコントロール）（ＴＦ－８０ＳＣ　ＡＷ
Ｄ）

　ＳＬＣ３コントロール

　ＴＣＭ（トランスミッションコントロール）（ＴＦ－８０ＳＣ　ＡＷ
Ｄ）

　ＳＬＴコントロール

　ＴＣＭ（トランスミッションコントロール）（ＴＦ－８０ＳＣ　ＡＷ
Ｄ）

　ＳＬＵコントロール

　ＴＣＭ（トランスミッションコントロール）（ＴＦ－８０ＳＣ） 　リニアプレッシャーソレノイド（ＳＬＢ１）

　ＴＣＭ（トランスミッションコントロール）（ＴＦ－８０ＳＣ） 　リニアプレッシャーソレノイド（ＳＬＣ１）

　ＴＣＭ（トランスミッションコントロール）（ＴＦ－８０ＳＣ） 　リニアプレッシャーソレノイド（ＳＬＣ２）

　ＴＣＭ（トランスミッションコントロール）（ＴＦ－８０ＳＣ） 　リニアプレッシャーソレノイド（ＳＬＣ３）

　ＴＣＭ（トランスミッションコントロール）（ＴＦ－８０ＳＣ） 　リニアプレッシャーソレノイド（ＳＬＴ）

　ＴＣＭ（トランスミッションコントロール）（ＴＦ－８０ＳＣ） 　ロックアップソレノイド（ＳＬＵ）

　ＴＣＭ（トランスミッションコントロール）（ＴＦ－８０ＳＣ） 　Ｓ１コントロール

　ＴＣＭ（トランスミッションコントロール）（ＴＦ－８０ＳＣ） 　Ｓ２コントロール

　ＴＣＭ（トランスミッションコントロール）（ＴＦ－８０ＳＣ） 　シフトソレノイドＳ１

　ＴＣＭ（トランスミッションコントロール）（ＴＦ－８０ＳＣ） 　シフトソレノイドＳ２

　ＴＣＭ（トランスミッションコントロール）（ＴＦ－８０ＳＣ） 　ＳＬＢ１コントロール

　ＴＣＭ（トランスミッションコントロール）（ＴＦ－８０ＳＣ） 　ＳＬＣ１コントロール



●ボルボ　アクティブテスト(Ver 2022.02)
システム名 項目名

　ＴＣＭ（トランスミッションコントロール）（ＴＦ－８０ＳＣ） 　ＳＬＣ２コントロール

　ＴＣＭ（トランスミッションコントロール）（ＴＦ－８０ＳＣ） 　ＳＬＣ３コントロール

　ＴＣＭ（トランスミッションコントロール）（ＴＦ－８０ＳＣ） 　ＳＬＴコントロール

　ＴＣＭ（トランスミッションコントロール）（ＴＦ－８０ＳＣ） 　ＳＬＵコントロール

　ＴＣＭ（トランスミッションコントロール）（ＴＧ－８１ＳＣ　ＡＷ
Ｄ）

　Ｓ１コントロール

　ＴＣＭ（トランスミッションコントロール）（ＴＧ－８１ＳＣ　ＡＷ
Ｄ）

　Ｓ２コントロール

　ＴＣＭ（トランスミッションコントロール）（ＴＧ－８１ＳＣ　ＡＷ
Ｄ）

　ＳＬＢ１コントロール

　ＴＣＭ（トランスミッションコントロール）（ＴＧ－８１ＳＣ　ＡＷ
Ｄ）

　ＳＬＣ１コントロール

　ＴＣＭ（トランスミッションコントロール）（ＴＧ－８１ＳＣ　ＡＷ
Ｄ）

　ＳＬＣ２コントロール

　ＴＣＭ（トランスミッションコントロール）（ＴＧ－８１ＳＣ　ＡＷ
Ｄ）

　ＳＬＣ３コントロール

　ＴＣＭ（トランスミッションコントロール）（ＴＧ－８１ＳＣ　ＡＷ
Ｄ）

　ＳＬＴコントロール

　ＴＣＭ（トランスミッションコントロール）（ＴＧ－８１ＳＣ　ＡＷ
Ｄ）

　ＳＬＵコントロール

　ＴＣＭ（トランスミッションコントロール）（ＴＧ－８１ＳＣ） 　Ｓ１コントロール

　ＴＣＭ（トランスミッションコントロール）（ＴＧ－８１ＳＣ） 　Ｓ２コントロール

　ＴＣＭ（トランスミッションコントロール）（ＴＧ－８１ＳＣ） 　ＳＬＣ１コントロール

　ＴＣＭ（トランスミッションコントロール）（ＴＧ－８１ＳＣ） 　ＳＬＣ２コントロール

　ＴＣＭ（トランスミッションコントロール）（ＴＧ－８１ＳＣ） 　ＳＬＣ３コントロール

　ＴＣＭ（トランスミッションコントロール）（ＴＧ－８１ＳＣ） 　ＳＬＣ４コントロール

　ＴＣＭ（トランスミッションコントロール）（ＴＧ－８１ＳＣ） 　ＳＬＣ５コントロール

　ＴＣＭ（トランスミッションコントロール）（ＴＧ－８１ＳＣ） 　ＳＬＴコントロール

　ＴＣＭ（トランスミッションコントロール）（ＴＧ－８１ＳＣ） 　ＳＬＵコントロール

　ＵＥＭ（アップエレクトロニクス） 　３列目リーディングランプ（ＸＣ９０）

　ＵＥＭ（アップエレクトロニクス） 　アプローチライト

　ＵＥＭ（アップエレクトロニクス） 　シートベルトリマインダー

　ＵＥＭ（アップエレクトロニクス） 　シートベルトリマインダー：　ＯＦＦ

　ＵＥＭ（アップエレクトロニクス） 　シートベルトリマインダー：　ＯＮ

　ＵＥＭ（アップエレクトロニクス） 　拡張Ｘ

　ＵＥＭ（アップエレクトロニクス） 　フロント左リーディングランプ

　ＵＥＭ（アップエレクトロニクス） 　フロント右リーディングランプ

　ＵＥＭ（アップエレクトロニクス） 　全般ライト

　ＵＥＭ（アップエレクトロニクス） 　ラゲージコンパートメントランプ

　ＵＥＭ（アップエレクトロニクス） 　リア左リーディングランプ

　ＵＥＭ（アップエレクトロニクス） 　リア右リーディングランプ

　ＵＥＭ（アップエレクトロニクス） 　リモートコントロール機能：　アプローチライト

　ＵＥＭ（アップエレクトロニクス） 　リモートコントロール機能：　ロック

　ＵＥＭ（アップエレクトロニクス） 　リモートコントロール機能：　パニックアラーム

　ＵＥＭ（アップエレクトロニクス） 　リモートコントロール機能：　ポップアップ

　ＵＥＭ（アップエレクトロニクス） 　リモートコントロール機能：　アンロック

　ＵＥＭ（アップエレクトロニクス） 　ルーフハッチ：　ボタン作動（後方）

　ＵＥＭ（アップエレクトロニクス） 　ルーフハッチ：　ボタン作動（前方）

　ＵＥＭ（アップエレクトロニクス） 　ルーフハッチ（エンジン１）

　ＵＥＭ（アップエレクトロニクス） 　ルーフハッチ（エンジン２）

　ＵＥＭ（アップエレクトロニクス） 　ＭＭＳへの電圧供給

　ＶＣＭ（ビークルコミュニケーションモジュール） 　Ｓ１コントロール

　ＶＣＭ（ビークルコミュニケーションモジュール） 　Ｓ２コントロール

　ＶＣＭ（ビークルコミュニケーションモジュール） 　ＳＬＢ１コントロール

　ＶＣＭ（ビークルコミュニケーションモジュール） 　ＳＬＣ１コントロール

　ＶＣＭ（ビークルコミュニケーションモジュール） 　ＳＬＣ２コントロール

　ＶＣＭ（ビークルコミュニケーションモジュール） 　ＳＬＣ３コントロール

　ＶＣＭ（ビークルコミュニケーションモジュール） 　ＳＬＴコントロール

　ＶＣＭ（ビークルコミュニケーションモジュール） 　ＳＬＵコントロール

　ＶＤＤＭ（ビークルダイナミックドメインマスター） 　Ｓ１コントロール

　ＶＤＤＭ（ビークルダイナミックドメインマスター） 　Ｓ２コントロール

　ＶＤＤＭ（ビークルダイナミックドメインマスター） 　ＳＬＢ１コントロール

　ＶＤＤＭ（ビークルダイナミックドメインマスター） 　ＳＬＣ１コントロール

　ＶＤＤＭ（ビークルダイナミックドメインマスター） 　ＳＬＣ２コントロール

　ＶＤＤＭ（ビークルダイナミックドメインマスター） 　ＳＬＣ３コントロール

　ＶＤＤＭ（ビークルダイナミックドメインマスター） 　ＳＬＴコントロール

　ＶＤＤＭ（ビークルダイナミックドメインマスター） 　ＳＬＵコントロール

　ＷＡＭ（ワイドアングルビジョンモジュール） 　Ｓ１コントロール

　ＷＡＭ（ワイドアングルビジョンモジュール） 　Ｓ２コントロール

　ＷＡＭ（ワイドアングルビジョンモジュール） 　ＳＬＢ１コントロール

　ＷＡＭ（ワイドアングルビジョンモジュール） 　ＳＬＣ１コントロール



●ボルボ　アクティブテスト(Ver 2022.02)
システム名 項目名

　ＷＡＭ（ワイドアングルビジョンモジュール） 　ＳＬＣ２コントロール

　ＷＡＭ（ワイドアングルビジョンモジュール） 　ＳＬＣ３コントロール

　ＷＡＭ（ワイドアングルビジョンモジュール） 　ＳＬＴコントロール

　ＷＡＭ（ワイドアングルビジョンモジュール） 　ＳＬＵコントロール

　サービスリマインダーリセット 　Ｓ１コントロール

　サービスリマインダーリセット 　Ｓ２コントロール

　サービスリマインダーリセット 　ＳＬＢ１コントロール

　サービスリマインダーリセット 　ＳＬＣ１コントロール

　サービスリマインダーリセット 　ＳＬＣ２コントロール

　サービスリマインダーリセット 　ＳＬＣ３コントロール

　サービスリマインダーリセット 　ＳＬＴコントロール

　サービスリマインダーリセット 　ＳＬＵコントロール


