
●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2022.10)
システム 項目名

　シャーシ（（Ｂ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　ＥＢＣＭ） 　ポンプモーターテスト

　シャーシ（（Ｘ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＮＦ　ＥＢＣＭ） 　ポンプモーターテスト

　シャーシ（４ＷＡＬ　３センサー　総重量６８００ｋｇ未満） 　ＡＢＳモーター

　シャーシ（４ＷＡＬ　３センサー　総重量６８００ｋｇ未満） 　ＡＢＳランプ

　シャーシ（４ＷＡＬ　３センサー　総重量６８００ｋｇ未満） 　ＡＢＳリレー

　シャーシ（４ＷＡＬ　３センサー　総重量６８００ｋｇ未満） 　ブレーキランプ

　シャーシ（４ＷＡＬ　３センサー　総重量６８００ｋｇ未満） 　フロント右アイソレーションバルブ

　シャーシ（４ＷＡＬ　３センサー　総重量６８００ｋｇ未満） 　フロント右ダンプバルブ

　シャーシ（４ＷＡＬ　３センサー　総重量６８００ｋｇ未満） 　フロント左アイソレーションバルブ

　シャーシ（４ＷＡＬ　３センサー　総重量６８００ｋｇ未満） 　フロント左ダンプバルブ

　シャーシ（４ＷＡＬ　３センサー　総重量６８００ｋｇ未満） 　リアアイソレーションバルブ

　シャーシ（４ＷＡＬ　３センサー　総重量６８００ｋｇ未満） 　リアダンプバルブ

　シャーシ（４ＷＡＬ　３センサー） 　ＡＢＳモーター

　シャーシ（４ＷＡＬ　３センサー） 　ＡＢＳランプ

　シャーシ（４ＷＡＬ　３センサー） 　ＡＢＳリレー

　シャーシ（４ＷＡＬ　３センサー） 　ブレーキランプ

　シャーシ（４ＷＡＬ　３センサー） 　フロント右アイソレーションバルブ

　シャーシ（４ＷＡＬ　３センサー） 　フロント右ダンプバルブ

　シャーシ（４ＷＡＬ　３センサー） 　フロント左アイソレーションバルブ

　シャーシ（４ＷＡＬ　３センサー） 　フロント左ダンプバルブ

　シャーシ（４ＷＡＬ　３センサー） 　リアアイソレーションバルブ

　シャーシ（４ＷＡＬ　３センサー） 　リアダンプバルブ

　シャーシ（ＡＢＳ　４ＷＡＬ　３センサー　トラクションコントロール付き） 　ＡＢＳモーター

　シャーシ（ＡＢＳ　４ＷＡＬ　３センサー　トラクションコントロール付き） 　ＡＢＳランプ

　シャーシ（ＡＢＳ　４ＷＡＬ　３センサー　トラクションコントロール付き） 　ＡＢＳリレー

　シャーシ（ＡＢＳ　４ＷＡＬ　３センサー　トラクションコントロール付き） 　ブレーキランプ

　シャーシ（ＡＢＳ　４ＷＡＬ　３センサー　トラクションコントロール付き） 　フロント右アイソレーションバルブ

　シャーシ（ＡＢＳ　４ＷＡＬ　３センサー　トラクションコントロール付き） 　フロント右ダンプバルブ

　シャーシ（ＡＢＳ　４ＷＡＬ　３センサー　トラクションコントロール付き） 　フロント左アイソレーションバルブ

　シャーシ（ＡＢＳ　４ＷＡＬ　３センサー　トラクションコントロール付き） 　フロント左ダンプバルブ

　シャーシ（ＡＢＳ　４ＷＡＬ　３センサー　トラクションコントロール付き） 　リアアイソレーションバルブ

　シャーシ（ＡＢＳ　４ＷＡＬ　３センサー　トラクションコントロール付き） 　リアダンプバルブ

　シャーシ（ＡＢＳ　トラクションコントロールなし） 　ＡＢＳランプテスト

　シャーシ（ＡＢＳ　トラクションコントロールなし） 　ＡＢＳ警告灯

　シャーシ（ＡＢＳ　トラクションコントロールなし） 　ソレノイドリレーテスト

　シャーシ（ＡＢＳ　トラクションコントロールなし） 　ブレーキランプテスト

　シャーシ（ＡＢＳ　トラクションコントロールなし） 　ブレーキ警告灯

　シャーシ（ＡＢＳ　トラクションコントロールなし） 　フロント右アウトレットバルブソレノイド

　シャーシ（ＡＢＳ　トラクションコントロールなし） 　フロント右インレットバルブソレノイド

　シャーシ（ＡＢＳ　トラクションコントロールなし） 　フロント左アウトレットバルブソレノイド

　シャーシ（ＡＢＳ　トラクションコントロールなし） 　フロント左インレットバルブソレノイド

　シャーシ（ＡＢＳ　トラクションコントロールなし） 　ポンプモーターテスト

　シャーシ（ＡＢＳ　トラクションコントロールなし） 　リア右アウトレットバルブソレノイド

　シャーシ（ＡＢＳ　トラクションコントロールなし） 　リア右インレットバルブソレノイド

　シャーシ（ＡＢＳ　トラクションコントロールなし） 　リア左アウトレットバルブソレノイド

　シャーシ（ＡＢＳ　トラクションコントロールなし） 　リア左インレットバルブソレノイド

　シャーシ（ＡＢＳ　トラクションコントロール付き） 　ＡＢＳランプテスト

　シャーシ（ＡＢＳ　トラクションコントロール付き） 　ＡＢＳ警告灯

　シャーシ（ＡＢＳ　トラクションコントロール付き） 　ＴＣＳアクティブランプテスト

　シャーシ（ＡＢＳ　トラクションコントロール付き） 　ＴＣＳインジケーターランプテスト

　シャーシ（ＡＢＳ　トラクションコントロール付き） 　ソレノイドリレーテスト

　シャーシ（ＡＢＳ　トラクションコントロール付き） 　ブレーキランプテスト

　シャーシ（ＡＢＳ　トラクションコントロール付き） 　ブレーキ警告灯

　シャーシ（ＡＢＳ　トラクションコントロール付き） 　フロント右ＴＣＳソレノイドバルブ

　シャーシ（ＡＢＳ　トラクションコントロール付き） 　フロント右アウトレットバルブソレノイド

　シャーシ（ＡＢＳ　トラクションコントロール付き） 　フロント右インレットバルブソレノイド

　シャーシ（ＡＢＳ　トラクションコントロール付き） 　フロント左ＴＣＳソレノイドバルブ

　シャーシ（ＡＢＳ　トラクションコントロール付き） 　フロント左アウトレットバルブソレノイド

　シャーシ（ＡＢＳ　トラクションコントロール付き） 　フロント左インレットバルブソレノイド

　シャーシ（ＡＢＳ　トラクションコントロール付き） 　ポンプモーターテスト

　シャーシ（ＡＢＳ　トラクションコントロール付き） 　リア右アウトレットバルブソレノイド

　シャーシ（ＡＢＳ　トラクションコントロール付き） 　リア右インレットバルブソレノイド

　シャーシ（ＡＢＳ　トラクションコントロール付き） 　リア左アウトレットバルブソレノイド

　シャーシ（ＡＢＳ　トラクションコントロール付き） 　リア左インレットバルブソレノイド

　シャーシ（ＡＢＳ（アンチロックブレーキシステム）　トラクションコントロールなし） 　ＡＢＳモーター

　シャーシ（ＡＢＳ（アンチロックブレーキシステム）　トラクションコントロールなし） 　ＡＢＳランプ

　シャーシ（ＡＢＳ（アンチロックブレーキシステム）　トラクションコントロールなし） 　ＡＢＳリレー

　シャーシ（ＡＢＳ（アンチロックブレーキシステム）　トラクションコントロールなし） 　ブレーキランプ

　シャーシ（ＡＢＳ（アンチロックブレーキシステム）　トラクションコントロールなし） 　フロント右アイソレーションバルブ

　シャーシ（ＡＢＳ（アンチロックブレーキシステム）　トラクションコントロールなし） 　フロント右ダンプバルブ

　シャーシ（ＡＢＳ（アンチロックブレーキシステム）　トラクションコントロールなし） 　フロント左アイソレーションバルブ

　シャーシ（ＡＢＳ（アンチロックブレーキシステム）　トラクションコントロールなし） 　フロント左ダンプバルブ

　シャーシ（ＡＢＳ（アンチロックブレーキシステム）　トラクションコントロールなし） 　リアアイソレーションバルブ

　シャーシ（ＡＢＳ（アンチロックブレーキシステム）　トラクションコントロールなし） 　リアダンプバルブ



●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2022.10)
システム 項目名

　シャーシ（ＡＢＳ（アンチロックブレーキシステム）　トラクションコントロール付き） 　ＡＢＳモーター

　シャーシ（ＡＢＳ（アンチロックブレーキシステム）　トラクションコントロール付き） 　フロント右アイソレーションバルブ

　シャーシ（ＡＢＳ（アンチロックブレーキシステム）　トラクションコントロール付き） 　フロント右ダンプバルブ

　シャーシ（ＡＢＳ（アンチロックブレーキシステム）　トラクションコントロール付き） 　フロント左アイソレーションバルブ

　シャーシ（ＡＢＳ（アンチロックブレーキシステム）　トラクションコントロール付き） 　フロント左ダンプバルブ

　シャーシ（ＡＢＳ（アンチロックブレーキシステム）　トラクションコントロール付き） 　リアアイソレーションバルブ

　シャーシ（ＡＢＳ（アンチロックブレーキシステム）　トラクションコントロール付き） 　リアダンプバルブ

　シャーシ（ＡＢＳ（アンチロックブレーキシステム）） 　ＡＢＳモーター

　シャーシ（ＡＢＳ（アンチロックブレーキシステム）） 　ＡＢＳランプ

　シャーシ（ＡＢＳ（アンチロックブレーキシステム）） 　ＡＢＳランプテスト

　シャーシ（ＡＢＳ（アンチロックブレーキシステム）） 　ＡＢＳリレー

　シャーシ（ＡＢＳ（アンチロックブレーキシステム）） 　ＡＢＳリレーテスト

　シャーシ（ＡＢＳ（アンチロックブレーキシステム）） 　ＡＢＳ警告灯

　シャーシ（ＡＢＳ（アンチロックブレーキシステム）） 　ソレノイドリレーテスト

　シャーシ（ＡＢＳ（アンチロックブレーキシステム）） 　ブレーキランプ

　シャーシ（ＡＢＳ（アンチロックブレーキシステム）） 　ブレーキランプテスト

　シャーシ（ＡＢＳ（アンチロックブレーキシステム）） 　ブレーキ警告灯

　シャーシ（ＡＢＳ（アンチロックブレーキシステム）） 　フロント右ＴＣＳソレノイドバルブ

　シャーシ（ＡＢＳ（アンチロックブレーキシステム）） 　フロント右アイソレーションバルブ

　シャーシ（ＡＢＳ（アンチロックブレーキシステム）） 　フロント右アウトレットソレノイド

　シャーシ（ＡＢＳ（アンチロックブレーキシステム）） 　フロント右アウトレットバルブソレノイド

　シャーシ（ＡＢＳ（アンチロックブレーキシステム）） 　フロント右インレットソレノイド

　シャーシ（ＡＢＳ（アンチロックブレーキシステム）） 　フロント右インレットバルブソレノイド

　シャーシ（ＡＢＳ（アンチロックブレーキシステム）） 　フロント右ダンプバルブ

　シャーシ（ＡＢＳ（アンチロックブレーキシステム）） 　フロント右ホールドソレノイドテスト

　シャーシ（ＡＢＳ（アンチロックブレーキシステム）） 　フロント右リリースソレノイドテスト

　シャーシ（ＡＢＳ（アンチロックブレーキシステム）） 　フロント左ＴＣＳソレノイドバルブ

　シャーシ（ＡＢＳ（アンチロックブレーキシステム）） 　フロント左アイソレーションバルブ

　シャーシ（ＡＢＳ（アンチロックブレーキシステム）） 　フロント左アウトレットソレノイド

　シャーシ（ＡＢＳ（アンチロックブレーキシステム）） 　フロント左アウトレットバルブソレノイド

　シャーシ（ＡＢＳ（アンチロックブレーキシステム）） 　フロント左インレットソレノイド

　シャーシ（ＡＢＳ（アンチロックブレーキシステム）） 　フロント左インレットバルブソレノイド

　シャーシ（ＡＢＳ（アンチロックブレーキシステム）） 　フロント左ダンプバルブ

　シャーシ（ＡＢＳ（アンチロックブレーキシステム）） 　フロント左ホールドソレノイドテスト

　シャーシ（ＡＢＳ（アンチロックブレーキシステム）） 　フロント左リリースソレノイドテスト

　シャーシ（ＡＢＳ（アンチロックブレーキシステム）） 　ポンプモーターテスト

　シャーシ（ＡＢＳ（アンチロックブレーキシステム）） 　ポンプモーターリレー

　シャーシ（ＡＢＳ（アンチロックブレーキシステム）） 　リアアイソレーションバルブ

　シャーシ（ＡＢＳ（アンチロックブレーキシステム）） 　リアダンプバルブ

　シャーシ（ＡＢＳ（アンチロックブレーキシステム）） 　リア右アウトレットソレノイド

　シャーシ（ＡＢＳ（アンチロックブレーキシステム）） 　リア右アウトレットバルブソレノイド

　シャーシ（ＡＢＳ（アンチロックブレーキシステム）） 　リア右インレットソレノイド

　シャーシ（ＡＢＳ（アンチロックブレーキシステム）） 　リア右インレットバルブソレノイド

　シャーシ（ＡＢＳ（アンチロックブレーキシステム）） 　リア右ホールドソレノイドテスト

　シャーシ（ＡＢＳ（アンチロックブレーキシステム）） 　リア右リリースソレノイドテスト

　シャーシ（ＡＢＳ（アンチロックブレーキシステム）） 　リア左アウトレットソレノイド

　シャーシ（ＡＢＳ（アンチロックブレーキシステム）） 　リア左アウトレットバルブソレノイド

　シャーシ（ＡＢＳ（アンチロックブレーキシステム）） 　リア左インレットソレノイド

　シャーシ（ＡＢＳ（アンチロックブレーキシステム）） 　リア左インレットバルブソレノイド

　シャーシ（ＡＢＳ（アンチロックブレーキシステム）） 　リア左ホールドソレノイドテスト

　シャーシ（ＡＢＳ（アンチロックブレーキシステム）） 　リア左リリースソレノイドテスト

　シャーシ（ＡＢＳ（総重量３９００ｋｇ以下）） 　ＡＢＳモーター

　シャーシ（ＡＢＳ（総重量３９００ｋｇ以下）） 　ＡＢＳランプ

　シャーシ（ＡＢＳ（総重量３９００ｋｇ以下）） 　ＡＢＳリレー

　シャーシ（ＡＢＳ（総重量３９００ｋｇ以下）） 　ブレーキランプ

　シャーシ（ＡＢＳ（総重量３９００ｋｇ以下）） 　フロント右アイソレーションバルブ

　シャーシ（ＡＢＳ（総重量３９００ｋｇ以下）） 　フロント右ダンプバルブ

　シャーシ（ＡＢＳ（総重量３９００ｋｇ以下）） 　フロント左アイソレーションバルブ

　シャーシ（ＡＢＳ（総重量３９００ｋｇ以下）） 　フロント左ダンプバルブ

　シャーシ（ＡＢＳ（総重量３９００ｋｇ以下）） 　リアアイソレーションバルブ

　シャーシ（ＡＢＳ（総重量３９００ｋｇ以下）） 　リアダンプバルブ

　シャーシ（ＡＢＳ（総重量３９００ｋｇ以下）ディスク） 　ＡＢＳモーター

　シャーシ（ＡＢＳ（総重量３９００ｋｇ以下）ディスク） 　ＡＢＳランプ

　シャーシ（ＡＢＳ（総重量３９００ｋｇ以下）ディスク） 　ＡＢＳリレー

　シャーシ（ＡＢＳ（総重量３９００ｋｇ以下）ディスク） 　ブレーキランプ

　シャーシ（ＡＢＳ（総重量３９００ｋｇ以下）ディスク） 　フロント右アイソレーションバルブ

　シャーシ（ＡＢＳ（総重量３９００ｋｇ以下）ディスク） 　フロント右ダンプバルブ

　シャーシ（ＡＢＳ（総重量３９００ｋｇ以下）ディスク） 　フロント左アイソレーションバルブ

　シャーシ（ＡＢＳ（総重量３９００ｋｇ以下）ディスク） 　フロント左ダンプバルブ

　シャーシ（ＡＢＳ（総重量３９００ｋｇ以下）ディスク） 　リアアイソレーションバルブ

　シャーシ（ＡＢＳ（総重量３９００ｋｇ以下）ディスク） 　リアダンプバルブ

　シャーシ（ＡＢＳ（総重量３９００ｋｇ以下）ドラム） 　ＡＢＳモーター

　シャーシ（ＡＢＳ（総重量３９００ｋｇ以下）ドラム） 　ＡＢＳランプ

　シャーシ（ＡＢＳ（総重量３９００ｋｇ以下）ドラム） 　ＡＢＳリレー
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システム 項目名

　シャーシ（ＡＢＳ（総重量３９００ｋｇ以下）ドラム） 　ブレーキランプ

　シャーシ（ＡＢＳ（総重量３９００ｋｇ以下）ドラム） 　フロント右アイソレーションバルブ

　シャーシ（ＡＢＳ（総重量３９００ｋｇ以下）ドラム） 　フロント右ダンプバルブ

　シャーシ（ＡＢＳ（総重量３９００ｋｇ以下）ドラム） 　フロント左アイソレーションバルブ

　シャーシ（ＡＢＳ（総重量３９００ｋｇ以下）ドラム） 　フロント左ダンプバルブ

　シャーシ（ＡＢＳ（総重量３９００ｋｇ以下）ドラム） 　リアアイソレーションバルブ

　シャーシ（ＡＢＳ（総重量３９００ｋｇ以下）ドラム） 　リアダンプバルブ

　シャーシ（ＡＢＳ（総重量３９００ｋｇ以下）ＰＨＴ） 　ＡＢＳモーター

　シャーシ（ＡＢＳ（総重量３９００ｋｇ以下）ＰＨＴ） 　ＡＢＳランプ

　シャーシ（ＡＢＳ（総重量３９００ｋｇ以下）ＰＨＴ） 　ＡＢＳリレー

　シャーシ（ＡＢＳ（総重量３９００ｋｇ以下）ＰＨＴ） 　ブレーキランプ

　シャーシ（ＡＢＳ（総重量３９００ｋｇ以下）ＰＨＴ） 　フロント右アイソレーションバルブ

　シャーシ（ＡＢＳ（総重量３９００ｋｇ以下）ＰＨＴ） 　フロント右ダンプバルブ

　シャーシ（ＡＢＳ（総重量３９００ｋｇ以下）ＰＨＴ） 　フロント左アイソレーションバルブ

　シャーシ（ＡＢＳ（総重量３９００ｋｇ以下）ＰＨＴ） 　フロント左ダンプバルブ

　シャーシ（ＡＢＳ（総重量３９００ｋｇ以下）ＰＨＴ） 　リアアイソレーションバルブ

　シャーシ（ＡＢＳ（総重量３９００ｋｇ以下）ＰＨＴ） 　リアダンプバルブ

　シャーシ（ＡＢＳ（総重量３９００ｋｇ超）） 　ＡＢＳモーター

　シャーシ（ＡＢＳ（総重量３９００ｋｇ超）） 　ＡＢＳランプ

　シャーシ（ＡＢＳ（総重量３９００ｋｇ超）） 　ＡＢＳリレー

　シャーシ（ＡＢＳ（総重量３９００ｋｇ超）） 　ブレーキランプ

　シャーシ（ＡＢＳ（総重量３９００ｋｇ超）） 　フロント右アイソレーションバルブ

　シャーシ（ＡＢＳ（総重量３９００ｋｇ超）） 　フロント右ダンプバルブ

　シャーシ（ＡＢＳ（総重量３９００ｋｇ超）） 　フロント左アイソレーションバルブ

　シャーシ（ＡＢＳ（総重量３９００ｋｇ超）） 　フロント左ダンプバルブ

　シャーシ（ＡＢＳ（総重量３９００ｋｇ超）） 　リアアイソレーションバルブ

　シャーシ（ＡＢＳ（総重量３９００ｋｇ超）） 　リアダンプバルブ

　シャーシ（ＡＢＳ／ＴＣＳ） 　ＡＢＳランプテスト

　シャーシ（ＡＢＳ／ＴＣＳ） 　ＴＣＳインジケーターランプテスト

　シャーシ（ＡＢＳ／ＴＣＳ） 　フロント右アウトレットバルブソレノイド

　シャーシ（ＡＢＳ／ＴＣＳ） 　フロント右インレットバルブソレノイド

　シャーシ（ＡＢＳ／ＴＣＳ） 　フロント左アウトレットバルブソレノイド

　シャーシ（ＡＢＳ／ＴＣＳ） 　フロント左インレットバルブソレノイド

　シャーシ（ＡＢＳ／ＴＣＳ） 　ポンプモーターテスト

　シャーシ（ＡＢＳ／ＴＣＳ） 　リアＴＣＳアイソレーションバルブ

　シャーシ（ＡＢＳ／ＴＣＳ） 　リアＴＣＳプライムバルブ

　シャーシ（ＡＢＳ／ＴＣＳ） 　リア右アウトレットバルブソレノイド

　シャーシ（ＡＢＳ／ＴＣＳ） 　リア右インレットバルブソレノイド

　シャーシ（ＡＢＳ／ＴＣＳ） 　リア左アウトレットバルブソレノイド

　シャーシ（ＡＢＳ／ＴＣＳ） 　リア左インレットバルブソレノイド

　シャーシ（ＡＢＳ　ＴＣＳ　ＶＳＥＳ） 　ＡＢＳモーター

　シャーシ（ＡＢＳ　ＴＣＳ　ＶＳＥＳ） 　オートエア抜き

　シャーシ（ＡＢＳ　ＴＣＳ　ＶＳＥＳ） 　フロント右アイソレーションバルブ

　シャーシ（ＡＢＳ　ＴＣＳ　ＶＳＥＳ） 　フロント右ダンプバルブ

　シャーシ（ＡＢＳ　ＴＣＳ　ＶＳＥＳ） 　フロント左アイソレーションバルブ

　シャーシ（ＡＢＳ　ＴＣＳ　ＶＳＥＳ） 　フロント左ダンプバルブ

　シャーシ（ＡＢＳ　ＴＣＳ　ＶＳＥＳ） 　リア右アイソレーションバルブ

　シャーシ（ＡＢＳ　ＴＣＳ　ＶＳＥＳ） 　リア右ダンプバルブ

　シャーシ（ＡＢＳ　ＴＣＳ　ＶＳＥＳ） 　リア左アイソレーションバルブ

　シャーシ（ＡＢＳ　ＴＣＳ　ＶＳＥＳ） 　リア左ダンプバルブ

　シャーシ（ＡＢＳリアディスクブレーキ　総重量３９００ｋｇ以下） 　ＡＢＳモーター

　シャーシ（ＡＢＳリアディスクブレーキ　総重量３９００ｋｇ以下） 　ＡＢＳランプ

　シャーシ（ＡＢＳリアディスクブレーキ　総重量３９００ｋｇ以下） 　ＡＢＳリレー

　シャーシ（ＡＢＳリアディスクブレーキ　総重量３９００ｋｇ以下） 　ブレーキランプ

　シャーシ（ＡＢＳリアディスクブレーキ　総重量３９００ｋｇ以下） 　フロント右アイソレーションバルブ

　シャーシ（ＡＢＳリアディスクブレーキ　総重量３９００ｋｇ以下） 　フロント右ダンプバルブ

　シャーシ（ＡＢＳリアディスクブレーキ　総重量３９００ｋｇ以下） 　フロント左アイソレーションバルブ

　シャーシ（ＡＢＳリアディスクブレーキ　総重量３９００ｋｇ以下） 　フロント左ダンプバルブ

　シャーシ（ＡＢＳリアディスクブレーキ　総重量３９００ｋｇ以下） 　リアアイソレーションバルブ

　シャーシ（ＡＢＳリアディスクブレーキ　総重量３９００ｋｇ以下） 　リアダンプバルブ

　シャーシ（ＡＢＳリアドラムブレーキ　総重量３９００ｋｇ以下） 　ＡＢＳモーター

　シャーシ（ＡＢＳリアドラムブレーキ　総重量３９００ｋｇ以下） 　ＡＢＳランプ

　シャーシ（ＡＢＳリアドラムブレーキ　総重量３９００ｋｇ以下） 　ＡＢＳリレー

　シャーシ（ＡＢＳリアドラムブレーキ　総重量３９００ｋｇ以下） 　ブレーキランプ

　シャーシ（ＡＢＳリアドラムブレーキ　総重量３９００ｋｇ以下） 　フロント右アイソレーションバルブ

　シャーシ（ＡＢＳリアドラムブレーキ　総重量３９００ｋｇ以下） 　フロント右ダンプバルブ

　シャーシ（ＡＢＳリアドラムブレーキ　総重量３９００ｋｇ以下） 　フロント左アイソレーションバルブ

　シャーシ（ＡＢＳリアドラムブレーキ　総重量３９００ｋｇ以下） 　フロント左ダンプバルブ

　シャーシ（ＡＢＳリアドラムブレーキ　総重量３９００ｋｇ以下） 　リアアイソレーションバルブ

　シャーシ（ＡＢＳリアドラムブレーキ　総重量３９００ｋｇ以下） 　リアダンプバルブ

　シャーシ（ＤＢＣ７　Ｃ２　ＡＢＳ　ＥＢＣＭ） 　フロント右アウトレットバルブソレノイド

　シャーシ（ＤＢＣ７　Ｃ２　ＡＢＳ　ＥＢＣＭ） 　フロント右インレットバルブソレノイド

　シャーシ（ＤＢＣ７　Ｃ２　ＡＢＳ　ＥＢＣＭ） 　フロント左アウトレットバルブソレノイド

　シャーシ（ＤＢＣ７　Ｃ２　ＡＢＳ　ＥＢＣＭ） 　フロント左インレットバルブソレノイド
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　シャーシ（ＤＢＣ７　Ｃ２　ＡＢＳ　ＥＢＣＭ） 　リア右アウトレットバルブソレノイド

　シャーシ（ＤＢＣ７　Ｃ２　ＡＢＳ　ＥＢＣＭ） 　リア右インレットバルブソレノイド

　シャーシ（ＤＢＣ７　Ｃ２　ＡＢＳ　ＥＢＣＭ） 　リア左アウトレットバルブソレノイド

　シャーシ（ＤＢＣ７　Ｃ２　ＡＢＳ　ＥＢＣＭ） 　リア左インレットバルブソレノイド

　シャーシ（ＤＢＣ７　Ｃ２　ＡＢＳ　ＴＣＳ　ＥＢＣＭ） 　フロント右アウトレットバルブソレノイド

　シャーシ（ＤＢＣ７　Ｃ２　ＡＢＳ　ＴＣＳ　ＥＢＣＭ） 　フロント右インレットバルブソレノイド

　シャーシ（ＤＢＣ７　Ｃ２　ＡＢＳ　ＴＣＳ　ＥＢＣＭ） 　フロント左アウトレットバルブソレノイド

　シャーシ（ＤＢＣ７　Ｃ２　ＡＢＳ　ＴＣＳ　ＥＢＣＭ） 　フロント左インレットバルブソレノイド

　シャーシ（ＤＢＣ７　Ｃ２　ＡＢＳ　ＴＣＳ　ＥＢＣＭ） 　リア右アウトレットバルブソレノイド

　シャーシ（ＤＢＣ７　Ｃ２　ＡＢＳ　ＴＣＳ　ＥＢＣＭ） 　リア右インレットバルブソレノイド

　シャーシ（ＤＢＣ７　Ｃ２　ＡＢＳ　ＴＣＳ　ＥＢＣＭ） 　リア左アウトレットバルブソレノイド

　シャーシ（ＤＢＣ７　Ｃ２　ＡＢＳ　ＴＣＳ　ＥＢＣＭ） 　リア左インレットバルブソレノイド

　シャーシ（ＤＢＣ７　Ｃ２　ＡＢＳ　ＴＣＳ　ＶＳＥＳ　ＥＢＣＭ） 　フロント右アウトレットバルブソレノイド

　シャーシ（ＤＢＣ７　Ｃ２　ＡＢＳ　ＴＣＳ　ＶＳＥＳ　ＥＢＣＭ） 　フロント右インレットバルブソレノイド

　シャーシ（ＤＢＣ７　Ｃ２　ＡＢＳ　ＴＣＳ　ＶＳＥＳ　ＥＢＣＭ） 　フロント左アウトレットバルブソレノイド

　シャーシ（ＤＢＣ７　Ｃ２　ＡＢＳ　ＴＣＳ　ＶＳＥＳ　ＥＢＣＭ） 　フロント左インレットバルブソレノイド

　シャーシ（ＤＢＣ７　Ｃ２　ＡＢＳ　ＴＣＳ　ＶＳＥＳ　ＥＢＣＭ） 　リア右アウトレットバルブソレノイド

　シャーシ（ＤＢＣ７　Ｃ２　ＡＢＳ　ＴＣＳ　ＶＳＥＳ　ＥＢＣＭ） 　リア右インレットバルブソレノイド

　シャーシ（ＤＢＣ７　Ｃ２　ＡＢＳ　ＴＣＳ　ＶＳＥＳ　ＥＢＣＭ） 　リア左アウトレットバルブソレノイド

　シャーシ（ＤＢＣ７　Ｃ２　ＡＢＳ　ＴＣＳ　ＶＳＥＳ　ＥＢＣＭ） 　リア左インレットバルブソレノイド

　シャーシ（ＤＲＰ　ＡＢＳ　ＴＣＳ） 　フロント右ＴＣＳアイソレーションバルブ

　シャーシ（ＤＲＰ　ＡＢＳ　ＴＣＳ） 　フロント右ＴＣＳプライムバルブ

　シャーシ（ＤＲＰ　ＡＢＳ　ＴＣＳ） 　フロント右アウトレットバルブソレノイド

　シャーシ（ＤＲＰ　ＡＢＳ　ＴＣＳ） 　フロント右インレットバルブソレノイド

　シャーシ（ＤＲＰ　ＡＢＳ　ＴＣＳ） 　フロント左ＴＣＳアイソレーションバルブ

　シャーシ（ＤＲＰ　ＡＢＳ　ＴＣＳ） 　フロント左ＴＣＳプライムバルブ

　シャーシ（ＤＲＰ　ＡＢＳ　ＴＣＳ） 　フロント左アウトレットバルブソレノイド

　シャーシ（ＤＲＰ　ＡＢＳ　ＴＣＳ） 　フロント左インレットバルブソレノイド

　シャーシ（ＤＲＰ　ＡＢＳ　ＴＣＳ） 　ポンプモーターテスト

　シャーシ（ＤＲＰ　ＡＢＳ　ＴＣＳ） 　リア右アウトレットバルブソレノイド

　シャーシ（ＤＲＰ　ＡＢＳ　ＴＣＳ） 　リア右インレットバルブソレノイド

　シャーシ（ＤＲＰ　ＡＢＳ　ＴＣＳ） 　リア左アウトレットバルブソレノイド

　シャーシ（ＤＲＰ　ＡＢＳ　ＴＣＳ） 　リア左インレットバルブソレノイド

　シャーシ（ＤＲＰ　ＡＢＳ　ＴＣＳ　ＶＳＥＳ） 　フロント右ＴＣＳアイソレーションバルブ

　シャーシ（ＤＲＰ　ＡＢＳ　ＴＣＳ　ＶＳＥＳ） 　フロント右ＴＣＳプライムバルブ

　シャーシ（ＤＲＰ　ＡＢＳ　ＴＣＳ　ＶＳＥＳ） 　フロント右アウトレットバルブソレノイド

　シャーシ（ＤＲＰ　ＡＢＳ　ＴＣＳ　ＶＳＥＳ） 　フロント右インレットバルブソレノイド

　シャーシ（ＤＲＰ　ＡＢＳ　ＴＣＳ　ＶＳＥＳ） 　フロント左ＴＣＳアイソレーションバルブ

　シャーシ（ＤＲＰ　ＡＢＳ　ＴＣＳ　ＶＳＥＳ） 　フロント左ＴＣＳプライムバルブ

　シャーシ（ＤＲＰ　ＡＢＳ　ＴＣＳ　ＶＳＥＳ） 　フロント左アウトレットバルブソレノイド

　シャーシ（ＤＲＰ　ＡＢＳ　ＴＣＳ　ＶＳＥＳ） 　フロント左インレットバルブソレノイド

　シャーシ（ＤＲＰ　ＡＢＳ　ＴＣＳ　ＶＳＥＳ） 　ポンプモーターテスト

　シャーシ（ＤＲＰ　ＡＢＳ　ＴＣＳ　ＶＳＥＳ） 　リア右アウトレットバルブソレノイド

　シャーシ（ＤＲＰ　ＡＢＳ　ＴＣＳ　ＶＳＥＳ） 　リア右インレットバルブソレノイド

　シャーシ（ＤＲＰ　ＡＢＳ　ＴＣＳ　ＶＳＥＳ） 　リア左アウトレットバルブソレノイド

　シャーシ（ＤＲＰ　ＡＢＳ　ＴＣＳ　ＶＳＥＳ） 　リア左インレットバルブソレノイド

　シャーシ（ＥＢＣＭ　トレイラーブレーキ付き） 　ＡＢＳモーター

　シャーシ（ＥＢＣＭ　トレイラーブレーキ付き） 　ブレーキ圧力センサー補正

　シャーシ（ＥＢＣＭ　トレイラーブレーキ付き） 　フロント右アウトレットバルブソレノイド

　シャーシ（ＥＢＣＭ　トレイラーブレーキ付き） 　フロント右インレットバルブソレノイド

　シャーシ（ＥＢＣＭ　トレイラーブレーキ付き） 　フロント左アウトレットバルブソレノイド

　シャーシ（ＥＢＣＭ　トレイラーブレーキ付き） 　フロント左インレットバルブソレノイド

　シャーシ（ＥＢＣＭ　トレイラーブレーキ付き） 　ヨーレートセンサー再補正

　シャーシ（ＥＢＣＭ　トレイラーブレーキ付き） 　リア右アウトレットバルブソレノイド

　シャーシ（ＥＢＣＭ　トレイラーブレーキ付き） 　リア右インレットバルブソレノイド

　シャーシ（ＥＢＣＭ　トレイラーブレーキ付き） 　リア左アウトレットバルブソレノイド

　シャーシ（ＥＢＣＭ　トレイラーブレーキ付き） 　リア左インレットバルブソレノイド

　シャーシ（ＥＢＣＭ（ブレーキシステム）（総重量３９００ｋｇ以上）） 　ＡＢＳモーター

　シャーシ（ＥＢＣＭ（ブレーキシステム）（総重量３９００ｋｇ以上）） 　フロント右アウトレットバルブソレノイド

　シャーシ（ＥＢＣＭ（ブレーキシステム）（総重量３９００ｋｇ以上）） 　フロント右インレットバルブソレノイド

　シャーシ（ＥＢＣＭ（ブレーキシステム）（総重量３９００ｋｇ以上）） 　フロント左アウトレットバルブソレノイド

　シャーシ（ＥＢＣＭ（ブレーキシステム）（総重量３９００ｋｇ以上）） 　フロント左インレットバルブソレノイド

　シャーシ（ＥＢＣＭ（ブレーキシステム）（総重量３９００ｋｇ以上）） 　ヨーレートセンサー再補正

　シャーシ（ＥＢＣＭ（ブレーキシステム）（総重量３９００ｋｇ以上）） 　リアアウトレットバルブソレノイド

　シャーシ（ＥＢＣＭ（ブレーキシステム）（総重量３９００ｋｇ以上）） 　リアインレットバルブソレノイド

　シャーシ（ＥＢＣＭ（ブレーキシステム）（総重量３９００ｋｇ以上）） 　リア右アウトレットバルブソレノイド

　シャーシ（ＥＢＣＭ（ブレーキシステム）（総重量３９００ｋｇ以上）） 　リア右インレットバルブソレノイド

　シャーシ（ＥＢＣＭ（ブレーキシステム）（総重量３９００ｋｇ以上）） 　リア左アウトレットバルブソレノイド

　シャーシ（ＥＢＣＭ（ブレーキシステム）（総重量３９００ｋｇ以上）） 　リア左インレットバルブソレノイド

　シャーシ（ＥＢＣＭ（ブレーキシステム）（総重量３９００ｋｇ未満）） 　ＡＢＳモーター

　シャーシ（ＥＢＣＭ（ブレーキシステム）（総重量３９００ｋｇ未満）） 　バキュームブースター作動

　シャーシ（ＥＢＣＭ（ブレーキシステム）（総重量３９００ｋｇ未満）） 　ブレーキ圧力センサー補正

　シャーシ（ＥＢＣＭ（ブレーキシステム）（総重量３９００ｋｇ未満）） 　フロント右アウトレットバルブソレノイド

　シャーシ（ＥＢＣＭ（ブレーキシステム）（総重量３９００ｋｇ未満）） 　フロント右インレットバルブソレノイド
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　シャーシ（ＥＢＣＭ（ブレーキシステム）（総重量３９００ｋｇ未満）） 　フロント左アウトレットバルブソレノイド

　シャーシ（ＥＢＣＭ（ブレーキシステム）（総重量３９００ｋｇ未満）） 　フロント左インレットバルブソレノイド

　シャーシ（ＥＢＣＭ（ブレーキシステム）（総重量３９００ｋｇ未満）） 　リアアウトレットバルブソレノイド

　シャーシ（ＥＢＣＭ（ブレーキシステム）（総重量３９００ｋｇ未満）） 　リアインレットバルブソレノイド

　シャーシ（ＥＢＣＭ（ブレーキシステム）（総重量３９００ｋｇ未満）） 　リア右アウトレットバルブソレノイド

　シャーシ（ＥＢＣＭ（ブレーキシステム）（総重量３９００ｋｇ未満）） 　リア右インレットバルブソレノイド

　シャーシ（ＥＢＣＭ（ブレーキシステム）（総重量３９００ｋｇ未満）） 　リア左アウトレットバルブソレノイド

　シャーシ（ＥＢＣＭ（ブレーキシステム）（総重量３９００ｋｇ未満）） 　リア左インレットバルブソレノイド

　シャーシ（ＥＢＣＭ（ブレーキシステム）（総重量３９００ｋｇ未満でＶＳＥＳなし）） 　ＡＢＳモーター

　シャーシ（ＥＢＣＭ（ブレーキシステム）（総重量３９００ｋｇ未満でＶＳＥＳなし）） 　バキュームブースター作動

　シャーシ（ＥＢＣＭ（ブレーキシステム）（総重量３９００ｋｇ未満でＶＳＥＳなし）） 　ブレーキ圧力センサー補正

　シャーシ（ＥＢＣＭ（ブレーキシステム）（総重量３９００ｋｇ未満でＶＳＥＳなし）） 　フロント右アウトレットバルブソレノイド

　シャーシ（ＥＢＣＭ（ブレーキシステム）（総重量３９００ｋｇ未満でＶＳＥＳなし）） 　フロント右インレットバルブソレノイド

　シャーシ（ＥＢＣＭ（ブレーキシステム）（総重量３９００ｋｇ未満でＶＳＥＳなし）） 　フロント左アウトレットバルブソレノイド

　シャーシ（ＥＢＣＭ（ブレーキシステム）（総重量３９００ｋｇ未満でＶＳＥＳなし）） 　フロント左インレットバルブソレノイド

　シャーシ（ＥＢＣＭ（ブレーキシステム）（総重量３９００ｋｇ未満でＶＳＥＳなし）） 　リアアウトレットバルブソレノイド

　シャーシ（ＥＢＣＭ（ブレーキシステム）（総重量３９００ｋｇ未満でＶＳＥＳなし）） 　リアインレットバルブソレノイド

　シャーシ（ＥＢＣＭ（ブレーキシステム）（総重量３９００ｋｇ未満でＶＳＥＳ付き）） 　ＡＢＳモーター

　シャーシ（ＥＢＣＭ（ブレーキシステム）（総重量３９００ｋｇ未満でＶＳＥＳ付き）） 　バキュームブースター作動

　シャーシ（ＥＢＣＭ（ブレーキシステム）（総重量３９００ｋｇ未満でＶＳＥＳ付き）） 　ブレーキ圧力センサー補正

　シャーシ（ＥＢＣＭ（ブレーキシステム）（総重量３９００ｋｇ未満でＶＳＥＳ付き）） 　フロント右アウトレットバルブソレノイド

　シャーシ（ＥＢＣＭ（ブレーキシステム）（総重量３９００ｋｇ未満でＶＳＥＳ付き）） 　フロント右インレットバルブソレノイド

　シャーシ（ＥＢＣＭ（ブレーキシステム）（総重量３９００ｋｇ未満でＶＳＥＳ付き）） 　フロント左アウトレットバルブソレノイド

　シャーシ（ＥＢＣＭ（ブレーキシステム）（総重量３９００ｋｇ未満でＶＳＥＳ付き）） 　フロント左インレットバルブソレノイド

　シャーシ（ＥＢＣＭ（ブレーキシステム）（総重量３９００ｋｇ未満でＶＳＥＳ付き）） 　ヨーレートセンサー再補正

　シャーシ（ＥＢＣＭ（ブレーキシステム）（総重量３９００ｋｇ未満でＶＳＥＳ付き）） 　リアアウトレットバルブソレノイド

　シャーシ（ＥＢＣＭ（ブレーキシステム）（総重量３９００ｋｇ未満でＶＳＥＳ付き）） 　リアインレットバルブソレノイド

　シャーシ（ＥＢＣＭ（ブレーキシステム）（総重量３９００ｋｇ未満でＶＳＥＳ付き）） 　リア右アウトレットバルブソレノイド

　シャーシ（ＥＢＣＭ（ブレーキシステム）（総重量３９００ｋｇ未満でＶＳＥＳ付き）） 　リア右インレットバルブソレノイド

　シャーシ（ＥＢＣＭ（ブレーキシステム）（総重量３９００ｋｇ未満でＶＳＥＳ付き）） 　リア左アウトレットバルブソレノイド

　シャーシ（ＥＢＣＭ（ブレーキシステム）（総重量３９００ｋｇ未満でＶＳＥＳ付き）） 　リア左インレットバルブソレノイド

　シャーシ（ＥＢＣＭ（ブレーキシステム）） 　ＡＢＳモーター

　シャーシ（ＥＢＣＭ（ブレーキシステム）） 　フロント右アウトレットバルブソレノイド

　シャーシ（ＥＢＣＭ（ブレーキシステム）） 　フロント右インレットバルブソレノイド

　シャーシ（ＥＢＣＭ（ブレーキシステム）） 　フロント左アウトレットバルブソレノイド

　シャーシ（ＥＢＣＭ（ブレーキシステム）） 　フロント左インレットバルブソレノイド

　シャーシ（ＥＢＣＭ（ブレーキシステム）） 　リア右アウトレットバルブソレノイド

　シャーシ（ＥＢＣＭ（ブレーキシステム）） 　リア右インレットバルブソレノイド

　シャーシ（ＥＢＣＭ（ブレーキシステム）） 　リア左アウトレットバルブソレノイド

　シャーシ（ＥＢＣＭ（ブレーキシステム）） 　リア左インレットバルブソレノイド

　シャーシ（ＥＢＣＭ距離感知　未装備） 　ＡＢＳポンプモーター

　シャーシ（ＥＢＣＭ距離感知　未装備） 　ブレーキブースターエレクトリックバキュームポンプ

　シャーシ（ＥＢＣＭ距離感知（ＫＳＧ）） 　ＡＢＳポンプモーター

　シャーシ（ＥＢＣＭ距離感知（ＫＳＧ）） 　ブレーキブースターエレクトリックバキュームポンプ

　シャーシ（ＥＨＰＳ（パラレルハイブリッド）） 　ＢＰＰセンサー補正

　シャーシ（ＥＨＰＳ（パラレルハイブリッド）） 　ポンプモーターテスト

　シャーシ（ＥＰＳ） 　ステアリングチューニング選択

　シャーシ（ＥＳＣ（装備車）） 　コンプレッサーテスト

　シャーシ（ＥＳＣ（装備車）） 　フロント右ソレノイドバルブテスト

　シャーシ（ＥＳＣ（装備車）） 　フロント左ソレノイドバルブテスト

　シャーシ（ＥＳＣ（装備車）） 　リア右ソレノイドバルブテスト

　シャーシ（ＥＳＣ（装備車）） 　リア左ソレノイドバルブテスト

　シャーシ（ＥＳＣ（装備車）） 　排気ソレノイド

　シャーシ（ＥＳＣ） 　コンプレッサーテスト

　シャーシ（ＥＳＣ） 　フロント右ソレノイドバルブテスト

　シャーシ（ＥＳＣ） 　フロント左ソレノイドバルブテスト

　シャーシ（ＥＳＣ） 　リア右ソレノイドバルブテスト

　シャーシ（ＥＳＣ） 　リア左ソレノイドバルブテスト

　シャーシ（ＥＳＣ） 　排気ソレノイド

　シャーシ（ＦＰＣＭ（トレーラーブレーキコントロール付き）） 　トレーラーブレーキデューティーサイクル

　シャーシ（ＦＰＣＭ（トレーラーブレーキコントロール付き）） 　トレーラーブレーキリレー

　シャーシ（ＲＴＤ　（オートライド）／　ＥＶＯ） 　ＥＶＯソレノイドテスト

　シャーシ（ＲＴＤ　（オートライド）／　ＥＶＯ） 　コンプレッサーテスト

　シャーシ（ＲＴＤ　（オートライド）／　ＥＶＯ） 　フロント右ソレノイドバルブテスト

　シャーシ（ＲＴＤ　（オートライド）／　ＥＶＯ） 　フロント左ソレノイドバルブテスト

　シャーシ（ＲＴＤ　（オートライド）／　ＥＶＯ） 　リア右ソレノイドバルブテスト

　シャーシ（ＲＴＤ　（オートライド）／　ＥＶＯ） 　リア左ソレノイドバルブテスト

　シャーシ（ＲＴＤ　（オートライド）／　ＥＶＯ） 　排気ソレノイド

　シャーシ（ＲＴＤ） 　フロント右ショックソレノイド

　シャーシ（ＲＴＤ） 　フロント左ショックソレノイド

　シャーシ（ＲＴＤ） 　リア右ショックソレノイド

　シャーシ（ＲＴＤ） 　リア左ショックソレノイド

　シャーシ（ＲＴＤ） 　全ショックソレノイド

　シャーシ（Ｔｅｖｅｓ制電子ブレーキコントロールモジュール　トラクションコントロールなし） 　フロント右アウトレットバルブソレノイド
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　シャーシ（Ｔｅｖｅｓ制電子ブレーキコントロールモジュール　トラクションコントロールなし） 　フロント右インレットバルブソレノイド

　シャーシ（Ｔｅｖｅｓ制電子ブレーキコントロールモジュール　トラクションコントロールなし） 　フロント左アウトレットバルブソレノイド

　シャーシ（Ｔｅｖｅｓ制電子ブレーキコントロールモジュール　トラクションコントロールなし） 　フロント左インレットバルブソレノイド

　シャーシ（Ｔｅｖｅｓ制電子ブレーキコントロールモジュール　トラクションコントロールなし） 　ポンプモーターテスト

　シャーシ（Ｔｅｖｅｓ制電子ブレーキコントロールモジュール　トラクションコントロールなし） 　リア右アウトレットバルブソレノイド

　シャーシ（Ｔｅｖｅｓ制電子ブレーキコントロールモジュール　トラクションコントロールなし） 　リア右インレットバルブソレノイド

　シャーシ（Ｔｅｖｅｓ制電子ブレーキコントロールモジュール　トラクションコントロールなし） 　リア左アウトレットバルブソレノイド

　シャーシ（Ｔｅｖｅｓ制電子ブレーキコントロールモジュール　トラクションコントロールなし） 　リア左インレットバルブソレノイド

　シャーシ（Ｔｅｖｅｓ制電子ブレーキコントロールモジュール　トラクションコントロール付き） 　フロント右アウトレットバルブソレノイド

　シャーシ（Ｔｅｖｅｓ制電子ブレーキコントロールモジュール　トラクションコントロール付き） 　フロント右インレットバルブソレノイド

　シャーシ（Ｔｅｖｅｓ制電子ブレーキコントロールモジュール　トラクションコントロール付き） 　フロント左アウトレットバルブソレノイド

　シャーシ（Ｔｅｖｅｓ制電子ブレーキコントロールモジュール　トラクションコントロール付き） 　フロント左インレットバルブソレノイド

　シャーシ（Ｔｅｖｅｓ制電子ブレーキコントロールモジュール　トラクションコントロール付き） 　ポンプモーターテスト

　シャーシ（Ｔｅｖｅｓ制電子ブレーキコントロールモジュール　トラクションコントロール付き） 　リア右アウトレットバルブソレノイド

　シャーシ（Ｔｅｖｅｓ制電子ブレーキコントロールモジュール　トラクションコントロール付き） 　リア右インレットバルブソレノイド

　シャーシ（Ｔｅｖｅｓ制電子ブレーキコントロールモジュール　トラクションコントロール付き） 　リア左アウトレットバルブソレノイド

　シャーシ（Ｔｅｖｅｓ制電子ブレーキコントロールモジュール　トラクションコントロール付き） 　リア左インレットバルブソレノイド

　シャーシ（Ｔｅｖｅｓ電子ブレーキコントロールモジュール） 　フロント右アウトレットバルブソレノイド

　シャーシ（Ｔｅｖｅｓ電子ブレーキコントロールモジュール） 　フロント右インレットバルブソレノイド

　シャーシ（Ｔｅｖｅｓ電子ブレーキコントロールモジュール） 　フロント左アウトレットバルブソレノイド

　シャーシ（Ｔｅｖｅｓ電子ブレーキコントロールモジュール） 　フロント左インレットバルブソレノイド

　シャーシ（Ｔｅｖｅｓ電子ブレーキコントロールモジュール） 　ポンプモーターテスト

　シャーシ（Ｔｅｖｅｓ電子ブレーキコントロールモジュール） 　リア右アウトレットバルブソレノイド

　シャーシ（Ｔｅｖｅｓ電子ブレーキコントロールモジュール） 　リア右インレットバルブソレノイド

　シャーシ（Ｔｅｖｅｓ電子ブレーキコントロールモジュール） 　リア左アウトレットバルブソレノイド

　シャーシ（Ｔｅｖｅｓ電子ブレーキコントロールモジュール） 　リア左インレットバルブソレノイド

　シャーシ（ＶＥＳ） 　ＶＥＳ回転テスト

　シャーシ（ＶＳＥＳ（装備車）） 　ＡＢＳモーター

　シャーシ（ＶＳＥＳ（装備車）） 　オートエア抜き

　シャーシ（ＶＳＥＳ（装備車）） 　プリチャージエア抜き

　シャーシ（ＶＳＥＳ（装備車）） 　フロント右アイソレーションバルブ

　シャーシ（ＶＳＥＳ（装備車）） 　フロント右ダンプバルブ

　シャーシ（ＶＳＥＳ（装備車）） 　フロント右ブレーキ適用

　シャーシ（ＶＳＥＳ（装備車）） 　フロント左アイソレーションバルブ

　シャーシ（ＶＳＥＳ（装備車）） 　フロント左ダンプバルブ

　シャーシ（ＶＳＥＳ（装備車）） 　フロント左ブレーキ適用

　シャーシ（ＶＳＥＳ（装備車）） 　リア右アイソレーションバルブ

　シャーシ（ＶＳＥＳ（装備車）） 　リア右ダンプバルブ

　シャーシ（ＶＳＥＳ（装備車）） 　リア右ブレーキ適用

　シャーシ（ＶＳＥＳ（装備車）） 　リア左アイソレーションバルブ

　シャーシ（ＶＳＥＳ（装備車）） 　リア左ダンプバルブ

　シャーシ（ＶＳＥＳ（装備車）） 　リア左ブレーキ適用

　シャーシ（ＶＳＥＳ） 　ＡＢＳモーター

　シャーシ（ＶＳＥＳ） 　オートエア抜き

　シャーシ（ＶＳＥＳ） 　プリチャージエア抜き

　シャーシ（ＶＳＥＳ） 　フロント右アイソレーションバルブ

　シャーシ（ＶＳＥＳ） 　フロント右ダンプバルブ

　シャーシ（ＶＳＥＳ） 　フロント右ブレーキ適用

　シャーシ（ＶＳＥＳ） 　フロント左アイソレーションバルブ

　シャーシ（ＶＳＥＳ） 　フロント左ダンプバルブ

　シャーシ（ＶＳＥＳ） 　フロント左ブレーキ適用

　シャーシ（ＶＳＥＳ） 　リア右アイソレーションバルブ

　シャーシ（ＶＳＥＳ） 　リア右ダンプバルブ

　シャーシ（ＶＳＥＳ） 　リア右ブレーキ適用

　シャーシ（ＶＳＥＳ） 　リア左アイソレーションバルブ

　シャーシ（ＶＳＥＳ） 　リア左ダンプバルブ

　シャーシ（ＶＳＥＳ） 　リア左ブレーキ適用

　シャーシ（エアＳＣＭ） 　ＥＲＨスイッチインジケーター

　シャーシ（エアＳＣＭ） 　インフレータースイッチインジケーター

　シャーシ（エアＳＣＭ） 　コンプレッサーリレー

　シャーシ（エアＳＣＭ） 　リア右コントロールバルブ

　シャーシ（エアＳＣＭ） 　リア左コントロールバルブ

　シャーシ（エアＳＣＭ） 　加圧システム

　シャーシ（エアＳＣＭ） 　排気バルブ

　シャーシ（エアサスペンション） 　インフレータースイッチ

　シャーシ（エアサスペンション） 　インフレータースイッチランプ

　シャーシ（エアサスペンション） 　コンプレッサーテスト

　シャーシ（エアサスペンション） 　右エアソレノイド

　シャーシ（エアサスペンション） 　拡張ライドハイトスイッチ

　シャーシ（エアサスペンション） 　拡張ライドハイトランプ

　シャーシ（エアサスペンション） 　減圧システム

　シャーシ（エアサスペンション） 　左エアソレノイド

　シャーシ（エアサスペンション） 　排気ソレノイド

　シャーシ（エアサスペンションコントロールモジュール） 　コンプレッサーリレー
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　シャーシ（エアサスペンションコントロールモジュール） 　リア右コントロールバルブ

　シャーシ（エアサスペンションコントロールモジュール） 　リア左コントロールバルブ

　シャーシ（エアサスペンションコントロールモジュール） 　加圧システム

　シャーシ（エアサスペンションコントロールモジュール） 　減圧システム

　シャーシ（エアサスペンションコントロールモジュール） 　排気バルブ

　シャーシ（エレクトロニックブレーキコントロールモジュール　バージョン　１） 　ＡＢＳポンプモーター

　シャーシ（エレクトロニックブレーキコントロールモジュール　バージョン　２） 　ＡＢＳポンプモーター

　シャーシ（エレクトロニックブレーキコントロールモジュール　バージョン　２） 　ブレーキブースターエレクトリックバキュームポンプ

　シャーシ（サスペンションコントロールモジュール） 　フロント右衝撃吸収装置アクチュエーター

　シャーシ（サスペンションコントロールモジュール） 　フロント左衝撃吸収装置アクチュエーター

　シャーシ（サスペンションコントロールモジュール） 　リア右衝撃吸収装置アクチュエーター

　シャーシ（サスペンションコントロールモジュール） 　リア左衝撃吸収装置アクチュエーター

　シャーシ（サスペンションコントロールモジュール） 　車両レベルコントロールコンプレッサーリレー

　シャーシ（サスペンションコントロールモジュール） 　車両レベルコントロール排気ソレノイドバルブ

　シャーシ（サスペンションコントロールモジュール） 　全衝撃吸収装置アクチュエーター

　シャーシ（タイヤ空気圧モニター） 　２ホイールステアリングモードランプ

　シャーシ（タイヤ空気圧モニター） 　４ＷＳ：けん引モードランプ

　シャーシ（タイヤ空気圧モニター） 　４ホイールステアリングモードランプ

　シャーシ（タイヤ空気圧モニター） 　ＴＰＭオプション有効化

　シャーシ（タイヤ空気圧モニター） 　コマンド２ホイールステアリング

　シャーシ（タイヤ空気圧モニター） 　コマンド４ＷＳ：けん引

　シャーシ（タイヤ空気圧モニター） 　コマンド４ホイールステアリング

　シャーシ（タイヤ空気圧モニター） 　コマンドリアステアリング右

　シャーシ（タイヤ空気圧モニター） 　コマンドリアステアリング左

　シャーシ（タイヤ空気圧モニター） 　ステアリングモードランプ（すべて）

　シャーシ（タイヤ空気圧モニター） 　センサー学習モード有効

　シャーシ（タイヤ空気圧モニター） 　横加速度計学習

　シャーシ（ディスタンスセンシングクルーズコントロールモジュール） 　ＡＢＳポンプモーター

　シャーシ（ディスタンスセンシングクルーズコントロールモジュール） 　ブレーキブースターエレクトリックバキュームポンプ

　シャーシ（トラクションアシスト（装備車）） 　トラクションＯＦＦランプ

　シャーシ（トラクションアシスト（装備車）） 　ロートラクションランプ

　シャーシ（トラクションアシスト（装備車）） 　要求トルク

　シャーシ（トラクションアシスト） 　トラクションＯＦＦランプ

　シャーシ（トラクションアシスト） 　ロートラクションランプ

　シャーシ（トラクションアシスト） 　要求トルク

　シャーシ（トラクションコントロールなし） 　フロント右アウトレットバルブソレノイド

　シャーシ（トラクションコントロールなし） 　フロント右インレットバルブソレノイド

　シャーシ（トラクションコントロールなし） 　フロント左アウトレットバルブソレノイド

　シャーシ（トラクションコントロールなし） 　フロント左インレットバルブソレノイド

　シャーシ（トラクションコントロールなし） 　ポンプモーターテスト

　シャーシ（トラクションコントロールなし） 　リア右アウトレットバルブソレノイド

　シャーシ（トラクションコントロールなし） 　リア右インレットバルブソレノイド

　シャーシ（トラクションコントロールなし） 　リア左アウトレットバルブソレノイド

　シャーシ（トラクションコントロールなし） 　リア左インレットバルブソレノイド

　シャーシ（トラクションコントロールなしＡＢＳ） 　フロント右アウトレットバルブソレノイド

　シャーシ（トラクションコントロールなしＡＢＳ） 　フロント右インレットバルブソレノイド

　シャーシ（トラクションコントロールなしＡＢＳ） 　フロント左アウトレットバルブソレノイド

　シャーシ（トラクションコントロールなしＡＢＳ） 　フロント左インレットバルブソレノイド

　シャーシ（トラクションコントロールなしＡＢＳ） 　ポンプモーターテスト

　シャーシ（トラクションコントロールなしＡＢＳ） 　リア右アウトレットバルブソレノイド

　シャーシ（トラクションコントロールなしＡＢＳ） 　リア右インレットバルブソレノイド

　シャーシ（トラクションコントロールなしＡＢＳ） 　リア左アウトレットバルブソレノイド

　シャーシ（トラクションコントロールなしＡＢＳ） 　リア左インレットバルブソレノイド

　シャーシ（トラクションコントロール付き） 　フロント右アウトレットバルブソレノイド

　シャーシ（トラクションコントロール付き） 　フロント右インレットバルブソレノイド

　シャーシ（トラクションコントロール付き） 　フロント左アウトレットバルブソレノイド

　シャーシ（トラクションコントロール付き） 　フロント左インレットバルブソレノイド

　シャーシ（トラクションコントロール付き） 　ポンプモーターテスト

　シャーシ（トラクションコントロール付き） 　リア右アウトレットバルブソレノイド

　シャーシ（トラクションコントロール付き） 　リア右インレットバルブソレノイド

　シャーシ（トラクションコントロール付き） 　リア左アウトレットバルブソレノイド

　シャーシ（トラクションコントロール付き） 　リア左インレットバルブソレノイド

　シャーシ（トラクションコントロール付きＡＢＳ） 　フロント右アウトレットバルブソレノイド

　シャーシ（トラクションコントロール付きＡＢＳ） 　フロント右インレットバルブソレノイド

　シャーシ（トラクションコントロール付きＡＢＳ） 　フロント左アウトレットバルブソレノイド

　シャーシ（トラクションコントロール付きＡＢＳ） 　フロント左インレットバルブソレノイド

　シャーシ（トラクションコントロール付きＡＢＳ） 　ポンプモーターテスト

　シャーシ（トラクションコントロール付きＡＢＳ） 　リア右アウトレットバルブソレノイド

　シャーシ（トラクションコントロール付きＡＢＳ） 　リア右インレットバルブソレノイド

　シャーシ（トラクションコントロール付きＡＢＳ） 　リア左アウトレットバルブソレノイド

　シャーシ（トラクションコントロール付きＡＢＳ） 　リア左インレットバルブソレノイド

　シャーシ（トレーラーブレーキコントロールモジュール） 　トレーラーブレーキコントロール信号

　シャーシ（トレーラーブレーキコントロールモジュール） 　トレーラーブレーキデューティーサイクル

　シャーシ（トレーラーブレーキコントロールモジュール） 　トレーラーブレーキリレー
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　シャーシ（パーキングブレーキコントロールモジュール） 　パーキングブレーキケーブルリリース

　シャーシ（パーキングブレーキコントロールモジュール） 　パーキングブレーキケーブル交換

　シャーシ（パーキングブレーキコントロールモジュール） 　パーキングブレーキケーブル適用

　シャーシ（パワーステアリングコントロールモジュール） 　ＡＢＳポンプモーター

　シャーシ（パワーステアリングコントロールモジュール） 　アクティブプル補正機能（一時的にＯＦＦ）

　シャーシ（パワーステアリングコントロールモジュール） 　ステアリングチューニング選択

　シャーシ（パワーステアリングコントロールモジュール） 　ステアリングポジションセンサー補正

　シャーシ（パワーステアリングコントロールモジュール） 　トルクセンサー校正

　シャーシ（パワーステアリングコントロールモジュール） 　全システム出力無効

　シャーシ（パワーステアリングコントロールモジュール） 　平坦な道での振動補正機能（一時的にＯＦＦ）

　シャーシ（ボッシュ製電子ブレーキコントロールモジュール　トラクションコントロールなし） 　ＡＢＳランプテスト

　シャーシ（ボッシュ製電子ブレーキコントロールモジュール　トラクションコントロールなし） 　ブレーキランプテスト

　シャーシ（ボッシュ製電子ブレーキコントロールモジュール　トラクションコントロールなし） 　ポンプモーターテスト

　シャーシ（ボッシュ製電子ブレーキコントロールモジュール　トラクションコントロール付き） 　ＡＢＳランプテスト

　シャーシ（ボッシュ製電子ブレーキコントロールモジュール　トラクションコントロール付き） 　ブレーキランプテスト

　シャーシ（ボッシュ製電子ブレーキコントロールモジュール　トラクションコントロール付き） 　ポンプモーターテスト

　シャーシ（ボッシュ電子ブレーキコントロールモジュール） 　ＡＢＳランプテスト

　シャーシ（ボッシュ電子ブレーキコントロールモジュール） 　ブレーキランプテスト

　シャーシ（ボッシュ電子ブレーキコントロールモジュール） 　ポンプモーターテスト

　シャーシ（リア統合モジュール） 　ＡＬＣコンプレッサーリレー

　シャーシ（リア統合モジュール） 　ＡＬＣ排気ソレノイド

　シャーシ（後輪操舵） 　２ホイールステアリングモードランプ

　シャーシ（後輪操舵） 　４ＷＳ：けん引モードランプ

　シャーシ（後輪操舵） 　４ホイールステアリングモードランプ

　シャーシ（後輪操舵） 　コマンド２ホイールステアリング

　シャーシ（後輪操舵） 　コマンド４ＷＳ：けん引

　シャーシ（後輪操舵） 　コマンド４ホイールステアリング

　シャーシ（後輪操舵） 　コマンドリアステアリング右

　シャーシ（後輪操舵） 　コマンドリアステアリング左

　シャーシ（後輪操舵） 　ステアリングモードランプ（すべて）

　シャーシ（後輪操舵） 　横加速度計学習

　シャーシ（電子サスペンションコントロール） 　コンプレッサーテスト

　シャーシ（電子サスペンションコントロール） 　フロント右ダンパーアクチュエーター

　シャーシ（電子サスペンションコントロール） 　フロント左ダンパーアクチュエーター

　シャーシ（電子サスペンションコントロール） 　リア右ダンパーアクチュエーター

　シャーシ（電子サスペンションコントロール） 　リア左ダンパーアクチュエーター

　シャーシ（電子サスペンションコントロール） 　排気バルブ

　シャーシ（電子サスペンション制御（ＲＰＯ　ＪＬ７なし）） 　コンプレッサーテスト

　シャーシ（電子サスペンション制御（ＲＰＯ　ＪＬ７なし）） 　フロント右ダンパーアクチュエーター

　シャーシ（電子サスペンション制御（ＲＰＯ　ＪＬ７なし）） 　フロント左ダンパーアクチュエーター

　シャーシ（電子サスペンション制御（ＲＰＯ　ＪＬ７なし）） 　リア右ダンパーアクチュエーター

　シャーシ（電子サスペンション制御（ＲＰＯ　ＪＬ７なし）） 　リア左ダンパーアクチュエーター

　シャーシ（電子サスペンション制御（ＲＰＯ　ＪＬ７なし）） 　排気バルブ

　シャーシ（電子サスペンション制御（ＲＰＯ　ＪＬ７付き）） 　コンプレッサーテスト

　シャーシ（電子サスペンション制御（ＲＰＯ　ＪＬ７付き）） 　フロント右ダンパーアクチュエーター

　シャーシ（電子サスペンション制御（ＲＰＯ　ＪＬ７付き）） 　フロント左ダンパーアクチュエーター

　シャーシ（電子サスペンション制御（ＲＰＯ　ＪＬ７付き）） 　リア右ダンパーアクチュエーター

　シャーシ（電子サスペンション制御（ＲＰＯ　ＪＬ７付き）） 　リア左ダンパーアクチュエーター

　シャーシ（電子サスペンション制御（ＲＰＯ　ＪＬ７付き）） 　排気バルブ

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール　Ｂｏｓｃｈ　ＧＥＮ　９） 　ＡＢＳポンプモーター

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール　Ｂｏｓｃｈ　ＧＥＮ　９） 　ブレーキブースターポンプモータ

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール　Ｂｏｓｃｈ　ＧＥＮ　９） 　右パーキングブレーキアクチュエーター

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール　Ｂｏｓｃｈ　ＧＥＮ　９） 　左パーキングブレーキアクチュエーター

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール　Ｃｏｎｔｉ　ＭＫ１００） 　ＡＢＳポンプモーター

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール　Ｃｏｎｔｉ　ＭＫ１００） 　ブレーキブースターエレクトリックバキュームポンプ

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール　その他） 　ＡＢＳポンプモーター

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール　トラクションコントロールなし） 　ＡＢＳモーター

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール　トラクションコントロールなし） 　ＡＢＳランプテスト

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール　トラクションコントロールなし） 　ブレーキランプテスト

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール　トラクションコントロールなし） 　フロント右アイソレーションバルブ

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール　トラクションコントロールなし） 　フロント右アウトレットバルブソレノイド

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール　トラクションコントロールなし） 　フロント右インレットバルブソレノイド

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール　トラクションコントロールなし） 　フロント右ダンプバルブ

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール　トラクションコントロールなし） 　フロント左アイソレーションバルブ

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール　トラクションコントロールなし） 　フロント左アウトレットバルブソレノイド

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール　トラクションコントロールなし） 　フロント左インレットバルブソレノイド

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール　トラクションコントロールなし） 　フロント左ダンプバルブ

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール　トラクションコントロールなし） 　ポンプモーターテスト

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール　トラクションコントロールなし） 　リアアイソレーションバルブ

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール　トラクションコントロールなし） 　リアダンプバルブ

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール　トラクションコントロールなし） 　リア右アウトレットバルブソレノイド

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール　トラクションコントロールなし） 　リア右インレットバルブソレノイド

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール　トラクションコントロールなし） 　リア左アウトレットバルブソレノイド

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール　トラクションコントロールなし） 　リア左インレットバルブソレノイド
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　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール　トラクションコントロール付き） 　ＡＢＳモーター

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール　トラクションコントロール付き） 　ＡＢＳランプテスト

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール　トラクションコントロール付き） 　ブレーキランプテスト

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール　トラクションコントロール付き） 　フロント右アイソレーションバルブ

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール　トラクションコントロール付き） 　フロント右アウトレットバルブソレノイド

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール　トラクションコントロール付き） 　フロント右インレットバルブソレノイド

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール　トラクションコントロール付き） 　フロント右ダンプバルブ

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール　トラクションコントロール付き） 　フロント左アイソレーションバルブ

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール　トラクションコントロール付き） 　フロント左アウトレットバルブソレノイド

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール　トラクションコントロール付き） 　フロント左インレットバルブソレノイド

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール　トラクションコントロール付き） 　フロント左ダンプバルブ

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール　トラクションコントロール付き） 　ポンプモーターテスト

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール　トラクションコントロール付き） 　リアアイソレーションバルブ

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール　トラクションコントロール付き） 　リアダンプバルブ

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール　トラクションコントロール付き） 　リア右アウトレットバルブソレノイド

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール　トラクションコントロール付き） 　リア右インレットバルブソレノイド

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール　トラクションコントロール付き） 　リア左アウトレットバルブソレノイド

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール　トラクションコントロール付き） 　リア左インレットバルブソレノイド

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール　ベルト駆動電動パワーステアリング（ＮＪ２）） 　ＡＢＳポンプモーター

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール　車両安定システム装備） 　ＡＢＳポンプモーター

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール　車両安定システム装備） 　右パーキングブレーキアクチュエーター

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール　車両安定システム装備） 　左パーキングブレーキアクチュエーター

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール　車両安定システム未装備） 　ＡＢＳポンプモーター

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール　車両安定システム未装備） 　右パーキングブレーキアクチュエーター

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール　車両安定システム未装備） 　左パーキングブレーキアクチュエーター

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール（ＲＰＯ　ＪＬ７なし）） 　ＡＢＳモーター

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール（ＲＰＯ　ＪＬ７なし）） 　ＶＥＳテスト

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール（ＲＰＯ　ＪＬ７なし）） 　フロント右アウトレットバルブソレノイド

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール（ＲＰＯ　ＪＬ７なし）） 　フロント右インレットバルブソレノイド

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール（ＲＰＯ　ＪＬ７なし）） 　フロント左アウトレットバルブソレノイド

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール（ＲＰＯ　ＪＬ７なし）） 　フロント左インレットバルブソレノイド

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール（ＲＰＯ　ＪＬ７なし）） 　リア右アウトレットバルブソレノイド

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール（ＲＰＯ　ＪＬ７なし）） 　リア右インレットバルブソレノイド

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール（ＲＰＯ　ＪＬ７なし）） 　リア左アウトレットバルブソレノイド

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール（ＲＰＯ　ＪＬ７なし）） 　リア左インレットバルブソレノイド

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール（ＲＰＯ　ＪＬ７付き）） 　ＡＢＳモーター

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール（ＲＰＯ　ＪＬ７付き）） 　ＶＥＳテスト

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール） 　１－２　／　３－４　Ｓｈｉｆｔ　Ｓｏｌｅｎｏｉｄ

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール） 　２－３シフトソレノイド

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール） 　ＡＢＳポンプモーター

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール） 　ＡＢＳモーター

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール） 　ＡＢＳランプテスト

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール） 　ＡＢＳリレーテスト

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール） 　ＡＢＳ警告灯

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール） 　ＤＲＰランプテスト

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール） 　Ｅｃｏｎｏｍｙ　／　Ｓｐｏｒｔ

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール） 　Ｇセンサーリセット

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール） 　Ｒｅａｒ　Ｂｒａｋｅ　Ｃａｌｉｐｅｒ　Ｐｉｓｔｏｎ　Ｒｅｔｒａｃｔ

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール） 　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｍｏｎｉｔｏｒ

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール） 　ＶＥＳテスト

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール） 　ウィンターＬＥＤ

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール） 　オートエア抜き

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール） 　ステアリングアシストソレノイドバルブ

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール） 　ステアリングアングルセンサーセンタリング

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール） 　ソレノイドリレーテスト

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール） 　トルクコントロール

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール） 　パークニュートラルスイッチテスト

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール） 　バキュームブースター作動

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール） 　ブレーキブースターエレクトリックバキュームポンプ

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール） 　ブレーキブースターバキュームリレー

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール） 　ブレーキブースターポンプモータ

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール） 　ブレーキランプテスト

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール） 　ブレーキ圧力センサー補正

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール） 　ブレーキ警告灯

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール） 　フロントＴＣＳアイソレーションバルブ

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール） 　フロントＴＣＳプライムバルブ

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール） 　フロント右ＴＣＳソレノイドバルブ

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール） 　フロント右アイソレーションバルブ

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール） 　フロント右アウトレットソレノイド

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール） 　フロント右アウトレットソレノイドバルブ

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール） 　フロント右アウトレットソレノイドバルブフィードバック

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール） 　フロント右アウトレットバルブソレノイド

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール） 　フロント右インレットソレノイド
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　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール） 　フロント右インレットソレノイドバルブ

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール） 　フロント右インレットソレノイドバルブフィードバック

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール） 　フロント右インレットバルブソレノイド

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール） 　フロント右ダンプバルブ

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール） 　フロント左ＴＣＳソレノイドバルブ

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール） 　フロント左アイソレーションバルブ

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール） 　フロント左アウトレットソレノイド

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール） 　フロント左アウトレットソレノイドバルブ

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール） 　フロント左アウトレットソレノイドバルブフィードバック

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール） 　フロント左アウトレットバルブソレノイド

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール） 　フロント左インレットソレノイド

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール） 　フロント左インレットソレノイドバルブ

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール） 　フロント左インレットソレノイドバルブフィードバック

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール） 　フロント左インレットバルブソレノイド

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール） 　フロント左ダンプバルブ

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール） 　ポンプモーターテスト

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール） 　リアＴＣＳアイソレーションバルブ

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール） 　リアＴＣＳプライムバルブ

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール） 　リアアイソレーションバルブ

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール） 　リアアウトレットバルブソレノイド

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール） 　リアインレットバルブソレノイド

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール） 　リアダンプバルブ

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール） 　リアブレーキキャリパーピストン拡張

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール） 　リア右アイソレーションバルブ

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール） 　リア右アウトレットソレノイド

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール） 　リア右アウトレットソレノイドバルブ

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール） 　リア右アウトレットソレノイドバルブフィードバック

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール） 　リア右アウトレットバルブソレノイド

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール） 　リア右インレットソレノイド

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール） 　リア右インレットソレノイドバルブ

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール） 　リア右インレットソレノイドバルブフィードバック

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール） 　リア右インレットバルブソレノイド

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール） 　リア右ダンプバルブ

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール） 　リア左アイソレーションバルブ

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール） 　リア左アウトレットソレノイド

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール） 　リア左アウトレットソレノイドバルブ

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール） 　リア左アウトレットソレノイドバルブフィードバック

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール） 　リア左アウトレットバルブソレノイド

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール） 　リア左インレットソレノイド

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール） 　リア左インレットソレノイドバルブ

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール） 　リア左インレットソレノイドバルブフィードバック

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール） 　リア左インレットバルブソレノイド

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール） 　リア左ダンプバルブ

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール） 　圧力レギュレーターソレノイド

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール） 　右パーキングブレーキアクチュエーター

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール） 　左パーキングブレーキアクチュエーター

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール） 　車両安定性制御システム（ＶＳＥＳ）ランプテスト

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュールＶＳＥＳなし（ＲＰＯ　ＪＬ４）） 　ポンプモーターテスト

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュールＶＳＥＳなし） 　ＡＢＳモーター

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュールＶＳＥＳなし） 　ＡＢＳランプ

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュールＶＳＥＳなし） 　ＡＢＳリレー

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュールＶＳＥＳなし） 　ブレーキランプ

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュールＶＳＥＳなし） 　フロント右アイソレーションバルブ

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュールＶＳＥＳなし） 　フロント右アウトレットバルブソレノイド

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュールＶＳＥＳなし） 　フロント右インレットバルブソレノイド

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュールＶＳＥＳなし） 　フロント右ダンプバルブ

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュールＶＳＥＳなし） 　フロント左アイソレーションバルブ

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュールＶＳＥＳなし） 　フロント左アウトレットバルブソレノイド

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュールＶＳＥＳなし） 　フロント左インレットバルブソレノイド

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュールＶＳＥＳなし） 　フロント左ダンプバルブ

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュールＶＳＥＳなし） 　ポンプモーターテスト

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュールＶＳＥＳなし） 　リアアイソレーションバルブ

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュールＶＳＥＳなし） 　リアアウトレットバルブソレノイド

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュールＶＳＥＳなし） 　リアインレットバルブソレノイド

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュールＶＳＥＳなし） 　リアダンプバルブ

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュールＶＳＥＳ付き（ＲＰＯ　ＪＬ４）） 　ポンプモーターテスト

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュールＶＳＥＳ付き） 　ＡＢＳモーター

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュールＶＳＥＳ付き） 　オートエア抜き

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュールＶＳＥＳ付き） 　プリチャージエア抜き

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュールＶＳＥＳ付き） 　フロント右アイソレーションバルブ

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュールＶＳＥＳ付き） 　フロント右アウトレットバルブソレノイド

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュールＶＳＥＳ付き） 　フロント右インレットバルブソレノイド

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュールＶＳＥＳ付き） 　フロント右ダンプバルブ

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュールＶＳＥＳ付き） 　フロント右ブレーキ適用
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　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュールＶＳＥＳ付き） 　フロント左アイソレーションバルブ

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュールＶＳＥＳ付き） 　フロント左アウトレットバルブソレノイド

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュールＶＳＥＳ付き） 　フロント左インレットバルブソレノイド

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュールＶＳＥＳ付き） 　フロント左ダンプバルブ

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュールＶＳＥＳ付き） 　フロント左ブレーキ適用

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュールＶＳＥＳ付き） 　ポンプモーターテスト

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュールＶＳＥＳ付き） 　ヨーレートセンサー再補正

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュールＶＳＥＳ付き） 　リア右アイソレーションバルブ

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュールＶＳＥＳ付き） 　リア右アウトレットバルブソレノイド

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュールＶＳＥＳ付き） 　リア右インレットバルブソレノイド

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュールＶＳＥＳ付き） 　リア右ダンプバルブ

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュールＶＳＥＳ付き） 　リア右ブレーキ適用

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュールＶＳＥＳ付き） 　リア左アイソレーションバルブ

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュールＶＳＥＳ付き） 　リア左アウトレットバルブソレノイド

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュールＶＳＥＳ付き） 　リア左インレットバルブソレノイド

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュールＶＳＥＳ付き） 　リア左ダンプバルブ

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュールＶＳＥＳ付き） 　リア左ブレーキ適用

　パワートレイン（（０）１．０Ｌ　Ｌ４　Ｌ１１　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＧＲソレノイド

　パワートレイン（（０）１．０Ｌ　Ｌ４　Ｌ１１　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰシステム

　パワートレイン（（０）１．０Ｌ　Ｌ４　Ｌ１１　エンジンコントロールモジュール） 　ＩＳＣアクチュエーター

　パワートレイン（（０）１．０Ｌ　Ｌ４　Ｌ１１　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（０）１．０Ｌ　Ｌ４　Ｌ１１　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（０）１．０Ｌ　Ｌ４　Ｌ１１　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（０）１．０Ｌ　Ｌ４　Ｌ１１　エンジンコントロールモジュール） 　ファンＨｉｇｈ

　パワートレイン（（０）１．０Ｌ　Ｌ４　Ｌ１１　エンジンコントロールモジュール） 　ファンＬｏｗ

　パワートレイン（（０）１．０Ｌ　Ｌ４　Ｌ１１　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（０）１．０Ｌ　Ｌ４　Ｌ１１　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターテスト１

　パワートレイン（（０）１．０Ｌ　Ｌ４　Ｌ１１　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターテスト２

　パワートレイン（（０）１．０Ｌ　Ｌ４　Ｌ１１　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターテスト３

　パワートレイン（（０）１．０Ｌ　Ｌ４　Ｌ１１　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターテスト４

　パワートレイン（（０）１．０Ｌ　Ｌ４　ＬＡ２　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＧＲソレノイド

　パワートレイン（（０）１．０Ｌ　Ｌ４　ＬＡ２　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰシステム

　パワートレイン（（０）１．０Ｌ　Ｌ４　ＬＡ２　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（０）１．０Ｌ　Ｌ４　ＬＡ２　エンジンコントロールモジュール） 　ＩＳＣアクチュエーター

　パワートレイン（（０）１．０Ｌ　Ｌ４　ＬＡ２　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（０）１．０Ｌ　Ｌ４　ＬＡ２　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（０）１．０Ｌ　Ｌ４　ＬＡ２　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（０）１．０Ｌ　Ｌ４　ＬＡ２　エンジンコントロールモジュール） 　ファンＨｉｇｈ

　パワートレイン（（０）１．０Ｌ　Ｌ４　ＬＡ２　エンジンコントロールモジュール） 　ファンＬｏｗ

　パワートレイン（（０）１．０Ｌ　Ｌ４　ＬＡ２　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（０）１．０Ｌ　Ｌ４　ＬＡ２　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターテスト１

　パワートレイン（（０）１．０Ｌ　Ｌ４　ＬＡ２　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターテスト２

　パワートレイン（（０）１．０Ｌ　Ｌ４　ＬＡ２　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターテスト３

　パワートレイン（（０）１．０Ｌ　Ｌ４　ＬＡ２　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターテスト４

　パワートレイン（（０）１．０Ｌ　Ｌ４　ＬＡ２　エンジンコントロールモジュール） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（０）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（０）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（０）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（０）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（０）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　ＲＶＳ無効履歴リセット

　パワートレイン（（０）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　アイドルスパーク

　パワートレイン（（０）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（０）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　エアシステム

　パワートレイン（（０）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　エアソレノイド

　パワートレイン（（０）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　エアポンプリレー

　パワートレイン（（０）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（０）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（０）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（０）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス１

　パワートレイン（（０）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス２

　パワートレイン（（０）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス３

　パワートレイン（（０）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス４

　パワートレイン（（０）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　スターターリレー

　パワートレイン（（０）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　スパーク遅延

　パワートレイン（（０）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（０）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー１

　パワートレイン（（０）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（０）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー２、３

　パワートレイン（（０）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　ループ状態

　パワートレイン（（０）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーターソレノイド（バンク１）

　パワートレイン（（０）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス１

　パワートレイン（（０）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス２

　パワートレイン（（０）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス３

　パワートレイン（（０）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス４
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システム 項目名

　パワートレイン（（０）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（０）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（０）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（０）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　排気側ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーターソレノイド（バンク１）

　パワートレイン（（０）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド２

　パワートレイン（（０）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド３

　パワートレイン（（０）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド４

　パワートレイン（（０）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド５

　パワートレイン（（０）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（０）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　トランスミッションコントロールモジュール）
　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｓｏｌ．　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｔｅｓｔ　Ｌｉｎｅ　Ｐｒｅｓｓｕ
ｒｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ

　パワートレイン（（０）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　トランスミッションコントロールモジュール）
　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｓｏｌ．　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｔｅｓｔ　ＰＣ　Ｓｏｌｅｎｏｉｄ
２

　パワートレイン（（０）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　トランスミッションコントロールモジュール）
　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｓｏｌ．　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｔｅｓｔ　ＰＣ　Ｓｏｌｅｎｏｉｄ
３

　パワートレイン（（０）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　トランスミッションコントロールモジュール）
　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｓｏｌ．　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｔｅｓｔ　ＰＣ　Ｓｏｌｅｎｏｉｄ
４

　パワートレイン（（０）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　トランスミッションコントロールモジュール）
　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｓｏｌ．　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｔｅｓｔ　ＰＣ　Ｓｏｌｅｎｏｉｄ
５

　パワートレイン（（０）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　トランスミッションコントロールモジュール）
　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｓｏｌ．　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｔｅｓｔ　Ｓｈｉｆｔ　Ｓｏｌｅｎ
ｏｉｄ　１

　パワートレイン（（０）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　トランスミッションコントロールモジュール）
　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｓｏｌ．　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｔｅｓｔ　ＴＣＣ　Ｃｏｎｔｒｏｌ
Ｓｏｌｅｎｏｉｄ

　パワートレイン（（０）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイド１

　パワートレイン（（０）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（（０）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（０）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（０）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（０）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（０）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール） 　ＲＶＳ無効履歴リセット

　パワートレイン（（０）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール） 　アイドルスパーク

　パワートレイン（（０）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（０）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール） 　エアシステム

　パワートレイン（（０）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール） 　エアソレノイド

　パワートレイン（（０）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール） 　エアポンプリレー

　パワートレイン（（０）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（０）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（０）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（０）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス１

　パワートレイン（（０）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス２

　パワートレイン（（０）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス３

　パワートレイン（（０）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス４

　パワートレイン（（０）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール） 　スターターリレー

　パワートレイン（（０）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール） 　スパーク遅延

　パワートレイン（（０）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（０）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー１

　パワートレイン（（０）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（０）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー２、３

　パワートレイン（（０）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール） 　ループ状態

　パワートレイン（（０）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーターソレノイド（バンク１）

　パワートレイン（（０）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス１

　パワートレイン（（０）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス２

　パワートレイン（（０）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス３

　パワートレイン（（０）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス４

　パワートレイン（（０）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（０）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（０）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（０）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール） 　排気側ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーターソレノイド（バンク１）

　パワートレイン（（０）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　トランスミッションコントロールモジュール　４速） 　１－２ソレノイド

　パワートレイン（（０）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　トランスミッションコントロールモジュール　４速） 　２－３ソレノイド

　パワートレイン（（０）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　トランスミッションコントロールモジュール　４速） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（０）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　トランスミッションコントロールモジュール　４速） 　シフトトランスミッション

　パワートレイン（（０）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド２

　パワートレイン（（０）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド３

　パワートレイン（（０）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド４

　パワートレイン（（０）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド５

　パワートレイン（（０）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（０）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　トランスミッションコントロールモジュール　６速）
　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｓｏｌ．　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｔｅｓｔ　Ｌｉｎｅ　Ｐｒｅｓｓｕ
ｒｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ

　パワートレイン（（０）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　トランスミッションコントロールモジュール　６速）
　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｓｏｌ．　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｔｅｓｔ　ＰＣ　Ｓｏｌｅｎｏｉｄ
２

　パワートレイン（（０）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　トランスミッションコントロールモジュール　６速）
　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｓｏｌ．　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｔｅｓｔ　ＰＣ　Ｓｏｌｅｎｏｉｄ
３

　パワートレイン（（０）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　トランスミッションコントロールモジュール　６速）
　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｓｏｌ．　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｔｅｓｔ　ＰＣ　Ｓｏｌｅｎｏｉｄ
４

　パワートレイン（（０）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　トランスミッションコントロールモジュール　６速）
　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｓｏｌ．　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｔｅｓｔ　ＰＣ　Ｓｏｌｅｎｏｉｄ
５

　パワートレイン（（０）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　トランスミッションコントロールモジュール　６速）
　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｓｏｌ．　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｔｅｓｔ　Ｓｈｉｆｔ　Ｓｏｌｅｎ
ｏｉｄ　１

　パワートレイン（（０）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　トランスミッションコントロールモジュール　６速）
　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｓｏｌ．　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｔｅｓｔ　ＴＣＣ　Ｃｏｎｔｒｏｌ
Ｓｏｌｅｎｏｉｄ

　パワートレイン（（０）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　シフトソレノイド１

　パワートレイン（（０）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（（０）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド２

　パワートレイン（（０）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド３

　パワートレイン（（０）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド４

　パワートレイン（（０）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド５

　パワートレイン（（０）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣコントロールソレノイド
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　パワートレイン（（０）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　トランスミッションコントロールモジュール）
　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｓｏｌ．　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｔｅｓｔ　Ｌｉｎｅ　Ｐｒｅｓｓｕ
ｒｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ

　パワートレイン（（０）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　トランスミッションコントロールモジュール）
　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｓｏｌ．　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｔｅｓｔ　ＰＣ　Ｓｏｌｅｎｏｉｄ
２

　パワートレイン（（０）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　トランスミッションコントロールモジュール）
　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｓｏｌ．　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｔｅｓｔ　ＰＣ　Ｓｏｌｅｎｏｉｄ
３

　パワートレイン（（０）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　トランスミッションコントロールモジュール）
　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｓｏｌ．　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｔｅｓｔ　ＰＣ　Ｓｏｌｅｎｏｉｄ
４

　パワートレイン（（０）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　トランスミッションコントロールモジュール）
　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｓｏｌ．　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｔｅｓｔ　ＰＣ　Ｓｏｌｅｎｏｉｄ
５

　パワートレイン（（０）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　トランスミッションコントロールモジュール）
　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｓｏｌ．　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｔｅｓｔ　Ｓｈｉｆｔ　Ｓｏｌｅｎ
ｏｉｄ　１

　パワートレイン（（０）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　トランスミッションコントロールモジュール）
　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｓｏｌ．　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｔｅｓｔ　ＴＣＣ　Ｃｏｎｔｒｏｌ
Ｓｏｌｅｎｏｉｄ

　パワートレイン（（０）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイド１

　パワートレイン（（０）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー１）

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー２）

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー１）

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー２）

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス５インジェクター

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス６インジェクター

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス７インジェクター

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス８インジェクター

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダー休止（シリンダー１）

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダー休止（シリンダー４）

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダー休止（シリンダー６）

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダー休止（シリンダー７）

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダー休止システム

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール） 　スターターリレー

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス１インジェクター

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス２インジェクター

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス３インジェクター

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス４インジェクター

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス５インジェクター

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス６インジェクター

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス７インジェクター

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス８インジェクター

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　ＬＭＧ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　ＬＭＧ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　ＬＭＧ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　ＬＭＧ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１パフォーマンステスト

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　ＬＭＧ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ２

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　ＬＭＧ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ２パフォーマンステスト

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　ＬＭＧ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　ＬＭＧ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　ＬＭＧ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　ＬＭＧ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　ＬＭＧ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　ＬＭＧ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　ＬＭＧ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　ＬＭＧ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　ＬＭＧ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　ＬＭＧ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　ＬＭＧ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　ＬＭＧ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　１速ＡＴＣエンジンコントロールモジュール） 　ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーターソレノイド

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　１速ＡＴＣエンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　１速ＡＴＣエンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　１速ＡＴＣエンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　１速ＡＴＣエンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ
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　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　１速ＡＴＣエンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１センサー１）

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　１速ＡＴＣエンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１センサー２）

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　１速ＡＴＣエンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２センサー１）

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　１速ＡＴＣエンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２センサー２）

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　１速ＡＴＣエンジンコントロールモジュール） 　ＲＶＳ無効履歴リセット

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　１速ＡＴＣエンジンコントロールモジュール） 　アイドルスパーク

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　１速ＡＴＣエンジンコントロールモジュール） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　１速ＡＴＣエンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　１速ＡＴＣエンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　１速ＡＴＣエンジンコントロールモジュール） 　カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　１速ＡＴＣエンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　１速ＡＴＣエンジンコントロールモジュール） 　シリンダー１

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　１速ＡＴＣエンジンコントロールモジュール） 　シリンダー４

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　１速ＡＴＣエンジンコントロールモジュール） 　シリンダー６

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　１速ＡＴＣエンジンコントロールモジュール） 　シリンダー７

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　１速ＡＴＣエンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス１

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　１速ＡＴＣエンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス２

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　１速ＡＴＣエンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス３

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　１速ＡＴＣエンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス４

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　１速ＡＴＣエンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス５

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　１速ＡＴＣエンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス６

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　１速ＡＴＣエンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス７

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　１速ＡＴＣエンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス８

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　１速ＡＴＣエンジンコントロールモジュール） 　シリンダー休止システム

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　１速ＡＴＣエンジンコントロールモジュール） 　スターターリレー

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　１速ＡＴＣエンジンコントロールモジュール） 　スパーク遅延

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　１速ＡＴＣエンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　１速ＡＴＣエンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー１

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　１速ＡＴＣエンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　１速ＡＴＣエンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー２、３

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　１速ＡＴＣエンジンコントロールモジュール） 　ループ状態

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　１速ＡＴＣエンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター１）

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　１速ＡＴＣエンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター２）

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　１速ＡＴＣエンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター３）

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　１速ＡＴＣエンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター４）

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　１速ＡＴＣエンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター５）

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　１速ＡＴＣエンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター６）

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　１速ＡＴＣエンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター７）

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　１速ＡＴＣエンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター８）

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　１速ＡＴＣエンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　１速ＡＴＣエンジンコントロールモジュール） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　１速ＡＴＣエンジンコントロールモジュール） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　１速ＡＴＣトランスファーケースコントロールモジュール） 　２ＷＤハイインジケーター

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　１速ＡＴＣトランスファーケースコントロールモジュール） 　４ＷＤオートインジケーター

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　１速ＡＴＣトランスファーケースコントロールモジュール） 　４ＷＤハイインジケーター

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　１速ＡＴＣトランスファーケースコントロールモジュール） 　ＡＴＣレンジ

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　１速ＡＴＣトランスファーケースコントロールモジュール） 　フロントアクスルアクチュエーター

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　１速ＡＴＣトランスファーケースコントロールモジュール） 　レンジアクチュエーター

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　１速ＡＴＣトランスファーケースコントロールモジュール） 　レンジアクチュエーターロック

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　２速ＡＴＣエンジンコントロールモジュール） 　ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーターソレノイド

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　２速ＡＴＣエンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　２速ＡＴＣエンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　２速ＡＴＣエンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　２速ＡＴＣエンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　２速ＡＴＣエンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１センサー１）

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　２速ＡＴＣエンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１センサー２）

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　２速ＡＴＣエンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２センサー１）

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　２速ＡＴＣエンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２センサー２）

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　２速ＡＴＣエンジンコントロールモジュール） 　ＲＶＳ無効履歴リセット

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　２速ＡＴＣエンジンコントロールモジュール） 　アイドルスパーク

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　２速ＡＴＣエンジンコントロールモジュール） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　２速ＡＴＣエンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　２速ＡＴＣエンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　２速ＡＴＣエンジンコントロールモジュール） 　カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　２速ＡＴＣエンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　２速ＡＴＣエンジンコントロールモジュール） 　シリンダー１

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　２速ＡＴＣエンジンコントロールモジュール） 　シリンダー４

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　２速ＡＴＣエンジンコントロールモジュール） 　シリンダー６

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　２速ＡＴＣエンジンコントロールモジュール） 　シリンダー７

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　２速ＡＴＣエンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス１

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　２速ＡＴＣエンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス２

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　２速ＡＴＣエンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス３

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　２速ＡＴＣエンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス４

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　２速ＡＴＣエンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス５
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　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　２速ＡＴＣエンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス６

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　２速ＡＴＣエンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス７

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　２速ＡＴＣエンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス８

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　２速ＡＴＣエンジンコントロールモジュール） 　シリンダー休止システム

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　２速ＡＴＣエンジンコントロールモジュール） 　スターターリレー

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　２速ＡＴＣエンジンコントロールモジュール） 　スパーク遅延

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　２速ＡＴＣエンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　２速ＡＴＣエンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー１

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　２速ＡＴＣエンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　２速ＡＴＣエンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー２、３

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　２速ＡＴＣエンジンコントロールモジュール） 　ループ状態

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　２速ＡＴＣエンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター１）

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　２速ＡＴＣエンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター２）

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　２速ＡＴＣエンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター３）

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　２速ＡＴＣエンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター４）

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　２速ＡＴＣエンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター５）

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　２速ＡＴＣエンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター６）

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　２速ＡＴＣエンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター７）

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　２速ＡＴＣエンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター８）

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　２速ＡＴＣエンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　２速ＡＴＣエンジンコントロールモジュール） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　２速ＡＴＣエンジンコントロールモジュール） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　２速ＡＴＣトランスファーケースコントロールモジュール） 　２ＷＤハイインジケーター

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　２速ＡＴＣトランスファーケースコントロールモジュール） 　４ＷＤオートインジケーター

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　２速ＡＴＣトランスファーケースコントロールモジュール） 　４ＷＤハイインジケーター

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　２速ＡＴＣトランスファーケースコントロールモジュール） 　４ＷＤローインジケーター

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　２速ＡＴＣトランスファーケースコントロールモジュール） 　ＡＴＣニュートラルインジケーター

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　２速ＡＴＣトランスファーケースコントロールモジュール） 　ＡＴＣレンジ

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　２速ＡＴＣトランスファーケースコントロールモジュール） 　フロントアクスルアクチュエーター

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　２速ＡＴＣトランスファーケースコントロールモジュール） 　レンジアクチュエーター

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　２速ＡＴＣトランスファーケースコントロールモジュール） 　レンジアクチュエーターロック

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　４速トランスミッションコントロールモジュール） 　１－２ソレノイド

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　４速トランスミッションコントロールモジュール） 　２－３ソレノイド

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　４速トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　４速トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　４速トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣ有効ソレノイド

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　６速トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド２

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　６速トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド３

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　６速トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド４

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　６速トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド５

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　６速トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　６速トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイド１

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　６速トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイド２

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　６速トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッション

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　６速トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応リセット

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　６速トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール　４速オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール　４速オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール　４速オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール　４速オートマチックトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール　４速オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１センサー１）

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール　４速オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１センサー２）

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール　４速オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２センサー１）

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール　４速オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２センサー２）

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール　４速オートマチックトランスミッション） 　ＲＶＳ無効履歴リセット

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール　４速オートマチックトランスミッション） 　アイドルスパーク

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール　４速オートマチックトランスミッション） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール　４速オートマチックトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール　４速オートマチックトランスミッション） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール　４速オートマチックトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール　４速オートマチックトランスミッション） 　シリンダー１

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール　４速オートマチックトランスミッション） 　シリンダー４

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール　４速オートマチックトランスミッション） 　シリンダー６

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール　４速オートマチックトランスミッション） 　シリンダー７

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール　４速オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス１

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール　４速オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス２

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール　４速オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス３

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール　４速オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス４

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール　４速オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス５

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール　４速オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス６

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール　４速オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス７

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール　４速オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス８

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール　４速オートマチックトランスミッション） 　シリンダー休止システム

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール　４速オートマチックトランスミッション） 　スターターリレー
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システム 項目名

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール　４速オートマチックトランスミッション） 　スパーク遅延

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール　４速オートマチックトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール　４速オートマチックトランスミッション） 　ファンリレー１

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール　４速オートマチックトランスミッション） 　ファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール　４速オートマチックトランスミッション） 　ファンリレー２、３

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール　４速オートマチックトランスミッション） 　ループ状態

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール　４速オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター１）

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール　４速オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター２）

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール　４速オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター３）

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール　４速オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター４）

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール　４速オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター５）

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール　４速オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター６）

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール　４速オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター７）

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール　４速オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター８）

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール　４速オートマチックトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール　４速オートマチックトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール　４速オートマチックトランスミッション） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール　６速オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール　６速オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール　６速オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール　６速オートマチックトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール　６速オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１センサー１）

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール　６速オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１センサー２）

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール　６速オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２センサー１）

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール　６速オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２センサー２）

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール　６速オートマチックトランスミッション） 　ＲＶＳ無効履歴リセット

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール　６速オートマチックトランスミッション） 　アイドルスパーク

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール　６速オートマチックトランスミッション） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール　６速オートマチックトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール　６速オートマチックトランスミッション） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール　６速オートマチックトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール　６速オートマチックトランスミッション） 　シリンダー１

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール　６速オートマチックトランスミッション） 　シリンダー４

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール　６速オートマチックトランスミッション） 　シリンダー６

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール　６速オートマチックトランスミッション） 　シリンダー７

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール　６速オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス１

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール　６速オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス２

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール　６速オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス３

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール　６速オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス４

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール　６速オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス５

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール　６速オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス６

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール　６速オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス７

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール　６速オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス８

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール　６速オートマチックトランスミッション） 　シリンダー休止システム

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール　６速オートマチックトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール　６速オートマチックトランスミッション） 　スパーク遅延

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール　６速オートマチックトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール　６速オートマチックトランスミッション） 　ファンリレー１

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール　６速オートマチックトランスミッション） 　ファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール　６速オートマチックトランスミッション） 　ファンリレー２、３

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール　６速オートマチックトランスミッション） 　ループ状態

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール　６速オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター１）

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール　６速オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター２）

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール　６速オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター３）

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール　６速オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター４）

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール　６速オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター５）

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール　６速オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター６）

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール　６速オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター７）

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール　６速オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター８）

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール　６速オートマチックトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール　６速オートマチックトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール　６速オートマチックトランスミッション） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１センサー１）

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１センサー２）

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２センサー１）

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２センサー２）

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＲＶＳ無効履歴リセット

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　アイドルスパーク

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー
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システム 項目名

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダー１

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダー４

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダー６

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダー７

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス１

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス２

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス３

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス４

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス５

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス６

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス７

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス８

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダー休止システム

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スパーク遅延

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ファンリレー１

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ファンリレー２、３

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ループ状態

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター１）

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター２）

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター３）

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター４）

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター５）

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター６）

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター７）

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター８）

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール） 　ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール） 　ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーターソレノイド

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１センサー１）

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１センサー２）

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２センサー１）

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２センサー２）

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール） 　ＲＶＳ無効履歴リセット

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール） 　アイドルスパーク

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール） 　カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダー１

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダー４

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダー６

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダー７

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス１

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス２

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス３

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス４

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス５

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス６

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス７

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス８

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダー休止システム

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール） 　スターターリレー

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール） 　スパーク遅延

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー１

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー２、３

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール） 　ループ状態

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター１）

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター２）

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター３）
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　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター４）

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター５）

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター６）

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター７）

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター８）

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　トランスファーケースコントロールモジュール　１速） 　２ＷＤハイインジケーター

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　トランスファーケースコントロールモジュール　１速） 　２ＷＤハイインジケーターランプ

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　トランスファーケースコントロールモジュール　１速） 　４ＷＤオートインジケーター

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　トランスファーケースコントロールモジュール　１速） 　４ＷＤハイインジケーター

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　トランスファーケースコントロールモジュール　１速） 　４ＷＤハイインジケーターランプ

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　トランスファーケースコントロールモジュール　１速） 　ＡＴＣモーター学習

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　トランスファーケースコントロールモジュール　１速） 　ＡＴＣレンジ

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　トランスファーケースコントロールモジュール　１速） 　オート４ＷＤインジケーターランプ

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　トランスファーケースコントロールモジュール　１速） 　トランスファーケースモーターコントロール

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　トランスファーケースコントロールモジュール　１速） 　トランスファーケースロック

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　トランスファーケースコントロールモジュール　１速） 　フロントアクスルアクチュエーター

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　トランスファーケースコントロールモジュール　１速） 　フロントアクスル係合

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　トランスファーケースコントロールモジュール　１速） 　レンジアクチュエーター

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　トランスファーケースコントロールモジュール　１速） 　レンジアクチュエーターロック

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　トランスファーケースコントロールモジュール　２速） 　２ＷＤハイインジケーター

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　トランスファーケースコントロールモジュール　２速） 　２ＷＤハイインジケーターランプ

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　トランスファーケースコントロールモジュール　２速） 　４ＷＤオートインジケーター

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　トランスファーケースコントロールモジュール　２速） 　４ＷＤハイインジケーター

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　トランスファーケースコントロールモジュール　２速） 　４ＷＤハイインジケーターランプ

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　トランスファーケースコントロールモジュール　２速） 　４ＷＤローインジケーター

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　トランスファーケースコントロールモジュール　２速） 　４ＷＤローインジケーターランプ

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　トランスファーケースコントロールモジュール　２速） 　ＡＴＣニュートラルインジケーター

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　トランスファーケースコントロールモジュール　２速） 　ＡＴＣモーター学習

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　トランスファーケースコントロールモジュール　２速） 　ＡＴＣレンジ

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　トランスファーケースコントロールモジュール　２速） 　オート４ＷＤインジケーターランプ

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　トランスファーケースコントロールモジュール　２速） 　トランスファーケースモーターコントロール

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　トランスファーケースコントロールモジュール　２速） 　トランスファーケースロック

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　トランスファーケースコントロールモジュール　２速） 　ニュートラルインジケーターランプ

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　トランスファーケースコントロールモジュール　２速） 　フロントアクスルアクチュエーター

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　トランスファーケースコントロールモジュール　２速） 　フロントアクスル係合

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　トランスファーケースコントロールモジュール　２速） 　レンジアクチュエーター

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　トランスファーケースコントロールモジュール　２速） 　レンジアクチュエーターロック

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　トランスファーケースコントロールモジュール） 　２ＷＤハイインジケーター

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　トランスファーケースコントロールモジュール） 　２ＷＤハイインジケーターランプ

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　トランスファーケースコントロールモジュール） 　４ＷＤオートインジケーター

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　トランスファーケースコントロールモジュール） 　４ＷＤハイインジケーター

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　トランスファーケースコントロールモジュール） 　４ＷＤハイインジケーターランプ

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　トランスファーケースコントロールモジュール） 　４ＷＤローインジケーター

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　トランスファーケースコントロールモジュール） 　４ＷＤローインジケーターランプ

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　トランスファーケースコントロールモジュール） 　ＡＴＣニュートラルインジケーター

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　トランスファーケースコントロールモジュール） 　ＡＴＣモーター学習

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　トランスファーケースコントロールモジュール） 　ＡＴＣレンジ

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　トランスファーケースコントロールモジュール） 　オート４ＷＤインジケーターランプ

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　トランスファーケースコントロールモジュール） 　クラッチリセット手順

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　トランスファーケースコントロールモジュール） 　トランスファーケースモーターコントロール

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　トランスファーケースコントロールモジュール） 　トランスファーケースロック

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　トランスファーケースコントロールモジュール） 　ニュートラルインジケーターランプ

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　トランスファーケースコントロールモジュール） 　フロントアクスルアクチュエーター

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　トランスファーケースコントロールモジュール） 　フロントアクスル係合

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　トランスファーケースコントロールモジュール） 　レンジアクチュエーター

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　トランスファーケースコントロールモジュール） 　レンジアクチュエーターロック

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　トランスミッションコントロールモジュール） 　１－２ソレノイド

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　トランスミッションコントロールモジュール） 　２－３ソレノイド

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　トランスミッションコントロールモジュール） 　３－２ダウンシフトソレノイド

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド２

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド３

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド４

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド５

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣ有効ソレノイド

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイド１

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイド２

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッション

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応リセット



●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2022.10)
システム 項目名

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ライン圧力制御

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　フューエルポンプコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　フューエルポンプコントロールモジュール） 　フューエルポンプトリムリセット

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　フューエルポンプコントロールモジュール） 　燃料プレッシャーコントロール

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　マニュアルトランスファーケース（ＮＯ）エンジンコントロールモジュール） 　ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　マニュアルトランスファーケース（ＮＯ）エンジンコントロールモジュール） 　ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーターソレノイド

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　マニュアルトランスファーケース（ＮＯ）エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　マニュアルトランスファーケース（ＮＯ）エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　マニュアルトランスファーケース（ＮＯ）エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　マニュアルトランスファーケース（ＮＯ）エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　マニュアルトランスファーケース（ＮＯ）エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１センサー１）

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　マニュアルトランスファーケース（ＮＯ）エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１センサー２）

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　マニュアルトランスファーケース（ＮＯ）エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２センサー１）

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　マニュアルトランスファーケース（ＮＯ）エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２センサー２）

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　マニュアルトランスファーケース（ＮＯ）エンジンコントロールモジュール） 　ＲＶＳ無効履歴リセット

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　マニュアルトランスファーケース（ＮＯ）エンジンコントロールモジュール） 　アイドルスパーク

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　マニュアルトランスファーケース（ＮＯ）エンジンコントロールモジュール） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　マニュアルトランスファーケース（ＮＯ）エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　マニュアルトランスファーケース（ＮＯ）エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　マニュアルトランスファーケース（ＮＯ）エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　マニュアルトランスファーケース（ＮＯ）エンジンコントロールモジュール） 　シリンダー１

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　マニュアルトランスファーケース（ＮＯ）エンジンコントロールモジュール） 　シリンダー４

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　マニュアルトランスファーケース（ＮＯ）エンジンコントロールモジュール） 　シリンダー６

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　マニュアルトランスファーケース（ＮＯ）エンジンコントロールモジュール） 　シリンダー７

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　マニュアルトランスファーケース（ＮＯ）エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス１

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　マニュアルトランスファーケース（ＮＯ）エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス２

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　マニュアルトランスファーケース（ＮＯ）エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス３

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　マニュアルトランスファーケース（ＮＯ）エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス４

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　マニュアルトランスファーケース（ＮＯ）エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス５

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　マニュアルトランスファーケース（ＮＯ）エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス６

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　マニュアルトランスファーケース（ＮＯ）エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス７

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　マニュアルトランスファーケース（ＮＯ）エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス８

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　マニュアルトランスファーケース（ＮＯ）エンジンコントロールモジュール） 　シリンダー休止システム

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　マニュアルトランスファーケース（ＮＯ）エンジンコントロールモジュール） 　スターターリレー

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　マニュアルトランスファーケース（ＮＯ）エンジンコントロールモジュール） 　スパーク遅延

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　マニュアルトランスファーケース（ＮＯ）エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　マニュアルトランスファーケース（ＮＯ）エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー１

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　マニュアルトランスファーケース（ＮＯ）エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　マニュアルトランスファーケース（ＮＯ）エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー２、３

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　マニュアルトランスファーケース（ＮＯ）エンジンコントロールモジュール） 　ループ状態

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　マニュアルトランスファーケース（ＮＯ）エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター１）

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　マニュアルトランスファーケース（ＮＯ）エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター２）

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　マニュアルトランスファーケース（ＮＯ）エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター３）

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　マニュアルトランスファーケース（ＮＯ）エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター４）

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　マニュアルトランスファーケース（ＮＯ）エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター５）

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　マニュアルトランスファーケース（ＮＯ）エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター６）

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　マニュアルトランスファーケース（ＮＯ）エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター７）

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　マニュアルトランスファーケース（ＮＯ）エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター８）

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　マニュアルトランスファーケース（ＮＯ）エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　マニュアルトランスファーケース（ＮＯ）エンジンコントロールモジュール） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　マニュアルトランスファーケース（ＮＯ）エンジンコントロールモジュール） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　マニュアルトランスファーケース（ＹＥＳ）エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　マニュアルトランスファーケース（ＹＥＳ）エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　マニュアルトランスファーケース（ＹＥＳ）エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　マニュアルトランスファーケース（ＹＥＳ）エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　マニュアルトランスファーケース（ＹＥＳ）エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１センサー１）

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　マニュアルトランスファーケース（ＹＥＳ）エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１センサー２）

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　マニュアルトランスファーケース（ＹＥＳ）エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２センサー１）

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　マニュアルトランスファーケース（ＹＥＳ）エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２センサー２）

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　マニュアルトランスファーケース（ＹＥＳ）エンジンコントロールモジュール） 　ＲＶＳ無効履歴リセット

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　マニュアルトランスファーケース（ＹＥＳ）エンジンコントロールモジュール） 　アイドルスパーク

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　マニュアルトランスファーケース（ＹＥＳ）エンジンコントロールモジュール） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　マニュアルトランスファーケース（ＹＥＳ）エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　マニュアルトランスファーケース（ＹＥＳ）エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　マニュアルトランスファーケース（ＹＥＳ）エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　マニュアルトランスファーケース（ＹＥＳ）エンジンコントロールモジュール） 　シリンダー１

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　マニュアルトランスファーケース（ＹＥＳ）エンジンコントロールモジュール） 　シリンダー４

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　マニュアルトランスファーケース（ＹＥＳ）エンジンコントロールモジュール） 　シリンダー６

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　マニュアルトランスファーケース（ＹＥＳ）エンジンコントロールモジュール） 　シリンダー７

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　マニュアルトランスファーケース（ＹＥＳ）エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス１

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　マニュアルトランスファーケース（ＹＥＳ）エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス２

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　マニュアルトランスファーケース（ＹＥＳ）エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス３

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　マニュアルトランスファーケース（ＹＥＳ）エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス４
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システム 項目名

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　マニュアルトランスファーケース（ＹＥＳ）エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス５

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　マニュアルトランスファーケース（ＹＥＳ）エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス６

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　マニュアルトランスファーケース（ＹＥＳ）エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス７

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　マニュアルトランスファーケース（ＹＥＳ）エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス８

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　マニュアルトランスファーケース（ＹＥＳ）エンジンコントロールモジュール） 　シリンダー休止システム

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　マニュアルトランスファーケース（ＹＥＳ）エンジンコントロールモジュール） 　スターターリレー

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　マニュアルトランスファーケース（ＹＥＳ）エンジンコントロールモジュール） 　スパーク遅延

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　マニュアルトランスファーケース（ＹＥＳ）エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　マニュアルトランスファーケース（ＹＥＳ）エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー１

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　マニュアルトランスファーケース（ＹＥＳ）エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　マニュアルトランスファーケース（ＹＥＳ）エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー２、３

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　マニュアルトランスファーケース（ＹＥＳ）エンジンコントロールモジュール） 　ループ状態

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　マニュアルトランスファーケース（ＹＥＳ）エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター１）

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　マニュアルトランスファーケース（ＹＥＳ）エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター２）

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　マニュアルトランスファーケース（ＹＥＳ）エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター３）

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　マニュアルトランスファーケース（ＹＥＳ）エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター４）

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　マニュアルトランスファーケース（ＹＥＳ）エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター５）

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　マニュアルトランスファーケース（ＹＥＳ）エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター６）

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　マニュアルトランスファーケース（ＹＥＳ）エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター７）

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　マニュアルトランスファーケース（ＹＥＳ）エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター８）

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　マニュアルトランスファーケース（ＹＥＳ）エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　マニュアルトランスファーケース（ＹＥＳ）エンジンコントロールモジュール） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　マニュアルトランスファーケース（ＹＥＳ）エンジンコントロールモジュール） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（（１）　２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＧＲバルブ

　パワートレイン（（１）　２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（１）　２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（（１）　２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（１）　２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン回転数／スロットル

　パワートレイン（（１）　２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　グロープラグ（シリンダー１）

　パワートレイン（（１）　２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　グロープラグ（シリンダー２）

　パワートレイン（（１）　２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　グロープラグ（シリンダー３）

　パワートレイン（（１）　２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　グロープラグ（シリンダー４）

　パワートレイン（（１）　２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　グロープラグセルフテスト

　パワートレイン（（１）　２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（１）　２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（（１）　２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（（１）　２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（（１）　２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（（１）　２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ストップ／スタートシステムテスト

　パワートレイン（（１）　２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ターボチャージャーベーンポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（１）　２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ターボチャージャーベーン位置

　パワートレイン（（１）　２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ピストンクーリングオイルジェットソレノイドバルブ

　パワートレイン（（１）　２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　プライムフューエルポンプ

　パワートレイン（（１）　２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気フローバルブモーター

　パワートレイン（（１）　２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気フローバルブ位置

　パワートレイン（（１）　２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料ヒーターリレー

　パワートレイン（（１）　２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（１）　２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料レール圧力

　パワートレイン（（１）　２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター

　パワートレイン（（１）　２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＧＲバルブ

　パワートレイン（（１）　２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（１）　２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（（１）　２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（１）　２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン回転数／スロットル

　パワートレイン（（１）　２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　グロープラグ（シリンダー１）

　パワートレイン（（１）　２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　グロープラグ（シリンダー２）

　パワートレイン（（１）　２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　グロープラグ（シリンダー３）

　パワートレイン（（１）　２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　グロープラグ（シリンダー４）

　パワートレイン（（１）　２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　グロープラグセルフテスト

　パワートレイン（（１）　２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（１）　２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（（１）　２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（（１）　２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（（１）　２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（（１）　２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ストップ／スタートシステムテスト

　パワートレイン（（１）　２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ターボチャージャーベーンポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（１）　２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ターボチャージャーベーン位置

　パワートレイン（（１）　２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ピストンクーリングオイルジェットソレノイドバルブ

　パワートレイン（（１）　２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　プライムフューエルポンプ

　パワートレイン（（１）　２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気フローバルブモーター

　パワートレイン（（１）　２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気フローバルブ位置

　パワートレイン（（１）　２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料ヒーターリレー

　パワートレイン（（１）　２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（１）　２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料レール圧力
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　パワートレイン（（１）　２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター

　パワートレイン（（１）１．０Ｌ　ＬＭＴ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＧＲバルブ

　パワートレイン（（１）１．０Ｌ　ＬＭＴ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（（１）１．０Ｌ　ＬＭＴ　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル回転数制御アクチュエーター

　パワートレイン（（１）１．０Ｌ　ＬＭＴ　エンジンコントロールモジュール） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（（１）１．０Ｌ　ＬＭＴ　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（１）１．０Ｌ　ＬＭＴ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（１）１．０Ｌ　ＬＭＴ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（（１）１．０Ｌ　ＬＭＴ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（（１）１．０Ｌ　ＬＭＴ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（１）２．０Ｌ　ＬＢＳ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＧＲクーラーバイパスバルブ

　パワートレイン（（１）２．０Ｌ　ＬＢＳ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＧＲバルブ

　パワートレイン（（１）２．０Ｌ　ＬＢＳ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インテークマニホールドランナーコントロールバルブ

　パワートレイン（（１）２．０Ｌ　ＬＢＳ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（１）２．０Ｌ　ＬＢＳ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（（１）２．０Ｌ　ＬＢＳ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン油圧制御ソレノイドバルブ

　パワートレイン（（１）２．０Ｌ　ＬＢＳ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（（１）２．０Ｌ　ＬＢＳ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（（１）２．０Ｌ　ＬＢＳ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー３

　パワートレイン（（１）２．０Ｌ　ＬＢＳ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　グロープラグ

　パワートレイン（（１）２．０Ｌ　ＬＢＳ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（１）２．０Ｌ　ＬＢＳ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（（１）２．０Ｌ　ＬＢＳ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（（１）２．０Ｌ　ＬＢＳ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（（１）２．０Ｌ　ＬＢＳ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（（１）２．０Ｌ　ＬＢＳ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ターボチャージャーベーン位置

　パワートレイン（（１）２．０Ｌ　ＬＢＳ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（１）２．０Ｌ　ＬＢＳ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気フローバルブ位置

　パワートレイン（（１）２．０Ｌ　ＬＢＳ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス

　パワートレイン（（１）２．０Ｌ　ＬＢＳ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＧＲクーラーバイパスバルブ

　パワートレイン（（１）２．０Ｌ　ＬＢＳ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＧＲバルブ

　パワートレイン（（１）２．０Ｌ　ＬＢＳ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インテークマニホールドランナーコントロールバルブ

　パワートレイン（（１）２．０Ｌ　ＬＢＳ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（１）２．０Ｌ　ＬＢＳ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（（１）２．０Ｌ　ＬＢＳ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン油圧制御ソレノイドバルブ

　パワートレイン（（１）２．０Ｌ　ＬＢＳ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（（１）２．０Ｌ　ＬＢＳ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（（１）２．０Ｌ　ＬＢＳ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー３

　パワートレイン（（１）２．０Ｌ　ＬＢＳ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　グロープラグ

　パワートレイン（（１）２．０Ｌ　ＬＢＳ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（１）２．０Ｌ　ＬＢＳ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（（１）２．０Ｌ　ＬＢＳ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（（１）２．０Ｌ　ＬＢＳ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（（１）２．０Ｌ　ＬＢＳ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（（１）２．０Ｌ　ＬＢＳ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ターボチャージャーベーン位置

　パワートレイン（（１）２．０Ｌ　ＬＢＳ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（１）２．０Ｌ　ＬＢＳ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気フローバルブ位置

　パワートレイン（（１）２．０Ｌ　ＬＢＳ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス

　パワートレイン（（１）２．０Ｌ　ＬＢＳ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣソレノイドバルブ

　パワートレイン（（１）２．０Ｌ　ＬＢＳ　トランスミッションコントロールモジュール） 　クラッチプレッシャーコントロールソレノイドバルブ１

　パワートレイン（（１）２．０Ｌ　ＬＢＳ　トランスミッションコントロールモジュール） 　クラッチプレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（（１）２．０Ｌ　ＬＢＳ　トランスミッションコントロールモジュール） 　クラッチプレッシャーコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（（１）２．０Ｌ　ＬＢＳ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１

　パワートレイン（（１）２．０Ｌ　ＬＢＳ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ２

　パワートレイン（（１）２．０Ｌ　ＬＢＳ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ブレーキバンドプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（（１）２．０Ｌ　ＬＢＳ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（（１）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（１）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（１）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（１）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（１）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　ＲＶＳ無効履歴リセット

　パワートレイン（（１）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　アイドルスパーク

　パワートレイン（（１）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（１）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　エアシステム

　パワートレイン（（１）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　エアソレノイド

　パワートレイン（（１）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　エアポンプリレー

　パワートレイン（（１）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（１）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（１）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（１）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス１

　パワートレイン（（１）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス２

　パワートレイン（（１）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス３

　パワートレイン（（１）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス４

　パワートレイン（（１）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　スターターリレー
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　パワートレイン（（１）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　スパーク遅延

　パワートレイン（（１）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（１）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー１

　パワートレイン（（１）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（１）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー２、３

　パワートレイン（（１）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　ループ状態

　パワートレイン（（１）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーターソレノイド（バンク１）

　パワートレイン（（１）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス１

　パワートレイン（（１）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス２

　パワートレイン（（１）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス３

　パワートレイン（（１）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス４

　パワートレイン（（１）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（１）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（１）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（１）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　排気側ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーターソレノイド（バンク１）

　パワートレイン（（１）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　トランスミッションコントロールモジュール） 　１－２ソレノイド

　パワートレイン（（１）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　トランスミッションコントロールモジュール） 　２－３ソレノイド

　パワートレイン（（１）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド

　パワートレイン（（１）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド２

　パワートレイン（（１）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド３

　パワートレイン（（１）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド４

　パワートレイン（（１）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド５

　パワートレイン（（１）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（１）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　トランスミッションコントロールモジュール）
　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｓｏｌ．　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｔｅｓｔ　Ｌｉｎｅ　Ｐｒｅｓｓｕ
ｒｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ

　パワートレイン（（１）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　トランスミッションコントロールモジュール）
　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｓｏｌ．　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｔｅｓｔ　ＰＣ　Ｓｏｌｅｎｏｉｄ
２

　パワートレイン（（１）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　トランスミッションコントロールモジュール）
　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｓｏｌ．　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｔｅｓｔ　ＰＣ　Ｓｏｌｅｎｏｉｄ
３

　パワートレイン（（１）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　トランスミッションコントロールモジュール）
　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｓｏｌ．　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｔｅｓｔ　ＰＣ　Ｓｏｌｅｎｏｉｄ
４

　パワートレイン（（１）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　トランスミッションコントロールモジュール）
　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｓｏｌ．　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｔｅｓｔ　ＰＣ　Ｓｏｌｅｎｏｉｄ
５

　パワートレイン（（１）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　トランスミッションコントロールモジュール）
　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｓｏｌ．　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｔｅｓｔ　Ｓｈｉｆｔ　Ｓｏｌｅｎ
ｏｉｄ　１

　パワートレイン（（１）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　トランスミッションコントロールモジュール）
　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｓｏｌ．　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｔｅｓｔ　ＴＣＣ　Ｃｏｎｔｒｏｌ
Ｓｏｌｅｎｏｉｄ

　パワートレイン（（１）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイド１

　パワートレイン（（１）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイド２

　パワートレイン（（１）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッション

　パワートレイン（（１）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応リセット

　パワートレイン（（１）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（（１）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　トランスミッションコントロールモジュール） 　ライン圧力制御

　パワートレイン（（１）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　フューエルポンプコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（１）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　フューエルポンプコントロールモジュール） 　フューエルポンプトリムリセット

　パワートレイン（（１）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　フューエルポンプコントロールモジュール） 　燃料プレッシャーコントロール

　パワートレイン（（１）２．４Ｌ　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（１）２．４Ｌ　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（（１）２．４Ｌ　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（（１）２．４Ｌ　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（１）２．４Ｌ　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（（１）２．４Ｌ　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（（１）２．４Ｌ　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　アイドル点火時期

　パワートレイン（（１）２．４Ｌ　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（１）２．４Ｌ　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（１）２．４Ｌ　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（（１）２．４Ｌ　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（（１）２．４Ｌ　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（１）２．４Ｌ　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（（１）２．４Ｌ　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（１）２．４Ｌ　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（（１）２．４Ｌ　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（１）２．４Ｌ　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（１）２．４Ｌ　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　点火時期遅延

　パワートレイン（（１）２．４Ｌ　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（１）２．４Ｌ　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（１）２．４Ｌ　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（１）２．４Ｌ　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（１）２．４Ｌ　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（１）２．４Ｌ　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（１）２．４Ｌ　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（（１）２．４Ｌ　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（１）２．４Ｌ　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（１）２．４Ｌ　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（（１）２．４Ｌ　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（（１）２．４Ｌ　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（１）２．４Ｌ　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（（１）２．４Ｌ　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（（１）２．４Ｌ　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　アイドル点火時期

　パワートレイン（（１）２．４Ｌ　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（１）２．４Ｌ　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー
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システム 項目名

　パワートレイン（（１）２．４Ｌ　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（（１）２．４Ｌ　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（（１）２．４Ｌ　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（１）２．４Ｌ　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（（１）２．４Ｌ　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（１）２．４Ｌ　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（（１）２．４Ｌ　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（１）２．４Ｌ　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（１）２．４Ｌ　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　点火時期遅延

　パワートレイン（（１）２．４Ｌ　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（１）２．４Ｌ　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（１）２．４Ｌ　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（１）２．４Ｌ　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（１）２．４Ｌ　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（１）２．４Ｌ　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（１）２．４Ｌ　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（（１）２．４Ｌ　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（１）２．４Ｌ　ＬＥ５　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（（１）２．４Ｌ　ＬＥ５　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト

　パワートレイン（（１）２．４Ｌ　ＬＥ５　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ

　パワートレイン（（１）２．４Ｌ　ＬＥ５　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１パフォーマンステスト

　パワートレイン（（１）２．４Ｌ　ＬＥ５　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（（１）２．４Ｌ　ＬＥ５　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（（１）２．４Ｌ　ＬＥ５　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（（１）２．４Ｌ　ＬＥ５　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（１）２．４Ｌ　ＬＥ５　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（（１）２．４Ｌ　ＬＥ５　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（１）２．４Ｌ　ＬＥ５　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（（１）２．４Ｌ　ＬＥ５　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（１）２．４Ｌ　ＬＥ５　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（（１）２．４Ｌ　ＬＥ５　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（１）２．４Ｌ　ＬＥ５　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（（１）２．４Ｌ　ＬＥ５　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（１）２．４Ｌ　ＬＥ５　フューエルポンプコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（１）２．４Ｌ　ＬＥ５　フューエルポンプコントロールモジュール） 　燃料圧力

　パワートレイン（（１）２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＧＲクーラーバイパスバルブ

　パワートレイン（（１）２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＧＲバルブ

　パワートレイン（（１）２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（１）２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（（１）２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（１）２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン回転数／スロットル

　パワートレイン（（１）２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　グロープラグ（シリンダー１）

　パワートレイン（（１）２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　グロープラグ（シリンダー２）

　パワートレイン（（１）２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　グロープラグ（シリンダー３）

　パワートレイン（（１）２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　グロープラグ（シリンダー４）

　パワートレイン（（１）２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　グロープラグセルフテスト

　パワートレイン（（１）２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（１）２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（（１）２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（（１）２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（（１）２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（（１）２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ストップ／スタートシステムテスト

　パワートレイン（（１）２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ターボチャージャーベーンポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（１）２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ターボチャージャーベーン位置

　パワートレイン（（１）２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　プライムフューエルポンプ

　パワートレイン（（１）２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気フローバルブモーター

　パワートレイン（（１）２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気フローバルブ位置

　パワートレイン（（１）２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料ヒーターリレー

　パワートレイン（（１）２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（１）２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料レール圧力

　パワートレイン（（１）２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター

　パワートレイン（（１）２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＧＲクーラーバイパスバルブ

　パワートレイン（（１）２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＧＲバルブ

　パワートレイン（（１）２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（１）２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（（１）２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（１）２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン回転数／スロットル

　パワートレイン（（１）２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　グロープラグ（シリンダー１）

　パワートレイン（（１）２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　グロープラグ（シリンダー２）

　パワートレイン（（１）２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　グロープラグ（シリンダー３）

　パワートレイン（（１）２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　グロープラグ（シリンダー４）

　パワートレイン（（１）２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　グロープラグセルフテスト

　パワートレイン（（１）２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（１）２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター
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　パワートレイン（（１）２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（（１）２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（（１）２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（（１）２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ストップ／スタートシステムテスト

　パワートレイン（（１）２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ターボチャージャーベーンポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（１）２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ターボチャージャーベーン位置

　パワートレイン（（１）２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　プライムフューエルポンプ

　パワートレイン（（１）２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気フローバルブモーター

　パワートレイン（（１）２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気フローバルブ位置

　パワートレイン（（１）２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料ヒーターリレー

　パワートレイン（（１）２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（１）２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料レール圧力

　パワートレイン（（１）２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター

　パワートレイン（（１）２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール） 　ＤＰＦ回生有効

　パワートレイン（（１）２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＧＲクーラーバイパスバルブ

　パワートレイン（（１）２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＧＲバルブ

　パワートレイン（（１）２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（１）２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール） 　ウェイトトゥスタートインジケーター

　パワートレイン（（１）２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（１）２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数／スロットル

　パワートレイン（（１）２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファン

　パワートレイン（（１）２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール） 　グロープラグ（シリンダー１）

　パワートレイン（（１）２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール） 　グロープラグ（シリンダー２）

　パワートレイン（（１）２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール） 　グロープラグ（シリンダー３）

　パワートレイン（（１）２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール） 　グロープラグ（シリンダー４）

　パワートレイン（（１）２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール） 　グロープラグセルフテスト

　パワートレイン（（１）２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（１）２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（（１）２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（（１）２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（（１）２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（（１）２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール） 　ターボチャージャーベーンポジションソレノイドバルブ

　パワートレイン（（１）２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール） 　ターボチャージャーベーン位置

　パワートレイン（（１）２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール） 　ポジティブクランクケース換気ヒーター

　パワートレイン（（１）２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール） 　マスエアフローセンサー供給電圧

　パワートレイン（（１）２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール） 　リダクタントインジェクション

　パワートレイン（（１）２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール） 　リダクタントインジェクションクオリティーテスト

　パワートレイン（（１）２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール） 　リダクタントコントロールモジュールリレー１、２

　パワートレイン（（１）２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール） 　リダクタントシステム漏れテスト

　パワートレイン（（１）２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール） 　リダクタントヒーター１

　パワートレイン（（１）２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール） 　リダクタントヒーター２

　パワートレイン（（１）２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール） 　リダクタントポンプ

　パワートレイン（（１）２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気フローバルブモーター

　パワートレイン（（１）２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気フローバルブ位置

　パワートレイン（（１）２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料システム高圧テスト（エンジン作動）

　パワートレイン（（１）２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料ヒーターリレー

　パワートレイン（（１）２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（１）２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料圧力

　パワートレイン（（１）２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料圧力レギュレーター１

　パワートレイン（（１）２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料圧力レギュレーター２

　パワートレイン（（１）２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール） 　排気後処理燃料インジェクターフローテスト

　パワートレイン（（１）２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール） 　粒子状物質センサーサービス回生

　パワートレイン（（１）２．８Ｌ　ＬＷＮ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（（１）２．８Ｌ　ＬＷＮ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト

　パワートレイン（（１）２．８Ｌ　ＬＷＮ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１

　パワートレイン（（１）２．８Ｌ　ＬＷＮ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１パフォーマンステスト

　パワートレイン（（１）２．８Ｌ　ＬＷＮ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ２

　パワートレイン（（１）２．８Ｌ　ＬＷＮ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ２パフォーマンステスト

　パワートレイン（（１）２．８Ｌ　ＬＷＮ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（（１）２．８Ｌ　ＬＷＮ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（（１）２．８Ｌ　ＬＷＮ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（（１）２．８Ｌ　ＬＷＮ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（１）２．８Ｌ　ＬＷＮ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（（１）２．８Ｌ　ＬＷＮ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（１）２．８Ｌ　ＬＷＮ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（（１）２．８Ｌ　ＬＷＮ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（１）２．８Ｌ　ＬＷＮ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（（１）２．８Ｌ　ＬＷＮ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（１）２．８Ｌ　ＬＷＮ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（（１）２．８Ｌ　ＬＷＮ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（１）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ６７　エンジンコントロールモジュール） 　１シリンダーパワーバランス

　パワートレイン（（１）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ６７　エンジンコントロールモジュール） 　２シリンダーパワーバランス

　パワートレイン（（１）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ６７　エンジンコントロールモジュール） 　３シリンダーパワーバランス

　パワートレイン（（１）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ６７　エンジンコントロールモジュール） 　４シリンダーパワーバランス
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　パワートレイン（（１）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ６７　エンジンコントロールモジュール） 　５シリンダーパワーバランス

　パワートレイン（（１）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ６７　エンジンコントロールモジュール） 　６シリンダーパワーバランス

　パワートレイン（（１）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ６７　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＧＲソレノイド

　パワートレイン（（１）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ６７　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（１）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ６７　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（１）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ６７　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（１）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ６７　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（１）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ６７　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーターコントロール　（装備車のみ）

　パワートレイン（（１）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ６７　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（１）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ６７　エンジンコントロールモジュール） 　クルーズインヒビット

　パワートレイン（（１）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ６７　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（１）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ６７　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス１

　パワートレイン（（１）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ６７　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス２

　パワートレイン（（１）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ６７　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス３

　パワートレイン（（１）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ６７　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス４

　パワートレイン（（１）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ６７　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス５

　パワートレイン（（１）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ６７　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス６

　パワートレイン（（１）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ６７　エンジンコントロールモジュール） 　ファン高速

　パワートレイン（（１）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ６７　エンジンコントロールモジュール） 　ファン低速

　パワートレイン（（１）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ６７　エンジンコントロールモジュール） 　ブーストソレノイド

　パワートレイン（（１）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ６７　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（１）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ６７　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプスピード

　パワートレイン（（１）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ６７　エンジンコントロールモジュール） 　ループ状態

　パワートレイン（（１）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ６７　エンジンコントロールモジュール） 　回転数制御

　パワートレイン（（１）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ６７　トランスミッションコントロールモジュール） 　１－２ソレノイド

　パワートレイン（（１）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ６７　トランスミッションコントロールモジュール） 　２－３ソレノイド

　パワートレイン（（１）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ６７　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（１）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＺ９　エンジンコントロールモジュール） 　ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター

　パワートレイン（（１）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＺ９　エンジンコントロールモジュール） 　ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーターソレノイド

　パワートレイン（（１）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＺ９　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（１）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＺ９　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（１）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＺ９　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（１）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＺ９　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（１）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＺ９　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（（１）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＺ９　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（（１）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＺ９　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１センサー１）

　パワートレイン（（１）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＺ９　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１センサー２）

　パワートレイン（（１）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＺ９　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２センサー１）

　パワートレイン（（１）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＺ９　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２センサー２）

　パワートレイン（（１）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＺ９　エンジンコントロールモジュール） 　ＲＶＳ無効履歴リセット

　パワートレイン（（１）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＺ９　エンジンコントロールモジュール） 　アイドルスパーク

　パワートレイン（（１）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＺ９　エンジンコントロールモジュール） 　インテークマニホールドチューニングバルブ

　パワートレイン（（１）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＺ９　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（１）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＺ９　エンジンコントロールモジュール） 　エアシステム

　パワートレイン（（１）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＺ９　エンジンコントロールモジュール） 　エアソレノイド

　パワートレイン（（１）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＺ９　エンジンコントロールモジュール） 　エアポンプリレー

　パワートレイン（（１）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＺ９　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（１）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＺ９　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（１）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＺ９　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（１）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＺ９　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス１

　パワートレイン（（１）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＺ９　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス２

　パワートレイン（（１）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＺ９　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス３

　パワートレイン（（１）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＺ９　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス４

　パワートレイン（（１）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＺ９　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス５

　パワートレイン（（１）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＺ９　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス６

　パワートレイン（（１）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＺ９　エンジンコントロールモジュール） 　スターターリレー

　パワートレイン（（１）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＺ９　エンジンコントロールモジュール） 　スパーク遅延

　パワートレイン（（１）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＺ９　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（１）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＺ９　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（１）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＺ９　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（１）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＺ９　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（１）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＺ９　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（１）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＺ９　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー５）

　パワートレイン（（１）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＺ９　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー６）

　パワートレイン（（１）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＺ９　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー１

　パワートレイン（（１）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＺ９　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（１）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＺ９　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー２、３

　パワートレイン（（１）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＺ９　エンジンコントロールモジュール） 　ループ状態

　パワートレイン（（１）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＺ９　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター１）

　パワートレイン（（１）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＺ９　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター２）

　パワートレイン（（１）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＺ９　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター３）

　パワートレイン（（１）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＺ９　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター４）

　パワートレイン（（１）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＺ９　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター５）

　パワートレイン（（１）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＺ９　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター６）
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　パワートレイン（（１）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＺ９　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（１）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＺ９　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（１）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＺ９　エンジンコントロールモジュール） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（１）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＺ９　エンジンコントロールモジュール） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（（１）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＺ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　１－２ソレノイド

　パワートレイン（（１）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＺ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　２－３ソレノイド

　パワートレイン（（１）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＺ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド

　パワートレイン（（１）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＺ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（１）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＺ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッション

　パワートレイン（（１）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＺ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応リセット

　パワートレイン（（１）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢ７　ＡＴＣ　コントロールモジュール） 　２ＷＤハイインジケーターランプ

　パワートレイン（（１）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢ７　ＡＴＣ　コントロールモジュール） 　４ＷＤハイインジケーターランプ

　パワートレイン（（１）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢ７　ＡＴＣ　コントロールモジュール） 　４ＷＤローインジケーターランプ

　パワートレイン（（１）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢ７　ＡＴＣ　コントロールモジュール） 　ＡＴＣモーターＡコントロール

　パワートレイン（（１）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢ７　ＡＴＣ　コントロールモジュール） 　ニュートラルインジケーターランプ

　パワートレイン（（１）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢ７　ＡＴＣ　コントロールモジュール） 　フロントアクスル係合

　パワートレイン（（１）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢ７　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（１）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢ７　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（１）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢ７　エンジンコントロールモジュール） 　グロープラグ

　パワートレイン（（１）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢ７　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（１）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢ７　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（１）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢ７　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（１）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢ７　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（１）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢ７　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー５）

　パワートレイン（（１）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢ７　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー６）

　パワートレイン（（１）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢ７　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー７）

　パワートレイン（（１）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢ７　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー８）

　パワートレイン（（１）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢ７　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（１）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢ７　エンジンコントロールモジュール） 　吸気ヒーター

　パワートレイン（（１）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢ７　エンジンコントロールモジュール） 　燃料プレッシャーコントロール

　パワートレイン（（１）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢ７　エンジンコントロールモジュール） 　燃料レール圧力レギュレーターリレー

　パワートレイン（（１）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢ７　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　ＥＧＲシステムシール

　パワートレイン（（１）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢ７　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　ＥＧＲスロットルバルブソレノイド

　パワートレイン（（１）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢ７　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　ＥＧＲソレノイド

　パワートレイン（（１）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢ７　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　ＥＧＲベント

　パワートレイン（（１）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢ７　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（１）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢ７　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　ＰＴＯリレー

　パワートレイン（（１）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢ７　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（１）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢ７　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　グロープラグ

　パワートレイン（（１）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢ７　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（１）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢ７　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（１）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢ７　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（１）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢ７　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（１）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢ７　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー５）

　パワートレイン（（１）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢ７　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー６）

　パワートレイン（（１）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢ７　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー７）

　パワートレイン（（１）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢ７　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー８）

　パワートレイン（（１）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢ７　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（１）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢ７　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　回転数制御

　パワートレイン（（１）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢ７　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　吸気ヒーター

　パワートレイン（（１）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢ７　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　燃料プレッシャーコントロール

　パワートレイン（（１）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢ７　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　燃料レール圧力レギュレーターリレー

　パワートレイン（（１）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢ７　ディーゼルオートトランスファーケース） 　２ＷＤハイインジケーターランプ

　パワートレイン（（１）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢ７　ディーゼルオートトランスファーケース） 　４ＷＤハイインジケーターランプ

　パワートレイン（（１）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢ７　ディーゼルオートトランスファーケース） 　４ＷＤローインジケーターランプ

　パワートレイン（（１）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢ７　ディーゼルオートトランスファーケース） 　ＡＴＣモーターＡコントロール

　パワートレイン（（１）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢ７　ディーゼルオートトランスファーケース） 　ＡＴＣモーターＢコントロール

　パワートレイン（（１）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢ７　ディーゼルオートトランスファーケース） 　ニュートラルインジケーターランプ

　パワートレイン（（１）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢ７　ディーゼルオートトランスファーケース） 　フロントアクスル係合

　パワートレイン（（１）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢ７　ディーゼルカリフォルニア排出　ＥＣＭ） 　ＥＧＲシステムシール

　パワートレイン（（１）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢ７　ディーゼルカリフォルニア排出　ＥＣＭ） 　ＥＧＲスロットルバルブソレノイド

　パワートレイン（（１）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢ７　ディーゼルカリフォルニア排出　ＥＣＭ） 　ＥＧＲソレノイド

　パワートレイン（（１）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢ７　ディーゼルカリフォルニア排出　ＥＣＭ） 　ＥＧＲベント

　パワートレイン（（１）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢ７　ディーゼルカリフォルニア排出　ＥＣＭ） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（１）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢ７　ディーゼルカリフォルニア排出　ＥＣＭ） 　ＰＴＯリレー

　パワートレイン（（１）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢ７　ディーゼルカリフォルニア排出　ＥＣＭ） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（１）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢ７　ディーゼルカリフォルニア排出　ＥＣＭ） 　グロープラグ

　パワートレイン（（１）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢ７　ディーゼルカリフォルニア排出　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（１）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢ７　ディーゼルカリフォルニア排出　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（１）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢ７　ディーゼルカリフォルニア排出　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（１）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢ７　ディーゼルカリフォルニア排出　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（１）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢ７　ディーゼルカリフォルニア排出　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー５）

　パワートレイン（（１）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢ７　ディーゼルカリフォルニア排出　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー６）

　パワートレイン（（１）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢ７　ディーゼルカリフォルニア排出　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー７）
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　パワートレイン（（１）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢ７　ディーゼルカリフォルニア排出　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー８）

　パワートレイン（（１）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢ７　ディーゼルカリフォルニア排出　ＥＣＭ） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（１）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢ７　ディーゼルカリフォルニア排出　ＥＣＭ） 　回転数制御

　パワートレイン（（１）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢ７　ディーゼルカリフォルニア排出　ＥＣＭ） 　吸気ヒーター

　パワートレイン（（１）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢ７　ディーゼルカリフォルニア排出　ＥＣＭ） 　燃料プレッシャーコントロール

　パワートレイン（（１）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢ７　ディーゼルカリフォルニア排出　ＥＣＭ） 　燃料レール圧力レギュレーターリレー

　パワートレイン（（１）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢ７　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　１－２ＴＡＰリセット消去

　パワートレイン（（１）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢ７　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　２－１ＴＡＰリセット消去

　パワートレイン（（１）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢ７　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　２－３ＴＡＰリセット消去

　パワートレイン（（１）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢ７　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　３－２ＴＡＰリセット消去

　パワートレイン（（１）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢ７　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　３－４ＴＡＰリセット消去

　パワートレイン（（１）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢ７　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　４－３ＴＡＰリセット消去

　パワートレイン（（１）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢ７　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　４－５ＴＡＰリセット消去

　パワートレイン（（１）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢ７　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　５－４ＴＡＰリセット消去

　パワートレイン（（１）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢ７　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（１）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢ７　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドＣ

　パワートレイン（（１）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢ７　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドＤ

　パワートレイン（（１）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢ７　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドＥ

　パワートレイン（（１）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢ７　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　ソレノイドＧ調整圧

　パワートレイン（（１）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢ７　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドＡ

　パワートレイン（（１）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢ７　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドＢ

　パワートレイン（（１）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢ７　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　全ＴＡＰセルリセットプリセット

　パワートレイン（（１）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢ７　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　全ＴＡＰセルリセット消去

　パワートレイン（（１）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢ７　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　全ガレージシフトＴＡＰリセット消去

　パワートレイン（（１）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢ７　ディーゼル連邦排出　ＥＣＭ） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（１）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢ７　ディーゼル連邦排出　ＥＣＭ） 　ＰＴＯリレー

　パワートレイン（（１）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢ７　ディーゼル連邦排出　ＥＣＭ） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（１）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢ７　ディーゼル連邦排出　ＥＣＭ） 　グロープラグ

　パワートレイン（（１）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢ７　ディーゼル連邦排出　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（１）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢ７　ディーゼル連邦排出　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（１）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢ７　ディーゼル連邦排出　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（１）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢ７　ディーゼル連邦排出　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（１）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢ７　ディーゼル連邦排出　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー５）

　パワートレイン（（１）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢ７　ディーゼル連邦排出　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー６）

　パワートレイン（（１）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢ７　ディーゼル連邦排出　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー７）

　パワートレイン（（１）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢ７　ディーゼル連邦排出　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー８）

　パワートレイン（（１）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢ７　ディーゼル連邦排出　ＥＣＭ） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（１）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢ７　ディーゼル連邦排出　ＥＣＭ） 　回転数制御

　パワートレイン（（１）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢ７　ディーゼル連邦排出　ＥＣＭ） 　吸気ヒーター

　パワートレイン（（１）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢ７　ディーゼル連邦排出　ＥＣＭ） 　燃料プレッシャーコントロール

　パワートレイン（（１）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢ７　ディーゼル連邦排出　ＥＣＭ） 　燃料レール圧力レギュレーターリレー

　パワートレイン（（１）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢ７　トランスミッションコントロールモジュール） 　１－２ＴＡＰリセット消去

　パワートレイン（（１）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢ７　トランスミッションコントロールモジュール） 　２－１ＴＡＰリセット消去

　パワートレイン（（１）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢ７　トランスミッションコントロールモジュール） 　２－３ＴＡＰリセット消去

　パワートレイン（（１）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢ７　トランスミッションコントロールモジュール） 　３－２ＴＡＰリセット消去

　パワートレイン（（１）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢ７　トランスミッションコントロールモジュール） 　３－４ＴＡＰリセット消去

　パワートレイン（（１）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢ７　トランスミッションコントロールモジュール） 　４－３ＴＡＰリセット消去

　パワートレイン（（１）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢ７　トランスミッションコントロールモジュール） 　４－５ＴＡＰリセット消去

　パワートレイン（（１）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢ７　トランスミッションコントロールモジュール） 　５－４ＴＡＰリセット消去

　パワートレイン（（１）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢ７　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（１）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢ７　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドＣ

　パワートレイン（（１）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢ７　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドＤ

　パワートレイン（（１）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢ７　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドＥ

　パワートレイン（（１）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢ７　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドＡ

　パワートレイン（（１）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢ７　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドＢ

　パワートレイン（（１）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢ７　トランスミッションコントロールモジュール） 　全ＴＡＰセルリセットプリセット

　パワートレイン（（１）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢ７　トランスミッションコントロールモジュール） 　全ＴＡＰセルリセット消去

　パワートレイン（（１）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢ７　トランスミッションコントロールモジュール） 　全ガレージシフトＴＡＰリセット消去

　パワートレイン（（２）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ２６　エンジンコントロールモジュール） 　１シリンダーパワーバランス

　パワートレイン（（２）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ２６　エンジンコントロールモジュール） 　２シリンダーパワーバランス

　パワートレイン（（２）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ２６　エンジンコントロールモジュール） 　３シリンダーパワーバランス

　パワートレイン（（２）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ２６　エンジンコントロールモジュール） 　４シリンダーパワーバランス

　パワートレイン（（２）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ２６　エンジンコントロールモジュール） 　５シリンダーパワーバランス

　パワートレイン（（２）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ２６　エンジンコントロールモジュール） 　６シリンダーパワーバランス

　パワートレイン（（２）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ２６　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＧＲソレノイド

　パワートレイン（（２）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ２６　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（２）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ２６　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（２）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ２６　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（２）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ２６　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（２）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ２６　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒータードライバーＶ６

　パワートレイン（（２）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ２６　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（２）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ２６　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（２）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ２６　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（２）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ２６　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション
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　パワートレイン（（２）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ２６　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（２）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ２６　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（２）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ２６　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（２）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ２６　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（２）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ２６　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー５）

　パワートレイン（（２）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ２６　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー６）

　パワートレイン（（２）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ２６　エンジンコントロールモジュール） 　ヒーテッドＯ２センサー

　パワートレイン（（２）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ２６　エンジンコントロールモジュール） 　ファン高速

　パワートレイン（（２）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ２６　エンジンコントロールモジュール） 　ファン低速

　パワートレイン（（２）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ２６　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（２）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ２６　エンジンコントロールモジュール） 　ループ状態

　パワートレイン（（２）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ２６　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクター１バランス

　パワートレイン（（２）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ２６　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクター２バランス

　パワートレイン（（２）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ２６　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクター３バランス

　パワートレイン（（２）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ２６　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクター４バランス

　パワートレイン（（２）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ２６　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクター５バランス

　パワートレイン（（２）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ２６　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクター６バランス

　パワートレイン（（２）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ２６　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（２）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ２６　トランスミッションコントロールモジュール） 　１－２ソレノイド

　パワートレイン（（２）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ２６　トランスミッションコントロールモジュール） 　２－３ソレノイド

　パワートレイン（（２）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ２６　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド

　パワートレイン（（２）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ２６　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（２）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ２６　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッション

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー１）

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー２）

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー１）

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー２）

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン１

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン２

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン３

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン４

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン５

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス５インジェクター

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス６インジェクター

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス７インジェクター

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス８インジェクター

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダー休止（シリンダー１）

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダー休止（シリンダー４）

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダー休止（シリンダー６）

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダー休止（シリンダー７）

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダー休止システム

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス１インジェクター

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス２インジェクター

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス３インジェクター

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス４インジェクター

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス５インジェクター

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス６インジェクター

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス７インジェクター

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス８インジェクター

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー１）

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー２）

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー１）
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　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー２）

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン１

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン２

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン３

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン４

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン５

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス５インジェクター

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス６インジェクター

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス７インジェクター

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス８インジェクター

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダー休止（シリンダー１）

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダー休止（シリンダー４）

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダー休止（シリンダー６）

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダー休止（シリンダー７）

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダー休止システム

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スキップシフトソレノイドアクチュエーター

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　リバースインヒビットソレノイドアクチュエーター

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス１インジェクター

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス２インジェクター

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス３インジェクター

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス４インジェクター

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス５インジェクター

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス６インジェクター

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス７インジェクター

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス８インジェクター

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｌ７７　シャーシコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｌ７７　シャーシコントロールモジュール） 　燃料圧力

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｌ７７　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｌ７７　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｌ７７　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｌ７７　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１パフォーマンステスト

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｌ７７　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ２

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｌ７７　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ２パフォーマンステスト

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｌ７７　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｌ７７　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｌ７７　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｌ７７　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｌ７７　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｌ７７　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｌ７７　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｌ７７　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｌ７７　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｌ７７　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｌ７７　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｌ７７　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール） 　ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーターソレノイド

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１センサー１）

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１センサー２）

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２センサー１）

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２センサー２）

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール） 　ＲＶＳ無効履歴リセット

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール） 　アイドルスパーク

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー
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　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール） 　カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダー１

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダー４

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダー６

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダー７

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス１

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス２

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス３

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス４

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス５

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス６

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス７

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス８

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダー休止システム

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール） 　スターターリレー

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール） 　スパーク遅延

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー１

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー２、３

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール） 　ループ状態

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター１）

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター２）

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター３）

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター４）

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター５）

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター６）

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター７）

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター８）

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（（２）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９Ｈ　エンジンコントロールモジュール） 　ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター

　パワートレイン（（２）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９Ｈ　エンジンコントロールモジュール） 　ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーターソレノイド

　パワートレイン（（２）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９Ｈ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（２）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９Ｈ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（２）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９Ｈ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（２）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９Ｈ　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（２）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９Ｈ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１センサー１）

　パワートレイン（（２）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９Ｈ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１センサー２）

　パワートレイン（（２）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９Ｈ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２センサー１）

　パワートレイン（（２）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９Ｈ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２センサー２）

　パワートレイン（（２）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９Ｈ　エンジンコントロールモジュール） 　ＲＶＳ無効履歴リセット

　パワートレイン（（２）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９Ｈ　エンジンコントロールモジュール） 　アイドルスパーク

　パワートレイン（（２）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９Ｈ　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（２）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９Ｈ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（２）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９Ｈ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（２）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９Ｈ　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（２）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９Ｈ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス１

　パワートレイン（（２）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９Ｈ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス２

　パワートレイン（（２）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９Ｈ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス３

　パワートレイン（（２）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９Ｈ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス４

　パワートレイン（（２）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９Ｈ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス５

　パワートレイン（（２）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９Ｈ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス６

　パワートレイン（（２）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９Ｈ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス７

　パワートレイン（（２）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９Ｈ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス８

　パワートレイン（（２）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９Ｈ　エンジンコントロールモジュール） 　スターターリレー

　パワートレイン（（２）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９Ｈ　エンジンコントロールモジュール） 　スパーク遅延

　パワートレイン（（２）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９Ｈ　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（２）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９Ｈ　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー１

　パワートレイン（（２）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９Ｈ　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（２）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９Ｈ　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー２、３

　パワートレイン（（２）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９Ｈ　エンジンコントロールモジュール） 　ループ状態

　パワートレイン（（２）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９Ｈ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター１）

　パワートレイン（（２）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９Ｈ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター２）

　パワートレイン（（２）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９Ｈ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター３）

　パワートレイン（（２）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９Ｈ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター４）

　パワートレイン（（２）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９Ｈ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター５）

　パワートレイン（（２）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９Ｈ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター６）

　パワートレイン（（２）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９Ｈ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター７）

　パワートレイン（（２）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９Ｈ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター８）
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システム 項目名

　パワートレイン（（２）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９Ｈ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（２）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９Ｈ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（２）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９Ｈ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（（２）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９Ｈ　トランスファーケースコントロールモジュール　１速） 　２ＷＤハイインジケーターランプ

　パワートレイン（（２）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９Ｈ　トランスファーケースコントロールモジュール　１速） 　４ＷＤハイインジケーターランプ

　パワートレイン（（２）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９Ｈ　トランスファーケースコントロールモジュール　１速） 　ＡＴＣモーター学習

　パワートレイン（（２）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９Ｈ　トランスファーケースコントロールモジュール　１速） 　オート４ＷＤインジケーターランプ

　パワートレイン（（２）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９Ｈ　トランスファーケースコントロールモジュール　１速） 　トランスファーケースモーターコントロール

　パワートレイン（（２）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９Ｈ　トランスファーケースコントロールモジュール　１速） 　トランスファーケースロック

　パワートレイン（（２）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９Ｈ　トランスファーケースコントロールモジュール　１速） 　フロントアクスル係合

　パワートレイン（（２）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９Ｈ　トランスファーケースコントロールモジュール　２速） 　２ＷＤハイインジケーターランプ

　パワートレイン（（２）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９Ｈ　トランスファーケースコントロールモジュール　２速） 　４ＷＤハイインジケーターランプ

　パワートレイン（（２）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９Ｈ　トランスファーケースコントロールモジュール　２速） 　４ＷＤローインジケーターランプ

　パワートレイン（（２）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９Ｈ　トランスファーケースコントロールモジュール　２速） 　ＡＴＣモーター学習

　パワートレイン（（２）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９Ｈ　トランスファーケースコントロールモジュール　２速） 　オート４ＷＤインジケーターランプ

　パワートレイン（（２）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９Ｈ　トランスファーケースコントロールモジュール　２速） 　トランスファーケースモーターコントロール

　パワートレイン（（２）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９Ｈ　トランスファーケースコントロールモジュール　２速） 　トランスファーケースロック

　パワートレイン（（２）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９Ｈ　トランスファーケースコントロールモジュール　２速） 　ニュートラルインジケーターランプ

　パワートレイン（（２）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９Ｈ　トランスファーケースコントロールモジュール　２速） 　フロントアクスル係合

　パワートレイン（（２）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９Ｈ　トランスファーケースコントロールモジュール） 　２ＷＤハイインジケーター

　パワートレイン（（２）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９Ｈ　トランスファーケースコントロールモジュール） 　２ＷＤハイインジケーターランプ

　パワートレイン（（２）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９Ｈ　トランスファーケースコントロールモジュール） 　４ＷＤオートインジケーター

　パワートレイン（（２）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９Ｈ　トランスファーケースコントロールモジュール） 　４ＷＤハイインジケーター

　パワートレイン（（２）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９Ｈ　トランスファーケースコントロールモジュール） 　４ＷＤハイインジケーターランプ

　パワートレイン（（２）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９Ｈ　トランスファーケースコントロールモジュール） 　４ＷＤハイオープンインジケーター

　パワートレイン（（２）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９Ｈ　トランスファーケースコントロールモジュール） 　４ＷＤハイロックインジケーター

　パワートレイン（（２）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９Ｈ　トランスファーケースコントロールモジュール） 　４ＷＤローインジケーター

　パワートレイン（（２）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９Ｈ　トランスファーケースコントロールモジュール） 　４ＷＤローインジケーターランプ

　パワートレイン（（２）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９Ｈ　トランスファーケースコントロールモジュール） 　４ＷＤローロックインジケーター

　パワートレイン（（２）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９Ｈ　トランスファーケースコントロールモジュール） 　ＡＴＣニュートラルインジケーター

　パワートレイン（（２）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９Ｈ　トランスファーケースコントロールモジュール） 　ＡＴＣモーター学習

　パワートレイン（（２）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９Ｈ　トランスファーケースコントロールモジュール） 　ＡＴＣレンジ

　パワートレイン（（２）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９Ｈ　トランスファーケースコントロールモジュール） 　エンコーダーリターン系統

　パワートレイン（（２）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９Ｈ　トランスファーケースコントロールモジュール） 　オート４ＷＤインジケーターランプ

　パワートレイン（（２）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９Ｈ　トランスファーケースコントロールモジュール） 　デフロックテスト

　パワートレイン（（２）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９Ｈ　トランスファーケースコントロールモジュール） 　トランスファーケースモーターコントロール

　パワートレイン（（２）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９Ｈ　トランスファーケースコントロールモジュール） 　トランスファーケースロック

　パワートレイン（（２）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９Ｈ　トランスファーケースコントロールモジュール） 　ニュートラルインジケーターランプ

　パワートレイン（（２）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９Ｈ　トランスファーケースコントロールモジュール） 　フロントアクスルアクチュエーター

　パワートレイン（（２）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９Ｈ　トランスファーケースコントロールモジュール） 　フロントアクスル係合

　パワートレイン（（２）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９Ｈ　トランスファーケースコントロールモジュール） 　モーターＡドライバー（ハイ）

　パワートレイン（（２）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９Ｈ　トランスファーケースコントロールモジュール） 　モーターＡドライバー（ロー）

　パワートレイン（（２）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９Ｈ　トランスファーケースコントロールモジュール） 　モーターＢドライバー（ハイ）

　パワートレイン（（２）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９Ｈ　トランスファーケースコントロールモジュール） 　モーターＢドライバー（ロー）

　パワートレイン（（２）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９Ｈ　トランスファーケースコントロールモジュール） 　リアアクスルロックインジケーター

　パワートレイン（（２）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９Ｈ　トランスファーケースコントロールモジュール） 　レンジアクチュエーター

　パワートレイン（（２）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９Ｈ　トランスファーケースコントロールモジュール） 　レンジアクチュエーターロック

　パワートレイン（（２）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９Ｈ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド２

　パワートレイン（（２）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９Ｈ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド３

　パワートレイン（（２）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９Ｈ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド４

　パワートレイン（（２）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９Ｈ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド５

　パワートレイン（（２）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９Ｈ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（２）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９Ｈ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイド１

　パワートレイン（（２）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９Ｈ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイド２

　パワートレイン（（２）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９Ｈ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッション

　パワートレイン（（２）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９Ｈ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応リセット

　パワートレイン（（２）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９Ｈ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（（２）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９Ｈ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ライン圧力制御

　パワートレイン（（２）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９Ｈ　フューエルポンプコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（２）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９Ｈ　フューエルポンプコントロールモジュール） 　フューエルポンプトリムリセット

　パワートレイン（（２）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９Ｈ　フューエルポンプコントロールモジュール） 　燃料プレッシャーコントロール

　パワートレイン（（２）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＬＹ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　ＥＧＲソレノイド

　パワートレイン（（２）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＬＹ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　ＥＧＲバルブモータークリーニング

　パワートレイン（（２）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＬＹ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（２）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＬＹ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　ＰＴＯリレー

　パワートレイン（（２）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＬＹ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　ＴＣベーンポジションセンサー

　パワートレイン（（２）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＬＹ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　ウェイトトゥスタートランプ

　パワートレイン（（２）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＬＹ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（２）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＬＹ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　グロープラグ

　パワートレイン（（２）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＬＹ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランスインジェクター１

　パワートレイン（（２）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＬＹ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランスインジェクター２

　パワートレイン（（２）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＬＹ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランスインジェクター３

　パワートレイン（（２）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＬＹ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランスインジェクター４

　パワートレイン（（２）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＬＹ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランスインジェクター５
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　パワートレイン（（２）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＬＹ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランスインジェクター６

　パワートレイン（（２）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＬＹ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランスインジェクター７

　パワートレイン（（２）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＬＹ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランスインジェクター８

　パワートレイン（（２）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＬＹ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　ターボチャージャーベーンポジションコントロールソレノイド

　パワートレイン（（２）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＬＹ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　パイロットインジェクターバランス手順（インジェクター１）

　パワートレイン（（２）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＬＹ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　パイロットインジェクターバランス手順（インジェクター２）

　パワートレイン（（２）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＬＹ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　パイロットインジェクターバランス手順（インジェクター３）

　パワートレイン（（２）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＬＹ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　パイロットインジェクターバランス手順（インジェクター４）

　パワートレイン（（２）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＬＹ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　パイロットインジェクターバランス手順（インジェクター５）

　パワートレイン（（２）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＬＹ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　パイロットインジェクターバランス手順（インジェクター６）

　パワートレイン（（２）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＬＹ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　パイロットインジェクターバランス手順（インジェクター７）

　パワートレイン（（２）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＬＹ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　パイロットインジェクターバランス手順（インジェクター８）

　パワートレイン（（２）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＬＹ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　パワーバランスシリンダー１（１４００ｒｐｍ以上）

　パワートレイン（（２）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＬＹ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　パワーバランスシリンダー２（１４００ｒｐｍ以上）

　パワートレイン（（２）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＬＹ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　パワーバランスシリンダー３（１４００ｒｐｍ以上）

　パワートレイン（（２）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＬＹ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　パワーバランスシリンダー４（１４００ｒｐｍ以上）

　パワートレイン（（２）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＬＹ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　パワーバランスシリンダー５（１４００ｒｐｍ以上）

　パワートレイン（（２）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＬＹ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　パワーバランスシリンダー６（１４００ｒｐｍ以上）

　パワートレイン（（２）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＬＹ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　パワーバランスシリンダー７（１４００ｒｐｍ以上）

　パワートレイン（（２）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＬＹ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　パワーバランスシリンダー８（１４００ｒｐｍ以上）

　パワートレイン（（２）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＬＹ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（２）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＬＹ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　回転数制御

　パワートレイン（（２）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＬＹ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　燃料トランスファーポンプ

　パワートレイン（（２）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＬＹ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　燃料プレッシャーコントロール

　パワートレイン（（２）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＬＹ　ディーゼルオートトランスファーケース） 　２ＷＤハイインジケーターランプ

　パワートレイン（（２）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＬＹ　ディーゼルオートトランスファーケース） 　４ＷＤハイインジケーターランプ

　パワートレイン（（２）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＬＹ　ディーゼルオートトランスファーケース） 　４ＷＤローインジケーターランプ

　パワートレイン（（２）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＬＹ　ディーゼルオートトランスファーケース） 　ＡＴＣモーターＡコントロール

　パワートレイン（（２）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＬＹ　ディーゼルオートトランスファーケース） 　ＡＴＣモーターＢコントロール

　パワートレイン（（２）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＬＹ　ディーゼルオートトランスファーケース） 　ニュートラルインジケーターランプ

　パワートレイン（（２）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＬＹ　ディーゼルオートトランスファーケース） 　フロントアクスル係合

　パワートレイン（（２）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＬＹ　ディーゼルグロープラグデータディスプレー） 　グロープラグ

　パワートレイン（（２）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＬＹ　ディーゼルグロープラグデータディスプレー） 　吸気ヒーター

　パワートレイン（（２）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＬＹ　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　１－２ＴＡＰリセット消去

　パワートレイン（（２）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＬＹ　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　１－２ＴＡＰ消去

　パワートレイン（（２）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＬＹ　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　１－２ソレノイド

　パワートレイン（（２）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＬＹ　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　２－１ＴＡＰリセット消去

　パワートレイン（（２）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＬＹ　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　２－１ＴＡＰ消去

　パワートレイン（（２）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＬＹ　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　２－３ＴＡＰリセット消去

　パワートレイン（（２）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＬＹ　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　２－３ＴＡＰ消去

　パワートレイン（（２）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＬＹ　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　２－３ソレノイド

　パワートレイン（（２）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＬＹ　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　３－２ＴＡＰリセット消去

　パワートレイン（（２）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＬＹ　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　３－２ＴＡＰ消去

　パワートレイン（（２）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＬＹ　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　３－４ＴＡＰリセット消去

　パワートレイン（（２）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＬＹ　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　３－４ＴＡＰ消去

　パワートレイン（（２）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＬＹ　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　４－３ＴＡＰリセット消去

　パワートレイン（（２）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＬＹ　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　４－３ＴＡＰ消去

　パワートレイン（（２）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＬＹ　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　４－５ＴＡＰリセット消去

　パワートレイン（（２）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＬＹ　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　４－５ＴＡＰ消去

　パワートレイン（（２）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＬＹ　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　５－４ＴＡＰリセット消去

　パワートレイン（（２）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＬＹ　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　５－４ＴＡＰ消去

　パワートレイン（（２）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＬＹ　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　５－６ＴＡＰ消去

　パワートレイン（（２）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＬＹ　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　６－５ＴＡＰ消去

　パワートレイン（（２）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＬＹ　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド

　パワートレイン（（２）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＬＹ　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド１

　パワートレイン（（２）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＬＹ　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド２

　パワートレイン（（２）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＬＹ　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（２）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＬＹ　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイド１

　パワートレイン（（２）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＬＹ　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイド２

　パワートレイン（（２）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＬＹ　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイド３

　パワートレイン（（２）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＬＹ　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドＣ

　パワートレイン（（２）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＬＹ　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドＤ

　パワートレイン（（２）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＬＹ　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドＥ

　パワートレイン（（２）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＬＹ　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッション

　パワートレイン（（２）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＬＹ　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　ソレノイドＧ調整圧

　パワートレイン（（２）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＬＹ　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応リセット

　パワートレイン（（２）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＬＹ　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドＡ

　パワートレイン（（２）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＬＹ　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドＢ

　パワートレイン（（２）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＬＹ　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　全ＴＡＰセルプリセット

　パワートレイン（（２）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＬＹ　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　全ＴＡＰセルリセットプリセット

　パワートレイン（（２）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＬＹ　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　全ＴＡＰセルリセット消去

　パワートレイン（（２）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＬＹ　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　全ＴＡＰセル消去

　パワートレイン（（２）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＬＹ　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　全ガレージシフトＴＡＰリセット消去

　パワートレイン（（２）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＬＹ　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　全ガレージシフトＴＡＰ消去
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　パワートレイン（（２）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＬＹ　ディーゼル補助ヒーターデータディスプレー） 　グロープラグ

　パワートレイン（（２）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＬＹ　ディーゼル補助ヒーターデータディスプレー） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（２）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＬＹ　ディーゼル補助ヒーターデータディスプレー） 　ブロワーモーター

　パワートレイン（（２）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＬＹ　ディーゼル補助ヒーターデータディスプレー） 　補助ヒーター

　パワートレイン（（３）１．８Ｌ　Ｌ４　Ｌ７９　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＧＲシステム

　パワートレイン（（３）１．８Ｌ　Ｌ４　Ｌ７９　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＧＲソレノイド

　パワートレイン（（３）１．８Ｌ　Ｌ４　Ｌ７９　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＧＲソレノイド（ＰＷＭ）

　パワートレイン（（３）１．８Ｌ　Ｌ４　Ｌ７９　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（３）１．８Ｌ　Ｌ４　Ｌ７９　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（３）１．８Ｌ　Ｌ４　Ｌ７９　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイド（ＰＷＭ）

　パワートレイン（（３）１．８Ｌ　Ｌ４　Ｌ７９　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（３）１．８Ｌ　Ｌ４　Ｌ７９　エンジンコントロールモジュール） 　ＩＡＣモーター位置

　パワートレイン（（３）１．８Ｌ　Ｌ４　Ｌ７９　エンジンコントロールモジュール） 　ＩＡＣリセット

　パワートレイン（（３）１．８Ｌ　Ｌ４　Ｌ７９　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（３）１．８Ｌ　Ｌ４　Ｌ７９　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（３）１．８Ｌ　Ｌ４　Ｌ７９　エンジンコントロールモジュール） 　スパーク遅延

　パワートレイン（（３）１．８Ｌ　Ｌ４　Ｌ７９　エンジンコントロールモジュール） 　ファンＨｉｇｈ

　パワートレイン（（３）１．８Ｌ　Ｌ４　Ｌ７９　エンジンコントロールモジュール） 　ファンＬｏｗ

　パワートレイン（（３）１．８Ｌ　Ｌ４　Ｌ７９　エンジンコントロールモジュール） 　ファン高速

　パワートレイン（（３）１．８Ｌ　Ｌ４　Ｌ７９　エンジンコントロールモジュール） 　ファン低速

　パワートレイン（（３）１．８Ｌ　Ｌ４　Ｌ７９　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（３）１．８Ｌ　Ｌ４　Ｌ７９　エンジンコントロールモジュール） 　ループ状態

　パワートレイン（（３）１．８Ｌ　Ｌ４　Ｌ７９　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターテスト１

　パワートレイン（（３）１．８Ｌ　Ｌ４　Ｌ７９　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターテスト２

　パワートレイン（（３）１．８Ｌ　Ｌ４　Ｌ７９　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターテスト３

　パワートレイン（（３）１．８Ｌ　Ｌ４　Ｌ７９　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターテスト４

　パワートレイン（（３）１．８Ｌ　Ｌ４　Ｌ７９　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（３）１．８Ｌ　Ｌ４　Ｌ７９　エンジンコントロールモジュール） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（３）１．８Ｌ　Ｌ４　ＬＤＡ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＧＲシステム

　パワートレイン（（３）１．８Ｌ　Ｌ４　ＬＤＡ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＧＲソレノイド

　パワートレイン（（３）１．８Ｌ　Ｌ４　ＬＤＡ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（３）１．８Ｌ　Ｌ４　ＬＤＡ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（３）１．８Ｌ　Ｌ４　ＬＤＡ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（３）１．８Ｌ　Ｌ４　ＬＤＡ　エンジンコントロールモジュール） 　ＩＡＣモーター位置

　パワートレイン（（３）１．８Ｌ　Ｌ４　ＬＤＡ　エンジンコントロールモジュール） 　ＩＡＣリセット

　パワートレイン（（３）１．８Ｌ　Ｌ４　ＬＤＡ　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（３）１．８Ｌ　Ｌ４　ＬＤＡ　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（３）１．８Ｌ　Ｌ４　ＬＤＡ　エンジンコントロールモジュール） 　スパーク遅延

　パワートレイン（（３）１．８Ｌ　Ｌ４　ＬＤＡ　エンジンコントロールモジュール） 　ファンＨｉｇｈ

　パワートレイン（（３）１．８Ｌ　Ｌ４　ＬＤＡ　エンジンコントロールモジュール） 　ファンＬｏｗ

　パワートレイン（（３）１．８Ｌ　Ｌ４　ＬＤＡ　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（３）１．８Ｌ　Ｌ４　ＬＤＡ　エンジンコントロールモジュール） 　ループ状態

　パワートレイン（（３）１．８Ｌ　Ｌ４　ＬＤＡ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターテスト１

　パワートレイン（（３）１．８Ｌ　Ｌ４　ＬＤＡ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターテスト２

　パワートレイン（（３）１．８Ｌ　Ｌ４　ＬＤＡ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターテスト３

　パワートレイン（（３）１．８Ｌ　Ｌ４　ＬＤＡ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターテスト４

　パワートレイン（（３）１．８Ｌ　Ｌ４　ＬＤＡ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（３）１．８Ｌ　Ｌ４　ＬＤＡ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（３）１．８Ｌ　Ｌ４　ＬＤＡ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＥＤＳ３　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイドエレクトリカル

　パワートレイン（（３）１．８Ｌ　Ｌ４　ＬＤＡ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＥＤＳ４　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイドエレクトリカル

　パワートレイン（（３）１．８Ｌ　Ｌ４　ＬＤＡ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＥＤＳ５　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイドエレクトリカル

　パワートレイン（（３）１．８Ｌ　Ｌ４　ＬＤＡ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＥＤＳ６　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイドエレクトリカル

　パワートレイン（（３）１．８Ｌ　Ｌ４　ＬＤＡ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイド１

　パワートレイン（（３）１．８Ｌ　Ｌ４　ＬＤＡ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイド２

　パワートレイン（（３）１．８Ｌ　Ｌ４　ＬＤＡ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応リセット

　パワートレイン（（３）１．８Ｌ　Ｌ４　ＬＤＡ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ホールドモードランプ

　パワートレイン（（３）１．８Ｌ　Ｌ４　ＬＤＡ　トランスミッションコントロールモジュール） 　電源モードランプ

　パワートレイン（（３）２．０Ｌ　Ｌ０Ａ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（３）２．０Ｌ　Ｌ０Ａ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（（３）２．０Ｌ　Ｌ０Ａ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（（３）２．０Ｌ　Ｌ０Ａ　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（３）２．０Ｌ　Ｌ０Ａ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（（３）２．０Ｌ　Ｌ０Ａ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（（３）２．０Ｌ　Ｌ０Ａ　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（３）２．０Ｌ　Ｌ０Ａ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（３）２．０Ｌ　Ｌ０Ａ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数

　パワートレイン（（３）２．０Ｌ　Ｌ０Ａ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン油圧制御ソレノイドバルブ

　パワートレイン（（３）２．０Ｌ　Ｌ０Ａ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（（３）２．０Ｌ　Ｌ０Ａ　エンジンコントロールモジュール） 　オートスタート／オートストップ

　パワートレイン（（３）２．０Ｌ　Ｌ０Ａ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファン１

　パワートレイン（（３）２．０Ｌ　Ｌ０Ａ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファン２

　パワートレイン（（３）２．０Ｌ　Ｌ０Ａ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファン３

　パワートレイン（（３）２．０Ｌ　Ｌ０Ａ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファン４

　パワートレイン（（３）２．０Ｌ　Ｌ０Ａ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファン５
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システム 項目名

　パワートレイン（（３）２．０Ｌ　Ｌ０Ａ　エンジンコントロールモジュール） 　グリルエアシャッターシステム作動

　パワートレイン（（３）２．０Ｌ　Ｌ０Ａ　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（３）２．０Ｌ　Ｌ０Ａ　エンジンコントロールモジュール） 　スターターリレー

　パワートレイン（（３）２．０Ｌ　Ｌ０Ａ　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（３）２．０Ｌ　Ｌ０Ａ　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプスピード

　パワートレイン（（３）２．０Ｌ　Ｌ０Ａ　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプトリムリセット

　パワートレイン（（３）２．０Ｌ　Ｌ０Ａ　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（（３）２．０Ｌ　Ｌ０Ａ　エンジンコントロールモジュール） 　圧縮テスト

　パワートレイン（（３）２．０Ｌ　Ｌ０Ａ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（３）２．０Ｌ　Ｌ０Ａ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（３）２．０Ｌ　Ｌ０Ａ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（３）２．０Ｌ　Ｌ０Ａ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（３）２．０Ｌ　Ｌ０Ａ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（３）２．０Ｌ　Ｌ０Ａ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料システム減圧

　パワートレイン（（３）２．０Ｌ　Ｌ０Ａ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（３）２．０Ｌ　Ｌ０Ａ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料圧力

　パワートレイン（（３）２．０Ｌ　Ｌ０Ａ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（（３）２．０Ｌ　Ｌ０Ａ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（（３）２．０Ｌ　Ｌ０Ａ　エンジンコントロールモジュール） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（３）２．０Ｌ　Ｌ０Ａ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（３）２．０Ｌ　Ｌ０Ａ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（（３）２．０Ｌ　Ｌ０Ａ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（（３）２．０Ｌ　Ｌ０Ａ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（３）２．０Ｌ　Ｌ０Ａ　トランスミッションコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（（３）２．０Ｌ　Ｌ０Ａ　トランスミッションコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（（３）２．０Ｌ　Ｌ０Ａ　トランスミッションコントロールモジュール） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（３）２．０Ｌ　Ｌ０Ａ　トランスミッションコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（３）２．０Ｌ　Ｌ０Ａ　トランスミッションコントロールモジュール） 　エンジン回転数

　パワートレイン（（３）２．０Ｌ　Ｌ０Ａ　トランスミッションコントロールモジュール） 　エンジン油圧制御ソレノイドバルブ

　パワートレイン（（３）２．０Ｌ　Ｌ０Ａ　トランスミッションコントロールモジュール） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（（３）２．０Ｌ　Ｌ０Ａ　トランスミッションコントロールモジュール） 　オートスタート／オートストップ

　パワートレイン（（３）２．０Ｌ　Ｌ０Ａ　トランスミッションコントロールモジュール） 　クーリングファン１

　パワートレイン（（３）２．０Ｌ　Ｌ０Ａ　トランスミッションコントロールモジュール） 　クーリングファン２

　パワートレイン（（３）２．０Ｌ　Ｌ０Ａ　トランスミッションコントロールモジュール） 　クーリングファン３

　パワートレイン（（３）２．０Ｌ　Ｌ０Ａ　トランスミッションコントロールモジュール） 　クーリングファン４

　パワートレイン（（３）２．０Ｌ　Ｌ０Ａ　トランスミッションコントロールモジュール） 　クーリングファン５

　パワートレイン（（３）２．０Ｌ　Ｌ０Ａ　トランスミッションコントロールモジュール） 　グリルエアシャッターシステム作動

　パワートレイン（（３）２．０Ｌ　Ｌ０Ａ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（３）２．０Ｌ　Ｌ０Ａ　トランスミッションコントロールモジュール） 　スターターリレー

　パワートレイン（（３）２．０Ｌ　Ｌ０Ａ　トランスミッションコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（３）２．０Ｌ　Ｌ０Ａ　トランスミッションコントロールモジュール） 　フューエルポンプスピード

　パワートレイン（（３）２．０Ｌ　Ｌ０Ａ　トランスミッションコントロールモジュール） 　フューエルポンプトリムリセット

　パワートレイン（（３）２．０Ｌ　Ｌ０Ａ　トランスミッションコントロールモジュール） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（（３）２．０Ｌ　Ｌ０Ａ　トランスミッションコントロールモジュール） 　圧縮テスト

　パワートレイン（（３）２．０Ｌ　Ｌ０Ａ　トランスミッションコントロールモジュール） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（３）２．０Ｌ　Ｌ０Ａ　トランスミッションコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（３）２．０Ｌ　Ｌ０Ａ　トランスミッションコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（３）２．０Ｌ　Ｌ０Ａ　トランスミッションコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（３）２．０Ｌ　Ｌ０Ａ　トランスミッションコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（３）２．０Ｌ　Ｌ０Ａ　トランスミッションコントロールモジュール） 　燃料システム減圧

　パワートレイン（（３）２．０Ｌ　Ｌ０Ａ　トランスミッションコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（３）２．０Ｌ　Ｌ０Ａ　トランスミッションコントロールモジュール） 　燃料圧力

　パワートレイン（（３）２．０Ｌ　Ｌ０Ａ　トランスミッションコントロールモジュール） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（（３）２．０Ｌ　Ｌ０Ａ　トランスミッションコントロールモジュール） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（（３）２．０Ｌ　Ｌ０Ａ　トランスミッションコントロールモジュール） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰテスト

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー１）

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー２）

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー１）

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー２）

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　アイドル点火時期

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン１

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン２

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン３

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン４

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン５

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー１
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システム 項目名

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス５インジェクター

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス６インジェクター

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　セカンダリーエアインジェクションシステム

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　セカンダリーエアインジェクションソレノイドバルブ

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　セカンダリーエアインジェクションポンプリレー

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　フューエルポンプスピード

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　フューエルポンプトリムリセット

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　圧縮テスト

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク１）

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク２）

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　点火時期遅延

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス１インジェクター

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス２インジェクター

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス３インジェクター

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス４インジェクター

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス５インジェクター

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス６インジェクター

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料システム減圧

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料レール圧力

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料圧力

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク１）

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク２）

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰテスト

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー１）

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー２）

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー１）

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー２）

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　アイドル点火時期

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン１

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン２

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン３

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン４

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン５

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス５インジェクター

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス６インジェクター

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　セカンダリーエアインジェクションシステム

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　セカンダリーエアインジェクションソレノイドバルブ

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　セカンダリーエアインジェクションポンプリレー

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　フューエルポンプスピード

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　フューエルポンプトリムリセット

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　圧縮テスト

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク１）
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　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク２）

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　点火時期遅延

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス１インジェクター

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス２インジェクター

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス３インジェクター

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス４インジェクター

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス５インジェクター

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス６インジェクター

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料システム減圧

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料レール圧力

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料圧力

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク１）

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク２）

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰテスト

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー１）

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー２）

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー１）

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー２）

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル点火時期

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファン１

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファン２

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファン３

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファン４

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファン５

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス５インジェクター

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス６インジェクター

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　スターターリレー

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　セカンダリーエアインジェクションシステム

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　セカンダリーエアインジェクションソレノイドバルブ

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　セカンダリーエアインジェクションポンプリレー

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプスピード

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプトリムリセット

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　圧縮テスト

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク１）

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク２）

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　点火時期遅延

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス１インジェクター

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス２インジェクター

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス３インジェクター

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス４インジェクター

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス５インジェクター

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス６インジェクター

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料システム減圧

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料レール圧力

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料圧力

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料圧力レギュレーター

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク１）

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク２）

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　シャーシコントロールモジュール　アクティブグリルシャッター　エンジンマウント） 　エンジンマウントアクチュエーター出力１

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　シャーシコントロールモジュール　アクティブグリルシャッター　エンジンマウント） 　エンジンマウントアクチュエーター出力２
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　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　シャーシコントロールモジュール　アクティブグリルシャッター　エンジンマウント） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　シャーシコントロールモジュール　アクティブグリルシャッター　エンジンマウント） 　燃料圧力

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　シャーシコントロールモジュール　エンジンマウント） 　エンジンマウントアクチュエーター出力２

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　シャーシコントロールモジュール　フューエルポンプ） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　シャーシコントロールモジュール　フューエルポンプ） 　燃料圧力

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　シャーシコントロールモジュール　フューエルポンプ　アクティブグリルシャッター） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　シャーシコントロールモジュール　フューエルポンプ　アクティブグリルシャッター） 　燃料圧力

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　シャーシコントロールモジュール　フューエルポンプ　エンジンマウント） 　エンジンマウントアクチュエーター出力１

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　シャーシコントロールモジュール　フューエルポンプ　エンジンマウント） 　エンジンマウントアクチュエーター出力２

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　シャーシコントロールモジュール　フューエルポンプ　エンジンマウント） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　シャーシコントロールモジュール　フューエルポンプ　エンジンマウント） 　燃料圧力

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　シャーシコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　シャーシコントロールモジュール） 　燃料圧力

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　シフトソレノイドバルブ１

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　シフトソレノイドバルブ１パフォーマンステスト

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　シフトソレノイドバルブ２

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　シフトソレノイドバルブ２パフォーマンステスト

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　トランスミッションコントロールモジュール　８速） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　トランスミッションコントロールモジュール　８速） 　ＴＣＣ有効ソレノイドバルブ

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　トランスミッションコントロールモジュール　８速） 　シフトソレノイドバルブ

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　トランスミッションコントロールモジュール　８速） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　トランスミッションコントロールモジュール　８速） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ１

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　トランスミッションコントロールモジュール　８速） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２圧力コマンド

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　トランスミッションコントロールモジュール　８速） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３圧力コマンド

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　トランスミッションコントロールモジュール　８速） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４圧力コマンド

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　トランスミッションコントロールモジュール　８速） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５圧力コマンド

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　トランスミッションコントロールモジュール　８速） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ６

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１パフォーマンステスト

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ２

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ２パフォーマンステスト

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　フューエルインジェクターコントロールモジュール） 　高圧燃料カットオフソレノイドバルブ

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　フューエルインジェクターコントロールモジュール） 　代替フューエルポンプ

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　フューエルインジェクターコントロールモジュール） 　低圧燃料カットオフソレノイドバルブ

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　フューエルインジェクターコントロールモジュール） 　燃料ヒーターリレー１

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　フューエルインジェクターコントロールモジュール） 　燃料ヒーターリレー２

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　フューエルインジェクターコントロールモジュール） 　燃料ヒーターリレー３

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　フューエルポンプ　バージョン　フューエルポンプ　　排気フロー） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　フューエルポンプ　バージョン　フューエルポンプ　　排気フロー） 　燃料圧力

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　フューエルポンプ　バージョン　フューエルポンプ　　排気フロー） 　排気流量コントロールバルブ

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　フューエルポンプ　バージョン　フューエルポンプ） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　フューエルポンプ　バージョン　フューエルポンプ） 　燃料圧力

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　フューエルポンプコントロールモジュール　アクティブグリルシャッター　エンジンマウント）　エンジンマウントアクチュエーター出力１

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　フューエルポンプコントロールモジュール　アクティブグリルシャッター　エンジンマウント）　エンジンマウントアクチュエーター出力２

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　フューエルポンプコントロールモジュール　アクティブグリルシャッター　エンジンマウント）　フューエルポンプ

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　フューエルポンプコントロールモジュール　アクティブグリルシャッター　エンジンマウント）　燃料圧力
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　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　フューエルポンプコントロールモジュール　フューエルポンプ） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　フューエルポンプコントロールモジュール　フューエルポンプ） 　燃料圧力

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　フューエルポンプコントロールモジュール　フューエルポンプ　アクティブグリルシャッター）　フューエルポンプ

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　フューエルポンプコントロールモジュール　フューエルポンプ　アクティブグリルシャッター）　燃料圧力

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　フューエルポンプコントロールモジュール　フューエルポンプ　エンジンマウント） 　エンジンマウントアクチュエーター出力１

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　フューエルポンプコントロールモジュール　フューエルポンプ　エンジンマウント） 　エンジンマウントアクチュエーター出力２

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　フューエルポンプコントロールモジュール　フューエルポンプ　エンジンマウント） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　フューエルポンプコントロールモジュール　フューエルポンプ　エンジンマウント） 　燃料圧力

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　フューエルポンプコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　フューエルポンプコントロールモジュール） 　燃料圧力

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＧＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＧＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＧＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ１

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＧＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ１電流

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＧＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＧＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ２電流

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＧＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＧＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ３電流

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＧＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＧＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ４電流

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＧＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＧＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ５電流

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＧＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ６

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＧＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ６電流

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＧＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ７

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＧＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ７電流

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＧＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ８

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＧＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ９

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＧＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＧＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー２

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１センサー１）

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１センサー２）

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２センサー１）

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２センサー２）

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　ＲＶＳ無効履歴リセット

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　アイドルスパーク

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス１

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス２

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス３

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス４

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス５

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス６

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　スターターリレーコントロール

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　スパーク遅延

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー１

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー２、３

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　ループ状態

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　圧縮テスト

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク１）

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク２）

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーターソレノイド（バンク１）

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーターソレノイド（バンク２）

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター１）

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター２）

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター３）

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター４）

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター５）

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター６）

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料プレッシャーコントロール

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料圧力コントロール１

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料圧力コントロール２
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　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料圧力コントロール３

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料圧力レギュレーター

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク１）

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク２）

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　排気側ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーターソレノイド（バンク２）

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　排気側ＣＰＭ（カムシャフトポジション）アクチュエーターソレノイド（バンク１）

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＦＸ　トランスファーケースコントロールモジュール） 　ＡＴＣクラッチハイコントロール

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＦＸ　トランスファーケースコントロールモジュール） 　ＡＴＣクラッチローコントロール

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＦＸ　トランスファーケースコントロールモジュール） 　ＡＴＣクラッチ係合

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＦＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド２

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＦＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド３

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＦＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド４

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＦＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド５

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＦＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＦＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイド１

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＦＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイド２

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＦＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応リセット

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＦＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＦＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ライン圧力制御

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＦＸ　フューエルポンプコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＦＸ　フューエルポンプコントロールモジュール） 　フューエルポンプトリムリセット

　パワートレイン（（３）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＦＸ　フューエルポンプコントロールモジュール） 　燃料プレッシャーコントロール

　パワートレイン（（３）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＺＧ　エンジンコントロールモジュール） 　ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター

　パワートレイン（（３）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＺＧ　エンジンコントロールモジュール） 　ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーターソレノイド

　パワートレイン（（３）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＺＧ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（３）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＺＧ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（３）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＺＧ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（３）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＺＧ　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（３）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＺＧ　エンジンコントロールモジュール） 　ＲＶＳ無効履歴リセット

　パワートレイン（（３）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＺＧ　エンジンコントロールモジュール） 　アイドルスパーク

　パワートレイン（（３）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＺＧ　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（３）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＺＧ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（３）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＺＧ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（３）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＺＧ　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（３）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＺＧ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス１

　パワートレイン（（３）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＺＧ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス２

　パワートレイン（（３）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＺＧ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス３

　パワートレイン（（３）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＺＧ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス４

　パワートレイン（（３）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＺＧ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス５

　パワートレイン（（３）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＺＧ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス６

　パワートレイン（（３）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＺＧ　エンジンコントロールモジュール） 　スパーク遅延

　パワートレイン（（３）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＺＧ　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（３）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＺＧ　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー１

　パワートレイン（（３）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＺＧ　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（３）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＺＧ　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー２、３

　パワートレイン（（３）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＺＧ　エンジンコントロールモジュール） 　ループ状態

　パワートレイン（（３）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＺＧ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（３）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＺＧ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（３）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＺＧ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　１速ＡＴＣトランスファーケースコントロールモジュール） 　２ＷＤハイインジケーター

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　１速ＡＴＣトランスファーケースコントロールモジュール） 　４ＷＤオートインジケーター

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　１速ＡＴＣトランスファーケースコントロールモジュール） 　４ＷＤハイインジケーター

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　１速ＡＴＣトランスファーケースコントロールモジュール） 　ＡＴＣレンジ

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　１速ＡＴＣトランスファーケースコントロールモジュール） 　フロントアクスルアクチュエーター

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　１速ＡＴＣトランスファーケースコントロールモジュール） 　レンジアクチュエーター

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　１速ＡＴＣトランスファーケースコントロールモジュール） 　レンジアクチュエーターロック

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　２速ＡＴＣトランスファーケースコントロールモジュール） 　２ＷＤハイインジケーター

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　２速ＡＴＣトランスファーケースコントロールモジュール） 　４ＷＤオートインジケーター

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　２速ＡＴＣトランスファーケースコントロールモジュール） 　４ＷＤハイインジケーター

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　２速ＡＴＣトランスファーケースコントロールモジュール） 　４ＷＤローインジケーター

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　２速ＡＴＣトランスファーケースコントロールモジュール） 　ＡＴＣニュートラルインジケーター

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　２速ＡＴＣトランスファーケースコントロールモジュール） 　ＡＴＣレンジ

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　２速ＡＴＣトランスファーケースコントロールモジュール） 　フロントアクスルアクチュエーター

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　２速ＡＴＣトランスファーケースコントロールモジュール） 　レンジアクチュエーター

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　２速ＡＴＣトランスファーケースコントロールモジュール） 　レンジアクチュエーターロック

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　４速トランスミッションコントロールモジュール） 　１－２ソレノイド

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　４速トランスミッションコントロールモジュール） 　２－３ソレノイド

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　４速トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　４速トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　４速トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣ有効ソレノイド

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　６速トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド２

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　６速トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド３

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　６速トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド４

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　６速トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド５
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　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　６速トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　６速トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイド１

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　６速トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイド２

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　６速トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッション

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　６速トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応リセット

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　６速トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール） 　ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール） 　ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーターソレノイド

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１センサー１）

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１センサー２）

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２センサー１）

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２センサー２）

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール） 　ＲＶＳ無効履歴リセット

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール） 　アイドルスパーク

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール） 　カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダー１

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダー４

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダー６

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダー７

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス１

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス２

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス３

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス４

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス５

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス６

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス７

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス８

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダー休止システム

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール） 　スターターリレー

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール） 　スパーク遅延

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー１

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー２、３

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール） 　ループ状態

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター１）

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター２）

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター３）

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター４）

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター５）

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター６）

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター７）

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター８）

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　トランスファーケースコントロールモジュール　１速） 　２ＷＤハイインジケーター

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　トランスファーケースコントロールモジュール　１速） 　２ＷＤハイインジケーターランプ

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　トランスファーケースコントロールモジュール　１速） 　４ＷＤオートインジケーター

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　トランスファーケースコントロールモジュール　１速） 　４ＷＤハイインジケーター

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　トランスファーケースコントロールモジュール　１速） 　４ＷＤハイインジケーターランプ

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　トランスファーケースコントロールモジュール　１速） 　ＡＴＣモーター学習

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　トランスファーケースコントロールモジュール　１速） 　ＡＴＣレンジ

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　トランスファーケースコントロールモジュール　１速） 　オート４ＷＤインジケーターランプ

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　トランスファーケースコントロールモジュール　１速） 　トランスファーケースモーターコントロール

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　トランスファーケースコントロールモジュール　１速） 　トランスファーケースロック

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　トランスファーケースコントロールモジュール　１速） 　フロントアクスルアクチュエーター

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　トランスファーケースコントロールモジュール　１速） 　フロントアクスル係合

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　トランスファーケースコントロールモジュール　１速） 　レンジアクチュエーター

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　トランスファーケースコントロールモジュール　１速） 　レンジアクチュエーターロック

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　トランスファーケースコントロールモジュール　２速） 　２ＷＤハイインジケーター

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　トランスファーケースコントロールモジュール　２速） 　２ＷＤハイインジケーターランプ

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　トランスファーケースコントロールモジュール　２速） 　４ＷＤオートインジケーター

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　トランスファーケースコントロールモジュール　２速） 　４ＷＤハイインジケーター
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　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　トランスファーケースコントロールモジュール　２速） 　４ＷＤハイインジケーターランプ

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　トランスファーケースコントロールモジュール　２速） 　４ＷＤローインジケーター

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　トランスファーケースコントロールモジュール　２速） 　４ＷＤローインジケーターランプ

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　トランスファーケースコントロールモジュール　２速） 　ＡＴＣニュートラルインジケーター

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　トランスファーケースコントロールモジュール　２速） 　ＡＴＣモーター学習

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　トランスファーケースコントロールモジュール　２速） 　ＡＴＣレンジ

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　トランスファーケースコントロールモジュール　２速） 　オート４ＷＤインジケーターランプ

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　トランスファーケースコントロールモジュール　２速） 　トランスファーケースモーターコントロール

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　トランスファーケースコントロールモジュール　２速） 　トランスファーケースロック

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　トランスファーケースコントロールモジュール　２速） 　ニュートラルインジケーターランプ

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　トランスファーケースコントロールモジュール　２速） 　フロントアクスルアクチュエーター

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　トランスファーケースコントロールモジュール　２速） 　フロントアクスル係合

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　トランスファーケースコントロールモジュール　２速） 　レンジアクチュエーター

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　トランスファーケースコントロールモジュール　２速） 　レンジアクチュエーターロック

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　トランスファーケースコントロールモジュール） 　２ＷＤハイインジケーター

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　トランスファーケースコントロールモジュール） 　２ＷＤハイインジケーターランプ

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　トランスファーケースコントロールモジュール） 　４ＷＤオートインジケーター

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　トランスファーケースコントロールモジュール） 　４ＷＤハイインジケーター

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　トランスファーケースコントロールモジュール） 　４ＷＤハイインジケーターランプ

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　トランスファーケースコントロールモジュール） 　４ＷＤローインジケーター

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　トランスファーケースコントロールモジュール） 　４ＷＤローインジケーターランプ

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　トランスファーケースコントロールモジュール） 　ＡＴＣニュートラルインジケーター

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　トランスファーケースコントロールモジュール） 　ＡＴＣモーター学習

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　トランスファーケースコントロールモジュール） 　ＡＴＣレンジ

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　トランスファーケースコントロールモジュール） 　オート４ＷＤインジケーターランプ

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　トランスファーケースコントロールモジュール） 　クラッチリセット手順

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　トランスファーケースコントロールモジュール） 　トランスファーケースモーターコントロール

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　トランスファーケースコントロールモジュール） 　トランスファーケースロック

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　トランスファーケースコントロールモジュール） 　ニュートラルインジケーターランプ

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　トランスファーケースコントロールモジュール） 　フロントアクスルアクチュエーター

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　トランスファーケースコントロールモジュール） 　フロントアクスル係合

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　トランスファーケースコントロールモジュール） 　レンジアクチュエーター

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　トランスファーケースコントロールモジュール） 　レンジアクチュエーターロック

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　１－２ソレノイド

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　２－３ソレノイド

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　３－２ダウンシフトソレノイド

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド２

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド３

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド４

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド５

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣ有効ソレノイド

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイド１

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイド２

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッション

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応リセット

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　ライン圧力制御

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　フューエルポンプコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　フューエルポンプコントロールモジュール） 　フューエルポンプトリムリセット

　パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　フューエルポンプコントロールモジュール） 　燃料プレッシャーコントロール

　パワートレイン（（４）０．８Ｌ　Ｌ３　ＬＢＦ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＧＲソレノイド

　パワートレイン（（４）０．８Ｌ　Ｌ３　ＬＢＦ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰシステム

　パワートレイン（（４）０．８Ｌ　Ｌ３　ＬＢＦ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（４）０．８Ｌ　Ｌ３　ＬＢＦ　エンジンコントロールモジュール） 　ＩＳＣアクチュエーター

　パワートレイン（（４）０．８Ｌ　Ｌ３　ＬＢＦ　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（４）０．８Ｌ　Ｌ３　ＬＢＦ　エンジンコントロールモジュール） 　アイドルエアコントロール

　パワートレイン（（４）０．８Ｌ　Ｌ３　ＬＢＦ　エンジンコントロールモジュール） 　インジェクター１

　パワートレイン（（４）０．８Ｌ　Ｌ３　ＬＢＦ　エンジンコントロールモジュール） 　インジェクター２

　パワートレイン（（４）０．８Ｌ　Ｌ３　ＬＢＦ　エンジンコントロールモジュール） 　インジェクター３

　パワートレイン（（４）０．８Ｌ　Ｌ３　ＬＢＦ　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（４）０．８Ｌ　Ｌ３　ＬＢＦ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（４）０．８Ｌ　Ｌ３　ＬＢＦ　エンジンコントロールモジュール） 　ファンＨｉｇｈ

　パワートレイン（（４）０．８Ｌ　Ｌ３　ＬＢＦ　エンジンコントロールモジュール） 　ファンＬｏｗ

　パワートレイン（（４）０．８Ｌ　Ｌ３　ＬＢＦ　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（４）０．８Ｌ　Ｌ３　ＬＢＦ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターテスト１

　パワートレイン（（４）０．８Ｌ　Ｌ３　ＬＢＦ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターテスト２

　パワートレイン（（４）０．８Ｌ　Ｌ３　ＬＢＦ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターテスト３

　パワートレイン（（４）０．８Ｌ　Ｌ３　ＬＢＦ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（４）０．８Ｌ　Ｌ３　ＬＢＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　１－２ソレノイド

　パワートレイン（（４）０．８Ｌ　Ｌ３　ＬＢＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　２－３ソレノイド

　パワートレイン（（４）０．８Ｌ　Ｌ３　ＬＢＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド

　パワートレイン（（４）０．８Ｌ　Ｌ３　ＬＢＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣ　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド
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システム 項目名

　パワートレイン（（４）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＮ２　３速　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣ有効

　パワートレイン（（４）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＮ２　４速　トランスミッションコントロールモジュール） 　１－２ソレノイド

　パワートレイン（（４）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＮ２　４速　トランスミッションコントロールモジュール） 　２－３ソレノイド

　パワートレイン（（４）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＮ２　４速　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド

　パワートレイン（（４）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＮ２　４速　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（４）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＮ２　エンジンコントロールモジュール） 　１シリンダーパワーバランス

　パワートレイン（（４）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＮ２　エンジンコントロールモジュール） 　２シリンダーパワーバランス

　パワートレイン（（４）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＮ２　エンジンコントロールモジュール） 　３シリンダーパワーバランス

　パワートレイン（（４）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＮ２　エンジンコントロールモジュール） 　４シリンダーパワーバランス

　パワートレイン（（４）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＮ２　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（４）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＮ２　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイド（ＰＷＭ）

　パワートレイン（（４）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＮ２　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（４）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＮ２　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（４）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＮ２　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（４）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＮ２　エンジンコントロールモジュール） 　エアポンプリレー

　パワートレイン（（４）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＮ２　エンジンコントロールモジュール） 　クルーズ有効

　パワートレイン（（４）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＮ２　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（４）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＮ２　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー

　パワートレイン（（４）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＮ２　エンジンコントロールモジュール） 　ファン制御１

　パワートレイン（（４）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＮ２　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（４）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＮ２　エンジンコントロールモジュール） 　フロントＯ２センサーヒーター

　パワートレイン（（４）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＮ２　エンジンコントロールモジュール） 　リアＯ２センサーヒーター

　パワートレイン（（４）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＮ２　エンジンコントロールモジュール） 　回転数制御

　パワートレイン（（４）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＮ２　トランスミッションコントロールモジュール） 　１－２ソレノイド

　パワートレイン（（４）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＮ２　トランスミッションコントロールモジュール） 　２－３ソレノイド

　パワートレイン（（４）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＮ２　トランスミッションコントロールモジュール） 　３－２ダウンシフトソレノイド

　パワートレイン（（４）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＮ２　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド

　パワートレイン（（４）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＮ２　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（４）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＮ２　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣ有効

　パワートレイン（（４）２．５Ｌ　Ｖ６　ＬＥ８　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＧＲソレノイド

　パワートレイン（（４）２．５Ｌ　Ｖ６　ＬＥ８　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（４）２．５Ｌ　Ｖ６　ＬＥ８　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（４）２．５Ｌ　Ｖ６　ＬＥ８　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（４）２．５Ｌ　Ｖ６　ＬＥ８　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（４）２．５Ｌ　Ｖ６　ＬＥ８　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファン

　パワートレイン（（４）２．５Ｌ　Ｖ６　ＬＥ８　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（４）２．５Ｌ　Ｖ６　ＬＥ８　エンジンコントロールモジュール） 　ループ状態

　パワートレイン（（４）２．５Ｌ　Ｖ６　ＬＥ８　エンジンコントロールモジュール） 　固定スパーク

　パワートレイン（（４）２．８Ｌ　ＬＡＵ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（４）２．８Ｌ　ＬＡＵ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（（４）２．８Ｌ　ＬＡＵ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（（４）２．８Ｌ　ＬＡＵ　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（４）２．８Ｌ　ＬＡＵ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数

　パワートレイン（（４）２．８Ｌ　ＬＡＵ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファン

　パワートレイン（（４）２．８Ｌ　ＬＡＵ　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（４）２．８Ｌ　ＬＡＵ　エンジンコントロールモジュール） 　スターターリレー

　パワートレイン（（４）２．８Ｌ　ＬＡＵ　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（４）２．８Ｌ　ＬＡＵ　エンジンコントロールモジュール） 　セカンダリーエアインジェクションポンプリレー

　パワートレイン（（４）２．８Ｌ　ＬＡＵ　エンジンコントロールモジュール） 　ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ

　パワートレイン（（４）２．８Ｌ　ＬＡＵ　エンジンコントロールモジュール） 　ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ

　パワートレイン（（４）２．８Ｌ　ＬＡＵ　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（（４）２．８Ｌ　ＬＡＵ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク１）

　パワートレイン（（４）２．８Ｌ　ＬＡＵ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク２）

　パワートレイン（（４）２．８Ｌ　ＬＡＵ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（４）２．８Ｌ　ＬＡＵ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（（４）２．８Ｌ　ＬＡＵ　エンジンコントロールモジュール） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク１）

　パワートレイン（（４）２．８Ｌ　ＬＡＵ　エンジンコントロールモジュール） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク２）

　パワートレイン（（４）２．８Ｌ　ＬＡＵ　エンジンコントロールモジュール） 　補助冷却ポンプ

　パワートレイン（（４）２．８Ｌ　ＬＡＵ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣソレノイドバルブ

　パワートレイン（（４）２．８Ｌ　ＬＡＵ　トランスミッションコントロールモジュール） 　クラッチプレッシャーコントロールソレノイドバルブ１

　パワートレイン（（４）２．８Ｌ　ＬＡＵ　トランスミッションコントロールモジュール） 　クラッチプレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（（４）２．８Ｌ　ＬＡＵ　トランスミッションコントロールモジュール） 　クラッチプレッシャーコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（（４）２．８Ｌ　ＬＡＵ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１

　パワートレイン（（４）２．８Ｌ　ＬＡＵ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ２

　パワートレイン（（４）２．８Ｌ　ＬＡＵ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ブレーキバンドプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（（４）２．８Ｌ　ＬＡＵ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（（４）２．８Ｌ　ＬＡＵ　フューエルポンプコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（４）２．８Ｌ　ＬＡＵ　フューエルポンプコントロールモジュール） 　燃料圧力

　パワートレイン（（４）３．５Ｌ　Ｖ６　Ｌ６６　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＧＲソレノイド

　パワートレイン（（４）３．５Ｌ　Ｖ６　Ｌ６６　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（４）３．５Ｌ　Ｖ６　Ｌ６６　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（４）３．５Ｌ　Ｖ６　Ｌ６６　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１センサー１）

　パワートレイン（（４）３．５Ｌ　Ｖ６　Ｌ６６　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１センサー２）

　パワートレイン（（４）３．５Ｌ　Ｖ６　Ｌ６６　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２センサー１）
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　パワートレイン（（４）３．５Ｌ　Ｖ６　Ｌ６６　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２センサー２）

　パワートレイン（（４）３．５Ｌ　Ｖ６　Ｌ６６　エンジンコントロールモジュール） 　ＴＡＣモジュール電源インヒビット

　パワートレイン（（４）３．５Ｌ　Ｖ６　Ｌ６６　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（４）３．５Ｌ　Ｖ６　Ｌ６６　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（４）３．５Ｌ　Ｖ６　Ｌ６６　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルアクチュエーターコントロール

　パワートレイン（（４）３．５Ｌ　Ｖ６　Ｌ６６　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー１

　パワートレイン（（４）３．５Ｌ　Ｖ６　Ｌ６６　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー２

　パワートレイン（（４）３．５Ｌ　Ｖ６　Ｌ６６　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（４）３．５Ｌ　Ｖ６　Ｌ６６　エンジンコントロールモジュール） 　吸気ロッカーアームアクチュエーターソレノイド

　パワートレイン（（４）３．５Ｌ　Ｖ６　Ｌ６６　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクター１フローテスト

　パワートレイン（（４）３．５Ｌ　Ｖ６　Ｌ６６　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクター２フローテスト

　パワートレイン（（４）３．５Ｌ　Ｖ６　Ｌ６６　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクター３フローテスト

　パワートレイン（（４）３．５Ｌ　Ｖ６　Ｌ６６　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクター４フローテスト

　パワートレイン（（４）３．５Ｌ　Ｖ６　Ｌ６６　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクター５フローテスト

　パワートレイン（（４）３．５Ｌ　Ｖ６　Ｌ６６　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクター６フローテスト

　パワートレイン（（４）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ３２　エンジンコントロールユニット） 　１シリンダーパワーバランス

　パワートレイン（（４）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ３２　エンジンコントロールユニット） 　２シリンダーパワーバランス

　パワートレイン（（４）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ３２　エンジンコントロールユニット） 　３シリンダーパワーバランス

　パワートレイン（（４）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ３２　エンジンコントロールユニット） 　４シリンダーパワーバランス

　パワートレイン（（４）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ３２　エンジンコントロールユニット） 　５シリンダーパワーバランス

　パワートレイン（（４）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ３２　エンジンコントロールユニット） 　６シリンダーパワーバランス

　パワートレイン（（４）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ３２　エンジンコントロールユニット） 　ＥＧＲソレノイド

　パワートレイン（（４）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ３２　エンジンコントロールユニット） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（４）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ３２　エンジンコントロールユニット） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（４）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ３２　エンジンコントロールユニット） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（４）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ３２　エンジンコントロールユニット） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（４）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ３２　エンジンコントロールユニット） 　Ｏ２センサーヒータードライバーＶ６

　パワートレイン（（４）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ３２　エンジンコントロールユニット） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（４）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ３２　エンジンコントロールユニット） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（４）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ３２　エンジンコントロールユニット） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（４）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ３２　エンジンコントロールユニット） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（４）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ３２　エンジンコントロールユニット） 　パワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（４）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ３２　エンジンコントロールユニット） 　パワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（４）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ３２　エンジンコントロールユニット） 　パワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（４）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ３２　エンジンコントロールユニット） 　パワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（４）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ３２　エンジンコントロールユニット） 　パワーバランス（シリンダー５）

　パワートレイン（（４）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ３２　エンジンコントロールユニット） 　パワーバランス（シリンダー６）

　パワートレイン（（４）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ３２　エンジンコントロールユニット） 　ヒーテッドＯ２センサー

　パワートレイン（（４）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ３２　エンジンコントロールユニット） 　ファン高速

　パワートレイン（（４）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ３２　エンジンコントロールユニット） 　ファン低速

　パワートレイン（（４）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ３２　エンジンコントロールユニット） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（４）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ３２　エンジンコントロールユニット） 　ループ状態

　パワートレイン（（４）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ３２　エンジンコントロールユニット） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（４）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ３２　トランスミッションコントロールモジュール） 　１－２ソレノイド

　パワートレイン（（４）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ３２　トランスミッションコントロールモジュール） 　２－３ソレノイド

　パワートレイン（（４）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ３２　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（４）５．３Ｌ　ＬＭＦ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（４）５．３Ｌ　ＬＭＦ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（（４）５．３Ｌ　ＬＭＦ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（（４）５．３Ｌ　ＬＭＦ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー１）

　パワートレイン（（４）５．３Ｌ　ＬＭＦ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー２）

　パワートレイン（（４）５．３Ｌ　ＬＭＦ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー１）

　パワートレイン（（４）５．３Ｌ　ＬＭＦ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー２）

　パワートレイン（（４）５．３Ｌ　ＬＭＦ　エンジンコントロールモジュール） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（（４）５．３Ｌ　ＬＭＦ　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（４）５．３Ｌ　ＬＭＦ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（４）５．３Ｌ　ＬＭＦ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数

　パワートレイン（（４）５．３Ｌ　ＬＭＦ　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（４）５．３Ｌ　ＬＭＦ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（（４）５．３Ｌ　ＬＭＦ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（（４）５．３Ｌ　ＬＭＦ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（（４）５．３Ｌ　ＬＭＦ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（（４）５．３Ｌ　ＬＭＦ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス５インジェクター

　パワートレイン（（４）５．３Ｌ　ＬＭＦ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス６インジェクター

　パワートレイン（（４）５．３Ｌ　ＬＭＦ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス７インジェクター

　パワートレイン（（４）５．３Ｌ　ＬＭＦ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス８インジェクター

　パワートレイン（（４）５．３Ｌ　ＬＭＦ　エンジンコントロールモジュール） 　スターターリレー

　パワートレイン（（４）５．３Ｌ　ＬＭＦ　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（４）５．３Ｌ　ＬＭＦ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（４）５．３Ｌ　ＬＭＦ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス１インジェクター

　パワートレイン（（４）５．３Ｌ　ＬＭＦ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス２インジェクター

　パワートレイン（（４）５．３Ｌ　ＬＭＦ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス３インジェクター

　パワートレイン（（４）５．３Ｌ　ＬＭＦ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス４インジェクター

　パワートレイン（（４）５．３Ｌ　ＬＭＦ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス５インジェクター
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　パワートレイン（（４）５．３Ｌ　ＬＭＦ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス６インジェクター

　パワートレイン（（４）５．３Ｌ　ＬＭＦ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス７インジェクター

　パワートレイン（（４）５．３Ｌ　ＬＭＦ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス８インジェクター

　パワートレイン（（４）５．３Ｌ　ＬＭＦ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（４）５．３Ｌ　ＬＭＦ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（４）５．３Ｌ　ＬＭＦ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（（４）５．３Ｌ　ＬＭＦ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（（４）５．３Ｌ　ＬＭＦ　シャーシコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（４）５．３Ｌ　ＬＭＦ　シャーシコントロールモジュール） 　燃料圧力

　パワートレイン（（４）５．３Ｌ　ＬＭＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　１－２シフトソレノイドバルブ

　パワートレイン（（４）５．３Ｌ　ＬＭＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　２－３シフトソレノイドバルブ

　パワートレイン（（４）５．３Ｌ　ＬＭＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣソレノイドバルブ

　パワートレイン（（４）５．３Ｌ　ＬＭＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（（４）５．３Ｌ　ＬＭＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（（４）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＦ　エンジンコントロールモジュール） 　ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター

　パワートレイン（（４）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＦ　エンジンコントロールモジュール） 　ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーターソレノイド

　パワートレイン（（４）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＦ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（４）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＦ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（４）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＦ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（４）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＦ　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（４）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＦ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１センサー１）

　パワートレイン（（４）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＦ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１センサー２）

　パワートレイン（（４）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＦ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２センサー１）

　パワートレイン（（４）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＦ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２センサー２）

　パワートレイン（（４）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＦ　エンジンコントロールモジュール） 　ＲＶＳ無効履歴リセット

　パワートレイン（（４）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＦ　エンジンコントロールモジュール） 　アイドルスパーク

　パワートレイン（（４）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＦ　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（４）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＦ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（４）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＦ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（４）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＦ　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（４）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＦ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス１

　パワートレイン（（４）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＦ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス２

　パワートレイン（（４）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＦ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス３

　パワートレイン（（４）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＦ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス４

　パワートレイン（（４）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＦ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス５

　パワートレイン（（４）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＦ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス６

　パワートレイン（（４）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＦ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス７

　パワートレイン（（４）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＦ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス８

　パワートレイン（（４）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＦ　エンジンコントロールモジュール） 　スターターリレー

　パワートレイン（（４）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＦ　エンジンコントロールモジュール） 　スパーク遅延

　パワートレイン（（４）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＦ　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（４）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＦ　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（４）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＦ　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプトリムリセット

　パワートレイン（（４）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＦ　エンジンコントロールモジュール） 　ループ状態

　パワートレイン（（４）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＦ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター１）

　パワートレイン（（４）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＦ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター２）

　パワートレイン（（４）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＦ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター３）

　パワートレイン（（４）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＦ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター４）

　パワートレイン（（４）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＦ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター５）

　パワートレイン（（４）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＦ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター６）

　パワートレイン（（４）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＦ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター７）

　パワートレイン（（４）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＦ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター８）

　パワートレイン（（４）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＦ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（４）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＦ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料プレッシャーコントロール

　パワートレイン（（４）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＦ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（４）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＦ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（（４）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　１－２ソレノイド

　パワートレイン（（４）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　２－３ソレノイド

　パワートレイン（（４）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　３－２ダウンシフトソレノイド

　パワートレイン（（４）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド

　パワートレイン（（４）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（４）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣ有効ソレノイド

　パワートレイン（（４）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッション

　パワートレイン（（４）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＦ　フューエルポンプコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（４）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＦ　フューエルポンプコントロールモジュール） 　フューエルポンプトリムリセット

　パワートレイン（（４）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＦ　フューエルポンプコントロールモジュール） 　燃料プレッシャーコントロール

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンエッジ　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンエッジ　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンエッジ　オートマチックトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンエッジ　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンエッジ　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンエッジ　オートマチックトランスミッション） 　イグニッションコイル（シリンダー１）

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンエッジ　オートマチックトランスミッション） 　イグニッションコイル（シリンダー２）

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンエッジ　オートマチックトランスミッション） 　イグニッションコイル（シリンダー３）
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　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンエッジ　オートマチックトランスミッション） 　イグニッションコイル（シリンダー４）

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンエッジ　オートマチックトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー１）

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンエッジ　オートマチックトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー２）

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンエッジ　オートマチックトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー３）

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンエッジ　オートマチックトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー４）

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンエッジ　オートマチックトランスミッション） 　インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンエッジ　オートマチックトランスミッション） 　エアコンクラッチリレー

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンエッジ　オートマチックトランスミッション） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンエッジ　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンエッジ　オートマチックトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンエッジ　オートマチックトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンエッジ　オートマチックトランスミッション） 　圧縮テスト

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンエッジ　オートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンエッジ　オートマチックトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンエッジ　オートマチックトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンエッジ　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンエッジ　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンエッジ　マニュアルトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンエッジ　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンエッジ　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンエッジ　マニュアルトランスミッション） 　イグニッションコイル（シリンダー１）

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンエッジ　マニュアルトランスミッション） 　イグニッションコイル（シリンダー２）

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンエッジ　マニュアルトランスミッション） 　イグニッションコイル（シリンダー３）

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンエッジ　マニュアルトランスミッション） 　イグニッションコイル（シリンダー４）

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンエッジ　マニュアルトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー１）

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンエッジ　マニュアルトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー２）

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンエッジ　マニュアルトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー３）

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンエッジ　マニュアルトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー４）

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンエッジ　マニュアルトランスミッション） 　インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンエッジ　マニュアルトランスミッション） 　エアコンクラッチリレー

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンエッジ　マニュアルトランスミッション） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンエッジ　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンエッジ　マニュアルトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンエッジ　マニュアルトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンエッジ　マニュアルトランスミッション） 　圧縮テスト

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンエッジ　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンエッジ　マニュアルトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンエッジ　マニュアルトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　イグニッションコイル（シリンダー１）

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　イグニッションコイル（シリンダー２）

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　イグニッションコイル（シリンダー３）

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　イグニッションコイル（シリンダー４）

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー１）

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー２）

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー３）

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー４）

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エアコンクラッチリレー

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　圧縮テスト

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　イグニッションコイル（シリンダー１）

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　イグニッションコイル（シリンダー２）

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　イグニッションコイル（シリンダー３）

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　イグニッションコイル（シリンダー４）

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー１）

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー２）

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー３）

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー４）
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　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エアコンクラッチリレー

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　圧縮テスト

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンフェイス　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰシステム

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンフェイス　オートマチックトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー１）

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンフェイス　オートマチックトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー２）

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンフェイス　オートマチックトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー３）

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンフェイス　オートマチックトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー４）

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンフェイス　オートマチックトランスミッション） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンフェイス　オートマチックトランスミッション） 　インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンフェイス　オートマチックトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンフェイス　オートマチックトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンフェイス　オートマチックトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンフェイス　オートマチックトランスミッション） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンフェイス　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンフェイス　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンフェイス　オートマチックトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンフェイス　オートマチックトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンフェイス　オートマチックトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンフェイス　オートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンフェイス　オートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンフェイス　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンフェイス　オートマチックトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンフェイス　オートマチックトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンフェイス　オートマチックトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンフェイス　オートマチックトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンフェイス　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰシステム

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンフェイス　マニュアルトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー１）

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンフェイス　マニュアルトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー２）

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンフェイス　マニュアルトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー３）

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンフェイス　マニュアルトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー４）

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンフェイス　マニュアルトランスミッション） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンフェイス　マニュアルトランスミッション） 　インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンフェイス　マニュアルトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンフェイス　マニュアルトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンフェイス　マニュアルトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンフェイス　マニュアルトランスミッション） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンフェイス　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンフェイス　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンフェイス　マニュアルトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンフェイス　マニュアルトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンフェイス　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンフェイス　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンフェイス　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンフェイス　マニュアルトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンフェイス　マニュアルトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンフェイス　マニュアルトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンフェイス　マニュアルトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１パフォーマンステスト

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（５）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ４３　エンジンコントロールモジュール） 　１シリンダーパワーバランス

　パワートレイン（（５）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ４３　エンジンコントロールモジュール） 　２シリンダーパワーバランス

　パワートレイン（（５）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ４３　エンジンコントロールモジュール） 　３シリンダーパワーバランス
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　パワートレイン（（５）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ４３　エンジンコントロールモジュール） 　４シリンダーパワーバランス

　パワートレイン（（５）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ４３　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（５）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ４３　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイド（ＰＷＭ）

　パワートレイン（（５）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ４３　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（５）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ４３　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（５）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ４３　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（５）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ４３　エンジンコントロールモジュール） 　エアポンプリレー

　パワートレイン（（５）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ４３　エンジンコントロールモジュール） 　クルーズ有効

　パワートレイン（（５）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ４３　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（５）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ４３　エンジンコントロールモジュール） 　回転数制御

　パワートレイン（（５）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ４３　トランスミッションコントロールモジュール） 　１－２ソレノイド

　パワートレイン（（５）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ４３　トランスミッションコントロールモジュール） 　２－３ソレノイド

　パワートレイン（（５）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ４３　トランスミッションコントロールモジュール） 　３－２ダウンシフトソレノイド

　パワートレイン（（５）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ４３　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド

　パワートレイン（（５）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ４３　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（５）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ４３　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣ有効

　パワートレイン（（５）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＡＰ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（５）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＡＰ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（５）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＡＰ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（５）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＡＰ　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（５）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＡＰ　エンジンコントロールモジュール） 　ＲＶＳ無効履歴リセット

　パワートレイン（（５）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＡＰ　エンジンコントロールモジュール） 　アイドルスパーク

　パワートレイン（（５）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＡＰ　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（５）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＡＰ　エンジンコントロールモジュール） 　エアシステム

　パワートレイン（（５）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＡＰ　エンジンコントロールモジュール） 　エアソレノイド

　パワートレイン（（５）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＡＰ　エンジンコントロールモジュール） 　エアポンプリレー

　パワートレイン（（５）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＡＰ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（５）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＡＰ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（５）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＡＰ　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（５）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＡＰ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス１

　パワートレイン（（５）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＡＰ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス２

　パワートレイン（（５）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＡＰ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス３

　パワートレイン（（５）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＡＰ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス４

　パワートレイン（（５）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＡＰ　エンジンコントロールモジュール） 　スターターリレー

　パワートレイン（（５）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＡＰ　エンジンコントロールモジュール） 　スパーク遅延

　パワートレイン（（５）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＡＰ　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（５）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＡＰ　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー１

　パワートレイン（（５）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＡＰ　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（５）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＡＰ　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー２、３

　パワートレイン（（５）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＡＰ　エンジンコントロールモジュール） 　ループ状態

　パワートレイン（（５）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＡＰ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーターソレノイド（バンク１）

　パワートレイン（（５）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＡＰ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス１

　パワートレイン（（５）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＡＰ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス２

　パワートレイン（（５）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＡＰ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス３

　パワートレイン（（５）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＡＰ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス４

　パワートレイン（（５）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＡＰ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（５）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＡＰ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（５）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＡＰ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（５）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＡＰ　エンジンコントロールモジュール） 　排気側ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーターソレノイド（バンク１）

　パワートレイン（（５）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＡＰ　トランスミッションコントロールモジュール） 　１－２ソレノイド

　パワートレイン（（５）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＡＰ　トランスミッションコントロールモジュール） 　２－３ソレノイド

　パワートレイン（（５）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＡＰ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（５）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＡＰ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッション

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー１）

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー２）

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー１）

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー２）

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　アイドル点火時期

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン１

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン１、２、３

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン２

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン２、３

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン３

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン４

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン５

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー１、２、３
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システム 項目名

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス５インジェクター

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス６インジェクター

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　セカンダリーエアインジェクションシステム

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　セカンダリーエアインジェクションソレノイドバルブ

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　セカンダリーエアインジェクションポンプリレー

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　フューエルポンプスピード

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　フューエルポンプトリムリセット

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　圧縮テスト

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク１）

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク２）

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　点火時期遅延

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス１インジェクター

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス２インジェクター

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス３インジェクター

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス４インジェクター

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス５インジェクター

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス６インジェクター

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料システム減圧

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料レール圧力

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料圧力

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク１）

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク２）

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー１）

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー２）

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー１）

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー２）

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　アイドル点火時期

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン１

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン１、２、３

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン２

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン２、３

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン３

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン４

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン５

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス５インジェクター

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス６インジェクター

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　セカンダリーエアインジェクションシステム

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　セカンダリーエアインジェクションソレノイドバルブ

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　セカンダリーエアインジェクションポンプリレー

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　フューエルポンプスピード

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　フューエルポンプトリムリセット

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　圧縮テスト

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク１）
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　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク２）

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　点火時期遅延

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス１インジェクター

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス２インジェクター

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス３インジェクター

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス４インジェクター

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス５インジェクター

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス６インジェクター

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料システム減圧

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料レール圧力

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料圧力

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク１）

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク２）

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰテスト

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー１）

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー２）

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー１）

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー２）

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル点火時期

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファン１

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファン２

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファン３

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファン４

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファン５

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス５インジェクター

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス６インジェクター

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　スターターリレー

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　セカンダリーエアインジェクションシステム

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　セカンダリーエアインジェクションソレノイドバルブ

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　セカンダリーエアインジェクションポンプリレー

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプスピード

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプトリムリセット

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　圧縮テスト

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク１）

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク２）

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　点火時期遅延

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス１インジェクター

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス２インジェクター

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス３インジェクター

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス４インジェクター

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス５インジェクター

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス６インジェクター

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料システム減圧

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料レール圧力

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料圧力

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料圧力レギュレーター

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク１）

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク２）

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト
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システム 項目名

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１パフォーマンステスト

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ２

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ２パフォーマンステスト

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　フューエルポンプコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　フューエルポンプコントロールモジュール） 　燃料圧力

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オート） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オート） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オート） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オート） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オート） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１センサー１）

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オート） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１センサー２）

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オート） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２センサー１）

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オート） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２センサー２）

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オート） 　ＲＶＳ無効履歴リセット

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オート） 　アイドルスパーク

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オート） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オート） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オート） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オート） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オート） 　シリンダーパワーバランス１

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オート） 　シリンダーパワーバランス２

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オート） 　シリンダーパワーバランス３

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オート） 　シリンダーパワーバランス４

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オート） 　シリンダーパワーバランス５

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オート） 　シリンダーパワーバランス６

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オート） 　スターターリレーコントロール

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オート） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オート） 　ファンリレー１

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オート） 　ファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オート） 　ファンリレー２、３

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オート） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オート） 　ループ状態

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オート） 　圧縮テスト

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オート） 　吸気側ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーターソレノイド（バンク１）

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オート） 　吸気側ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーターソレノイド（バンク２）

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オート） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター１）

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オート） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター２）

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オート） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター３）

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オート） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター４）

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オート） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター５）

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オート） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター６）

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オート） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オート） 　燃料プレッシャーコントロール

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オート） 　燃料圧力レギュレーター

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オート） 　排気側ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーターソレノイド（バンク２）

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オート） 　排気側ＣＰＭ（カムシャフトポジション）アクチュエーターソレノイド（バンク１）

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１センサー１）

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１センサー２）

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２センサー１）

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２センサー２）

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　ＲＶＳ無効履歴リセット

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　アイドルスパーク

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　ジェネレーターＬ：ターミナル
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システム 項目名

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　シリンダーパワーバランス１

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　シリンダーパワーバランス２

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　シリンダーパワーバランス３

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　シリンダーパワーバランス４

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　シリンダーパワーバランス５

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　シリンダーパワーバランス６

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　スターターリレーコントロール

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　ファンリレー１

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　ファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　ファンリレー２、３

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　ループ状態

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　圧縮テスト

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　吸気側ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーターソレノイド（バンク１）

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　吸気側ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーターソレノイド（バンク２）

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター１）

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター２）

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター３）

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター４）

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター５）

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター６）

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　燃料プレッシャーコントロール

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　燃料圧力レギュレーター

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　排気側ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーターソレノイド（バンク２）

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　排気側ＣＰＭ（カムシャフトポジション）アクチュエーターソレノイド（バンク１）

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１センサー１）

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１センサー２）

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２センサー１）

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２センサー２）

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　ＲＶＳ無効履歴リセット

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　アイドルスパーク

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス１

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス２

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス３

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス４

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス５

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス６

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　スターターリレーコントロール

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　スパーク遅延

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー１

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー２、３

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　ループ状態

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　圧縮テスト

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーターソレノイド（バンク１）

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーターソレノイド（バンク２）

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター１）

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター２）

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター３）

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター４）

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター５）

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター６）

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料プレッシャーコントロール

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料圧力レギュレーター

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　排気側ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーターソレノイド（バンク２）

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　排気側ＣＰＭ（カムシャフトポジション）アクチュエーターソレノイド（バンク１）

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　トランスファーケースコントロールモジュール） 　ＡＴＣクラッチハイコントロール

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　トランスファーケースコントロールモジュール） 　ＡＴＣクラッチローコントロール

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　トランスファーケースコントロールモジュール） 　ＡＴＣクラッチ係合

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド２

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド３
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システム 項目名

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド４

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド５

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　トランスミッションコントロールモジュール）
　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｓｏｌ．　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｔｅｓｔ　Ｌｉｎｅ　Ｐｒｅｓｓｕ
ｒｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　トランスミッションコントロールモジュール）
　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｓｏｌ．　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｔｅｓｔ　ＰＣ　Ｓｏｌｅｎｏｉｄ
２

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　トランスミッションコントロールモジュール）
　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｓｏｌ．　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｔｅｓｔ　ＰＣ　Ｓｏｌｅｎｏｉｄ
３

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　トランスミッションコントロールモジュール）
　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｓｏｌ．　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｔｅｓｔ　ＰＣ　Ｓｏｌｅｎｏｉｄ
４

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　トランスミッションコントロールモジュール）
　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｓｏｌ．　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｔｅｓｔ　ＰＣ　Ｓｏｌｅｎｏｉｄ
５

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　トランスミッションコントロールモジュール）
　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｓｏｌ．　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｔｅｓｔ　Ｓｈｉｆｔ　Ｓｏｌｅｎ
ｏｉｄ　１

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　トランスミッションコントロールモジュール）
　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｓｏｌ．　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｔｅｓｔ　ＴＣＣ　Ｃｏｎｔｒｏｌ
Ｓｏｌｅｎｏｉｄ

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイド１

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイド２

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応リセット

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ライン圧力制御

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　フューエルポンプコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　フューエルポンプコントロールモジュール） 　フューエルポンプトリムリセット

　パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　フューエルポンプコントロールモジュール） 　燃料プレッシャーコントロール

　パワートレイン（（５）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＦＡ　アクセサリーパワーモジュール） 　ＡＰＭセットポイントコントロール

　パワートレイン（（５）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＦＡ　アクセサリーパワーモジュール） 　ジャンプアシスト

　パワートレイン（（５）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＦＡ　アクセサリーパワーモジュール） 　中間電圧

　パワートレイン（（５）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＦＡ　エンジンコントロールモジュール） 　ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター

　パワートレイン（（５）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＦＡ　エンジンコントロールモジュール） 　ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーターソレノイド

　パワートレイン（（５）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＦＡ　エンジンコントロールモジュール） 　ＤＭＣＭ冷却ポンプリレー

　パワートレイン（（５）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＦＡ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（５）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＦＡ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（５）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＦＡ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（５）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＦＡ　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（５）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＦＡ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１センサー１）

　パワートレイン（（５）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＦＡ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１センサー２）

　パワートレイン（（５）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＦＡ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２センサー１）

　パワートレイン（（５）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＦＡ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２センサー２）

　パワートレイン（（５）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＦＡ　エンジンコントロールモジュール） 　ＲＶＳ無効履歴リセット

　パワートレイン（（５）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＦＡ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（５）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＦＡ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（５）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＦＡ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダー１

　パワートレイン（（５）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＦＡ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダー４

　パワートレイン（（５）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＦＡ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダー６

　パワートレイン（（５）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＦＡ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダー７

　パワートレイン（（５）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＦＡ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス１

　パワートレイン（（５）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＦＡ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス２

　パワートレイン（（５）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＦＡ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス３

　パワートレイン（（５）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＦＡ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス４

　パワートレイン（（５）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＦＡ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス５

　パワートレイン（（５）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＦＡ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス６

　パワートレイン（（５）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＦＡ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス７

　パワートレイン（（５）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＦＡ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス８

　パワートレイン（（５）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＦＡ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダー休止システム

　パワートレイン（（５）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＦＡ　エンジンコントロールモジュール） 　スパーク遅延

　パワートレイン（（５）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＦＡ　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（５）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＦＡ　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー１

　パワートレイン（（５）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＦＡ　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（５）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＦＡ　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー２

　パワートレイン（（５）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＦＡ　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー３

　パワートレイン（（５）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＦＡ　エンジンコントロールモジュール） 　ループ状態

　パワートレイン（（５）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＦＡ　エンジンコントロールモジュール） 　圧縮テスト

　パワートレイン（（５）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＦＡ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター１）

　パワートレイン（（５）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＦＡ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター２）

　パワートレイン（（５）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＦＡ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター３）

　パワートレイン（（５）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＦＡ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター４）

　パワートレイン（（５）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＦＡ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター５）

　パワートレイン（（５）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＦＡ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター６）

　パワートレイン（（５）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＦＡ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター７）

　パワートレイン（（５）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＦＡ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター８）

　パワートレイン（（５）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＦＡ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（５）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＦＡ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（５）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＦＡ　トランスファーケースコントロールモジュール） 　２ＷＤハイインジケーター

　パワートレイン（（５）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＦＡ　トランスファーケースコントロールモジュール） 　２ＷＤハイインジケーターランプ

　パワートレイン（（５）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＦＡ　トランスファーケースコントロールモジュール） 　４ＷＤオートインジケーター

　パワートレイン（（５）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＦＡ　トランスファーケースコントロールモジュール） 　４ＷＤハイインジケーター

　パワートレイン（（５）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＦＡ　トランスファーケースコントロールモジュール） 　４ＷＤハイインジケーターランプ

　パワートレイン（（５）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＦＡ　トランスファーケースコントロールモジュール） 　４ＷＤローインジケーター

　パワートレイン（（５）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＦＡ　トランスファーケースコントロールモジュール） 　４ＷＤローインジケーターランプ

　パワートレイン（（５）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＦＡ　トランスファーケースコントロールモジュール） 　ＡＴＣニュートラルインジケーター
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　パワートレイン（（５）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＦＡ　トランスファーケースコントロールモジュール） 　ＡＴＣモーター学習

　パワートレイン（（５）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＦＡ　トランスファーケースコントロールモジュール） 　ＡＴＣレンジ

　パワートレイン（（５）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＦＡ　トランスファーケースコントロールモジュール） 　オート４ＷＤインジケーターランプ

　パワートレイン（（５）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＦＡ　トランスファーケースコントロールモジュール） 　トランスファーケースモーターコントロール

　パワートレイン（（５）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＦＡ　トランスファーケースコントロールモジュール） 　トランスファーケースロック

　パワートレイン（（５）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＦＡ　トランスファーケースコントロールモジュール） 　ニュートラルインジケーターランプ

　パワートレイン（（５）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＦＡ　トランスファーケースコントロールモジュール） 　フロントアクスルアクチュエーター

　パワートレイン（（５）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＦＡ　トランスファーケースコントロールモジュール） 　フロントアクスル係合

　パワートレイン（（５）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＦＡ　トランスファーケースコントロールモジュール） 　レンジアクチュエーター

　パワートレイン（（５）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＦＡ　トランスファーケースコントロールモジュール） 　レンジアクチュエーターロック

　パワートレイン（（５）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＦＡ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド２

　パワートレイン（（５）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＦＡ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド３

　パワートレイン（（５）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＦＡ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド４

　パワートレイン（（５）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＦＡ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド５

　パワートレイン（（５）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＦＡ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイド１

　パワートレイン（（５）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＦＡ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイド２

　パワートレイン（（５）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＦＡ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応リセット

　パワートレイン（（５）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＦＡ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド

　パワートレイン（（５）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＦＡ　ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール） 　３００Ｖインパクト検出故障コード消去

　パワートレイン（（５）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＦＡ　ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール） 　３００Ｖ現在の故障コード消去

　パワートレイン（（５）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＦＡ　ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール） 　オートスタート／ストップコマンド

　パワートレイン（（５）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＦＡ　ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール） 　ハイブリッドトランスミッションコマンド状態（１速ギア）

　パワートレイン（（５）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＦＡ　ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール） 　ハイブリッドトランスミッションコマンド状態（２速ギア）

　パワートレイン（（５）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＦＡ　ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール） 　ハイブリッドトランスミッションコマンド状態（３速ギア）

　パワートレイン（（５）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＦＡ　ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール） 　ハイブリッドトランスミッションコマンド状態（４速ギア）

　パワートレイン（（５）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＦＡ　ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール） 　ハイブリッドトランスミッションコマンド状態（ＥＶ１／バック）

　パワートレイン（（５）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＦＡ　ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール） 　ハイブリッドトランスミッションコマンド状態（ＥＶ２）

　パワートレイン（（５）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＦＡ　ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール） 　回生ブレーキ

　パワートレイン（（５）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＦＡ　ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール） 　補助トランスミッションポンプスピード

　パワートレイン（（５）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＦＡ　バッテリーエネルギーコントロールモジュール） 　３００Ｖアイソレーションテスト

　パワートレイン（（５）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＦＡ　バッテリーエネルギーコントロールモジュール） 　ネガティブコンタクター

　パワートレイン（（５）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＦＡ　バッテリーエネルギーコントロールモジュール） 　バッテリーパックファン回転数

　パワートレイン（（５）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＦＡ　バッテリーエネルギーコントロールモジュール） 　プリチャージコンタクター

　パワートレイン（（５）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＦＡ　バッテリーエネルギーコントロールモジュール） 　ポジティブコンタクター

　パワートレイン（（５）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＦＡ　フューエルポンプコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（５）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＦＡ　フューエルポンプコントロールモジュール） 　フューエルポンプトリムリセット

　パワートレイン（（５）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＦＡ　フューエルポンプコントロールモジュール） 　燃料プレッシャーコントロール

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　Ｌ４　Ｌ９１　エンジンコントロールモジュール　インド） 　ＥＧＲシステム

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　Ｌ４　Ｌ９１　エンジンコントロールモジュール　インド） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　Ｌ４　Ｌ９１　エンジンコントロールモジュール　インド） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　Ｌ４　Ｌ９１　エンジンコントロールモジュール　インド） 　ＩＡＣモーター位置

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　Ｌ４　Ｌ９１　エンジンコントロールモジュール　インド） 　ＩＡＣリセット

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　Ｌ４　Ｌ９１　エンジンコントロールモジュール　インド） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　Ｌ４　Ｌ９１　エンジンコントロールモジュール　インド） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　Ｌ４　Ｌ９１　エンジンコントロールモジュール　インド） 　スパーク遅延

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　Ｌ４　Ｌ９１　エンジンコントロールモジュール　インド） 　ファンＨｉｇｈ

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　Ｌ４　Ｌ９１　エンジンコントロールモジュール　インド） 　ファンＬｏｗ

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　Ｌ４　Ｌ９１　エンジンコントロールモジュール　インド） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　Ｌ４　Ｌ９１　エンジンコントロールモジュール　インド） 　ループ状態

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　Ｌ４　Ｌ９１　エンジンコントロールモジュール　インド） 　燃料インジェクターテスト１

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　Ｌ４　Ｌ９１　エンジンコントロールモジュール　インド） 　燃料インジェクターテスト２

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　Ｌ４　Ｌ９１　エンジンコントロールモジュール　インド） 　燃料インジェクターテスト３

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　Ｌ４　Ｌ９１　エンジンコントロールモジュール　インド） 　燃料インジェクターテスト４

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　Ｌ４　Ｌ９１　エンジンコントロールモジュール　インド） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　Ｌ４　Ｌ９１　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＧＲシステム

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　Ｌ４　Ｌ９１　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＧＲソレノイド

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　Ｌ４　Ｌ９１　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＧＲソレノイド（ＰＷＭ）

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　Ｌ４　Ｌ９１　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰシステム

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　Ｌ４　Ｌ９１　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　Ｌ４　Ｌ９１　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　Ｌ４　Ｌ９１　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイド（ＰＷＭ）

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　Ｌ４　Ｌ９１　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　Ｌ４　Ｌ９１　エンジンコントロールモジュール） 　ＩＡＣモーター位置

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　Ｌ４　Ｌ９１　エンジンコントロールモジュール） 　ＩＡＣリセット

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　Ｌ４　Ｌ９１　エンジンコントロールモジュール） 　ＩＳＣアクチュエーター

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　Ｌ４　Ｌ９１　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　Ｌ４　Ｌ９１　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーターセンサー１

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　Ｌ４　Ｌ９１　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーターセンサー２

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　Ｌ４　Ｌ９１　エンジンコントロールモジュール） 　ＴＰＳ学習値リセット

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　Ｌ４　Ｌ９１　エンジンコントロールモジュール） 　インテークマニホールドチューニングバルブ

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　Ｌ４　Ｌ９１　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　Ｌ４　Ｌ９１　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　Ｌ４　Ｌ９１　エンジンコントロールモジュール） 　クルーズメインランプ

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　Ｌ４　Ｌ９１　エンジンコントロールモジュール） 　スパーク遅延
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システム 項目名

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　Ｌ４　Ｌ９１　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルブレードコントロール

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　Ｌ４　Ｌ９１　エンジンコントロールモジュール） 　ファンＨｉｇｈ

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　Ｌ４　Ｌ９１　エンジンコントロールモジュール） 　ファンＬｏｗ

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　Ｌ４　Ｌ９１　エンジンコントロールモジュール） 　ファン高速

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　Ｌ４　Ｌ９１　エンジンコントロールモジュール） 　ファン低速

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　Ｌ４　Ｌ９１　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　Ｌ４　Ｌ９１　エンジンコントロールモジュール） 　ループ状態

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　Ｌ４　Ｌ９１　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターテスト１

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　Ｌ４　Ｌ９１　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターテスト２

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　Ｌ４　Ｌ９１　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターテスト３

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　Ｌ４　Ｌ９１　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターテスト４

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　Ｌ４　Ｌ９１　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　Ｌ４　Ｌ９１　エンジンコントロールモジュール） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　Ｌ４　Ｌ９１　トランスミッションコントロールモジュール） 　１－２ソレノイド

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　Ｌ４　Ｌ９１　トランスミッションコントロールモジュール） 　２－３ソレノイド

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　Ｌ４　Ｌ９１　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣ　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイドエレクトリカル

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　Ｌ４　Ｌ９１　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　Ｌ４　Ｌ９１　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイド１

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　Ｌ４　Ｌ９１　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイド２

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　Ｌ４　Ｌ９１　トランスミッションコントロールモジュール） 　ホールドモードランプ

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＧＲソレノイド

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＧＲソレノイド（ＰＷＭ）

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰシステム

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール） 　ＩＡＣモーター位置

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール） 　ＩＡＣリセット

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール） 　ＩＳＣアクチュエーター

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーターセンサー１

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーターセンサー２

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール） 　ＴＰＳ学習値リセット

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール） 　インテークマニホールドチューニングバルブ

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール） 　クルーズメインランプ

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール） 　スパーク遅延

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルブレードコントロール

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール） 　ファンＨｉｇｈ

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール） 　ファンＬｏｗ

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール） 　ファン高速

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール） 　ファン低速

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール） 　ループ状態

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターテスト１

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターテスト２

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターテスト３

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターテスト４

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＴ　トランスミッションコントロールモジュール） 　１－２ソレノイド

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＴ　トランスミッションコントロールモジュール） 　２－３ソレノイド

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＴ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＴ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイド１

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＴ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイド２

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＧＲバルブ

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＧＲバルブ

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ
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　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　ＬＸＴ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　ＬＸＴ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　ＬＸＴ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　ＬＸＴ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１パフォーマンステスト

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　ＬＸＴ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　ＬＸＴ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　ＬＸＴ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　ＬＸＴ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　ＬＸＴ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　ＬＸＴ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　ＬＸＴ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　ＬＸＴ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　ＬＸＴ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　ＬＸＴ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　ＬＸＴ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（（６）１．６Ｌ　ＬＸＴ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ４２　代替燃料　ＴＣＭ） 　１－２ソレノイド

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ４２　代替燃料　ＴＣＭ） 　２－３ソレノイド

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ４２　代替燃料　ＴＣＭ） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ４２　代替燃料　ＴＣＭ） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ４２　代替燃料） 　１シリンダーパワーバランス

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ４２　代替燃料） 　２シリンダーパワーバランス

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ４２　代替燃料） 　３シリンダーパワーバランス

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ４２　代替燃料） 　４シリンダーパワーバランス

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ４２　代替燃料） 　ＡＦＯ信号有効

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ４２　代替燃料） 　ＣＮＧ－＞ガソリン

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ４２　代替燃料） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ４２　代替燃料） 　ＥＶＡＰパージソレノイド（ＰＷＭ）

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ４２　代替燃料） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ４２　代替燃料） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ４２　代替燃料） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ４２　代替燃料） 　ガソリン－＞ＣＮＧ

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ４２　代替燃料） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ４２　代替燃料） 　ファン制御１

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ４２　代替燃料） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ４２　代替燃料） 　フロントＯ２センサーヒーター

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ４２　代替燃料） 　リアＯ２センサーヒーター

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ４２　代替燃料） 　回転数制御

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ４２　代替燃料） 　高圧ロックオフ

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ４２　代替燃料） 　走行距離履歴リセット

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ４２　代替燃料） 　代替燃料インジェクター１バランス

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ４２　代替燃料） 　代替燃料インジェクター２バランス

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ４２　代替燃料） 　代替燃料インジェクター３バランス

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ４２　代替燃料） 　代替燃料インジェクター４バランス

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ４２　代替燃料） 　低圧ロックオフ

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ４２　代替燃料） 　燃料モードインジケーターランプ

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ４２　代替燃料ＡＦＥＣＭ） 　１シリンダーパワーバランス

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ４２　代替燃料ＡＦＥＣＭ） 　２シリンダーパワーバランス

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ４２　代替燃料ＡＦＥＣＭ） 　３シリンダーパワーバランス

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ４２　代替燃料ＡＦＥＣＭ） 　４シリンダーパワーバランス

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ４２　代替燃料ＡＦＥＣＭ） 　ＡＦＯ信号有効

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ４２　代替燃料ＡＦＥＣＭ） 　ＣＮＧ－＞ガソリン

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ４２　代替燃料ＡＦＥＣＭ） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ４２　代替燃料ＡＦＥＣＭ） 　ＥＶＡＰパージソレノイド（ＰＷＭ）

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ４２　代替燃料ＡＦＥＣＭ） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ４２　代替燃料ＡＦＥＣＭ） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ４２　代替燃料ＡＦＥＣＭ） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ４２　代替燃料ＡＦＥＣＭ） 　ガソリン－＞ＣＮＧ

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ４２　代替燃料ＡＦＥＣＭ） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ４２　代替燃料ＡＦＥＣＭ） 　ファン制御１
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　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ４２　代替燃料ＡＦＥＣＭ） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ４２　代替燃料ＡＦＥＣＭ） 　フロントＯ２センサーヒーター

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ４２　代替燃料ＡＦＥＣＭ） 　リアＯ２センサーヒーター

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ４２　代替燃料ＡＦＥＣＭ） 　回転数制御

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ４２　代替燃料ＡＦＥＣＭ） 　高圧ロックオフ

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ４２　代替燃料ＡＦＥＣＭ） 　走行距離履歴リセット

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ４２　代替燃料ＡＦＥＣＭ） 　代替燃料インジェクター１バランス

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ４２　代替燃料ＡＦＥＣＭ） 　代替燃料インジェクター２バランス

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ４２　代替燃料ＡＦＥＣＭ） 　代替燃料インジェクター３バランス

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ４２　代替燃料ＡＦＥＣＭ） 　代替燃料インジェクター４バランス

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ４２　代替燃料ＡＦＥＣＭ） 　低圧ロックオフ

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ４２　代替燃料ＡＦＥＣＭ） 　燃料モードインジケーターランプ

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ４２　代替燃料トランスミッションコントロールモジュール） 　１－２ソレノイド

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ４２　代替燃料トランスミッションコントロールモジュール） 　２－３ソレノイド

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ４２　代替燃料トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ４２　代替燃料トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＧＲクーラーバイパスバルブ

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＧＲバルブ

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インジェクター１バズテスト

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インジェクター２バズテスト

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インジェクター３バズテスト

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インジェクター４バズテスト

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インテークマニホールドランナーコントロールバルブ

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン油圧制御ソレノイドバルブ

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　グロープラグ

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ターボチャージャーベーンポジションソレノイドバルブ

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　追加ヒーターリレー１

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　追加ヒーターリレー２

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料システム高圧テスト（エンジン作動）

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料システム高圧テスト（エンジン未作動）

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料圧力

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター１

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター１バズテスト

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料圧力降下テスト

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＧＲクーラーバイパスバルブ

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＧＲバルブ

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インジェクター１バズテスト

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インジェクター２バズテスト

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インジェクター３バズテスト

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インジェクター４バズテスト

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インテークマニホールドランナーコントロールバルブ

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン油圧制御ソレノイドバルブ

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン冷却ポンプクラッチリレー

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　グロープラグ

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ターボチャージャーベーンポジションソレノイドバルブ

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　追加ヒーターリレー１

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　追加ヒーターリレー２

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料システム高圧テスト（エンジン作動）

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料システム高圧テスト（エンジン未作動）

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料ヒーターリレー

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料圧力

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター１



●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2022.10)
システム 項目名

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター１バズテスト

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料圧力降下テスト

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　ＬＮＱ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　ＬＮＱ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　ＬＮＱ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　ＬＮＱ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１パフォーマンステスト

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　ＬＮＱ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　ＬＮＱ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　ＬＮＱ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　ＬＮＱ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　ＬＮＱ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　ＬＮＱ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　ＬＮＱ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　ＬＮＱ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　ＬＮＱ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　ＬＮＱ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　ＬＮＱ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（（６）２．２Ｌ　ＬＮＱ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（６）２．８Ｌ　ＬＡＵ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（６）２．８Ｌ　ＬＡＵ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（（６）２．８Ｌ　ＬＡＵ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（（６）２．８Ｌ　ＬＡＵ　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（６）２．８Ｌ　ＬＡＵ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数

　パワートレイン（（６）２．８Ｌ　ＬＡＵ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファン

　パワートレイン（（６）２．８Ｌ　ＬＡＵ　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（６）２．８Ｌ　ＬＡＵ　エンジンコントロールモジュール） 　スターターリレー

　パワートレイン（（６）２．８Ｌ　ＬＡＵ　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（６）２．８Ｌ　ＬＡＵ　エンジンコントロールモジュール） 　セカンダリーエアインジェクションポンプリレー

　パワートレイン（（６）２．８Ｌ　ＬＡＵ　エンジンコントロールモジュール） 　ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ

　パワートレイン（（６）２．８Ｌ　ＬＡＵ　エンジンコントロールモジュール） 　ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ

　パワートレイン（（６）２．８Ｌ　ＬＡＵ　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（（６）２．８Ｌ　ＬＡＵ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク１）

　パワートレイン（（６）２．８Ｌ　ＬＡＵ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク２）

　パワートレイン（（６）２．８Ｌ　ＬＡＵ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（６）２．８Ｌ　ＬＡＵ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（（６）２．８Ｌ　ＬＡＵ　エンジンコントロールモジュール） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク１）

　パワートレイン（（６）２．８Ｌ　ＬＡＵ　エンジンコントロールモジュール） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク２）

　パワートレイン（（６）２．８Ｌ　ＬＡＵ　エンジンコントロールモジュール） 　補助冷却ポンプ

　パワートレイン（（６）２．８Ｌ　ＬＡＵ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣソレノイドバルブ

　パワートレイン（（６）２．８Ｌ　ＬＡＵ　トランスミッションコントロールモジュール） 　クラッチプレッシャーコントロールソレノイドバルブ１

　パワートレイン（（６）２．８Ｌ　ＬＡＵ　トランスミッションコントロールモジュール） 　クラッチプレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（（６）２．８Ｌ　ＬＡＵ　トランスミッションコントロールモジュール） 　クラッチプレッシャーコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（（６）２．８Ｌ　ＬＡＵ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１

　パワートレイン（（６）２．８Ｌ　ＬＡＵ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ２

　パワートレイン（（６）２．８Ｌ　ＬＡＵ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ブレーキバンドプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（（６）２．８Ｌ　ＬＡＵ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（（６）２．８Ｌ　ＬＡＵ　フューエルポンプコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（６）２．８Ｌ　ＬＡＵ　フューエルポンプコントロールモジュール） 　燃料圧力

　パワートレイン（（６）３．０Ｌ　ＬＧＷ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（６）３．０Ｌ　ＬＧＷ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（（６）３．０Ｌ　ＬＧＷ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（（６）３．０Ｌ　ＬＧＷ　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（６）３．０Ｌ　ＬＧＷ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー１）

　パワートレイン（（６）３．０Ｌ　ＬＧＷ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー２）

　パワートレイン（（６）３．０Ｌ　ＬＧＷ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー１）

　パワートレイン（（６）３．０Ｌ　ＬＧＷ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー２）

　パワートレイン（（６）３．０Ｌ　ＬＧＷ　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル点火時期

　パワートレイン（（６）３．０Ｌ　ＬＧＷ　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（６）３．０Ｌ　ＬＧＷ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（６）３．０Ｌ　ＬＧＷ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数

　パワートレイン（（６）３．０Ｌ　ＬＧＷ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファン１

　パワートレイン（（６）３．０Ｌ　ＬＧＷ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファン２

　パワートレイン（（６）３．０Ｌ　ＬＧＷ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファン３

　パワートレイン（（６）３．０Ｌ　ＬＧＷ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファン４

　パワートレイン（（６）３．０Ｌ　ＬＧＷ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファン５

　パワートレイン（（６）３．０Ｌ　ＬＧＷ　エンジンコントロールモジュール） 　グリルエアシャッターポジション作動

　パワートレイン（（６）３．０Ｌ　ＬＧＷ　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（６）３．０Ｌ　ＬＧＷ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（（６）３．０Ｌ　ＬＧＷ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（（６）３．０Ｌ　ＬＧＷ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（（６）３．０Ｌ　ＬＧＷ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（（６）３．０Ｌ　ＬＧＷ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス５インジェクター

　パワートレイン（（６）３．０Ｌ　ＬＧＷ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス６インジェクター

　パワートレイン（（６）３．０Ｌ　ＬＧＷ　エンジンコントロールモジュール） 　スターターリレー
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　パワートレイン（（６）３．０Ｌ　ＬＧＷ　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（６）３．０Ｌ　ＬＧＷ　エンジンコントロールモジュール） 　ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ（バンク１）

　パワートレイン（（６）３．０Ｌ　ＬＧＷ　エンジンコントロールモジュール） 　ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ（バンク２）

　パワートレイン（（６）３．０Ｌ　ＬＧＷ　エンジンコントロールモジュール） 　ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ（バンク１）

　パワートレイン（（６）３．０Ｌ　ＬＧＷ　エンジンコントロールモジュール） 　ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ（バンク２）

　パワートレイン（（６）３．０Ｌ　ＬＧＷ　エンジンコントロールモジュール） 　チャージエアクーラー冷却ポンプ

　パワートレイン（（６）３．０Ｌ　ＬＧＷ　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（（６）３．０Ｌ　ＬＧＷ　エンジンコントロールモジュール） 　圧縮テスト

　パワートレイン（（６）３．０Ｌ　ＬＧＷ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク１）

　パワートレイン（（６）３．０Ｌ　ＬＧＷ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク２）

　パワートレイン（（６）３．０Ｌ　ＬＧＷ　エンジンコントロールモジュール） 　点火時期遅延

　パワートレイン（（６）３．０Ｌ　ＬＧＷ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス１インジェクター

　パワートレイン（（６）３．０Ｌ　ＬＧＷ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス２インジェクター

　パワートレイン（（６）３．０Ｌ　ＬＧＷ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス３インジェクター

　パワートレイン（（６）３．０Ｌ　ＬＧＷ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス４インジェクター

　パワートレイン（（６）３．０Ｌ　ＬＧＷ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス５インジェクター

　パワートレイン（（６）３．０Ｌ　ＬＧＷ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス６インジェクター

　パワートレイン（（６）３．０Ｌ　ＬＧＷ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料システム減圧

　パワートレイン（（６）３．０Ｌ　ＬＧＷ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（６）３．０Ｌ　ＬＧＷ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料レール圧力

　パワートレイン（（６）３．０Ｌ　ＬＧＷ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料圧力レギュレーター

　パワートレイン（（６）３．０Ｌ　ＬＧＷ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（（６）３．０Ｌ　ＬＧＷ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（（６）３．０Ｌ　ＬＧＷ　エンジンコントロールモジュール） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク１）

　パワートレイン（（６）３．０Ｌ　ＬＧＷ　エンジンコントロールモジュール） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク２）

　パワートレイン（（６）３．０Ｌ　ＬＧＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（（６）３．０Ｌ　ＬＧＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（（６）３．０Ｌ　ＬＧＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ１

　パワートレイン（（６）３．０Ｌ　ＬＧＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ１電流

　パワートレイン（（６）３．０Ｌ　ＬＧＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（（６）３．０Ｌ　ＬＧＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ２電流

　パワートレイン（（６）３．０Ｌ　ＬＧＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（（６）３．０Ｌ　ＬＧＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ３電流

　パワートレイン（（６）３．０Ｌ　ＬＧＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（（６）３．０Ｌ　ＬＧＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ４電流

　パワートレイン（（６）３．０Ｌ　ＬＧＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（（６）３．０Ｌ　ＬＧＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ５電流

　パワートレイン（（６）３．０Ｌ　ＬＧＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ６

　パワートレイン（（６）３．０Ｌ　ＬＧＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ６電流

　パワートレイン（（６）３．０Ｌ　ＬＧＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ７

　パワートレイン（（６）３．０Ｌ　ＬＧＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ７電流

　パワートレイン（（６）３．０Ｌ　ＬＧＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ８

　パワートレイン（（６）３．０Ｌ　ＬＧＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ９

　パワートレイン（（６）３．０Ｌ　ＬＧＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（（６）３．０Ｌ　ＬＧＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー２

　パワートレイン（（６）３．５Ｌ　Ｌ５　Ｌ５２　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（６）３．５Ｌ　Ｌ５　Ｌ５２　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（６）３．５Ｌ　Ｌ５　Ｌ５２　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（６）３．５Ｌ　Ｌ５　Ｌ５２　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（６）３．５Ｌ　Ｌ５　Ｌ５２　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（６）３．５Ｌ　Ｌ５　Ｌ５２　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（６）３．５Ｌ　Ｌ５　Ｌ５２　エンジンコントロールモジュール） 　カムシャフトフェイザーソレノイド

　パワートレイン（（６）３．５Ｌ　Ｌ５　Ｌ５２　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（６）３．５Ｌ　Ｌ５　Ｌ５２　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルブレードコントロール

　パワートレイン（（６）３．５Ｌ　Ｌ５　Ｌ５２　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（６）３．５Ｌ　Ｌ５　Ｌ５２　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（６）３．５Ｌ　Ｌ５　Ｌ５２　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（６）３．５Ｌ　Ｌ５　Ｌ５２　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（６）３．５Ｌ　Ｌ５　Ｌ５２　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（６）３．５Ｌ　Ｌ５　Ｌ５２　エンジンコントロールモジュール） 　フロントＯ２センサーヒーター

　パワートレイン（（６）３．５Ｌ　Ｌ５　Ｌ５２　エンジンコントロールモジュール） 　リアＯ２センサーヒーター

　パワートレイン（（６）３．５Ｌ　Ｌ５　Ｌ５２　トランスミッションコントロールモジュール） 　１－２ソレノイド

　パワートレイン（（６）３．５Ｌ　Ｌ５　Ｌ５２　トランスミッションコントロールモジュール） 　２－３ソレノイド

　パワートレイン（（６）３．５Ｌ　Ｌ５　Ｌ５２　トランスミッションコントロールモジュール） 　３－２ダウンシフトソレノイド

　パワートレイン（（６）３．５Ｌ　Ｌ５　Ｌ５２　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（６）３．５Ｌ　Ｌ５　Ｌ５２　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣ有効

　パワートレイン（（６）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＤ８　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＧＲソレノイド

　パワートレイン（（６）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＤ８　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（６）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＤ８　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（６）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＤ８　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（６）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＤ８　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（６）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＤ８　エンジンコントロールモジュール） 　ＲＶＳ無効履歴リセット

　パワートレイン（（６）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＤ８　エンジンコントロールモジュール） 　アイドルスパーク

　パワートレイン（（６）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＤ８　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンリレー
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システム 項目名

　パワートレイン（（６）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＤ８　エンジンコントロールモジュール） 　エアシステム

　パワートレイン（（６）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＤ８　エンジンコントロールモジュール） 　エアソレノイド

　パワートレイン（（６）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＤ８　エンジンコントロールモジュール） 　エアポンプリレー

　パワートレイン（（６）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＤ８　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（６）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＤ８　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（６）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＤ８　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（６）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＤ８　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス１

　パワートレイン（（６）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＤ８　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス２

　パワートレイン（（６）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＤ８　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス３

　パワートレイン（（６）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＤ８　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス４

　パワートレイン（（６）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＤ８　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス５

　パワートレイン（（６）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＤ８　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス６

　パワートレイン（（６）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＤ８　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス７

　パワートレイン（（６）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＤ８　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス８

　パワートレイン（（６）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＤ８　エンジンコントロールモジュール） 　スターターリレー

　パワートレイン（（６）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＤ８　エンジンコントロールモジュール） 　スパーク遅延

　パワートレイン（（６）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＤ８　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（６）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＤ８　エンジンコントロールモジュール） 　バックインヒビット

　パワートレイン（（６）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＤ８　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー１

　パワートレイン（（６）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＤ８　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（６）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＤ８　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー２、３

　パワートレイン（（６）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＤ８　エンジンコントロールモジュール） 　ループ状態

　パワートレイン（（６）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＤ８　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター１）

　パワートレイン（（６）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＤ８　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター２）

　パワートレイン（（６）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＤ８　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター３）

　パワートレイン（（６）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＤ８　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター４）

　パワートレイン（（６）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＤ８　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター５）

　パワートレイン（（６）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＤ８　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター６）

　パワートレイン（（６）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＤ８　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター７）

　パワートレイン（（６）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＤ８　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター８）

　パワートレイン（（６）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＤ８　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（６）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＤ８　エンジンコントロールモジュール） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（６）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＤ８　トランスミッションコントロールモジュール） 　１－２ソレノイド

　パワートレイン（（６）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＤ８　トランスミッションコントロールモジュール） 　２－３ソレノイド

　パワートレイン（（６）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＤ８　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド

　パワートレイン（（６）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＤ８　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（６）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＤ８　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッション

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー１）

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー２）

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー１）

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー２）

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　アイドル点火時期

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン油圧制御ソレノイドバルブ

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス５インジェクター

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス６インジェクター

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス７インジェクター

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス８インジェクター

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダー休止（シリンダー１）

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダー休止（シリンダー４）

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダー休止（シリンダー６）

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダー休止（シリンダー７）

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダー休止システム

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スーパーチャージャーバイパスソレノイドバルブ

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　チャージエアクーラー冷却ポンプ

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　圧縮テスト

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　点火時期遅延
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　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス１インジェクター

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス２インジェクター

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス３インジェクター

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス４インジェクター

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス５インジェクター

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス６インジェクター

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス７インジェクター

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス８インジェクター

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料システム減圧

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料レール圧力

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー１）

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー２）

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー１）

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー２）

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　アイドル点火時期

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン油圧制御ソレノイドバルブ

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス５インジェクター

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス６インジェクター

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス７インジェクター

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス８インジェクター

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダー休止（シリンダー１）

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダー休止（シリンダー４）

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダー休止（シリンダー６）

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダー休止（シリンダー７）

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダー休止システム

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スーパーチャージャーバイパスソレノイドバルブ

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スキップシフトソレノイドアクチュエーター

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　チャージエアクーラー冷却ポンプ

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　リバースインヒビットソレノイドアクチュエーター

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　圧縮テスト

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　点火時期遅延

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス１インジェクター

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス２インジェクター

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス３インジェクター

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス４インジェクター

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス５インジェクター

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス６インジェクター

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス７インジェクター

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス８インジェクター

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料システム減圧

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料レール圧力

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー１）

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー２）

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー１）

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー２）

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル点火時期

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー
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　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン油圧制御ソレノイドバルブ

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール） 　カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール） 　カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファン２０％

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファン４０％

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファン５０％

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファン７０％

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファン９０％

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダー１

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダー４

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダー６

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダー７

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス５インジェクター

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス６インジェクター

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス７インジェクター

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス８インジェクター

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダー休止システム

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール） 　スーパーチャージャーバイパスソレノイドバルブ

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール） 　スターターリレー

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール） 　チャージエアクーラー冷却ポンプ

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール） 　圧縮テスト

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール） 　点火時期遅延

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス１インジェクター

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス２インジェクター

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス３インジェクター

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス４インジェクター

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス５インジェクター

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス６インジェクター

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス７インジェクター

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス８インジェクター

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール） 　燃料システム減圧

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール） 　燃料レール圧力

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ１

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ１電流

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ２電流

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ３電流

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ４電流

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ５電流

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ６

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ６電流

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ７

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ７電流

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ８

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ９

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー２

　パワートレイン（（６）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＭ　ディーゼルＰＴＯコントロールモジュール） 　ＰＴＯインジケーター

　パワートレイン（（６）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＭ　ディーゼルＰＴＯコントロールモジュール） 　ＰＴＯリレー

　パワートレイン（（６）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＭ　ディーゼルＰＴＯコントロールモジュール） 　ＰＴＯ原因消去

　パワートレイン（（６）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＭ　ディーゼルＰＴＯコントロールモジュール） 　エンジンシャットダウン

　パワートレイン（（６）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＭ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　ＤＰＦインジケーター

　パワートレイン（（６）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＭ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　ＤＰＦ回生有効

　パワートレイン（（６）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＭ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　ＥＧＲソレノイド

　パワートレイン（（６）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＭ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（６）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＭ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（６）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＭ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（６）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＭ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（６）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＭ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　ＲＶＳ無効履歴リセット
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システム 項目名

　パワートレイン（（６）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＭ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　ＴＣベーンポジションセンサー

　パワートレイン（（６）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＭ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　アイドルスパーク

　パワートレイン（（６）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＭ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　ウェイトトゥスタートランプ

　パワートレイン（（６）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＭ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（６）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＭ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　エアシステム

　パワートレイン（（６）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＭ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　エアソレノイド

　パワートレイン（（６）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＭ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　エアポンプリレー

　パワートレイン（（６）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＭ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（６）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＭ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（６）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＭ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　クーリングファン

　パワートレイン（（６）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＭ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（６）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＭ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス１

　パワートレイン（（６）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＭ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス２

　パワートレイン（（６）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＭ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス３

　パワートレイン（（６）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＭ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス４

　パワートレイン（（６）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＭ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス５

　パワートレイン（（６）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＭ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス６

　パワートレイン（（６）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＭ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス７

　パワートレイン（（６）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＭ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス８

　パワートレイン（（６）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＭ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　スターターリレー

　パワートレイン（（６）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＭ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　スパーク遅延

　パワートレイン（（６）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＭ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（６）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＭ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　ターボチャージャーベーンポジションコントロールソレノイド

　パワートレイン（（６）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＭ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　パイロットインジェクターバランス手順１

　パワートレイン（（６）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＭ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　パイロットインジェクターバランス手順２

　パワートレイン（（６）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＭ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　パイロットインジェクターバランス手順３

　パワートレイン（（６）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＭ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　パイロットインジェクターバランス手順４

　パワートレイン（（６）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＭ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　パイロットインジェクターバランス手順５

　パワートレイン（（６）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＭ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　パイロットインジェクターバランス手順６

　パワートレイン（（６）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＭ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　パイロットインジェクターバランス手順７

　パワートレイン（（６）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＭ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　パイロットインジェクターバランス手順８

　パワートレイン（（６）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＭ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　バランスレートモニター

　パワートレイン（（６）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＭ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー１

　パワートレイン（（６）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＭ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー２

　パワートレイン（（６）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＭ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　ループ状態

　パワートレイン（（６）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＭ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　吸気フローバルブモーター

　パワートレイン（（６）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＭ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス１

　パワートレイン（（６）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＭ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス２

　パワートレイン（（６）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＭ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス３

　パワートレイン（（６）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＭ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス４

　パワートレイン（（６）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＭ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　燃料トランスファーポンプ

　パワートレイン（（６）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＭ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（６）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＭ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（６）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＭ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　燃料プレッシャーコントロール

　パワートレイン（（６）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＭ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（６）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＭ　ディーゼルグロープラグコントロールモジュール） 　グロープラグ

　パワートレイン（（６）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＭ　ディーゼルグロープラグコントロールモジュール） 　吸気ヒーター

　パワートレイン（（６）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＭ　ディーゼルグロープラグデータディスプレー） 　グロープラグ

　パワートレイン（（６）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＭ　ディーゼルグロープラグデータディスプレー） 　吸気ヒーター

　パワートレイン（（６）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＭ　ディーゼルトランスファーケースコントロールモジュール） 　２ＷＤハイインジケーターランプ

　パワートレイン（（６）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＭ　ディーゼルトランスファーケースコントロールモジュール） 　４ＷＤハイインジケーターランプ

　パワートレイン（（６）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＭ　ディーゼルトランスファーケースコントロールモジュール） 　４ＷＤローインジケーターランプ

　パワートレイン（（６）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＭ　ディーゼルトランスファーケースコントロールモジュール） 　ＡＴＣモーター学習

　パワートレイン（（６）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＭ　ディーゼルトランスファーケースコントロールモジュール） 　トランスファーケースモーターコントロール

　パワートレイン（（６）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＭ　ディーゼルトランスファーケースコントロールモジュール） 　ニュートラルインジケーターランプ

　パワートレイン（（６）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＭ　ディーゼルトランスファーケースコントロールモジュール） 　フロントアクスル係合

　パワートレイン（（６）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＭ　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　１－２ＴＡＰ消去

　パワートレイン（（６）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＭ　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　１－２ソレノイド

　パワートレイン（（６）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＭ　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　２－１ＴＡＰ消去

　パワートレイン（（６）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＭ　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　２－３ＴＡＰ消去

　パワートレイン（（６）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＭ　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　２－３ソレノイド

　パワートレイン（（６）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＭ　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　３－２ＴＡＰ消去

　パワートレイン（（６）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＭ　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　３－４ＴＡＰ消去

　パワートレイン（（６）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＭ　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　４－３ＴＡＰ消去

　パワートレイン（（６）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＭ　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　４－５ＴＡＰ消去

　パワートレイン（（６）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＭ　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　５－４ＴＡＰ消去

　パワートレイン（（６）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＭ　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　５－６ＴＡＰ消去

　パワートレイン（（６）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＭ　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　６－５ＴＡＰ消去

　パワートレイン（（６）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＭ　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド

　パワートレイン（（６）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＭ　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド１

　パワートレイン（（６）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＭ　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド２

　パワートレイン（（６）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＭ　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド３

　パワートレイン（（６）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＭ　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド４

　パワートレイン（（６）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＭ　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド５
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　パワートレイン（（６）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＭ　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（６）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＭ　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイド１

　パワートレイン（（６）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＭ　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイド２

　パワートレイン（（６）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＭ　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイド３

　パワートレイン（（６）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＭ　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッション

　パワートレイン（（６）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＭ　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応リセット

　パワートレイン（（６）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＭ　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（（６）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＭ　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　ライン圧力制御

　パワートレイン（（６）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＭ　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　全ＴＡＰセルプリセット

　パワートレイン（（６）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＭ　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　全ＴＡＰセル消去

　パワートレイン（（６）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＭ　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　全ガレージシフトＴＡＰ消去

　パワートレイン（（６）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＭ　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　調整メインプレッシャーコントロールソレノイド

　パワートレイン（（６）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＭ　ディーゼル補助ヒーターコントロールモジュール） 　グロープラグ

　パワートレイン（（６）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＭ　ディーゼル補助ヒーターコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（６）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＭ　ディーゼル補助ヒーターコントロールモジュール） 　ブロワーモーター

　パワートレイン（（６）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＭ　ディーゼル補助ヒーターコントロールモジュール） 　補助ヒーター

　パワートレイン（（６）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＭ　ディーゼル補助ヒーターデータディスプレー） 　グロープラグ

　パワートレイン（（６）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＭ　ディーゼル補助ヒーターデータディスプレー） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（６）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＭ　ディーゼル補助ヒーターデータディスプレー） 　ブロワーモーター

　パワートレイン（（６）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＭ　ディーゼル補助ヒーターデータディスプレー） 　補助ヒーター

　パワートレイン（（７）１．４Ｌ　Ｌ４　Ｌ９５　エンジンコントロールモジュール　インド） 　ＥＧＲシステム

　パワートレイン（（７）１．４Ｌ　Ｌ４　Ｌ９５　エンジンコントロールモジュール　インド） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（７）１．４Ｌ　Ｌ４　Ｌ９５　エンジンコントロールモジュール　インド） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（７）１．４Ｌ　Ｌ４　Ｌ９５　エンジンコントロールモジュール　インド） 　ＩＡＣモーター位置

　パワートレイン（（７）１．４Ｌ　Ｌ４　Ｌ９５　エンジンコントロールモジュール　インド） 　ＩＡＣリセット

　パワートレイン（（７）１．４Ｌ　Ｌ４　Ｌ９５　エンジンコントロールモジュール　インド） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（７）１．４Ｌ　Ｌ４　Ｌ９５　エンジンコントロールモジュール　インド） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（７）１．４Ｌ　Ｌ４　Ｌ９５　エンジンコントロールモジュール　インド） 　スパーク遅延

　パワートレイン（（７）１．４Ｌ　Ｌ４　Ｌ９５　エンジンコントロールモジュール　インド） 　ファンＨｉｇｈ

　パワートレイン（（７）１．４Ｌ　Ｌ４　Ｌ９５　エンジンコントロールモジュール　インド） 　ファンＬｏｗ

　パワートレイン（（７）１．４Ｌ　Ｌ４　Ｌ９５　エンジンコントロールモジュール　インド） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（７）１．４Ｌ　Ｌ４　Ｌ９５　エンジンコントロールモジュール　インド） 　ループ状態

　パワートレイン（（７）１．４Ｌ　Ｌ４　Ｌ９５　エンジンコントロールモジュール　インド） 　燃料インジェクターテスト１

　パワートレイン（（７）１．４Ｌ　Ｌ４　Ｌ９５　エンジンコントロールモジュール　インド） 　燃料インジェクターテスト２

　パワートレイン（（７）１．４Ｌ　Ｌ４　Ｌ９５　エンジンコントロールモジュール　インド） 　燃料インジェクターテスト３

　パワートレイン（（７）１．４Ｌ　Ｌ４　Ｌ９５　エンジンコントロールモジュール　インド） 　燃料インジェクターテスト４

　パワートレイン（（７）１．４Ｌ　Ｌ４　Ｌ９５　エンジンコントロールモジュール　インド） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（７）１．４Ｌ　Ｌ４　Ｌ９５　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＧＲシステム

　パワートレイン（（７）１．４Ｌ　Ｌ４　Ｌ９５　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＧＲソレノイド

　パワートレイン（（７）１．４Ｌ　Ｌ４　Ｌ９５　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＧＲソレノイド（ＰＷＭ）

　パワートレイン（（７）１．４Ｌ　Ｌ４　Ｌ９５　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰシステム

　パワートレイン（（７）１．４Ｌ　Ｌ４　Ｌ９５　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（７）１．４Ｌ　Ｌ４　Ｌ９５　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（７）１．４Ｌ　Ｌ４　Ｌ９５　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイド（ＰＷＭ）

　パワートレイン（（７）１．４Ｌ　Ｌ４　Ｌ９５　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（７）１．４Ｌ　Ｌ４　Ｌ９５　エンジンコントロールモジュール） 　ＩＡＣモーター位置

　パワートレイン（（７）１．４Ｌ　Ｌ４　Ｌ９５　エンジンコントロールモジュール） 　ＩＡＣリセット

　パワートレイン（（７）１．４Ｌ　Ｌ４　Ｌ９５　エンジンコントロールモジュール） 　ＩＳＣアクチュエーター

　パワートレイン（（７）１．４Ｌ　Ｌ４　Ｌ９５　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（７）１．４Ｌ　Ｌ４　Ｌ９５　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（７）１．４Ｌ　Ｌ４　Ｌ９５　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（７）１．４Ｌ　Ｌ４　Ｌ９５　エンジンコントロールモジュール） 　スパーク遅延

　パワートレイン（（７）１．４Ｌ　Ｌ４　Ｌ９５　エンジンコントロールモジュール） 　ファンＨｉｇｈ

　パワートレイン（（７）１．４Ｌ　Ｌ４　Ｌ９５　エンジンコントロールモジュール） 　ファンＬｏｗ

　パワートレイン（（７）１．４Ｌ　Ｌ４　Ｌ９５　エンジンコントロールモジュール） 　ファン高速

　パワートレイン（（７）１．４Ｌ　Ｌ４　Ｌ９５　エンジンコントロールモジュール） 　ファン低速

　パワートレイン（（７）１．４Ｌ　Ｌ４　Ｌ９５　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（７）１．４Ｌ　Ｌ４　Ｌ９５　エンジンコントロールモジュール） 　ループ状態

　パワートレイン（（７）１．４Ｌ　Ｌ４　Ｌ９５　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターテスト１

　パワートレイン（（７）１．４Ｌ　Ｌ４　Ｌ９５　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターテスト２

　パワートレイン（（７）１．４Ｌ　Ｌ４　Ｌ９５　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターテスト３

　パワートレイン（（７）１．４Ｌ　Ｌ４　Ｌ９５　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターテスト４

　パワートレイン（（７）１．４Ｌ　Ｌ４　Ｌ９５　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（７）１．４Ｌ　Ｌ４　Ｌ９５　エンジンコントロールモジュール） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　オート） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　オート） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　オート） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　オート） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　オート） 　インテークマニホールドランナーコントロール

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　オート） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　オート） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　オート） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　オート） 　シリンダーパワーバランス１

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　オート） 　シリンダーパワーバランス２
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　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　オート） 　シリンダーパワーバランス３

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　オート） 　シリンダーパワーバランス４

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　オート） 　シリンダーパワーバランス５

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　オート） 　シリンダーパワーバランス６

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　オート） 　スターターリレーコントロール

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　オート） 　スロットルブレードコントロール

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　オート） 　ファンリレー１

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　オート） 　ファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　オート） 　ファンリレー２、３

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　オート） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　オート） 　ループ状態

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　オート） 　吸気側ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーターソレノイド（バンク１）

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　オート） 　吸気側ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーターソレノイド（バンク２）

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　オート） 　燃料インジェクターバランス１

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　オート） 　燃料インジェクターバランス２

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　オート） 　燃料インジェクターバランス３

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　オート） 　燃料インジェクターバランス４

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　オート） 　燃料インジェクターバランス５

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　オート） 　燃料インジェクターバランス６

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　オート） 　排気側ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーターソレノイド（バンク２）

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　オート） 　排気側ＣＰＭ（カムシャフトポジション）アクチュエーターソレノイド（バンク１）

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　インテークマニホールドランナーコントロール

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　シリンダーパワーバランス１

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　シリンダーパワーバランス２

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　シリンダーパワーバランス３

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　シリンダーパワーバランス４

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　シリンダーパワーバランス５

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　シリンダーパワーバランス６

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　スターターリレーコントロール

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　スロットルブレードコントロール

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　ファンリレー１

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　ファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　ファンリレー２、３

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　ループ状態

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　吸気側ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーターソレノイド（バンク１）

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　吸気側ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーターソレノイド（バンク２）

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　燃料インジェクターバランス１

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　燃料インジェクターバランス２

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　燃料インジェクターバランス３

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　燃料インジェクターバランス４

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　燃料インジェクターバランス５

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　燃料インジェクターバランス６

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　排気側ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーターソレノイド（バンク２）

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　排気側ＣＰＭ（カムシャフトポジション）アクチュエーターソレノイド（バンク１）

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール） 　ＲＶＳ無効履歴リセット

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール） 　アイドルスパーク

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール） 　インテークマニホールドチューニングバルブ

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール） 　インテークマニホールドランナーコントロール

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス１

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス２

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス３

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス４

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス５

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス６

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール） 　スターターリレーコントロール

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール） 　スパーク遅延

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルブレードコントロール

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション
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　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー５）

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー６）

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー１

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー２、３

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール） 　ループ状態

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール） 　吸気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク１）

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール） 　吸気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク２）

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーターソレノイド（バンク１）

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーターソレノイド（バンク２）

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイド（バンク１）

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイド（バンク２）

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクター１バランス

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクター２バランス

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクター３バランス

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクター４バランス

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクター５バランス

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクター６バランス

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター１）

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター２）

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター３）

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター４）

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター５）

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター６）

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス１

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス２

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス３

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス４

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス５

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス６

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク１）

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク２）

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール） 　排気側ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーターソレノイド（バンク２）

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール） 　排気側ＣＰＭ（カムシャフトポジション）アクチュエーターソレノイド（バンク１）

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイド（バンク１）

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイド（バンク２）

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　トランスファーケースコントロールモジュール） 　クラッチコントロール

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　トランスファーケースコントロールモジュール） 　クラッチリターン

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　トランスファーケースコントロールモジュール） 　クラッチ連結要求

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　トランスミッションコントロールモジュール） 　１－２ソレノイド

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　トランスミッションコントロールモジュール） 　２－３ソレノイド

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　トランスミッションコントロールモジュール） 　４－５ソレノイド

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド２

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド３

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド４

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド５

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　トランスミッションコントロールモジュール）
　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｓｏｌ．　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｔｅｓｔ　Ｌｉｎｅ　Ｐｒｅｓｓｕ
ｒｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　トランスミッションコントロールモジュール）
　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｓｏｌ．　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｔｅｓｔ　ＰＣ　Ｓｏｌｅｎｏｉｄ
２

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　トランスミッションコントロールモジュール）
　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｓｏｌ．　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｔｅｓｔ　ＰＣ　Ｓｏｌｅｎｏｉｄ
３

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　トランスミッションコントロールモジュール）
　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｓｏｌ．　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｔｅｓｔ　ＰＣ　Ｓｏｌｅｎｏｉｄ
４

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　トランスミッションコントロールモジュール）
　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｓｏｌ．　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｔｅｓｔ　ＰＣ　Ｓｏｌｅｎｏｉｄ
５

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　トランスミッションコントロールモジュール）
　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｓｏｌ．　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｔｅｓｔ　Ｓｈｉｆｔ　Ｓｏｌｅｎ
ｏｉｄ　１

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　トランスミッションコントロールモジュール）
　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｓｏｌ．　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｔｅｓｔ　Ｓｈｉｆｔ　Ｓｏｌｅｎ
ｏｉｄ　２

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　トランスミッションコントロールモジュール）
　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｓｏｌ．　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｔｅｓｔ　ＴＣＣ　Ｃｏｎｔｒｏｌ
Ｓｏｌｅｎｏｉｄ

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイド１

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイド２

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッション

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応リセット

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー２

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　トランスミッションコントロールモジュール） 　ライン圧力制御

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　フューエルポンプコントロールモジュール） 　フューエルポンプ
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　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　フューエルポンプコントロールモジュール） 　フューエルポンプトリムリセット

　パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　フューエルポンプコントロールモジュール） 　燃料プレッシャーコントロール

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー１）

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー２）

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー１）

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー２）

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス５インジェクター

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス６インジェクター

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス７インジェクター

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス８インジェクター

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダー休止（シリンダー１）

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダー休止（シリンダー４）

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダー休止（シリンダー６）

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダー休止（シリンダー７）

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダー休止システム

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール） 　スターターリレー

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス１インジェクター

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス２インジェクター

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス３インジェクター

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス４インジェクター

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス５インジェクター

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス６インジェクター

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス７インジェクター

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス８インジェクター

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　ＬＣ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　ＬＣ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　ＬＣ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　ＬＣ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１パフォーマンステスト

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　ＬＣ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ２

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　ＬＣ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ２パフォーマンステスト

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　ＬＣ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　ＬＣ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　ＬＣ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　ＬＣ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　ＬＣ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　ＬＣ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　ＬＣ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　ＬＣ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　ＬＣ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　ＬＣ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　ＬＣ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　ＬＣ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　１速ＡＴＣトランスファーケースコントロールモジュール） 　２ＷＤハイインジケーター

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　１速ＡＴＣトランスファーケースコントロールモジュール） 　４ＷＤオートインジケーター

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　１速ＡＴＣトランスファーケースコントロールモジュール） 　４ＷＤハイインジケーター

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　１速ＡＴＣトランスファーケースコントロールモジュール） 　ＡＴＣレンジ

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　１速ＡＴＣトランスファーケースコントロールモジュール） 　フロントアクスルアクチュエーター

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　１速ＡＴＣトランスファーケースコントロールモジュール） 　レンジアクチュエーター

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　１速ＡＴＣトランスファーケースコントロールモジュール） 　レンジアクチュエーターロック

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　２速ＡＴＣトランスファーケースコントロールモジュール） 　２ＷＤハイインジケーター

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　２速ＡＴＣトランスファーケースコントロールモジュール） 　４ＷＤオートインジケーター

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　２速ＡＴＣトランスファーケースコントロールモジュール） 　４ＷＤハイインジケーター

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　２速ＡＴＣトランスファーケースコントロールモジュール） 　４ＷＤローインジケーター

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　２速ＡＴＣトランスファーケースコントロールモジュール） 　ＡＴＣニュートラルインジケーター
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　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　２速ＡＴＣトランスファーケースコントロールモジュール） 　ＡＴＣレンジ

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　２速ＡＴＣトランスファーケースコントロールモジュール） 　フロントアクスルアクチュエーター

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　２速ＡＴＣトランスファーケースコントロールモジュール） 　レンジアクチュエーター

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　２速ＡＴＣトランスファーケースコントロールモジュール） 　レンジアクチュエーターロック

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール） 　ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール） 　ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーターソレノイド

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１センサー１）

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１センサー２）

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２センサー１）

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２センサー２）

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール） 　ＲＶＳ無効履歴リセット

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール） 　アイドルスパーク

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダー１

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダー４

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダー６

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダー７

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス１

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス２

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス３

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス４

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス５

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス６

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス７

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス８

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダー休止システム

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール） 　スターターリレー

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール） 　スパーク遅延

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー１

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー２、３

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール） 　ループ状態

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター１）

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター２）

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター３）

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター４）

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター５）

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター６）

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター７）

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター８）

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　トランスファーケースコントロールモジュール　１速） 　２ＷＤハイインジケーター

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　トランスファーケースコントロールモジュール　１速） 　４ＷＤオートインジケーター

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　トランスファーケースコントロールモジュール　１速） 　４ＷＤハイインジケーター

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　トランスファーケースコントロールモジュール　１速） 　ＡＴＣレンジ

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　トランスファーケースコントロールモジュール　１速） 　フロントアクスルアクチュエーター

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　トランスファーケースコントロールモジュール　１速） 　レンジアクチュエーター

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　トランスファーケースコントロールモジュール　１速） 　レンジアクチュエーターロック

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　トランスファーケースコントロールモジュール　２速） 　２ＷＤハイインジケーター

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　トランスファーケースコントロールモジュール　２速） 　４ＷＤオートインジケーター

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　トランスファーケースコントロールモジュール　２速） 　４ＷＤハイインジケーター

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　トランスファーケースコントロールモジュール　２速） 　４ＷＤローインジケーター

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　トランスファーケースコントロールモジュール　２速） 　ＡＴＣニュートラルインジケーター

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　トランスファーケースコントロールモジュール　２速） 　ＡＴＣレンジ

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　トランスファーケースコントロールモジュール　２速） 　フロントアクスルアクチュエーター

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　トランスファーケースコントロールモジュール　２速） 　レンジアクチュエーター

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　トランスファーケースコントロールモジュール　２速） 　レンジアクチュエーターロック

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　トランスファーケースコントロールモジュール） 　２ＷＤハイインジケーター

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　トランスファーケースコントロールモジュール） 　４ＷＤオートインジケーター

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　トランスファーケースコントロールモジュール） 　４ＷＤハイインジケーター

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　トランスファーケースコントロールモジュール） 　４ＷＤローインジケーター

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　トランスファーケースコントロールモジュール） 　ＡＴＣニュートラルインジケーター

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　トランスファーケースコントロールモジュール） 　ＡＴＣレンジ

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　トランスファーケースコントロールモジュール） 　フロントアクスルアクチュエーター
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　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　トランスファーケースコントロールモジュール） 　レンジアクチュエーター

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　トランスファーケースコントロールモジュール） 　レンジアクチュエーターロック

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド２

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド３

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド４

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド５

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイド１

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイド２

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッション

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応リセット

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　ライン圧力制御

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　フューエルポンプコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　フューエルポンプコントロールモジュール） 　フューエルポンプトリムリセット

　パワートレイン（（７）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　フューエルポンプコントロールモジュール） 　燃料プレッシャーコントロール

　パワートレイン（（７）６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（７）６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（（７）６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（（７）６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（７）６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー１）

　パワートレイン（（７）６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー２）

　パワートレイン（（７）６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー１）

　パワートレイン（（７）６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー２）

　パワートレイン（（７）６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　アイドル点火時期

　パワートレイン（（７）６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（７）６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（７）６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（（７）６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン油圧制御ソレノイドバルブ

　パワートレイン（（７）６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（７）６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（７）６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン

　パワートレイン（（７）６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（７）６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（（７）６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（（７）６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（（７）６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（（７）６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス５インジェクター

　パワートレイン（（７）６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス６インジェクター

　パワートレイン（（７）６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス７インジェクター

　パワートレイン（（７）６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス８インジェクター

　パワートレイン（（７）６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダー休止（シリンダー１）

　パワートレイン（（７）６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダー休止（シリンダー４）

　パワートレイン（（７）６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダー休止（シリンダー６）

　パワートレイン（（７）６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダー休止（シリンダー７）

　パワートレイン（（７）６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダー休止システム

　パワートレイン（（７）６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（（７）６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（７）６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（（７）６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　圧縮テスト

　パワートレイン（（７）６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　点火時期遅延

　パワートレイン（（７）６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス１インジェクター

　パワートレイン（（７）６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス２インジェクター

　パワートレイン（（７）６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス３インジェクター

　パワートレイン（（７）６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス４インジェクター

　パワートレイン（（７）６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス５インジェクター

　パワートレイン（（７）６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス６インジェクター

　パワートレイン（（７）６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス７インジェクター

　パワートレイン（（７）６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス８インジェクター

　パワートレイン（（７）６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料システム減圧

　パワートレイン（（７）６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（７）６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料レール圧力

　パワートレイン（（７）６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（（７）６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（７）６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（（７）６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（（７）６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（７）６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー１）

　パワートレイン（（７）６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー２）

　パワートレイン（（７）６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー１）

　パワートレイン（（７）６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー２）

　パワートレイン（（７）６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　アイドル点火時期

　パワートレイン（（７）６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（７）６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー
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　パワートレイン（（７）６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（（７）６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン油圧制御ソレノイドバルブ

　パワートレイン（（７）６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（７）６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（７）６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン

　パワートレイン（（７）６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（７）６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（（７）６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（（７）６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（（７）６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（（７）６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス５インジェクター

　パワートレイン（（７）６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス６インジェクター

　パワートレイン（（７）６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス７インジェクター

　パワートレイン（（７）６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス８インジェクター

　パワートレイン（（７）６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダー休止（シリンダー１）

　パワートレイン（（７）６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダー休止（シリンダー４）

　パワートレイン（（７）６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダー休止（シリンダー６）

　パワートレイン（（７）６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダー休止（シリンダー７）

　パワートレイン（（７）６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダー休止システム

　パワートレイン（（７）６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スキップシフトソレノイドアクチュエーター

　パワートレイン（（７）６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（（７）６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（７）６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（（７）６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　リバースインヒビットソレノイドアクチュエーター

　パワートレイン（（７）６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　圧縮テスト

　パワートレイン（（７）６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　点火時期遅延

　パワートレイン（（７）６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス１インジェクター

　パワートレイン（（７）６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス２インジェクター

　パワートレイン（（７）６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス３インジェクター

　パワートレイン（（７）６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス４インジェクター

　パワートレイン（（７）６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス５インジェクター

　パワートレイン（（７）６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス６インジェクター

　パワートレイン（（７）６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス７インジェクター

　パワートレイン（（７）６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス８インジェクター

　パワートレイン（（７）６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料システム減圧

　パワートレイン（（７）６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（７）６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料レール圧力

　パワートレイン（（７）６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（（７）６．２Ｌ　ＬＴ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（（７）６．２Ｌ　ＬＴ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト

　パワートレイン（（７）６．２Ｌ　ＬＴ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１

　パワートレイン（（７）６．２Ｌ　ＬＴ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１パフォーマンステスト

　パワートレイン（（７）６．２Ｌ　ＬＴ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ２

　パワートレイン（（７）６．２Ｌ　ＬＴ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ２パフォーマンステスト

　パワートレイン（（７）６．２Ｌ　ＬＴ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（（７）６．２Ｌ　ＬＴ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ１

　パワートレイン（（７）６．２Ｌ　ＬＴ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ１電流

　パワートレイン（（７）６．２Ｌ　ＬＴ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（（７）６．２Ｌ　ＬＴ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ２電流

　パワートレイン（（７）６．２Ｌ　ＬＴ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（（７）６．２Ｌ　ＬＴ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ３電流

　パワートレイン（（７）６．２Ｌ　ＬＴ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（（７）６．２Ｌ　ＬＴ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ４電流

　パワートレイン（（７）６．２Ｌ　ＬＴ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（（７）６．２Ｌ　ＬＴ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ５電流

　パワートレイン（（７）６．２Ｌ　ＬＴ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ６

　パワートレイン（（７）６．２Ｌ　ＬＴ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ６電流

　パワートレイン（（７）６．２Ｌ　ＬＴ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ７

　パワートレイン（（７）６．２Ｌ　ＬＴ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ７電流

　パワートレイン（（７）６．２Ｌ　ＬＴ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ８

　パワートレイン（（７）６．２Ｌ　ＬＴ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ９

　パワートレイン（（７）６．２Ｌ　ＬＴ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（（７）６．２Ｌ　ＬＴ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー２

　パワートレイン（（７）６．２Ｌ　ＬＴ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（（７）６．２Ｌ　ＬＴ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（７）６．２Ｌ　ＬＴ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（（７）６．２Ｌ　ＬＴ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（７）６．２Ｌ　ＬＴ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（（７）６．２Ｌ　ＬＴ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（７）６．２Ｌ　ＬＴ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（（７）６．２Ｌ　ＬＴ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（７）６．２Ｌ　ＬＴ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（（７）６．２Ｌ　ＬＴ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉
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　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー１）

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー２）

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー３）

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー４）

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　圧縮テスト

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　エンジン回転数

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　クーリングファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　スターターリレー

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　圧縮テスト

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　エンジン回転数

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　クーリングファンリレー１、２、３
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　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　スターターリレー

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　圧縮テスト

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー１）

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー２）

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー３）

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー４）

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　圧縮テスト

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１パフォーマンステスト

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（８）１．８Ｌ　Ｌ４　Ｌ７９　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＧＲシステム



●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2022.10)
システム 項目名

　パワートレイン（（８）１．８Ｌ　Ｌ４　Ｌ７９　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＧＲソレノイド

　パワートレイン（（８）１．８Ｌ　Ｌ４　Ｌ７９　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＧＲソレノイド（ＰＷＭ）

　パワートレイン（（８）１．８Ｌ　Ｌ４　Ｌ７９　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（８）１．８Ｌ　Ｌ４　Ｌ７９　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイド（ＰＷＭ）

　パワートレイン（（８）１．８Ｌ　Ｌ４　Ｌ７９　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（８）１．８Ｌ　Ｌ４　Ｌ７９　エンジンコントロールモジュール） 　ＩＡＣモーター位置

　パワートレイン（（８）１．８Ｌ　Ｌ４　Ｌ７９　エンジンコントロールモジュール） 　ＩＡＣリセット

　パワートレイン（（８）１．８Ｌ　Ｌ４　Ｌ７９　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（８）１．８Ｌ　Ｌ４　Ｌ７９　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（８）１．８Ｌ　Ｌ４　Ｌ７９　エンジンコントロールモジュール） 　スパーク遅延

　パワートレイン（（８）１．８Ｌ　Ｌ４　Ｌ７９　エンジンコントロールモジュール） 　ファンＨｉｇｈ

　パワートレイン（（８）１．８Ｌ　Ｌ４　Ｌ７９　エンジンコントロールモジュール） 　ファンＬｏｗ

　パワートレイン（（８）１．８Ｌ　Ｌ４　Ｌ７９　エンジンコントロールモジュール） 　ファン高速

　パワートレイン（（８）１．８Ｌ　Ｌ４　Ｌ７９　エンジンコントロールモジュール） 　ファン低速

　パワートレイン（（８）１．８Ｌ　Ｌ４　Ｌ７９　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（８）１．８Ｌ　Ｌ４　Ｌ７９　エンジンコントロールモジュール） 　ループ状態

　パワートレイン（（８）１．８Ｌ　Ｌ４　Ｌ７９　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターテスト１

　パワートレイン（（８）１．８Ｌ　Ｌ４　Ｌ７９　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターテスト２

　パワートレイン（（８）１．８Ｌ　Ｌ４　Ｌ７９　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターテスト３

　パワートレイン（（８）１．８Ｌ　Ｌ４　Ｌ７９　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターテスト４

　パワートレイン（（８）１．８Ｌ　Ｌ４　Ｌ７９　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（８）１．８Ｌ　Ｌ４　Ｌ７９　エンジンコントロールモジュール） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（８）２．８Ｌ　Ｌ４　ＬＫ５　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（８）２．８Ｌ　Ｌ４　ＬＫ５　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（８）２．８Ｌ　Ｌ４　ＬＫ５　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（８）２．８Ｌ　Ｌ４　ＬＫ５　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（８）２．８Ｌ　Ｌ４　ＬＫ５　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（８）２．８Ｌ　Ｌ４　ＬＫ５　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（８）２．８Ｌ　Ｌ４　ＬＫ５　エンジンコントロールモジュール） 　カムシャフトフェイザーソレノイド

　パワートレイン（（８）２．８Ｌ　Ｌ４　ＬＫ５　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（８）２．８Ｌ　Ｌ４　ＬＫ５　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルブレードコントロール

　パワートレイン（（８）２．８Ｌ　Ｌ４　ＬＫ５　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（８）２．８Ｌ　Ｌ４　ＬＫ５　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（８）２．８Ｌ　Ｌ４　ＬＫ５　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（８）２．８Ｌ　Ｌ４　ＬＫ５　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（８）２．８Ｌ　Ｌ４　ＬＫ５　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（８）２．８Ｌ　Ｌ４　ＬＫ５　エンジンコントロールモジュール） 　フロントＯ２センサーヒーター

　パワートレイン（（８）２．８Ｌ　Ｌ４　ＬＫ５　エンジンコントロールモジュール） 　リアＯ２センサーヒーター

　パワートレイン（（８）２．８Ｌ　Ｌ４　ＬＫ５　トランスミッションコントロールモジュール） 　１－２ソレノイド

　パワートレイン（（８）２．８Ｌ　Ｌ４　ＬＫ５　トランスミッションコントロールモジュール） 　２－３ソレノイド

　パワートレイン（（８）２．８Ｌ　Ｌ４　ＬＫ５　トランスミッションコントロールモジュール） 　３－２ダウンシフトソレノイド

　パワートレイン（（８）２．８Ｌ　Ｌ４　ＬＫ５　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（８）２．８Ｌ　Ｌ４　ＬＫ５　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣ有効

　パワートレイン（（８）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＸ９　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＧＲソレノイド

　パワートレイン（（８）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＸ９　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（８）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＸ９　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（８）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＸ９　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（８）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＸ９　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（８）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＸ９　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（８）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＸ９　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（８）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＸ９　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（８）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＸ９　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（８）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＸ９　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（８）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＸ９　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（８）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＸ９　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（８）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＸ９　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（８）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＸ９　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー５）

　パワートレイン（（８）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＸ９　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー６）

　パワートレイン（（８）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＸ９　エンジンコントロールモジュール） 　ヒーテッドＯ２センサー

　パワートレイン（（８）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＸ９　エンジンコントロールモジュール） 　ファン高速

　パワートレイン（（８）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＸ９　エンジンコントロールモジュール） 　ファン低速

　パワートレイン（（８）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＸ９　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（８）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＸ９　エンジンコントロールモジュール） 　ループ状態

　パワートレイン（（８）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＸ９　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター１）

　パワートレイン（（８）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＸ９　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター２）

　パワートレイン（（８）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＸ９　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター３）

　パワートレイン（（８）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＸ９　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター４）

　パワートレイン（（８）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＸ９　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター５）

　パワートレイン（（８）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＸ９　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター６）

　パワートレイン（（８）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＸ９　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（８）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＸ９　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（８）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＸ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　１－２ソレノイド

　パワートレイン（（８）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＸ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　２－３ソレノイド

　パワートレイン（（８）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＸ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣコントロールソレノイド
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システム 項目名

　パワートレイン（（８）３．６Ｌ　ＬＦ３　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（８）３．６Ｌ　ＬＦ３　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（（８）３．６Ｌ　ＬＦ３　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（（８）３．６Ｌ　ＬＦ３　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（８）３．６Ｌ　ＬＦ３　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー１）

　パワートレイン（（８）３．６Ｌ　ＬＦ３　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー２）

　パワートレイン（（８）３．６Ｌ　ＬＦ３　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー１）

　パワートレイン（（８）３．６Ｌ　ＬＦ３　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー２）

　パワートレイン（（８）３．６Ｌ　ＬＦ３　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル点火時期

　パワートレイン（（８）３．６Ｌ　ＬＦ３　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（８）３．６Ｌ　ＬＦ３　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（８）３．６Ｌ　ＬＦ３　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数

　パワートレイン（（８）３．６Ｌ　ＬＦ３　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファン１

　パワートレイン（（８）３．６Ｌ　ＬＦ３　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファン２

　パワートレイン（（８）３．６Ｌ　ＬＦ３　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファン３

　パワートレイン（（８）３．６Ｌ　ＬＦ３　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファン４

　パワートレイン（（８）３．６Ｌ　ＬＦ３　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファン５

　パワートレイン（（８）３．６Ｌ　ＬＦ３　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（（８）３．６Ｌ　ＬＦ３　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（８）３．６Ｌ　ＬＦ３　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（（８）３．６Ｌ　ＬＦ３　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（８）３．６Ｌ　ＬＦ３　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（（８）３．６Ｌ　ＬＦ３　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（（８）３．６Ｌ　ＬＦ３　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（（８）３．６Ｌ　ＬＦ３　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（（８）３．６Ｌ　ＬＦ３　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス５インジェクター

　パワートレイン（（８）３．６Ｌ　ＬＦ３　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス６インジェクター

　パワートレイン（（８）３．６Ｌ　ＬＦ３　エンジンコントロールモジュール） 　スターターリレー

　パワートレイン（（８）３．６Ｌ　ＬＦ３　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（８）３．６Ｌ　ＬＦ３　エンジンコントロールモジュール） 　ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ（バンク１）

　パワートレイン（（８）３．６Ｌ　ＬＦ３　エンジンコントロールモジュール） 　ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ（バンク２）

　パワートレイン（（８）３．６Ｌ　ＬＦ３　エンジンコントロールモジュール） 　ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ（バンク１）

　パワートレイン（（８）３．６Ｌ　ＬＦ３　エンジンコントロールモジュール） 　ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ（バンク２）

　パワートレイン（（８）３．６Ｌ　ＬＦ３　エンジンコントロールモジュール） 　チャージエアクーラー冷却ポンプ

　パワートレイン（（８）３．６Ｌ　ＬＦ３　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（（８）３．６Ｌ　ＬＦ３　エンジンコントロールモジュール） 　圧縮テスト

　パワートレイン（（８）３．６Ｌ　ＬＦ３　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク１）

　パワートレイン（（８）３．６Ｌ　ＬＦ３　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク２）

　パワートレイン（（８）３．６Ｌ　ＬＦ３　エンジンコントロールモジュール） 　点火時期遅延

　パワートレイン（（８）３．６Ｌ　ＬＦ３　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス１インジェクター

　パワートレイン（（８）３．６Ｌ　ＬＦ３　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス２インジェクター

　パワートレイン（（８）３．６Ｌ　ＬＦ３　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス３インジェクター

　パワートレイン（（８）３．６Ｌ　ＬＦ３　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス４インジェクター

　パワートレイン（（８）３．６Ｌ　ＬＦ３　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス５インジェクター

　パワートレイン（（８）３．６Ｌ　ＬＦ３　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス６インジェクター

　パワートレイン（（８）３．６Ｌ　ＬＦ３　エンジンコントロールモジュール） 　燃料システム減圧

　パワートレイン（（８）３．６Ｌ　ＬＦ３　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（８）３．６Ｌ　ＬＦ３　エンジンコントロールモジュール） 　燃料レール圧力

　パワートレイン（（８）３．６Ｌ　ＬＦ３　エンジンコントロールモジュール） 　燃料圧力レギュレーター

　パワートレイン（（８）３．６Ｌ　ＬＦ３　エンジンコントロールモジュール） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（（８）３．６Ｌ　ＬＦ３　エンジンコントロールモジュール） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（（８）３．６Ｌ　ＬＦ３　エンジンコントロールモジュール） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク１）

　パワートレイン（（８）３．６Ｌ　ＬＦ３　エンジンコントロールモジュール） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク２）

　パワートレイン（（８）３．６Ｌ　ＬＦ３　シャーシコントロールモジュール　アクティブグリルシャッター　エンジンマウント） 　エンジンマウントアクチュエーター出力１

　パワートレイン（（８）３．６Ｌ　ＬＦ３　シャーシコントロールモジュール　アクティブグリルシャッター　エンジンマウント） 　エンジンマウントアクチュエーター出力２

　パワートレイン（（８）３．６Ｌ　ＬＦ３　シャーシコントロールモジュール　アクティブグリルシャッター　エンジンマウント） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（８）３．６Ｌ　ＬＦ３　シャーシコントロールモジュール　アクティブグリルシャッター　エンジンマウント） 　燃料圧力

　パワートレイン（（８）３．６Ｌ　ＬＦ３　シャーシコントロールモジュール　エンジンマウント） 　エンジンマウントアクチュエーター出力２

　パワートレイン（（８）３．６Ｌ　ＬＦ３　シャーシコントロールモジュール　フューエルポンプ　エンジンマウント） 　エンジンマウントアクチュエーター出力１

　パワートレイン（（８）３．６Ｌ　ＬＦ３　シャーシコントロールモジュール　フューエルポンプ　エンジンマウント） 　エンジンマウントアクチュエーター出力２

　パワートレイン（（８）３．６Ｌ　ＬＦ３　シャーシコントロールモジュール　フューエルポンプ　エンジンマウント） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（８）３．６Ｌ　ＬＦ３　シャーシコントロールモジュール　フューエルポンプ　エンジンマウント） 　燃料圧力

　パワートレイン（（８）３．６Ｌ　ＬＦ３　シャーシコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（８）３．６Ｌ　ＬＦ３　シャーシコントロールモジュール） 　燃料圧力

　パワートレイン（（８）３．６Ｌ　ＬＦ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（（８）３．６Ｌ　ＬＦ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト

　パワートレイン（（８）３．６Ｌ　ＬＦ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣ有効ソレノイドバルブ

　パワートレイン（（８）３．６Ｌ　ＬＦ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ

　パワートレイン（（８）３．６Ｌ　ＬＦ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１

　パワートレイン（（８）３．６Ｌ　ＬＦ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１パフォーマンステスト

　パワートレイン（（８）３．６Ｌ　ＬＦ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ２

　パワートレイン（（８）３．６Ｌ　ＬＦ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ２パフォーマンステスト

　パワートレイン（（８）３．６Ｌ　ＬＦ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（（８）３．６Ｌ　ＬＦ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１
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　パワートレイン（（８）３．６Ｌ　ＬＦ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ１

　パワートレイン（（８）３．６Ｌ　ＬＦ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（（８）３．６Ｌ　ＬＦ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（８）３．６Ｌ　ＬＦ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２圧力コマンド

　パワートレイン（（８）３．６Ｌ　ＬＦ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（（８）３．６Ｌ　ＬＦ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（８）３．６Ｌ　ＬＦ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３圧力コマンド

　パワートレイン（（８）３．６Ｌ　ＬＦ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（（８）３．６Ｌ　ＬＦ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（８）３．６Ｌ　ＬＦ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４圧力コマンド

　パワートレイン（（８）３．６Ｌ　ＬＦ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（（８）３．６Ｌ　ＬＦ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（８）３．６Ｌ　ＬＦ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５圧力コマンド

　パワートレイン（（８）３．６Ｌ　ＬＦ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ６

　パワートレイン（（８）３．６Ｌ　ＬＦ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（（８）３．６Ｌ　ＬＦ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（８）３．６Ｌ　ＬＦ３　リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール） 　ポンプモーター

　パワートレイン（（８）３．６Ｌ　ＬＦ３　リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール） 　リアデフクラッチソレノイドバルブ

　パワートレイン（（８）３．６Ｌ　ＬＦ３　リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール） 　リアデフ油圧システムサービスエア抜き

　パワートレイン（（８）３．６Ｌ　ＬＦ３　リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール） 　リアデフ油圧ライン注入

　パワートレイン（（８）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９２　エンジンコントロールモジュール） 　ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター

　パワートレイン（（８）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９２　エンジンコントロールモジュール） 　ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーターソレノイド

　パワートレイン（（８）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９２　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（８）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９２　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（８）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９２　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（８）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９２　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（８）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９２　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１センサー１）

　パワートレイン（（８）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９２　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１センサー２）

　パワートレイン（（８）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９２　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２センサー１）

　パワートレイン（（８）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９２　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２センサー２）

　パワートレイン（（８）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９２　エンジンコントロールモジュール） 　ＲＶＳ無効履歴リセット

　パワートレイン（（８）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９２　エンジンコントロールモジュール） 　アイドルスパーク

　パワートレイン（（８）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９２　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（８）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９２　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（８）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９２　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（８）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９２　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（８）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９２　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス１

　パワートレイン（（８）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９２　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス２

　パワートレイン（（８）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９２　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス３

　パワートレイン（（８）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９２　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス４

　パワートレイン（（８）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９２　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス５

　パワートレイン（（８）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９２　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス６

　パワートレイン（（８）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９２　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス７

　パワートレイン（（８）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９２　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス８

　パワートレイン（（８）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９２　エンジンコントロールモジュール） 　スターターリレー

　パワートレイン（（８）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９２　エンジンコントロールモジュール） 　スパーク遅延

　パワートレイン（（８）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９２　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（８）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９２　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー１

　パワートレイン（（８）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９２　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（８）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９２　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー２、３

　パワートレイン（（８）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９２　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ２リレー

　パワートレイン（（８）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９２　エンジンコントロールモジュール） 　ループ状態

　パワートレイン（（８）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９２　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター１）

　パワートレイン（（８）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９２　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター２）

　パワートレイン（（８）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９２　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター３）

　パワートレイン（（８）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９２　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター４）

　パワートレイン（（８）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９２　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター５）

　パワートレイン（（８）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９２　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター６）

　パワートレイン（（８）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９２　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター７）

　パワートレイン（（８）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９２　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター８）

　パワートレイン（（８）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９２　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（８）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９２　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（８）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９２　エンジンコントロールモジュール） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（８）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９２　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド２

　パワートレイン（（８）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９２　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド３

　パワートレイン（（８）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９２　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド４

　パワートレイン（（８）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９２　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド５

　パワートレイン（（８）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９２　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（８）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９２　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイド１

　パワートレイン（（８）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９２　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイド２

　パワートレイン（（８）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９２　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッション

　パワートレイン（（８）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９２　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応リセット

　パワートレイン（（８）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９２　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（（８）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９２　フューエルポンプコントロールモジュール） 　フューエルポンプ



●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2022.10)
システム 項目名

　パワートレイン（（８）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９２　フューエルポンプコントロールモジュール） 　フューエルポンプトリムリセット

　パワートレイン（（８）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９２　フューエルポンプコントロールモジュール） 　燃料プレッシャーコントロール

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　ＬＭＬ　エンジンコントロールモジュール） 　ＤＰＦ回生有効

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　ＬＭＬ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＧＲ

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　ＬＭＬ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＧＲクーラーバイパスバルブ

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　ＬＭＬ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＧＲクーラーバイパスモーター

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　ＬＭＬ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＧＲバルブ

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　ＬＭＬ　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　ＬＭＬ　エンジンコントロールモジュール） 　ウェイトトゥスタートインジケーター

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　ＬＭＬ　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　ＬＭＬ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数／スロットル

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　ＬＭＬ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファン

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　ＬＭＬ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンソレノイドバルブ

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　ＬＭＬ　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　ＬＭＬ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　ＬＭＬ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　ＬＭＬ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　ＬＭＬ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　ＬＭＬ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス５インジェクター

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　ＬＭＬ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス６インジェクター

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　ＬＭＬ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス７インジェクター

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　ＬＭＬ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス８インジェクター

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　ＬＭＬ　エンジンコントロールモジュール） 　ターボチャージャーベーンポジションソレノイドバルブ

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　ＬＭＬ　エンジンコントロールモジュール） 　ターボチャージャーベーン位置

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　ＬＭＬ　エンジンコントロールモジュール） 　パイロット噴射バランス手順１インジェクター

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　ＬＭＬ　エンジンコントロールモジュール） 　パイロット噴射バランス手順２インジェクター

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　ＬＭＬ　エンジンコントロールモジュール） 　パイロット噴射バランス手順３インジェクター

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　ＬＭＬ　エンジンコントロールモジュール） 　パイロット噴射バランス手順４インジェクター

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　ＬＭＬ　エンジンコントロールモジュール） 　パイロット噴射バランス手順５インジェクター

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　ＬＭＬ　エンジンコントロールモジュール） 　パイロット噴射バランス手順６インジェクター

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　ＬＭＬ　エンジンコントロールモジュール） 　パイロット噴射バランス手順７インジェクター

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　ＬＭＬ　エンジンコントロールモジュール） 　パイロット噴射バランス手順８インジェクター

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　ＬＭＬ　エンジンコントロールモジュール） 　リダクタントインジェクションクオリティーテスト

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　ＬＭＬ　エンジンコントロールモジュール） 　リダクタントインジェクター

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　ＬＭＬ　エンジンコントロールモジュール） 　リダクタントシステム異常警告サービスベイテスト

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　ＬＭＬ　エンジンコントロールモジュール） 　リダクタントシステム漏れテスト

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　ＬＭＬ　エンジンコントロールモジュール） 　リダクタントパージバルブ

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　ＬＭＬ　エンジンコントロールモジュール） 　リダクタントフルードクオリティーテスト

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　ＬＭＬ　エンジンコントロールモジュール） 　リダクタントポンプ

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　ＬＭＬ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気フローバルブモーター

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　ＬＭＬ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気フローバルブ位置

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　ＬＭＬ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トランスファーポンプ

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　ＬＭＬ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　ＬＭＬ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料圧力

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　ＬＭＬ　エンジンコントロールモジュール） 　排気後処理燃料インジェクター

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　ＬＭＬ　エンジンコントロールモジュール） 　排気後処理燃料インジェクターフローテスト

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　ＬＭＬ　グロープラグコントロールモジュール） 　グロープラグ

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　ＬＭＬ　グロープラグコントロールモジュール） 　リダクタントヒーター１

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　ＬＭＬ　グロープラグコントロールモジュール） 　リダクタントヒーター２

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　ＬＭＬ　グロープラグコントロールモジュール） 　リダクタントヒーター３

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　ＬＭＬ　グロープラグコントロールモジュール） 　吸気ヒーター

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　ＬＭＬ　トランスミッションコントロールモジュール　Ｍｙ　２０１５　（ＷＭＦ）） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　ＬＭＬ　トランスミッションコントロールモジュール　Ｍｙ　２０１５　（ＷＭＦ）） 　シフトソレノイドバルブ１

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　ＬＭＬ　トランスミッションコントロールモジュール　Ｍｙ　２０１５　（ＷＭＦ）） 　シフトソレノイドバルブ２

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　ＬＭＬ　トランスミッションコントロールモジュール　Ｍｙ　２０１５　（ＷＭＦ）） 　シフトソレノイドバルブ３

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　ＬＭＬ　トランスミッションコントロールモジュール　Ｍｙ　２０１５　（ＷＭＦ）） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　ＬＭＬ　トランスミッションコントロールモジュール　Ｍｙ　２０１５　（ＷＭＦ）） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　ＬＭＬ　トランスミッションコントロールモジュール　Ｍｙ　２０１５　（ＷＭＦ）） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブコマンド

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　ＬＭＬ　トランスミッションコントロールモジュール　Ｍｙ　２０１５　（ＷＭＦ）） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　ＬＭＬ　トランスミッションコントロールモジュール　Ｍｙ　２０１５．５　（ＡＶＦ）） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　ＬＭＬ　トランスミッションコントロールモジュール　Ｍｙ　２０１５．５　（ＡＶＦ）） 　シフトソレノイドバルブ１

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　ＬＭＬ　トランスミッションコントロールモジュール　Ｍｙ　２０１５．５　（ＡＶＦ）） 　シフトソレノイドバルブ２

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　ＬＭＬ　トランスミッションコントロールモジュール　Ｍｙ　２０１５．５　（ＡＶＦ）） 　シフトソレノイドバルブ３

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　ＬＭＬ　トランスミッションコントロールモジュール　Ｍｙ　２０１５．５　（ＡＶＦ）） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　ＬＭＬ　トランスミッションコントロールモジュール　Ｍｙ　２０１５．５　（ＡＶＦ）） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　ＬＭＬ　トランスミッションコントロールモジュール　Ｍｙ　２０１５．５　（ＡＶＦ）） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブコマンド

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　ＬＭＬ　トランスミッションコントロールモジュール　Ｍｙ　２０１５．５　（ＡＶＦ）） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　ＬＭＬ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　ＬＭＬ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　ＬＭＬ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ２

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　ＬＭＬ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ３

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　ＬＭＬ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　ＬＭＬ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　ＬＭＬ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブコマンド
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　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　ＬＭＬ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　ＬＭＬ　パワーテイクオフ　コントロールモジュール） 　ＰＴＯエンジン停止信号

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　ＬＭＬ　パワーテイクオフ　コントロールモジュール） 　ＰＴＯリレー

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＬ　ディーゼルＰＴＯコントロールモジュール） 　ＰＴＯインジケーター

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＬ　ディーゼルＰＴＯコントロールモジュール） 　ＰＴＯリレー

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＬ　ディーゼルＰＴＯコントロールモジュール） 　ＰＴＯ原因消去

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＬ　ディーゼルＰＴＯコントロールモジュール） 　エンジンシャットダウン

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＬ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　ＤＰＦ回生有効

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＬ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　ＥＧＲクーラーバイパスバルブ

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＬ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　ＥＧＲクーラーバイパスモーター

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＬ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　ＥＧＲバルブ

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＬ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　ＥＧＲモーター

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＬ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＬ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　ＮＯｘセンサー１ヒーター：エンジン回転

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＬ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　ＮＯｘセンサー２ヒーター：エンジン回転

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＬ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　ＲＶＳ無効履歴リセット

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＬ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　ＴＣベーンポジションセンサー

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＬ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　ウェイトトゥスタートランプ

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＬ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＬ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＬ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　クーリングファン

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＬ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＬ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス１

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＬ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス２

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＬ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス３

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＬ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス４

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＬ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス５

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＬ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス６

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＬ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス７

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＬ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス８

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＬ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　ターボチャージャーベーンポジションコントロールソレノイド

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＬ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　パイロットインジェクターバランス手順１

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＬ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　パイロットインジェクターバランス手順２

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＬ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　パイロットインジェクターバランス手順３

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＬ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　パイロットインジェクターバランス手順４

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＬ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　パイロットインジェクターバランス手順５

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＬ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　パイロットインジェクターバランス手順６

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＬ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　パイロットインジェクターバランス手順７

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＬ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　パイロットインジェクターバランス手順８

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＬ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　リダクタントインジェクションクオリティーテスト

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＬ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　リダクタントインジェクター

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＬ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　リダクタントシステム漏れテスト

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＬ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　リダクタントパージバルブ

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＬ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　リダクタントポンプ

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＬ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　吸気フローバルブモーター

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＬ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　吸気フローバルブ位置

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＬ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　燃料トランスファーポンプ

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＬ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　燃料プレッシャーコントロール

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＬ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　燃料圧力レギュレーター１

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＬ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　燃料圧力レギュレーター２

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＬ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　排気後処理燃料インジェクター

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＬ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　排気後処理燃料インジェクターフローテスト

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＬ　ディーゼルグロープラグコントロールモジュール） 　グロープラグ

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＬ　ディーゼルグロープラグコントロールモジュール） 　吸気ヒーター

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＬ　ディーゼルトランスファーケースコントロールモジュール） 　２ＷＤハイインジケーター

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＬ　ディーゼルトランスファーケースコントロールモジュール） 　４ＷＤハイインジケーター

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＬ　ディーゼルトランスファーケースコントロールモジュール） 　４ＷＤローインジケーター

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＬ　ディーゼルトランスファーケースコントロールモジュール） 　ＡＴＣニュートラルインジケーター

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＬ　ディーゼルトランスファーケースコントロールモジュール） 　ＡＴＣレンジ

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＬ　ディーゼルトランスファーケースコントロールモジュール） 　フロントアクスルアクチュエーター

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＬ　ディーゼルトランスファーケースコントロールモジュール） 　レンジアクチュエーター

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＬ　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　１－２ＴＡＰ消去

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＬ　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　２－１ＴＡＰ消去

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＬ　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　２－３ＴＡＰ消去

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＬ　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　３－２ＴＡＰ消去

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＬ　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　３－４ＴＡＰ消去

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＬ　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　４－３ＴＡＰ消去

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＬ　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　４－５ＴＡＰ消去

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＬ　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　５－４ＴＡＰ消去

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＬ　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　５－６ＴＡＰ消去

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＬ　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　６－５ＴＡＰ消去

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＬ　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド１

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＬ　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド２

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＬ　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣコントロールソレノイド
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　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＬ　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイド１

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＬ　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイド２

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＬ　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイド３

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＬ　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　全ＴＡＰセルプリセット

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＬ　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　全ＴＡＰセル消去

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＬ　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　全ガレージシフトＴＡＰ消去

　パワートレイン（（８）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＬ　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　調整メインプレッシャーコントロールソレノイド

　パワートレイン（（９）１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（９）１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（（９）１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（（９）１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（９）１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ

　パワートレイン（（９）１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（９）１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（（９）１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（（９）１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　オートスタート／オートストップ

　パワートレイン（（９）１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（（９）１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（９）１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（（９）１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（９）１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（（９）１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（（９）１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（（９）１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（（９）１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（（９）１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（９）１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（（９）１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　圧縮テスト

　パワートレイン（（９）１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（９）１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（９）１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（９）１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（９）１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（９）１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（９）１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（９）１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（９）１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（（９）１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（９）１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（９）１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（９）１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（（９）１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（（９）１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（９）１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ

　パワートレイン（（９）１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（９）１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（（９）１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（（９）１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　オートスタート／オートストップ

　パワートレイン（（９）１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（（９）１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（９）１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（（９）１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（９）１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（（９）１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（（９）１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（（９）１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（（９）１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（（９）１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（９）１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（（９）１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　圧縮テスト

　パワートレイン（（９）１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（９）１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（９）１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（９）１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（９）１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（９）１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（９）１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（９）１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（９）１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（（９）１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（９）１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（９）１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（９）１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（（９）１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ
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　パワートレイン（（９）１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール） 　インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ

　パワートレイン（（９）１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（９）１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（９）１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数

　パワートレイン（（９）１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（（９）１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（（９）１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（（９）１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（（９）１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール） 　コールドスタートシステム

　パワートレイン（（９）１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール） 　コールドスタートフューエルポンプ

　パワートレイン（（９）１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（９）１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（（９）１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（（９）１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（（９）１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（（９）１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール） 　スターターリレー

　パワートレイン（（９）１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（９）１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（（９）１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（９）１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（９）１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（９）１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（９）１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（９）１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（９）１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（９）１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（９）１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（（９）１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（９）１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（９）１．２Ｌ　ＬＬ０　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（（９）１．２Ｌ　ＬＬ０　トランスミッションコントロールモジュール） 　クラッチプレッシャーコントロールソレノイドバルブ１

　パワートレイン（（９）１．２Ｌ　ＬＬ０　トランスミッションコントロールモジュール） 　クラッチプレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（（９）１．２Ｌ　ＬＬ０　トランスミッションコントロールモジュール） 　クラッチプレッシャーコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（（９）１．２Ｌ　ＬＬ０　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（（９）１．２Ｌ　ＬＬ０　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２圧力コマンド

　パワートレイン（（９）１．２Ｌ　ＬＬ０　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３圧力コマンド

　パワートレイン（（９）１．２Ｌ　ＬＬ０　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４圧力コマンド

　パワートレイン（（９）１．２Ｌ　ＬＬ０　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（（９）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（９）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（（９）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（（９）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（９）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー１）

　パワートレイン（（９）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー２）

　パワートレイン（（９）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー３）

　パワートレイン（（９）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー４）

　パワートレイン（（９）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（９）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（（９）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（（９）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　オートスタート／オートストップ

　パワートレイン（（９）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（（９）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（９）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（（９）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（９）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（（９）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（９）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ

　パワートレイン（（９）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ

　パワートレイン（（９）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　圧縮テスト

　パワートレイン（（９）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（９）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（９）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（９）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（９）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（（９）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（９）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（９）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（９）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（（９）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（（９）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（９）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー１）

　パワートレイン（（９）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー２）

　パワートレイン（（９）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー３）

　パワートレイン（（９）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー４）
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　パワートレイン（（９）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（９）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（（９）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（（９）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　オートスタート／オートストップ

　パワートレイン（（９）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（（９）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（９）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（（９）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（９）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（（９）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（９）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ

　パワートレイン（（９）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ

　パワートレイン（（９）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　圧縮テスト

　パワートレイン（（９）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（９）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（９）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（９）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（９）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（（９）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（９）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（９）１．４Ｌ　ＬＵＪ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（（９）１．４Ｌ　ＬＵＪ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト

　パワートレイン（（９）１．４Ｌ　ＬＵＪ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ

　パワートレイン（（９）１．４Ｌ　ＬＵＪ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１パフォーマンステスト

　パワートレイン（（９）１．４Ｌ　ＬＵＪ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（（９）１．４Ｌ　ＬＵＪ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（（９）１．４Ｌ　ＬＵＪ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（（９）１．４Ｌ　ＬＵＪ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（９）１．４Ｌ　ＬＵＪ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（（９）１．４Ｌ　ＬＵＪ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（９）１．４Ｌ　ＬＵＪ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（（９）１．４Ｌ　ＬＵＪ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（９）１．４Ｌ　ＬＵＪ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（（９）１．４Ｌ　ＬＵＪ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（９）１．４Ｌ　ＬＵＪ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（（９）１．４Ｌ　ＬＵＪ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（９）１．４Ｌ　ＬＵＪ　フューエルポンプコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（９）１．４Ｌ　ＬＵＪ　フューエルポンプコントロールモジュール） 　燃料圧力

　パワートレイン（（９）２．９Ｌ　Ｌ４　ＬＬＶ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（９）２．９Ｌ　Ｌ４　ＬＬＶ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（９）２．９Ｌ　Ｌ４　ＬＬＶ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（９）２．９Ｌ　Ｌ４　ＬＬＶ　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（９）２．９Ｌ　Ｌ４　ＬＬＶ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサー（バンク１センサー１）

　パワートレイン（（９）２．９Ｌ　Ｌ４　ＬＬＶ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサー（バンク１センサー２）

　パワートレイン（（９）２．９Ｌ　Ｌ４　ＬＬＶ　エンジンコントロールモジュール） 　アイドルスパーク

　パワートレイン（（９）２．９Ｌ　Ｌ４　ＬＬＶ　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル学習リセット

　パワートレイン（（９）２．９Ｌ　Ｌ４　ＬＬＶ　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（９）２．９Ｌ　Ｌ４　ＬＬＶ　エンジンコントロールモジュール） 　エアシステム

　パワートレイン（（９）２．９Ｌ　Ｌ４　ＬＬＶ　エンジンコントロールモジュール） 　エアソレノイド

　パワートレイン（（９）２．９Ｌ　Ｌ４　ＬＬＶ　エンジンコントロールモジュール） 　エアソレノイドリレー

　パワートレイン（（９）２．９Ｌ　Ｌ４　ＬＬＶ　エンジンコントロールモジュール） 　エアポンプリレー

　パワートレイン（（９）２．９Ｌ　Ｌ４　ＬＬＶ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（９）２．９Ｌ　Ｌ４　ＬＬＶ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（９）２．９Ｌ　Ｌ４　ＬＬＶ　エンジンコントロールモジュール） 　カムシャフトポジションアクチュエーターシステム

　パワートレイン（（９）２．９Ｌ　Ｌ４　ＬＬＶ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファン

　パワートレイン（（９）２．９Ｌ　Ｌ４　ＬＬＶ　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（９）２．９Ｌ　Ｌ４　ＬＬＶ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス１

　パワートレイン（（９）２．９Ｌ　Ｌ４　ＬＬＶ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス２

　パワートレイン（（９）２．９Ｌ　Ｌ４　ＬＬＶ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス３

　パワートレイン（（９）２．９Ｌ　Ｌ４　ＬＬＶ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス４

　パワートレイン（（９）２．９Ｌ　Ｌ４　ＬＬＶ　エンジンコントロールモジュール） 　スターターリレー

　パワートレイン（（９）２．９Ｌ　Ｌ４　ＬＬＶ　エンジンコントロールモジュール） 　スパーク遅延

　パワートレイン（（９）２．９Ｌ　Ｌ４　ＬＬＶ　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルアクチュエーターコントロール

　パワートレイン（（９）２．９Ｌ　Ｌ４　ＬＬＶ　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（９）２．９Ｌ　Ｌ４　ＬＬＶ　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（９）２．９Ｌ　Ｌ４　ＬＬＶ　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（９）２．９Ｌ　Ｌ４　ＬＬＶ　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（９）２．９Ｌ　Ｌ４　ＬＬＶ　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（９）２．９Ｌ　Ｌ４　ＬＬＶ　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー５）

　パワートレイン（（９）２．９Ｌ　Ｌ４　ＬＬＶ　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー６）

　パワートレイン（（９）２．９Ｌ　Ｌ４　ＬＬＶ　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（９）２．９Ｌ　Ｌ４　ＬＬＶ　エンジンコントロールモジュール） 　ループ状態

　パワートレイン（（９）２．９Ｌ　Ｌ４　ＬＬＶ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター１）

　パワートレイン（（９）２．９Ｌ　Ｌ４　ＬＬＶ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター２）
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システム 項目名

　パワートレイン（（９）２．９Ｌ　Ｌ４　ＬＬＶ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター３）

　パワートレイン（（９）２．９Ｌ　Ｌ４　ＬＬＶ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター４）

　パワートレイン（（９）２．９Ｌ　Ｌ４　ＬＬＶ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（９）２．９Ｌ　Ｌ４　ＬＬＶ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（９）２．９Ｌ　Ｌ４　ＬＬＶ　エンジンコントロールモジュール） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（９）２．９Ｌ　Ｌ４　ＬＬＶ　エンジンコントロールモジュール） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイド

　パワートレイン（（９）２．９Ｌ　Ｌ４　ＬＬＶ　トランスファーケースコントロールモジュール） 　２ＷＤ　ＡＴＣレンジ

　パワートレイン（（９）２．９Ｌ　Ｌ４　ＬＬＶ　トランスファーケースコントロールモジュール） 　２ＷＤハイインジケーターランプ

　パワートレイン（（９）２．９Ｌ　Ｌ４　ＬＬＶ　トランスファーケースコントロールモジュール） 　４ＷＤハイＡＴＣレンジ

　パワートレイン（（９）２．９Ｌ　Ｌ４　ＬＬＶ　トランスファーケースコントロールモジュール） 　４ＷＤハイインジケーターランプ

　パワートレイン（（９）２．９Ｌ　Ｌ４　ＬＬＶ　トランスファーケースコントロールモジュール） 　４ＷＤローＡＴＣレンジ

　パワートレイン（（９）２．９Ｌ　Ｌ４　ＬＬＶ　トランスファーケースコントロールモジュール） 　４ＷＤローインジケーターランプ

　パワートレイン（（９）２．９Ｌ　Ｌ４　ＬＬＶ　トランスファーケースコントロールモジュール） 　ＡＴＣニュートラルインジケーター

　パワートレイン（（９）２．９Ｌ　Ｌ４　ＬＬＶ　トランスファーケースコントロールモジュール） 　ＡＴＣモーターＡコントロール

　パワートレイン（（９）２．９Ｌ　Ｌ４　ＬＬＶ　トランスファーケースコントロールモジュール） 　ニュートラルＡＴＣレンジ

　パワートレイン（（９）２．９Ｌ　Ｌ４　ＬＬＶ　トランスファーケースコントロールモジュール） 　ニュートラルインジケーターランプ

　パワートレイン（（９）２．９Ｌ　Ｌ４　ＬＬＶ　トランスファーケースコントロールモジュール） 　フロントアクスルアクチュエーター

　パワートレイン（（９）２．９Ｌ　Ｌ４　ＬＬＶ　トランスファーケースコントロールモジュール） 　フロントアクスル係合

　パワートレイン（（９）２．９Ｌ　Ｌ４　ＬＬＶ　トランスファーケースコントロールモジュール） 　レンジアクチュエーター方向

　パワートレイン（（９）２．９Ｌ　Ｌ４　ＬＬＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　１－２ソレノイド

　パワートレイン（（９）２．９Ｌ　Ｌ４　ＬＬＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　２－３ソレノイド

　パワートレイン（（９）２．９Ｌ　Ｌ４　ＬＬＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　３－２ダウンシフトソレノイド

　パワートレイン（（９）２．９Ｌ　Ｌ４　ＬＬＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド

　パワートレイン（（９）２．９Ｌ　Ｌ４　ＬＬＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（９）２．９Ｌ　Ｌ４　ＬＬＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣ有効ソレノイド

　パワートレイン（（９）２．９Ｌ　Ｌ４　ＬＬＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応リセット

　パワートレイン（（９）２．９Ｌ　Ｌ４　ＬＬＶ　フューエルポンプコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（９）２．９Ｌ　Ｌ４　ＬＬＶ　フューエルポンプコントロールモジュール） 　フューエルポンプトリムリセット

　パワートレイン（（９）２．９Ｌ　Ｌ４　ＬＬＶ　フューエルポンプコントロールモジュール） 　燃料プレッシャーコントロール

　パワートレイン（（９）４．６Ｌ　Ｖ８　Ｌ３７　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＧＲソレノイド

　パワートレイン（（９）４．６Ｌ　Ｖ８　Ｌ３７　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（９）４．６Ｌ　Ｖ８　Ｌ３７　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（９）４．６Ｌ　Ｖ８　Ｌ３７　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（９）４．６Ｌ　Ｖ８　Ｌ３７　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（９）４．６Ｌ　Ｖ８　Ｌ３７　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサー（バンク１センサー１）

　パワートレイン（（９）４．６Ｌ　Ｖ８　Ｌ３７　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサー（バンク１センサー２）

　パワートレイン（（９）４．６Ｌ　Ｖ８　Ｌ３７　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサー（バンク２センサー１）

　パワートレイン（（９）４．６Ｌ　Ｖ８　Ｌ３７　エンジンコントロールモジュール） 　ＲＶＳ無効履歴リセット

　パワートレイン（（９）４．６Ｌ　Ｖ８　Ｌ３７　エンジンコントロールモジュール） 　アイドルスパーク

　パワートレイン（（９）４．６Ｌ　Ｖ８　Ｌ３７　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（９）４．６Ｌ　Ｖ８　Ｌ３７　エンジンコントロールモジュール） 　エアシステム

　パワートレイン（（９）４．６Ｌ　Ｖ８　Ｌ３７　エンジンコントロールモジュール） 　エアソレノイド

　パワートレイン（（９）４．６Ｌ　Ｖ８　Ｌ３７　エンジンコントロールモジュール） 　エアポンプリレー

　パワートレイン（（９）４．６Ｌ　Ｖ８　Ｌ３７　エンジンコントロールモジュール） 　エアポンプリレー（エアー装備車）

　パワートレイン（（９）４．６Ｌ　Ｖ８　Ｌ３７　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（９）４．６Ｌ　Ｖ８　Ｌ３７　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（９）４．６Ｌ　Ｖ８　Ｌ３７　エンジンコントロールモジュール） 　クルーズ無効

　パワートレイン（（９）４．６Ｌ　Ｖ８　Ｌ３７　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（９）４．６Ｌ　Ｖ８　Ｌ３７　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス１

　パワートレイン（（９）４．６Ｌ　Ｖ８　Ｌ３７　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス２

　パワートレイン（（９）４．６Ｌ　Ｖ８　Ｌ３７　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス３

　パワートレイン（（９）４．６Ｌ　Ｖ８　Ｌ３７　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス４

　パワートレイン（（９）４．６Ｌ　Ｖ８　Ｌ３７　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス５

　パワートレイン（（９）４．６Ｌ　Ｖ８　Ｌ３７　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス６

　パワートレイン（（９）４．６Ｌ　Ｖ８　Ｌ３７　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス７

　パワートレイン（（９）４．６Ｌ　Ｖ８　Ｌ３７　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス８

　パワートレイン（（９）４．６Ｌ　Ｖ８　Ｌ３７　エンジンコントロールモジュール） 　スターターリレー

　パワートレイン（（９）４．６Ｌ　Ｖ８　Ｌ３７　エンジンコントロールモジュール） 　スパーク遅延

　パワートレイン（（９）４．６Ｌ　Ｖ８　Ｌ３７　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（９）４．６Ｌ　Ｖ８　Ｌ３７　エンジンコントロールモジュール） 　バックインヒビット

　パワートレイン（（９）４．６Ｌ　Ｖ８　Ｌ３７　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー１

　パワートレイン（（９）４．６Ｌ　Ｖ８　Ｌ３７　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（９）４．６Ｌ　Ｖ８　Ｌ３７　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー２、３

　パワートレイン（（９）４．６Ｌ　Ｖ８　Ｌ３７　エンジンコントロールモジュール） 　ファン制御１、２（高速）

　パワートレイン（（９）４．６Ｌ　Ｖ８　Ｌ３７　エンジンコントロールモジュール） 　ファン制御１、２（低速）

　パワートレイン（（９）４．６Ｌ　Ｖ８　Ｌ３７　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（９）４．６Ｌ　Ｖ８　Ｌ３７　エンジンコントロールモジュール） 　ループ状態

　パワートレイン（（９）４．６Ｌ　Ｖ８　Ｌ３７　エンジンコントロールモジュール） 　回転数制御

　パワートレイン（（９）４．６Ｌ　Ｖ８　Ｌ３７　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター１）

　パワートレイン（（９）４．６Ｌ　Ｖ８　Ｌ３７　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター２）

　パワートレイン（（９）４．６Ｌ　Ｖ８　Ｌ３７　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター３）

　パワートレイン（（９）４．６Ｌ　Ｖ８　Ｌ３７　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター４）

　パワートレイン（（９）４．６Ｌ　Ｖ８　Ｌ３７　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター５）

　パワートレイン（（９）４．６Ｌ　Ｖ８　Ｌ３７　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター６）
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　パワートレイン（（９）４．６Ｌ　Ｖ８　Ｌ３７　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター７）

　パワートレイン（（９）４．６Ｌ　Ｖ８　Ｌ３７　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター８）

　パワートレイン（（９）４．６Ｌ　Ｖ８　Ｌ３７　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（９）４．６Ｌ　Ｖ８　Ｌ３７　エンジンコントロールモジュール） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（９）４．６Ｌ　Ｖ８　Ｌ３７　トランスミッションコントロールモジュール） 　１－２ソレノイド

　パワートレイン（（９）４．６Ｌ　Ｖ８　Ｌ３７　トランスミッションコントロールモジュール） 　２－３ソレノイド

　パワートレイン（（９）４．６Ｌ　Ｖ８　Ｌ３７　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド

　パワートレイン（（９）４．６Ｌ　Ｖ８　Ｌ３７　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（９）４．６Ｌ　Ｖ８　Ｌ３７　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッション

　パワートレイン（（Ａ）１．２Ｌ　Ｌ４　ＬＡＱ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＧＲソレノイド

　パワートレイン（（Ａ）１．２Ｌ　Ｌ４　ＬＡＱ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ａ）１．２Ｌ　Ｌ４　ＬＡＱ　エンジンコントロールモジュール） 　ＩＳＣアクチュエーター

　パワートレイン（（Ａ）１．２Ｌ　Ｌ４　ＬＡＱ　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ａ）１．２Ｌ　Ｌ４　ＬＡＱ　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ａ）１．２Ｌ　Ｌ４　ＬＡＱ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ａ）１．２Ｌ　Ｌ４　ＬＡＱ　エンジンコントロールモジュール） 　ファンＨｉｇｈ

　パワートレイン（（Ａ）１．２Ｌ　Ｌ４　ＬＡＱ　エンジンコントロールモジュール） 　ファンＬｏｗ

　パワートレイン（（Ａ）１．２Ｌ　Ｌ４　ＬＡＱ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（Ａ）１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＧＲクーラーバイパスバルブ

　パワートレイン（（Ａ）１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＧＲバルブ

　パワートレイン（（Ａ）１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ａ）１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数

　パワートレイン（（Ａ）１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（（Ａ）１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（（Ａ）１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール） 　グロープラグ（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ａ）１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール） 　グロープラグ（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ａ）１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール） 　グロープラグ（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ａ）１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール） 　グロープラグ（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ａ）１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール） 　グロープラグセルフテスト

　パワートレイン（（Ａ）１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ａ）１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（（Ａ）１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（（Ａ）１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（（Ａ）１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（（Ａ）１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料システム高圧テスト（エンジン作動）

　パワートレイン（（Ａ）１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料ヒーターリレー

　パワートレイン（（Ａ）１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（Ａ）１．４Ｌ　Ｌ４　ＬＢＪ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＧＲシステム

　パワートレイン（（Ａ）１．４Ｌ　Ｌ４　ＬＢＪ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＧＲソレノイド

　パワートレイン（（Ａ）１．４Ｌ　Ｌ４　ＬＢＪ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＧＲソレノイド（ＰＷＭ）

　パワートレイン（（Ａ）１．４Ｌ　Ｌ４　ＬＢＪ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ａ）１．４Ｌ　Ｌ４　ＬＢＪ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ａ）１．４Ｌ　Ｌ４　ＬＢＪ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ａ）１．４Ｌ　Ｌ４　ＬＢＪ　エンジンコントロールモジュール） 　ＩＡＣモーター位置

　パワートレイン（（Ａ）１．４Ｌ　Ｌ４　ＬＢＪ　エンジンコントロールモジュール） 　ＩＡＣリセット

　パワートレイン（（Ａ）１．４Ｌ　Ｌ４　ＬＢＪ　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ａ）１．４Ｌ　Ｌ４　ＬＢＪ　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ａ）１．４Ｌ　Ｌ４　ＬＢＪ　エンジンコントロールモジュール） 　スパーク遅延

　パワートレイン（（Ａ）１．４Ｌ　Ｌ４　ＬＢＪ　エンジンコントロールモジュール） 　ファンＨｉｇｈ

　パワートレイン（（Ａ）１．４Ｌ　Ｌ４　ＬＢＪ　エンジンコントロールモジュール） 　ファンＬｏｗ

　パワートレイン（（Ａ）１．４Ｌ　Ｌ４　ＬＢＪ　エンジンコントロールモジュール） 　ファン高速

　パワートレイン（（Ａ）１．４Ｌ　Ｌ４　ＬＢＪ　エンジンコントロールモジュール） 　ファン低速

　パワートレイン（（Ａ）１．４Ｌ　Ｌ４　ＬＢＪ　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ａ）１．４Ｌ　Ｌ４　ＬＢＪ　エンジンコントロールモジュール） 　ループ状態

　パワートレイン（（Ａ）１．４Ｌ　Ｌ４　ＬＢＪ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターテスト１

　パワートレイン（（Ａ）１．４Ｌ　Ｌ４　ＬＢＪ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターテスト２

　パワートレイン（（Ａ）１．４Ｌ　Ｌ４　ＬＢＪ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターテスト３

　パワートレイン（（Ａ）１．４Ｌ　Ｌ４　ＬＢＪ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターテスト４

　パワートレイン（（Ａ）１．４Ｌ　Ｌ４　ＬＢＪ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ａ）１．４Ｌ　Ｌ４　ＬＢＪ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（Ａ）１．４Ｌ　ＬＶ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ａ）１．４Ｌ　ＬＶ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ａ）１．４Ｌ　ＬＶ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ａ）１．４Ｌ　ＬＶ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ａ）１．４Ｌ　ＬＶ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（（Ａ）１．４Ｌ　ＬＶ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（（Ａ）１．４Ｌ　ＬＶ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　アイドル点火時期

　パワートレイン（（Ａ）１．４Ｌ　ＬＶ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（Ａ）１．４Ｌ　ＬＶ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ａ）１．４Ｌ　ＬＶ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（（Ａ）１．４Ｌ　ＬＶ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン油圧制御ソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ａ）１．４Ｌ　ＬＶ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　オートスタート／オートストップ

　パワートレイン（（Ａ）１．４Ｌ　ＬＶ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（（Ａ）１．４Ｌ　ＬＶ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー１、２
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　パワートレイン（（Ａ）１．４Ｌ　ＬＶ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（（Ａ）１．４Ｌ　ＬＶ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ａ）１．４Ｌ　ＬＶ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（（Ａ）１．４Ｌ　ＬＶ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（（Ａ）１．４Ｌ　ＬＶ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（（Ａ）１．４Ｌ　ＬＶ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（（Ａ）１．４Ｌ　ＬＶ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ａ）１．４Ｌ　ＬＶ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（（Ａ）１．４Ｌ　ＬＶ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　圧縮テスト

　パワートレイン（（Ａ）１．４Ｌ　ＬＶ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　点火時期遅延

　パワートレイン（（Ａ）１．４Ｌ　ＬＶ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ａ）１．４Ｌ　ＬＶ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ａ）１．４Ｌ　ＬＶ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ａ）１．４Ｌ　ＬＶ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ａ）１．４Ｌ　ＬＶ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（（Ａ）１．４Ｌ　ＬＶ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ａ）１．４Ｌ　ＬＶ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ａ）１．４Ｌ　ＬＶ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ａ）１．４Ｌ　ＬＶ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ａ）１．４Ｌ　ＬＶ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（（Ａ）１．４Ｌ　ＬＶ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（（Ａ）１．４Ｌ　ＬＶ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　アイドル点火時期

　パワートレイン（（Ａ）１．４Ｌ　ＬＶ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（Ａ）１．４Ｌ　ＬＶ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ａ）１．４Ｌ　ＬＶ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（（Ａ）１．４Ｌ　ＬＶ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン油圧制御ソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ａ）１．４Ｌ　ＬＶ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　オートスタート／オートストップ

　パワートレイン（（Ａ）１．４Ｌ　ＬＶ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（（Ａ）１．４Ｌ　ＬＶ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー１、２

　パワートレイン（（Ａ）１．４Ｌ　ＬＶ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（（Ａ）１．４Ｌ　ＬＶ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ａ）１．４Ｌ　ＬＶ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（（Ａ）１．４Ｌ　ＬＶ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（（Ａ）１．４Ｌ　ＬＶ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（（Ａ）１．４Ｌ　ＬＶ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（（Ａ）１．４Ｌ　ＬＶ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ａ）１．４Ｌ　ＬＶ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（（Ａ）１．４Ｌ　ＬＶ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　圧縮テスト

　パワートレイン（（Ａ）１．４Ｌ　ＬＶ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　点火時期遅延

　パワートレイン（（Ａ）１．４Ｌ　ＬＶ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ａ）１．４Ｌ　ＬＶ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ａ）１．４Ｌ　ＬＶ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ａ）１．４Ｌ　ＬＶ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ａ）１．４Ｌ　ＬＶ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰテスト

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　アイドル点火時期

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン油圧制御ソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　オートスタート／オートストップ

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン１

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン２

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン３

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン４

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン５

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー１、２

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー３

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー４

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー５

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　グリルエアシャッターシステム作動

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル
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システム 項目名

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　セカンダリーエアインジェクションシステム

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　セカンダリーエアインジェクションソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　セカンダリーエアインジェクションポンプリレー

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　フューエルポンプスピード

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　フューエルポンプトリムリセット

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　圧縮テスト

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　点火時期遅延

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料システム減圧

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料レール圧力

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料圧力

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰテスト

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　アイドル点火時期

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン油圧制御ソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　オートスタート／オートストップ

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン１

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン２

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン３

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン４

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン５

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー１、２

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー３

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー４

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー５

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　グリルエアシャッターシステム作動

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　セカンダリーエアインジェクションシステム

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　セカンダリーエアインジェクションソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　セカンダリーエアインジェクションポンプリレー

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　フューエルポンプスピード

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　フューエルポンプトリムリセット

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　圧縮テスト

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　点火時期遅延

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）
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　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料システム減圧

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料レール圧力

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料圧力

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰテスト

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル点火時期

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール） 　インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン油圧制御ソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール） 　オートスタート／オートストップ

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファン１

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファン２

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファン３

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファン４

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファン５

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール） 　グリルエアシャッターポジション作動

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール） 　スターターリレー

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール） 　セカンダリーエアインジェクションシステム

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール） 　セカンダリーエアインジェクションソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール） 　セカンダリーエアインジェクションポンプリレー

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール） 　ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ（バンク１）

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプスピード

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール） 　圧縮テスト

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール） 　点火時期遅延

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料システム減圧

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料レール圧力

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料レール圧力レギュレーター

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料圧力

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料圧力レギュレーター

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　シャーシコントロールモジュール　アクティブグリルシャッター　エンジンマウント） 　エンジンマウントアクチュエーター出力１

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　シャーシコントロールモジュール　アクティブグリルシャッター　エンジンマウント） 　エンジンマウントアクチュエーター出力２

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　シャーシコントロールモジュール　アクティブグリルシャッター　エンジンマウント） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　シャーシコントロールモジュール　アクティブグリルシャッター　エンジンマウント） 　燃料圧力

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　シャーシコントロールモジュール　フューエルポンプ） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　シャーシコントロールモジュール　フューエルポンプ） 　燃料圧力

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　シャーシコントロールモジュール　フューエルポンプ　アクティブグリルシャッター） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　シャーシコントロールモジュール　フューエルポンプ　アクティブグリルシャッター） 　燃料圧力

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　シャーシコントロールモジュール　フューエルポンプ　エンジンマウント） 　エンジンマウントアクチュエーター出力１

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　シャーシコントロールモジュール　フューエルポンプ　エンジンマウント） 　エンジンマウントアクチュエーター出力２

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　シャーシコントロールモジュール　フューエルポンプ　エンジンマウント） 　フューエルポンプ
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　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　シャーシコントロールモジュール　フューエルポンプ　エンジンマウント） 　燃料圧力

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ２

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ２パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　フューエルポンプコントロールモジュール　アクティブグリルシャッター　エンジンマウント）　エンジンマウントアクチュエーター出力１

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　フューエルポンプコントロールモジュール　アクティブグリルシャッター　エンジンマウント）　エンジンマウントアクチュエーター出力２

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　フューエルポンプコントロールモジュール　アクティブグリルシャッター　エンジンマウント）　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　フューエルポンプコントロールモジュール　アクティブグリルシャッター　エンジンマウント）　燃料圧力

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　フューエルポンプコントロールモジュール　フューエルポンプ） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　フューエルポンプコントロールモジュール　フューエルポンプ） 　燃料圧力

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　フューエルポンプコントロールモジュール　フューエルポンプ　アクティブグリルシャッター）　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　フューエルポンプコントロールモジュール　フューエルポンプ　アクティブグリルシャッター）　燃料圧力

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　フューエルポンプコントロールモジュール　フューエルポンプ　エンジンマウント） 　エンジンマウントアクチュエーター出力１

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　フューエルポンプコントロールモジュール　フューエルポンプ　エンジンマウント） 　エンジンマウントアクチュエーター出力２

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　フューエルポンプコントロールモジュール　フューエルポンプ　エンジンマウント） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　フューエルポンプコントロールモジュール　フューエルポンプ　エンジンマウント） 　燃料圧力

　パワートレイン（（Ａ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＨ２　エンジンコントロール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ａ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＨ２　エンジンコントロール） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ａ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＨ２　エンジンコントロール） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ａ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＨ２　エンジンコントロール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ａ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＨ２　エンジンコントロール） 　Ｏ２センサー（バンク１センサー１）

　パワートレイン（（Ａ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＨ２　エンジンコントロール） 　Ｏ２センサー（バンク１センサー２）

　パワートレイン（（Ａ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＨ２　エンジンコントロール） 　Ｏ２センサー（バンク２センサー１）

　パワートレイン（（Ａ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＨ２　エンジンコントロール） 　Ｏ２センサー（バンク２センサー２）

　パワートレイン（（Ａ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＨ２　エンジンコントロール） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ａ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＨ２　エンジンコントロール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ａ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＨ２　エンジンコントロール） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（Ａ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＨ２　エンジンコントロール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ａ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＨ２　エンジンコントロール） 　シリンダーパワーバランスインジェクター１

　パワートレイン（（Ａ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＨ２　エンジンコントロール） 　シリンダーパワーバランスインジェクター２

　パワートレイン（（Ａ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＨ２　エンジンコントロール） 　シリンダーパワーバランスインジェクター３

　パワートレイン（（Ａ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＨ２　エンジンコントロール） 　シリンダーパワーバランスインジェクター４

　パワートレイン（（Ａ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＨ２　エンジンコントロール） 　シリンダーパワーバランスインジェクター５

　パワートレイン（（Ａ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＨ２　エンジンコントロール） 　シリンダーパワーバランスインジェクター６

　パワートレイン（（Ａ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＨ２　エンジンコントロール） 　シリンダーパワーバランスインジェクター７

　パワートレイン（（Ａ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＨ２　エンジンコントロール） 　シリンダーパワーバランスインジェクター８

　パワートレイン（（Ａ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＨ２　エンジンコントロール） 　スパーク遅延

　パワートレイン（（Ａ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＨ２　エンジンコントロール） 　スロットルブレードコントロール

　パワートレイン（（Ａ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＨ２　エンジンコントロール） 　ファンリレー１

　パワートレイン（（Ａ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＨ２　エンジンコントロール） 　ファンリレー２

　パワートレイン（（Ａ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＨ２　エンジンコントロール） 　ループ状態

　パワートレイン（（Ａ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＨ２　エンジンコントロール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ａ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＨ２　エンジンコントロール） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（Ａ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＨ２　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ａ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＨ２　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ａ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＨ２　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ａ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＨ２　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ａ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＨ２　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサー（バンク１センサー１）

　パワートレイン（（Ａ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＨ２　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサー（バンク１センサー２）

　パワートレイン（（Ａ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＨ２　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサー（バンク２センサー１）

　パワートレイン（（Ａ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＨ２　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサー（バンク２センサー２）

　パワートレイン（（Ａ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＨ２　エンジンコントロールモジュール） 　ＲＶＳ無効履歴リセット

　パワートレイン（（Ａ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＨ２　エンジンコントロールモジュール） 　アイドルスパーク

　パワートレイン（（Ａ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＨ２　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ａ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＨ２　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ａ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＨ２　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（Ａ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＨ２　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファン

　パワートレイン（（Ａ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＨ２　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル



●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2022.10)
システム 項目名

　パワートレイン（（Ａ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＨ２　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス１

　パワートレイン（（Ａ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＨ２　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス２

　パワートレイン（（Ａ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＨ２　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス３

　パワートレイン（（Ａ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＨ２　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス４

　パワートレイン（（Ａ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＨ２　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス５

　パワートレイン（（Ａ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＨ２　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス６

　パワートレイン（（Ａ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＨ２　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス７

　パワートレイン（（Ａ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＨ２　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス８

　パワートレイン（（Ａ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＨ２　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランスインジェクター１

　パワートレイン（（Ａ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＨ２　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランスインジェクター２

　パワートレイン（（Ａ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＨ２　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランスインジェクター３

　パワートレイン（（Ａ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＨ２　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランスインジェクター４

　パワートレイン（（Ａ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＨ２　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランスインジェクター５

　パワートレイン（（Ａ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＨ２　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランスインジェクター６

　パワートレイン（（Ａ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＨ２　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランスインジェクター７

　パワートレイン（（Ａ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＨ２　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランスインジェクター８

　パワートレイン（（Ａ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＨ２　エンジンコントロールモジュール） 　スターターリレー

　パワートレイン（（Ａ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＨ２　エンジンコントロールモジュール） 　スパーク遅延

　パワートレイン（（Ａ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＨ２　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルブレードコントロール

　パワートレイン（（Ａ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＨ２　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ａ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＨ２　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー１

　パワートレイン（（Ａ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＨ２　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（Ａ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＨ２　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー２

　パワートレイン（（Ａ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＨ２　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー２、３

　パワートレイン（（Ａ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＨ２　エンジンコントロールモジュール） 　ループ状態

　パワートレイン（（Ａ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＨ２　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーターソレノイド（バンク１）

　パワートレイン（（Ａ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＨ２　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーターソレノイド（バンク２）

　パワートレイン（（Ａ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＨ２　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（Ａ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＨ２　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター１）

　パワートレイン（（Ａ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＨ２　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター２）

　パワートレイン（（Ａ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＨ２　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター３）

　パワートレイン（（Ａ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＨ２　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター４）

　パワートレイン（（Ａ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＨ２　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター５）

　パワートレイン（（Ａ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＨ２　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター６）

　パワートレイン（（Ａ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＨ２　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター７）

　パワートレイン（（Ａ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＨ２　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター８）

　パワートレイン（（Ａ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＨ２　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ａ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＨ２　エンジンコントロールモジュール） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（Ａ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＨ２　エンジンコントロールモジュール） 　排気側ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーターソレノイド（バンク２）

　パワートレイン（（Ａ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＨ２　エンジンコントロールモジュール） 　排気側ＣＰＭ（カムシャフトポジション）アクチュエーターソレノイド（バンク１）

　パワートレイン（（Ａ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＨ２　エンジンコントロールモジュール） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（Ａ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＨ２　トランスミッションコントロールモジュール） 　１－２ソレノイド

　パワートレイン（（Ａ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＨ２　トランスミッションコントロールモジュール） 　２－３ソレノイド

　パワートレイン（（Ａ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＨ２　トランスミッションコントロールモジュール） 　４－５ソレノイド

　パワートレイン（（Ａ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＨ２　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド

　パワートレイン（（Ａ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＨ２　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド２

　パワートレイン（（Ａ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＨ２　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド３

　パワートレイン（（Ａ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＨ２　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド４

　パワートレイン（（Ａ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＨ２　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド５

　パワートレイン（（Ａ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＨ２　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（Ａ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＨ２　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイド１

　パワートレイン（（Ａ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＨ２　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイド２

　パワートレイン（（Ａ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＨ２　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッション

　パワートレイン（（Ａ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＨ２　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応リセット

　パワートレイン（（Ａ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＨ２　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（（Ａ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＨ２　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー２

　パワートレイン（（Ａ）４．８Ｌ　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ａ）４．８Ｌ　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ａ）４．８Ｌ　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ａ）４．８Ｌ　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー１）

　パワートレイン（（Ａ）４．８Ｌ　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー２）

　パワートレイン（（Ａ）４．８Ｌ　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー１）

　パワートレイン（（Ａ）４．８Ｌ　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー２）

　パワートレイン（（Ａ）４．８Ｌ　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（（Ａ）４．８Ｌ　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（Ａ）４．８Ｌ　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ａ）４．８Ｌ　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数

　パワートレイン（（Ａ）４．８Ｌ　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ａ）４．８Ｌ　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（（Ａ）４．８Ｌ　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（（Ａ）４．８Ｌ　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（（Ａ）４．８Ｌ　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（（Ａ）４．８Ｌ　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス５インジェクター

　パワートレイン（（Ａ）４．８Ｌ　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス６インジェクター
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　パワートレイン（（Ａ）４．８Ｌ　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス７インジェクター

　パワートレイン（（Ａ）４．８Ｌ　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス８インジェクター

　パワートレイン（（Ａ）４．８Ｌ　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　スターターリレー

　パワートレイン（（Ａ）４．８Ｌ　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ａ）４．８Ｌ　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ａ）４．８Ｌ　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス１インジェクター

　パワートレイン（（Ａ）４．８Ｌ　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス２インジェクター

　パワートレイン（（Ａ）４．８Ｌ　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス３インジェクター

　パワートレイン（（Ａ）４．８Ｌ　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス４インジェクター

　パワートレイン（（Ａ）４．８Ｌ　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス５インジェクター

　パワートレイン（（Ａ）４．８Ｌ　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス６インジェクター

　パワートレイン（（Ａ）４．８Ｌ　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス７インジェクター

　パワートレイン（（Ａ）４．８Ｌ　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス８インジェクター

　パワートレイン（（Ａ）４．８Ｌ　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ａ）４．８Ｌ　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（Ａ）４．８Ｌ　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（（Ａ）４．８Ｌ　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（（Ａ）４．８Ｌ　Ｌ２０　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ａ）４．８Ｌ　Ｌ２０　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ａ）４．８Ｌ　Ｌ２０　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１

　パワートレイン（（Ａ）４．８Ｌ　Ｌ２０　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ａ）４．８Ｌ　Ｌ２０　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ２

　パワートレイン（（Ａ）４．８Ｌ　Ｌ２０　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ２パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ａ）４．８Ｌ　Ｌ２０　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（（Ａ）４．８Ｌ　Ｌ２０　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（（Ａ）４．８Ｌ　Ｌ２０　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（（Ａ）４．８Ｌ　Ｌ２０　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ａ）４．８Ｌ　Ｌ２０　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（（Ａ）４．８Ｌ　Ｌ２０　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ａ）４．８Ｌ　Ｌ２０　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（（Ａ）４．８Ｌ　Ｌ２０　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ａ）４．８Ｌ　Ｌ２０　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（（Ａ）４．８Ｌ　Ｌ２０　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ａ）４．８Ｌ　Ｌ２０　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ａ）４．８Ｌ　Ｌ２０　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ａ）４．８Ｌ　Ｖ８　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター

　パワートレイン（（Ａ）４．８Ｌ　Ｖ８　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーターソレノイド

　パワートレイン（（Ａ）４．８Ｌ　Ｖ８　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ａ）４．８Ｌ　Ｖ８　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ａ）４．８Ｌ　Ｖ８　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ａ）４．８Ｌ　Ｖ８　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ａ）４．８Ｌ　Ｖ８　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１センサー１）

　パワートレイン（（Ａ）４．８Ｌ　Ｖ８　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１センサー２）

　パワートレイン（（Ａ）４．８Ｌ　Ｖ８　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２センサー１）

　パワートレイン（（Ａ）４．８Ｌ　Ｖ８　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２センサー２）

　パワートレイン（（Ａ）４．８Ｌ　Ｖ８　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　ＲＶＳ無効履歴リセット

　パワートレイン（（Ａ）４．８Ｌ　Ｖ８　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　アイドルスパーク

　パワートレイン（（Ａ）４．８Ｌ　Ｖ８　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ａ）４．８Ｌ　Ｖ８　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ａ）４．８Ｌ　Ｖ８　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（Ａ）４．８Ｌ　Ｖ８　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ａ）４．８Ｌ　Ｖ８　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス１

　パワートレイン（（Ａ）４．８Ｌ　Ｖ８　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス２

　パワートレイン（（Ａ）４．８Ｌ　Ｖ８　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス３

　パワートレイン（（Ａ）４．８Ｌ　Ｖ８　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス４

　パワートレイン（（Ａ）４．８Ｌ　Ｖ８　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス５

　パワートレイン（（Ａ）４．８Ｌ　Ｖ８　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス６

　パワートレイン（（Ａ）４．８Ｌ　Ｖ８　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス７

　パワートレイン（（Ａ）４．８Ｌ　Ｖ８　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス８

　パワートレイン（（Ａ）４．８Ｌ　Ｖ８　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　スターターリレー

　パワートレイン（（Ａ）４．８Ｌ　Ｖ８　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　スパーク遅延

　パワートレイン（（Ａ）４．８Ｌ　Ｖ８　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ａ）４．８Ｌ　Ｖ８　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー１

　パワートレイン（（Ａ）４．８Ｌ　Ｖ８　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（Ａ）４．８Ｌ　Ｖ８　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー２、３

　パワートレイン（（Ａ）４．８Ｌ　Ｖ８　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　ループ状態

　パワートレイン（（Ａ）４．８Ｌ　Ｖ８　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター１）

　パワートレイン（（Ａ）４．８Ｌ　Ｖ８　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター２）

　パワートレイン（（Ａ）４．８Ｌ　Ｖ８　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター３）

　パワートレイン（（Ａ）４．８Ｌ　Ｖ８　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター４）

　パワートレイン（（Ａ）４．８Ｌ　Ｖ８　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター５）

　パワートレイン（（Ａ）４．８Ｌ　Ｖ８　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター６）

　パワートレイン（（Ａ）４．８Ｌ　Ｖ８　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター７）

　パワートレイン（（Ａ）４．８Ｌ　Ｖ８　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター８）
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　パワートレイン（（Ａ）４．８Ｌ　Ｖ８　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ａ）４．８Ｌ　Ｖ８　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（Ａ）４．８Ｌ　Ｖ８　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（（Ａ）４．８Ｌ　Ｖ８　Ｌ２０　トランスファーケースコントロールモジュール） 　２ＷＤハイインジケーター

　パワートレイン（（Ａ）４．８Ｌ　Ｖ８　Ｌ２０　トランスファーケースコントロールモジュール） 　２ＷＤハイインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ａ）４．８Ｌ　Ｖ８　Ｌ２０　トランスファーケースコントロールモジュール） 　４ＷＤオートインジケーター

　パワートレイン（（Ａ）４．８Ｌ　Ｖ８　Ｌ２０　トランスファーケースコントロールモジュール） 　４ＷＤハイインジケーター

　パワートレイン（（Ａ）４．８Ｌ　Ｖ８　Ｌ２０　トランスファーケースコントロールモジュール） 　４ＷＤハイインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ａ）４．８Ｌ　Ｖ８　Ｌ２０　トランスファーケースコントロールモジュール） 　４ＷＤローインジケーター

　パワートレイン（（Ａ）４．８Ｌ　Ｖ８　Ｌ２０　トランスファーケースコントロールモジュール） 　４ＷＤローインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ａ）４．８Ｌ　Ｖ８　Ｌ２０　トランスファーケースコントロールモジュール） 　ＡＴＣニュートラルインジケーター

　パワートレイン（（Ａ）４．８Ｌ　Ｖ８　Ｌ２０　トランスファーケースコントロールモジュール） 　ＡＴＣモーター学習

　パワートレイン（（Ａ）４．８Ｌ　Ｖ８　Ｌ２０　トランスファーケースコントロールモジュール） 　ＡＴＣレンジ

　パワートレイン（（Ａ）４．８Ｌ　Ｖ８　Ｌ２０　トランスファーケースコントロールモジュール） 　オート４ＷＤインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ａ）４．８Ｌ　Ｖ８　Ｌ２０　トランスファーケースコントロールモジュール） 　トランスファーケースモーターコントロール

　パワートレイン（（Ａ）４．８Ｌ　Ｖ８　Ｌ２０　トランスファーケースコントロールモジュール） 　トランスファーケースロック

　パワートレイン（（Ａ）４．８Ｌ　Ｖ８　Ｌ２０　トランスファーケースコントロールモジュール） 　ニュートラルインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ａ）４．８Ｌ　Ｖ８　Ｌ２０　トランスファーケースコントロールモジュール） 　フロントアクスルアクチュエーター

　パワートレイン（（Ａ）４．８Ｌ　Ｖ８　Ｌ２０　トランスファーケースコントロールモジュール） 　フロントアクスル係合

　パワートレイン（（Ａ）４．８Ｌ　Ｖ８　Ｌ２０　トランスファーケースコントロールモジュール） 　レンジアクチュエーター

　パワートレイン（（Ａ）４．８Ｌ　Ｖ８　Ｌ２０　トランスファーケースコントロールモジュール） 　レンジアクチュエーターロック

　パワートレイン（（Ａ）４．８Ｌ　Ｖ８　Ｌ２０　トランスミッションコントロールモジュール） 　１－２ソレノイド

　パワートレイン（（Ａ）４．８Ｌ　Ｖ８　Ｌ２０　トランスミッションコントロールモジュール） 　２－３ソレノイド

　パワートレイン（（Ａ）４．８Ｌ　Ｖ８　Ｌ２０　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド

　パワートレイン（（Ａ）４．８Ｌ　Ｖ８　Ｌ２０　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド２

　パワートレイン（（Ａ）４．８Ｌ　Ｖ８　Ｌ２０　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド３

　パワートレイン（（Ａ）４．８Ｌ　Ｖ８　Ｌ２０　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド４

　パワートレイン（（Ａ）４．８Ｌ　Ｖ８　Ｌ２０　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド５

　パワートレイン（（Ａ）４．８Ｌ　Ｖ８　Ｌ２０　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（Ａ）４．８Ｌ　Ｖ８　Ｌ２０　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣ有効ソレノイド

　パワートレイン（（Ａ）４．８Ｌ　Ｖ８　Ｌ２０　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイド１

　パワートレイン（（Ａ）４．８Ｌ　Ｖ８　Ｌ２０　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイド２

　パワートレイン（（Ａ）４．８Ｌ　Ｖ８　Ｌ２０　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッション

　パワートレイン（（Ａ）４．８Ｌ　Ｖ８　Ｌ２０　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応リセット

　パワートレイン（（Ａ）４．８Ｌ　Ｖ８　Ｌ２０　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（（Ａ）４．８Ｌ　Ｖ８　Ｌ２０　トランスミッションコントロールモジュール） 　ライン圧力制御

　パワートレイン（（Ａ）４．８Ｌ　Ｖ８　Ｌ２０　フューエルポンプコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ａ）４．８Ｌ　Ｖ８　Ｌ２０　フューエルポンプコントロールモジュール） 　フューエルポンプトリムリセット

　パワートレイン（（Ａ）４．８Ｌ　Ｖ８　Ｌ２０　フューエルポンプコントロールモジュール） 　燃料プレッシャーコントロール

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　圧縮テスト

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
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　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　エンジン回転数

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　クーリングファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　スターターリレー

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　圧縮テスト

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　エンジン回転数

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　クーリングファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　スターターリレー

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　圧縮テスト

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター



●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2022.10)
システム 項目名

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　圧縮テスト

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　シャーシコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　シャーシコントロールモジュール） 　燃料圧力

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　フューエルポンプ　バージョン　フューエルポンプ） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　フューエルポンプ　バージョン　フューエルポンプ） 　燃料圧力

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　フューエルポンプ　バージョン　フューエルポンプ　アクティブグリルエアシャッター） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　フューエルポンプ　バージョン　フューエルポンプ　アクティブグリルエアシャッター） 　燃料圧力

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　フューエルポンプコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　フューエルポンプコントロールモジュール） 　燃料圧力

　パワートレイン（（Ｂ）１．８Ｌ　Ｌ４　ＬＤＡ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＧＲシステム

　パワートレイン（（Ｂ）１．８Ｌ　Ｌ４　ＬＤＡ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＧＲソレノイド

　パワートレイン（（Ｂ）１．８Ｌ　Ｌ４　ＬＤＡ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｂ）１．８Ｌ　Ｌ４　ＬＤＡ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ｂ）１．８Ｌ　Ｌ４　ＬＤＡ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｂ）１．８Ｌ　Ｌ４　ＬＤＡ　エンジンコントロールモジュール） 　ＩＡＣモーター位置

　パワートレイン（（Ｂ）１．８Ｌ　Ｌ４　ＬＤＡ　エンジンコントロールモジュール） 　ＩＡＣリセット

　パワートレイン（（Ｂ）１．８Ｌ　Ｌ４　ＬＤＡ　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｂ）１．８Ｌ　Ｌ４　ＬＤＡ　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｂ）１．８Ｌ　Ｌ４　ＬＤＡ　エンジンコントロールモジュール） 　スパーク遅延

　パワートレイン（（Ｂ）１．８Ｌ　Ｌ４　ＬＤＡ　エンジンコントロールモジュール） 　ファンＨｉｇｈ

　パワートレイン（（Ｂ）１．８Ｌ　Ｌ４　ＬＤＡ　エンジンコントロールモジュール） 　ファンＬｏｗ

　パワートレイン（（Ｂ）１．８Ｌ　Ｌ４　ＬＤＡ　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｂ）１．８Ｌ　Ｌ４　ＬＤＡ　エンジンコントロールモジュール） 　ループ状態

　パワートレイン（（Ｂ）１．８Ｌ　Ｌ４　ＬＤＡ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターテスト１

　パワートレイン（（Ｂ）１．８Ｌ　Ｌ４　ＬＤＡ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターテスト２

　パワートレイン（（Ｂ）１．８Ｌ　Ｌ４　ＬＤＡ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターテスト３

　パワートレイン（（Ｂ）１．８Ｌ　Ｌ４　ＬＤＡ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターテスト４

　パワートレイン（（Ｂ）１．８Ｌ　Ｌ４　ＬＤＡ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｂ）１．８Ｌ　Ｌ４　ＬＤＡ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（Ｂ）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＥ８　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｂ）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＥ８　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ｂ）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＥ８　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｂ）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＥ８　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｂ）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＥ８　エンジンコントロールモジュール） 　ＲＶＳ無効履歴リセット

　パワートレイン（（Ｂ）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＥ８　エンジンコントロールモジュール） 　アイドルスパーク
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　パワートレイン（（Ｂ）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＥ８　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｂ）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＥ８　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ｂ）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＥ８　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（Ｂ）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＥ８　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｂ）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＥ８　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス１

　パワートレイン（（Ｂ）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＥ８　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス２

　パワートレイン（（Ｂ）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＥ８　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス３

　パワートレイン（（Ｂ）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＥ８　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス４

　パワートレイン（（Ｂ）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＥ８　エンジンコントロールモジュール） 　スターターリレー

　パワートレイン（（Ｂ）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＥ８　エンジンコントロールモジュール） 　スパーク遅延

　パワートレイン（（Ｂ）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＥ８　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｂ）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＥ８　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー

　パワートレイン（（Ｂ）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＥ８　エンジンコントロールモジュール） 　ループ状態

　パワートレイン（（Ｂ）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＥ８　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーターソレノイド（バンク１）

　パワートレイン（（Ｂ）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＥ８　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス１

　パワートレイン（（Ｂ）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＥ８　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス２

　パワートレイン（（Ｂ）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＥ８　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス３

　パワートレイン（（Ｂ）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＥ８　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス４

　パワートレイン（（Ｂ）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＥ８　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｂ）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＥ８　エンジンコントロールモジュール） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（Ｂ）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＥ８　エンジンコントロールモジュール） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（（Ｂ）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＥ８　エンジンコントロールモジュール） 　排気側ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーターソレノイド（バンク１）

　パワートレイン（（Ｂ）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＥ８　トランスミッションコントロールモジュール） 　１－２ソレノイド

　パワートレイン（（Ｂ）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＥ８　トランスミッションコントロールモジュール） 　２－３ソレノイド

　パワートレイン（（Ｂ）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＥ８　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（Ｂ）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＥ８　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッション

　パワートレイン（（Ｂ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｂ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ｂ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｂ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｂ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１センサー１）

　パワートレイン（（Ｂ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１センサー２）

　パワートレイン（（Ｂ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　ＲＶＳ無効履歴リセット

　パワートレイン（（Ｂ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　アイドルスパーク

　パワートレイン（（Ｂ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｂ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　エアシステム

　パワートレイン（（Ｂ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　エアソレノイド

　パワートレイン（（Ｂ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　エアポンプリレー

　パワートレイン（（Ｂ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ｂ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（Ｂ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｂ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス１

　パワートレイン（（Ｂ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス２

　パワートレイン（（Ｂ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス３

　パワートレイン（（Ｂ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス４

　パワートレイン（（Ｂ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　スターターリレー

　パワートレイン（（Ｂ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　スパーク遅延

　パワートレイン（（Ｂ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｂ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｂ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｂ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｂ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｂ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー１

　パワートレイン（（Ｂ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（Ｂ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー２

　パワートレイン（（Ｂ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー２、３

　パワートレイン（（Ｂ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　ループ状態

　パワートレイン（（Ｂ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーターソレノイド（バンク１）

　パワートレイン（（Ｂ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｂ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター１）

　パワートレイン（（Ｂ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター２）

　パワートレイン（（Ｂ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター３）

　パワートレイン（（Ｂ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター４）

　パワートレイン（（Ｂ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス１

　パワートレイン（（Ｂ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス２

　パワートレイン（（Ｂ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス３

　パワートレイン（（Ｂ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス４

　パワートレイン（（Ｂ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｂ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｂ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（Ｂ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　排気側ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーターソレノイド（バンク１）

　パワートレイン（（Ｂ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｂ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　トランスミッションコントロールモジュール　４速） 　１－２ソレノイド

　パワートレイン（（Ｂ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　トランスミッションコントロールモジュール　４速） 　２－３ソレノイド
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システム 項目名

　パワートレイン（（Ｂ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　トランスミッションコントロールモジュール　４速） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド

　パワートレイン（（Ｂ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　トランスミッションコントロールモジュール　４速） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（Ｂ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　トランスミッションコントロールモジュール　４速） 　シフトトランスミッション

　パワートレイン（（Ｂ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　トランスミッションコントロールモジュール　４速） 　トランスミッション適応リセット

　パワートレイン（（Ｂ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド２

　パワートレイン（（Ｂ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド３

　パワートレイン（（Ｂ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド４

　パワートレイン（（Ｂ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド５

　パワートレイン（（Ｂ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（Ｂ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　トランスミッションコントロールモジュール　６速）
　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｓｏｌ．　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｔｅｓｔ　Ｌｉｎｅ　Ｐｒｅｓｓｕ
ｒｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ

　パワートレイン（（Ｂ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　トランスミッションコントロールモジュール　６速）
　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｓｏｌ．　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｔｅｓｔ　ＰＣ　Ｓｏｌｅｎｏｉｄ
２

　パワートレイン（（Ｂ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　トランスミッションコントロールモジュール　６速）
　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｓｏｌ．　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｔｅｓｔ　ＰＣ　Ｓｏｌｅｎｏｉｄ
３

　パワートレイン（（Ｂ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　トランスミッションコントロールモジュール　６速）
　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｓｏｌ．　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｔｅｓｔ　ＰＣ　Ｓｏｌｅｎｏｉｄ
４

　パワートレイン（（Ｂ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　トランスミッションコントロールモジュール　６速）
　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｓｏｌ．　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｔｅｓｔ　ＰＣ　Ｓｏｌｅｎｏｉｄ
５

　パワートレイン（（Ｂ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　トランスミッションコントロールモジュール　６速）
　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｓｏｌ．　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｔｅｓｔ　Ｓｈｉｆｔ　Ｓｏｌｅｎ
ｏｉｄ　１

　パワートレイン（（Ｂ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　トランスミッションコントロールモジュール　６速）
　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｓｏｌ．　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｔｅｓｔ　ＴＣＣ　Ｃｏｎｔｒｏｌ
Ｓｏｌｅｎｏｉｄ

　パワートレイン（（Ｂ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　シフトソレノイド１

　パワートレイン（（Ｂ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（（Ｂ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　トランスミッションコントロールモジュール） 　１－２ソレノイド

　パワートレイン（（Ｂ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　トランスミッションコントロールモジュール） 　２－３ソレノイド

　パワートレイン（（Ｂ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド

　パワートレイン（（Ｂ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド２

　パワートレイン（（Ｂ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド３

　パワートレイン（（Ｂ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド４

　パワートレイン（（Ｂ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド５

　パワートレイン（（Ｂ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（Ｂ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　トランスミッションコントロールモジュール）
　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｓｏｌ．　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｔｅｓｔ　Ｌｉｎｅ　Ｐｒｅｓｓｕ
ｒｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ

　パワートレイン（（Ｂ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　トランスミッションコントロールモジュール）
　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｓｏｌ．　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｔｅｓｔ　ＰＣ　Ｓｏｌｅｎｏｉｄ
２

　パワートレイン（（Ｂ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　トランスミッションコントロールモジュール）
　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｓｏｌ．　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｔｅｓｔ　ＰＣ　Ｓｏｌｅｎｏｉｄ
３

　パワートレイン（（Ｂ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　トランスミッションコントロールモジュール）
　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｓｏｌ．　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｔｅｓｔ　ＰＣ　Ｓｏｌｅｎｏｉｄ
４

　パワートレイン（（Ｂ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　トランスミッションコントロールモジュール）
　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｓｏｌ．　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｔｅｓｔ　ＰＣ　Ｓｏｌｅｎｏｉｄ
５

　パワートレイン（（Ｂ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　トランスミッションコントロールモジュール）
　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｓｏｌ．　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｔｅｓｔ　Ｓｈｉｆｔ　Ｓｏｌｅｎ
ｏｉｄ　１

　パワートレイン（（Ｂ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　トランスミッションコントロールモジュール）
　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｓｏｌ．　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｔｅｓｔ　ＴＣＣ　Ｃｏｎｔｒｏｌ
Ｓｏｌｅｎｏｉｄ

　パワートレイン（（Ｂ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイド１

　パワートレイン（（Ｂ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッション

　パワートレイン（（Ｂ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応リセット

　パワートレイン（（Ｂ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（（Ｂ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ３３　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｂ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ３３　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ｂ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ３３　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｂ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ３３　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｂ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ３３　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーターコントロール

　パワートレイン（（Ｂ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ３３　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｂ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ３３　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（Ｂ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ３３　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｂ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ３３　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｂ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ３３　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｂ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ３３　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｂ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ３３　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー５）

　パワートレイン（（Ｂ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ３３　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー６）

　パワートレイン（（Ｂ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ３３　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー７）

　パワートレイン（（Ｂ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ３３　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー８）

　パワートレイン（（Ｂ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ３３　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー１

　パワートレイン（（Ｂ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ３３　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（Ｂ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ３３　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー２、３

　パワートレイン（（Ｂ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ３３　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｂ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ３３　エンジンコントロールモジュール） 　ループ状態

　パワートレイン（（Ｂ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ３３　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｂ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ３３　エンジンコントロールモジュール） 　燃料計

　パワートレイン（（Ｂ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ３３　オートトランスファーケース） 　２ＷＤハイインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｂ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ３３　オートトランスファーケース） 　４ＷＤハイインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｂ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ３３　オートトランスファーケース） 　４ＷＤローインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｂ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ３３　オートトランスファーケース） 　ＡＴＣモーターＡコントロール

　パワートレイン（（Ｂ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ３３　オートトランスファーケース） 　ＡＴＣモーターＢコントロール

　パワートレイン（（Ｂ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ３３　オートトランスファーケース） 　オート４ＷＤインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｂ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ３３　オートトランスファーケース） 　トランスファーケースロック

　パワートレイン（（Ｂ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ３３　オートトランスファーケース） 　ニュートラルインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｂ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ３３　オートトランスファーケース） 　フロントアクスル係合

　パワートレイン（（Ｂ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ３３　トランスミッションコントロールモジュール） 　１－２ソレノイド

　パワートレイン（（Ｂ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ３３　トランスミッションコントロールモジュール） 　２－３ソレノイド

　パワートレイン（（Ｂ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ３３　トランスミッションコントロールモジュール） 　３－２ダウンシフトソレノイド

　パワートレイン（（Ｂ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ３３　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド

　パワートレイン（（Ｂ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ３３　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（Ｂ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ３３　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣ有効
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システム 項目名

　パワートレイン（（Ｂ）６．０Ｌ　ＬＣ８　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｂ）６．０Ｌ　ＬＣ８　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｂ）６．０Ｌ　ＬＣ８　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｂ）６．０Ｌ　ＬＣ８　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｂ）６．０Ｌ　ＬＣ８　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー１）

　パワートレイン（（Ｂ）６．０Ｌ　ＬＣ８　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー２）

　パワートレイン（（Ｂ）６．０Ｌ　ＬＣ８　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー１）

　パワートレイン（（Ｂ）６．０Ｌ　ＬＣ８　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー２）

　パワートレイン（（Ｂ）６．０Ｌ　ＬＣ８　エンジンコントロールモジュール） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（（Ｂ）６．０Ｌ　ＬＣ８　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（Ｂ）６．０Ｌ　ＬＣ８　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ｂ）６．０Ｌ　ＬＣ８　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数

　パワートレイン（（Ｂ）６．０Ｌ　ＬＣ８　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｂ）６．０Ｌ　ＬＣ８　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（（Ｂ）６．０Ｌ　ＬＣ８　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（（Ｂ）６．０Ｌ　ＬＣ８　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（（Ｂ）６．０Ｌ　ＬＣ８　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（（Ｂ）６．０Ｌ　ＬＣ８　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス５インジェクター

　パワートレイン（（Ｂ）６．０Ｌ　ＬＣ８　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス６インジェクター

　パワートレイン（（Ｂ）６．０Ｌ　ＬＣ８　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス７インジェクター

　パワートレイン（（Ｂ）６．０Ｌ　ＬＣ８　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス８インジェクター

　パワートレイン（（Ｂ）６．０Ｌ　ＬＣ８　エンジンコントロールモジュール） 　スターターリレー

　パワートレイン（（Ｂ）６．０Ｌ　ＬＣ８　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｂ）６．０Ｌ　ＬＣ８　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ２リレー

　パワートレイン（（Ｂ）６．０Ｌ　ＬＣ８　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｂ）６．０Ｌ　ＬＣ８　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス１インジェクター

　パワートレイン（（Ｂ）６．０Ｌ　ＬＣ８　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス２インジェクター

　パワートレイン（（Ｂ）６．０Ｌ　ＬＣ８　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス３インジェクター

　パワートレイン（（Ｂ）６．０Ｌ　ＬＣ８　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス４インジェクター

　パワートレイン（（Ｂ）６．０Ｌ　ＬＣ８　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス５インジェクター

　パワートレイン（（Ｂ）６．０Ｌ　ＬＣ８　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス６インジェクター

　パワートレイン（（Ｂ）６．０Ｌ　ＬＣ８　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス７インジェクター

　パワートレイン（（Ｂ）６．０Ｌ　ＬＣ８　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス８インジェクター

　パワートレイン（（Ｂ）６．０Ｌ　ＬＣ８　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｂ）６．０Ｌ　ＬＣ８　エンジンコントロールモジュール） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（Ｂ）６．０Ｌ　ＬＣ８　エンジンコントロールモジュール） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（（Ｂ）６．０Ｌ　ＬＣ８　エンジンコントロールモジュール） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（（Ｂ）６．０Ｌ　ＬＣ８　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｂ）６．０Ｌ　ＬＣ８　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｂ）６．０Ｌ　ＬＣ８　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１

　パワートレイン（（Ｂ）６．０Ｌ　ＬＣ８　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｂ）６．０Ｌ　ＬＣ８　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ２

　パワートレイン（（Ｂ）６．０Ｌ　ＬＣ８　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ２パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｂ）６．０Ｌ　ＬＣ８　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（（Ｂ）６．０Ｌ　ＬＣ８　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（（Ｂ）６．０Ｌ　ＬＣ８　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（（Ｂ）６．０Ｌ　ＬＣ８　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｂ）６．０Ｌ　ＬＣ８　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（（Ｂ）６．０Ｌ　ＬＣ８　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｂ）６．０Ｌ　ＬＣ８　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（（Ｂ）６．０Ｌ　ＬＣ８　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｂ）６．０Ｌ　ＬＣ８　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（（Ｂ）６．０Ｌ　ＬＣ８　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｂ）６．０Ｌ　ＬＣ８　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｂ）６．０Ｌ　ＬＣ８　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｂ）６．０Ｌ　ＬＣ８　フューエルインジェクター　コントロールモジュール） 　ＣＮＧカットオフソレノイドバルブ１

　パワートレイン（（Ｂ）６．０Ｌ　ＬＣ８　フューエルインジェクター　コントロールモジュール） 　ＣＮＧカットオフソレノイドバルブ２

　パワートレイン（（Ｂ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＣ８　ＣＮＧ（圧縮天然ガス）コントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｂ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＣ８　ＣＮＧ（圧縮天然ガス）コントロールモジュール） 　フューエルポンプトリムリセット

　パワートレイン（（Ｂ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＣ８　ＣＮＧ（圧縮天然ガス）コントロールモジュール） 　燃料プレッシャーコントロール

　パワートレイン（（Ｂ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＣ８　エンジンコントロールモジュール） 　ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター

　パワートレイン（（Ｂ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＣ８　エンジンコントロールモジュール） 　ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーターソレノイド

　パワートレイン（（Ｂ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＣ８　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｂ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＣ８　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ｂ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＣ８　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｂ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＣ８　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｂ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＣ８　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１センサー１）

　パワートレイン（（Ｂ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＣ８　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１センサー２）

　パワートレイン（（Ｂ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＣ８　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２センサー１）

　パワートレイン（（Ｂ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＣ８　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２センサー２）

　パワートレイン（（Ｂ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＣ８　エンジンコントロールモジュール） 　ＲＶＳ無効履歴リセット

　パワートレイン（（Ｂ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＣ８　エンジンコントロールモジュール） 　アイドルスパーク

　パワートレイン（（Ｂ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＣ８　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｂ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＣ８　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー
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　パワートレイン（（Ｂ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＣ８　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（Ｂ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＣ８　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｂ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＣ８　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス１

　パワートレイン（（Ｂ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＣ８　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス２

　パワートレイン（（Ｂ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＣ８　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス３

　パワートレイン（（Ｂ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＣ８　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス４

　パワートレイン（（Ｂ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＣ８　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス５

　パワートレイン（（Ｂ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＣ８　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス６

　パワートレイン（（Ｂ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＣ８　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス７

　パワートレイン（（Ｂ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＣ８　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス８

　パワートレイン（（Ｂ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＣ８　エンジンコントロールモジュール） 　スターターリレー

　パワートレイン（（Ｂ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＣ８　エンジンコントロールモジュール） 　スパーク遅延

　パワートレイン（（Ｂ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＣ８　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｂ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＣ８　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ２リレー

　パワートレイン（（Ｂ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＣ８　エンジンコントロールモジュール） 　ループ状態

　パワートレイン（（Ｂ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＣ８　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター１）

　パワートレイン（（Ｂ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＣ８　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター２）

　パワートレイン（（Ｂ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＣ８　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター３）

　パワートレイン（（Ｂ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＣ８　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター４）

　パワートレイン（（Ｂ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＣ８　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター５）

　パワートレイン（（Ｂ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＣ８　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター６）

　パワートレイン（（Ｂ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＣ８　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター７）

　パワートレイン（（Ｂ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＣ８　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター８）

　パワートレイン（（Ｂ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＣ８　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｂ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＣ８　エンジンコントロールモジュール） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（Ｂ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＣ８　エンジンコントロールモジュール） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（（Ｂ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＣ８　トランスファーケースコントロールモジュール） 　２ＷＤハイインジケーター

　パワートレイン（（Ｂ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＣ８　トランスファーケースコントロールモジュール） 　４ＷＤハイインジケーター

　パワートレイン（（Ｂ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＣ８　トランスファーケースコントロールモジュール） 　４ＷＤローインジケーター

　パワートレイン（（Ｂ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＣ８　トランスファーケースコントロールモジュール） 　ＡＴＣニュートラルインジケーター

　パワートレイン（（Ｂ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＣ８　トランスファーケースコントロールモジュール） 　ＡＴＣレンジ

　パワートレイン（（Ｂ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＣ８　トランスファーケースコントロールモジュール） 　フロントアクスルアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｂ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＣ８　トランスファーケースコントロールモジュール） 　レンジアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｂ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＣ８　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド２

　パワートレイン（（Ｂ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＣ８　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド３

　パワートレイン（（Ｂ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＣ８　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド４

　パワートレイン（（Ｂ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＣ８　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド５

　パワートレイン（（Ｂ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＣ８　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（Ｂ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＣ８　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイド１

　パワートレイン（（Ｂ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＣ８　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイド２

　パワートレイン（（Ｂ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＣ８　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッション

　パワートレイン（（Ｂ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＣ８　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応リセット

　パワートレイン（（Ｂ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＣ８　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（（Ｂ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＣ８　トランスミッションコントロールモジュール） 　ライン圧力制御

　パワートレイン（（Ｃ）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｃ）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｃ）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｃ）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｃ）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｃ）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｃ）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｃ）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｃ）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（Ｃ）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（（Ｃ）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（（Ｃ）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（（Ｃ）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（Ｃ）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（（Ｃ）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｃ）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（（Ｃ）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｃ）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｃ）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｃ）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　圧縮テスト

　パワートレイン（（Ｃ）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｃ）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｃ）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｃ）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（Ｃ）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（（Ｃ）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｃ）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｃ）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｃ）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｃ）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ
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システム 項目名

　パワートレイン（（Ｃ）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｃ）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｃ）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｃ）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｃ）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｃ）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（Ｃ）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（（Ｃ）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（（Ｃ）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（（Ｃ）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（Ｃ）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（（Ｃ）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｃ）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（（Ｃ）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｃ）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｃ）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｃ）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　圧縮テスト

　パワートレイン（（Ｃ）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｃ）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｃ）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｃ）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（Ｃ）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（（Ｃ）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｃ）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｃ）１．４Ｌ　ＬＵＪ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｃ）１．４Ｌ　ＬＵＪ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｃ）１．４Ｌ　ＬＵＪ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｃ）１．４Ｌ　ＬＵＪ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｃ）１．４Ｌ　ＬＵＪ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（（Ｃ）１．４Ｌ　ＬＵＪ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（（Ｃ）１．４Ｌ　ＬＵＪ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（（Ｃ）１．４Ｌ　ＬＵＪ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｃ）１．４Ｌ　ＬＵＪ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（（Ｃ）１．４Ｌ　ＬＵＪ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｃ）１．４Ｌ　ＬＵＪ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（（Ｃ）１．４Ｌ　ＬＵＪ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｃ）１．４Ｌ　ＬＵＪ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（（Ｃ）１．４Ｌ　ＬＵＪ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｃ）１．４Ｌ　ＬＵＪ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｃ）１．４Ｌ　ＬＵＪ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｃ）１．４Ｌ　ＬＵＪ　フューエルポンプコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｃ）１．４Ｌ　ＬＵＪ　フューエルポンプコントロールモジュール） 　燃料圧力

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンエッジ　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンエッジ　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンエッジ　オートマチックトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンエッジ　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンエッジ　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンエッジ　オートマチックトランスミッション） 　イグニッションコイル（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンエッジ　オートマチックトランスミッション） 　イグニッションコイル（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンエッジ　オートマチックトランスミッション） 　イグニッションコイル（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンエッジ　オートマチックトランスミッション） 　イグニッションコイル（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンエッジ　オートマチックトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンエッジ　オートマチックトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンエッジ　オートマチックトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンエッジ　オートマチックトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンエッジ　オートマチックトランスミッション） 　インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンエッジ　オートマチックトランスミッション） 　エアコンクラッチリレー

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンエッジ　オートマチックトランスミッション） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンエッジ　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンエッジ　オートマチックトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンエッジ　オートマチックトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンエッジ　オートマチックトランスミッション） 　圧縮テスト

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンエッジ　オートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンエッジ　オートマチックトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンエッジ　オートマチックトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンエッジ　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンエッジ　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンエッジ　マニュアルトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンエッジ　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンエッジ　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンエッジ　マニュアルトランスミッション） 　イグニッションコイル（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンエッジ　マニュアルトランスミッション） 　イグニッションコイル（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンエッジ　マニュアルトランスミッション） 　イグニッションコイル（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンエッジ　マニュアルトランスミッション） 　イグニッションコイル（シリンダー４）
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　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンエッジ　マニュアルトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンエッジ　マニュアルトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンエッジ　マニュアルトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンエッジ　マニュアルトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンエッジ　マニュアルトランスミッション） 　インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンエッジ　マニュアルトランスミッション） 　エアコンクラッチリレー

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンエッジ　マニュアルトランスミッション） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンエッジ　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンエッジ　マニュアルトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンエッジ　マニュアルトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンエッジ　マニュアルトランスミッション） 　圧縮テスト

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンエッジ　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンエッジ　マニュアルトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンエッジ　マニュアルトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンフェイス　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンフェイス　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンフェイス　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ
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　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンフェイス　オートマチックトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンフェイス　オートマチックトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンフェイス　オートマチックトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンフェイス　オートマチックトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンフェイス　オートマチックトランスミッション） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンフェイス　オートマチックトランスミッション） 　インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンフェイス　オートマチックトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンフェイス　オートマチックトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンフェイス　オートマチックトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンフェイス　オートマチックトランスミッション） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンフェイス　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンフェイス　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンフェイス　オートマチックトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンフェイス　オートマチックトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンフェイス　オートマチックトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンフェイス　オートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンフェイス　オートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンフェイス　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンフェイス　オートマチックトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンフェイス　オートマチックトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンフェイス　オートマチックトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンフェイス　オートマチックトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンフェイス　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンフェイス　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンフェイス　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンフェイス　マニュアルトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンフェイス　マニュアルトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンフェイス　マニュアルトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンフェイス　マニュアルトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンフェイス　マニュアルトランスミッション） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンフェイス　マニュアルトランスミッション） 　インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンフェイス　マニュアルトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンフェイス　マニュアルトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンフェイス　マニュアルトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンフェイス　マニュアルトランスミッション） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンフェイス　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンフェイス　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンフェイス　マニュアルトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンフェイス　マニュアルトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンフェイス　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンフェイス　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンフェイス　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンフェイス　マニュアルトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンフェイス　マニュアルトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンフェイス　マニュアルトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンフェイス　マニュアルトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　シャーシコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　シャーシコントロールモジュール） 　燃料圧力

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　フューエルポンプ　バージョン　フューエルポンプ） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　フューエルポンプ　バージョン　フューエルポンプ） 　燃料圧力

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　フューエルポンプ　バージョン　フューエルポンプ　アクティブグリルエアシャッター） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　フューエルポンプ　バージョン　フューエルポンプ　アクティブグリルエアシャッター） 　燃料圧力

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　フューエルポンプコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　フューエルポンプコントロールモジュール） 　燃料圧力

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＧＲクーラーバイパスバルブ

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＧＲバルブ

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）
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　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン回転数／スロットル

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン油圧制御ソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン冷却ポンプクラッチリレー

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー３

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　グロープラグ（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　グロープラグ（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　グロープラグ（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　グロープラグ（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　グロープラグセルフテスト

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ターボチャージャーベーンポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　プライムフューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気フローバルブモーター

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気フローバルブ位置

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料ヒーターリレー

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料レール圧力

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＧＲクーラーバイパスバルブ

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＧＲバルブ

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン回転数／スロットル

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン油圧制御ソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン冷却ポンプクラッチリレー

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー３

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　グロープラグ（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　グロープラグ（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　グロープラグ（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　グロープラグ（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　グロープラグセルフテスト

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ターボチャージャーベーンポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　プライムフューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気フローバルブモーター

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気フローバルブ位置

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料ヒーターリレー

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料レール圧力

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＶＬ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＶＬ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＶＬ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＶＬ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＶＬ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＶＬ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＶＬ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＶＬ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＶＬ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＶＬ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＶＬ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＶＬ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＶＬ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＶＬ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＶＬ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＶＬ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｃ）２．０Ｌ　Ｌ４　Ｌ３４　ＴＺ２なし　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＧＲソレノイド

　パワートレイン（（Ｃ）２．０Ｌ　Ｌ４　Ｌ３４　ＴＺ２なし　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰタンクプレッシャーコントロールソレノイド
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　パワートレイン（（Ｃ）２．０Ｌ　Ｌ４　Ｌ３４　ＴＺ２なし　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ｃ）２．０Ｌ　Ｌ４　Ｌ３４　ＴＺ２なし　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｃ）２．０Ｌ　Ｌ４　Ｌ３４　ＴＺ２なし　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｃ）２．０Ｌ　Ｌ４　Ｌ３４　ＴＺ２なし　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（Ｃ）２．０Ｌ　Ｌ４　Ｌ３４　ＴＺ２なし　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファン

　パワートレイン（（Ｃ）２．０Ｌ　Ｌ４　Ｌ３４　ＴＺ２なし　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｃ）２．０Ｌ　Ｌ４　Ｌ３４　ＴＺ２なし　エンジンコントロールモジュール） 　ループ状態

　パワートレイン（（Ｃ）２．０Ｌ　Ｌ４　Ｌ３４　ＴＺ２なし　エンジンコントロールモジュール） 　固定スパーク

　パワートレイン（（Ｃ）２．０Ｌ　Ｌ４　Ｌ３４　ＴＺ２付き　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＧＲソレノイド

　パワートレイン（（Ｃ）２．０Ｌ　Ｌ４　Ｌ３４　ＴＺ２付き　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ｃ）２．０Ｌ　Ｌ４　Ｌ３４　ＴＺ２付き　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｃ）２．０Ｌ　Ｌ４　Ｌ３４　ＴＺ２付き　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｃ）２．０Ｌ　Ｌ４　Ｌ３４　ＴＺ２付き　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（Ｃ）２．０Ｌ　Ｌ４　Ｌ３４　ＴＺ２付き　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｃ）２．０Ｌ　Ｌ４　Ｌ３４　ＴＺ２付き　エンジンコントロールモジュール） 　ラジエータファン

　パワートレイン（（Ｃ）２．０Ｌ　Ｌ４　Ｌ３４　ＴＺ２付き　エンジンコントロールモジュール） 　ループ状態

　パワートレイン（（Ｃ）２．０Ｌ　Ｌ４　Ｌ３４　ＴＺ２付き　エンジンコントロールモジュール） 　固定スパーク

　パワートレイン（（Ｃ）２．０Ｌ　Ｌ４　Ｌ３４　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＧＲソレノイド

　パワートレイン（（Ｃ）２．０Ｌ　Ｌ４　Ｌ３４　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰタンクプレッシャーコントロールソレノイド

　パワートレイン（（Ｃ）２．０Ｌ　Ｌ４　Ｌ３４　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ｃ）２．０Ｌ　Ｌ４　Ｌ３４　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｃ）２．０Ｌ　Ｌ４　Ｌ３４　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｃ）２．０Ｌ　Ｌ４　Ｌ３４　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（Ｃ）２．０Ｌ　Ｌ４　Ｌ３４　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファン

　パワートレイン（（Ｃ）２．０Ｌ　Ｌ４　Ｌ３４　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｃ）２．０Ｌ　Ｌ４　Ｌ３４　エンジンコントロールモジュール） 　ラジエータファン

　パワートレイン（（Ｃ）２．０Ｌ　Ｌ４　Ｌ３４　エンジンコントロールモジュール） 　ループ状態

　パワートレイン（（Ｃ）２．０Ｌ　Ｌ４　Ｌ３４　エンジンコントロールモジュール） 　固定スパーク

　パワートレイン（（Ｃ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｃ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｃ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｃ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｃ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（（Ｃ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（（Ｃ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル点火時期

　パワートレイン（（Ｃ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（Ｃ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ｃ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数

　パワートレイン（（Ｃ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（（Ｃ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー１、２

　パワートレイン（（Ｃ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（Ｃ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（（Ｃ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（（Ｃ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｃ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｃ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｃ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｃ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｃ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　スターターリレー

　パワートレイン（（Ｃ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｃ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　セカンダリーエアインジェクションソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｃ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　セカンダリーエアインジェクションポンプリレー

　パワートレイン（（Ｃ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（（Ｃ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　圧縮テスト

　パワートレイン（（Ｃ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｃ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　点火時期遅延

　パワートレイン（（Ｃ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｃ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｃ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｃ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｃ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料システム減圧

　パワートレイン（（Ｃ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｃ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料圧力

　パワートレイン（（Ｃ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料圧力レギュレーター

　パワートレイン（（Ｃ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（（Ｃ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（（Ｃ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｃ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｃ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｃ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｃ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｃ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（（Ｃ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（（Ｃ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２
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　パワートレイン（（Ｃ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｃ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（（Ｃ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｃ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（（Ｃ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｃ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（（Ｃ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｃ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｃ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｃ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　フューエルポンプコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｃ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　フューエルポンプコントロールモジュール） 　燃料圧力

　パワートレイン（（Ｃ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＹ２　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｃ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＹ２　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ｃ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＹ２　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｃ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＹ２　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｃ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＹ２　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１センサー１）

　パワートレイン（（Ｃ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＹ２　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１センサー２）

　パワートレイン（（Ｃ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＹ２　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２センサー１）

　パワートレイン（（Ｃ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＹ２　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２センサー２）

　パワートレイン（（Ｃ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＹ２　エンジンコントロールモジュール） 　ＲＶＳ無効履歴リセット

　パワートレイン（（Ｃ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＹ２　エンジンコントロールモジュール） 　アイドルスパーク

　パワートレイン（（Ｃ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＹ２　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｃ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＹ２　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ｃ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＹ２　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（Ｃ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＹ２　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｃ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＹ２　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス１

　パワートレイン（（Ｃ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＹ２　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス２

　パワートレイン（（Ｃ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＹ２　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス３

　パワートレイン（（Ｃ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＹ２　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス４

　パワートレイン（（Ｃ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＹ２　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス５

　パワートレイン（（Ｃ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＹ２　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス６

　パワートレイン（（Ｃ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＹ２　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス７

　パワートレイン（（Ｃ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＹ２　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス８

　パワートレイン（（Ｃ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＹ２　エンジンコントロールモジュール） 　スターターリレー

　パワートレイン（（Ｃ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＹ２　エンジンコントロールモジュール） 　スパーク遅延

　パワートレイン（（Ｃ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＹ２　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｃ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＹ２　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー１

　パワートレイン（（Ｃ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＹ２　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（Ｃ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＹ２　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー２、３

　パワートレイン（（Ｃ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＹ２　エンジンコントロールモジュール） 　ループ状態

　パワートレイン（（Ｃ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＹ２　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター１）

　パワートレイン（（Ｃ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＹ２　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター２）

　パワートレイン（（Ｃ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＹ２　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター３）

　パワートレイン（（Ｃ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＹ２　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター４）

　パワートレイン（（Ｃ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＹ２　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター５）

　パワートレイン（（Ｃ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＹ２　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター６）

　パワートレイン（（Ｃ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＹ２　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター７）

　パワートレイン（（Ｃ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＹ２　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター８）

　パワートレイン（（Ｃ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＹ２　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｃ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＹ２　エンジンコントロールモジュール） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（Ｃ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＹ２　トランスファーケースコントロールモジュール） 　２ＷＤハイインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｃ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＹ２　トランスファーケースコントロールモジュール） 　４ＷＤハイインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｃ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＹ２　トランスファーケースコントロールモジュール） 　４ＷＤローインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｃ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＹ２　トランスファーケースコントロールモジュール） 　ＡＴＣモーター学習

　パワートレイン（（Ｃ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＹ２　トランスファーケースコントロールモジュール） 　オート４ＷＤインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｃ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＹ２　トランスファーケースコントロールモジュール） 　クラッチリセット手順

　パワートレイン（（Ｃ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＹ２　トランスファーケースコントロールモジュール） 　トランスファーケースモーターコントロール

　パワートレイン（（Ｃ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＹ２　トランスファーケースコントロールモジュール） 　トランスファーケースロック

　パワートレイン（（Ｃ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＹ２　トランスファーケースコントロールモジュール） 　ニュートラルインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｃ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＹ２　トランスファーケースコントロールモジュール） 　フロントアクスル係合

　パワートレイン（（Ｃ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＹ２　トランスミッションコントロールモジュール） 　１－２ソレノイド

　パワートレイン（（Ｃ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＹ２　トランスミッションコントロールモジュール） 　２－３ソレノイド

　パワートレイン（（Ｃ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＹ２　トランスミッションコントロールモジュール） 　３－２ダウンシフトソレノイド

　パワートレイン（（Ｃ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＹ２　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド

　パワートレイン（（Ｃ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＹ２　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（Ｃ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＹ２　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣ有効ソレノイド

　パワートレイン（（Ｃ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＹ２　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッション

　パワートレイン（（Ｃ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＹ２　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応リセット

　パワートレイン（（Ｃ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＹ２　フューエルポンプコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｃ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＹ２　フューエルポンプコントロールモジュール） 　フューエルポンプトリムリセット

　パワートレイン（（Ｃ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＹ２　フューエルポンプコントロールモジュール） 　燃料プレッシャーコントロール

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｌ８３　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｌ８３　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｌ８３　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ
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　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｌ８３　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｌ８３　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー１）

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｌ８３　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー２）

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｌ８３　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー１）

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｌ８３　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー２）

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｌ８３　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル点火時期

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｌ８３　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｌ８３　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｌ８３　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｌ８３　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン油圧制御ソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｌ８３　エンジンコントロールモジュール） 　カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｌ８３　エンジンコントロールモジュール） 　カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｌ８３　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファン

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｌ８３　エンジンコントロールモジュール） 　グリルエアシャッター１作動

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｌ８３　エンジンコントロールモジュール） 　グリルエアシャッター２作動

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｌ８３　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｌ８３　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｌ８３　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｌ８３　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｌ８３　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｌ８３　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス５インジェクター

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｌ８３　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス６インジェクター

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｌ８３　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス７インジェクター

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｌ８３　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス８インジェクター

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｌ８３　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダー休止（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｌ８３　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダー休止（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｌ８３　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダー休止（シリンダー６）

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｌ８３　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダー休止（シリンダー７）

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｌ８３　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダー休止システム

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｌ８３　エンジンコントロールモジュール） 　スターターリレー

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｌ８３　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｌ８３　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｌ８３　エンジンコントロールモジュール） 　圧縮テスト

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｌ８３　エンジンコントロールモジュール） 　点火時期遅延

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｌ８３　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス１インジェクター

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｌ８３　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス２インジェクター

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｌ８３　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス３インジェクター

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｌ８３　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス４インジェクター

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｌ８３　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス５インジェクター

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｌ８３　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス６インジェクター

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｌ８３　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス７インジェクター

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｌ８３　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス８インジェクター

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｌ８３　エンジンコントロールモジュール） 　燃料システム減圧

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｌ８３　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｌ８３　エンジンコントロールモジュール） 　燃料レール圧力

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｌ８３　エンジンコントロールモジュール） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｌ８３　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｌ８３　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｌ８３　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　シフトソレノイドバルブ１

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｌ８３　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　シフトソレノイドバルブ１パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｌ８３　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　シフトソレノイドバルブ２

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｌ８３　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　シフトソレノイドバルブ２パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｌ８３　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｌ８３　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｌ８３　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｌ８３　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｌ８３　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｌ８３　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｌ８３　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｌ８３　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｌ８３　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｌ８３　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｌ８３　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｌ８３　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｌ８３　トランスミッションコントロールモジュール　８速） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｌ８３　トランスミッションコントロールモジュール　８速） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｌ８３　トランスミッションコントロールモジュール　８速） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ１

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｌ８３　トランスミッションコントロールモジュール　８速） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ１電流

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｌ８３　トランスミッションコントロールモジュール　８速） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｌ８３　トランスミッションコントロールモジュール　８速） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ２電流

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｌ８３　トランスミッションコントロールモジュール　８速） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｌ８３　トランスミッションコントロールモジュール　８速） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ３電流

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｌ８３　トランスミッションコントロールモジュール　８速） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｌ８３　トランスミッションコントロールモジュール　８速） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ４電流
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　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｌ８３　トランスミッションコントロールモジュール　８速） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｌ８３　トランスミッションコントロールモジュール　８速） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ５電流

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｌ８３　トランスミッションコントロールモジュール　８速） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ６

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｌ８３　トランスミッションコントロールモジュール　８速） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ６電流

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｌ８３　トランスミッションコントロールモジュール　８速） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ７

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｌ８３　トランスミッションコントロールモジュール　８速） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ７電流

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｌ８３　トランスミッションコントロールモジュール　８速） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ８

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｌ８３　トランスミッションコントロールモジュール　８速） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ９

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｌ８３　トランスミッションコントロールモジュール　８速） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｌ８３　トランスミッションコントロールモジュール　８速） 　ハイサイドドライバー２

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｌ８３　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｌ８３　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｌ８３　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｌ８３　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｌ８３　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ２

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｌ８３　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ２パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｌ８３　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｌ８３　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｌ８３　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｌ８３　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｌ８３　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｌ８３　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｌ８３　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｌ８３　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｌ８３　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｌ８３　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｌ８３　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｌ８３　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＳ４　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＳ４　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＳ４　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＳ４　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＳ４　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＳ４　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＳ４　エンジンコントロールモジュール） 　ＲＶＳ無効履歴リセット

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＳ４　エンジンコントロールモジュール） 　アイドルスパーク

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＳ４　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＳ４　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＳ４　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＳ４　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＳ４　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダー１

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＳ４　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダー４

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＳ４　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダー６

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＳ４　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダー７

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＳ４　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス１

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＳ４　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス２

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＳ４　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス３

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＳ４　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス４

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＳ４　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス５

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＳ４　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス６

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＳ４　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス７

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＳ４　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス８

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＳ４　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダー休止システム

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＳ４　エンジンコントロールモジュール） 　スターターリレー

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＳ４　エンジンコントロールモジュール） 　スパーク遅延

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＳ４　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＳ４　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー１

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＳ４　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＳ４　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー２、３

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＳ４　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＳ４　エンジンコントロールモジュール） 　ループ状態

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＳ４　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター１）

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＳ４　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター２）

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＳ４　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター３）

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＳ４　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター４）

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＳ４　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター５）

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＳ４　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター６）

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＳ４　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター７）

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＳ４　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター８）

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＳ４　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＳ４　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＳ４　エンジンコントロールモジュール） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＳ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　１－２ソレノイド

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＳ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　２－３ソレノイド
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システム 項目名

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＳ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＳ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＳ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッション

　パワートレイン（（Ｄ）１．２Ｌ　Ｌ４　ＬＭＵ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＧＲソレノイド

　パワートレイン（（Ｄ）１．２Ｌ　Ｌ４　ＬＭＵ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ｄ）１．２Ｌ　Ｌ４　ＬＭＵ　エンジンコントロールモジュール） 　ＩＳＣアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｄ）１．２Ｌ　Ｌ４　ＬＭＵ　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｄ）１．２Ｌ　Ｌ４　ＬＭＵ　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｄ）１．２Ｌ　Ｌ４　ＬＭＵ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ｄ）１．２Ｌ　Ｌ４　ＬＭＵ　エンジンコントロールモジュール） 　ファンＨｉｇｈ

　パワートレイン（（Ｄ）１．２Ｌ　Ｌ４　ＬＭＵ　エンジンコントロールモジュール） 　ファンＬｏｗ

　パワートレイン（（Ｄ）１．２Ｌ　Ｌ４　ＬＭＵ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（Ｄ）１．２Ｌ　ＬＭＵ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＧＲバルブ

　パワートレイン（（Ｄ）１．２Ｌ　ＬＭＵ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰシステム

　パワートレイン（（Ｄ）１．２Ｌ　ＬＭＵ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｄ）１．２Ｌ　ＬＭＵ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｄ）１．２Ｌ　ＬＭＵ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｄ）１．２Ｌ　ＬＭＵ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｄ）１．２Ｌ　ＬＭＵ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（（Ｄ）１．２Ｌ　ＬＭＵ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（Ｄ）１．２Ｌ　ＬＭＵ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン回転数／スロットル

　パワートレイン（（Ｄ）１．２Ｌ　ＬＭＵ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（（Ｄ）１．２Ｌ　ＬＭＵ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（（Ｄ）１．２Ｌ　ＬＭＵ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダー１、４イグニッションコイル

　パワートレイン（（Ｄ）１．２Ｌ　ＬＭＵ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダー２、３イグニッションコイル

　パワートレイン（（Ｄ）１．２Ｌ　ＬＭＵ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（Ｄ）１．２Ｌ　ＬＭＵ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＧＲバルブ

　パワートレイン（（Ｄ）１．２Ｌ　ＬＭＵ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰシステム

　パワートレイン（（Ｄ）１．２Ｌ　ＬＭＵ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　アイドル回転数制御アクチュエーター

　パワートレイン（（Ｄ）１．２Ｌ　ＬＭＵ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｄ）１．２Ｌ　ＬＭＵ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｄ）１．２Ｌ　ＬＭＵ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｄ）１．２Ｌ　ＬＭＵ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｄ）１．２Ｌ　ＬＭＵ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（（Ｄ）１．２Ｌ　ＬＭＵ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（Ｄ）１．２Ｌ　ＬＭＵ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（（Ｄ）１．２Ｌ　ＬＭＵ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（（Ｄ）１．２Ｌ　ＬＭＵ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダー１、４イグニッションコイル

　パワートレイン（（Ｄ）１．２Ｌ　ＬＭＵ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダー２、３イグニッションコイル

　パワートレイン（（Ｄ）１．２Ｌ　ＬＭＵ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｄ）１．２Ｌ　ＬＭＵ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　圧縮テスト

　パワートレイン（（Ｄ）１．２Ｌ　ＬＭＵ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（Ｄ）１．２Ｌ　ＬＭＵ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＧＲバルブ

　パワートレイン（（Ｄ）１．２Ｌ　ＬＭＵ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｄ）１．２Ｌ　ＬＭＵ　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル回転数制御アクチュエーター

　パワートレイン（（Ｄ）１．２Ｌ　ＬＭＵ　エンジンコントロールモジュール） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（（Ｄ）１．２Ｌ　ＬＭＵ　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（Ｄ）１．２Ｌ　ＬＭＵ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ｄ）１．２Ｌ　ＬＭＵ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（（Ｄ）１．２Ｌ　ＬＭＵ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（（Ｄ）１．２Ｌ　ＬＭＵ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（Ｄ）１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｄ）１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｄ）１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｄ）１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｄ）１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（（Ｄ）１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（（Ｄ）１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　アイドル点火時期

　パワートレイン（（Ｄ）１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ

　パワートレイン（（Ｄ）１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（Ｄ）１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ｄ）１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（（Ｄ）１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン油圧制御ソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｄ）１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（（Ｄ）１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン１

　パワートレイン（（Ｄ）１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン２

　パワートレイン（（Ｄ）１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン３

　パワートレイン（（Ｄ）１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン４

　パワートレイン（（Ｄ）１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン５

　パワートレイン（（Ｄ）１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　グリルエアシャッターシステム作動

　パワートレイン（（Ｄ）１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｄ）１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（（Ｄ）１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｄ）１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　セカンダリーエアインジェクションソレノイドバルブ



●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2022.10)
システム 項目名

　パワートレイン（（Ｄ）１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　セカンダリーエアインジェクションポンプリレー

　パワートレイン（（Ｄ）１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（（Ｄ）１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　圧縮テスト

　パワートレイン（（Ｄ）１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　点火時期遅延

　パワートレイン（（Ｄ）１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料システム減圧

　パワートレイン（（Ｄ）１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｄ）１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料圧力

　パワートレイン（（Ｄ）１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（（Ｄ）１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（（Ｄ）１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｄ）１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｄ）１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｄ）１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｄ）１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（（Ｄ）１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（（Ｄ）１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　アイドル点火時期

　パワートレイン（（Ｄ）１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ

　パワートレイン（（Ｄ）１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（Ｄ）１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ｄ）１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（（Ｄ）１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン油圧制御ソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｄ）１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（（Ｄ）１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン１

　パワートレイン（（Ｄ）１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン２

　パワートレイン（（Ｄ）１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン３

　パワートレイン（（Ｄ）１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン４

　パワートレイン（（Ｄ）１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン５

　パワートレイン（（Ｄ）１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　グリルエアシャッターシステム作動

　パワートレイン（（Ｄ）１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｄ）１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（（Ｄ）１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｄ）１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　セカンダリーエアインジェクションソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｄ）１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　セカンダリーエアインジェクションポンプリレー

　パワートレイン（（Ｄ）１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（（Ｄ）１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　圧縮テスト

　パワートレイン（（Ｄ）１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　点火時期遅延

　パワートレイン（（Ｄ）１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料システム減圧

　パワートレイン（（Ｄ）１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｄ）１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料圧力

　パワートレイン（（Ｄ）１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（（Ｄ）１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（（Ｄ）１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｄ）１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｄ）１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｄ）１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｄ）１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（（Ｄ）１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（（Ｄ）１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（（Ｄ）１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｄ）１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（（Ｄ）１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｄ）１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（（Ｄ）１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｄ）１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（（Ｄ）１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｄ）１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｄ）１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｄ）１．６Ｌ　ＬＦＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｄ）１．６Ｌ　ＬＦＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（（Ｄ）１．６Ｌ　ＬＦＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ

　パワートレイン（（Ｄ）１．６Ｌ　ＬＦＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（Ｄ）１．６Ｌ　ＬＦＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ｄ）１．６Ｌ　ＬＦＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（（Ｄ）１．６Ｌ　ＬＦＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　カムシャフトポジションアクチュエーターシステム

　パワートレイン（（Ｄ）１．６Ｌ　ＬＦＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（（Ｄ）１．６Ｌ　ＬＦＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（（Ｄ）１．６Ｌ　ＬＦＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　コールドスタートシステム

　パワートレイン（（Ｄ）１．６Ｌ　ＬＦＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　コールドスタートフューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｄ）１．６Ｌ　ＬＦＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｄ）１．６Ｌ　ＬＦＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｄ）１．６Ｌ　ＬＦＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｄ）１．６Ｌ　ＬＦＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｄ）１．６Ｌ　ＬＦＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｄ）１．６Ｌ　ＬＦＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スターターリレー
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　パワートレイン（（Ｄ）１．６Ｌ　ＬＦＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｄ）１．６Ｌ　ＬＦＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｄ）１．６Ｌ　ＬＦＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｄ）１．６Ｌ　ＬＦＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｄ）１．６Ｌ　ＬＦＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｄ）１．６Ｌ　ＬＦＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｄ）１．６Ｌ　ＬＦＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｄ）１．６Ｌ　ＬＦＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｄ）１．６Ｌ　ＬＦＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（Ｄ）１．６Ｌ　ＬＦＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（（Ｄ）１．６Ｌ　ＬＦＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｄ）１．６Ｌ　ＬＦＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｄ）１．６Ｌ　ＬＦＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｄ）１．６Ｌ　ＬＦＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（（Ｄ）１．６Ｌ　ＬＦＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ

　パワートレイン（（Ｄ）１．６Ｌ　ＬＦＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（Ｄ）１．６Ｌ　ＬＦＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ｄ）１．６Ｌ　ＬＦＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（（Ｄ）１．６Ｌ　ＬＦＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　カムシャフトポジションアクチュエーターシステム

　パワートレイン（（Ｄ）１．６Ｌ　ＬＦＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（（Ｄ）１．６Ｌ　ＬＦＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（（Ｄ）１．６Ｌ　ＬＦＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　コールドスタートシステム

　パワートレイン（（Ｄ）１．６Ｌ　ＬＦＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　コールドスタートフューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｄ）１．６Ｌ　ＬＦＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｄ）１．６Ｌ　ＬＦＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｄ）１．６Ｌ　ＬＦＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｄ）１．６Ｌ　ＬＦＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｄ）１．６Ｌ　ＬＦＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｄ）１．６Ｌ　ＬＦＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（（Ｄ）１．６Ｌ　ＬＦＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｄ）１．６Ｌ　ＬＦＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｄ）１．６Ｌ　ＬＦＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｄ）１．６Ｌ　ＬＦＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｄ）１．６Ｌ　ＬＦＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｄ）１．６Ｌ　ＬＦＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｄ）１．６Ｌ　ＬＦＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｄ）１．６Ｌ　ＬＦＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｄ）１．６Ｌ　ＬＦＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（Ｄ）１．６Ｌ　ＬＦＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（（Ｄ）１．６Ｌ　ＬＦＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｄ）１．６Ｌ　ＬＦＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｄ）１．６Ｌ　ＬＦＪ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｄ）１．６Ｌ　ＬＦＪ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｄ）１．６Ｌ　ＬＦＪ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｄ）１．６Ｌ　ＬＦＪ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｄ）１．６Ｌ　ＬＦＪ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（（Ｄ）１．６Ｌ　ＬＦＪ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（（Ｄ）１．６Ｌ　ＬＦＪ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（（Ｄ）１．６Ｌ　ＬＦＪ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｄ）１．６Ｌ　ＬＦＪ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（（Ｄ）１．６Ｌ　ＬＦＪ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｄ）１．６Ｌ　ＬＦＪ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（（Ｄ）１．６Ｌ　ＬＦＪ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｄ）１．６Ｌ　ＬＦＪ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（（Ｄ）１．６Ｌ　ＬＦＪ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｄ）１．６Ｌ　ＬＦＪ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｄ）１．６Ｌ　ＬＦＪ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｄ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＭＮ　エンジンコントロールモジュール） 　ＤＰＦインジケーター

　パワートレイン（（Ｄ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＭＮ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＧＲソレノイド

　パワートレイン（（Ｄ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＭＮ　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｄ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＭＮ　エンジンコントロールモジュール） 　ＴＣベーンポジションコントロールソレノイド

　パワートレイン（（Ｄ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＭＮ　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル回転数制御

　パワートレイン（（Ｄ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＭＮ　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｄ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＭＮ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン高温ランプ

　パワートレイン（（Ｄ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＭＮ　エンジンコントロールモジュール） 　オルタネーターランプ

　パワートレイン（（Ｄ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＭＮ　エンジンコントロールモジュール） 　クルーズランプ

　パワートレイン（（Ｄ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＭＮ　エンジンコントロールモジュール） 　グロープラグ

　パワートレイン（（Ｄ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＭＮ　エンジンコントロールモジュール） 　グロープラグランプ

　パワートレイン（（Ｄ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＭＮ　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬターミナル

　パワートレイン（（Ｄ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＭＮ　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルブレードコントロール

　パワートレイン（（Ｄ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＭＮ　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー１

　パワートレイン（（Ｄ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＭＮ　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（Ｄ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＭＮ　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー２、３

　パワートレイン（（Ｄ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＭＮ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料ヒーター
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　パワートレイン（（Ｄ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＭＮ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（Ｄ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＭＮ　エンジンコントロールモジュール） 　補助ヒーターリレー１

　パワートレイン（（Ｄ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＭＮ　エンジンコントロールモジュール） 　補助ヒーターリレー２、３

　パワートレイン（（Ｄ）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ６１　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｄ）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ６１　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ｄ）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ６１　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイド（ＰＷＭ）

　パワートレイン（（Ｄ）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ６１　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｄ）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ６１　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｄ）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ６１　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１センサー１）

　パワートレイン（（Ｄ）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ６１　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１センサー２）

　パワートレイン（（Ｄ）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ６１　エンジンコントロールモジュール） 　アイドルスパーク

　パワートレイン（（Ｄ）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ６１　エンジンコントロールモジュール） 　インジェクター１無効

　パワートレイン（（Ｄ）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ６１　エンジンコントロールモジュール） 　インジェクター２無効

　パワートレイン（（Ｄ）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ６１　エンジンコントロールモジュール） 　インジェクター３無効

　パワートレイン（（Ｄ）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ６１　エンジンコントロールモジュール） 　インジェクター４無効

　パワートレイン（（Ｄ）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ６１　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｄ）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ６１　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ｄ）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ６１　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（Ｄ）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ６１　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｄ）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ６１　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス１

　パワートレイン（（Ｄ）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ６１　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス２

　パワートレイン（（Ｄ）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ６１　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス３

　パワートレイン（（Ｄ）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ６１　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス４

　パワートレイン（（Ｄ）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ６１　エンジンコントロールモジュール） 　スターターリレー

　パワートレイン（（Ｄ）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ６１　エンジンコントロールモジュール） 　スパーク遅延

　パワートレイン（（Ｄ）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ６１　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルブレードコントロール

　パワートレイン（（Ｄ）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ６１　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｄ）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ６１　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー１

　パワートレイン（（Ｄ）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ６１　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー２

　パワートレイン（（Ｄ）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ６１　エンジンコントロールモジュール） 　ファン制御１

　パワートレイン（（Ｄ）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ６１　エンジンコントロールモジュール） 　ファン制御２

　パワートレイン（（Ｄ）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ６１　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｄ）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ６１　エンジンコントロールモジュール） 　フロントＯ２センサーヒーター

　パワートレイン（（Ｄ）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ６１　エンジンコントロールモジュール） 　リアＯ２センサーヒーター

　パワートレイン（（Ｄ）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ６１　エンジンコントロールモジュール） 　ループ状態

　パワートレイン（（Ｄ）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ６１　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス１

　パワートレイン（（Ｄ）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ６１　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス２

　パワートレイン（（Ｄ）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ６１　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス３

　パワートレイン（（Ｄ）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ６１　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス４

　パワートレイン（（Ｄ）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ６１　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｄ）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ６１　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｄ）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ６１　エンジンコントロールモジュール） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（Ｄ）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ６１　トランスミッションコントロールモジュール） 　１－２ソレノイド

　パワートレイン（（Ｄ）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ６１　トランスミッションコントロールモジュール） 　２－３ソレノイド

　パワートレイン（（Ｄ）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ６１　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド

　パワートレイン（（Ｄ）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ６１　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（Ｄ）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ６１　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッション

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク１）

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク２）

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス１インジェクター

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス２インジェクター

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス３インジェクター

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス４インジェクター

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス５インジェクター

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス６インジェクター

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料システム減圧

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク１）

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク２）
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　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　補助バキュームポンプ

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク１）

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク２）

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス１インジェクター

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス２インジェクター

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス３インジェクター

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス４インジェクター

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス５インジェクター

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス６インジェクター

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料システム減圧

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク１）

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク２）

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　補助バキュームポンプ

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　スターターリレー

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク１）

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク２）

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス１インジェクター

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス２インジェクター

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス３インジェクター

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス４インジェクター

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス５インジェクター

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス６インジェクター

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料システム減圧

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料圧力レギュレーター

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク１）

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク２）

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ２

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ２パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　フューエルポンプコントロールモジュール） 　フューエルポンプ
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　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　フューエルポンプコントロールモジュール） 　燃料圧力

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　ＲＶＳ無効履歴リセット

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス１

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス２

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス３

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス４

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス５

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス６

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　スターターリレーコントロール

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー１

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー２、３

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　ループ状態

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　圧縮テスト

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーターソレノイド（バンク１）

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーターソレノイド（バンク２）

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター１）

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター２）

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター３）

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター４）

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター５）

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター６）

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料プレッシャーコントロール

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　排気側ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーターソレノイド（バンク２）

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　排気側ＣＰＭ（カムシャフトポジション）アクチュエーターソレノイド（バンク１）

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　補助冷却ポンプリレー

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　トランスファーケースコントロールモジュール） 　ＡＴＣクラッチハイコントロール

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　トランスファーケースコントロールモジュール） 　ＡＴＣクラッチローコントロール

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　トランスファーケースコントロールモジュール） 　ＡＴＣクラッチ係合

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド２

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド３

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド４

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド５

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイド１

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイド２

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッション

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応リセット

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ライン圧力制御

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　フューエルポンプコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　フューエルポンプコントロールモジュール） 　フューエルポンプトリムリセット

　パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　フューエルポンプコントロールモジュール） 　燃料プレッシャーコントロール

　パワートレイン（（Ｄ）４．４Ｌ　Ｖ８　ＬＣ３　エンジンコントロールモジュール） 　ＣＡＣ冷却ポンプ

　パワートレイン（（Ｄ）４．４Ｌ　Ｖ８　ＬＣ３　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｄ）４．４Ｌ　Ｖ８　ＬＣ３　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ｄ）４．４Ｌ　Ｖ８　ＬＣ３　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｄ）４．４Ｌ　Ｖ８　ＬＣ３　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｄ）４．４Ｌ　Ｖ８　ＬＣ３　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサー（バンク１センサー１）

　パワートレイン（（Ｄ）４．４Ｌ　Ｖ８　ＬＣ３　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサー（バンク１センサー２）

　パワートレイン（（Ｄ）４．４Ｌ　Ｖ８　ＬＣ３　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサー（バンク２センサー１）

　パワートレイン（（Ｄ）４．４Ｌ　Ｖ８　ＬＣ３　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサー（バンク２センサー２）

　パワートレイン（（Ｄ）４．４Ｌ　Ｖ８　ＬＣ３　エンジンコントロールモジュール） 　ＲＶＳ無効履歴リセット

　パワートレイン（（Ｄ）４．４Ｌ　Ｖ８　ＬＣ３　エンジンコントロールモジュール） 　ＳＣＢソレノイド

　パワートレイン（（Ｄ）４．４Ｌ　Ｖ８　ＬＣ３　エンジンコントロールモジュール） 　アイドルスパーク

　パワートレイン（（Ｄ）４．４Ｌ　Ｖ８　ＬＣ３　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｄ）４．４Ｌ　Ｖ８　ＬＣ３　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ｄ）４．４Ｌ　Ｖ８　ＬＣ３　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（Ｄ）４．４Ｌ　Ｖ８　ＬＣ３　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファン

　パワートレイン（（Ｄ）４．４Ｌ　Ｖ８　ＬＣ３　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｄ）４．４Ｌ　Ｖ８　ＬＣ３　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス１

　パワートレイン（（Ｄ）４．４Ｌ　Ｖ８　ＬＣ３　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス２

　パワートレイン（（Ｄ）４．４Ｌ　Ｖ８　ＬＣ３　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス３

　パワートレイン（（Ｄ）４．４Ｌ　Ｖ８　ＬＣ３　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス４
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　パワートレイン（（Ｄ）４．４Ｌ　Ｖ８　ＬＣ３　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス５

　パワートレイン（（Ｄ）４．４Ｌ　Ｖ８　ＬＣ３　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス６

　パワートレイン（（Ｄ）４．４Ｌ　Ｖ８　ＬＣ３　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス７

　パワートレイン（（Ｄ）４．４Ｌ　Ｖ８　ＬＣ３　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス８

　パワートレイン（（Ｄ）４．４Ｌ　Ｖ８　ＬＣ３　エンジンコントロールモジュール） 　スターターリレー

　パワートレイン（（Ｄ）４．４Ｌ　Ｖ８　ＬＣ３　エンジンコントロールモジュール） 　スパーク遅延

　パワートレイン（（Ｄ）４．４Ｌ　Ｖ８　ＬＣ３　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｄ）４．４Ｌ　Ｖ８　ＬＣ３　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー１

　パワートレイン（（Ｄ）４．４Ｌ　Ｖ８　ＬＣ３　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（Ｄ）４．４Ｌ　Ｖ８　ＬＣ３　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー２、３

　パワートレイン（（Ｄ）４．４Ｌ　Ｖ８　ＬＣ３　エンジンコントロールモジュール） 　ループ状態

　パワートレイン（（Ｄ）４．４Ｌ　Ｖ８　ＬＣ３　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーターソレノイド（バンク１）

　パワートレイン（（Ｄ）４．４Ｌ　Ｖ８　ＬＣ３　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーターソレノイド（バンク２）

　パワートレイン（（Ｄ）４．４Ｌ　Ｖ８　ＬＣ３　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター１）

　パワートレイン（（Ｄ）４．４Ｌ　Ｖ８　ＬＣ３　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター２）

　パワートレイン（（Ｄ）４．４Ｌ　Ｖ８　ＬＣ３　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター３）

　パワートレイン（（Ｄ）４．４Ｌ　Ｖ８　ＬＣ３　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター４）

　パワートレイン（（Ｄ）４．４Ｌ　Ｖ８　ＬＣ３　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター５）

　パワートレイン（（Ｄ）４．４Ｌ　Ｖ８　ＬＣ３　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター６）

　パワートレイン（（Ｄ）４．４Ｌ　Ｖ８　ＬＣ３　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター７）

　パワートレイン（（Ｄ）４．４Ｌ　Ｖ８　ＬＣ３　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター８）

　パワートレイン（（Ｄ）４．４Ｌ　Ｖ８　ＬＣ３　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｄ）４．４Ｌ　Ｖ８　ＬＣ３　エンジンコントロールモジュール） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（Ｄ）４．４Ｌ　Ｖ８　ＬＣ３　エンジンコントロールモジュール） 　排気側ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーターソレノイド（バンク２）

　パワートレイン（（Ｄ）４．４Ｌ　Ｖ８　ＬＣ３　エンジンコントロールモジュール） 　排気側ＣＰＭ（カムシャフトポジション）アクチュエーターソレノイド（バンク１）

　パワートレイン（（Ｄ）４．４Ｌ　Ｖ８　ＬＣ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド２

　パワートレイン（（Ｄ）４．４Ｌ　Ｖ８　ＬＣ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド３

　パワートレイン（（Ｄ）４．４Ｌ　Ｖ８　ＬＣ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド４

　パワートレイン（（Ｄ）４．４Ｌ　Ｖ８　ＬＣ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド５

　パワートレイン（（Ｄ）４．４Ｌ　Ｖ８　ＬＣ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（Ｄ）４．４Ｌ　Ｖ８　ＬＣ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイド１

　パワートレイン（（Ｄ）４．４Ｌ　Ｖ８　ＬＣ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイド２

　パワートレイン（（Ｄ）４．４Ｌ　Ｖ８　ＬＣ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッション

　パワートレイン（（Ｄ）４．４Ｌ　Ｖ８　ＬＣ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応リセット

　パワートレイン（（Ｄ）４．４Ｌ　Ｖ８　ＬＣ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（（Ｄ）４．４Ｌ　Ｖ８　ＬＣ３　排気フロー制御モジュール） 　排気バルブ

　パワートレイン（（Ｄ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢＺ　オートトランスファーケース） 　２ＷＤハイインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｄ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢＺ　オートトランスファーケース） 　４ＷＤハイインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｄ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢＺ　オートトランスファーケース） 　４ＷＤローインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｄ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢＺ　オートトランスファーケース） 　ＡＴＣモーターＡコントロール

　パワートレイン（（Ｄ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢＺ　オートトランスファーケース） 　ＡＴＣモーターＢコントロール

　パワートレイン（（Ｄ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢＺ　オートトランスファーケース） 　ニュートラルインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｄ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢＺ　オートトランスファーケース） 　フロントアクスル係合

　パワートレイン（（Ｄ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢＺ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　ＥＧＲソレノイド

　パワートレイン（（Ｄ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢＺ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　ＥＧＲバルブモータークリーニング

　パワートレイン（（Ｄ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢＺ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｄ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢＺ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　ＴＣベーンポジションセンサー

　パワートレイン（（Ｄ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢＺ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　ウェイトトゥスタートランプ

　パワートレイン（（Ｄ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢＺ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｄ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢＺ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランスインジェクター１

　パワートレイン（（Ｄ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢＺ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランスインジェクター２

　パワートレイン（（Ｄ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢＺ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランスインジェクター３

　パワートレイン（（Ｄ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢＺ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランスインジェクター４

　パワートレイン（（Ｄ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢＺ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランスインジェクター５

　パワートレイン（（Ｄ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢＺ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランスインジェクター６

　パワートレイン（（Ｄ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢＺ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランスインジェクター７

　パワートレイン（（Ｄ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢＺ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランスインジェクター８

　パワートレイン（（Ｄ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢＺ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　ターボチャージャーベーンポジションコントロールソレノイド

　パワートレイン（（Ｄ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢＺ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　パイロットインジェクターバランス手順（インジェクター１）

　パワートレイン（（Ｄ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢＺ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　パイロットインジェクターバランス手順（インジェクター２）

　パワートレイン（（Ｄ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢＺ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　パイロットインジェクターバランス手順（インジェクター３）

　パワートレイン（（Ｄ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢＺ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　パイロットインジェクターバランス手順（インジェクター４）

　パワートレイン（（Ｄ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢＺ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　パイロットインジェクターバランス手順（インジェクター５）

　パワートレイン（（Ｄ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢＺ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　パイロットインジェクターバランス手順（インジェクター６）

　パワートレイン（（Ｄ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢＺ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　パイロットインジェクターバランス手順（インジェクター７）

　パワートレイン（（Ｄ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢＺ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　パイロットインジェクターバランス手順（インジェクター８）

　パワートレイン（（Ｄ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢＺ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　回転数制御

　パワートレイン（（Ｄ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢＺ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　燃料トランスファーポンプ

　パワートレイン（（Ｄ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢＺ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　燃料プレッシャーコントロール

　パワートレイン（（Ｄ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢＺ　ディーゼルグロープラグデータディスプレー） 　グロープラグ

　パワートレイン（（Ｄ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢＺ　ディーゼルグロープラグデータディスプレー） 　吸気ヒーター

　パワートレイン（（Ｄ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢＺ　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　１－２ＴＡＰ消去

　パワートレイン（（Ｄ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢＺ　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　２－１ＴＡＰ消去

　パワートレイン（（Ｄ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢＺ　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　２－３ＴＡＰ消去
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　パワートレイン（（Ｄ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢＺ　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　３－２ＴＡＰ消去

　パワートレイン（（Ｄ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢＺ　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　３－４ＴＡＰ消去

　パワートレイン（（Ｄ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢＺ　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　４－３ＴＡＰ消去

　パワートレイン（（Ｄ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢＺ　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　４－５ＴＡＰ消去

　パワートレイン（（Ｄ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢＺ　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　５－４ＴＡＰ消去

　パワートレイン（（Ｄ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢＺ　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　５－６ＴＡＰ消去

　パワートレイン（（Ｄ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢＺ　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　６－５ＴＡＰ消去

　パワートレイン（（Ｄ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢＺ　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド１

　パワートレイン（（Ｄ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢＺ　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド２

　パワートレイン（（Ｄ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢＺ　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（Ｄ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢＺ　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイド１

　パワートレイン（（Ｄ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢＺ　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイド２

　パワートレイン（（Ｄ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢＺ　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイド３

　パワートレイン（（Ｄ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢＺ　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　ソレノイドＧ調整圧

　パワートレイン（（Ｄ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢＺ　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　全ＴＡＰセルプリセット

　パワートレイン（（Ｄ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢＺ　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　全ＴＡＰセル消去

　パワートレイン（（Ｄ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢＺ　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　全ガレージシフトＴＡＰ消去

　パワートレイン（（Ｅ）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＶ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ｅ）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＶ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｅ）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＶ　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｅ）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＶ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（（Ｅ）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＶ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（（Ｅ）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＶ　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｅ）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＶ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ｅ）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＶ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（Ｅ）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＶ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（（Ｅ）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＶ　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｅ）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＶ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス１

　パワートレイン（（Ｅ）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＶ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス２

　パワートレイン（（Ｅ）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＶ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス３

　パワートレイン（（Ｅ）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＶ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス４

　パワートレイン（（Ｅ）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＶ　エンジンコントロールモジュール） 　スターターリレー

　パワートレイン（（Ｅ）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＶ　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｅ）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＶ　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー１

　パワートレイン（（Ｅ）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＶ　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー２

　パワートレイン（（Ｅ）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＶ　エンジンコントロールモジュール） 　ループ状態

　パワートレイン（（Ｅ）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＶ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｅ）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＶ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイド

　パワートレイン（（Ｅ）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＶ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター１）

　パワートレイン（（Ｅ）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＶ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター２）

　パワートレイン（（Ｅ）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＶ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター３）

　パワートレイン（（Ｅ）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＶ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター４）

　パワートレイン（（Ｅ）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＶ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｅ）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＶ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｅ）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＶ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（Ｅ）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＶ　エンジンコントロールモジュール） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｅ）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＶ　エンジンコントロールモジュール） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイド

　パワートレイン（（Ｅ）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（Ｅ）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイド１

　パワートレイン（（Ｅ）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイド２

　パワートレイン（（Ｅ）１．６Ｌ　ＬＸＶ　エンジンエッジ　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｅ）１．６Ｌ　ＬＸＶ　エンジンエッジ　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｅ）１．６Ｌ　ＬＸＶ　エンジンエッジ　オートマチックトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｅ）１．６Ｌ　ＬＸＶ　エンジンエッジ　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（（Ｅ）１．６Ｌ　ＬＸＶ　エンジンエッジ　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（（Ｅ）１．６Ｌ　ＬＸＶ　エンジンエッジ　オートマチックトランスミッション） 　イグニッションコイル（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｅ）１．６Ｌ　ＬＸＶ　エンジンエッジ　オートマチックトランスミッション） 　イグニッションコイル（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｅ）１．６Ｌ　ＬＸＶ　エンジンエッジ　オートマチックトランスミッション） 　イグニッションコイル（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｅ）１．６Ｌ　ＬＸＶ　エンジンエッジ　オートマチックトランスミッション） 　イグニッションコイル（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｅ）１．６Ｌ　ＬＸＶ　エンジンエッジ　オートマチックトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｅ）１．６Ｌ　ＬＸＶ　エンジンエッジ　オートマチックトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｅ）１．６Ｌ　ＬＸＶ　エンジンエッジ　オートマチックトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｅ）１．６Ｌ　ＬＸＶ　エンジンエッジ　オートマチックトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｅ）１．６Ｌ　ＬＸＶ　エンジンエッジ　オートマチックトランスミッション） 　インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ

　パワートレイン（（Ｅ）１．６Ｌ　ＬＸＶ　エンジンエッジ　オートマチックトランスミッション） 　エアコンクラッチリレー

　パワートレイン（（Ｅ）１．６Ｌ　ＬＸＶ　エンジンエッジ　オートマチックトランスミッション） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（（Ｅ）１．６Ｌ　ＬＸＶ　エンジンエッジ　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン

　パワートレイン（（Ｅ）１．６Ｌ　ＬＸＶ　エンジンエッジ　オートマチックトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｅ）１．６Ｌ　ＬＸＶ　エンジンエッジ　オートマチックトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｅ）１．６Ｌ　ＬＸＶ　エンジンエッジ　オートマチックトランスミッション） 　圧縮テスト

　パワートレイン（（Ｅ）１．６Ｌ　ＬＸＶ　エンジンエッジ　オートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｅ）１．６Ｌ　ＬＸＶ　エンジンエッジ　オートマチックトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（Ｅ）１．６Ｌ　ＬＸＶ　エンジンエッジ　オートマチックトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｅ）１．６Ｌ　ＬＸＶ　エンジンエッジ　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ
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　パワートレイン（（Ｅ）１．６Ｌ　ＬＸＶ　エンジンエッジ　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｅ）１．６Ｌ　ＬＸＶ　エンジンエッジ　マニュアルトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｅ）１．６Ｌ　ＬＸＶ　エンジンエッジ　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（（Ｅ）１．６Ｌ　ＬＸＶ　エンジンエッジ　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（（Ｅ）１．６Ｌ　ＬＸＶ　エンジンエッジ　マニュアルトランスミッション） 　イグニッションコイル（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｅ）１．６Ｌ　ＬＸＶ　エンジンエッジ　マニュアルトランスミッション） 　イグニッションコイル（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｅ）１．６Ｌ　ＬＸＶ　エンジンエッジ　マニュアルトランスミッション） 　イグニッションコイル（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｅ）１．６Ｌ　ＬＸＶ　エンジンエッジ　マニュアルトランスミッション） 　イグニッションコイル（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｅ）１．６Ｌ　ＬＸＶ　エンジンエッジ　マニュアルトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｅ）１．６Ｌ　ＬＸＶ　エンジンエッジ　マニュアルトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｅ）１．６Ｌ　ＬＸＶ　エンジンエッジ　マニュアルトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｅ）１．６Ｌ　ＬＸＶ　エンジンエッジ　マニュアルトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｅ）１．６Ｌ　ＬＸＶ　エンジンエッジ　マニュアルトランスミッション） 　インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ

　パワートレイン（（Ｅ）１．６Ｌ　ＬＸＶ　エンジンエッジ　マニュアルトランスミッション） 　エアコンクラッチリレー

　パワートレイン（（Ｅ）１．６Ｌ　ＬＸＶ　エンジンエッジ　マニュアルトランスミッション） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（（Ｅ）１．６Ｌ　ＬＸＶ　エンジンエッジ　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン

　パワートレイン（（Ｅ）１．６Ｌ　ＬＸＶ　エンジンエッジ　マニュアルトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｅ）１．６Ｌ　ＬＸＶ　エンジンエッジ　マニュアルトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｅ）１．６Ｌ　ＬＸＶ　エンジンエッジ　マニュアルトランスミッション） 　圧縮テスト

　パワートレイン（（Ｅ）１．６Ｌ　ＬＸＶ　エンジンエッジ　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｅ）１．６Ｌ　ＬＸＶ　エンジンエッジ　マニュアルトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（Ｅ）１．６Ｌ　ＬＸＶ　エンジンエッジ　マニュアルトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｅ）１．６Ｌ　ＬＸＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｅ）１．６Ｌ　ＬＸＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｅ）１．６Ｌ　ＬＸＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｅ）１．６Ｌ　ＬＸＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｅ）１．６Ｌ　ＬＸＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（（Ｅ）１．６Ｌ　ＬＸＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（（Ｅ）１．６Ｌ　ＬＸＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（（Ｅ）１．６Ｌ　ＬＸＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｅ）１．６Ｌ　ＬＸＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（（Ｅ）１．６Ｌ　ＬＸＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｅ）１．６Ｌ　ＬＸＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（（Ｅ）１．６Ｌ　ＬＸＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｅ）１．６Ｌ　ＬＸＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（（Ｅ）１．６Ｌ　ＬＸＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｅ）１．６Ｌ　ＬＸＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｅ）１．６Ｌ　ＬＸＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー） 　ＥＶＡＰシステム

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー） 　インジェクター（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー） 　インジェクター（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー） 　インジェクター（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー） 　インジェクター（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー） 　インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー） 　エンジン回転数

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー） 　スターターリレー

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　エンジン回転数

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　クーリングファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）
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システム 項目名

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　スターターリレー

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　圧縮テスト

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）２ＷＤ　トランスファー） 　ＥＶＡＰシステム

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）２ＷＤ　トランスファー） 　インジェクター（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）２ＷＤ　トランスファー） 　インジェクター（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）２ＷＤ　トランスファー） 　インジェクター（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）２ＷＤ　トランスファー） 　インジェクター（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）２ＷＤ　トランスファー） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）２ＷＤ　トランスファー） 　インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）２ＷＤ　トランスファー） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）２ＷＤ　トランスファー） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）２ＷＤ　トランスファー） 　エンジン回転数

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）２ＷＤ　トランスファー） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）２ＷＤ　トランスファー） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）２ＷＤ　トランスファー） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）２ＷＤ　トランスファー） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）２ＷＤ　トランスファー） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）２ＷＤ　トランスファー） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）２ＷＤ　トランスファー） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）２ＷＤ　トランスファー） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）２ＷＤ　トランスファー） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）２ＷＤ　トランスファー） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）２ＷＤ　トランスファー） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）２ＷＤ　トランスファー） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）ＡＷＤ　トランスファー） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）ＡＷＤ　トランスファー） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）ＡＷＤ　トランスファー） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）ＡＷＤ　トランスファー） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）ＡＷＤ　トランスファー） 　インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）ＡＷＤ　トランスファー） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）ＡＷＤ　トランスファー） 　エンジン回転数

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）ＡＷＤ　トランスファー） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）ＡＷＤ　トランスファー） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）ＡＷＤ　トランスファー） 　クーリングファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）ＡＷＤ　トランスファー） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）ＡＷＤ　トランスファー） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）ＡＷＤ　トランスファー） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）ＡＷＤ　トランスファー） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）ＡＷＤ　トランスファー） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）ＡＷＤ　トランスファー） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）ＡＷＤ　トランスファー） 　スターターリレー

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）ＡＷＤ　トランスファー） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）ＡＷＤ　トランスファー） 　圧縮テスト

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）ＡＷＤ　トランスファー） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）ＡＷＤ　トランスファー） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）ＡＷＤ　トランスファー） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）ＡＷＤ　トランスファー） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）ＡＷＤ　トランスファー） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）ＡＷＤ　トランスファー） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）ＡＷＤ　トランスファー） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）ＡＷＤ　トランスファー） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）ＡＷＤ　トランスファー） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）ＡＷＤ　トランスファー） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）ＡＷＤ　トランスファー） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー） 　ＥＶＡＰシステム

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー） 　インジェクター（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー） 　インジェクター（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー） 　インジェクター（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー） 　インジェクター（シリンダー４）



●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2022.10)
システム 項目名

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー） 　インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー） 　エンジン回転数

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー） 　スターターリレー

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　エンジン回転数

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　クーリングファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　スターターリレー

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　圧縮テスト

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）２ＷＤ　トランスファー） 　ＥＶＡＰシステム

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）２ＷＤ　トランスファー） 　インジェクター（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）２ＷＤ　トランスファー） 　インジェクター（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）２ＷＤ　トランスファー） 　インジェクター（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）２ＷＤ　トランスファー） 　インジェクター（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）２ＷＤ　トランスファー） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）２ＷＤ　トランスファー） 　インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）２ＷＤ　トランスファー） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）２ＷＤ　トランスファー） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）２ＷＤ　トランスファー） 　エンジン回転数

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）２ＷＤ　トランスファー） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）２ＷＤ　トランスファー） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）２ＷＤ　トランスファー） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）２ＷＤ　トランスファー） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）２ＷＤ　トランスファー） 　スターターリレー

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）２ＷＤ　トランスファー） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）２ＷＤ　トランスファー） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）２ＷＤ　トランスファー） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）２ＷＤ　トランスファー） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）２ＷＤ　トランスファー） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）２ＷＤ　トランスファー） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）２ＷＤ　トランスファー） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）２ＷＤ　トランスファー） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）ＡＷＤ　トランスファー） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）ＡＷＤ　トランスファー） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）ＡＷＤ　トランスファー） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ
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システム 項目名

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）ＡＷＤ　トランスファー） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）ＡＷＤ　トランスファー） 　インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）ＡＷＤ　トランスファー） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）ＡＷＤ　トランスファー） 　エンジン回転数

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）ＡＷＤ　トランスファー） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）ＡＷＤ　トランスファー） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）ＡＷＤ　トランスファー） 　クーリングファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）ＡＷＤ　トランスファー） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）ＡＷＤ　トランスファー） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）ＡＷＤ　トランスファー） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）ＡＷＤ　トランスファー） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）ＡＷＤ　トランスファー） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）ＡＷＤ　トランスファー） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）ＡＷＤ　トランスファー） 　スターターリレー

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）ＡＷＤ　トランスファー） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）ＡＷＤ　トランスファー） 　圧縮テスト

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）ＡＷＤ　トランスファー） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）ＡＷＤ　トランスファー） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）ＡＷＤ　トランスファー） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）ＡＷＤ　トランスファー） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）ＡＷＤ　トランスファー） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）ＡＷＤ　トランスファー） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）ＡＷＤ　トランスファー） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）ＡＷＤ　トランスファー） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）ＡＷＤ　トランスファー） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）ＡＷＤ　トランスファー） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）ＡＷＤ　トランスファー） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　イグニッションコイル（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　イグニッションコイル（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　イグニッションコイル（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　イグニッションコイル（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エアコンクラッチリレー

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　圧縮テスト

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　イグニッションコイル（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　イグニッションコイル（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　イグニッションコイル（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　イグニッションコイル（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エアコンクラッチリレー

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　圧縮テスト

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
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　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｅ）３．４Ｌ　Ｖ６　ＬＡ１　エアポンプＥＣＭなし） 　ＥＧＲソレノイド

　パワートレイン（（Ｅ）３．４Ｌ　Ｖ６　ＬＡ１　エアポンプＥＣＭなし） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｅ）３．４Ｌ　Ｖ６　ＬＡ１　エアポンプＥＣＭなし） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ｅ）３．４Ｌ　Ｖ６　ＬＡ１　エアポンプＥＣＭなし） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｅ）３．４Ｌ　Ｖ６　ＬＡ１　エアポンプＥＣＭなし） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｅ）３．４Ｌ　Ｖ６　ＬＡ１　エアポンプＥＣＭなし） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｅ）３．４Ｌ　Ｖ６　ＬＡ１　エアポンプＥＣＭなし） 　クルーズインヒビット

　パワートレイン（（Ｅ）３．４Ｌ　Ｖ６　ＬＡ１　エアポンプＥＣＭなし） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｅ）３．４Ｌ　Ｖ６　ＬＡ１　エアポンプＥＣＭなし） 　シリンダーパワーバランス１

　パワートレイン（（Ｅ）３．４Ｌ　Ｖ６　ＬＡ１　エアポンプＥＣＭなし） 　シリンダーパワーバランス２

　パワートレイン（（Ｅ）３．４Ｌ　Ｖ６　ＬＡ１　エアポンプＥＣＭなし） 　シリンダーパワーバランス３

　パワートレイン（（Ｅ）３．４Ｌ　Ｖ６　ＬＡ１　エアポンプＥＣＭなし） 　シリンダーパワーバランス４

　パワートレイン（（Ｅ）３．４Ｌ　Ｖ６　ＬＡ１　エアポンプＥＣＭなし） 　シリンダーパワーバランス５

　パワートレイン（（Ｅ）３．４Ｌ　Ｖ６　ＬＡ１　エアポンプＥＣＭなし） 　シリンダーパワーバランス６

　パワートレイン（（Ｅ）３．４Ｌ　Ｖ６　ＬＡ１　エアポンプＥＣＭなし） 　ファン高速

　パワートレイン（（Ｅ）３．４Ｌ　Ｖ６　ＬＡ１　エアポンプＥＣＭなし） 　ファン低速

　パワートレイン（（Ｅ）３．４Ｌ　Ｖ６　ＬＡ１　エアポンプＥＣＭなし） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｅ）３．４Ｌ　Ｖ６　ＬＡ１　エアポンプＥＣＭなし） 　ループ状態

　パワートレイン（（Ｅ）３．４Ｌ　Ｖ６　ＬＡ１　エアポンプＥＣＭなし） 　回転数制御

　パワートレイン（（Ｅ）３．４Ｌ　Ｖ６　ＬＡ１　エアポンプＥＣＭなし） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｅ）３．４Ｌ　Ｖ６　ＬＡ１　エアポンプＥＣＭ付き） 　ＥＧＲソレノイド

　パワートレイン（（Ｅ）３．４Ｌ　Ｖ６　ＬＡ１　エアポンプＥＣＭ付き） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｅ）３．４Ｌ　Ｖ６　ＬＡ１　エアポンプＥＣＭ付き） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ｅ）３．４Ｌ　Ｖ６　ＬＡ１　エアポンプＥＣＭ付き） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｅ）３．４Ｌ　Ｖ６　ＬＡ１　エアポンプＥＣＭ付き） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｅ）３．４Ｌ　Ｖ６　ＬＡ１　エアポンプＥＣＭ付き） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｅ）３．４Ｌ　Ｖ６　ＬＡ１　エアポンプＥＣＭ付き） 　エアソレノイド

　パワートレイン（（Ｅ）３．４Ｌ　Ｖ６　ＬＡ１　エアポンプＥＣＭ付き） 　エアポンプリレー－＞ソレノイド

　パワートレイン（（Ｅ）３．４Ｌ　Ｖ６　ＬＡ１　エアポンプＥＣＭ付き） 　クルーズインヒビット

　パワートレイン（（Ｅ）３．４Ｌ　Ｖ６　ＬＡ１　エアポンプＥＣＭ付き） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｅ）３．４Ｌ　Ｖ６　ＬＡ１　エアポンプＥＣＭ付き） 　シリンダーパワーバランス１

　パワートレイン（（Ｅ）３．４Ｌ　Ｖ６　ＬＡ１　エアポンプＥＣＭ付き） 　シリンダーパワーバランス２

　パワートレイン（（Ｅ）３．４Ｌ　Ｖ６　ＬＡ１　エアポンプＥＣＭ付き） 　シリンダーパワーバランス３

　パワートレイン（（Ｅ）３．４Ｌ　Ｖ６　ＬＡ１　エアポンプＥＣＭ付き） 　シリンダーパワーバランス４

　パワートレイン（（Ｅ）３．４Ｌ　Ｖ６　ＬＡ１　エアポンプＥＣＭ付き） 　シリンダーパワーバランス５

　パワートレイン（（Ｅ）３．４Ｌ　Ｖ６　ＬＡ１　エアポンプＥＣＭ付き） 　シリンダーパワーバランス６

　パワートレイン（（Ｅ）３．４Ｌ　Ｖ６　ＬＡ１　エアポンプＥＣＭ付き） 　ファン高速

　パワートレイン（（Ｅ）３．４Ｌ　Ｖ６　ＬＡ１　エアポンプＥＣＭ付き） 　ファン低速

　パワートレイン（（Ｅ）３．４Ｌ　Ｖ６　ＬＡ１　エアポンプＥＣＭ付き） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｅ）３．４Ｌ　Ｖ６　ＬＡ１　エアポンプＥＣＭ付き） 　ループ状態

　パワートレイン（（Ｅ）３．４Ｌ　Ｖ６　ＬＡ１　エアポンプＥＣＭ付き） 　回転数制御

　パワートレイン（（Ｅ）３．４Ｌ　Ｖ６　ＬＡ１　エアポンプＥＣＭ付き） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｅ）３．４Ｌ　Ｖ６　ＬＡ１　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＧＲソレノイド

　パワートレイン（（Ｅ）３．４Ｌ　Ｖ６　ＬＡ１　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｅ）３．４Ｌ　Ｖ６　ＬＡ１　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ｅ）３．４Ｌ　Ｖ６　ＬＡ１　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｅ）３．４Ｌ　Ｖ６　ＬＡ１　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｅ）３．４Ｌ　Ｖ６　ＬＡ１　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーターコントロール　（装備車のみ）

　パワートレイン（（Ｅ）３．４Ｌ　Ｖ６　ＬＡ１　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｅ）３．４Ｌ　Ｖ６　ＬＡ１　エンジンコントロールモジュール） 　クルーズインヒビット

　パワートレイン（（Ｅ）３．４Ｌ　Ｖ６　ＬＡ１　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｅ）３．４Ｌ　Ｖ６　ＬＡ１　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス１

　パワートレイン（（Ｅ）３．４Ｌ　Ｖ６　ＬＡ１　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス２

　パワートレイン（（Ｅ）３．４Ｌ　Ｖ６　ＬＡ１　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス３

　パワートレイン（（Ｅ）３．４Ｌ　Ｖ６　ＬＡ１　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス４

　パワートレイン（（Ｅ）３．４Ｌ　Ｖ６　ＬＡ１　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス５

　パワートレイン（（Ｅ）３．４Ｌ　Ｖ６　ＬＡ１　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス６

　パワートレイン（（Ｅ）３．４Ｌ　Ｖ６　ＬＡ１　エンジンコントロールモジュール） 　ファン高速

　パワートレイン（（Ｅ）３．４Ｌ　Ｖ６　ＬＡ１　エンジンコントロールモジュール） 　ファン低速



●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2022.10)
システム 項目名

　パワートレイン（（Ｅ）３．４Ｌ　Ｖ６　ＬＡ１　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｅ）３．４Ｌ　Ｖ６　ＬＡ１　エンジンコントロールモジュール） 　ループ状態

　パワートレイン（（Ｅ）３．４Ｌ　Ｖ６　ＬＡ１　エンジンコントロールモジュール） 　回転数制御

　パワートレイン（（Ｅ）３．４Ｌ　Ｖ６　ＬＡ１　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｅ）３．４Ｌ　Ｖ６　ＬＡ１　オールホイールドライブなしＴＣＭ） 　１－２ソレノイド

　パワートレイン（（Ｅ）３．４Ｌ　Ｖ６　ＬＡ１　オールホイールドライブなしＴＣＭ） 　２－３ソレノイド

　パワートレイン（（Ｅ）３．４Ｌ　Ｖ６　ＬＡ１　オールホイールドライブなしＴＣＭ） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（Ｅ）３．４Ｌ　Ｖ６　ＬＡ１　オールホイールドライブ付きＴＣＭ） 　１－２ソレノイド

　パワートレイン（（Ｅ）３．４Ｌ　Ｖ６　ＬＡ１　オールホイールドライブ付きＴＣＭ） 　２－３ソレノイド

　パワートレイン（（Ｅ）３．４Ｌ　Ｖ６　ＬＡ１　オールホイールドライブ付きＴＣＭ） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（Ｅ）３．４Ｌ　Ｖ６　ＬＡ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　１－２ソレノイド

　パワートレイン（（Ｅ）３．４Ｌ　Ｖ６　ＬＡ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　２－３ソレノイド

　パワートレイン（（Ｅ）３．４Ｌ　Ｖ６　ＬＡ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール　（５ＧＮ　５ＧＴ）） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール　（５ＧＮ　５ＧＴ）） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール　（５ＧＮ　５ＧＴ）） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール　（５ＧＮ　５ＧＴ）） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール　（５ＧＮ　５ＧＴ）） 　Ｏ２センサー（バンク１センサー１）

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール　（５ＧＮ　５ＧＴ）） 　Ｏ２センサー（バンク１センサー２）

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール　（５ＧＮ　５ＧＴ）） 　アイドルスパーク

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール　（５ＧＮ　５ＧＴ）） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール　（５ＧＮ　５ＧＴ）） 　エアシステム

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール　（５ＧＮ　５ＧＴ）） 　エアソレノイド

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール　（５ＧＮ　５ＧＴ）） 　エアポンプリレー

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール　（５ＧＮ　５ＧＴ）） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール　（５ＧＮ　５ＧＴ）） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール　（５ＧＮ　５ＧＴ）） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール　（５ＧＮ　５ＧＴ）） 　シリンダーパワーバランス１

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール　（５ＧＮ　５ＧＴ）） 　シリンダーパワーバランス２

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール　（５ＧＮ　５ＧＴ）） 　シリンダーパワーバランス３

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール　（５ＧＮ　５ＧＴ）） 　シリンダーパワーバランス４

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール　（５ＧＮ　５ＧＴ）） 　シリンダーパワーバランス５

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール　（５ＧＮ　５ＧＴ）） 　スターターリレー

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール　（５ＧＮ　５ＧＴ）） 　スパーク遅延

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール　（５ＧＮ　５ＧＴ）） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール　（５ＧＮ　５ＧＴ）） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール　（５ＧＮ　５ＧＴ）） 　ループ状態

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール　（５ＧＮ　５ＧＴ）） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター１）

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール　（５ＧＮ　５ＧＴ）） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター２）

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール　（５ＧＮ　５ＧＴ）） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター３）

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール　（５ＧＮ　５ＧＴ）） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター４）

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール　（５ＧＮ　５ＧＴ）） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター５）

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール　（５ＧＮ　５ＧＴ）） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール　（５ＧＮ　５ＧＴ）） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイド

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール　（５ＧＴ）） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール　（５ＧＴ）） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール　（５ＧＴ）） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール　（５ＧＴ）） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール　（５ＧＴ）） 　Ｏ２センサー（バンク１センサー１）

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール　（５ＧＴ）） 　Ｏ２センサー（バンク１センサー２）

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール　（５ＧＴ）） 　アイドルスパーク

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール　（５ＧＴ）） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール　（５ＧＴ）） 　エアシステム

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール　（５ＧＴ）） 　エアソレノイド

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール　（５ＧＴ）） 　エアポンプリレー

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール　（５ＧＴ）） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール　（５ＧＴ）） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール　（５ＧＴ）） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール　（５ＧＴ）） 　シリンダーパワーバランス１

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール　（５ＧＴ）） 　シリンダーパワーバランス２

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール　（５ＧＴ）） 　シリンダーパワーバランス３

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール　（５ＧＴ）） 　シリンダーパワーバランス４

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール　（５ＧＴ）） 　シリンダーパワーバランス５

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール　（５ＧＴ）） 　スターターリレー

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール　（５ＧＴ）） 　スパーク遅延

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール　（５ＧＴ）） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール　（５ＧＴ）） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール　（５ＧＴ）） 　ループ状態

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール　（５ＧＴ）） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター１）

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール　（５ＧＴ）） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター２）

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール　（５ＧＴ）） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター３）

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール　（５ＧＴ）） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター４）

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール　（５ＧＴ）） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター５）

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール　（５ＧＴ）） 　燃料トリム有効
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　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール　（５ＧＴ）） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール　（５ＧＴ）） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイド

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール　（ＡＤＭ）） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール　（ＡＤＭ）） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール　（ＡＤＭ）） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール　（ＡＤＭ）） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール　（ＡＤＭ）） 　Ｏ２センサー（バンク１センサー１）

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール　（ＡＤＭ）） 　Ｏ２センサー（バンク１センサー２）

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール　（ＡＤＭ）） 　アイドルスパーク

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール　（ＡＤＭ）） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール　（ＡＤＭ）） 　エアシステム

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール　（ＡＤＭ）） 　エアソレノイド

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール　（ＡＤＭ）） 　エアポンプリレー

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール　（ＡＤＭ）） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール　（ＡＤＭ）） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール　（ＡＤＭ）） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール　（ＡＤＭ）） 　シリンダーパワーバランス１

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール　（ＡＤＭ）） 　シリンダーパワーバランス２

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール　（ＡＤＭ）） 　シリンダーパワーバランス３

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール　（ＡＤＭ）） 　シリンダーパワーバランス４

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール　（ＡＤＭ）） 　シリンダーパワーバランス５

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール　（ＡＤＭ）） 　スターターリレー

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール　（ＡＤＭ）） 　スパーク遅延

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール　（ＡＤＭ）） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール　（ＡＤＭ）） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール　（ＡＤＭ）） 　ループ状態

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール　（ＡＤＭ）） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター１）

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール　（ＡＤＭ）） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター２）

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール　（ＡＤＭ）） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター３）

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール　（ＡＤＭ）） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター４）

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール　（ＡＤＭ）） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター５）

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール　（ＡＤＭ）） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール　（ＡＤＭ）） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール　（ＡＤＭ）） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイド

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサー（バンク１センサー１）

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサー（バンク１センサー２）

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール） 　アイドルスパーク

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール） 　エアシステム

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール） 　エアソレノイド

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール） 　エアソレノイドリレー

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール） 　エアポンプリレー

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール） 　カムシャフトポジションアクチュエーターシステム

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファン

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス１

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス２

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス３

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス４

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス５

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール） 　スターターリレー

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール） 　スパーク遅延

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルアクチュエーターコントロール

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー５）

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー６）

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール） 　ループ状態

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター１）

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター２）

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター３）

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター４）

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター５）

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット
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　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイド

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　トランスファーケースコントロールモジュール　フロントディファレンシャルロックなし）　４ＷＤハイインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　トランスファーケースコントロールモジュール　フロントディファレンシャルロックなし）　４ＷＤハイロックインジケーター

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　トランスファーケースコントロールモジュール　フロントディファレンシャルロックなし）　４ＷＤローロックインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　トランスファーケースコントロールモジュール　フロントディファレンシャルロックなし）　ニュートラルインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　トランスファーケースコントロールモジュール　フロントディファレンシャルロックなし）　モーターＡドライバー（ハイ）

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　トランスファーケースコントロールモジュール　フロントディファレンシャルロックなし）　モーターＡドライバー（ロー）

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　トランスファーケースコントロールモジュール　フロントディファレンシャルロックなし）　モーターＢドライバー（ハイ）

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　トランスファーケースコントロールモジュール　フロントディファレンシャルロックなし）　モーターＢドライバー（ロー）

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　トランスファーケースコントロールモジュール　フロントディファレンシャルロック付き）　４ＷＤハイインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　トランスファーケースコントロールモジュール　フロントディファレンシャルロック付き）　４ＷＤハイロックインジケーター

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　トランスファーケースコントロールモジュール　フロントディファレンシャルロック付き）　４ＷＤローロックインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　トランスファーケースコントロールモジュール　フロントディファレンシャルロック付き）　ニュートラルインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　トランスファーケースコントロールモジュール　フロントディファレンシャルロック付き）　フロントアクスルロックインジケーター

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　トランスファーケースコントロールモジュール　フロントディファレンシャルロック付き）　フロントデフロックリターン

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　トランスファーケースコントロールモジュール　フロントディファレンシャルロック付き）　フロントデフロック制御

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　トランスファーケースコントロールモジュール　フロントディファレンシャルロック付き）　モーターＡドライバー（ハイ）

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　トランスファーケースコントロールモジュール　フロントディファレンシャルロック付き）　モーターＡドライバー（ロー）

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　トランスファーケースコントロールモジュール　フロントディファレンシャルロック付き）　モーターＢドライバー（ハイ）

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　トランスファーケースコントロールモジュール　フロントディファレンシャルロック付き）　モーターＢドライバー（ロー）

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　トランスファーケースコントロールモジュール　フロントディファレンシャルロック付き）　リアアクスルロックインジケーター

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　トランスファーケースコントロールモジュール　フロントディファレンシャルロック付き）　リアデフロックリターン

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　トランスファーケースコントロールモジュール　フロントディファレンシャルロック付き）　リアデフロック制御

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　トランスファーケースコントロールモジュール） 　２ＷＤ　ＡＴＣレンジ

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　トランスファーケースコントロールモジュール） 　２ＷＤハイインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　トランスファーケースコントロールモジュール） 　４ＷＤハイＡＴＣレンジ

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　トランスファーケースコントロールモジュール） 　４ＷＤハイインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　トランスファーケースコントロールモジュール） 　４ＷＤハイロックインジケーター

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　トランスファーケースコントロールモジュール） 　４ＷＤローＡＴＣレンジ

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　トランスファーケースコントロールモジュール） 　４ＷＤローインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　トランスファーケースコントロールモジュール） 　４ＷＤローロックインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　トランスファーケースコントロールモジュール） 　ＡＴＣニュートラルインジケーター

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　トランスファーケースコントロールモジュール） 　ＡＴＣモーターＡコントロール

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　トランスファーケースコントロールモジュール） 　デフロックインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　トランスファーケースコントロールモジュール） 　ニュートラルＡＴＣレンジ

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　トランスファーケースコントロールモジュール） 　ニュートラルインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　トランスファーケースコントロールモジュール） 　フロントアクスルアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　トランスファーケースコントロールモジュール） 　フロントアクスル係合

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　トランスファーケースコントロールモジュール） 　モーターＡドライバー（ハイ）

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　トランスファーケースコントロールモジュール） 　モーターＡドライバー（ロー）

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　トランスファーケースコントロールモジュール） 　モーターＢドライバー（ハイ）

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　トランスファーケースコントロールモジュール） 　モーターＢドライバー（ロー）

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　トランスファーケースコントロールモジュール） 　リアアクスルロックインジケーター

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　トランスファーケースコントロールモジュール） 　レンジアクチュエーター方向

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　トランスミッションコントロールモジュール） 　１－２ソレノイド

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　トランスミッションコントロールモジュール） 　２－３ソレノイド

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　トランスミッションコントロールモジュール） 　３－２ダウンシフトソレノイド

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣ有効

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣ有効ソレノイド

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応リセット

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　フューエルポンプコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　フューエルポンプコントロールモジュール） 　フューエルポンプトリムリセット

　パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　フューエルポンプコントロールモジュール） 　燃料プレッシャーコントロール

　パワートレイン（（Ｅ）７．０Ｌ　ＬＳ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｅ）７．０Ｌ　ＬＳ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｅ）７．０Ｌ　ＬＳ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｅ）７．０Ｌ　ＬＳ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー１）

　パワートレイン（（Ｅ）７．０Ｌ　ＬＳ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー２）

　パワートレイン（（Ｅ）７．０Ｌ　ＬＳ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー１）

　パワートレイン（（Ｅ）７．０Ｌ　ＬＳ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー２）

　パワートレイン（（Ｅ）７．０Ｌ　ＬＳ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（（Ｅ）７．０Ｌ　ＬＳ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（Ｅ）７．０Ｌ　ＬＳ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ｅ）７．０Ｌ　ＬＳ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（（Ｅ）７．０Ｌ　ＬＳ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（（Ｅ）７．０Ｌ　ＬＳ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（Ｅ）７．０Ｌ　ＬＳ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（（Ｅ）７．０Ｌ　ＬＳ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｅ）７．０Ｌ　ＬＳ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（（Ｅ）７．０Ｌ　ＬＳ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター
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　パワートレイン（（Ｅ）７．０Ｌ　ＬＳ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（（Ｅ）７．０Ｌ　ＬＳ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（（Ｅ）７．０Ｌ　ＬＳ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス５インジェクター

　パワートレイン（（Ｅ）７．０Ｌ　ＬＳ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス６インジェクター

　パワートレイン（（Ｅ）７．０Ｌ　ＬＳ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス７インジェクター

　パワートレイン（（Ｅ）７．０Ｌ　ＬＳ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス８インジェクター

　パワートレイン（（Ｅ）７．０Ｌ　ＬＳ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（（Ｅ）７．０Ｌ　ＬＳ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｅ）７．０Ｌ　ＬＳ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（（Ｅ）７．０Ｌ　ＬＳ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス１インジェクター

　パワートレイン（（Ｅ）７．０Ｌ　ＬＳ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス２インジェクター

　パワートレイン（（Ｅ）７．０Ｌ　ＬＳ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス３インジェクター

　パワートレイン（（Ｅ）７．０Ｌ　ＬＳ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス４インジェクター

　パワートレイン（（Ｅ）７．０Ｌ　ＬＳ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス５インジェクター

　パワートレイン（（Ｅ）７．０Ｌ　ＬＳ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス６インジェクター

　パワートレイン（（Ｅ）７．０Ｌ　ＬＳ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス７インジェクター

　パワートレイン（（Ｅ）７．０Ｌ　ＬＳ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス８インジェクター

　パワートレイン（（Ｅ）７．０Ｌ　ＬＳ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｅ）７．０Ｌ　ＬＳ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（（Ｅ）７．０Ｌ　ＬＳ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｅ）７．０Ｌ　ＬＳ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｅ）７．０Ｌ　ＬＳ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｅ）７．０Ｌ　ＬＳ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー１）

　パワートレイン（（Ｅ）７．０Ｌ　ＬＳ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー２）

　パワートレイン（（Ｅ）７．０Ｌ　ＬＳ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー１）

　パワートレイン（（Ｅ）７．０Ｌ　ＬＳ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー２）

　パワートレイン（（Ｅ）７．０Ｌ　ＬＳ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（（Ｅ）７．０Ｌ　ＬＳ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（Ｅ）７．０Ｌ　ＬＳ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ｅ）７．０Ｌ　ＬＳ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（（Ｅ）７．０Ｌ　ＬＳ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（（Ｅ）７．０Ｌ　ＬＳ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（Ｅ）７．０Ｌ　ＬＳ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（（Ｅ）７．０Ｌ　ＬＳ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｅ）７．０Ｌ　ＬＳ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（（Ｅ）７．０Ｌ　ＬＳ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（（Ｅ）７．０Ｌ　ＬＳ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（（Ｅ）７．０Ｌ　ＬＳ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（（Ｅ）７．０Ｌ　ＬＳ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス５インジェクター

　パワートレイン（（Ｅ）７．０Ｌ　ＬＳ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス６インジェクター

　パワートレイン（（Ｅ）７．０Ｌ　ＬＳ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス７インジェクター

　パワートレイン（（Ｅ）７．０Ｌ　ＬＳ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス８インジェクター

　パワートレイン（（Ｅ）７．０Ｌ　ＬＳ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スキップシフトソレノイドアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｅ）７．０Ｌ　ＬＳ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｅ）７．０Ｌ　ＬＳ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（（Ｅ）７．０Ｌ　ＬＳ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　リバースインヒビットソレノイドアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｅ）７．０Ｌ　ＬＳ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス１インジェクター

　パワートレイン（（Ｅ）７．０Ｌ　ＬＳ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス２インジェクター

　パワートレイン（（Ｅ）７．０Ｌ　ＬＳ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス３インジェクター

　パワートレイン（（Ｅ）７．０Ｌ　ＬＳ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス４インジェクター

　パワートレイン（（Ｅ）７．０Ｌ　ＬＳ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス５インジェクター

　パワートレイン（（Ｅ）７．０Ｌ　ＬＳ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス６インジェクター

　パワートレイン（（Ｅ）７．０Ｌ　ＬＳ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス７インジェクター

　パワートレイン（（Ｅ）７．０Ｌ　ＬＳ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス８インジェクター

　パワートレイン（（Ｅ）７．０Ｌ　ＬＳ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｅ）７．０Ｌ　ＬＳ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（（Ｅ）７．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ７　エキゾーストフローコントロールモジュール） 　排気バルブ

　パワートレイン（（Ｅ）７．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ７　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｅ）７．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ７　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ｅ）７．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ７　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｅ）７．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ７　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｅ）７．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ７　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１センサー１）

　パワートレイン（（Ｅ）７．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ７　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１センサー２）

　パワートレイン（（Ｅ）７．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ７　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２センサー１）

　パワートレイン（（Ｅ）７．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ７　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２センサー２）

　パワートレイン（（Ｅ）７．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ７　エンジンコントロールモジュール） 　ＳＣＢソレノイド

　パワートレイン（（Ｅ）７．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ７　エンジンコントロールモジュール） 　アイドルスパーク

　パワートレイン（（Ｅ）７．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ７　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｅ）７．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ７　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ｅ）７．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ７　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（Ｅ）７．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ７　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファン

　パワートレイン（（Ｅ）７．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ７　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｅ）７．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ７　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス１

　パワートレイン（（Ｅ）７．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ７　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス２
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　パワートレイン（（Ｅ）７．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ７　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス３

　パワートレイン（（Ｅ）７．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ７　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス４

　パワートレイン（（Ｅ）７．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ７　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス５

　パワートレイン（（Ｅ）７．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ７　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス６

　パワートレイン（（Ｅ）７．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ７　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス７

　パワートレイン（（Ｅ）７．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ７　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス８

　パワートレイン（（Ｅ）７．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ７　エンジンコントロールモジュール） 　スキップシフトソレノイド

　パワートレイン（（Ｅ）７．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ７　エンジンコントロールモジュール） 　スターターリレー

　パワートレイン（（Ｅ）７．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ７　エンジンコントロールモジュール） 　スパーク遅延

　パワートレイン（（Ｅ）７．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ７　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｅ）７．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ７　エンジンコントロールモジュール） 　バックインヒビット

　パワートレイン（（Ｅ）７．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ７　エンジンコントロールモジュール） 　ループ状態

　パワートレイン（（Ｅ）７．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ７　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター１）

　パワートレイン（（Ｅ）７．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ７　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター２）

　パワートレイン（（Ｅ）７．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ７　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター３）

　パワートレイン（（Ｅ）７．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ７　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター４）

　パワートレイン（（Ｅ）７．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ７　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター５）

　パワートレイン（（Ｅ）７．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ７　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター６）

　パワートレイン（（Ｅ）７．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ７　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター７）

　パワートレイン（（Ｅ）７．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ７　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター８）

　パワートレイン（（Ｅ）７．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ７　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｅ）７．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ７　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｅ）７．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ７　エンジンコントロールモジュール） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（Ｆ）　６．５Ｌ　Ｖ８　Ｌ６５　ＡＴＣコントロールモジュール） 　２ＷＤハイインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｆ）　６．５Ｌ　Ｖ８　Ｌ６５　ＡＴＣコントロールモジュール） 　２ＷＤモードスイッチ

　パワートレイン（（Ｆ）　６．５Ｌ　Ｖ８　Ｌ６５　ＡＴＣコントロールモジュール） 　４ＷＤハイインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｆ）　６．５Ｌ　Ｖ８　Ｌ６５　ＡＴＣコントロールモジュール） 　４ＷＤハイモードスイッチ

　パワートレイン（（Ｆ）　６．５Ｌ　Ｖ８　Ｌ６５　ＡＴＣコントロールモジュール） 　４ＷＤローインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｆ）　６．５Ｌ　Ｖ８　Ｌ６５　ＡＴＣコントロールモジュール） 　４ＷＤローモードスイッチ

　パワートレイン（（Ｆ）　６．５Ｌ　Ｖ８　Ｌ６５　ＡＴＣコントロールモジュール） 　ＡＴＣモーターＡコントロール

　パワートレイン（（Ｆ）　６．５Ｌ　Ｖ８　Ｌ６５　ＡＴＣコントロールモジュール） 　ＡＴＣモーターＢコントロール

　パワートレイン（（Ｆ）　６．５Ｌ　Ｖ８　Ｌ６５　ＡＴＣコントロールモジュール） 　ＡＴＷモードスイッチ

　パワートレイン（（Ｆ）　６．５Ｌ　Ｖ８　Ｌ６５　ＡＴＣコントロールモジュール） 　オート４ＷＤインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｆ）　６．５Ｌ　Ｖ８　Ｌ６５　ＡＴＣコントロールモジュール） 　サービス４ＷＤランプ

　パワートレイン（（Ｆ）　６．５Ｌ　Ｖ８　Ｌ６５　ＡＴＣコントロールモジュール） 　トランスファーケースロック

　パワートレイン（（Ｆ）　６．５Ｌ　Ｖ８　Ｌ６５　ＡＴＣコントロールモジュール） 　ニュートラルインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｆ）　６．５Ｌ　Ｖ８　Ｌ６５　ＡＴＣコントロールモジュール） 　ニュートラルモードスイッチ

　パワートレイン（（Ｆ）　６．５Ｌ　Ｖ８　Ｌ６５　ＡＴＣコントロールモジュール） 　フロントアクスル係合

　パワートレイン（（Ｆ）　６．５Ｌ　Ｖ８　Ｌ６５　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｆ）　６．５Ｌ　Ｖ８　Ｌ６５　エンジンコントロールモジュール） 　ＳＴＳランプ

　パワートレイン（（Ｆ）　６．５Ｌ　Ｖ８　Ｌ６５　エンジンコントロールモジュール） 　インジェクションポンプＴＤＣ学習

　パワートレイン（（Ｆ）　６．５Ｌ　Ｖ８　Ｌ６５　エンジンコントロールモジュール） 　インジェクションポンプエンジンＯＦＦ

　パワートレイン（（Ｆ）　６．５Ｌ　Ｖ８　Ｌ６５　エンジンコントロールモジュール） 　インジェクションポンプ時間設定

　パワートレイン（（Ｆ）　６．５Ｌ　Ｖ８　Ｌ６５　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｆ）　６．５Ｌ　Ｖ８　Ｌ６５　エンジンコントロールモジュール） 　グロープラグ

　パワートレイン（（Ｆ）　６．５Ｌ　Ｖ８　Ｌ６５　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｆ）　６．５Ｌ　Ｖ８　Ｌ６５　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｆ）　６．５Ｌ　Ｖ８　Ｌ６５　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｆ）　６．５Ｌ　Ｖ８　Ｌ６５　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｆ）　６．５Ｌ　Ｖ８　Ｌ６５　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー５）

　パワートレイン（（Ｆ）　６．５Ｌ　Ｖ８　Ｌ６５　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー６）

　パワートレイン（（Ｆ）　６．５Ｌ　Ｖ８　Ｌ６５　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー７）

　パワートレイン（（Ｆ）　６．５Ｌ　Ｖ８　Ｌ６５　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー８）

　パワートレイン（（Ｆ）　６．５Ｌ　Ｖ８　Ｌ６５　エンジンコントロールモジュール） 　ブーストソレノイド

　パワートレイン（（Ｆ）　６．５Ｌ　Ｖ８　Ｌ６５　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｆ）　６．５Ｌ　Ｖ８　Ｌ６５　トランスミッションコントロールモジュール） 　１－２ソレノイド

　パワートレイン（（Ｆ）　６．５Ｌ　Ｖ８　Ｌ６５　トランスミッションコントロールモジュール） 　２－３ソレノイド

　パワートレイン（（Ｆ）　６．５Ｌ　Ｖ８　Ｌ６５　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド

　パワートレイン（（Ｆ）　６．５Ｌ　Ｖ８　Ｌ６５　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（Ｆ）　６．５Ｌ　Ｖ８　Ｌ６５　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッション１

　パワートレイン（（Ｆ）　６．５Ｌ　Ｖ８　Ｌ６５　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッション２

　パワートレイン（（Ｆ）　６．５Ｌ　Ｖ８　Ｌ６５　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッション３

　パワートレイン（（Ｆ）　６．５Ｌ　Ｖ８　Ｌ６５　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッション４

　パワートレイン（（Ｆ）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール　アルゼンチン） 　ＥＧＲソレノイド

　パワートレイン（（Ｆ）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール　アルゼンチン） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ｆ）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール　アルゼンチン） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｆ）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール　アルゼンチン） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｆ）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール　アルゼンチン） 　Ｏ２センサーヒーターセンサー１

　パワートレイン（（Ｆ）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール　アルゼンチン） 　Ｏ２センサーヒーターセンサー２

　パワートレイン（（Ｆ）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール　アルゼンチン） 　ＴＰＳ学習値リセット

　パワートレイン（（Ｆ）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール　アルゼンチン） 　インテークマニホールドチューニングバルブ

　パワートレイン（（Ｆ）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール　アルゼンチン） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｆ）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール　アルゼンチン） 　クルーズメインランプ

　パワートレイン（（Ｆ）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール　アルゼンチン） 　スパーク遅延
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　パワートレイン（（Ｆ）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール　アルゼンチン） 　スロットルブレードコントロール

　パワートレイン（（Ｆ）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール　アルゼンチン） 　ファンＨｉｇｈ

　パワートレイン（（Ｆ）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール　アルゼンチン） 　ファンＬｏｗ

　パワートレイン（（Ｆ）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール　アルゼンチン） 　ループ状態

　パワートレイン（（Ｆ）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール　アルゼンチン） 　燃料インジェクターテスト１

　パワートレイン（（Ｆ）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール　アルゼンチン） 　燃料インジェクターテスト２

　パワートレイン（（Ｆ）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール　アルゼンチン） 　燃料インジェクターテスト３

　パワートレイン（（Ｆ）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール　アルゼンチン） 　燃料インジェクターテスト４

　パワートレイン（（Ｆ）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール　アルゼンチン） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｆ）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール　アルゼンチン） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（Ｆ）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＧＲソレノイド

　パワートレイン（（Ｆ）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｆ）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ｆ）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｆ）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール） 　ＩＡＣモーター位置

　パワートレイン（（Ｆ）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール） 　ＩＡＣリセット

　パワートレイン（（Ｆ）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール） 　ＩＳＣアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｆ）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｆ）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｆ）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ｆ）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール） 　スパーク遅延

　パワートレイン（（Ｆ）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール） 　ファンＨｉｇｈ

　パワートレイン（（Ｆ）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール） 　ファンＬｏｗ

　パワートレイン（（Ｆ）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール） 　ループ状態

　パワートレイン（（Ｆ）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターテスト１

　パワートレイン（（Ｆ）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターテスト２

　パワートレイン（（Ｆ）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターテスト３

　パワートレイン（（Ｆ）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターテスト４

　パワートレイン（（Ｆ）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｆ）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（Ｆ）１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＧＲバルブ

　パワートレイン（（Ｆ）１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｆ）１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（（Ｆ）１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（（Ｆ）１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（（Ｆ）１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ

　パワートレイン（（Ｆ）１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（Ｆ）１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ｆ）１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（（Ｆ）１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（（Ｆ）１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（（Ｆ）１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｆ）１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（（Ｆ）１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｆ）１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（Ｆ）１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（（Ｆ）１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＧＲバルブ

　パワートレイン（（Ｆ）１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｆ）１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（（Ｆ）１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（（Ｆ）１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（（Ｆ）１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ

　パワートレイン（（Ｆ）１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（Ｆ）１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ｆ）１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（（Ｆ）１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（（Ｆ）１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（（Ｆ）１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｆ）１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（（Ｆ）１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｆ）１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（Ｆ）１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（（Ｆ）１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＧＲバルブ

　パワートレイン（（Ｆ）１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｆ）１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｆ）１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｆ）１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル回転数制御アクチュエーター

　パワートレイン（（Ｆ）１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール） 　インジェクター（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｆ）１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール） 　インジェクター（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｆ）１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール） 　インジェクター（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｆ）１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール） 　インジェクター（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｆ）１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール） 　インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ

　パワートレイン（（Ｆ）１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（Ｆ）１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー１
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　パワートレイン（（Ｆ）１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（（Ｆ）１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール） 　タコメーターゲージスイープ

　パワートレイン（（Ｆ）１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール） 　低燃料インジケーター

　パワートレイン（（Ｆ）１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（Ｆ）１．６Ｌ　ＬＸＴ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｆ）１．６Ｌ　ＬＸＴ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｆ）１．６Ｌ　ＬＸＴ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｆ）１．６Ｌ　ＬＸＴ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｆ）１．６Ｌ　ＬＸＴ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１

　パワートレイン（（Ｆ）１．６Ｌ　ＬＸＴ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｆ）１．６Ｌ　ＬＸＴ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ２

　パワートレイン（（Ｆ）１．６Ｌ　ＬＸＴ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（（Ｆ）１．６Ｌ　ＬＸＴ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（（Ｆ）１．６Ｌ　ＬＸＴ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（（Ｆ）１．６Ｌ　ＬＸＴ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｆ）１．６Ｌ　ＬＸＴ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（（Ｆ）１．６Ｌ　ＬＸＴ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｆ）１．６Ｌ　ＬＸＴ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（（Ｆ）１．６Ｌ　ＬＸＴ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｆ）１．６Ｌ　ＬＸＴ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（（Ｆ）１．６Ｌ　ＬＸＴ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｆ）１．６Ｌ　ＬＸＴ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ホールドモードインジケーター

　パワートレイン（（Ｆ）１．６Ｌ　ＬＸＴ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｆ）１．６Ｌ　ＬＸＴ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｆ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＬＷ　エンジンコントロールモジュール） 　ＤＰＦインジケーター

　パワートレイン（（Ｆ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＬＷ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＧＲソレノイド

　パワートレイン（（Ｆ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＬＷ　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｆ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＬＷ　エンジンコントロールモジュール） 　ＴＣベーンポジションコントロールソレノイド

　パワートレイン（（Ｆ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＬＷ　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル回転数制御

　パワートレイン（（Ｆ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＬＷ　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｆ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＬＷ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン高温ランプ

　パワートレイン（（Ｆ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＬＷ　エンジンコントロールモジュール） 　オルタネーターランプ

　パワートレイン（（Ｆ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＬＷ　エンジンコントロールモジュール） 　クルーズランプ

　パワートレイン（（Ｆ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＬＷ　エンジンコントロールモジュール） 　グロープラグ

　パワートレイン（（Ｆ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＬＷ　エンジンコントロールモジュール） 　グロープラグランプ

　パワートレイン（（Ｆ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＬＷ　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｆ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＬＷ　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬターミナル

　パワートレイン（（Ｆ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＬＷ　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルブレードコントロール

　パワートレイン（（Ｆ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＬＷ　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー１

　パワートレイン（（Ｆ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＬＷ　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（Ｆ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＬＷ　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー２、３

　パワートレイン（（Ｆ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＬＷ　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｆ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＬＷ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料ヒーター

　パワートレイン（（Ｆ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＬＷ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（Ｆ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＬＷ　エンジンコントロールモジュール） 　補助ヒーターリレー１

　パワートレイン（（Ｆ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＬＷ　エンジンコントロールモジュール） 　補助ヒーターリレー２、３

　パワートレイン（（Ｆ）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ６１　エンジンコントロールモジュール） 　１シリンダーパワーバランス

　パワートレイン（（Ｆ）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ６１　エンジンコントロールモジュール） 　２シリンダーパワーバランス

　パワートレイン（（Ｆ）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ６１　エンジンコントロールモジュール） 　３シリンダーパワーバランス

　パワートレイン（（Ｆ）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ６１　エンジンコントロールモジュール） 　４シリンダーパワーバランス

　パワートレイン（（Ｆ）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ６１　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｆ）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ６１　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ｆ）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ６１　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイド（ＰＷＭ）

　パワートレイン（（Ｆ）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ６１　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｆ）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ６１　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｆ）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ６１　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１センサー１）

　パワートレイン（（Ｆ）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ６１　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１センサー２）

　パワートレイン（（Ｆ）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ６１　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒータードライバー１

　パワートレイン（（Ｆ）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ６１　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒータードライバー２

　パワートレイン（（Ｆ）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ６１　エンジンコントロールモジュール） 　ＲＶＳ無効履歴リセット

　パワートレイン（（Ｆ）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ６１　エンジンコントロールモジュール） 　アイドルスパーク

　パワートレイン（（Ｆ）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ６１　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｆ）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ６１　エンジンコントロールモジュール） 　エアシステム

　パワートレイン（（Ｆ）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ６１　エンジンコントロールモジュール） 　エアソレノイド

　パワートレイン（（Ｆ）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ６１　エンジンコントロールモジュール） 　エアポンプリレー

　パワートレイン（（Ｆ）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ６１　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ｆ）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ６１　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（Ｆ）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ６１　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｆ）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ６１　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス１

　パワートレイン（（Ｆ）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ６１　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス２

　パワートレイン（（Ｆ）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ６１　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス３

　パワートレイン（（Ｆ）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ６１　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス４

　パワートレイン（（Ｆ）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ６１　エンジンコントロールモジュール） 　スターターリレー

　パワートレイン（（Ｆ）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ６１　エンジンコントロールモジュール） 　スパーク遅延
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　パワートレイン（（Ｆ）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ６１　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｆ）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ６１　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｆ）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ６１　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｆ）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ６１　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｆ）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ６１　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｆ）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ６１　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー１

　パワートレイン（（Ｆ）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ６１　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー２

　パワートレイン（（Ｆ）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ６１　エンジンコントロールモジュール） 　ファン制御１

　パワートレイン（（Ｆ）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ６１　エンジンコントロールモジュール） 　ファン制御１、２

　パワートレイン（（Ｆ）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ６１　エンジンコントロールモジュール） 　ファン制御２

　パワートレイン（（Ｆ）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ６１　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｆ）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ６１　エンジンコントロールモジュール） 　フロントＯ２センサーヒーター

　パワートレイン（（Ｆ）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ６１　エンジンコントロールモジュール） 　リアＯ２センサーヒーター

　パワートレイン（（Ｆ）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ６１　エンジンコントロールモジュール） 　ループ状態

　パワートレイン（（Ｆ）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ６１　エンジンコントロールモジュール） 　回転数制御

　パワートレイン（（Ｆ）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ６１　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス１

　パワートレイン（（Ｆ）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ６１　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス２

　パワートレイン（（Ｆ）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ６１　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス３

　パワートレイン（（Ｆ）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ６１　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス４

　パワートレイン（（Ｆ）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ６１　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｆ）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ６１　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｆ）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ６１　エンジンコントロールモジュール） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（Ｆ）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ６１　トランスミッションコントロールモジュール） 　１－２ソレノイド

　パワートレイン（（Ｆ）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ６１　トランスミッションコントロールモジュール） 　２－３ソレノイド

　パワートレイン（（Ｆ）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ６１　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド

　パワートレイン（（Ｆ）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ６１　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（Ｆ）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ６１　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応リセット

　パワートレイン（（Ｆ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＤ９　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｆ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＤ９　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ｆ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＤ９　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｆ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＤ９　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｆ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＤ９　エンジンコントロールモジュール） 　ＲＶＳ無効履歴リセット

　パワートレイン（（Ｆ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＤ９　エンジンコントロールモジュール） 　アイドルスパーク

　パワートレイン（（Ｆ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＤ９　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｆ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＤ９　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ｆ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＤ９　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（Ｆ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＤ９　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｆ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＤ９　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダー１

　パワートレイン（（Ｆ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＤ９　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダー４

　パワートレイン（（Ｆ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＤ９　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダー６

　パワートレイン（（Ｆ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＤ９　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダー７

　パワートレイン（（Ｆ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＤ９　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス１

　パワートレイン（（Ｆ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＤ９　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス２

　パワートレイン（（Ｆ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＤ９　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス３

　パワートレイン（（Ｆ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＤ９　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス４

　パワートレイン（（Ｆ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＤ９　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス５

　パワートレイン（（Ｆ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＤ９　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス６

　パワートレイン（（Ｆ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＤ９　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス７

　パワートレイン（（Ｆ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＤ９　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス８

　パワートレイン（（Ｆ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＤ９　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダー休止システム

　パワートレイン（（Ｆ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＤ９　エンジンコントロールモジュール） 　スパーク遅延

　パワートレイン（（Ｆ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＤ９　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｆ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＤ９　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー１

　パワートレイン（（Ｆ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＤ９　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（Ｆ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＤ９　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー２、３

　パワートレイン（（Ｆ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＤ９　エンジンコントロールモジュール） 　ループ状態

　パワートレイン（（Ｆ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＤ９　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター１）

　パワートレイン（（Ｆ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＤ９　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター２）

　パワートレイン（（Ｆ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＤ９　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター３）

　パワートレイン（（Ｆ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＤ９　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター４）

　パワートレイン（（Ｆ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＤ９　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター５）

　パワートレイン（（Ｆ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＤ９　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター６）

　パワートレイン（（Ｆ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＤ９　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター７）

　パワートレイン（（Ｆ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＤ９　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター８）

　パワートレイン（（Ｆ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＤ９　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｆ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＤ９　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｆ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＤ９　エンジンコントロールモジュール） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（Ｆ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＤ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣ　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド機能

　パワートレイン（（Ｆ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＤ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイド１

　パワートレイン（（Ｆ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＤ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイド２

　パワートレイン（（Ｆ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＤ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイド３

　パワートレイン（（Ｆ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＤ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイド４

　パワートレイン（（Ｆ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＤ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイド５

　パワートレイン（（Ｆ）３．４Ｌ　Ｖ６　ＬＮＪ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＧＲソレノイド
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　パワートレイン（（Ｆ）３．４Ｌ　Ｖ６　ＬＮＪ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｆ）３．４Ｌ　Ｖ６　ＬＮＪ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ｆ）３．４Ｌ　Ｖ６　ＬＮＪ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｆ）３．４Ｌ　Ｖ６　ＬＮＪ　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｆ）３．４Ｌ　Ｖ６　ＬＮＪ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（（Ｆ）３．４Ｌ　Ｖ６　ＬＮＪ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（（Ｆ）３．４Ｌ　Ｖ６　ＬＮＪ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーターコントロール

　パワートレイン（（Ｆ）３．４Ｌ　Ｖ６　ＬＮＪ　エンジンコントロールモジュール） 　ＲＶＳ無効履歴リセット

　パワートレイン（（Ｆ）３．４Ｌ　Ｖ６　ＬＮＪ　エンジンコントロールモジュール） 　アイドルスパーク

　パワートレイン（（Ｆ）３．４Ｌ　Ｖ６　ＬＮＪ　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｆ）３．４Ｌ　Ｖ６　ＬＮＪ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ｆ）３．４Ｌ　Ｖ６　ＬＮＪ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（Ｆ）３．４Ｌ　Ｖ６　ＬＮＪ　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｆ）３．４Ｌ　Ｖ６　ＬＮＪ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス１

　パワートレイン（（Ｆ）３．４Ｌ　Ｖ６　ＬＮＪ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス２

　パワートレイン（（Ｆ）３．４Ｌ　Ｖ６　ＬＮＪ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス３

　パワートレイン（（Ｆ）３．４Ｌ　Ｖ６　ＬＮＪ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス４

　パワートレイン（（Ｆ）３．４Ｌ　Ｖ６　ＬＮＪ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス５

　パワートレイン（（Ｆ）３．４Ｌ　Ｖ６　ＬＮＪ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス６

　パワートレイン（（Ｆ）３．４Ｌ　Ｖ６　ＬＮＪ　エンジンコントロールモジュール） 　スパーク遅延

　パワートレイン（（Ｆ）３．４Ｌ　Ｖ６　ＬＮＪ　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｆ）３．４Ｌ　Ｖ６　ＬＮＪ　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｆ）３．４Ｌ　Ｖ６　ＬＮＪ　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｆ）３．４Ｌ　Ｖ６　ＬＮＪ　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｆ）３．４Ｌ　Ｖ６　ＬＮＪ　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｆ）３．４Ｌ　Ｖ６　ＬＮＪ　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー５）

　パワートレイン（（Ｆ）３．４Ｌ　Ｖ６　ＬＮＪ　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー６）

　パワートレイン（（Ｆ）３．４Ｌ　Ｖ６　ＬＮＪ　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー１

　パワートレイン（（Ｆ）３．４Ｌ　Ｖ６　ＬＮＪ　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（Ｆ）３．４Ｌ　Ｖ６　ＬＮＪ　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー２、３

　パワートレイン（（Ｆ）３．４Ｌ　Ｖ６　ＬＮＪ　エンジンコントロールモジュール） 　ファン高速

　パワートレイン（（Ｆ）３．４Ｌ　Ｖ６　ＬＮＪ　エンジンコントロールモジュール） 　ファン低速

　パワートレイン（（Ｆ）３．４Ｌ　Ｖ６　ＬＮＪ　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｆ）３．４Ｌ　Ｖ６　ＬＮＪ　エンジンコントロールモジュール） 　ループ状態

　パワートレイン（（Ｆ）３．４Ｌ　Ｖ６　ＬＮＪ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクター１バランス

　パワートレイン（（Ｆ）３．４Ｌ　Ｖ６　ＬＮＪ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクター２バランス

　パワートレイン（（Ｆ）３．４Ｌ　Ｖ６　ＬＮＪ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクター３バランス

　パワートレイン（（Ｆ）３．４Ｌ　Ｖ６　ＬＮＪ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクター４バランス

　パワートレイン（（Ｆ）３．４Ｌ　Ｖ６　ＬＮＪ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクター５バランス

　パワートレイン（（Ｆ）３．４Ｌ　Ｖ６　ＬＮＪ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクター６バランス

　パワートレイン（（Ｆ）３．４Ｌ　Ｖ６　ＬＮＪ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｆ）３．４Ｌ　Ｖ６　ＬＮＪ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（Ｆ）３．４Ｌ　Ｖ６　ＬＮＪ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド１

　パワートレイン（（Ｆ）３．４Ｌ　Ｖ６　ＬＮＪ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド２

　パワートレイン（（Ｆ）３．４Ｌ　Ｖ６　ＬＮＪ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド３

　パワートレイン（（Ｆ）３．４Ｌ　Ｖ６　ＬＮＪ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド４

　パワートレイン（（Ｆ）３．４Ｌ　Ｖ６　ＬＮＪ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド５

　パワートレイン（（Ｆ）３．４Ｌ　Ｖ６　ＬＮＪ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣ　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイドエレクトリカル

　パワートレイン（（Ｆ）３．４Ｌ　Ｖ６　ＬＮＪ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣ　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド機能

　パワートレイン（（Ｆ）３．４Ｌ　Ｖ６　ＬＮＪ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイドエレクトリカル

　パワートレイン（（Ｆ）３．４Ｌ　Ｖ６　ＬＮＪ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド

　パワートレイン（（Ｆ）３．４Ｌ　Ｖ６　ＬＮＪ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイドエレクトリカル

　パワートレイン（（Ｆ）３．４Ｌ　Ｖ６　ＬＮＪ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド機能

　パワートレイン（（Ｆ）４．８Ｌ　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｆ）４．８Ｌ　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｆ）４．８Ｌ　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｆ）４．８Ｌ　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー１）

　パワートレイン（（Ｆ）４．８Ｌ　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー２）

　パワートレイン（（Ｆ）４．８Ｌ　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー１）

　パワートレイン（（Ｆ）４．８Ｌ　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー２）

　パワートレイン（（Ｆ）４．８Ｌ　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（（Ｆ）４．８Ｌ　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（Ｆ）４．８Ｌ　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ｆ）４．８Ｌ　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数

　パワートレイン（（Ｆ）４．８Ｌ　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｆ）４．８Ｌ　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（（Ｆ）４．８Ｌ　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（（Ｆ）４．８Ｌ　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（（Ｆ）４．８Ｌ　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（（Ｆ）４．８Ｌ　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス５インジェクター

　パワートレイン（（Ｆ）４．８Ｌ　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス６インジェクター

　パワートレイン（（Ｆ）４．８Ｌ　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス７インジェクター

　パワートレイン（（Ｆ）４．８Ｌ　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス８インジェクター

　パワートレイン（（Ｆ）４．８Ｌ　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　スターターリレー
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システム 項目名

　パワートレイン（（Ｆ）４．８Ｌ　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｆ）４．８Ｌ　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｆ）４．８Ｌ　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス１インジェクター

　パワートレイン（（Ｆ）４．８Ｌ　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス２インジェクター

　パワートレイン（（Ｆ）４．８Ｌ　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス３インジェクター

　パワートレイン（（Ｆ）４．８Ｌ　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス４インジェクター

　パワートレイン（（Ｆ）４．８Ｌ　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス５インジェクター

　パワートレイン（（Ｆ）４．８Ｌ　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス６インジェクター

　パワートレイン（（Ｆ）４．８Ｌ　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス７インジェクター

　パワートレイン（（Ｆ）４．８Ｌ　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス８インジェクター

　パワートレイン（（Ｆ）４．８Ｌ　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｆ）４．８Ｌ　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（Ｆ）４．８Ｌ　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（（Ｆ）４．８Ｌ　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（（Ｆ）４．８Ｌ　Ｌ２０　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｆ）４．８Ｌ　Ｌ２０　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｆ）４．８Ｌ　Ｌ２０　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１

　パワートレイン（（Ｆ）４．８Ｌ　Ｌ２０　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｆ）４．８Ｌ　Ｌ２０　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ２

　パワートレイン（（Ｆ）４．８Ｌ　Ｌ２０　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ２パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｆ）４．８Ｌ　Ｌ２０　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（（Ｆ）４．８Ｌ　Ｌ２０　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（（Ｆ）４．８Ｌ　Ｌ２０　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（（Ｆ）４．８Ｌ　Ｌ２０　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｆ）４．８Ｌ　Ｌ２０　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（（Ｆ）４．８Ｌ　Ｌ２０　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｆ）４．８Ｌ　Ｌ２０　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（（Ｆ）４．８Ｌ　Ｌ２０　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｆ）４．８Ｌ　Ｌ２０　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（（Ｆ）４．８Ｌ　Ｌ２０　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｆ）４．８Ｌ　Ｌ２０　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｆ）４．８Ｌ　Ｌ２０　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｌ９４　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｌ９４　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｌ９４　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｌ９４　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー１）

　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｌ９４　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー２）

　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｌ９４　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー１）

　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｌ９４　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー２）

　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｌ９４　エンジンコントロールモジュール） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｌ９４　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｌ９４　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｌ９４　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数

　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｌ９４　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｌ９４　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｌ９４　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｌ９４　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｌ９４　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｌ９４　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｌ９４　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｌ９４　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス５インジェクター

　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｌ９４　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス６インジェクター

　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｌ９４　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス７インジェクター

　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｌ９４　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス８インジェクター

　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｌ９４　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダー休止（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｌ９４　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダー休止（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｌ９４　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダー休止（シリンダー６）

　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｌ９４　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダー休止（シリンダー７）

　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｌ９４　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダー休止システム

　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｌ９４　エンジンコントロールモジュール） 　スターターリレー

　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｌ９４　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｌ９４　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｌ９４　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス１インジェクター

　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｌ９４　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス２インジェクター

　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｌ９４　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス３インジェクター

　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｌ９４　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス４インジェクター

　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｌ９４　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス５インジェクター

　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｌ９４　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス６インジェクター

　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｌ９４　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス７インジェクター

　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｌ９４　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス８インジェクター

　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｌ９４　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｌ９４　エンジンコントロールモジュール） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｌ９４　エンジンコントロールモジュール） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｌ９４　エンジンコントロールモジュール） 　燃料成分リセット
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　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｌ９４　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｌ９４　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｌ９４　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１

　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｌ９４　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｌ９４　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ２

　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｌ９４　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ２パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｌ９４　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｌ９４　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｌ９４　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｌ９４　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｌ９４　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｌ９４　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｌ９４　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｌ９４　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｌ９４　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｌ９４　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｌ９４　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｌ９４　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９４　エンジンコントロールモジュール） 　ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター

　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９４　エンジンコントロールモジュール） 　ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーターソレノイド

　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９４　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９４　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９４　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９４　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９４　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１センサー１）

　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９４　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１センサー２）

　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９４　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２センサー１）

　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９４　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２センサー２）

　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９４　エンジンコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド２

　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９４　エンジンコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド３

　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９４　エンジンコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド４

　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９４　エンジンコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド５

　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９４　エンジンコントロールモジュール） 　ＲＶＳ無効履歴リセット

　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９４　エンジンコントロールモジュール） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９４　エンジンコントロールモジュール） 　アイドルスパーク

　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９４　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９４　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９４　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９４　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９４　エンジンコントロールモジュール） 　シフトソレノイド１

　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９４　エンジンコントロールモジュール） 　シフトソレノイド２

　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９４　エンジンコントロールモジュール） 　シフトトランスミッション

　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９４　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダー１

　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９４　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダー４

　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９４　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダー６

　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９４　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダー７

　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９４　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス１

　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９４　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス２

　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９４　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス３

　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９４　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス４

　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９４　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス５

　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９４　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス６

　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９４　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス７

　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９４　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス８

　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９４　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダー休止システム

　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９４　エンジンコントロールモジュール） 　スターターリレー

　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９４　エンジンコントロールモジュール） 　スパーク遅延

　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９４　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９４　エンジンコントロールモジュール） 　トランスミッション適応リセット

　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９４　エンジンコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９４　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー１

　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９４　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９４　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー２、３

　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９４　エンジンコントロールモジュール） 　ライン圧力制御

　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９４　エンジンコントロールモジュール） 　ループ状態

　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９４　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター１）

　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９４　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター２）

　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９４　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター３）

　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９４　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター４）

　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９４　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター５）

　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９４　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター６）

　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９４　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター７）

　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９４　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター８）

　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９４　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効
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　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９４　エンジンコントロールモジュール） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９４　エンジンコントロールモジュール） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９４　トランスファーケースコントロールモジュール） 　２ＷＤハイインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９４　トランスファーケースコントロールモジュール） 　４ＷＤハイインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９４　トランスファーケースコントロールモジュール） 　４ＷＤローインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９４　トランスファーケースコントロールモジュール） 　ＡＴＣモーター学習

　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９４　トランスファーケースコントロールモジュール） 　オート４ＷＤインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９４　トランスファーケースコントロールモジュール） 　トランスファーケースモーターコントロール

　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９４　トランスファーケースコントロールモジュール） 　トランスファーケースロック

　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９４　トランスファーケースコントロールモジュール） 　ニュートラルインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９４　トランスファーケースコントロールモジュール） 　フロントアクスル係合

　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９４　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド２

　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９４　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド３

　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９４　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド４

　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９４　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド５

　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９４　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９４　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイド１

　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９４　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイド２

　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９４　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッション

　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９４　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応リセット

　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９４　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９４　トランスミッションコントロールモジュール） 　ライン圧力制御

　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９４　フューエルポンプコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９４　フューエルポンプコントロールモジュール） 　フューエルポンプトリムリセット

　パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９４　フューエルポンプコントロールモジュール） 　燃料プレッシャーコントロール

　パワートレイン（（Ｇ）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＶ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ｇ）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＶ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｇ）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＶ　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｇ）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＶ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（（Ｇ）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＶ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（（Ｇ）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＶ　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｇ）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＶ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ｇ）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＶ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（Ｇ）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＶ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（（Ｇ）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＶ　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｇ）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＶ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス１

　パワートレイン（（Ｇ）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＶ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス２

　パワートレイン（（Ｇ）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＶ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス３

　パワートレイン（（Ｇ）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＶ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス４

　パワートレイン（（Ｇ）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＶ　エンジンコントロールモジュール） 　スターターリレー

　パワートレイン（（Ｇ）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＶ　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｇ）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＶ　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー１

　パワートレイン（（Ｇ）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＶ　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー２

　パワートレイン（（Ｇ）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＶ　エンジンコントロールモジュール） 　ループ状態

　パワートレイン（（Ｇ）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＶ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｇ）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＶ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイド

　パワートレイン（（Ｇ）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＶ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター１）

　パワートレイン（（Ｇ）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＶ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター２）

　パワートレイン（（Ｇ）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＶ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター３）

　パワートレイン（（Ｇ）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＶ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター４）

　パワートレイン（（Ｇ）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＶ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｇ）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＶ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｇ）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＶ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（Ｇ）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＶ　エンジンコントロールモジュール） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｇ）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＶ　エンジンコントロールモジュール） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイド

　パワートレイン（（Ｇ）１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｇ）１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｇ）１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｇ）１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｇ）１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｇ）１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｇ）１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｇ）１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｇ）１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｇ）１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ

　パワートレイン（（Ｇ）１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（Ｇ）１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（（Ｇ）１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（（Ｇ）１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（（Ｇ）１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（Ｇ）１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（（Ｇ）１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｇ）１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｇ）１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）
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　パワートレイン（（Ｇ）１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｇ）１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｇ）１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（（Ｇ）１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｇ）１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　セカンダリーエアインジェクションシステム

　パワートレイン（（Ｇ）１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　セカンダリーエアインジェクションソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｇ）１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　セカンダリーエアインジェクションポンプリレー

　パワートレイン（（Ｇ）１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（（Ｇ）１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　圧縮テスト

　パワートレイン（（Ｇ）１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｇ）１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｇ）１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｇ）１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｇ）１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｇ）１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｇ）１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｇ）１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（Ｇ）１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（（Ｇ）１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｇ）１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｇ）１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｇ）１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｇ）１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｇ）１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｇ）１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｇ）１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｇ）１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｇ）１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｇ）１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｇ）１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ

　パワートレイン（（Ｇ）１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（Ｇ）１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（（Ｇ）１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（（Ｇ）１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（（Ｇ）１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（Ｇ）１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（（Ｇ）１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｇ）１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｇ）１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｇ）１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｇ）１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｇ）１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（（Ｇ）１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｇ）１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　セカンダリーエアインジェクションシステム

　パワートレイン（（Ｇ）１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　セカンダリーエアインジェクションソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｇ）１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　セカンダリーエアインジェクションポンプリレー

　パワートレイン（（Ｇ）１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（（Ｇ）１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　圧縮テスト

　パワートレイン（（Ｇ）１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｇ）１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｇ）１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｇ）１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｇ）１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｇ）１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｇ）１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｇ）１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（Ｇ）１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（（Ｇ）１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｇ）１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｇ）１．８Ｌ　ＬＷＥ　シャーシコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｇ）１．８Ｌ　ＬＷＥ　シャーシコントロールモジュール） 　燃料圧力

　パワートレイン（（Ｇ）１．８Ｌ　ＬＷＥ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｇ）１．８Ｌ　ＬＷＥ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｇ）１．８Ｌ　ＬＷＥ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｇ）１．８Ｌ　ＬＷＥ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｇ）１．８Ｌ　ＬＷＥ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（（Ｇ）１．８Ｌ　ＬＷＥ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（（Ｇ）１．８Ｌ　ＬＷＥ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（（Ｇ）１．８Ｌ　ＬＷＥ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｇ）１．８Ｌ　ＬＷＥ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（（Ｇ）１．８Ｌ　ＬＷＥ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｇ）１．８Ｌ　ＬＷＥ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（（Ｇ）１．８Ｌ　ＬＷＥ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｇ）１．８Ｌ　ＬＷＥ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５
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　パワートレイン（（Ｇ）１．８Ｌ　ＬＷＥ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｇ）１．８Ｌ　ＬＷＥ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｇ）１．８Ｌ　ＬＷＥ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｇ）１．８Ｌ　ＬＷＥ　フューエルポンプ　バージョン　フューエルポンプ） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｇ）１．８Ｌ　ＬＷＥ　フューエルポンプ　バージョン　フューエルポンプ） 　燃料圧力

　パワートレイン（（Ｇ）１．８Ｌ　ＬＷＥ　フューエルポンプ　バージョン　フューエルポンプ　アクティブグリルエアシャッター） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｇ）１．８Ｌ　ＬＷＥ　フューエルポンプ　バージョン　フューエルポンプ　アクティブグリルエアシャッター） 　燃料圧力

　パワートレイン（（Ｇ）１．８Ｌ　ＬＷＥ　フューエルポンプコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｇ）１．８Ｌ　ＬＷＥ　フューエルポンプコントロールモジュール） 　燃料圧力

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー１）

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー２）

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー１）

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー２）

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル点火時期

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス５インジェクター

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス６インジェクター

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　スターターリレー

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　圧縮テスト

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク１）

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク２）

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　点火時期遅延

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス１インジェクター

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス２インジェクター

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス３インジェクター

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス４インジェクター

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス５インジェクター

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス６インジェクター

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　燃料システム減圧

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　燃料圧力

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　燃料圧力レギュレーター

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク１）

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク２）

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　ＬＦ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　ＬＦ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　ＬＦ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　ＬＦ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　ＬＦ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ２

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　ＬＦ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ２パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　ＬＦ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　ＬＦ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　ＬＦ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　ＬＦ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　ＬＦ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　ＬＦ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　ＬＦ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　ＬＦ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　ＬＦ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　ＬＦ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　ＬＦ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　ＬＦ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　ＬＦ１　フューエルポンプコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　ＬＦ１　フューエルポンプコントロールモジュール） 　燃料圧力

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　ＥＶＡＰパージソレノイド
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　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１センサー１）

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１センサー２）

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２センサー１）

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２センサー２）

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　ＲＶＳ無効履歴リセット

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　アイドルスパーク

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　シリンダーパワーバランス１

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　シリンダーパワーバランス２

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　シリンダーパワーバランス３

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　シリンダーパワーバランス４

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　シリンダーパワーバランス５

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　シリンダーパワーバランス６

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　スターターリレーコントロール

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　ファンリレー１

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　ファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　ファンリレー２、３

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　ループ状態

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　圧縮テスト

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　吸気側ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーターソレノイド（バンク１）

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　吸気側ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーターソレノイド（バンク２）

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター１）

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター２）

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター３）

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター４）

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター５）

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター６）

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　燃料プレッシャーコントロール

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　燃料圧力レギュレーター

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　排気側ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーターソレノイド（バンク２）

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　排気側ＣＰＭ（カムシャフトポジション）アクチュエーターソレノイド（バンク１）

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１センサー１）

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１センサー２）

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２センサー１）

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２センサー２）

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　ＲＶＳ無効履歴リセット

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　シリンダーパワーバランス１

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　シリンダーパワーバランス２

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　シリンダーパワーバランス３

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　シリンダーパワーバランス４

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　シリンダーパワーバランス５

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　シリンダーパワーバランス６

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　スターターリレーコントロール

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　ファンリレー１

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　ファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　ファンリレー２、３

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　ループ状態

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　圧縮テスト

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　吸気側ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーターソレノイド（バンク１）

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　吸気側ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーターソレノイド（バンク２）

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター１）

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター２）

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター３）

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター４）

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター５）

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター６）
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　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　燃料プレッシャーコントロール

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　燃料圧力レギュレーター

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　排気側ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーターソレノイド（バンク２）

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　排気側ＣＰＭ（カムシャフトポジション）アクチュエーターソレノイド（バンク１）

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　トランスファーケースコントロールモジュール） 　クラッチコントロール

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　トランスファーケースコントロールモジュール） 　クラッチリターン

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　トランスファーケースコントロールモジュール） 　クラッチ連結要求

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド２

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド３

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド４

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド５

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイド１

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイド２

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッション

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応リセット

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　ライン圧力制御

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　フューエルポンプコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　フューエルポンプコントロールモジュール） 　フューエルポンプトリムリセット

　パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　フューエルポンプコントロールモジュール） 　燃料プレッシャーコントロール

　パワートレイン（（Ｇ）３．２Ｌ　Ｖ６　ＬＵ１　エンジンコントロールモジュール） 　１－２ソレノイド

　パワートレイン（（Ｇ）３．２Ｌ　Ｖ６　ＬＵ１　エンジンコントロールモジュール） 　２－３ソレノイド

　パワートレイン（（Ｇ）３．２Ｌ　Ｖ６　ＬＵ１　エンジンコントロールモジュール） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（Ｇ）３．２Ｌ　Ｖ６　ＬＵ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣ　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド機能

　パワートレイン（（Ｇ）３．２Ｌ　Ｖ６　ＬＵ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイド１

　パワートレイン（（Ｇ）３．２Ｌ　Ｖ６　ＬＵ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイド２

　パワートレイン（（Ｇ）３．２Ｌ　Ｖ６　ＬＵ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイド３

　パワートレイン（（Ｇ）３．２Ｌ　Ｖ６　ＬＵ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイド４

　パワートレイン（（Ｇ）３．２Ｌ　Ｖ６　ＬＵ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイド５

　パワートレイン（（Ｇ）５．７Ｌ　Ｖ８　ＬＳ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ｇ）５．７Ｌ　Ｖ８　ＬＳ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｇ）５．７Ｌ　Ｖ８　ＬＳ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｇ）５．７Ｌ　Ｖ８　ＬＳ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　Ｏ２センサーヒーターコントロール

　パワートレイン（（Ｇ）５．７Ｌ　Ｖ８　ＬＳ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　エアコンクラッチ

　パワートレイン（（Ｇ）５．７Ｌ　Ｖ８　ＬＳ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　エアシステム

　パワートレイン（（Ｇ）５．７Ｌ　Ｖ８　ＬＳ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　エアソレノイド

　パワートレイン（（Ｇ）５．７Ｌ　Ｖ８　ＬＳ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　エアポンプリレー

　パワートレイン（（Ｇ）５．７Ｌ　Ｖ８　ＬＳ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（Ｇ）５．７Ｌ　Ｖ８　ＬＳ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　シャーシピッチ信号

　パワートレイン（（Ｇ）５．７Ｌ　Ｖ８　ＬＳ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　パワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｇ）５．７Ｌ　Ｖ８　ＬＳ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　パワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｇ）５．７Ｌ　Ｖ８　ＬＳ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　パワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｇ）５．７Ｌ　Ｖ８　ＬＳ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　パワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｇ）５．７Ｌ　Ｖ８　ＬＳ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　パワーバランス（シリンダー５）

　パワートレイン（（Ｇ）５．７Ｌ　Ｖ８　ＬＳ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　パワーバランス（シリンダー６）

　パワートレイン（（Ｇ）５．７Ｌ　Ｖ８　ＬＳ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　パワーバランス（シリンダー７）

　パワートレイン（（Ｇ）５．７Ｌ　Ｖ８　ＬＳ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　パワーバランス（シリンダー８）

　パワートレイン（（Ｇ）５．７Ｌ　Ｖ８　ＬＳ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　ファンリレー１

　パワートレイン（（Ｇ）５．７Ｌ　Ｖ８　ＬＳ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　ファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（Ｇ）５．７Ｌ　Ｖ８　ＬＳ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　ファンリレー２、３

　パワートレイン（（Ｇ）５．７Ｌ　Ｖ８　ＬＳ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｇ）５．７Ｌ　Ｖ８　ＬＳ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　ループ状態

　パワートレイン（（Ｇ）５．７Ｌ　Ｖ８　ＬＳ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　燃料計

　パワートレイン（（Ｇ）５．７Ｌ　Ｖ８　ＬＳ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ｇ）５．７Ｌ　Ｖ８　ＬＳ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｇ）５．７Ｌ　Ｖ８　ＬＳ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｇ）５．７Ｌ　Ｖ８　ＬＳ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　Ｏ２センサーヒーターコントロール

　パワートレイン（（Ｇ）５．７Ｌ　Ｖ８　ＬＳ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　エアコンクラッチ

　パワートレイン（（Ｇ）５．７Ｌ　Ｖ８　ＬＳ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　エアシステム

　パワートレイン（（Ｇ）５．７Ｌ　Ｖ８　ＬＳ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　エアソレノイド

　パワートレイン（（Ｇ）５．７Ｌ　Ｖ８　ＬＳ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　エアポンプリレー

　パワートレイン（（Ｇ）５．７Ｌ　Ｖ８　ＬＳ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（Ｇ）５．７Ｌ　Ｖ８　ＬＳ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　シフトランプ

　パワートレイン（（Ｇ）５．７Ｌ　Ｖ８　ＬＳ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　シャーシピッチ信号

　パワートレイン（（Ｇ）５．７Ｌ　Ｖ８　ＬＳ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　スキップシフトソレノイド

　パワートレイン（（Ｇ）５．７Ｌ　Ｖ８　ＬＳ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　バックインヒビット

　パワートレイン（（Ｇ）５．７Ｌ　Ｖ８　ＬＳ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　パワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｇ）５．７Ｌ　Ｖ８　ＬＳ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　パワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｇ）５．７Ｌ　Ｖ８　ＬＳ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　パワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｇ）５．７Ｌ　Ｖ８　ＬＳ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　パワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｇ）５．７Ｌ　Ｖ８　ＬＳ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　パワーバランス（シリンダー５）

　パワートレイン（（Ｇ）５．７Ｌ　Ｖ８　ＬＳ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　パワーバランス（シリンダー６）
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　パワートレイン（（Ｇ）５．７Ｌ　Ｖ８　ＬＳ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　パワーバランス（シリンダー７）

　パワートレイン（（Ｇ）５．７Ｌ　Ｖ８　ＬＳ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　パワーバランス（シリンダー８）

　パワートレイン（（Ｇ）５．７Ｌ　Ｖ８　ＬＳ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　ファンリレー１

　パワートレイン（（Ｇ）５．７Ｌ　Ｖ８　ＬＳ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　ファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（Ｇ）５．７Ｌ　Ｖ８　ＬＳ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　ファンリレー２、３

　パワートレイン（（Ｇ）５．７Ｌ　Ｖ８　ＬＳ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｇ）５．７Ｌ　Ｖ８　ＬＳ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　ループ状態

　パワートレイン（（Ｇ）５．７Ｌ　Ｖ８　ＬＳ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　燃料計

　パワートレイン（（Ｇ）５．７Ｌ　Ｖ８　ＬＳ１　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＧＲソレノイド

　パワートレイン（（Ｇ）５．７Ｌ　Ｖ８　ＬＳ１　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ｇ）５．７Ｌ　Ｖ８　ＬＳ１　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｇ）５．７Ｌ　Ｖ８　ＬＳ１　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｇ）５．７Ｌ　Ｖ８　ＬＳ１　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンクラッチ

　パワートレイン（（Ｇ）５．７Ｌ　Ｖ８　ＬＳ１　エンジンコントロールモジュール） 　エアシステム

　パワートレイン（（Ｇ）５．７Ｌ　Ｖ８　ＬＳ１　エンジンコントロールモジュール） 　エアソレノイド

　パワートレイン（（Ｇ）５．７Ｌ　Ｖ８　ＬＳ１　エンジンコントロールモジュール） 　エアポンプリレー

　パワートレイン（（Ｇ）５．７Ｌ　Ｖ８　ＬＳ１　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（Ｇ）５．７Ｌ　Ｖ８　ＬＳ１　エンジンコントロールモジュール） 　クルーズインヒビット

　パワートレイン（（Ｇ）５．７Ｌ　Ｖ８　ＬＳ１　エンジンコントロールモジュール） 　シャーシピッチ信号

　パワートレイン（（Ｇ）５．７Ｌ　Ｖ８　ＬＳ１　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｇ）５．７Ｌ　Ｖ８　ＬＳ１　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｇ）５．７Ｌ　Ｖ８　ＬＳ１　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｇ）５．７Ｌ　Ｖ８　ＬＳ１　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｇ）５．７Ｌ　Ｖ８　ＬＳ１　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー５）

　パワートレイン（（Ｇ）５．７Ｌ　Ｖ８　ＬＳ１　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー６）

　パワートレイン（（Ｇ）５．７Ｌ　Ｖ８　ＬＳ１　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー７）

　パワートレイン（（Ｇ）５．７Ｌ　Ｖ８　ＬＳ１　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー８）

　パワートレイン（（Ｇ）５．７Ｌ　Ｖ８　ＬＳ１　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー１

　パワートレイン（（Ｇ）５．７Ｌ　Ｖ８　ＬＳ１　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（Ｇ）５．７Ｌ　Ｖ８　ＬＳ１　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー２、３

　パワートレイン（（Ｇ）５．７Ｌ　Ｖ８　ＬＳ１　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｇ）５．７Ｌ　Ｖ８　ＬＳ１　エンジンコントロールモジュール） 　ループ状態

　パワートレイン（（Ｇ）５．７Ｌ　Ｖ８　ＬＳ１　エンジンコントロールモジュール） 　燃料計

　パワートレイン（（Ｇ）５．７Ｌ　Ｖ８　ＬＳ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　１－２ソレノイド

　パワートレイン（（Ｇ）５．７Ｌ　Ｖ８　ＬＳ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　２－３ソレノイド

　パワートレイン（（Ｇ）５．７Ｌ　Ｖ８　ＬＳ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　３－２ダウンシフトソレノイド

　パワートレイン（（Ｇ）５．７Ｌ　Ｖ８　ＬＳ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド

　パワートレイン（（Ｇ）５．７Ｌ　Ｖ８　ＬＳ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（Ｇ）５．７Ｌ　Ｖ８　ＬＳ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣ有効

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー１）

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー２）

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー１）

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー２）

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス５インジェクター

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス６インジェクター

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス７インジェクター

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス８インジェクター

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール） 　スターターリレー

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ２リレー

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス１インジェクター

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス２インジェクター

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス３インジェクター

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス４インジェクター

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス５インジェクター

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス６インジェクター

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス７インジェクター

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス８インジェクター

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール） 　燃料ポンプリレー
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システム 項目名

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｌ９６　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｌ９６　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｌ９６　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｌ９６　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｌ９６　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ２

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｌ９６　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ２パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｌ９６　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｌ９６　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｌ９６　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｌ９６　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｌ９６　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｌ９６　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｌ９６　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｌ９６　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｌ９６　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｌ９６　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｌ９６　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｌ９６　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｌ９６　フューエルインジェクター　コントロールモジュール） 　ＣＮＧカットオフソレノイドバルブ１

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｌ９６　フューエルインジェクター　コントロールモジュール） 　ＣＮＧカットオフソレノイドバルブ２

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール　オート） 　ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール　オート） 　ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーターソレノイド

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール　オート） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール　オート） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール　オート） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール　オート） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール　オート） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１センサー１）

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール　オート） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１センサー２）

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール　オート） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２センサー１）

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール　オート） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２センサー２）

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール　オート） 　ＲＶＳ無効履歴リセット

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール　オート） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール　オート） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール　オート） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール　オート） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール　オート） 　シリンダーパワーバランス１

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール　オート） 　シリンダーパワーバランス２

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール　オート） 　シリンダーパワーバランス３

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール　オート） 　シリンダーパワーバランス４

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール　オート） 　シリンダーパワーバランス５

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール　オート） 　シリンダーパワーバランス６

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール　オート） 　シリンダーパワーバランス７

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール　オート） 　シリンダーパワーバランス８

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール　オート） 　スターターリレー

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール　オート） 　スパーク遅延

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール　オート） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール　オート） 　フューエルポンプ２リレー

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール　オート） 　ループ状態

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール　オート） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター１）

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール　オート） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター２）

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール　オート） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター３）

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール　オート） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター４）

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール　オート） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター５）

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール　オート） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター６）

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール　オート） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター７）

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール　オート） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター８）

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール　オート） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール　オート） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール　オート） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーターソレノイド

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１センサー１）

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１センサー２）

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２センサー１）

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２センサー２）

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　ＲＶＳ無効履歴リセット

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　エンジンコントロールイグニッションリレー
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システム 項目名

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　シリンダーパワーバランス１

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　シリンダーパワーバランス２

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　シリンダーパワーバランス３

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　シリンダーパワーバランス４

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　シリンダーパワーバランス５

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　シリンダーパワーバランス６

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　シリンダーパワーバランス７

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　シリンダーパワーバランス８

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　スターターリレー

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　スパーク遅延

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　フューエルポンプ２リレー

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　ループ状態

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター１）

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター２）

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター３）

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター４）

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター５）

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター６）

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター７）

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター８）

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール） 　ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール） 　ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーターソレノイド

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１センサー１）

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１センサー２）

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２センサー１）

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２センサー２）

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール） 　ＲＶＳ無効履歴リセット

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール） 　アイドルスパーク

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス１

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス２

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス３

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス４

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス５

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス６

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス７

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス８

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール） 　スターターリレー

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール） 　スパーク遅延

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー１

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー２、３

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ２リレー

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール） 　ループ状態

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター１）

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター２）

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター３）

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター４）

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター５）

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター６）

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター７）

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター８）

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　トランスファーケースコントロールモジュール） 　２ＷＤハイインジケーター

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　トランスファーケースコントロールモジュール） 　２ＷＤハイインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　トランスファーケースコントロールモジュール） 　４ＷＤオートインジケーター

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　トランスファーケースコントロールモジュール） 　４ＷＤハイインジケーター

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　トランスファーケースコントロールモジュール） 　４ＷＤハイインジケーターランプ
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　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　トランスファーケースコントロールモジュール） 　４ＷＤローインジケーター

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　トランスファーケースコントロールモジュール） 　４ＷＤローインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　トランスファーケースコントロールモジュール） 　ＡＴＣニュートラルインジケーター

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　トランスファーケースコントロールモジュール） 　ＡＴＣモーター学習

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　トランスファーケースコントロールモジュール） 　ＡＴＣレンジ

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　トランスファーケースコントロールモジュール） 　オート４ＷＤインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　トランスファーケースコントロールモジュール） 　トランスファーケースモーターコントロール

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　トランスファーケースコントロールモジュール） 　トランスファーケースロック

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　トランスファーケースコントロールモジュール） 　ニュートラルインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　トランスファーケースコントロールモジュール） 　フロントアクスルアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　トランスファーケースコントロールモジュール） 　フロントアクスル係合

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　トランスファーケースコントロールモジュール） 　レンジアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　トランスファーケースコントロールモジュール） 　レンジアクチュエーターロック

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーターソレノイド

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１センサー１）

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１センサー２）

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２センサー１）

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２センサー２）

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　ＲＶＳ無効履歴リセット

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　アイドルスパーク

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　シリンダーパワーバランス１

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　シリンダーパワーバランス２

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　シリンダーパワーバランス３

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　シリンダーパワーバランス４

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　シリンダーパワーバランス５

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　シリンダーパワーバランス６

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　シリンダーパワーバランス７

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　シリンダーパワーバランス８

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　スターターリレー

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　スパーク遅延

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　ファンリレー１

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　ファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　ファンリレー２、３

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　フューエルポンプ２リレー

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　ループ状態

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター１）

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター２）

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター３）

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター４）

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター５）

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター６）

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター７）

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター８）

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド２

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド３

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド４

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド５

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイド１

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイド２

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッション

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応リセット

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　トランスミッションコントロールモジュール） 　ライン圧力制御

　パワートレイン（（Ｇ）８．１Ｌ　Ｖ８　Ｌ１８　ＡＴＣ　コントロールモジュール　２６３　ＮＶＧ） 　２ＷＤハイインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｇ）８．１Ｌ　Ｖ８　Ｌ１８　ＡＴＣ　コントロールモジュール　２６３　ＮＶＧ） 　４ＷＤハイインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｇ）８．１Ｌ　Ｖ８　Ｌ１８　ＡＴＣ　コントロールモジュール　２６３　ＮＶＧ） 　４ＷＤローインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｇ）８．１Ｌ　Ｖ８　Ｌ１８　ＡＴＣ　コントロールモジュール　２６３　ＮＶＧ） 　ＡＴＣモーターＡコントロール

　パワートレイン（（Ｇ）８．１Ｌ　Ｖ８　Ｌ１８　ＡＴＣ　コントロールモジュール　２６３　ＮＶＧ） 　ニュートラルインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｇ）８．１Ｌ　Ｖ８　Ｌ１８　ＡＴＣ　コントロールモジュール　２６３　ＮＶＧ） 　フロントアクスル係合

　パワートレイン（（Ｇ）８．１Ｌ　Ｖ８　Ｌ１８　ＡＴＣ　コントロールモジュール　２速作動） 　２ＷＤハイインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｇ）８．１Ｌ　Ｖ８　Ｌ１８　ＡＴＣ　コントロールモジュール　２速作動） 　２ＷＤモードスイッチ
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　パワートレイン（（Ｇ）８．１Ｌ　Ｖ８　Ｌ１８　ＡＴＣ　コントロールモジュール　２速作動） 　４ＷＤハイインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｇ）８．１Ｌ　Ｖ８　Ｌ１８　ＡＴＣ　コントロールモジュール　２速作動） 　４ＷＤハイモードスイッチ

　パワートレイン（（Ｇ）８．１Ｌ　Ｖ８　Ｌ１８　ＡＴＣ　コントロールモジュール　２速作動） 　４ＷＤローインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｇ）８．１Ｌ　Ｖ８　Ｌ１８　ＡＴＣ　コントロールモジュール　２速作動） 　４ＷＤローモードスイッチ

　パワートレイン（（Ｇ）８．１Ｌ　Ｖ８　Ｌ１８　ＡＴＣ　コントロールモジュール　２速作動） 　ＡＴＣモーターＡコントロール

　パワートレイン（（Ｇ）８．１Ｌ　Ｖ８　Ｌ１８　ＡＴＣ　コントロールモジュール　２速作動） 　ＡＴＣモーターＢコントロール

　パワートレイン（（Ｇ）８．１Ｌ　Ｖ８　Ｌ１８　ＡＴＣ　コントロールモジュール　２速作動） 　ＡＴＷモードスイッチ

　パワートレイン（（Ｇ）８．１Ｌ　Ｖ８　Ｌ１８　ＡＴＣ　コントロールモジュール　２速作動） 　オート４ＷＤインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｇ）８．１Ｌ　Ｖ８　Ｌ１８　ＡＴＣ　コントロールモジュール　２速作動） 　トランスファーケースロック

　パワートレイン（（Ｇ）８．１Ｌ　Ｖ８　Ｌ１８　ＡＴＣ　コントロールモジュール　２速作動） 　ニュートラルインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｇ）８．１Ｌ　Ｖ８　Ｌ１８　ＡＴＣ　コントロールモジュール　２速作動） 　ニュートラルモードスイッチ

　パワートレイン（（Ｇ）８．１Ｌ　Ｖ８　Ｌ１８　ＡＴＣ　コントロールモジュール　２速作動） 　フロントアクスル係合

　パワートレイン（（Ｇ）８．１Ｌ　Ｖ８　Ｌ１８　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＧＲソレノイド

　パワートレイン（（Ｇ）８．１Ｌ　Ｖ８　Ｌ１８　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｇ）８．１Ｌ　Ｖ８　Ｌ１８　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ｇ）８．１Ｌ　Ｖ８　Ｌ１８　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｇ）８．１Ｌ　Ｖ８　Ｌ１８　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｇ）８．１Ｌ　Ｖ８　Ｌ１８　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーターコントロール　（装備車のみ）

　パワートレイン（（Ｇ）８．１Ｌ　Ｖ８　Ｌ１８　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｇ）８．１Ｌ　Ｖ８　Ｌ１８　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（Ｇ）８．１Ｌ　Ｖ８　Ｌ１８　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｇ）８．１Ｌ　Ｖ８　Ｌ１８　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｇ）８．１Ｌ　Ｖ８　Ｌ１８　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｇ）８．１Ｌ　Ｖ８　Ｌ１８　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｇ）８．１Ｌ　Ｖ８　Ｌ１８　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー５）

　パワートレイン（（Ｇ）８．１Ｌ　Ｖ８　Ｌ１８　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー６）

　パワートレイン（（Ｇ）８．１Ｌ　Ｖ８　Ｌ１８　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー７）

　パワートレイン（（Ｇ）８．１Ｌ　Ｖ８　Ｌ１８　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー８）

　パワートレイン（（Ｇ）８．１Ｌ　Ｖ８　Ｌ１８　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｇ）８．１Ｌ　Ｖ８　Ｌ１８　エンジンコントロールモジュール） 　ループ状態

　パワートレイン（（Ｇ）８．１Ｌ　Ｖ８　Ｌ１８　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｇ）８．１Ｌ　Ｖ８　Ｌ１８　エンジンコントロールモジュール） 　燃料計

　パワートレイン（（Ｇ）８．１Ｌ　Ｖ８　Ｌ１８　オートトランスファーケース　３ボタン選択可能） 　２ＷＤハイインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｇ）８．１Ｌ　Ｖ８　Ｌ１８　オートトランスファーケース　３ボタン選択可能） 　４ＷＤハイインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｇ）８．１Ｌ　Ｖ８　Ｌ１８　オートトランスファーケース　３ボタン選択可能） 　４ＷＤローインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｇ）８．１Ｌ　Ｖ８　Ｌ１８　オートトランスファーケース　３ボタン選択可能） 　ＡＴＣモーターＡコントロール

　パワートレイン（（Ｇ）８．１Ｌ　Ｖ８　Ｌ１８　オートトランスファーケース　３ボタン選択可能） 　ＡＴＣモーターＢコントロール

　パワートレイン（（Ｇ）８．１Ｌ　Ｖ８　Ｌ１８　オートトランスファーケース　３ボタン選択可能） 　ニュートラルインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｇ）８．１Ｌ　Ｖ８　Ｌ１８　オートトランスファーケース　３ボタン選択可能） 　フロントアクスル係合

　パワートレイン（（Ｇ）８．１Ｌ　Ｖ８　Ｌ１８　オートトランスファーケース　４ボタン選択可能） 　２ＷＤハイインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｇ）８．１Ｌ　Ｖ８　Ｌ１８　オートトランスファーケース　４ボタン選択可能） 　４ＷＤハイインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｇ）８．１Ｌ　Ｖ８　Ｌ１８　オートトランスファーケース　４ボタン選択可能） 　４ＷＤローインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｇ）８．１Ｌ　Ｖ８　Ｌ１８　オートトランスファーケース　４ボタン選択可能） 　ＡＴＣモーターＡコントロール

　パワートレイン（（Ｇ）８．１Ｌ　Ｖ８　Ｌ１８　オートトランスファーケース　４ボタン選択可能） 　ＡＴＣモーターＢコントロール

　パワートレイン（（Ｇ）８．１Ｌ　Ｖ８　Ｌ１８　オートトランスファーケース　４ボタン選択可能） 　オート４ＷＤインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｇ）８．１Ｌ　Ｖ８　Ｌ１８　オートトランスファーケース　４ボタン選択可能） 　トランスファーケースロック

　パワートレイン（（Ｇ）８．１Ｌ　Ｖ８　Ｌ１８　オートトランスファーケース　４ボタン選択可能） 　ニュートラルインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｇ）８．１Ｌ　Ｖ８　Ｌ１８　オートトランスファーケース　４ボタン選択可能） 　フロントアクスル係合

　パワートレイン（（Ｇ）８．１Ｌ　Ｖ８　Ｌ１８　トランスミッションコントロールモジュール　４速） 　１－２ソレノイド

　パワートレイン（（Ｇ）８．１Ｌ　Ｖ８　Ｌ１８　トランスミッションコントロールモジュール　４速） 　２－３ソレノイド

　パワートレイン（（Ｇ）８．１Ｌ　Ｖ８　Ｌ１８　トランスミッションコントロールモジュール　４速） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド

　パワートレイン（（Ｇ）８．１Ｌ　Ｖ８　Ｌ１８　トランスミッションコントロールモジュール　４速） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（Ｇ）８．１Ｌ　Ｖ８　Ｌ１８　トランスミッションコントロールモジュール　５速） 　１－２ＴＡＰリセット消去

　パワートレイン（（Ｇ）８．１Ｌ　Ｖ８　Ｌ１８　トランスミッションコントロールモジュール　５速） 　２－１ＴＡＰリセット消去

　パワートレイン（（Ｇ）８．１Ｌ　Ｖ８　Ｌ１８　トランスミッションコントロールモジュール　５速） 　２－３ＴＡＰリセット消去

　パワートレイン（（Ｇ）８．１Ｌ　Ｖ８　Ｌ１８　トランスミッションコントロールモジュール　５速） 　３－２ＴＡＰリセット消去

　パワートレイン（（Ｇ）８．１Ｌ　Ｖ８　Ｌ１８　トランスミッションコントロールモジュール　５速） 　３－４ＴＡＰリセット消去

　パワートレイン（（Ｇ）８．１Ｌ　Ｖ８　Ｌ１８　トランスミッションコントロールモジュール　５速） 　４－３ＴＡＰリセット消去

　パワートレイン（（Ｇ）８．１Ｌ　Ｖ８　Ｌ１８　トランスミッションコントロールモジュール　５速） 　４－５ＴＡＰリセット消去

　パワートレイン（（Ｇ）８．１Ｌ　Ｖ８　Ｌ１８　トランスミッションコントロールモジュール　５速） 　５－４ＴＡＰリセット消去

　パワートレイン（（Ｇ）８．１Ｌ　Ｖ８　Ｌ１８　トランスミッションコントロールモジュール　５速） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（Ｇ）８．１Ｌ　Ｖ８　Ｌ１８　トランスミッションコントロールモジュール　５速） 　シフトソレノイドＣ

　パワートレイン（（Ｇ）８．１Ｌ　Ｖ８　Ｌ１８　トランスミッションコントロールモジュール　５速） 　シフトソレノイドＤ

　パワートレイン（（Ｇ）８．１Ｌ　Ｖ８　Ｌ１８　トランスミッションコントロールモジュール　５速） 　シフトソレノイドＥ

　パワートレイン（（Ｇ）８．１Ｌ　Ｖ８　Ｌ１８　トランスミッションコントロールモジュール　５速） 　ソレノイドＧ調整圧

　パワートレイン（（Ｇ）８．１Ｌ　Ｖ８　Ｌ１８　トランスミッションコントロールモジュール　５速） 　プレッシャーコントロールソレノイドＡ

　パワートレイン（（Ｇ）８．１Ｌ　Ｖ８　Ｌ１８　トランスミッションコントロールモジュール　５速） 　プレッシャーコントロールソレノイドＢ

　パワートレイン（（Ｇ）８．１Ｌ　Ｖ８　Ｌ１８　トランスミッションコントロールモジュール　５速） 　全ＴＡＰセルリセットプリセット

　パワートレイン（（Ｇ）８．１Ｌ　Ｖ８　Ｌ１８　トランスミッションコントロールモジュール　５速） 　全ＴＡＰセルリセット消去

　パワートレイン（（Ｇ）８．１Ｌ　Ｖ８　Ｌ１８　トランスミッションコントロールモジュール　５速） 　全ガレージシフトＴＡＰリセット消去

　パワートレイン（（Ｇ）８．１Ｌ　Ｖ８　Ｌ１８　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　１－２ＴＡＰ消去

　パワートレイン（（Ｇ）８．１Ｌ　Ｖ８　Ｌ１８　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　２－１ＴＡＰ消去

　パワートレイン（（Ｇ）８．１Ｌ　Ｖ８　Ｌ１８　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　２－３ＴＡＰ消去

　パワートレイン（（Ｇ）８．１Ｌ　Ｖ８　Ｌ１８　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　３－２ＴＡＰ消去
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　パワートレイン（（Ｇ）８．１Ｌ　Ｖ８　Ｌ１８　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　３－４ＴＡＰ消去

　パワートレイン（（Ｇ）８．１Ｌ　Ｖ８　Ｌ１８　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　４－３ＴＡＰ消去

　パワートレイン（（Ｇ）８．１Ｌ　Ｖ８　Ｌ１８　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　４－５ＴＡＰ消去

　パワートレイン（（Ｇ）８．１Ｌ　Ｖ８　Ｌ１８　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　５－４ＴＡＰ消去

　パワートレイン（（Ｇ）８．１Ｌ　Ｖ８　Ｌ１８　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　５－６ＴＡＰ消去

　パワートレイン（（Ｇ）８．１Ｌ　Ｖ８　Ｌ１８　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　６－５ＴＡＰ消去

　パワートレイン（（Ｇ）８．１Ｌ　Ｖ８　Ｌ１８　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド１

　パワートレイン（（Ｇ）８．１Ｌ　Ｖ８　Ｌ１８　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド２

　パワートレイン（（Ｇ）８．１Ｌ　Ｖ８　Ｌ１８　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（Ｇ）８．１Ｌ　Ｖ８　Ｌ１８　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　シフトソレノイド１

　パワートレイン（（Ｇ）８．１Ｌ　Ｖ８　Ｌ１８　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　シフトソレノイド２

　パワートレイン（（Ｇ）８．１Ｌ　Ｖ８　Ｌ１８　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　シフトソレノイド３

　パワートレイン（（Ｇ）８．１Ｌ　Ｖ８　Ｌ１８　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　ソレノイドＧ調整圧

　パワートレイン（（Ｇ）８．１Ｌ　Ｖ８　Ｌ１８　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　全ＴＡＰセルプリセット

　パワートレイン（（Ｇ）８．１Ｌ　Ｖ８　Ｌ１８　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　全ＴＡＰセル消去

　パワートレイン（（Ｇ）８．１Ｌ　Ｖ８　Ｌ１８　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　全ガレージシフトＴＡＰ消去

　パワートレイン（（Ｈ）１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｈ）１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｈ）１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｈ）１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｈ）１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｈ）１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｈ）１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｈ）１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｈ）１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｈ）１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（（Ｈ）１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ

　パワートレイン（（Ｈ）１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（Ｈ）１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ｈ）１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（（Ｈ）１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（（Ｈ）１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（（Ｈ）１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（Ｈ）１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（（Ｈ）１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（（Ｈ）１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｈ）１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｈ）１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｈ）１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｈ）１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｈ）１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（（Ｈ）１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｈ）１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（（Ｈ）１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　圧縮テスト

　パワートレイン（（Ｈ）１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｈ）１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｈ）１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｈ）１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｈ）１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｈ）１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｈ）１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｈ）１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（Ｈ）１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（（Ｈ）１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｈ）１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｈ）１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｈ）１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｈ）１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｈ）１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｈ）１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｈ）１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｈ）１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｈ）１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｈ）１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｈ）１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（（Ｈ）１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ

　パワートレイン（（Ｈ）１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（Ｈ）１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ｈ）１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（（Ｈ）１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（（Ｈ）１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（（Ｈ）１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（Ｈ）１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（（Ｈ）１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー２、３
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　パワートレイン（（Ｈ）１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｈ）１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｈ）１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｈ）１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｈ）１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｈ）１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（（Ｈ）１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｈ）１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（（Ｈ）１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　圧縮テスト

　パワートレイン（（Ｈ）１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｈ）１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｈ）１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｈ）１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｈ）１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｈ）１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｈ）１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｈ）１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（Ｈ）１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（（Ｈ）１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｈ）１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｈ）１．８Ｌ　ＬＵＷ　シャーシコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｈ）１．８Ｌ　ＬＵＷ　シャーシコントロールモジュール） 　燃料圧力

　パワートレイン（（Ｈ）１．８Ｌ　ＬＵＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｈ）１．８Ｌ　ＬＵＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｈ）１．８Ｌ　ＬＵＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｈ）１．８Ｌ　ＬＵＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｈ）１．８Ｌ　ＬＵＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（（Ｈ）１．８Ｌ　ＬＵＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（（Ｈ）１．８Ｌ　ＬＵＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（（Ｈ）１．８Ｌ　ＬＵＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｈ）１．８Ｌ　ＬＵＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（（Ｈ）１．８Ｌ　ＬＵＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｈ）１．８Ｌ　ＬＵＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（（Ｈ）１．８Ｌ　ＬＵＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｈ）１．８Ｌ　ＬＵＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（（Ｈ）１．８Ｌ　ＬＵＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｈ）１．８Ｌ　ＬＵＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｈ）１．８Ｌ　ＬＵＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｈ）１．８Ｌ　ＬＵＷ　フューエルポンプ　バージョン　フューエルポンプ） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｈ）１．８Ｌ　ＬＵＷ　フューエルポンプ　バージョン　フューエルポンプ） 　燃料圧力

　パワートレイン（（Ｈ）１．８Ｌ　ＬＵＷ　フューエルポンプ　バージョン　フューエルポンプ　アクティブグリルエアシャッター） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｈ）１．８Ｌ　ＬＵＷ　フューエルポンプ　バージョン　フューエルポンプ　アクティブグリルエアシャッター） 　燃料圧力

　パワートレイン（（Ｈ）１．８Ｌ　ＬＵＷ　フューエルポンプコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｈ）１．８Ｌ　ＬＵＷ　フューエルポンプコントロールモジュール） 　燃料圧力

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＡＰ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＡＰ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＡＰ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＡＰ　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＡＰ　エンジンコントロールモジュール） 　ＲＶＳ無効履歴リセット

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＡＰ　エンジンコントロールモジュール） 　アイドルスパーク

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＡＰ　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＡＰ　エンジンコントロールモジュール） 　エアシステム

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＡＰ　エンジンコントロールモジュール） 　エアソレノイド

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＡＰ　エンジンコントロールモジュール） 　エアポンプリレー

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＡＰ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＡＰ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＡＰ　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＡＰ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス１

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＡＰ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス２

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＡＰ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス３

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＡＰ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス４

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＡＰ　エンジンコントロールモジュール） 　スターターリレー

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＡＰ　エンジンコントロールモジュール） 　スパーク遅延

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＡＰ　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＡＰ　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー１

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＡＰ　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＡＰ　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー２、３

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＡＰ　エンジンコントロールモジュール） 　ループ状態

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＡＰ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーターソレノイド（バンク１）

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＡＰ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス１

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＡＰ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス２

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＡＰ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス３

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＡＰ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス４

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＡＰ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット



●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2022.10)
システム 項目名

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＡＰ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＡＰ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＡＰ　エンジンコントロールモジュール） 　排気側ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーターソレノイド（バンク１）

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＡＰ　トランスミッションコントロールモジュール） 　１－２ソレノイド

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＡＰ　トランスミッションコントロールモジュール） 　２－３ソレノイド

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＡＰ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＡＰ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッション

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＮ２　エンジンコントロールモジュール） 　１シリンダーパワーバランス

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＮ２　エンジンコントロールモジュール） 　２シリンダーパワーバランス

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＮ２　エンジンコントロールモジュール） 　３シリンダーパワーバランス

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＮ２　エンジンコントロールモジュール） 　４シリンダーパワーバランス

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＮ２　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＮ２　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイド（ＰＷＭ）

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＮ２　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＮ２　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＮ２　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＮ２　エンジンコントロールモジュール） 　エアポンプリレー

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＮ２　エンジンコントロールモジュール） 　クルーズ有効

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＮ２　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＮ２　エンジンコントロールモジュール） 　回転数制御

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＮ２　トランスミッションコントロールモジュール） 　１－２ソレノイド

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＮ２　トランスミッションコントロールモジュール） 　２－３ソレノイド

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＮ２　トランスミッションコントロールモジュール） 　３－２ダウンシフトソレノイド

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＮ２　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＮ２　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＮ２　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣ有効

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＧＲクーラーバイパスバルブ

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＧＲバルブ

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インジェクター１バズテスト

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インジェクター２バズテスト

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インジェクター３バズテスト

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インジェクター４バズテスト

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インテークマニホールドランナーコントロールバルブ

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　グロープラグ

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ターボチャージャーベーンポジションソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　追加ヒーターリレー１

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　追加ヒーターリレー２

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料システム高圧テスト（エンジン作動）

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料システム高圧テスト（エンジン未作動）

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料圧力

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター１

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター１バズテスト

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料圧力降下テスト

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＧＲクーラーバイパスバルブ

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＧＲバルブ

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インジェクター１バズテスト

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インジェクター２バズテスト

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インジェクター３バズテスト

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インジェクター４バズテスト

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インテークマニホールドランナーコントロールバルブ

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　グロープラグ

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ターボチャージャーベーンポジションソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　追加ヒーターリレー１

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　追加ヒーターリレー２

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料システム高圧テスト（エンジン作動）

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料システム高圧テスト（エンジン未作動）
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システム 項目名

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料圧力

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター１

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター１バズテスト

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料圧力降下テスト

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　ＬＮＱ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　ＬＮＱ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　ＬＮＱ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　ＬＮＱ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　ＬＮＱ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　ＬＮＱ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　ＬＮＱ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　ＬＮＱ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　ＬＮＱ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　ＬＮＱ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　ＬＮＱ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　ＬＮＱ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　ＬＮＱ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　ＬＮＱ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　ＬＮＱ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　ＬＮＱ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｈ）４．３Ｌ　ＬＶ３　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｈ）４．３Ｌ　ＬＶ３　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｈ）４．３Ｌ　ＬＶ３　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｈ）４．３Ｌ　ＬＶ３　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｈ）４．３Ｌ　ＬＶ３　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー１）

　パワートレイン（（Ｈ）４．３Ｌ　ＬＶ３　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー２）

　パワートレイン（（Ｈ）４．３Ｌ　ＬＶ３　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー１）

　パワートレイン（（Ｈ）４．３Ｌ　ＬＶ３　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー２）

　パワートレイン（（Ｈ）４．３Ｌ　ＬＶ３　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル点火時期

　パワートレイン（（Ｈ）４．３Ｌ　ＬＶ３　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（Ｈ）４．３Ｌ　ＬＶ３　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ｈ）４．３Ｌ　ＬＶ３　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数

　パワートレイン（（Ｈ）４．３Ｌ　ＬＶ３　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン油圧制御ソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｈ）４．３Ｌ　ＬＶ３　エンジンコントロールモジュール） 　カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｈ）４．３Ｌ　ＬＶ３　エンジンコントロールモジュール） 　カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｈ）４．３Ｌ　ＬＶ３　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファン

　パワートレイン（（Ｈ）４．３Ｌ　ＬＶ３　エンジンコントロールモジュール） 　グリルエアシャッター１作動

　パワートレイン（（Ｈ）４．３Ｌ　ＬＶ３　エンジンコントロールモジュール） 　グリルエアシャッター２作動

　パワートレイン（（Ｈ）４．３Ｌ　ＬＶ３　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｈ）４．３Ｌ　ＬＶ３　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（（Ｈ）４．３Ｌ　ＬＶ３　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（（Ｈ）４．３Ｌ　ＬＶ３　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（（Ｈ）４．３Ｌ　ＬＶ３　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（（Ｈ）４．３Ｌ　ＬＶ３　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス５インジェクター

　パワートレイン（（Ｈ）４．３Ｌ　ＬＶ３　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス６インジェクター

　パワートレイン（（Ｈ）４．３Ｌ　ＬＶ３　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダー休止（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｈ）４．３Ｌ　ＬＶ３　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダー休止（シリンダー６）

　パワートレイン（（Ｈ）４．３Ｌ　ＬＶ３　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダー休止システム

　パワートレイン（（Ｈ）４．３Ｌ　ＬＶ３　エンジンコントロールモジュール） 　スターターリレー

　パワートレイン（（Ｈ）４．３Ｌ　ＬＶ３　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｈ）４．３Ｌ　ＬＶ３　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（（Ｈ）４．３Ｌ　ＬＶ３　エンジンコントロールモジュール） 　圧縮テスト

　パワートレイン（（Ｈ）４．３Ｌ　ＬＶ３　エンジンコントロールモジュール） 　点火時期遅延

　パワートレイン（（Ｈ）４．３Ｌ　ＬＶ３　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス１インジェクター

　パワートレイン（（Ｈ）４．３Ｌ　ＬＶ３　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス２インジェクター

　パワートレイン（（Ｈ）４．３Ｌ　ＬＶ３　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス３インジェクター

　パワートレイン（（Ｈ）４．３Ｌ　ＬＶ３　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス４インジェクター

　パワートレイン（（Ｈ）４．３Ｌ　ＬＶ３　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス５インジェクター

　パワートレイン（（Ｈ）４．３Ｌ　ＬＶ３　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス６インジェクター

　パワートレイン（（Ｈ）４．３Ｌ　ＬＶ３　エンジンコントロールモジュール） 　燃料システム減圧

　パワートレイン（（Ｈ）４．３Ｌ　ＬＶ３　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｈ）４．３Ｌ　ＬＶ３　エンジンコントロールモジュール） 　燃料レール圧力

　パワートレイン（（Ｈ）４．３Ｌ　ＬＶ３　エンジンコントロールモジュール） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（（Ｈ）４．３Ｌ　ＬＶ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｈ）４．３Ｌ　ＬＶ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｈ）４．３Ｌ　ＬＶ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１

　パワートレイン（（Ｈ）４．３Ｌ　ＬＶ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｈ）４．３Ｌ　ＬＶ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ２

　パワートレイン（（Ｈ）４．３Ｌ　ＬＶ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ２パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｈ）４．３Ｌ　ＬＶ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（（Ｈ）４．３Ｌ　ＬＶ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（（Ｈ）４．３Ｌ　ＬＶ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２
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　パワートレイン（（Ｈ）４．３Ｌ　ＬＶ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｈ）４．３Ｌ　ＬＶ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（（Ｈ）４．３Ｌ　ＬＶ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｈ）４．３Ｌ　ＬＶ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（（Ｈ）４．３Ｌ　ＬＶ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｈ）４．３Ｌ　ＬＶ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（（Ｈ）４．３Ｌ　ＬＶ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｈ）４．３Ｌ　ＬＶ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｈ）４．３Ｌ　ＬＶ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｈ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ２　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｈ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ２　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ｈ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ２　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｈ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ２　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｈ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ２　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサー（バンク１センサー１）

　パワートレイン（（Ｈ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ２　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサー（バンク１センサー２）

　パワートレイン（（Ｈ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ２　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサー（バンク２センサー１）

　パワートレイン（（Ｈ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ２　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサー（バンク２センサー２）

　パワートレイン（（Ｈ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ２　エンジンコントロールモジュール） 　アイドルスパーク

　パワートレイン（（Ｈ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ２　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｈ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ２　エンジンコントロールモジュール） 　エレクトロビスカスファン

　パワートレイン（（Ｈ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ２　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ｈ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ２　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（Ｈ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ２　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｈ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ２　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダー１

　パワートレイン（（Ｈ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ２　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダー４

　パワートレイン（（Ｈ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ２　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダー６

　パワートレイン（（Ｈ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ２　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダー７

　パワートレイン（（Ｈ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ２　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス１

　パワートレイン（（Ｈ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ２　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス２

　パワートレイン（（Ｈ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ２　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス３

　パワートレイン（（Ｈ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ２　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス４

　パワートレイン（（Ｈ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ２　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス５

　パワートレイン（（Ｈ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ２　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス６

　パワートレイン（（Ｈ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ２　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス７

　パワートレイン（（Ｈ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ２　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス８

　パワートレイン（（Ｈ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ２　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダー休止システム

　パワートレイン（（Ｈ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ２　エンジンコントロールモジュール） 　スターターリレー

　パワートレイン（（Ｈ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ２　エンジンコントロールモジュール） 　スパーク遅延

　パワートレイン（（Ｈ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ２　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルブレードコントロール

　パワートレイン（（Ｈ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ２　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｈ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ２　エンジンコントロールモジュール） 　バックインヒビット

　パワートレイン（（Ｈ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ２　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー１

　パワートレイン（（Ｈ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ２　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー２

　パワートレイン（（Ｈ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ２　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｈ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ２　エンジンコントロールモジュール） 　ループ状態

　パワートレイン（（Ｈ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ２　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター１）

　パワートレイン（（Ｈ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ２　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター２）

　パワートレイン（（Ｈ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ２　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター３）

　パワートレイン（（Ｈ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ２　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター４）

　パワートレイン（（Ｈ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ２　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター５）

　パワートレイン（（Ｈ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ２　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター６）

　パワートレイン（（Ｈ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ２　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター７）

　パワートレイン（（Ｈ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ２　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター８）

　パワートレイン（（Ｈ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ２　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｈ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ２　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｈ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ２　トランスファーケースコントロールモジュール） 　２ＷＤハイインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｈ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ２　トランスファーケースコントロールモジュール） 　４ＷＤハイインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｈ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ２　トランスファーケースコントロールモジュール） 　４ＷＤローインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｈ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ２　トランスファーケースコントロールモジュール） 　ＡＴＣモーターＡコントロール

　パワートレイン（（Ｈ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ２　トランスファーケースコントロールモジュール） 　ＡＴＣモーターＢコントロール

　パワートレイン（（Ｈ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ２　トランスファーケースコントロールモジュール） 　オート４ＷＤインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｈ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ２　トランスファーケースコントロールモジュール） 　トランスファーケースロック

　パワートレイン（（Ｈ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ２　トランスファーケースコントロールモジュール） 　ニュートラルインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｈ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ２　トランスファーケースコントロールモジュール） 　フロントアクスル係合

　パワートレイン（（Ｈ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ２　トランスミッションコントロールモジュール） 　１－２ソレノイド

　パワートレイン（（Ｈ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ２　トランスミッションコントロールモジュール） 　２－３ソレノイド

　パワートレイン（（Ｈ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ２　トランスミッションコントロールモジュール） 　３－２ダウンシフトソレノイド

　パワートレイン（（Ｈ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ２　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド

　パワートレイン（（Ｈ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ２　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（Ｈ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ２　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣ有効

　パワートレイン（（Ｈ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ２　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣ有効ソレノイド

　パワートレイン（（Ｈ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ２　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応リセット

　パワートレイン（（Ｈ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ２　フューエルポンプコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｈ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ２　フューエルポンプコントロールモジュール） 　フューエルポンプトリムリセット



●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2022.10)
システム 項目名

　パワートレイン（（Ｈ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ２　フューエルポンプコントロールモジュール） 　燃料プレッシャーコントロール

　パワートレイン（（Ｊ）１．０Ｌ　Ｌ４　ＬＡ２　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＧＲソレノイド

　パワートレイン（（Ｊ）１．０Ｌ　Ｌ４　ＬＡ２　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ｊ）１．０Ｌ　Ｌ４　ＬＡ２　エンジンコントロールモジュール） 　ＩＳＣアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｊ）１．０Ｌ　Ｌ４　ＬＡ２　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｊ）１．０Ｌ　Ｌ４　ＬＡ２　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｊ）１．０Ｌ　Ｌ４　ＬＡ２　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ｊ）１．０Ｌ　Ｌ４　ＬＡ２　エンジンコントロールモジュール） 　ファンＨｉｇｈ

　パワートレイン（（Ｊ）１．０Ｌ　Ｌ４　ＬＡ２　エンジンコントロールモジュール） 　ファンＬｏｗ

　パワートレイン（（Ｊ）１．０Ｌ　Ｌ４　ＬＡ２　エンジンコントロールモジュール） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（Ｊ）２．０Ｌ　Ｌ４　Ｌ３４　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＧＲソレノイド

　パワートレイン（（Ｊ）２．０Ｌ　Ｌ４　Ｌ３４　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰタンクプレッシャーコントロールソレノイド

　パワートレイン（（Ｊ）２．０Ｌ　Ｌ４　Ｌ３４　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ｊ）２．０Ｌ　Ｌ４　Ｌ３４　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｊ）２．０Ｌ　Ｌ４　Ｌ３４　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｊ）２．０Ｌ　Ｌ４　Ｌ３４　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（Ｊ）２．０Ｌ　Ｌ４　Ｌ３４　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファン

　パワートレイン（（Ｊ）２．０Ｌ　Ｌ４　Ｌ３４　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｊ）２．０Ｌ　Ｌ４　Ｌ３４　エンジンコントロールモジュール） 　ループ状態

　パワートレイン（（Ｊ）２．０Ｌ　Ｌ４　Ｌ３４　エンジンコントロールモジュール） 　固定スパーク

　パワートレイン（（Ｊ）２．０Ｌ　Ｌ４　Ｌ３４　パワートレインコントロールモジュール） 　ＥＧＲソレノイド

　パワートレイン（（Ｊ）２．０Ｌ　Ｌ４　Ｌ３４　パワートレインコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰタンクプレッシャーコントロールソレノイド

　パワートレイン（（Ｊ）２．０Ｌ　Ｌ４　Ｌ３４　パワートレインコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ｊ）２．０Ｌ　Ｌ４　Ｌ３４　パワートレインコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｊ）２．０Ｌ　Ｌ４　Ｌ３４　パワートレインコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｊ）２．０Ｌ　Ｌ４　Ｌ３４　パワートレインコントロールモジュール） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（Ｊ）２．０Ｌ　Ｌ４　Ｌ３４　パワートレインコントロールモジュール） 　クーリングファン

　パワートレイン（（Ｊ）２．０Ｌ　Ｌ４　Ｌ３４　パワートレインコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｊ）２．０Ｌ　Ｌ４　Ｌ３４　パワートレインコントロールモジュール） 　ループ状態

　パワートレイン（（Ｊ）２．０Ｌ　Ｌ４　Ｌ３４　パワートレインコントロールモジュール） 　固定スパーク

　パワートレイン（（Ｊ）３．１Ｌ　Ｖ６　ＬＧ８　エアポンプＥＣＭなし） 　ＥＧＲソレノイド

　パワートレイン（（Ｊ）３．１Ｌ　Ｖ６　ＬＧ８　エアポンプＥＣＭなし） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｊ）３．１Ｌ　Ｖ６　ＬＧ８　エアポンプＥＣＭなし） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ｊ）３．１Ｌ　Ｖ６　ＬＧ８　エアポンプＥＣＭなし） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｊ）３．１Ｌ　Ｖ６　ＬＧ８　エアポンプＥＣＭなし） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｊ）３．１Ｌ　Ｖ６　ＬＧ８　エアポンプＥＣＭなし） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｊ）３．１Ｌ　Ｖ６　ＬＧ８　エアポンプＥＣＭなし） 　クルーズインヒビット

　パワートレイン（（Ｊ）３．１Ｌ　Ｖ６　ＬＧ８　エアポンプＥＣＭなし） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｊ）３．１Ｌ　Ｖ６　ＬＧ８　エアポンプＥＣＭなし） 　シリンダーパワーバランス１

　パワートレイン（（Ｊ）３．１Ｌ　Ｖ６　ＬＧ８　エアポンプＥＣＭなし） 　シリンダーパワーバランス２

　パワートレイン（（Ｊ）３．１Ｌ　Ｖ６　ＬＧ８　エアポンプＥＣＭなし） 　シリンダーパワーバランス３

　パワートレイン（（Ｊ）３．１Ｌ　Ｖ６　ＬＧ８　エアポンプＥＣＭなし） 　シリンダーパワーバランス４

　パワートレイン（（Ｊ）３．１Ｌ　Ｖ６　ＬＧ８　エアポンプＥＣＭなし） 　シリンダーパワーバランス５

　パワートレイン（（Ｊ）３．１Ｌ　Ｖ６　ＬＧ８　エアポンプＥＣＭなし） 　シリンダーパワーバランス６

　パワートレイン（（Ｊ）３．１Ｌ　Ｖ６　ＬＧ８　エアポンプＥＣＭなし） 　ファン高速

　パワートレイン（（Ｊ）３．１Ｌ　Ｖ６　ＬＧ８　エアポンプＥＣＭなし） 　ファン低速

　パワートレイン（（Ｊ）３．１Ｌ　Ｖ６　ＬＧ８　エアポンプＥＣＭなし） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｊ）３．１Ｌ　Ｖ６　ＬＧ８　エアポンプＥＣＭなし） 　ループ状態

　パワートレイン（（Ｊ）３．１Ｌ　Ｖ６　ＬＧ８　エアポンプＥＣＭなし） 　回転数制御

　パワートレイン（（Ｊ）３．１Ｌ　Ｖ６　ＬＧ８　エアポンプＥＣＭなし） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｊ）３．１Ｌ　Ｖ６　ＬＧ８　エアポンプＥＣＭ付き） 　ＥＧＲソレノイド

　パワートレイン（（Ｊ）３．１Ｌ　Ｖ６　ＬＧ８　エアポンプＥＣＭ付き） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｊ）３．１Ｌ　Ｖ６　ＬＧ８　エアポンプＥＣＭ付き） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ｊ）３．１Ｌ　Ｖ６　ＬＧ８　エアポンプＥＣＭ付き） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｊ）３．１Ｌ　Ｖ６　ＬＧ８　エアポンプＥＣＭ付き） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｊ）３．１Ｌ　Ｖ６　ＬＧ８　エアポンプＥＣＭ付き） 　エアソレノイド

　パワートレイン（（Ｊ）３．１Ｌ　Ｖ６　ＬＧ８　エアポンプＥＣＭ付き） 　エアポンプリレー－＞ソレノイド

　パワートレイン（（Ｊ）３．１Ｌ　Ｖ６　ＬＧ８　エアポンプＥＣＭ付き） 　クルーズインヒビット

　パワートレイン（（Ｊ）３．１Ｌ　Ｖ６　ＬＧ８　エアポンプＥＣＭ付き） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｊ）３．１Ｌ　Ｖ６　ＬＧ８　エアポンプＥＣＭ付き） 　シリンダーパワーバランス１

　パワートレイン（（Ｊ）３．１Ｌ　Ｖ６　ＬＧ８　エアポンプＥＣＭ付き） 　シリンダーパワーバランス２

　パワートレイン（（Ｊ）３．１Ｌ　Ｖ６　ＬＧ８　エアポンプＥＣＭ付き） 　シリンダーパワーバランス３

　パワートレイン（（Ｊ）３．１Ｌ　Ｖ６　ＬＧ８　エアポンプＥＣＭ付き） 　シリンダーパワーバランス４

　パワートレイン（（Ｊ）３．１Ｌ　Ｖ６　ＬＧ８　エアポンプＥＣＭ付き） 　シリンダーパワーバランス５

　パワートレイン（（Ｊ）３．１Ｌ　Ｖ６　ＬＧ８　エアポンプＥＣＭ付き） 　シリンダーパワーバランス６

　パワートレイン（（Ｊ）３．１Ｌ　Ｖ６　ＬＧ８　エアポンプＥＣＭ付き） 　ファン高速

　パワートレイン（（Ｊ）３．１Ｌ　Ｖ６　ＬＧ８　エアポンプＥＣＭ付き） 　ファン低速

　パワートレイン（（Ｊ）３．１Ｌ　Ｖ６　ＬＧ８　エアポンプＥＣＭ付き） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｊ）３．１Ｌ　Ｖ６　ＬＧ８　エアポンプＥＣＭ付き） 　ループ状態

　パワートレイン（（Ｊ）３．１Ｌ　Ｖ６　ＬＧ８　エアポンプＥＣＭ付き） 　回転数制御

　パワートレイン（（Ｊ）３．１Ｌ　Ｖ６　ＬＧ８　エアポンプＥＣＭ付き） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｊ）３．１Ｌ　Ｖ６　ＬＧ８　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＧＲソレノイド

　パワートレイン（（Ｊ）３．１Ｌ　Ｖ６　ＬＧ８　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｊ）３．１Ｌ　Ｖ６　ＬＧ８　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイド



●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2022.10)
システム 項目名

　パワートレイン（（Ｊ）３．１Ｌ　Ｖ６　ＬＧ８　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｊ）３．１Ｌ　Ｖ６　ＬＧ８　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｊ）３．１Ｌ　Ｖ６　ＬＧ８　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーターコントロール　（装備車のみ）

　パワートレイン（（Ｊ）３．１Ｌ　Ｖ６　ＬＧ８　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｊ）３．１Ｌ　Ｖ６　ＬＧ８　エンジンコントロールモジュール） 　エアソレノイド

　パワートレイン（（Ｊ）３．１Ｌ　Ｖ６　ＬＧ８　エンジンコントロールモジュール） 　エアポンプリレー－＞ソレノイド

　パワートレイン（（Ｊ）３．１Ｌ　Ｖ６　ＬＧ８　エンジンコントロールモジュール） 　クルーズインヒビット

　パワートレイン（（Ｊ）３．１Ｌ　Ｖ６　ＬＧ８　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｊ）３．１Ｌ　Ｖ６　ＬＧ８　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス１

　パワートレイン（（Ｊ）３．１Ｌ　Ｖ６　ＬＧ８　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス２

　パワートレイン（（Ｊ）３．１Ｌ　Ｖ６　ＬＧ８　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス３

　パワートレイン（（Ｊ）３．１Ｌ　Ｖ６　ＬＧ８　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス４

　パワートレイン（（Ｊ）３．１Ｌ　Ｖ６　ＬＧ８　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス５

　パワートレイン（（Ｊ）３．１Ｌ　Ｖ６　ＬＧ８　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス６

　パワートレイン（（Ｊ）３．１Ｌ　Ｖ６　ＬＧ８　エンジンコントロールモジュール） 　ファン高速

　パワートレイン（（Ｊ）３．１Ｌ　Ｖ６　ＬＧ８　エンジンコントロールモジュール） 　ファン低速

　パワートレイン（（Ｊ）３．１Ｌ　Ｖ６　ＬＧ８　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｊ）３．１Ｌ　Ｖ６　ＬＧ８　エンジンコントロールモジュール） 　ループ状態

　パワートレイン（（Ｊ）３．１Ｌ　Ｖ６　ＬＧ８　エンジンコントロールモジュール） 　回転数制御

　パワートレイン（（Ｊ）３．１Ｌ　Ｖ６　ＬＧ８　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｊ）３．１Ｌ　Ｖ６　ＬＧ８　トランスミッションコントロールモジュール） 　１－２ソレノイド

　パワートレイン（（Ｊ）３．１Ｌ　Ｖ６　ＬＧ８　トランスミッションコントロールモジュール） 　２－３ソレノイド

　パワートレイン（（Ｊ）３．１Ｌ　Ｖ６　ＬＧ８　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　４速トランスミッションコントロールモジュール） 　１－２ソレノイド

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　４速トランスミッションコントロールモジュール） 　２－３ソレノイド

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　４速トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　４速トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　４速トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣ有効ソレノイド

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　６速トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド２

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　６速トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド３

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　６速トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド４

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　６速トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド５

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　６速トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　６速トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイド１

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　６速トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイド２

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　６速トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッション

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　６速トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応リセット

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　６速トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　エンジンコントロールモジュール　４速オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　エンジンコントロールモジュール　４速オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　エンジンコントロールモジュール　４速オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　エンジンコントロールモジュール　４速オートマチックトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　エンジンコントロールモジュール　４速オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１センサー１）

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　エンジンコントロールモジュール　４速オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１センサー２）

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　エンジンコントロールモジュール　４速オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２センサー１）

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　エンジンコントロールモジュール　４速オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２センサー２）

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　エンジンコントロールモジュール　４速オートマチックトランスミッション） 　ＲＶＳ無効履歴リセット

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　エンジンコントロールモジュール　４速オートマチックトランスミッション） 　アイドルスパーク

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　エンジンコントロールモジュール　４速オートマチックトランスミッション） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　エンジンコントロールモジュール　４速オートマチックトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　エンジンコントロールモジュール　４速オートマチックトランスミッション） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　エンジンコントロールモジュール　４速オートマチックトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　エンジンコントロールモジュール　４速オートマチックトランスミッション） 　シリンダー１

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　エンジンコントロールモジュール　４速オートマチックトランスミッション） 　シリンダー４

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　エンジンコントロールモジュール　４速オートマチックトランスミッション） 　シリンダー６

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　エンジンコントロールモジュール　４速オートマチックトランスミッション） 　シリンダー７

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　エンジンコントロールモジュール　４速オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス１

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　エンジンコントロールモジュール　４速オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス２

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　エンジンコントロールモジュール　４速オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス３

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　エンジンコントロールモジュール　４速オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス４

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　エンジンコントロールモジュール　４速オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス５

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　エンジンコントロールモジュール　４速オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス６

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　エンジンコントロールモジュール　４速オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス７

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　エンジンコントロールモジュール　４速オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス８

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　エンジンコントロールモジュール　４速オートマチックトランスミッション） 　シリンダー休止システム

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　エンジンコントロールモジュール　４速オートマチックトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　エンジンコントロールモジュール　４速オートマチックトランスミッション） 　スパーク遅延

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　エンジンコントロールモジュール　４速オートマチックトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　エンジンコントロールモジュール　４速オートマチックトランスミッション） 　ファンリレー１

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　エンジンコントロールモジュール　４速オートマチックトランスミッション） 　ファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　エンジンコントロールモジュール　４速オートマチックトランスミッション） 　ファンリレー２、３

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　エンジンコントロールモジュール　４速オートマチックトランスミッション） 　ループ状態

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　エンジンコントロールモジュール　４速オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター１）

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　エンジンコントロールモジュール　４速オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター２）
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　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　エンジンコントロールモジュール　４速オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター３）

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　エンジンコントロールモジュール　４速オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター４）

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　エンジンコントロールモジュール　４速オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター５）

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　エンジンコントロールモジュール　４速オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター６）

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　エンジンコントロールモジュール　４速オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター７）

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　エンジンコントロールモジュール　４速オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター８）

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　エンジンコントロールモジュール　４速オートマチックトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　エンジンコントロールモジュール　４速オートマチックトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　エンジンコントロールモジュール　４速オートマチックトランスミッション） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　エンジンコントロールモジュール　６速オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　エンジンコントロールモジュール　６速オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　エンジンコントロールモジュール　６速オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　エンジンコントロールモジュール　６速オートマチックトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　エンジンコントロールモジュール　６速オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１センサー１）

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　エンジンコントロールモジュール　６速オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１センサー２）

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　エンジンコントロールモジュール　６速オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２センサー１）

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　エンジンコントロールモジュール　６速オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２センサー２）

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　エンジンコントロールモジュール　６速オートマチックトランスミッション） 　ＲＶＳ無効履歴リセット

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　エンジンコントロールモジュール　６速オートマチックトランスミッション） 　アイドルスパーク

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　エンジンコントロールモジュール　６速オートマチックトランスミッション） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　エンジンコントロールモジュール　６速オートマチックトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　エンジンコントロールモジュール　６速オートマチックトランスミッション） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　エンジンコントロールモジュール　６速オートマチックトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　エンジンコントロールモジュール　６速オートマチックトランスミッション） 　シリンダー１

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　エンジンコントロールモジュール　６速オートマチックトランスミッション） 　シリンダー４

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　エンジンコントロールモジュール　６速オートマチックトランスミッション） 　シリンダー６

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　エンジンコントロールモジュール　６速オートマチックトランスミッション） 　シリンダー７

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　エンジンコントロールモジュール　６速オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス１

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　エンジンコントロールモジュール　６速オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス２

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　エンジンコントロールモジュール　６速オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス３

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　エンジンコントロールモジュール　６速オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス４

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　エンジンコントロールモジュール　６速オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス５

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　エンジンコントロールモジュール　６速オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス６

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　エンジンコントロールモジュール　６速オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス７

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　エンジンコントロールモジュール　６速オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス８

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　エンジンコントロールモジュール　６速オートマチックトランスミッション） 　シリンダー休止システム

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　エンジンコントロールモジュール　６速オートマチックトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　エンジンコントロールモジュール　６速オートマチックトランスミッション） 　スパーク遅延

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　エンジンコントロールモジュール　６速オートマチックトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　エンジンコントロールモジュール　６速オートマチックトランスミッション） 　ファンリレー１

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　エンジンコントロールモジュール　６速オートマチックトランスミッション） 　ファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　エンジンコントロールモジュール　６速オートマチックトランスミッション） 　ファンリレー２、３

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　エンジンコントロールモジュール　６速オートマチックトランスミッション） 　ループ状態

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　エンジンコントロールモジュール　６速オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター１）

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　エンジンコントロールモジュール　６速オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター２）

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　エンジンコントロールモジュール　６速オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター３）

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　エンジンコントロールモジュール　６速オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター４）

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　エンジンコントロールモジュール　６速オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター５）

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　エンジンコントロールモジュール　６速オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター６）

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　エンジンコントロールモジュール　６速オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター７）

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　エンジンコントロールモジュール　６速オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター８）

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　エンジンコントロールモジュール　６速オートマチックトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　エンジンコントロールモジュール　６速オートマチックトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　エンジンコントロールモジュール　６速オートマチックトランスミッション） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１センサー１）

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１センサー２）

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２センサー１）

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２センサー２）

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　エンジンコントロールモジュール） 　ＲＶＳ無効履歴リセット

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　エンジンコントロールモジュール） 　アイドルスパーク

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダー１

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダー４

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダー６

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダー７

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス１

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス２
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システム 項目名

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス３

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス４

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス５

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス６

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス７

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス８

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダー休止システム

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　エンジンコントロールモジュール） 　スターターリレー

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　エンジンコントロールモジュール） 　スパーク遅延

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー１

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー２、３

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　エンジンコントロールモジュール） 　ループ状態

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター１）

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター２）

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター３）

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター４）

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター５）

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター６）

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター７）

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター８）

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　エンジンコントロールモジュール） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　エンジンコントロールモジュール） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　トランスファーケースコントロールモジュール） 　２ＷＤハイインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　トランスファーケースコントロールモジュール） 　４ＷＤハイインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　トランスファーケースコントロールモジュール） 　４ＷＤローインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　トランスファーケースコントロールモジュール） 　ＡＴＣモーター学習

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　トランスファーケースコントロールモジュール） 　オート４ＷＤインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　トランスファーケースコントロールモジュール） 　クラッチリセット手順

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　トランスファーケースコントロールモジュール） 　トランスファーケースモーターコントロール

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　トランスファーケースコントロールモジュール） 　トランスファーケースロック

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　トランスファーケースコントロールモジュール） 　ニュートラルインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　トランスファーケースコントロールモジュール） 　フロントアクスル係合

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　トランスミッションコントロールモジュール） 　１－２ソレノイド

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　トランスミッションコントロールモジュール） 　２－３ソレノイド

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　トランスミッションコントロールモジュール） 　３－２ダウンシフトソレノイド

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド２

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド３

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド４

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド５

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣ有効ソレノイド

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイド１

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイド２

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッション

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応リセット

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　フューエルポンプコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　フューエルポンプコントロールモジュール） 　フューエルポンプトリムリセット

　パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　フューエルポンプコントロールモジュール） 　燃料プレッシャーコントロール

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ８６　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ８６　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ８６　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ８６　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ８６　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー１）

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ８６　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー２）

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ８６　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー１）

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ８６　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー２）

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ８６　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル点火時期

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ８６　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ８６　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ８６　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ８６　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン油圧制御ソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ８６　エンジンコントロールモジュール） 　カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ８６　エンジンコントロールモジュール） 　カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ８６　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファン

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ８６　エンジンコントロールモジュール） 　グリルエアシャッター１作動

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ８６　エンジンコントロールモジュール） 　グリルエアシャッター２作動

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ８６　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル
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　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ８６　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ８６　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ８６　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ８６　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ８６　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス５インジェクター

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ８６　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス６インジェクター

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ８６　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス７インジェクター

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ８６　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス８インジェクター

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ８６　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダー休止（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ８６　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダー休止（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ８６　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダー休止（シリンダー６）

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ８６　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダー休止（シリンダー７）

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ８６　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダー休止システム

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ８６　エンジンコントロールモジュール） 　スターターリレー

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ８６　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ８６　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ８６　エンジンコントロールモジュール） 　圧縮テスト

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ８６　エンジンコントロールモジュール） 　点火時期遅延

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ８６　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス１インジェクター

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ８６　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス２インジェクター

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ８６　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス３インジェクター

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ８６　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス４インジェクター

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ８６　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス５インジェクター

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ８６　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス６インジェクター

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ８６　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス７インジェクター

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ８６　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス８インジェクター

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ８６　エンジンコントロールモジュール） 　燃料システム減圧

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ８６　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ８６　エンジンコントロールモジュール） 　燃料レール圧力

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ８６　エンジンコントロールモジュール） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　シフトソレノイドバルブ１

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　シフトソレノイドバルブ１パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　シフトソレノイドバルブ２

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　シフトソレノイドバルブ２パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール　８速） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール　８速） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール　８速） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ１

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール　８速） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ１電流

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール　８速） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール　８速） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ２電流

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール　８速） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール　８速） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ３電流

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール　８速） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール　８速） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ４電流

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール　８速） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール　８速） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ５電流

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール　８速） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ６

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール　８速） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ６電流

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール　８速） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ７

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール　８速） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ７電流

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール　８速） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ８

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール　８速） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ９

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール　８速） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール　８速） 　ハイサイドドライバー２

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ２

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ２パフォーマンステスト
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システム 項目名

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ１

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ１電流

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ２電流

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ３電流

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ４電流

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ５電流

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ６

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ６電流

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ７

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ７電流

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ８

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ９

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー２

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ９９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ９９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ９９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ９９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー１）

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ９９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー２）

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ９９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー１）

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ９９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー２）

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ９９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ９９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ９９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ９９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ９９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ９９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ９９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ９９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ９９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ９９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ９９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ９９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ９９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス５インジェクター

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ９９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス６インジェクター

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ９９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス７インジェクター

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ９９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス８インジェクター

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ９９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダー休止（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ９９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダー休止（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ９９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダー休止（シリンダー６）

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ９９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダー休止（シリンダー７）

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ９９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダー休止システム

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ９９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ９９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ９９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ９９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ９９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス１インジェクター

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ９９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス２インジェクター

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ９９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス３インジェクター

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ９９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス４インジェクター

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ９９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス５インジェクター

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ９９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス６インジェクター

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ９９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス７インジェクター

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ９９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス８インジェクター

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ９９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ９９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ９９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ９９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ９９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ
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システム 項目名

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ９９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー１）

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ９９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー２）

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ９９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー１）

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ９９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー２）

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ９９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ９９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ９９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ９９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ９９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ９９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ９９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ９９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ９９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ９９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ９９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ９９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ９９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス５インジェクター

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ９９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス６インジェクター

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ９９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス７インジェクター

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ９９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス８インジェクター

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ９９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダー休止（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ９９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダー休止（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ９９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダー休止（シリンダー６）

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ９９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダー休止（シリンダー７）

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ９９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダー休止システム

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ９９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スキップシフトソレノイドアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ９９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ９９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ９９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　リバースインヒビットソレノイドアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ９９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ９９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス１インジェクター

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ９９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス２インジェクター

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ９９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス３インジェクター

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ９９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス４インジェクター

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ９９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス５インジェクター

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ９９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス６インジェクター

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ９９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス７インジェクター

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ９９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス８インジェクター

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ９９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ９９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ９９　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ９９　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ９９　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ９９　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ９９　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ２

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ９９　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ２パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ９９　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ９９　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ９９　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ９９　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ９９　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ９９　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ９９　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ９９　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ９９　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ９９　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ９９　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ９９　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ９９　フューエルポンプ　バージョン　フューエルポンプ　　排気フロー） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ９９　フューエルポンプ　バージョン　フューエルポンプ　　排気フロー） 　燃料圧力

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ９９　フューエルポンプ　バージョン　フューエルポンプ　　排気フロー） 　排気流量コントロールバルブ

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ９９　フューエルポンプ　バージョン　フューエルポンプ） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ９９　フューエルポンプ　バージョン　フューエルポンプ） 　燃料圧力

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ９９　フューエルポンプコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ９９　フューエルポンプコントロールモジュール） 　燃料圧力

　パワートレイン（（Ｋ）２．０Ｌ　Ｌ６　ＬＢＭ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＧＲソレノイド

　パワートレイン（（Ｋ）２．０Ｌ　Ｌ６　ＬＢＭ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ｋ）２．０Ｌ　Ｌ６　ＬＢＭ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｋ）２．０Ｌ　Ｌ６　ＬＢＭ　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｋ）２．０Ｌ　Ｌ６　ＬＢＭ　エンジンコントロールモジュール） 　ＴＡＣモーターコマンド

　パワートレイン（（Ｋ）２．０Ｌ　Ｌ６　ＬＢＭ　エンジンコントロールモジュール） 　インジェクター１

　パワートレイン（（Ｋ）２．０Ｌ　Ｌ６　ＬＢＭ　エンジンコントロールモジュール） 　インジェクター２

　パワートレイン（（Ｋ）２．０Ｌ　Ｌ６　ＬＢＭ　エンジンコントロールモジュール） 　インジェクター３

　パワートレイン（（Ｋ）２．０Ｌ　Ｌ６　ＬＢＭ　エンジンコントロールモジュール） 　インジェクター４
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　パワートレイン（（Ｋ）２．０Ｌ　Ｌ６　ＬＢＭ　エンジンコントロールモジュール） 　インジェクター５

　パワートレイン（（Ｋ）２．０Ｌ　Ｌ６　ＬＢＭ　エンジンコントロールモジュール） 　インジェクター６

　パワートレイン（（Ｋ）２．０Ｌ　Ｌ６　ＬＢＭ　エンジンコントロールモジュール） 　インテークマニホールドチューニングバルブ

　パワートレイン（（Ｋ）２．０Ｌ　Ｌ６　ＬＢＭ　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｋ）２．０Ｌ　Ｌ６　ＬＢＭ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ｋ）２．０Ｌ　Ｌ６　ＬＢＭ　エンジンコントロールモジュール） 　ファンＨｉｇｈ

　パワートレイン（（Ｋ）２．０Ｌ　Ｌ６　ＬＢＭ　エンジンコントロールモジュール） 　ファンＬｏｗ

　パワートレイン（（Ｋ）２．０Ｌ　Ｌ６　ＬＢＭ　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー１

　パワートレイン（（Ｋ）２．０Ｌ　Ｌ６　ＬＢＭ　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー２

　パワートレイン（（Ｋ）２．０Ｌ　Ｌ６　ＬＢＭ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターテスト１

　パワートレイン（（Ｋ）２．０Ｌ　Ｌ６　ＬＢＭ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターテスト２

　パワートレイン（（Ｋ）２．０Ｌ　Ｌ６　ＬＢＭ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターテスト３

　パワートレイン（（Ｋ）２．０Ｌ　Ｌ６　ＬＢＭ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターテスト４

　パワートレイン（（Ｋ）２．０Ｌ　Ｌ６　ＬＢＭ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターテスト５

　パワートレイン（（Ｋ）２．０Ｌ　Ｌ６　ＬＢＭ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターテスト６

　パワートレイン（（Ｋ）２．０Ｌ　Ｌ６　ＬＢＭ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１センサー１）

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１センサー２）

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール） 　ＲＶＳ無効履歴リセット

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール） 　アイドルスパーク

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス１

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス２

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス３

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス４

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール） 　スターターリレーコントロール

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー１

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー２

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール） 　ループ状態

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール） 　圧縮テスト

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター１）

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター２）

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター３）

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター４）

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料プレッシャーコントロール

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料圧力レギュレーター

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥＡ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド２

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥＡ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド３

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥＡ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド４

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥＡ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド５

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥＡ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥＡ　トランスミッションコントロールモジュール）
　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｓｏｌ．　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｔｅｓｔ　Ｌｉｎｅ　Ｐｒｅｓｓｕ
ｒｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥＡ　トランスミッションコントロールモジュール）
　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｓｏｌ．　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｔｅｓｔ　ＰＣ　Ｓｏｌｅｎｏｉｄ
２

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥＡ　トランスミッションコントロールモジュール）
　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｓｏｌ．　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｔｅｓｔ　ＰＣ　Ｓｏｌｅｎｏｉｄ
３

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥＡ　トランスミッションコントロールモジュール）
　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｓｏｌ．　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｔｅｓｔ　ＰＣ　Ｓｏｌｅｎｏｉｄ
４

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥＡ　トランスミッションコントロールモジュール）
　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｓｏｌ．　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｔｅｓｔ　ＰＣ　Ｓｏｌｅｎｏｉｄ
５

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥＡ　トランスミッションコントロールモジュール）
　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｓｏｌ．　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｔｅｓｔ　Ｓｈｉｆｔ　Ｓｏｌｅｎ
ｏｉｄ　１

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥＡ　トランスミッションコントロールモジュール）
　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｓｏｌ．　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｔｅｓｔ　ＴＣＣ　Ｃｏｎｔｒｏｌ
Ｓｏｌｅｎｏｉｄ

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥＡ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイド１

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥＡ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥＡ　フューエルポンプコントロールモジュール） 　燃料プレッシャーコントロール

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰテスト

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　アイドル点火時期

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン油圧制御ソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター
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システム 項目名

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　オートスタート／オートストップ

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン１

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン２

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン３

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン４

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン５

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー１、２

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　セカンダリーエアインジェクションシステム

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　セカンダリーエアインジェクションソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　セカンダリーエアインジェクションポンプリレー

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　フューエルポンプスピード

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　フューエルポンプトリムリセット

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　圧縮テスト

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　点火時期遅延

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料システム減圧

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料レール圧力

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料圧力

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰテスト

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　アイドル点火時期

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン油圧制御ソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　オートスタート／オートストップ

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン１

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン２

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン３

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン４

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン５

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー１、２

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　セカンダリーエアインジェクションシステム

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　セカンダリーエアインジェクションソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　セカンダリーエアインジェクションポンプリレー



●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2022.10)
システム 項目名

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　フューエルポンプスピード

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　フューエルポンプトリムリセット

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　圧縮テスト

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　点火時期遅延

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料システム減圧

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料レール圧力

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料圧力

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰテスト

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル点火時期

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン油圧制御ソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール） 　オートスタート／オートストップ

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファン１

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファン２

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファン３

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファン４

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファン５

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー１、２

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール） 　スターターリレー

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール） 　セカンダリーエアインジェクションシステム

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール） 　セカンダリーエアインジェクションソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール） 　セカンダリーエアインジェクションポンプリレー

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプスピード

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプトリムリセット

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール） 　圧縮テスト

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール） 　点火時期遅延

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料システム減圧

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料レール圧力

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料圧力

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料圧力レギュレーター

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１パフォーマンステスト
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システム 項目名

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｋ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺＥ　エンジンコントロールモジュール） 　ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター

　パワートレイン（（Ｋ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺＥ　エンジンコントロールモジュール） 　ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーターソレノイド

　パワートレイン（（Ｋ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺＥ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｋ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺＥ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ｋ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺＥ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｋ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺＥ　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｋ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺＥ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（（Ｋ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺＥ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（（Ｋ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺＥ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１センサー１）

　パワートレイン（（Ｋ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺＥ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１センサー２）

　パワートレイン（（Ｋ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺＥ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２センサー１）

　パワートレイン（（Ｋ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺＥ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２センサー２）

　パワートレイン（（Ｋ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺＥ　エンジンコントロールモジュール） 　ＲＶＳ無効履歴リセット

　パワートレイン（（Ｋ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺＥ　エンジンコントロールモジュール） 　アイドルスパーク

　パワートレイン（（Ｋ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺＥ　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｋ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺＥ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ｋ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺＥ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（Ｋ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺＥ　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｋ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺＥ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス１

　パワートレイン（（Ｋ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺＥ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス２

　パワートレイン（（Ｋ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺＥ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス３

　パワートレイン（（Ｋ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺＥ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス４

　パワートレイン（（Ｋ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺＥ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス５

　パワートレイン（（Ｋ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺＥ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス６

　パワートレイン（（Ｋ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺＥ　エンジンコントロールモジュール） 　スターターリレー

　パワートレイン（（Ｋ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺＥ　エンジンコントロールモジュール） 　スパーク遅延

　パワートレイン（（Ｋ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺＥ　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｋ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺＥ　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｋ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺＥ　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｋ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺＥ　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｋ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺＥ　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｋ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺＥ　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー５）

　パワートレイン（（Ｋ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺＥ　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー６）

　パワートレイン（（Ｋ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺＥ　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー１

　パワートレイン（（Ｋ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺＥ　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（Ｋ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺＥ　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー２、３

　パワートレイン（（Ｋ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺＥ　エンジンコントロールモジュール） 　ループ状態

　パワートレイン（（Ｋ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺＥ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター１）

　パワートレイン（（Ｋ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺＥ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター２）

　パワートレイン（（Ｋ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺＥ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター３）

　パワートレイン（（Ｋ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺＥ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター４）

　パワートレイン（（Ｋ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺＥ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター５）

　パワートレイン（（Ｋ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺＥ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター６）

　パワートレイン（（Ｋ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺＥ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｋ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺＥ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｋ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺＥ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（Ｋ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺＥ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（（Ｋ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺＥ　トランスミッションコントロールモジュール） 　１－２ソレノイド

　パワートレイン（（Ｋ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺＥ　トランスミッションコントロールモジュール） 　２－３ソレノイド

　パワートレイン（（Ｋ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺＥ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（Ｋ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺＥ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッション

　パワートレイン（（Ｋ）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ３６　エアポンプＥＣＭなし） 　ＥＧＲソレノイド

　パワートレイン（（Ｋ）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ３６　エアポンプＥＣＭなし） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｋ）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ３６　エアポンプＥＣＭなし） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ｋ）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ３６　エアポンプＥＣＭなし） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｋ）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ３６　エアポンプＥＣＭなし） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｋ）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ３６　エアポンプＥＣＭなし） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｋ）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ３６　エアポンプＥＣＭなし） 　エアソレノイド

　パワートレイン（（Ｋ）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ３６　エアポンプＥＣＭなし） 　エアポンプリレー－＞ソレノイド

　パワートレイン（（Ｋ）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ３６　エアポンプＥＣＭなし） 　クルーズインヒビット

　パワートレイン（（Ｋ）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ３６　エアポンプＥＣＭなし） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｋ）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ３６　エアポンプＥＣＭなし） 　シリンダーパワーバランス１



●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2022.10)
システム 項目名

　パワートレイン（（Ｋ）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ３６　エアポンプＥＣＭなし） 　シリンダーパワーバランス２

　パワートレイン（（Ｋ）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ３６　エアポンプＥＣＭなし） 　シリンダーパワーバランス３

　パワートレイン（（Ｋ）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ３６　エアポンプＥＣＭなし） 　シリンダーパワーバランス４

　パワートレイン（（Ｋ）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ３６　エアポンプＥＣＭなし） 　シリンダーパワーバランス５

　パワートレイン（（Ｋ）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ３６　エアポンプＥＣＭなし） 　シリンダーパワーバランス６

　パワートレイン（（Ｋ）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ３６　エアポンプＥＣＭなし） 　ファンリレー１

　パワートレイン（（Ｋ）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ３６　エアポンプＥＣＭなし） 　ファンリレー２

　パワートレイン（（Ｋ）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ３６　エアポンプＥＣＭなし） 　ファン高速

　パワートレイン（（Ｋ）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ３６　エアポンプＥＣＭなし） 　ファン低速

　パワートレイン（（Ｋ）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ３６　エアポンプＥＣＭなし） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｋ）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ３６　エアポンプＥＣＭなし） 　ループ状態

　パワートレイン（（Ｋ）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ３６　エアポンプＥＣＭなし） 　回転数制御

　パワートレイン（（Ｋ）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ３６　エアポンプＥＣＭ付き） 　ＥＧＲソレノイド

　パワートレイン（（Ｋ）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ３６　エアポンプＥＣＭ付き） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｋ）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ３６　エアポンプＥＣＭ付き） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ｋ）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ３６　エアポンプＥＣＭ付き） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｋ）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ３６　エアポンプＥＣＭ付き） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｋ）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ３６　エアポンプＥＣＭ付き） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｋ）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ３６　エアポンプＥＣＭ付き） 　エアソレノイド

　パワートレイン（（Ｋ）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ３６　エアポンプＥＣＭ付き） 　エアポンプリレー－＞ソレノイド

　パワートレイン（（Ｋ）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ３６　エアポンプＥＣＭ付き） 　クルーズインヒビット

　パワートレイン（（Ｋ）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ３６　エアポンプＥＣＭ付き） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｋ）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ３６　エアポンプＥＣＭ付き） 　シリンダーパワーバランス１

　パワートレイン（（Ｋ）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ３６　エアポンプＥＣＭ付き） 　シリンダーパワーバランス２

　パワートレイン（（Ｋ）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ３６　エアポンプＥＣＭ付き） 　シリンダーパワーバランス３

　パワートレイン（（Ｋ）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ３６　エアポンプＥＣＭ付き） 　シリンダーパワーバランス４

　パワートレイン（（Ｋ）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ３６　エアポンプＥＣＭ付き） 　シリンダーパワーバランス５

　パワートレイン（（Ｋ）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ３６　エアポンプＥＣＭ付き） 　シリンダーパワーバランス６

　パワートレイン（（Ｋ）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ３６　エアポンプＥＣＭ付き） 　ファンリレー１

　パワートレイン（（Ｋ）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ３６　エアポンプＥＣＭ付き） 　ファンリレー２

　パワートレイン（（Ｋ）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ３６　エアポンプＥＣＭ付き） 　ファン高速

　パワートレイン（（Ｋ）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ３６　エアポンプＥＣＭ付き） 　ファン低速

　パワートレイン（（Ｋ）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ３６　エアポンプＥＣＭ付き） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｋ）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ３６　エアポンプＥＣＭ付き） 　ループ状態

　パワートレイン（（Ｋ）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ３６　エアポンプＥＣＭ付き） 　回転数制御

　パワートレイン（（Ｋ）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ３６　エンジンコントロールモジュール） 　１シリンダーパワーバランス

　パワートレイン（（Ｋ）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ３６　エンジンコントロールモジュール） 　２シリンダーパワーバランス

　パワートレイン（（Ｋ）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ３６　エンジンコントロールモジュール） 　３シリンダーパワーバランス

　パワートレイン（（Ｋ）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ３６　エンジンコントロールモジュール） 　４シリンダーパワーバランス

　パワートレイン（（Ｋ）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ３６　エンジンコントロールモジュール） 　５シリンダーパワーバランス

　パワートレイン（（Ｋ）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ３６　エンジンコントロールモジュール） 　６シリンダーパワーバランス

　パワートレイン（（Ｋ）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ３６　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＧＲソレノイド

　パワートレイン（（Ｋ）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ３６　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｋ）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ３６　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ｋ）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ３６　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｋ）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ３６　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｋ）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ３６　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーターコントロール　（装備車のみ）

　パワートレイン（（Ｋ）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ３６　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｋ）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ３６　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（Ｋ）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ３６　エンジンコントロールモジュール） 　クルーズインヒビット

　パワートレイン（（Ｋ）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ３６　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｋ）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ３６　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｋ）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ３６　エンジンコントロールモジュール） 　ファン高速

　パワートレイン（（Ｋ）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ３６　エンジンコントロールモジュール） 　ファン低速

　パワートレイン（（Ｋ）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ３６　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｋ）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ３６　エンジンコントロールモジュール） 　ループ状態

　パワートレイン（（Ｋ）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ３６　エンジンコントロールモジュール） 　回転数制御

　パワートレイン（（Ｋ）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ３６　トランスミッションコントロールモジュール） 　１－２ソレノイド

　パワートレイン（（Ｋ）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ３６　トランスミッションコントロールモジュール） 　２－３ソレノイド

　パワートレイン（（Ｋ）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ３６　トランスミッションコントロールモジュール） 　３－２ダウンシフトソレノイド

　パワートレイン（（Ｋ）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ３６　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド

　パワートレイン（（Ｋ）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ３６　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（Ｋ）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ３６　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣ有効

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール　オート） 　ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール　オート） 　ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーターソレノイド

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール　オート） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール　オート） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール　オート） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール　オート） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール　オート） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１センサー１）

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール　オート） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１センサー２）

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール　オート） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２センサー１）

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール　オート） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２センサー２）

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール　オート） 　ＲＶＳ無効履歴リセット
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システム 項目名

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール　オート） 　アイドルスパーク

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール　オート） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール　オート） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール　オート） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール　オート） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール　オート） 　シリンダーパワーバランス１

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール　オート） 　シリンダーパワーバランス２

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール　オート） 　シリンダーパワーバランス３

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール　オート） 　シリンダーパワーバランス４

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール　オート） 　シリンダーパワーバランス５

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール　オート） 　シリンダーパワーバランス６

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール　オート） 　シリンダーパワーバランス７

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール　オート） 　シリンダーパワーバランス８

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール　オート） 　スターターリレー

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール　オート） 　スパーク遅延

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール　オート） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール　オート） 　ファンリレー１

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール　オート） 　ファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール　オート） 　ファンリレー２、３

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール　オート） 　フューエルポンプ２リレー

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール　オート） 　ループ状態

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール　オート） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター１）

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール　オート） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター２）

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール　オート） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター３）

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール　オート） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター４）

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール　オート） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター５）

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール　オート） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター６）

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール　オート） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター７）

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール　オート） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター８）

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール　オート） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール　オート） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーターソレノイド

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１センサー１）

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１センサー２）

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２センサー１）

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２センサー２）

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＲＶＳ無効履歴リセット

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　アイドルスパーク

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス１

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス２

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス３

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス４

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス５

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス６

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス７

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス８

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スパーク遅延

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ファンリレー１

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ファンリレー２、３

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　フューエルポンプ２リレー

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ループ状態

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター１）

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター２）

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター３）

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター４）

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター５）

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター６）

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター７）

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター８）

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター
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　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーターソレノイド

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１センサー１）

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１センサー２）

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２センサー１）

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２センサー２）

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＲＶＳ無効履歴リセット

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　アイドルスパーク

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス１

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス２

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス３

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス４

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス５

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス６

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス７

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス８

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スパーク遅延

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ファンリレー１

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ファンリレー２、３

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　フューエルポンプ２リレー

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ループ状態

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター１）

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター２）

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター３）

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター４）

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター５）

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター６）

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター７）

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター８）

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール） 　ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール） 　ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーターソレノイド

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１センサー１）

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１センサー２）

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２センサー１）

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２センサー２）

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール） 　ＲＶＳ無効履歴リセット

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール） 　アイドルスパーク

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダー１

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダー４

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダー６

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダー７

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス１

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス２

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス３

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス４

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス５

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス６

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス７

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス８

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダー休止システム

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール） 　スターターリレー

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール） 　スパーク遅延

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション
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システム 項目名

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー１

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー２、３

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ２リレー

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール） 　ループ状態

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター１）

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター２）

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター３）

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター４）

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター５）

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター６）

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター７）

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター８）

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　トランスファーケースコントロールモジュール） 　２ＷＤハイインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　トランスファーケースコントロールモジュール） 　４ＷＤハイインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　トランスファーケースコントロールモジュール） 　４ＷＤローインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　トランスファーケースコントロールモジュール） 　ＡＴＣモーター学習

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　トランスファーケースコントロールモジュール） 　オート４ＷＤインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　トランスファーケースコントロールモジュール） 　クラッチリセット手順

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　トランスファーケースコントロールモジュール） 　トランスファーケースモーターコントロール

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　トランスファーケースコントロールモジュール） 　トランスファーケースロック

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　トランスファーケースコントロールモジュール） 　ニュートラルインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　トランスファーケースコントロールモジュール） 　フロントアクスル係合

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　トランスミッションコントロールモジュール） 　１－２ソレノイド

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　トランスミッションコントロールモジュール） 　２－３ソレノイド

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド２

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド３

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド４

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド５

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイド１

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイド２

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッション

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応リセット

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　トランスミッションコントロールモジュール） 　ライン圧力制御

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　Ｌ６　ＬＢＫ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＧＲソレノイド

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　Ｌ６　ＬＢＫ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　Ｌ６　ＬＢＫ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　Ｌ６　ＬＢＫ　エンジンコントロールモジュール） 　ＩＳＣアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　Ｌ６　ＬＢＫ　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　Ｌ６　ＬＢＫ　エンジンコントロールモジュール） 　ＴＡＣモーターコマンド

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　Ｌ６　ＬＢＫ　エンジンコントロールモジュール） 　インジェクター１

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　Ｌ６　ＬＢＫ　エンジンコントロールモジュール） 　インジェクター２

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　Ｌ６　ＬＢＫ　エンジンコントロールモジュール） 　インジェクター３

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　Ｌ６　ＬＢＫ　エンジンコントロールモジュール） 　インジェクター４

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　Ｌ６　ＬＢＫ　エンジンコントロールモジュール） 　インジェクター５

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　Ｌ６　ＬＢＫ　エンジンコントロールモジュール） 　インジェクター６

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　Ｌ６　ＬＢＫ　エンジンコントロールモジュール） 　インテークマニホールドチューニングバルブ

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　Ｌ６　ＬＢＫ　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　Ｌ６　ＬＢＫ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　Ｌ６　ＬＢＫ　エンジンコントロールモジュール） 　ファンＨｉｇｈ

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　Ｌ６　ＬＢＫ　エンジンコントロールモジュール） 　ファンＬｏｗ

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　Ｌ６　ＬＢＫ　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー１

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　Ｌ６　ＬＢＫ　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー２

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　Ｌ６　ＬＢＫ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターテスト１

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　Ｌ６　ＬＢＫ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターテスト２

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　Ｌ６　ＬＢＫ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターテスト３

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　Ｌ６　ＬＢＫ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターテスト４

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　Ｌ６　ＬＢＫ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターテスト５

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　Ｌ６　ＬＢＫ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターテスト６

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　Ｌ６　ＬＢＫ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　Ｌ６　ＬＢＫ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＥＤＳ３　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイドエレクトリカル

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　Ｌ６　ＬＢＫ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＥＤＳ４　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイドエレクトリカル

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　Ｌ６　ＬＢＫ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＥＤＳ５　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイドエレクトリカル

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　Ｌ６　ＬＢＫ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＥＤＳ６　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイドエレクトリカル

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　Ｌ６　ＬＢＫ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイド１

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　Ｌ６　ＬＢＫ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイド２
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　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　Ｌ６　ＬＢＫ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ホールドモードランプ

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　Ｌ６　ＬＢＫ　トランスミッションコントロールモジュール） 　電源モードランプ

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　アイドル点火時期

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン油圧制御ソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　オートスタート／オートストップ

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン１

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン２

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン３

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン４

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン５

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　セカンダリーエアインジェクションシステム

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　セカンダリーエアインジェクションソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　セカンダリーエアインジェクションポンプリレー

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　フューエルポンプスピード

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　フューエルポンプトリムリセット

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　圧縮テスト

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気ロッカーアームソレノイドバルブ１

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気ロッカーアームソレノイドバルブ２

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　点火時期遅延

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料システム減圧

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料レール圧力

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料圧力

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　アイドル点火時期

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン油圧制御ソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　オートスタート／オートストップ

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン１

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン２

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン３

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン４

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン５

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー２、３
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システム 項目名

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　セカンダリーエアインジェクションシステム

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　セカンダリーエアインジェクションソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　セカンダリーエアインジェクションポンプリレー

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　フューエルポンプスピード

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　フューエルポンプトリムリセット

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　圧縮テスト

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気ロッカーアームソレノイドバルブ１

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気ロッカーアームソレノイドバルブ２

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　点火時期遅延

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料システム減圧

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料レール圧力

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料圧力

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル点火時期

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン油圧制御ソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール） 　オートスタート／オートストップ

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール） 　スターターリレー

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール） 　セカンダリーエアインジェクションシステム

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール） 　セカンダリーエアインジェクションソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール） 　セカンダリーエアインジェクションポンプリレー

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプスピード

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプトリムリセット

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール） 　圧縮テスト

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気ロッカーアームソレノイドバルブ１

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気ロッカーアームソレノイドバルブ２

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール） 　点火時期遅延

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料システム減圧

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料レール圧力

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料圧力

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料圧力レギュレーター

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料制御ループステータス
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　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｌ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＸ９　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＧＲソレノイド

　パワートレイン（（Ｌ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＸ９　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｌ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＸ９　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ｌ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＸ９　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｌ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＸ９　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｌ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＸ９　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒータードライバーＶ６

　パワートレイン（（Ｌ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＸ９　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｌ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＸ９　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（Ｌ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＸ９　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｌ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＸ９　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｌ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＸ９　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｌ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＸ９　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｌ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＸ９　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｌ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＸ９　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｌ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＸ９　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー５）

　パワートレイン（（Ｌ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＸ９　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー６）

　パワートレイン（（Ｌ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＸ９　エンジンコントロールモジュール） 　ヒーテッドＯ２センサー

　パワートレイン（（Ｌ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＸ９　エンジンコントロールモジュール） 　ファン高速

　パワートレイン（（Ｌ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＸ９　エンジンコントロールモジュール） 　ファン低速

　パワートレイン（（Ｌ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＸ９　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｌ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＸ９　エンジンコントロールモジュール） 　ループ状態

　パワートレイン（（Ｌ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＸ９　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｌ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＸ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　１－２ソレノイド

　パワートレイン（（Ｌ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＸ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　２－３ソレノイド

　パワートレイン（（Ｌ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＸ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　エンジンコントロールモジュール　補助クーリングファンなし） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　エンジンコントロールモジュール　補助クーリングファンなし） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　エンジンコントロールモジュール　補助クーリングファンなし） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　エンジンコントロールモジュール　補助クーリングファンなし） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　エンジンコントロールモジュール　補助クーリングファンなし） 　Ｏ２センサー（バンク１センサー１）

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　エンジンコントロールモジュール　補助クーリングファンなし） 　Ｏ２センサー（バンク１センサー２）

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　エンジンコントロールモジュール　補助クーリングファンなし） 　Ｏ２センサー（バンク２センサー１）

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　エンジンコントロールモジュール　補助クーリングファンなし） 　Ｏ２センサー（バンク２センサー２）

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　エンジンコントロールモジュール　補助クーリングファンなし） 　アイドルスパーク

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　エンジンコントロールモジュール　補助クーリングファンなし） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　エンジンコントロールモジュール　補助クーリングファンなし） 　エレクトロビスカスファン

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　エンジンコントロールモジュール　補助クーリングファンなし） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　エンジンコントロールモジュール　補助クーリングファンなし） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　エンジンコントロールモジュール　補助クーリングファンなし） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　エンジンコントロールモジュール　補助クーリングファンなし） 　シリンダーパワーバランス１

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　エンジンコントロールモジュール　補助クーリングファンなし） 　シリンダーパワーバランス２

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　エンジンコントロールモジュール　補助クーリングファンなし） 　シリンダーパワーバランス３

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　エンジンコントロールモジュール　補助クーリングファンなし） 　シリンダーパワーバランス４

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　エンジンコントロールモジュール　補助クーリングファンなし） 　シリンダーパワーバランス５

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　エンジンコントロールモジュール　補助クーリングファンなし） 　シリンダーパワーバランス６

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　エンジンコントロールモジュール　補助クーリングファンなし） 　シリンダーパワーバランス７

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　エンジンコントロールモジュール　補助クーリングファンなし） 　シリンダーパワーバランス８

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　エンジンコントロールモジュール　補助クーリングファンなし） 　スターターリレー

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　エンジンコントロールモジュール　補助クーリングファンなし） 　スパーク遅延

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　エンジンコントロールモジュール　補助クーリングファンなし） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　エンジンコントロールモジュール　補助クーリングファンなし） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　エンジンコントロールモジュール　補助クーリングファンなし） 　ループ状態

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　エンジンコントロールモジュール　補助クーリングファンなし） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター１）

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　エンジンコントロールモジュール　補助クーリングファンなし） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター２）

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　エンジンコントロールモジュール　補助クーリングファンなし） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター３）

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　エンジンコントロールモジュール　補助クーリングファンなし） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター４）
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　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　エンジンコントロールモジュール　補助クーリングファンなし） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター５）

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　エンジンコントロールモジュール　補助クーリングファンなし） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター６）

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　エンジンコントロールモジュール　補助クーリングファンなし） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター７）

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　エンジンコントロールモジュール　補助クーリングファンなし） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター８）

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　エンジンコントロールモジュール　補助クーリングファンなし） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　エンジンコントロールモジュール　補助クーリングファンなし） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　エンジンコントロールモジュール　補助クーリングファン付き） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　エンジンコントロールモジュール　補助クーリングファン付き） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　エンジンコントロールモジュール　補助クーリングファン付き） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　エンジンコントロールモジュール　補助クーリングファン付き） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　エンジンコントロールモジュール　補助クーリングファン付き） 　Ｏ２センサー（バンク１センサー１）

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　エンジンコントロールモジュール　補助クーリングファン付き） 　Ｏ２センサー（バンク１センサー２）

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　エンジンコントロールモジュール　補助クーリングファン付き） 　Ｏ２センサー（バンク２センサー１）

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　エンジンコントロールモジュール　補助クーリングファン付き） 　Ｏ２センサー（バンク２センサー２）

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　エンジンコントロールモジュール　補助クーリングファン付き） 　アイドルスパーク

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　エンジンコントロールモジュール　補助クーリングファン付き） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　エンジンコントロールモジュール　補助クーリングファン付き） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　エンジンコントロールモジュール　補助クーリングファン付き） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　エンジンコントロールモジュール　補助クーリングファン付き） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　エンジンコントロールモジュール　補助クーリングファン付き） 　シリンダーパワーバランス１

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　エンジンコントロールモジュール　補助クーリングファン付き） 　シリンダーパワーバランス２

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　エンジンコントロールモジュール　補助クーリングファン付き） 　シリンダーパワーバランス３

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　エンジンコントロールモジュール　補助クーリングファン付き） 　シリンダーパワーバランス４

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　エンジンコントロールモジュール　補助クーリングファン付き） 　シリンダーパワーバランス５

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　エンジンコントロールモジュール　補助クーリングファン付き） 　シリンダーパワーバランス６

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　エンジンコントロールモジュール　補助クーリングファン付き） 　シリンダーパワーバランス７

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　エンジンコントロールモジュール　補助クーリングファン付き） 　シリンダーパワーバランス８

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　エンジンコントロールモジュール　補助クーリングファン付き） 　スターターリレー

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　エンジンコントロールモジュール　補助クーリングファン付き） 　スパーク遅延

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　エンジンコントロールモジュール　補助クーリングファン付き） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　エンジンコントロールモジュール　補助クーリングファン付き） 　ファンリレー１

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　エンジンコントロールモジュール　補助クーリングファン付き） 　ファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　エンジンコントロールモジュール　補助クーリングファン付き） 　ファンリレー２、３

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　エンジンコントロールモジュール　補助クーリングファン付き） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　エンジンコントロールモジュール　補助クーリングファン付き） 　ループ状態

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　エンジンコントロールモジュール　補助クーリングファン付き） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター１）

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　エンジンコントロールモジュール　補助クーリングファン付き） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター２）

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　エンジンコントロールモジュール　補助クーリングファン付き） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター３）

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　エンジンコントロールモジュール　補助クーリングファン付き） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター４）

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　エンジンコントロールモジュール　補助クーリングファン付き） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター５）

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　エンジンコントロールモジュール　補助クーリングファン付き） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター６）

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　エンジンコントロールモジュール　補助クーリングファン付き） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター７）

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　エンジンコントロールモジュール　補助クーリングファン付き） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター８）

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　エンジンコントロールモジュール　補助クーリングファン付き） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサー（バンク１センサー１）

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサー（バンク１センサー２）

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサー（バンク２センサー１）

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサー（バンク２センサー２）

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　エンジンコントロールモジュール） 　アイドルスパーク

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　エンジンコントロールモジュール） 　エレクトロビスカスファン

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス１

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス２

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス３

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス４

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス５

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス６

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス７

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス８

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　エンジンコントロールモジュール） 　スターターリレー

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　エンジンコントロールモジュール） 　スパーク遅延

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　エンジンコントロールモジュール） 　ループ状態

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター１）

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター２）

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター３）
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　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター４）

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター５）

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター６）

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター７）

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター８）

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　トランスファーケースコントロールモジュール　フロントディファレンシャルロックなし）　４ＷＤハイインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　トランスファーケースコントロールモジュール　フロントディファレンシャルロックなし）　４ＷＤハイロックインジケーター

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　トランスファーケースコントロールモジュール　フロントディファレンシャルロックなし）　４ＷＤローロックインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　トランスファーケースコントロールモジュール　フロントディファレンシャルロックなし）　ニュートラルインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　トランスファーケースコントロールモジュール　フロントディファレンシャルロックなし）　モーターＡドライバー（ハイ）

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　トランスファーケースコントロールモジュール　フロントディファレンシャルロックなし）　モーターＡドライバー（ロー）

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　トランスファーケースコントロールモジュール　フロントディファレンシャルロックなし）　モーターＢドライバー（ハイ）

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　トランスファーケースコントロールモジュール　フロントディファレンシャルロックなし）　モーターＢドライバー（ロー）

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　トランスファーケースコントロールモジュール　フロントディファレンシャルロック付き）　４ＷＤハイインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　トランスファーケースコントロールモジュール　フロントディファレンシャルロック付き）　４ＷＤハイロックインジケーター

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　トランスファーケースコントロールモジュール　フロントディファレンシャルロック付き）　４ＷＤローロックインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　トランスファーケースコントロールモジュール　フロントディファレンシャルロック付き）　ニュートラルインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　トランスファーケースコントロールモジュール　フロントディファレンシャルロック付き）　フロントアクスルロックインジケーター

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　トランスファーケースコントロールモジュール　フロントディファレンシャルロック付き）　フロントデフロックリターン

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　トランスファーケースコントロールモジュール　フロントディファレンシャルロック付き）　フロントデフロック制御

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　トランスファーケースコントロールモジュール　フロントディファレンシャルロック付き）　モーターＡドライバー（ハイ）

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　トランスファーケースコントロールモジュール　フロントディファレンシャルロック付き）　モーターＡドライバー（ロー）

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　トランスファーケースコントロールモジュール　フロントディファレンシャルロック付き）　モーターＢドライバー（ハイ）

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　トランスファーケースコントロールモジュール　フロントディファレンシャルロック付き）　モーターＢドライバー（ロー）

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　トランスファーケースコントロールモジュール　フロントディファレンシャルロック付き）　リアアクスルロックインジケーター

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　トランスファーケースコントロールモジュール　フロントディファレンシャルロック付き）　リアデフロックリターン

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　トランスファーケースコントロールモジュール　フロントディファレンシャルロック付き）　リアデフロック制御

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　トランスファーケースコントロールモジュール） 　２ＷＤハイインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　トランスファーケースコントロールモジュール） 　４ＷＤハイインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　トランスファーケースコントロールモジュール） 　４ＷＤハイロックインジケーター

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　トランスファーケースコントロールモジュール） 　４ＷＤローインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　トランスファーケースコントロールモジュール） 　４ＷＤローロックインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　トランスファーケースコントロールモジュール） 　ＡＴＣモーターＡコントロール

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　トランスファーケースコントロールモジュール） 　ニュートラルインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　トランスファーケースコントロールモジュール） 　フロントアクスル係合

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　トランスファーケースコントロールモジュール） 　モーターＡドライバー（ハイ）

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　トランスファーケースコントロールモジュール） 　モーターＡドライバー（ロー）

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　トランスファーケースコントロールモジュール） 　モーターＢドライバー（ハイ）

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　トランスファーケースコントロールモジュール） 　モーターＢドライバー（ロー）

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　トランスファーケースコントロールモジュール） 　リアアクスルロックインジケーター

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　トランスミッションコントロールモジュール） 　１－２ソレノイド

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　トランスミッションコントロールモジュール） 　２－３ソレノイド

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　トランスミッションコントロールモジュール） 　３－２ダウンシフトソレノイド

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣ有効

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣ有効ソレノイド

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　フューエルポンプコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　フューエルポンプコントロールモジュール） 　フューエルポンプトリムリセット

　パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　フューエルポンプコントロールモジュール） 　燃料プレッシャーコントロール

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　ＬＧＨ　エンジンコントロールモジュール） 　ＤＰＦ回生有効

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　ＬＧＨ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＧＲ

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　ＬＧＨ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＧＲクーラーバイパスバルブ

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　ＬＧＨ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＧＲクーラーバイパスモーター

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　ＬＧＨ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＧＲバルブ

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　ＬＧＨ　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　ＬＧＨ　エンジンコントロールモジュール） 　ウェイトトゥスタートインジケーター

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　ＬＧＨ　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　ＬＧＨ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数／スロットル

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　ＬＧＨ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファン

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　ＬＧＨ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　ＬＧＨ　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　ＬＧＨ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　ＬＧＨ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　ＬＧＨ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　ＬＧＨ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　ＬＧＨ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス５インジェクター

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　ＬＧＨ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス６インジェクター

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　ＬＧＨ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス７インジェクター

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　ＬＧＨ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス８インジェクター

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　ＬＧＨ　エンジンコントロールモジュール） 　ターボチャージャーベーンポジションソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　ＬＧＨ　エンジンコントロールモジュール） 　ターボチャージャーベーン位置
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　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　ＬＧＨ　エンジンコントロールモジュール） 　パイロット噴射バランス手順１インジェクター

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　ＬＧＨ　エンジンコントロールモジュール） 　パイロット噴射バランス手順２インジェクター

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　ＬＧＨ　エンジンコントロールモジュール） 　パイロット噴射バランス手順３インジェクター

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　ＬＧＨ　エンジンコントロールモジュール） 　パイロット噴射バランス手順４インジェクター

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　ＬＧＨ　エンジンコントロールモジュール） 　パイロット噴射バランス手順５インジェクター

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　ＬＧＨ　エンジンコントロールモジュール） 　パイロット噴射バランス手順６インジェクター

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　ＬＧＨ　エンジンコントロールモジュール） 　パイロット噴射バランス手順７インジェクター

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　ＬＧＨ　エンジンコントロールモジュール） 　パイロット噴射バランス手順８インジェクター

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　ＬＧＨ　エンジンコントロールモジュール） 　リダクタントインジェクションクオリティーテスト

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　ＬＧＨ　エンジンコントロールモジュール） 　リダクタントインジェクター

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　ＬＧＨ　エンジンコントロールモジュール） 　リダクタントシステム異常警告サービスベイテスト

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　ＬＧＨ　エンジンコントロールモジュール） 　リダクタントシステム漏れテスト

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　ＬＧＨ　エンジンコントロールモジュール） 　リダクタントパージバルブ

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　ＬＧＨ　エンジンコントロールモジュール） 　リダクタントフルードクオリティーテスト

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　ＬＧＨ　エンジンコントロールモジュール） 　リダクタントポンプ

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　ＬＧＨ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気フローバルブモーター

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　ＬＧＨ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気フローバルブ位置

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　ＬＧＨ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トランスファーポンプ

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　ＬＧＨ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　ＬＧＨ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料圧力

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　ＬＧＨ　エンジンコントロールモジュール） 　排気後処理燃料インジェクター

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　ＬＧＨ　エンジンコントロールモジュール） 　排気後処理燃料インジェクターフローテスト

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　ＬＧＨ　グロープラグコントロールモジュール） 　グロープラグ

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　ＬＧＨ　グロープラグコントロールモジュール） 　リダクタントヒーター１

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　ＬＧＨ　グロープラグコントロールモジュール） 　リダクタントヒーター２

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　ＬＧＨ　グロープラグコントロールモジュール） 　リダクタントヒーター３

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　ＬＧＨ　グロープラグコントロールモジュール） 　吸気ヒーター

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　ＬＧＨ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　ＬＧＨ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　ＬＧＨ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　ＬＧＨ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　ＬＧＨ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ２

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　ＬＧＨ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ２パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　ＬＧＨ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　ＬＧＨ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　ＬＧＨ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　ＬＧＨ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　ＬＧＨ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　ＬＧＨ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　ＬＧＨ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　ＬＧＨ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　ＬＧＨ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　ＬＧＨ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　ＬＧＨ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　ＬＧＨ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＧＨ　ディーゼルＰＴＯコントロールモジュール） 　ＰＴＯインジケーター

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＧＨ　ディーゼルＰＴＯコントロールモジュール） 　ＰＴＯリレー

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＧＨ　ディーゼルＰＴＯコントロールモジュール） 　ＰＴＯ原因消去

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＧＨ　ディーゼルＰＴＯコントロールモジュール） 　エンジンシャットダウン

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＧＨ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　ＤＰＦ回生有効

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＧＨ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　ＥＧＲクーラーバイパスバルブ

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＧＨ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　ＥＧＲクーラーバイパスモーター

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＧＨ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　ＥＧＲバルブ

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＧＨ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　ＥＧＲモーター

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＧＨ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＧＨ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　ＮＯｘセンサー１ヒーター：エンジン回転

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＧＨ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　ＮＯｘセンサー２ヒーター：エンジン回転

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＧＨ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　ＲＶＳ無効履歴リセット

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＧＨ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　ＴＣベーンポジションセンサー

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＧＨ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　ウェイトトゥスタートランプ

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＧＨ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＧＨ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＧＨ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　クーリングファン

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＧＨ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＧＨ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス１

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＧＨ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス２

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＧＨ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス３

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＧＨ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス４

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＧＨ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス５

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＧＨ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス６

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＧＨ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス７

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＧＨ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス８

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＧＨ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　ターボチャージャーベーンポジションコントロールソレノイド

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＧＨ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　パイロットインジェクターバランス手順１
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　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＧＨ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　パイロットインジェクターバランス手順２

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＧＨ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　パイロットインジェクターバランス手順３

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＧＨ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　パイロットインジェクターバランス手順４

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＧＨ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　パイロットインジェクターバランス手順５

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＧＨ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　パイロットインジェクターバランス手順６

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＧＨ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　パイロットインジェクターバランス手順７

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＧＨ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　パイロットインジェクターバランス手順８

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＧＨ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　リダクタントインジェクションクオリティーテスト

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＧＨ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　リダクタントインジェクター

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＧＨ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　リダクタントシステム漏れテスト

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＧＨ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　リダクタントパージバルブ

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＧＨ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　リダクタントポンプ

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＧＨ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　吸気フローバルブモーター

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＧＨ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　吸気フローバルブ位置

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＧＨ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　燃料トランスファーポンプ

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＧＨ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　燃料プレッシャーコントロール

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＧＨ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＧＨ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　燃料圧力レギュレーター１

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＧＨ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　燃料圧力レギュレーター２

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＧＨ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　排気後処理燃料インジェクター

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＧＨ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール） 　排気後処理燃料インジェクターフローテスト

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＧＨ　ディーゼルグロープラグコントロールモジュール） 　グロープラグ

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＧＨ　ディーゼルグロープラグコントロールモジュール） 　吸気ヒーター

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＧＨ　ディーゼルトランスファーケースコントロールモジュール） 　２ＷＤハイインジケーター

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＧＨ　ディーゼルトランスファーケースコントロールモジュール） 　４ＷＤハイインジケーター

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＧＨ　ディーゼルトランスファーケースコントロールモジュール） 　４ＷＤローインジケーター

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＧＨ　ディーゼルトランスファーケースコントロールモジュール） 　ＡＴＣニュートラルインジケーター

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＧＨ　ディーゼルトランスファーケースコントロールモジュール） 　ＡＴＣレンジ

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＧＨ　ディーゼルトランスファーケースコントロールモジュール） 　フロントアクスルアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＧＨ　ディーゼルトランスファーケースコントロールモジュール） 　レンジアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＧＨ　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　１－２ＴＡＰ消去

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＧＨ　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　２－１ＴＡＰ消去

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＧＨ　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　２－３ＴＡＰ消去

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＧＨ　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　３－２ＴＡＰ消去

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＧＨ　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　３－４ＴＡＰ消去

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＧＨ　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　４－３ＴＡＰ消去

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＧＨ　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　４－５ＴＡＰ消去

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＧＨ　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　５－４ＴＡＰ消去

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＧＨ　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　５－６ＴＡＰ消去

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＧＨ　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　６－５ＴＡＰ消去

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＧＨ　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド１

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＧＨ　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド２

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＧＨ　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド３

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＧＨ　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド４

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＧＨ　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド５

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＧＨ　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＧＨ　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイド１

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＧＨ　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイド２

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＧＨ　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイド３

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＧＨ　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッション

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＧＨ　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応リセット

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＧＨ　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＧＨ　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　ライン圧力制御

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＧＨ　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　全ＴＡＰセルプリセット

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＧＨ　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　全ＴＡＰセル消去

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＧＨ　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　全ガレージシフトＴＡＰ消去

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＧＨ　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール） 　調整メインプレッシャーコントロールソレノイド

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＧＨ　ディーゼル補助ヒーターコントロールモジュール） 　グロープラグ

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＧＨ　ディーゼル補助ヒーターコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＧＨ　ディーゼル補助ヒーターコントロールモジュール） 　ブロワーモーター

　パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＧＨ　ディーゼル補助ヒーターコントロールモジュール） 　補助ヒーター

　パワートレイン（（Ｍ）１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｍ）１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｍ）１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｍ）１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｍ）１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（（Ｍ）１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（（Ｍ）１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　アイドル点火時期

　パワートレイン（（Ｍ）１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（Ｍ）１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ｍ）１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（（Ｍ）１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン油圧制御ソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｍ）１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン１

　パワートレイン（（Ｍ）１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン２
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　パワートレイン（（Ｍ）１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン３

　パワートレイン（（Ｍ）１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン４

　パワートレイン（（Ｍ）１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン５

　パワートレイン（（Ｍ）１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（（Ｍ）１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（Ｍ）１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（（Ｍ）１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｍ）１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｍ）１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｍ）１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｍ）１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｍ）１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（（Ｍ）１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｍ）１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｍ）１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｍ）１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　フューエルポンプトリムリセット

　パワートレイン（（Ｍ）１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（（Ｍ）１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　マスエアフローセンサー供給電圧

　パワートレイン（（Ｍ）１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　圧縮テスト

　パワートレイン（（Ｍ）１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｍ）１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　点火時期遅延

　パワートレイン（（Ｍ）１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｍ）１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｍ）１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｍ）１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｍ）１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料システム減圧

　パワートレイン（（Ｍ）１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｍ）１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料レール圧力

　パワートレイン（（Ｍ）１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料圧力

　パワートレイン（（Ｍ）１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（（Ｍ）１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（（Ｍ）１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｍ）１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｍ）１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｍ）１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｍ）１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｍ）１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（（Ｍ）１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（（Ｍ）１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　アイドル点火時期

　パワートレイン（（Ｍ）１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（Ｍ）１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ｍ）１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（（Ｍ）１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン油圧制御ソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｍ）１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン１

　パワートレイン（（Ｍ）１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン２

　パワートレイン（（Ｍ）１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン３

　パワートレイン（（Ｍ）１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン４

　パワートレイン（（Ｍ）１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン５

　パワートレイン（（Ｍ）１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（（Ｍ）１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（Ｍ）１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（（Ｍ）１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｍ）１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｍ）１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｍ）１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｍ）１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｍ）１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（（Ｍ）１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｍ）１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｍ）１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｍ）１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　フューエルポンプトリムリセット

　パワートレイン（（Ｍ）１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（（Ｍ）１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　マスエアフローセンサー供給電圧

　パワートレイン（（Ｍ）１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　圧縮テスト

　パワートレイン（（Ｍ）１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｍ）１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　点火時期遅延

　パワートレイン（（Ｍ）１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｍ）１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｍ）１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｍ）１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｍ）１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料システム減圧

　パワートレイン（（Ｍ）１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｍ）１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料レール圧力

　パワートレイン（（Ｍ）１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料圧力
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システム 項目名

　パワートレイン（（Ｍ）１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（（Ｍ）１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（（Ｍ）１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｍ）１．４Ｌ　ＬＥ２　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｍ）１．４Ｌ　ＬＥ２　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｍ）１．４Ｌ　ＬＥ２　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｍ）１．４Ｌ　ＬＥ２　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｍ）１．４Ｌ　ＬＥ２　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（（Ｍ）１．４Ｌ　ＬＥ２　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（（Ｍ）１．４Ｌ　ＬＥ２　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（（Ｍ）１．４Ｌ　ＬＥ２　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｍ）１．４Ｌ　ＬＥ２　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（（Ｍ）１．４Ｌ　ＬＥ２　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｍ）１．４Ｌ　ＬＥ２　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（（Ｍ）１．４Ｌ　ＬＥ２　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｍ）１．４Ｌ　ＬＥ２　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（（Ｍ）１．４Ｌ　ＬＥ２　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｍ）１．４Ｌ　ＬＥ２　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｍ）１．４Ｌ　ＬＥ２　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｍ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＮＦ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｍ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＮＦ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ｍ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＮＦ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｍ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＮＦ　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｍ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＮＦ　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｍ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＮＦ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（Ｍ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＮＦ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファン

　パワートレイン（（Ｍ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＮＦ　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｍ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＮＦ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス１

　パワートレイン（（Ｍ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＮＦ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス２

　パワートレイン（（Ｍ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＮＦ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス３

　パワートレイン（（Ｍ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＮＦ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス４

　パワートレイン（（Ｍ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＮＦ　エンジンコントロールモジュール） 　スターターリレー

　パワートレイン（（Ｍ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＮＦ　エンジンコントロールモジュール） 　スパーク遅延

　パワートレイン（（Ｍ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＮＦ　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｍ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＮＦ　エンジンコントロールモジュール） 　ターボチャージャーウェストゲートソレノイド

　パワートレイン（（Ｍ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＮＦ　エンジンコントロールモジュール） 　ターボチャージャーバイパスソレノイド

　パワートレイン（（Ｍ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＮＦ　エンジンコントロールモジュール） 　ループ状態

　パワートレイン（（Ｍ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＮＦ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーターソレノイド（バンク１）

　パワートレイン（（Ｍ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＮＦ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス１

　パワートレイン（（Ｍ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＮＦ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス２

　パワートレイン（（Ｍ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＮＦ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス３

　パワートレイン（（Ｍ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＮＦ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス４

　パワートレイン（（Ｍ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＮＦ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｍ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＮＦ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料プレッシャーコントロール

　パワートレイン（（Ｍ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＮＦ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（Ｍ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＮＦ　エンジンコントロールモジュール） 　排気側ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーターソレノイド（バンク１）

　パワートレイン（（Ｍ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＮＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　１－２ソレノイド

　パワートレイン（（Ｍ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＮＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　２－３ソレノイド

　パワートレイン（（Ｍ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＮＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（Ｍ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＮＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッション

　パワートレイン（（Ｍ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｍ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｍ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｍ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｍ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（（Ｍ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（（Ｍ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル点火時期

　パワートレイン（（Ｍ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（Ｍ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ｍ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数

　パワートレイン（（Ｍ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（（Ｍ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（Ｍ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（（Ｍ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｍ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｍ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｍ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｍ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｍ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　スターターリレー

　パワートレイン（（Ｍ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｍ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　セカンダリーエアインジェクションソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｍ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　セカンダリーエアインジェクションポンプリレー

　パワートレイン（（Ｍ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（（Ｍ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　圧縮テスト
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システム 項目名

　パワートレイン（（Ｍ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｍ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　点火時期遅延

　パワートレイン（（Ｍ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｍ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｍ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｍ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｍ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料システム減圧

　パワートレイン（（Ｍ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｍ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料圧力

　パワートレイン（（Ｍ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料圧力レギュレーター

　パワートレイン（（Ｍ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（（Ｍ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（（Ｍ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｍ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｍ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｍ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｍ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｍ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（（Ｍ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（（Ｍ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（（Ｍ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｍ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（（Ｍ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｍ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（（Ｍ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｍ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（（Ｍ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｍ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｍ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｍ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　フューエルポンプコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｍ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　フューエルポンプコントロールモジュール） 　燃料圧力

　パワートレイン（（Ｍ）２．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ９　エンジンコントロールモジュール　オート） 　ＥＶＡＰパージソレノイド（ＰＷＭ）

　パワートレイン（（Ｍ）２．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ９　エンジンコントロールモジュール　オート） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｍ）２．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ９　エンジンコントロールモジュール　オート） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｍ）２．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ９　エンジンコントロールモジュール　オート） 　イグニッションコイル（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｍ）２．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ９　エンジンコントロールモジュール　オート） 　イグニッションコイル（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｍ）２．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ９　エンジンコントロールモジュール　オート） 　イグニッションコイル（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｍ）２．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ９　エンジンコントロールモジュール　オート） 　イグニッションコイル（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｍ）２．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ９　エンジンコントロールモジュール　オート） 　イグニッションコイル（シリンダー５）

　パワートレイン（（Ｍ）２．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ９　エンジンコントロールモジュール　オート） 　イグニッションコイル（シリンダー６）

　パワートレイン（（Ｍ）２．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ９　エンジンコントロールモジュール　オート） 　インテークマニホールドチューニングバルブ

　パワートレイン（（Ｍ）２．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ９　エンジンコントロールモジュール　オート） 　インテークマニホールドランナーコントロール

　パワートレイン（（Ｍ）２．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ９　エンジンコントロールモジュール　オート） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｍ）２．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ９　エンジンコントロールモジュール　オート） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（Ｍ）２．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ９　エンジンコントロールモジュール　オート） 　サービスビークルスーン（ＳＶＳ）ランプ

　パワートレイン（（Ｍ）２．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ９　エンジンコントロールモジュール　オート） 　シリンダーパワーバランス１

　パワートレイン（（Ｍ）２．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ９　エンジンコントロールモジュール　オート） 　シリンダーパワーバランス２

　パワートレイン（（Ｍ）２．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ９　エンジンコントロールモジュール　オート） 　シリンダーパワーバランス３

　パワートレイン（（Ｍ）２．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ９　エンジンコントロールモジュール　オート） 　シリンダーパワーバランス４

　パワートレイン（（Ｍ）２．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ９　エンジンコントロールモジュール　オート） 　シリンダーパワーバランス５

　パワートレイン（（Ｍ）２．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ９　エンジンコントロールモジュール　オート） 　シリンダーパワーバランス６

　パワートレイン（（Ｍ）２．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ９　エンジンコントロールモジュール　オート） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｍ）２．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ９　エンジンコントロールモジュール　オート） 　ファン高速

　パワートレイン（（Ｍ）２．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ９　エンジンコントロールモジュール　オート） 　ファン低速

　パワートレイン（（Ｍ）２．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ９　エンジンコントロールモジュール　オート） 　圧縮テスト設定

　パワートレイン（（Ｍ）２．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ９　エンジンコントロールモジュール　オート） 　学習値リセット

　パワートレイン（（Ｍ）２．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ９　エンジンコントロールモジュール　オート） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（Ｍ）２．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ９　エンジンコントロールモジュール　オート） 　補助クーリングファン（装備車のみ）

　パワートレイン（（Ｍ）２．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ９　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　ＥＶＡＰパージソレノイド（ＰＷＭ）

　パワートレイン（（Ｍ）２．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ９　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｍ）２．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ９　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｍ）２．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ９　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　イグニッションコイル（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｍ）２．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ９　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　イグニッションコイル（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｍ）２．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ９　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　イグニッションコイル（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｍ）２．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ９　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　イグニッションコイル（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｍ）２．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ９　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　イグニッションコイル（シリンダー５）

　パワートレイン（（Ｍ）２．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ９　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　イグニッションコイル（シリンダー６）

　パワートレイン（（Ｍ）２．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ９　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　インテークマニホールドチューニングバルブ

　パワートレイン（（Ｍ）２．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ９　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　インテークマニホールドランナーコントロール

　パワートレイン（（Ｍ）２．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ９　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｍ）２．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ９　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（Ｍ）２．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ９　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　サービスビークルスーン（ＳＶＳ）ランプ

　パワートレイン（（Ｍ）２．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ９　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　シリンダーパワーバランス１

　パワートレイン（（Ｍ）２．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ９　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　シリンダーパワーバランス２
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　パワートレイン（（Ｍ）２．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ９　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　シリンダーパワーバランス３

　パワートレイン（（Ｍ）２．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ９　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　シリンダーパワーバランス４

　パワートレイン（（Ｍ）２．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ９　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　シリンダーパワーバランス５

　パワートレイン（（Ｍ）２．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ９　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　シリンダーパワーバランス６

　パワートレイン（（Ｍ）２．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ９　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｍ）２．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ９　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　ファン高速

　パワートレイン（（Ｍ）２．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ９　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　ファン低速

　パワートレイン（（Ｍ）２．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ９　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　圧縮テスト設定

　パワートレイン（（Ｍ）２．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ９　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　学習値リセット

　パワートレイン（（Ｍ）２．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ９　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（Ｍ）２．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ９　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　補助クーリングファン（装備車のみ）

　パワートレイン（（Ｍ）２．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ９　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイド（ＰＷＭ）

　パワートレイン（（Ｍ）２．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ９　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｍ）２．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ９　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｍ）２．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ９　エンジンコントロールモジュール） 　イグニッションコイル（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｍ）２．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ９　エンジンコントロールモジュール） 　イグニッションコイル（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｍ）２．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ９　エンジンコントロールモジュール） 　イグニッションコイル（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｍ）２．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ９　エンジンコントロールモジュール） 　イグニッションコイル（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｍ）２．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ９　エンジンコントロールモジュール） 　イグニッションコイル（シリンダー５）

　パワートレイン（（Ｍ）２．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ９　エンジンコントロールモジュール） 　イグニッションコイル（シリンダー６）

　パワートレイン（（Ｍ）２．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ９　エンジンコントロールモジュール） 　インテークマニホールドチューニングバルブ

　パワートレイン（（Ｍ）２．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ９　エンジンコントロールモジュール） 　インテークマニホールドランナーコントロール

　パワートレイン（（Ｍ）２．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ９　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｍ）２．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ９　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（Ｍ）２．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ９　エンジンコントロールモジュール） 　サービスビークルスーン（ＳＶＳ）ランプ

　パワートレイン（（Ｍ）２．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ９　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス１

　パワートレイン（（Ｍ）２．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ９　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス２

　パワートレイン（（Ｍ）２．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ９　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス３

　パワートレイン（（Ｍ）２．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ９　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス４

　パワートレイン（（Ｍ）２．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ９　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス５

　パワートレイン（（Ｍ）２．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ９　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス６

　パワートレイン（（Ｍ）２．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ９　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｍ）２．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ９　エンジンコントロールモジュール） 　ファン高速

　パワートレイン（（Ｍ）２．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ９　エンジンコントロールモジュール） 　ファン低速

　パワートレイン（（Ｍ）２．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ９　エンジンコントロールモジュール） 　圧縮テスト設定

　パワートレイン（（Ｍ）２．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ９　エンジンコントロールモジュール） 　学習値リセット

　パワートレイン（（Ｍ）２．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ９　エンジンコントロールモジュール） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（Ｍ）２．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ９　エンジンコントロールモジュール） 　補助クーリングファン（装備車のみ）

　パワートレイン（（Ｍ）２．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド

　パワートレイン（（Ｍ）２．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣ

　パワートレイン（（Ｍ）２．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフト１－２

　パワートレイン（（Ｍ）２．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフト２－３

　パワートレイン（（Ｍ）２．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフト４－５

　パワートレイン（（Ｍ）２．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（（Ｍ）２．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー２

　パワートレイン（（Ｍ）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＧＤ　エンジンコントロールモジュール） 　ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター

　パワートレイン（（Ｍ）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＧＤ　エンジンコントロールモジュール） 　ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーターソレノイド

　パワートレイン（（Ｍ）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＧＤ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｍ）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＧＤ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ｍ）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＧＤ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｍ）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＧＤ　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｍ）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＧＤ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（（Ｍ）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＧＤ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（（Ｍ）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＧＤ　エンジンコントロールモジュール） 　ＲＶＳ無効履歴リセット

　パワートレイン（（Ｍ）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＧＤ　エンジンコントロールモジュール） 　アイドルスパーク

　パワートレイン（（Ｍ）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＧＤ　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｍ）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＧＤ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ｍ）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＧＤ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（Ｍ）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＧＤ　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｍ）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＧＤ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス１

　パワートレイン（（Ｍ）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＧＤ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス２

　パワートレイン（（Ｍ）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＧＤ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス３

　パワートレイン（（Ｍ）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＧＤ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス４

　パワートレイン（（Ｍ）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＧＤ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス５

　パワートレイン（（Ｍ）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＧＤ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス６

　パワートレイン（（Ｍ）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＧＤ　エンジンコントロールモジュール） 　スターターリレー

　パワートレイン（（Ｍ）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＧＤ　エンジンコントロールモジュール） 　スパーク遅延

　パワートレイン（（Ｍ）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＧＤ　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｍ）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＧＤ　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー１

　パワートレイン（（Ｍ）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＧＤ　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（Ｍ）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＧＤ　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー２、３

　パワートレイン（（Ｍ）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＧＤ　エンジンコントロールモジュール） 　ループ状態

　パワートレイン（（Ｍ）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＧＤ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター１）

　パワートレイン（（Ｍ）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＧＤ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター２）
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システム 項目名

　パワートレイン（（Ｍ）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＧＤ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター３）

　パワートレイン（（Ｍ）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＧＤ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター４）

　パワートレイン（（Ｍ）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＧＤ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター５）

　パワートレイン（（Ｍ）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＧＤ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター６）

　パワートレイン（（Ｍ）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＧＤ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｍ）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＧＤ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｍ）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＧＤ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（Ｍ）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＧＤ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（（Ｍ）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＧＤ　トランスミッションコントロールモジュール） 　１－２ソレノイド

　パワートレイン（（Ｍ）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＧＤ　トランスミッションコントロールモジュール） 　２－３ソレノイド

　パワートレイン（（Ｍ）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＧＤ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド

　パワートレイン（（Ｍ）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＧＤ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（Ｍ）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＧＤ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッション

　パワートレイン（（Ｍ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ６　ＡＴＣ　データディスプレー） 　２ＷＤハイインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｍ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ６　ＡＴＣ　データディスプレー） 　４ＷＤハイインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｍ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ６　ＡＴＣ　データディスプレー） 　４ＷＤローインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｍ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ６　ＡＴＣ　データディスプレー） 　ＡＴＣモーターＡコントロール

　パワートレイン（（Ｍ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ６　ＡＴＣ　データディスプレー） 　ＡＴＣモーターＢコントロール

　パワートレイン（（Ｍ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ６　ＡＴＣ　データディスプレー） 　オート４ＷＤインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｍ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ６　ＡＴＣ　データディスプレー） 　トランスファーケースロック

　パワートレイン（（Ｍ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ６　ＡＴＣ　データディスプレー） 　ニュートラルインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｍ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ６　ＡＴＣ　データディスプレー） 　フロントアクスル係合

　パワートレイン（（Ｍ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ６　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｍ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ６　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ｍ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ６　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｍ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ６　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｍ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ６　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサー（バンク１センサー１）

　パワートレイン（（Ｍ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ６　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサー（バンク１センサー２）

　パワートレイン（（Ｍ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ６　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサー（バンク２センサー１）

　パワートレイン（（Ｍ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ６　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサー（バンク２センサー２）

　パワートレイン（（Ｍ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ６　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１センサー１）

　パワートレイン（（Ｍ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ６　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１センサー２）

　パワートレイン（（Ｍ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ６　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２センサー１）

　パワートレイン（（Ｍ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ６　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２センサー２）

　パワートレイン（（Ｍ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ６　エンジンコントロールモジュール） 　ＲＶＳ無効履歴リセット

　パワートレイン（（Ｍ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ６　エンジンコントロールモジュール） 　アイドルスパーク

　パワートレイン（（Ｍ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ６　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｍ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ６　エンジンコントロールモジュール） 　エレクトロビスカスファン

　パワートレイン（（Ｍ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ６　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ｍ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ６　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（Ｍ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ６　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｍ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ６　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダー１

　パワートレイン（（Ｍ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ６　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダー４

　パワートレイン（（Ｍ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ６　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダー６

　パワートレイン（（Ｍ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ６　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダー７

　パワートレイン（（Ｍ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ６　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス１

　パワートレイン（（Ｍ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ６　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス２

　パワートレイン（（Ｍ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ６　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス３

　パワートレイン（（Ｍ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ６　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス４

　パワートレイン（（Ｍ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ６　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス５

　パワートレイン（（Ｍ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ６　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス６

　パワートレイン（（Ｍ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ６　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス７

　パワートレイン（（Ｍ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ６　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス８

　パワートレイン（（Ｍ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ６　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダー休止システム

　パワートレイン（（Ｍ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ６　エンジンコントロールモジュール） 　スターターリレー

　パワートレイン（（Ｍ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ６　エンジンコントロールモジュール） 　スパーク遅延

　パワートレイン（（Ｍ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ６　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルブレードコントロール

　パワートレイン（（Ｍ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ６　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｍ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ６　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー１

　パワートレイン（（Ｍ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ６　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（Ｍ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ６　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー２、３

　パワートレイン（（Ｍ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ６　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｍ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ６　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（（Ｍ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ６　エンジンコントロールモジュール） 　ループ状態

　パワートレイン（（Ｍ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ６　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター１）

　パワートレイン（（Ｍ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ６　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター２）

　パワートレイン（（Ｍ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ６　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター３）

　パワートレイン（（Ｍ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ６　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター４）

　パワートレイン（（Ｍ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ６　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター５）

　パワートレイン（（Ｍ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ６　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター６）

　パワートレイン（（Ｍ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ６　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター７）

　パワートレイン（（Ｍ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ６　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター８）

　パワートレイン（（Ｍ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ６　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｍ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ６　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効
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　パワートレイン（（Ｍ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ６　エンジンコントロールモジュール） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（Ｍ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ６　エンジンコントロールモジュール） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（（Ｍ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ６　トランスファーケースコントロールモジュール） 　２ＷＤハイインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｍ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ６　トランスファーケースコントロールモジュール） 　４ＷＤハイインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｍ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ６　トランスファーケースコントロールモジュール） 　４ＷＤローインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｍ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ６　トランスファーケースコントロールモジュール） 　ＡＴＣモーターＡコントロール

　パワートレイン（（Ｍ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ６　トランスファーケースコントロールモジュール） 　ＡＴＣモーターＢコントロール

　パワートレイン（（Ｍ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ６　トランスファーケースコントロールモジュール） 　ＡＴＣモーター学習

　パワートレイン（（Ｍ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ６　トランスファーケースコントロールモジュール） 　オート４ＷＤインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｍ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ６　トランスファーケースコントロールモジュール） 　トランスファーケースモーターコントロール

　パワートレイン（（Ｍ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ６　トランスファーケースコントロールモジュール） 　トランスファーケースロック

　パワートレイン（（Ｍ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ６　トランスファーケースコントロールモジュール） 　ニュートラルインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｍ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ６　トランスファーケースコントロールモジュール） 　フロントアクスル係合

　パワートレイン（（Ｍ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ６　トランスミッションコントロールモジュール） 　１－２ソレノイド

　パワートレイン（（Ｍ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ６　トランスミッションコントロールモジュール） 　２－３ソレノイド

　パワートレイン（（Ｍ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ６　トランスミッションコントロールモジュール） 　３－２ダウンシフトソレノイド

　パワートレイン（（Ｍ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ６　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド

　パワートレイン（（Ｍ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ６　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド２

　パワートレイン（（Ｍ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ６　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド３

　パワートレイン（（Ｍ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ６　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド４

　パワートレイン（（Ｍ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ６　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド５

　パワートレイン（（Ｍ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ６　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（Ｍ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ６　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣ有効

　パワートレイン（（Ｍ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ６　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣ有効ソレノイド

　パワートレイン（（Ｍ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ６　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイド１

　パワートレイン（（Ｍ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ６　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイド２

　パワートレイン（（Ｍ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ６　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッション

　パワートレイン（（Ｍ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ６　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応リセット

　パワートレイン（（Ｍ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ６　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（（Ｍ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ６　フューエルポンプコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｍ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ６　フューエルポンプコントロールモジュール） 　フューエルポンプトリムリセット

　パワートレイン（（Ｍ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ６　フューエルポンプコントロールモジュール） 　燃料プレッシャーコントロール

　パワートレイン（（Ｎ）１．６Ｌ　Ｌ４　Ｌ０１　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイド（ＰＷＭ）

　パワートレイン（（Ｎ）１．６Ｌ　Ｌ４　Ｌ０１　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｎ）１．６Ｌ　Ｌ４　Ｌ０１　エンジンコントロールモジュール） 　イグニッションコイル（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｎ）１．６Ｌ　Ｌ４　Ｌ０１　エンジンコントロールモジュール） 　イグニッションコイル（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｎ）１．６Ｌ　Ｌ４　Ｌ０１　エンジンコントロールモジュール） 　イグニッションコイル（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｎ）１．６Ｌ　Ｌ４　Ｌ０１　エンジンコントロールモジュール） 　イグニッションコイル（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｎ）１．６Ｌ　Ｌ４　Ｌ０１　エンジンコントロールモジュール） 　インジェクター１

　パワートレイン（（Ｎ）１．６Ｌ　Ｌ４　Ｌ０１　エンジンコントロールモジュール） 　インジェクター２

　パワートレイン（（Ｎ）１．６Ｌ　Ｌ４　Ｌ０１　エンジンコントロールモジュール） 　インジェクター３

　パワートレイン（（Ｎ）１．６Ｌ　Ｌ４　Ｌ０１　エンジンコントロールモジュール） 　インジェクター４

　パワートレイン（（Ｎ）１．６Ｌ　Ｌ４　Ｌ０１　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｎ）１．６Ｌ　Ｌ４　Ｌ０１　エンジンコントロールモジュール） 　ファン制御１

　パワートレイン（（Ｎ）１．６Ｌ　Ｌ４　Ｌ０１　エンジンコントロールモジュール） 　ファン制御２

　パワートレイン（（Ｎ）１．６Ｌ　Ｌ４　Ｌ０１　エンジンコントロールモジュール） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（Ｎ）１．６Ｌ　Ｌ４　Ｌ０１　トランスミッションコントロールモジュール） 　１－２　／　３－４　Ｓｈｉｆｔ　Ｓｏｌｅｎｏｉｄ

　パワートレイン（（Ｎ）１．６Ｌ　Ｌ４　Ｌ０１　トランスミッションコントロールモジュール） 　２－３シフトソレノイド

　パワートレイン（（Ｎ）１．６Ｌ　Ｌ４　Ｌ０１　トランスミッションコントロールモジュール） 　Ｅｃｏｎｏｍｙ　／　Ｓｐｏｒｔ

　パワートレイン（（Ｎ）１．６Ｌ　Ｌ４　Ｌ０１　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（Ｎ）１．６Ｌ　Ｌ４　Ｌ０１　トランスミッションコントロールモジュール） 　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｍｏｎｉｔｏｒ

　パワートレイン（（Ｎ）１．６Ｌ　Ｌ４　Ｌ０１　トランスミッションコントロールモジュール） 　ウィンターＬＥＤ

　パワートレイン（（Ｎ）１．６Ｌ　Ｌ４　Ｌ０１　トランスミッションコントロールモジュール） 　トルクコントロール

　パワートレイン（（Ｎ）１．６Ｌ　Ｌ４　Ｌ０１　トランスミッションコントロールモジュール） 　パークニュートラルスイッチテスト

　パワートレイン（（Ｎ）１．６Ｌ　Ｌ４　Ｌ０１　トランスミッションコントロールモジュール） 　圧力レギュレーターソレノイド

　パワートレイン（（Ｎ）３．２Ｌ　Ｖ６　ＬＡ３　エンジンコントロールモジュール　オート） 　ＥＶＡＰパージソレノイド（ＰＷＭ）

　パワートレイン（（Ｎ）３．２Ｌ　Ｖ６　ＬＡ３　エンジンコントロールモジュール　オート） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｎ）３．２Ｌ　Ｖ６　ＬＡ３　エンジンコントロールモジュール　オート） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｎ）３．２Ｌ　Ｖ６　ＬＡ３　エンジンコントロールモジュール　オート） 　イグニッションコイル（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｎ）３．２Ｌ　Ｖ６　ＬＡ３　エンジンコントロールモジュール　オート） 　イグニッションコイル（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｎ）３．２Ｌ　Ｖ６　ＬＡ３　エンジンコントロールモジュール　オート） 　イグニッションコイル（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｎ）３．２Ｌ　Ｖ６　ＬＡ３　エンジンコントロールモジュール　オート） 　イグニッションコイル（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｎ）３．２Ｌ　Ｖ６　ＬＡ３　エンジンコントロールモジュール　オート） 　イグニッションコイル（シリンダー５）

　パワートレイン（（Ｎ）３．２Ｌ　Ｖ６　ＬＡ３　エンジンコントロールモジュール　オート） 　イグニッションコイル（シリンダー６）

　パワートレイン（（Ｎ）３．２Ｌ　Ｖ６　ＬＡ３　エンジンコントロールモジュール　オート） 　インテークマニホールドチューニングバルブ

　パワートレイン（（Ｎ）３．２Ｌ　Ｖ６　ＬＡ３　エンジンコントロールモジュール　オート） 　インテークマニホールドランナーコントロール

　パワートレイン（（Ｎ）３．２Ｌ　Ｖ６　ＬＡ３　エンジンコントロールモジュール　オート） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｎ）３．２Ｌ　Ｖ６　ＬＡ３　エンジンコントロールモジュール　オート） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（Ｎ）３．２Ｌ　Ｖ６　ＬＡ３　エンジンコントロールモジュール　オート） 　サービスビークルスーン（ＳＶＳ）ランプ

　パワートレイン（（Ｎ）３．２Ｌ　Ｖ６　ＬＡ３　エンジンコントロールモジュール　オート） 　シリンダーパワーバランス１

　パワートレイン（（Ｎ）３．２Ｌ　Ｖ６　ＬＡ３　エンジンコントロールモジュール　オート） 　シリンダーパワーバランス２

　パワートレイン（（Ｎ）３．２Ｌ　Ｖ６　ＬＡ３　エンジンコントロールモジュール　オート） 　シリンダーパワーバランス３

　パワートレイン（（Ｎ）３．２Ｌ　Ｖ６　ＬＡ３　エンジンコントロールモジュール　オート） 　シリンダーパワーバランス４

　パワートレイン（（Ｎ）３．２Ｌ　Ｖ６　ＬＡ３　エンジンコントロールモジュール　オート） 　シリンダーパワーバランス５
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　パワートレイン（（Ｎ）３．２Ｌ　Ｖ６　ＬＡ３　エンジンコントロールモジュール　オート） 　シリンダーパワーバランス６

　パワートレイン（（Ｎ）３．２Ｌ　Ｖ６　ＬＡ３　エンジンコントロールモジュール　オート） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｎ）３．２Ｌ　Ｖ６　ＬＡ３　エンジンコントロールモジュール　オート） 　ファン高速

　パワートレイン（（Ｎ）３．２Ｌ　Ｖ６　ＬＡ３　エンジンコントロールモジュール　オート） 　ファン低速

　パワートレイン（（Ｎ）３．２Ｌ　Ｖ６　ＬＡ３　エンジンコントロールモジュール　オート） 　圧縮テスト設定

　パワートレイン（（Ｎ）３．２Ｌ　Ｖ６　ＬＡ３　エンジンコントロールモジュール　オート） 　学習値リセット

　パワートレイン（（Ｎ）３．２Ｌ　Ｖ６　ＬＡ３　エンジンコントロールモジュール　オート） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（Ｎ）３．２Ｌ　Ｖ６　ＬＡ３　エンジンコントロールモジュール　オート） 　補助クーリングファン（装備車のみ）

　パワートレイン（（Ｎ）３．２Ｌ　Ｖ６　ＬＡ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　ＥＶＡＰパージソレノイド（ＰＷＭ）

　パワートレイン（（Ｎ）３．２Ｌ　Ｖ６　ＬＡ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｎ）３．２Ｌ　Ｖ６　ＬＡ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｎ）３．２Ｌ　Ｖ６　ＬＡ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　イグニッションコイル（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｎ）３．２Ｌ　Ｖ６　ＬＡ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　イグニッションコイル（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｎ）３．２Ｌ　Ｖ６　ＬＡ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　イグニッションコイル（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｎ）３．２Ｌ　Ｖ６　ＬＡ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　イグニッションコイル（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｎ）３．２Ｌ　Ｖ６　ＬＡ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　イグニッションコイル（シリンダー５）

　パワートレイン（（Ｎ）３．２Ｌ　Ｖ６　ＬＡ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　イグニッションコイル（シリンダー６）

　パワートレイン（（Ｎ）３．２Ｌ　Ｖ６　ＬＡ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　インテークマニホールドチューニングバルブ

　パワートレイン（（Ｎ）３．２Ｌ　Ｖ６　ＬＡ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　インテークマニホールドランナーコントロール

　パワートレイン（（Ｎ）３．２Ｌ　Ｖ６　ＬＡ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｎ）３．２Ｌ　Ｖ６　ＬＡ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（Ｎ）３．２Ｌ　Ｖ６　ＬＡ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　サービスビークルスーン（ＳＶＳ）ランプ

　パワートレイン（（Ｎ）３．２Ｌ　Ｖ６　ＬＡ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　シリンダーパワーバランス１

　パワートレイン（（Ｎ）３．２Ｌ　Ｖ６　ＬＡ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　シリンダーパワーバランス２

　パワートレイン（（Ｎ）３．２Ｌ　Ｖ６　ＬＡ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　シリンダーパワーバランス３

　パワートレイン（（Ｎ）３．２Ｌ　Ｖ６　ＬＡ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　シリンダーパワーバランス４

　パワートレイン（（Ｎ）３．２Ｌ　Ｖ６　ＬＡ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　シリンダーパワーバランス５

　パワートレイン（（Ｎ）３．２Ｌ　Ｖ６　ＬＡ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　シリンダーパワーバランス６

　パワートレイン（（Ｎ）３．２Ｌ　Ｖ６　ＬＡ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｎ）３．２Ｌ　Ｖ６　ＬＡ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　ファン高速

　パワートレイン（（Ｎ）３．２Ｌ　Ｖ６　ＬＡ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　ファン低速

　パワートレイン（（Ｎ）３．２Ｌ　Ｖ６　ＬＡ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　圧縮テスト設定

　パワートレイン（（Ｎ）３．２Ｌ　Ｖ６　ＬＡ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　学習値リセット

　パワートレイン（（Ｎ）３．２Ｌ　Ｖ６　ＬＡ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（Ｎ）３．２Ｌ　Ｖ６　ＬＡ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　補助クーリングファン（装備車のみ）

　パワートレイン（（Ｎ）３．２Ｌ　Ｖ６　ＬＡ３　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイド（ＰＷＭ）

　パワートレイン（（Ｎ）３．２Ｌ　Ｖ６　ＬＡ３　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｎ）３．２Ｌ　Ｖ６　ＬＡ３　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｎ）３．２Ｌ　Ｖ６　ＬＡ３　エンジンコントロールモジュール） 　イグニッションコイル（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｎ）３．２Ｌ　Ｖ６　ＬＡ３　エンジンコントロールモジュール） 　イグニッションコイル（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｎ）３．２Ｌ　Ｖ６　ＬＡ３　エンジンコントロールモジュール） 　イグニッションコイル（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｎ）３．２Ｌ　Ｖ６　ＬＡ３　エンジンコントロールモジュール） 　イグニッションコイル（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｎ）３．２Ｌ　Ｖ６　ＬＡ３　エンジンコントロールモジュール） 　イグニッションコイル（シリンダー５）

　パワートレイン（（Ｎ）３．２Ｌ　Ｖ６　ＬＡ３　エンジンコントロールモジュール） 　イグニッションコイル（シリンダー６）

　パワートレイン（（Ｎ）３．２Ｌ　Ｖ６　ＬＡ３　エンジンコントロールモジュール） 　インテークマニホールドチューニングバルブ

　パワートレイン（（Ｎ）３．２Ｌ　Ｖ６　ＬＡ３　エンジンコントロールモジュール） 　インテークマニホールドランナーコントロール

　パワートレイン（（Ｎ）３．２Ｌ　Ｖ６　ＬＡ３　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｎ）３．２Ｌ　Ｖ６　ＬＡ３　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（Ｎ）３．２Ｌ　Ｖ６　ＬＡ３　エンジンコントロールモジュール） 　サービスビークルスーン（ＳＶＳ）ランプ

　パワートレイン（（Ｎ）３．２Ｌ　Ｖ６　ＬＡ３　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス１

　パワートレイン（（Ｎ）３．２Ｌ　Ｖ６　ＬＡ３　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス２

　パワートレイン（（Ｎ）３．２Ｌ　Ｖ６　ＬＡ３　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス３

　パワートレイン（（Ｎ）３．２Ｌ　Ｖ６　ＬＡ３　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス４

　パワートレイン（（Ｎ）３．２Ｌ　Ｖ６　ＬＡ３　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス５

　パワートレイン（（Ｎ）３．２Ｌ　Ｖ６　ＬＡ３　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス６

　パワートレイン（（Ｎ）３．２Ｌ　Ｖ６　ＬＡ３　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｎ）３．２Ｌ　Ｖ６　ＬＡ３　エンジンコントロールモジュール） 　ファン高速

　パワートレイン（（Ｎ）３．２Ｌ　Ｖ６　ＬＡ３　エンジンコントロールモジュール） 　ファン低速

　パワートレイン（（Ｎ）３．２Ｌ　Ｖ６　ＬＡ３　エンジンコントロールモジュール） 　圧縮テスト設定

　パワートレイン（（Ｎ）３．２Ｌ　Ｖ６　ＬＡ３　エンジンコントロールモジュール） 　学習値リセット

　パワートレイン（（Ｎ）３．２Ｌ　Ｖ６　ＬＡ３　エンジンコントロールモジュール） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（Ｎ）３．２Ｌ　Ｖ６　ＬＡ３　エンジンコントロールモジュール） 　補助クーリングファン（装備車のみ）

　パワートレイン（（Ｎ）３．２Ｌ　Ｖ６　ＬＡ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド

　パワートレイン（（Ｎ）３．２Ｌ　Ｖ６　ＬＡ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣ

　パワートレイン（（Ｎ）３．２Ｌ　Ｖ６　ＬＡ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフト１－２

　パワートレイン（（Ｎ）３．２Ｌ　Ｖ６　ＬＡ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフト２－３

　パワートレイン（（Ｎ）３．２Ｌ　Ｖ６　ＬＡ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフト４－５

　パワートレイン（（Ｎ）３．２Ｌ　Ｖ６　ＬＡ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（（Ｎ）３．２Ｌ　Ｖ６　ＬＡ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー２

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　エンジンコントロールモジュール　エアポンプなし） 　ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーターソレノイド

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　エンジンコントロールモジュール　エアポンプなし） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　エンジンコントロールモジュール　エアポンプなし） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　エンジンコントロールモジュール　エアポンプなし） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　エンジンコントロールモジュール　エアポンプなし） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１センサー１）
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　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　エンジンコントロールモジュール　エアポンプなし） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１センサー２）

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　エンジンコントロールモジュール　エアポンプなし） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２センサー１）

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　エンジンコントロールモジュール　エアポンプなし） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２センサー２）

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　エンジンコントロールモジュール　エアポンプなし） 　ＲＶＳ無効履歴リセット

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　エンジンコントロールモジュール　エアポンプなし） 　アイドルスパーク

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　エンジンコントロールモジュール　エアポンプなし） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　エンジンコントロールモジュール　エアポンプなし） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　エンジンコントロールモジュール　エアポンプなし） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　エンジンコントロールモジュール　エアポンプなし） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　エンジンコントロールモジュール　エアポンプなし） 　スターターリレー

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　エンジンコントロールモジュール　エアポンプなし） 　スパーク遅延

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　エンジンコントロールモジュール　エアポンプなし） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　エンジンコントロールモジュール　エアポンプなし） 　パワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　エンジンコントロールモジュール　エアポンプなし） 　パワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　エンジンコントロールモジュール　エアポンプなし） 　パワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　エンジンコントロールモジュール　エアポンプなし） 　パワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　エンジンコントロールモジュール　エアポンプなし） 　パワーバランス（シリンダー５）

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　エンジンコントロールモジュール　エアポンプなし） 　パワーバランス（シリンダー６）

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　エンジンコントロールモジュール　エアポンプなし） 　ファンリレー１

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　エンジンコントロールモジュール　エアポンプなし） 　ファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　エンジンコントロールモジュール　エアポンプなし） 　ファンリレー２、３

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　エンジンコントロールモジュール　エアポンプなし） 　ループ状態

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　エンジンコントロールモジュール　エアポンプなし） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター１）

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　エンジンコントロールモジュール　エアポンプなし） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター２）

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　エンジンコントロールモジュール　エアポンプなし） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター３）

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　エンジンコントロールモジュール　エアポンプなし） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター４）

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　エンジンコントロールモジュール　エアポンプなし） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター５）

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　エンジンコントロールモジュール　エアポンプなし） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター６）

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　エンジンコントロールモジュール　エアポンプなし） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　エンジンコントロールモジュール　エアポンプなし） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　エンジンコントロールモジュール　エアポンプなし） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　エンジンコントロールモジュール　エアポンプ付き） 　ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　エンジンコントロールモジュール　エアポンプ付き） 　ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーターソレノイド

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　エンジンコントロールモジュール　エアポンプ付き） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　エンジンコントロールモジュール　エアポンプ付き） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　エンジンコントロールモジュール　エアポンプ付き） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　エンジンコントロールモジュール　エアポンプ付き） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１センサー１）

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　エンジンコントロールモジュール　エアポンプ付き） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１センサー２）

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　エンジンコントロールモジュール　エアポンプ付き） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２センサー１）

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　エンジンコントロールモジュール　エアポンプ付き） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２センサー２）

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　エンジンコントロールモジュール　エアポンプ付き） 　ＲＶＳ無効履歴リセット

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　エンジンコントロールモジュール　エアポンプ付き） 　アイドルスパーク

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　エンジンコントロールモジュール　エアポンプ付き） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　エンジンコントロールモジュール　エアポンプ付き） 　エアシステム

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　エンジンコントロールモジュール　エアポンプ付き） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　エンジンコントロールモジュール　エアポンプ付き） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　エンジンコントロールモジュール　エアポンプ付き） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　エンジンコントロールモジュール　エアポンプ付き） 　スターターリレー

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　エンジンコントロールモジュール　エアポンプ付き） 　スパーク遅延

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　エンジンコントロールモジュール　エアポンプ付き） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　エンジンコントロールモジュール　エアポンプ付き） 　パワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　エンジンコントロールモジュール　エアポンプ付き） 　パワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　エンジンコントロールモジュール　エアポンプ付き） 　パワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　エンジンコントロールモジュール　エアポンプ付き） 　パワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　エンジンコントロールモジュール　エアポンプ付き） 　パワーバランス（シリンダー５）

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　エンジンコントロールモジュール　エアポンプ付き） 　パワーバランス（シリンダー６）

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　エンジンコントロールモジュール　エアポンプ付き） 　ファンリレー１

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　エンジンコントロールモジュール　エアポンプ付き） 　ファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　エンジンコントロールモジュール　エアポンプ付き） 　ファンリレー２、３

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　エンジンコントロールモジュール　エアポンプ付き） 　ループ状態

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　エンジンコントロールモジュール　エアポンプ付き） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター１）

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　エンジンコントロールモジュール　エアポンプ付き） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター２）

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　エンジンコントロールモジュール　エアポンプ付き） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター３）

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　エンジンコントロールモジュール　エアポンプ付き） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター４）

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　エンジンコントロールモジュール　エアポンプ付き） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター５）

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　エンジンコントロールモジュール　エアポンプ付き） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター６）

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　エンジンコントロールモジュール　エアポンプ付き） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　エンジンコントロールモジュール　エアポンプ付き） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　エンジンコントロールモジュール　エアポンプ付き） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　エンジンコントロールモジュール） 　ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　エンジンコントロールモジュール） 　ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーターソレノイド

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイド
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　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１センサー１）

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１センサー２）

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２センサー１）

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２センサー２）

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　エンジンコントロールモジュール） 　ＲＶＳ無効履歴リセット

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　エンジンコントロールモジュール） 　アイドルスパーク

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　エンジンコントロールモジュール） 　エアシステム

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　エンジンコントロールモジュール） 　エアソレノイド

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　エンジンコントロールモジュール） 　エアポンプリレー

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス１

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス２

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス３

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス４

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス５

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス６

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　エンジンコントロールモジュール） 　スターターリレー

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　エンジンコントロールモジュール） 　スパーク遅延

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー５）

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー６）

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー１

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー２、３

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　エンジンコントロールモジュール） 　ループ状態

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター１）

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター２）

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター３）

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター４）

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター５）

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター６）

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　エンジンコントロールモジュール） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　トランスミッション　タップシフトなし） 　１－２ソレノイド

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　トランスミッション　タップシフトなし） 　２－３ソレノイド

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　トランスミッション　タップシフトなし） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　トランスミッション　タップシフトなし） 　シフトトランスミッション

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　トランスミッション　タップシフト付き） 　１－２ソレノイド

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　トランスミッション　タップシフト付き） 　２－３ソレノイド

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　トランスミッション　タップシフト付き） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　トランスミッション　タップシフト付き） 　トランスミッション適応リセット

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　１－２ソレノイド

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　２－３ソレノイド

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド２

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド３

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド４

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド５

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　トランスミッションコントロールモジュール）
　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｓｏｌ．　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｔｅｓｔ　Ｌｉｎｅ　Ｐｒｅｓｓｕ
ｒｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　トランスミッションコントロールモジュール）
　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｓｏｌ．　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｔｅｓｔ　ＰＣ　Ｓｏｌｅｎｏｉｄ
２

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　トランスミッションコントロールモジュール）
　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｓｏｌ．　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｔｅｓｔ　ＰＣ　Ｓｏｌｅｎｏｉｄ
３

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　トランスミッションコントロールモジュール）
　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｓｏｌ．　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｔｅｓｔ　ＰＣ　Ｓｏｌｅｎｏｉｄ
４

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　トランスミッションコントロールモジュール）
　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｓｏｌ．　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｔｅｓｔ　ＰＣ　Ｓｏｌｅｎｏｉｄ
５

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　トランスミッションコントロールモジュール）
　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｓｏｌ．　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｔｅｓｔ　Ｓｈｉｆｔ　Ｓｏｌｅｎ
ｏｉｄ　１

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　トランスミッションコントロールモジュール）
　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｓｏｌ．　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｔｅｓｔ　Ｓｈｉｆｔ　Ｓｏｌｅｎ
ｏｉｄ　２

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　トランスミッションコントロールモジュール）
　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｓｏｌ．　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｔｅｓｔ　ＴＣＣ　Ｃｏｎｔｒｏｌ
Ｓｏｌｅｎｏｉｄ

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイド１

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイド２

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッション

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応リセット

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド
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システム 項目名

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　ライン圧力制御

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　フューエルポンプコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　フューエルポンプコントロールモジュール） 　フューエルポンプトリムリセット

　パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　フューエルポンプコントロールモジュール） 　燃料プレッシャーコントロール

　パワートレイン（（Ｎ）３．６Ｌ　ＬＦＲ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｎ）３．６Ｌ　ＬＦＲ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｎ）３．６Ｌ　ＬＦＲ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｎ）３．６Ｌ　ＬＦＲ　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｎ）３．６Ｌ　ＬＦＲ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー１）

　パワートレイン（（Ｎ）３．６Ｌ　ＬＦＲ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー２）

　パワートレイン（（Ｎ）３．６Ｌ　ＬＦＲ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー１）

　パワートレイン（（Ｎ）３．６Ｌ　ＬＦＲ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー２）

　パワートレイン（（Ｎ）３．６Ｌ　ＬＦＲ　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル点火時期

　パワートレイン（（Ｎ）３．６Ｌ　ＬＦＲ　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（Ｎ）３．６Ｌ　ＬＦＲ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ｎ）３．６Ｌ　ＬＦＲ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数

　パワートレイン（（Ｎ）３．６Ｌ　ＬＦＲ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（（Ｎ）３．６Ｌ　ＬＦＲ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（Ｎ）３．６Ｌ　ＬＦＲ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（（Ｎ）３．６Ｌ　ＬＦＲ　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｎ）３．６Ｌ　ＬＦＲ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｎ）３．６Ｌ　ＬＦＲ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｎ）３．６Ｌ　ＬＦＲ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｎ）３．６Ｌ　ＬＦＲ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｎ）３．６Ｌ　ＬＦＲ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー５）

　パワートレイン（（Ｎ）３．６Ｌ　ＬＦＲ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー６）

　パワートレイン（（Ｎ）３．６Ｌ　ＬＦＲ　エンジンコントロールモジュール） 　スターターリレー

　パワートレイン（（Ｎ）３．６Ｌ　ＬＦＲ　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｎ）３．６Ｌ　ＬＦＲ　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（（Ｎ）３．６Ｌ　ＬＦＲ　エンジンコントロールモジュール） 　圧縮テスト

　パワートレイン（（Ｎ）３．６Ｌ　ＬＦＲ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク１）

　パワートレイン（（Ｎ）３．６Ｌ　ＬＦＲ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク２）

　パワートレイン（（Ｎ）３．６Ｌ　ＬＦＲ　エンジンコントロールモジュール） 　高圧燃料カットオフソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｎ）３．６Ｌ　ＬＦＲ　エンジンコントロールモジュール） 　代替燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｎ）３．６Ｌ　ＬＦＲ　エンジンコントロールモジュール） 　代替燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｎ）３．６Ｌ　ＬＦＲ　エンジンコントロールモジュール） 　代替燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｎ）３．６Ｌ　ＬＦＲ　エンジンコントロールモジュール） 　代替燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｎ）３．６Ｌ　ＬＦＲ　エンジンコントロールモジュール） 　代替燃料インジェクターバランス（シリンダー５）

　パワートレイン（（Ｎ）３．６Ｌ　ＬＦＲ　エンジンコントロールモジュール） 　代替燃料インジェクターバランス（シリンダー６）

　パワートレイン（（Ｎ）３．６Ｌ　ＬＦＲ　エンジンコントロールモジュール） 　代替燃料シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｎ）３．６Ｌ　ＬＦＲ　エンジンコントロールモジュール） 　代替燃料シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｎ）３．６Ｌ　ＬＦＲ　エンジンコントロールモジュール） 　代替燃料シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｎ）３．６Ｌ　ＬＦＲ　エンジンコントロールモジュール） 　代替燃料シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｎ）３．６Ｌ　ＬＦＲ　エンジンコントロールモジュール） 　代替燃料シリンダーパワーバランス（シリンダー５）

　パワートレイン（（Ｎ）３．６Ｌ　ＬＦＲ　エンジンコントロールモジュール） 　代替燃料シリンダーパワーバランス（シリンダー６）

　パワートレイン（（Ｎ）３．６Ｌ　ＬＦＲ　エンジンコントロールモジュール） 　代替燃料圧力レギュレーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｎ）３．６Ｌ　ＬＦＲ　エンジンコントロールモジュール） 　点火時期遅延

　パワートレイン（（Ｎ）３．６Ｌ　ＬＦＲ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｎ）３．６Ｌ　ＬＦＲ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｎ）３．６Ｌ　ＬＦＲ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｎ）３．６Ｌ　ＬＦＲ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｎ）３．６Ｌ　ＬＦＲ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー５）

　パワートレイン（（Ｎ）３．６Ｌ　ＬＦＲ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー６）

　パワートレイン（（Ｎ）３．６Ｌ　ＬＦＲ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｎ）３．６Ｌ　ＬＦＲ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料モードインジケーター

　パワートレイン（（Ｎ）３．６Ｌ　ＬＦＲ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料モードセレクトオーバーライド

　パワートレイン（（Ｎ）３．６Ｌ　ＬＦＲ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（（Ｎ）３．６Ｌ　ＬＦＲ　エンジンコントロールモジュール） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク１）

　パワートレイン（（Ｎ）３．６Ｌ　ＬＦＲ　エンジンコントロールモジュール） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク２）

　パワートレイン（（Ｎ）３．６Ｌ　ＬＦＲ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｎ）３．６Ｌ　ＬＦＲ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｎ）３．６Ｌ　ＬＦＲ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１

　パワートレイン（（Ｎ）３．６Ｌ　ＬＦＲ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｎ）３．６Ｌ　ＬＦＲ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ２

　パワートレイン（（Ｎ）３．６Ｌ　ＬＦＲ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ２パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｎ）３．６Ｌ　ＬＦＲ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（（Ｎ）３．６Ｌ　ＬＦＲ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（（Ｎ）３．６Ｌ　ＬＦＲ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（（Ｎ）３．６Ｌ　ＬＦＲ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｎ）３．６Ｌ　ＬＦＲ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（（Ｎ）３．６Ｌ　ＬＦＲ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｎ）３．６Ｌ　ＬＦＲ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（（Ｎ）３．６Ｌ　ＬＦＲ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｎ）３．６Ｌ　ＬＦＲ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５
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　パワートレイン（（Ｎ）３．６Ｌ　ＬＦＲ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｎ）３．６Ｌ　ＬＦＲ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｎ）３．６Ｌ　ＬＦＲ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｎ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ９　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＧＲソレノイド

　パワートレイン（（Ｎ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ９　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｎ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ９　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ｎ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ９　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｎ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ９　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｎ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ９　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーターコントロール

　パワートレイン（（Ｎ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ９　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーターコントロール　（装備車のみ）

　パワートレイン（（Ｎ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ９　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｎ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ９　エンジンコントロールモジュール） 　エアシステム（装備車）

　パワートレイン（（Ｎ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ９　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（Ｎ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ９　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｎ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ９　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｎ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ９　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｎ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ９　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｎ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ９　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー５）

　パワートレイン（（Ｎ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ９　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー６）

　パワートレイン（（Ｎ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ９　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー７）

　パワートレイン（（Ｎ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ９　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー８）

　パワートレイン（（Ｎ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ９　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー１

　パワートレイン（（Ｎ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ９　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（Ｎ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ９　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー２、３

　パワートレイン（（Ｎ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ９　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｎ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ９　エンジンコントロールモジュール） 　ループ状態

　パワートレイン（（Ｎ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ９　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｎ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ９　エンジンコントロールモジュール） 　燃料計

　パワートレイン（（Ｎ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ９　オートトランスファーケース　３ボタン選択可能） 　２ＷＤハイインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｎ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ９　オートトランスファーケース　３ボタン選択可能） 　４ＷＤハイインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｎ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ９　オートトランスファーケース　３ボタン選択可能） 　４ＷＤローインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｎ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ９　オートトランスファーケース　３ボタン選択可能） 　ＡＴＣモーターＡコントロール

　パワートレイン（（Ｎ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ９　オートトランスファーケース　３ボタン選択可能） 　ＡＴＣモーターＢコントロール

　パワートレイン（（Ｎ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ９　オートトランスファーケース　３ボタン選択可能） 　ニュートラルインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｎ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ９　オートトランスファーケース　３ボタン選択可能） 　フロントアクスル係合

　パワートレイン（（Ｎ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ９　オートトランスファーケース　４ボタン選択可能） 　２ＷＤハイインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｎ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ９　オートトランスファーケース　４ボタン選択可能） 　４ＷＤハイインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｎ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ９　オートトランスファーケース　４ボタン選択可能） 　４ＷＤローインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｎ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ９　オートトランスファーケース　４ボタン選択可能） 　ＡＴＣモーターＡコントロール

　パワートレイン（（Ｎ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ９　オートトランスファーケース　４ボタン選択可能） 　ＡＴＣモーターＢコントロール

　パワートレイン（（Ｎ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ９　オートトランスファーケース　４ボタン選択可能） 　オート４ＷＤインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｎ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ９　オートトランスファーケース　４ボタン選択可能） 　トランスファーケースロック

　パワートレイン（（Ｎ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ９　オートトランスファーケース　４ボタン選択可能） 　ニュートラルインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｎ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ９　オートトランスファーケース　４ボタン選択可能） 　フロントアクスル係合

　パワートレイン（（Ｎ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　１－２ソレノイド

　パワートレイン（（Ｎ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　２－３ソレノイド

　パワートレイン（（Ｎ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　３－２ダウンシフトソレノイド

　パワートレイン（（Ｎ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド

　パワートレイン（（Ｎ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（Ｎ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣ有効

　パワートレイン（（Ｐ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＳＪ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｐ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＳＪ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ｐ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＳＪ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｐ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＳＪ　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｐ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＳＪ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒータードライバー１

　パワートレイン（（Ｐ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＳＪ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒータードライバー２

　パワートレイン（（Ｐ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＳＪ　エンジンコントロールモジュール） 　インタークーラーポンプ

　パワートレイン（（Ｐ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＳＪ　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｐ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＳＪ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（Ｐ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＳＪ　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｐ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＳＪ　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｐ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＳＪ　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｐ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＳＪ　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｐ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＳＪ　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｐ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＳＪ　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｐ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＳＪ　エンジンコントロールモジュール） 　ブーストソレノイド

　パワートレイン（（Ｐ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＳＪ　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｐ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＳＪ　エンジンコントロールモジュール） 　ループ状態

　パワートレイン（（Ｐ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＳＪ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｐ）２．０Ｌ　Ｌ６　ＬＢＭ　代替燃料　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＧＲソレノイド

　パワートレイン（（Ｐ）２．０Ｌ　Ｌ６　ＬＢＭ　代替燃料　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ｐ）２．０Ｌ　Ｌ６　ＬＢＭ　代替燃料　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｐ）２．０Ｌ　Ｌ６　ＬＢＭ　代替燃料　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｐ）２．０Ｌ　Ｌ６　ＬＢＭ　代替燃料　エンジンコントロールモジュール） 　ＴＡＣモーターコマンド
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　パワートレイン（（Ｐ）２．０Ｌ　Ｌ６　ＬＢＭ　代替燃料　エンジンコントロールモジュール） 　インジェクター１

　パワートレイン（（Ｐ）２．０Ｌ　Ｌ６　ＬＢＭ　代替燃料　エンジンコントロールモジュール） 　インジェクター２

　パワートレイン（（Ｐ）２．０Ｌ　Ｌ６　ＬＢＭ　代替燃料　エンジンコントロールモジュール） 　インジェクター３

　パワートレイン（（Ｐ）２．０Ｌ　Ｌ６　ＬＢＭ　代替燃料　エンジンコントロールモジュール） 　インジェクター４

　パワートレイン（（Ｐ）２．０Ｌ　Ｌ６　ＬＢＭ　代替燃料　エンジンコントロールモジュール） 　インジェクター５

　パワートレイン（（Ｐ）２．０Ｌ　Ｌ６　ＬＢＭ　代替燃料　エンジンコントロールモジュール） 　インジェクター６

　パワートレイン（（Ｐ）２．０Ｌ　Ｌ６　ＬＢＭ　代替燃料　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｐ）２．０Ｌ　Ｌ６　ＬＢＭ　代替燃料　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ｐ）２．０Ｌ　Ｌ６　ＬＢＭ　代替燃料　エンジンコントロールモジュール） 　ファンＨｉｇｈ

　パワートレイン（（Ｐ）２．０Ｌ　Ｌ６　ＬＢＭ　代替燃料　エンジンコントロールモジュール） 　ファンＬｏｗ

　パワートレイン（（Ｐ）２．０Ｌ　Ｌ６　ＬＢＭ　代替燃料　エンジンコントロールモジュール） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（Ｐ）２．０Ｌ　Ｌ６　ＬＢＭ　代替燃料　フューエルインジェクター） 　ＬＰＧガスリレー

　パワートレイン（（Ｐ）２．０Ｌ　Ｌ６　ＬＢＭ　代替燃料　フューエルインジェクター） 　ＬＰＧフューエルカットソレノイド

　パワートレイン（（Ｐ）２．０Ｌ　Ｌ６　ＬＢＭ　代替燃料　フューエルインジェクター） 　ＬＰＧ液体リレー

　パワートレイン（（Ｐ）２．０Ｌ　Ｌ６　ＬＢＭ　代替燃料　フューエルインジェクター） 　アクセルウェイトインジケーター

　パワートレイン（（Ｐ）２．０Ｌ　Ｌ６　ＬＢＭ　代替燃料フューエルインジェクターコントロールモジュール） 　ＬＰＧガスリレー

　パワートレイン（（Ｐ）２．０Ｌ　Ｌ６　ＬＢＭ　代替燃料フューエルインジェクターコントロールモジュール） 　ＬＰＧフューエルカットソレノイド

　パワートレイン（（Ｐ）２．０Ｌ　Ｌ６　ＬＢＭ　代替燃料フューエルインジェクターコントロールモジュール） 　ＬＰＧ液体リレー

　パワートレイン（（Ｐ）２．０Ｌ　Ｌ６　ＬＢＭ　代替燃料フューエルインジェクターコントロールモジュール） 　アクセルウェイトインジケーター

　パワートレイン（（Ｐ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｐ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ｐ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｐ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｐ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（（Ｐ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（（Ｐ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１センサー１）

　パワートレイン（（Ｐ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１センサー２）

　パワートレイン（（Ｐ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　ＲＶＳ無効履歴リセット

　パワートレイン（（Ｐ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　アイドルスパーク

　パワートレイン（（Ｐ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｐ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ｐ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（Ｐ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｐ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス１

　パワートレイン（（Ｐ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス２

　パワートレイン（（Ｐ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス３

　パワートレイン（（Ｐ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス４

　パワートレイン（（Ｐ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　スターターリレー

　パワートレイン（（Ｐ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　スパーク遅延

　パワートレイン（（Ｐ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｐ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー１

　パワートレイン（（Ｐ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（Ｐ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー２、３

　パワートレイン（（Ｐ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　ループ状態

　パワートレイン（（Ｐ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーターソレノイド（バンク１）

　パワートレイン（（Ｐ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｐ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス１

　パワートレイン（（Ｐ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス２

　パワートレイン（（Ｐ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス３

　パワートレイン（（Ｐ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス４

　パワートレイン（（Ｐ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｐ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｐ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（Ｐ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　排気側ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーターソレノイド（バンク１）

　パワートレイン（（Ｐ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｐ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　トランスミッションコントロールモジュール） 　１－２ソレノイド

　パワートレイン（（Ｐ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　トランスミッションコントロールモジュール） 　２－３ソレノイド

　パワートレイン（（Ｐ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド

　パワートレイン（（Ｐ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（Ｐ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッション

　パワートレイン（（Ｐ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応リセット

　パワートレイン（（Ｐ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　フューエルポンプコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｐ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　フューエルポンプコントロールモジュール） 　フューエルポンプトリムリセット

　パワートレイン（（Ｐ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　フューエルポンプコントロールモジュール） 　燃料プレッシャーコントロール

　パワートレイン（（Ｐ）４．３Ｌ　ＬＶ１　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｐ）４．３Ｌ　ＬＶ１　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｐ）４．３Ｌ　ＬＶ１　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｐ）４．３Ｌ　ＬＶ１　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｐ）４．３Ｌ　ＬＶ１　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー１）

　パワートレイン（（Ｐ）４．３Ｌ　ＬＶ１　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー２）

　パワートレイン（（Ｐ）４．３Ｌ　ＬＶ１　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー１）

　パワートレイン（（Ｐ）４．３Ｌ　ＬＶ１　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー２）

　パワートレイン（（Ｐ）４．３Ｌ　ＬＶ１　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル点火時期

　パワートレイン（（Ｐ）４．３Ｌ　ＬＶ１　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー
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システム 項目名

　パワートレイン（（Ｐ）４．３Ｌ　ＬＶ１　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ｐ）４．３Ｌ　ＬＶ１　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数

　パワートレイン（（Ｐ）４．３Ｌ　ＬＶ１　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン油圧制御ソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｐ）４．３Ｌ　ＬＶ１　エンジンコントロールモジュール） 　カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｐ）４．３Ｌ　ＬＶ１　エンジンコントロールモジュール） 　カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｐ）４．３Ｌ　ＬＶ１　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファン

　パワートレイン（（Ｐ）４．３Ｌ　ＬＶ１　エンジンコントロールモジュール） 　グリルエアシャッター１作動

　パワートレイン（（Ｐ）４．３Ｌ　ＬＶ１　エンジンコントロールモジュール） 　グリルエアシャッター２作動

　パワートレイン（（Ｐ）４．３Ｌ　ＬＶ１　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｐ）４．３Ｌ　ＬＶ１　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（（Ｐ）４．３Ｌ　ＬＶ１　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（（Ｐ）４．３Ｌ　ＬＶ１　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（（Ｐ）４．３Ｌ　ＬＶ１　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（（Ｐ）４．３Ｌ　ＬＶ１　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス５インジェクター

　パワートレイン（（Ｐ）４．３Ｌ　ＬＶ１　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス６インジェクター

　パワートレイン（（Ｐ）４．３Ｌ　ＬＶ１　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダー休止（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｐ）４．３Ｌ　ＬＶ１　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダー休止（シリンダー６）

　パワートレイン（（Ｐ）４．３Ｌ　ＬＶ１　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダー休止システム

　パワートレイン（（Ｐ）４．３Ｌ　ＬＶ１　エンジンコントロールモジュール） 　スターターリレー

　パワートレイン（（Ｐ）４．３Ｌ　ＬＶ１　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｐ）４．３Ｌ　ＬＶ１　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（（Ｐ）４．３Ｌ　ＬＶ１　エンジンコントロールモジュール） 　圧縮テスト

　パワートレイン（（Ｐ）４．３Ｌ　ＬＶ１　エンジンコントロールモジュール） 　点火時期遅延

　パワートレイン（（Ｐ）４．３Ｌ　ＬＶ１　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス１インジェクター

　パワートレイン（（Ｐ）４．３Ｌ　ＬＶ１　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス２インジェクター

　パワートレイン（（Ｐ）４．３Ｌ　ＬＶ１　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス３インジェクター

　パワートレイン（（Ｐ）４．３Ｌ　ＬＶ１　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス４インジェクター

　パワートレイン（（Ｐ）４．３Ｌ　ＬＶ１　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス５インジェクター

　パワートレイン（（Ｐ）４．３Ｌ　ＬＶ１　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス６インジェクター

　パワートレイン（（Ｐ）４．３Ｌ　ＬＶ１　エンジンコントロールモジュール） 　燃料システム減圧

　パワートレイン（（Ｐ）４．３Ｌ　ＬＶ１　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｐ）４．３Ｌ　ＬＶ１　エンジンコントロールモジュール） 　燃料レール圧力

　パワートレイン（（Ｐ）４．３Ｌ　ＬＶ１　エンジンコントロールモジュール） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（（Ｐ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ９　エンジンコントロールモジュール） 　ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター

　パワートレイン（（Ｐ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ９　エンジンコントロールモジュール） 　ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーターソレノイド

　パワートレイン（（Ｐ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ９　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｐ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ９　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ｐ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ９　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｐ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ９　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｐ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ９　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１センサー１）

　パワートレイン（（Ｐ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ９　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１センサー２）

　パワートレイン（（Ｐ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ９　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２センサー１）

　パワートレイン（（Ｐ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ９　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２センサー２）

　パワートレイン（（Ｐ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ９　エンジンコントロールモジュール） 　アイドルスパーク

　パワートレイン（（Ｐ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ９　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｐ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ９　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ｐ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ９　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（Ｐ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ９　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｐ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ９　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス１

　パワートレイン（（Ｐ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ９　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス２

　パワートレイン（（Ｐ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ９　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス３

　パワートレイン（（Ｐ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ９　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス４

　パワートレイン（（Ｐ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ９　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス５

　パワートレイン（（Ｐ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ９　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス６

　パワートレイン（（Ｐ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ９　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス７

　パワートレイン（（Ｐ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ９　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス８

　パワートレイン（（Ｐ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ９　エンジンコントロールモジュール） 　スターターリレー

　パワートレイン（（Ｐ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ９　エンジンコントロールモジュール） 　スパーク遅延

　パワートレイン（（Ｐ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ９　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｐ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ９　エンジンコントロールモジュール） 　ループ状態

　パワートレイン（（Ｐ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ９　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター１）

　パワートレイン（（Ｐ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ９　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター２）

　パワートレイン（（Ｐ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ９　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター３）

　パワートレイン（（Ｐ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ９　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター４）

　パワートレイン（（Ｐ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ９　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター５）

　パワートレイン（（Ｐ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ９　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター６）

　パワートレイン（（Ｐ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ９　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター７）

　パワートレイン（（Ｐ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ９　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター８）

　パワートレイン（（Ｐ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ９　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｐ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ９　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｐ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ９　エンジンコントロールモジュール） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（Ｐ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ９　エンジンコントロールモジュール） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（（Ｐ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ９　トランスファーケースコントロールモジュール　フロントディファレンシャルロックなし）　４ＷＤハイインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｐ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ９　トランスファーケースコントロールモジュール　フロントディファレンシャルロックなし）　４ＷＤハイロックインジケーター
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　パワートレイン（（Ｐ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ９　トランスファーケースコントロールモジュール　フロントディファレンシャルロックなし）　４ＷＤローロックインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｐ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ９　トランスファーケースコントロールモジュール　フロントディファレンシャルロックなし）　ニュートラルインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｐ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ９　トランスファーケースコントロールモジュール　フロントディファレンシャルロックなし）　モーターＡドライバー（ハイ）

　パワートレイン（（Ｐ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ９　トランスファーケースコントロールモジュール　フロントディファレンシャルロックなし）　モーターＡドライバー（ロー）

　パワートレイン（（Ｐ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ９　トランスファーケースコントロールモジュール　フロントディファレンシャルロックなし）　モーターＢドライバー（ハイ）

　パワートレイン（（Ｐ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ９　トランスファーケースコントロールモジュール　フロントディファレンシャルロックなし）　モーターＢドライバー（ロー）

　パワートレイン（（Ｐ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ９　トランスファーケースコントロールモジュール　フロントディファレンシャルロック付き）　４ＷＤハイインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｐ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ９　トランスファーケースコントロールモジュール　フロントディファレンシャルロック付き）　４ＷＤハイロックインジケーター

　パワートレイン（（Ｐ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ９　トランスファーケースコントロールモジュール　フロントディファレンシャルロック付き）　４ＷＤローロックインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｐ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ９　トランスファーケースコントロールモジュール　フロントディファレンシャルロック付き）　ニュートラルインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｐ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ９　トランスファーケースコントロールモジュール　フロントディファレンシャルロック付き）　フロントアクスルロックインジケーター

　パワートレイン（（Ｐ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ９　トランスファーケースコントロールモジュール　フロントディファレンシャルロック付き）　フロントデフロックリターン

　パワートレイン（（Ｐ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ９　トランスファーケースコントロールモジュール　フロントディファレンシャルロック付き）　フロントデフロック制御

　パワートレイン（（Ｐ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ９　トランスファーケースコントロールモジュール　フロントディファレンシャルロック付き）　モーターＡドライバー（ハイ）

　パワートレイン（（Ｐ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ９　トランスファーケースコントロールモジュール　フロントディファレンシャルロック付き）　モーターＡドライバー（ロー）

　パワートレイン（（Ｐ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ９　トランスファーケースコントロールモジュール　フロントディファレンシャルロック付き）　モーターＢドライバー（ハイ）

　パワートレイン（（Ｐ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ９　トランスファーケースコントロールモジュール　フロントディファレンシャルロック付き）　モーターＢドライバー（ロー）

　パワートレイン（（Ｐ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ９　トランスファーケースコントロールモジュール　フロントディファレンシャルロック付き）　リアアクスルロックインジケーター

　パワートレイン（（Ｐ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ９　トランスファーケースコントロールモジュール　フロントディファレンシャルロック付き）　リアデフロックリターン

　パワートレイン（（Ｐ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ９　トランスファーケースコントロールモジュール　フロントディファレンシャルロック付き）　リアデフロック制御

　パワートレイン（（Ｐ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ９　トランスファーケースコントロールモジュール） 　２ＷＤ　ＡＴＣレンジ

　パワートレイン（（Ｐ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ９　トランスファーケースコントロールモジュール） 　２ＷＤハイインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｐ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ９　トランスファーケースコントロールモジュール） 　４ＷＤハイＡＴＣレンジ

　パワートレイン（（Ｐ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ９　トランスファーケースコントロールモジュール） 　４ＷＤハイインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｐ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ９　トランスファーケースコントロールモジュール） 　４ＷＤローＡＴＣレンジ

　パワートレイン（（Ｐ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ９　トランスファーケースコントロールモジュール） 　４ＷＤローインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｐ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ９　トランスファーケースコントロールモジュール） 　ＡＴＣニュートラルインジケーター

　パワートレイン（（Ｐ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ９　トランスファーケースコントロールモジュール） 　ＡＴＣモーターＡコントロール

　パワートレイン（（Ｐ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ９　トランスファーケースコントロールモジュール） 　ニュートラルＡＴＣレンジ

　パワートレイン（（Ｐ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ９　トランスファーケースコントロールモジュール） 　ニュートラルインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｐ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ９　トランスファーケースコントロールモジュール） 　フロントアクスルアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｐ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ９　トランスファーケースコントロールモジュール） 　フロントアクスル係合

　パワートレイン（（Ｐ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ９　トランスファーケースコントロールモジュール） 　レンジアクチュエーター方向

　パワートレイン（（Ｐ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　１－２ソレノイド

　パワートレイン（（Ｐ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　２－３ソレノイド

　パワートレイン（（Ｐ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド

　パワートレイン（（Ｐ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（Ｐ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣ有効ソレノイド

　パワートレイン（（Ｐ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ９　フューエルポンプコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｐ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ９　フューエルポンプコントロールモジュール） 　フューエルポンプトリムリセット

　パワートレイン（（Ｐ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ９　フューエルポンプコントロールモジュール） 　燃料プレッシャーコントロール

　パワートレイン（（Ｐ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ４　ＡＴＣ　コントロールモジュール） 　２ＷＤハイインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｐ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ４　ＡＴＣ　コントロールモジュール） 　４ＷＤハイインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｐ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ４　ＡＴＣ　コントロールモジュール） 　４ＷＤローインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｐ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ４　ＡＴＣ　コントロールモジュール） 　ＡＴＣモーターＡコントロール

　パワートレイン（（Ｐ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ４　ＡＴＣ　コントロールモジュール） 　ＡＴＣモーターＢコントロール

　パワートレイン（（Ｐ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ４　ＡＴＣ　コントロールモジュール） 　オート４ＷＤインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｐ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ４　ＡＴＣ　コントロールモジュール） 　トランスファーケースロック

　パワートレイン（（Ｐ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ４　ＡＴＣ　コントロールモジュール） 　ニュートラルインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｐ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ４　ＡＴＣ　コントロールモジュール） 　フロントアクスル係合

　パワートレイン（（Ｐ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ４　ＡＴＣ　データディスプレー） 　２ＷＤハイインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｐ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ４　ＡＴＣ　データディスプレー） 　４ＷＤハイインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｐ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ４　ＡＴＣ　データディスプレー） 　４ＷＤローインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｐ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ４　ＡＴＣ　データディスプレー） 　ＡＴＣモーターＡコントロール

　パワートレイン（（Ｐ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ４　ＡＴＣ　データディスプレー） 　ＡＴＣモーターＢコントロール

　パワートレイン（（Ｐ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ４　ＡＴＣ　データディスプレー） 　オート４ＷＤインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｐ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ４　ＡＴＣ　データディスプレー） 　トランスファーケースロック

　パワートレイン（（Ｐ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ４　ＡＴＣ　データディスプレー） 　ニュートラルインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｐ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ４　ＡＴＣ　データディスプレー） 　フロントアクスル係合

　パワートレイン（（Ｐ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ４　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｐ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ４　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ｐ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ４　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｐ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ４　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｐ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ４　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーターコントロール

　パワートレイン（（Ｐ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ４　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｐ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ４　エンジンコントロールモジュール） 　エレクトロビスカスファン

　パワートレイン（（Ｐ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ４　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（Ｐ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ４　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｐ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ４　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｐ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ４　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｐ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ４　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｐ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ４　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー５）

　パワートレイン（（Ｐ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ４　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー６）

　パワートレイン（（Ｐ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ４　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー７）
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　パワートレイン（（Ｐ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ４　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー８）

　パワートレイン（（Ｐ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ４　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー１

　パワートレイン（（Ｐ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ４　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー２

　パワートレイン（（Ｐ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ４　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｐ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ４　エンジンコントロールモジュール） 　ループ状態

　パワートレイン（（Ｐ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ４　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｐ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ４　エンジンコントロールモジュール） 　燃料計

　パワートレイン（（Ｐ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　１－２ソレノイド

　パワートレイン（（Ｐ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　２－３ソレノイド

　パワートレイン（（Ｐ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　３－２ダウンシフトソレノイド

　パワートレイン（（Ｐ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド

　パワートレイン（（Ｐ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（Ｐ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣ有効

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー１）

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー２）

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー１）

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー２）

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス５インジェクター

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス６インジェクター

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス７インジェクター

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス８インジェクター

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スーパーチャージャーバイパスソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　チャージエアクーラー冷却ポンプ

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス１インジェクター

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス２インジェクター

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス３インジェクター

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス４インジェクター

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス５インジェクター

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス６インジェクター

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス７インジェクター

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス８インジェクター

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー１）

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー２）

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー１）

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー２）

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス５インジェクター

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス６インジェクター

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス７インジェクター

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス８インジェクター
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　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スーパーチャージャーバイパスソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スキップシフトソレノイドアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　チャージエアクーラー冷却ポンプ

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　リバースインヒビットソレノイドアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス１インジェクター

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス２インジェクター

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス３インジェクター

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス４インジェクター

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス５インジェクター

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス６インジェクター

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス７インジェクター

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス８インジェクター

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　ＬＳＡ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　ＬＳＡ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　ＬＳＡ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　ＬＳＡ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　ＬＳＡ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ２

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　ＬＳＡ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ２パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　ＬＳＡ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　ＬＳＡ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　ＬＳＡ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　ＬＳＡ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　ＬＳＡ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　ＬＳＡ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　ＬＳＡ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　ＬＳＡ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　ＬＳＡ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　ＬＳＡ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　ＬＳＡ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　ＬＳＡ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　ＬＳＡ　フューエルポンプ　バージョン　フューエルポンプ　　排気フロー） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　ＬＳＡ　フューエルポンプ　バージョン　フューエルポンプ　　排気フロー） 　燃料圧力

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　ＬＳＡ　フューエルポンプ　バージョン　フューエルポンプ　　排気フロー） 　排気流量コントロールバルブ

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　ＬＳＡ　フューエルポンプ　バージョン　フューエルポンプ） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　ＬＳＡ　フューエルポンプ　バージョン　フューエルポンプ） 　燃料圧力

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　ＬＳＡ　フューエルポンプコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　ＬＳＡ　フューエルポンプコントロールモジュール） 　燃料圧力

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　ＬＳＡ　フューエルポンプコントロールモジュール） 　排気流量コントロールバルブ

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　オート） 　ＣＡＣ冷却ポンプ

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　オート） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　オート） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　オート） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　オート） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　オート） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１センサー１）

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　オート） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１センサー２）

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　オート） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２センサー１）

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　オート） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２センサー２）

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　オート） 　ＲＶＳ無効履歴リセット

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　オート） 　ＳＣＢソレノイド

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　オート） 　アイドルスパーク

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　オート） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　オート） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　オート） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　オート） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　オート） 　シリンダーパワーバランス１

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　オート） 　シリンダーパワーバランス２

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　オート） 　シリンダーパワーバランス３

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　オート） 　シリンダーパワーバランス４

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　オート） 　シリンダーパワーバランス５

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　オート） 　シリンダーパワーバランス６

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　オート） 　シリンダーパワーバランス７

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　オート） 　シリンダーパワーバランス８

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　オート） 　スターターリレー

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　オート） 　スパーク遅延

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　オート） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　オート） 　ファンリレー１

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　オート） 　ファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　オート） 　ファンリレー２、３

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　オート） 　ループ状態
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　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　オート） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター１）

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　オート） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター２）

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　オート） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター３）

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　オート） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター４）

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　オート） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター５）

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　オート） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター６）

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　オート） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター７）

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　オート） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター８）

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　オート） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　オート） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　ＣＡＣ冷却ポンプ

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１センサー１）

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１センサー２）

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２センサー１）

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２センサー２）

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　ＳＣＢソレノイド

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　アイドルスパーク

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　シリンダーパワーバランス１

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　シリンダーパワーバランス２

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　シリンダーパワーバランス３

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　シリンダーパワーバランス４

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　シリンダーパワーバランス５

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　シリンダーパワーバランス６

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　シリンダーパワーバランス７

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　シリンダーパワーバランス８

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　スキップシフトソレノイド

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　スターターリレー

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　スパーク遅延

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　バックインヒビット

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　ファンリレー１

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　ファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　ファンリレー２、３

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　ループ状態

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター１）

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター２）

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター３）

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター４）

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター５）

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター６）

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター７）

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター８）

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳＡ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド２

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳＡ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド３

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳＡ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド４

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳＡ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド５

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳＡ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳＡ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイド１

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳＡ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイド２

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳＡ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッション

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳＡ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応リセット

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳＡ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳＡ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ライン圧力制御

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳＡ　フューエルポンプコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳＡ　フューエルポンプコントロールモジュール） 　フューエルポンプトリムリセット

　パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳＡ　フューエルポンプコントロールモジュール） 　燃料プレッシャーコントロール

　パワートレイン（（Ｒ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＬＷ　エンジンコントロールモジュール） 　ＤＰＦインジケーター

　パワートレイン（（Ｒ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＬＷ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＧＲソレノイド

　パワートレイン（（Ｒ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＬＷ　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｒ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＬＷ　エンジンコントロールモジュール） 　ＴＣベーンポジションコントロールソレノイド

　パワートレイン（（Ｒ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＬＷ　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル回転数制御

　パワートレイン（（Ｒ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＬＷ　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｒ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＬＷ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン高温ランプ

　パワートレイン（（Ｒ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＬＷ　エンジンコントロールモジュール） 　オルタネーターランプ



●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2022.10)
システム 項目名

　パワートレイン（（Ｒ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＬＷ　エンジンコントロールモジュール） 　クルーズランプ

　パワートレイン（（Ｒ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＬＷ　エンジンコントロールモジュール） 　グロープラグ

　パワートレイン（（Ｒ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＬＷ　エンジンコントロールモジュール） 　グロープラグランプ

　パワートレイン（（Ｒ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＬＷ　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｒ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＬＷ　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルブレードコントロール

　パワートレイン（（Ｒ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＬＷ　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー１

　パワートレイン（（Ｒ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＬＷ　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（Ｒ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＬＷ　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー２、３

　パワートレイン（（Ｒ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＬＷ　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｒ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＬＷ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料ヒーター

　パワートレイン（（Ｒ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＬＷ　エンジンコントロールモジュール） 　補助ヒーターリレー１

　パワートレイン（（Ｒ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＬＷ　エンジンコントロールモジュール） 　補助ヒーターリレー２、３

　パワートレイン（（Ｒ）２．０Ｌ　ＬＬＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＧＲクーラーバイパスバルブ

　パワートレイン（（Ｒ）２．０Ｌ　ＬＬＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＧＲバルブ

　パワートレイン（（Ｒ）２．０Ｌ　ＬＬＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｒ）２．０Ｌ　ＬＬＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ウェイトトゥスタートインジケーター

　パワートレイン（（Ｒ）２．０Ｌ　ＬＬＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（Ｒ）２．０Ｌ　ＬＬＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（（Ｒ）２．０Ｌ　ＬＬＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（（Ｒ）２．０Ｌ　ＬＬＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（（Ｒ）２．０Ｌ　ＬＬＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　グロープラグ

　パワートレイン（（Ｒ）２．０Ｌ　ＬＬＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｒ）２．０Ｌ　ＬＬＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ターボチャージャーベーン位置

　パワートレイン（（Ｒ）２．０Ｌ　ＬＬＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気フローバルブ位置

　パワートレイン（（Ｒ）２．０Ｌ　ＬＬＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料ヒーターリレー

　パワートレイン（（Ｒ）２．０Ｌ　ＬＬＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（Ｒ）２．０Ｌ　ＬＬＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＧＲクーラーバイパスバルブ

　パワートレイン（（Ｒ）２．０Ｌ　ＬＬＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＧＲバルブ

　パワートレイン（（Ｒ）２．０Ｌ　ＬＬＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｒ）２．０Ｌ　ＬＬＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ウェイトトゥスタートインジケーター

　パワートレイン（（Ｒ）２．０Ｌ　ＬＬＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（Ｒ）２．０Ｌ　ＬＬＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（（Ｒ）２．０Ｌ　ＬＬＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（（Ｒ）２．０Ｌ　ＬＬＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（（Ｒ）２．０Ｌ　ＬＬＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　グロープラグ

　パワートレイン（（Ｒ）２．０Ｌ　ＬＬＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｒ）２．０Ｌ　ＬＬＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ターボチャージャーベーン位置

　パワートレイン（（Ｒ）２．０Ｌ　ＬＬＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気フローバルブ位置

　パワートレイン（（Ｒ）２．０Ｌ　ＬＬＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料ヒーターリレー

　パワートレイン（（Ｒ）２．０Ｌ　ＬＬＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（Ｒ）２．４Ｌ　ＬＵＫ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｒ）２．４Ｌ　ＬＵＫ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｒ）２．４Ｌ　ＬＵＫ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｒ）２．４Ｌ　ＬＵＫ　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｒ）２．４Ｌ　ＬＵＫ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（（Ｒ）２．４Ｌ　ＬＵＫ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（（Ｒ）２．４Ｌ　ＬＵＫ　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル点火時期

　パワートレイン（（Ｒ）２．４Ｌ　ＬＵＫ　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（Ｒ）２．４Ｌ　ＬＵＫ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ｒ）２．４Ｌ　ＬＵＫ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数

　パワートレイン（（Ｒ）２．４Ｌ　ＬＵＫ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（（Ｒ）２．４Ｌ　ＬＵＫ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（Ｒ）２．４Ｌ　ＬＵＫ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（（Ｒ）２．４Ｌ　ＬＵＫ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｒ）２．４Ｌ　ＬＵＫ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｒ）２．４Ｌ　ＬＵＫ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｒ）２．４Ｌ　ＬＵＫ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｒ）２．４Ｌ　ＬＵＫ　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｒ）２．４Ｌ　ＬＵＫ　エンジンコントロールモジュール） 　セカンダリーエアインジェクションシステム

　パワートレイン（（Ｒ）２．４Ｌ　ＬＵＫ　エンジンコントロールモジュール） 　セカンダリーエアインジェクションソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｒ）２．４Ｌ　ＬＵＫ　エンジンコントロールモジュール） 　セカンダリーエアインジェクションポンプリレー

　パワートレイン（（Ｒ）２．４Ｌ　ＬＵＫ　エンジンコントロールモジュール） 　ヒーター冷却ポンプ

　パワートレイン（（Ｒ）２．４Ｌ　ＬＵＫ　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（（Ｒ）２．４Ｌ　ＬＵＫ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｒ）２．４Ｌ　ＬＵＫ　エンジンコントロールモジュール） 　点火時期遅延

　パワートレイン（（Ｒ）２．４Ｌ　ＬＵＫ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｒ）２．４Ｌ　ＬＵＫ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｒ）２．４Ｌ　ＬＵＫ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｒ）２．４Ｌ　ＬＵＫ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｒ）２．４Ｌ　ＬＵＫ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料システム減圧

　パワートレイン（（Ｒ）２．４Ｌ　ＬＵＫ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｒ）２．４Ｌ　ＬＵＫ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料レール圧力

　パワートレイン（（Ｒ）２．４Ｌ　ＬＵＫ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料圧力レギュレーター

　パワートレイン（（Ｒ）２．４Ｌ　ＬＵＫ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料制御ループステータス
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　パワートレイン（（Ｒ）２．４Ｌ　ＬＵＫ　エンジンコントロールモジュール） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｒ）２．４Ｌ　ＬＵＫ　シャーシコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｒ）２．４Ｌ　ＬＵＫ　シャーシコントロールモジュール） 　燃料圧力

　パワートレイン（（Ｒ）２．４Ｌ　ＬＵＫ　ドライブモーターコントロールモジュール） 　２ＷＤハイレンジインジケーター

　パワートレイン（（Ｒ）２．４Ｌ　ＬＵＫ　ドライブモーターコントロールモジュール） 　４ＷＤオートマチックレンジインジケーター

　パワートレイン（（Ｒ）２．４Ｌ　ＬＵＫ　ドライブモーターコントロールモジュール） 　４ＷＤハイレンジインジケーター

　パワートレイン（（Ｒ）２．４Ｌ　ＬＵＫ　ドライブモーターコントロールモジュール） 　４ＷＤローレンジインジケーター

　パワートレイン（（Ｒ）２．４Ｌ　ＬＵＫ　ドライブモーターコントロールモジュール） 　トランスファーケースＮレンジインジケーター

　パワートレイン（（Ｒ）２．４Ｌ　ＬＵＫ　ドライブモーターコントロールモジュール） 　トランスファーケースクラッチ係合

　パワートレイン（（Ｒ）２．４Ｌ　ＬＵＫ　ドライブモーターコントロールモジュール） 　トランスファーケースレンジ２ＷＤ

　パワートレイン（（Ｒ）２．４Ｌ　ＬＵＫ　ドライブモーターコントロールモジュール） 　トランスファーケースレンジ４ＷＤ／ＡＷＤオートマチック

　パワートレイン（（Ｒ）２．４Ｌ　ＬＵＫ　ドライブモーターコントロールモジュール） 　トランスファーケースレンジ４ＷＤハイ／ロック

　パワートレイン（（Ｒ）２．４Ｌ　ＬＵＫ　ドライブモーターコントロールモジュール） 　フロントアクスル係合アクチュエーター

　パワートレイン（（Ｒ）２．４Ｌ　ＬＵＫ　ドライブモーターコントロールモジュール） 　レンジアクチュエーターロック

　パワートレイン（（Ｒ）２．４Ｌ　ＬＵＫ　ドライブモーターコントロールモジュール） 　レンジアクチュエーター時計回り

　パワートレイン（（Ｒ）２．４Ｌ　ＬＵＫ　ドライブモーターコントロールモジュール） 　レンジアクチュエーター停止

　パワートレイン（（Ｒ）２．４Ｌ　ＬＵＫ　ドライブモーターコントロールモジュール） 　レンジアクチュエーター反時計回り

　パワートレイン（（Ｒ）２．４Ｌ　ＬＵＫ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｒ）２．４Ｌ　ＬＵＫ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｒ）２．４Ｌ　ＬＵＫ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｒ）２．４Ｌ　ＬＵＫ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１

　パワートレイン（（Ｒ）２．４Ｌ　ＬＵＫ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｒ）２．４Ｌ　ＬＵＫ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ２

　パワートレイン（（Ｒ）２．４Ｌ　ＬＵＫ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ２パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｒ）２．４Ｌ　ＬＵＫ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（（Ｒ）２．４Ｌ　ＬＵＫ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（（Ｒ）２．４Ｌ　ＬＵＫ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（（Ｒ）２．４Ｌ　ＬＵＫ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｒ）２．４Ｌ　ＬＵＫ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（（Ｒ）２．４Ｌ　ＬＵＫ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｒ）２．４Ｌ　ＬＵＫ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（（Ｒ）２．４Ｌ　ＬＵＫ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｒ）２．４Ｌ　ＬＵＫ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（（Ｒ）２．４Ｌ　ＬＵＫ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｒ）２．４Ｌ　ＬＵＫ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｒ）２．４Ｌ　ＬＵＫ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｒ）２．４Ｌ　ＬＵＫ　ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール） 　１４Ｖ電源モジュール設定値

　パワートレイン（（Ｒ）２．４Ｌ　ＬＵＫ　ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール） 　ＩＣＥモードのみ

　パワートレイン（（Ｒ）２．４Ｌ　ＬＵＫ　ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール） 　オートスタート／オートストップ

　パワートレイン（（Ｒ）２．４Ｌ　ＬＵＫ　ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール） 　ハイブリッド／ＥＶバッテリーパッククーリングファン

　パワートレイン（（Ｒ）２．４Ｌ　ＬＵＫ　ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール） 　ハイブリッド／ＥＶパワートレインコントロールモジュール

　パワートレイン（（Ｒ）２．４Ｌ　ＬＵＫ　ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール） 　バッテリーエネルギーコントロールモジュール

　パワートレイン（（Ｒ）２．４Ｌ　ＬＵＫ　ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール） 　メインモーター回転数

　パワートレイン（（Ｒ）２．４Ｌ　ＬＵＫ　ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール） 　メインモーター冷却ポンプリレー

　パワートレイン（（Ｒ）２．４Ｌ　ＬＵＫ　ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール） 　車載ジャンプアシストカウンターリセット

　パワートレイン（（Ｒ）２．４Ｌ　ＬＵＫ　ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール） 　補助トランスミッションフルードポンプリレー

　パワートレイン（（Ｒ）２．４Ｌ　ＬＵＫ　フューエルポンプコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｒ）２．４Ｌ　ＬＵＫ　フューエルポンプコントロールモジュール） 　燃料圧力

　パワートレイン（（Ｒ）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＺ８　エンジンコントロールモジュール） 　ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター

　パワートレイン（（Ｒ）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＺ８　エンジンコントロールモジュール） 　ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーターソレノイド

　パワートレイン（（Ｒ）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＺ８　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｒ）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＺ８　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ｒ）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＺ８　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｒ）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＺ８　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｒ）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＺ８　エンジンコントロールモジュール） 　ＲＶＳ無効履歴リセット

　パワートレイン（（Ｒ）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＺ８　エンジンコントロールモジュール） 　アイドルスパーク

　パワートレイン（（Ｒ）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＺ８　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｒ）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＺ８　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ｒ）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＺ８　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（Ｒ）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＺ８　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｒ）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＺ８　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス１

　パワートレイン（（Ｒ）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＺ８　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス２

　パワートレイン（（Ｒ）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＺ８　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス３

　パワートレイン（（Ｒ）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＺ８　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス４

　パワートレイン（（Ｒ）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＺ８　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス５

　パワートレイン（（Ｒ）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＺ８　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス６

　パワートレイン（（Ｒ）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＺ８　エンジンコントロールモジュール） 　スパーク遅延

　パワートレイン（（Ｒ）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＺ８　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｒ）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＺ８　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー１

　パワートレイン（（Ｒ）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＺ８　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（Ｒ）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＺ８　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー２、３

　パワートレイン（（Ｒ）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＺ８　エンジンコントロールモジュール） 　ループ状態

　パワートレイン（（Ｒ）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＺ８　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｒ）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＺ８　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効
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　パワートレイン（（Ｒ）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＺ８　エンジンコントロールモジュール） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（Ｒ）５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　１４Ｖ電源モジュール設定値

　パワートレイン（（Ｒ）５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｒ）５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｒ）５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｒ）５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｒ）５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー１）

　パワートレイン（（Ｒ）５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー２）

　パワートレイン（（Ｒ）５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー１）

　パワートレイン（（Ｒ）５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー２）

　パワートレイン（（Ｒ）５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル点火時期

　パワートレイン（（Ｒ）５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（Ｒ）５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ｒ）５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数

　パワートレイン（（Ｒ）５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン油圧制御ソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｒ）５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｒ）５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｒ）５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファン

　パワートレイン（（Ｒ）５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　グリルエアシャッター１作動

　パワートレイン（（Ｒ）５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　グリルエアシャッター２作動

　パワートレイン（（Ｒ）５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｒ）５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（（Ｒ）５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（（Ｒ）５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（（Ｒ）５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（（Ｒ）５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス５インジェクター

　パワートレイン（（Ｒ）５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス６インジェクター

　パワートレイン（（Ｒ）５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス７インジェクター

　パワートレイン（（Ｒ）５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス８インジェクター

　パワートレイン（（Ｒ）５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダー休止（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｒ）５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダー休止（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｒ）５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダー休止（シリンダー６）

　パワートレイン（（Ｒ）５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダー休止（シリンダー７）

　パワートレイン（（Ｒ）５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダー休止システム

　パワートレイン（（Ｒ）５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　スターターリレー

　パワートレイン（（Ｒ）５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｒ）５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（（Ｒ）５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　圧縮テスト

　パワートレイン（（Ｒ）５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　点火時期遅延

　パワートレイン（（Ｒ）５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス１インジェクター

　パワートレイン（（Ｒ）５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス２インジェクター

　パワートレイン（（Ｒ）５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス３インジェクター

　パワートレイン（（Ｒ）５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス４インジェクター

　パワートレイン（（Ｒ）５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス５インジェクター

　パワートレイン（（Ｒ）５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス６インジェクター

　パワートレイン（（Ｒ）５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス７インジェクター

　パワートレイン（（Ｒ）５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス８インジェクター

　パワートレイン（（Ｒ）５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料システム減圧

　パワートレイン（（Ｒ）５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｒ）５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料レール圧力

　パワートレイン（（Ｒ）５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（（Ｒ）５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｒ）５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（（Ｒ）５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ１

　パワートレイン（（Ｒ）５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ１電流

　パワートレイン（（Ｒ）５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（（Ｒ）５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ２電流

　パワートレイン（（Ｒ）５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（（Ｒ）５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ３電流

　パワートレイン（（Ｒ）５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（（Ｒ）５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ４電流

　パワートレイン（（Ｒ）５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（（Ｒ）５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ５電流

　パワートレイン（（Ｒ）５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ６

　パワートレイン（（Ｒ）５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ６電流

　パワートレイン（（Ｒ）５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ７

　パワートレイン（（Ｒ）５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ７電流

　パワートレイン（（Ｒ）５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ８

　パワートレイン（（Ｒ）５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ９

　パワートレイン（（Ｒ）５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（（Ｒ）５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー２

　パワートレイン（（Ｒ）５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール　２） 　ハイブリッド／ＥＶバッテリーパックアクティブアイソレーションテスト

　パワートレイン（（Ｒ）５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール　２） 　ハイブリッド／ＥＶバッテリーパッククーリングファン

　パワートレイン（（Ｒ）５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール　２） 　ハイブリッド／ＥＶバッテリーパックプリチャージコンタクターコマンド
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　パワートレイン（（Ｒ）５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール　２） 　ハイブリッド／ＥＶバッテリー正極コンタクターコマンド

　パワートレイン（（Ｒ）５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール　２） 　ハイブリッド／ＥＶバッテリー負極コンタクターコマンド

　パワートレイン（（Ｒ）５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール） 　ＩＣＥモードのみ

　パワートレイン（（Ｒ）５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール） 　オートスタート／オートストップ

　パワートレイン（（Ｒ）５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール） 　トランスミッションアキュムレーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｒ）５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール） 　メインモーター冷却ポンプリレー

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　総重量３９００ｋｇ以下　ＥＣＭ） 　ＥＧＲソレノイド

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　総重量３９００ｋｇ以下　ＥＣＭ） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　総重量３９００ｋｇ以下　ＥＣＭ） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　総重量３９００ｋｇ以下　ＥＣＭ） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　総重量３９００ｋｇ以下　ＥＣＭ） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　総重量３９００ｋｇ以下　ＥＣＭ） 　Ｏ２センサーヒーターコントロール

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　総重量３９００ｋｇ以下　ＥＣＭ） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　総重量３９００ｋｇ以下　ＥＣＭ） 　エアポンプリレー

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　総重量３９００ｋｇ以下　ＥＣＭ） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　総重量３９００ｋｇ以下　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　総重量３９００ｋｇ以下　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　総重量３９００ｋｇ以下　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　総重量３９００ｋｇ以下　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　総重量３９００ｋｇ以下　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー５）

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　総重量３９００ｋｇ以下　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー６）

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　総重量３９００ｋｇ以下　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー７）

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　総重量３９００ｋｇ以下　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー８）

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　総重量３９００ｋｇ以下　ＥＣＭ） 　ファンリレー１

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　総重量３９００ｋｇ以下　ＥＣＭ） 　ファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　総重量３９００ｋｇ以下　ＥＣＭ） 　ファンリレー２、３

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　総重量３９００ｋｇ以下　ＥＣＭ） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　総重量３９００ｋｇ以下　ＥＣＭ） 　ループ状態

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　総重量３９００ｋｇ以下　ＥＣＭ） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　総重量３９００ｋｇ以下　ＥＣＭ） 　燃料計

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　総重量３９００ｋｇ以下　ＴＣＭ） 　１－２ソレノイド

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　総重量３９００ｋｇ以下　ＴＣＭ） 　２－３ソレノイド

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　総重量３９００ｋｇ以下　ＴＣＭ） 　３－２ダウンシフトソレノイド

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　総重量３９００ｋｇ以下　ＴＣＭ） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　総重量３９００ｋｇ以下　ＴＣＭ） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　総重量３９００ｋｇ以下　ＴＣＭ） 　ＴＣＣ有効

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　総重量３９００ｋｇ以下　エアポンプＥＣＭなし） 　ＥＧＲソレノイド

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　総重量３９００ｋｇ以下　エアポンプＥＣＭなし） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　総重量３９００ｋｇ以下　エアポンプＥＣＭなし） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　総重量３９００ｋｇ以下　エアポンプＥＣＭなし） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　総重量３９００ｋｇ以下　エアポンプＥＣＭなし） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　総重量３９００ｋｇ以下　エアポンプＥＣＭなし） 　Ｏ２センサーヒーターコントロール

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　総重量３９００ｋｇ以下　エアポンプＥＣＭなし） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　総重量３９００ｋｇ以下　エアポンプＥＣＭなし） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　総重量３９００ｋｇ以下　エアポンプＥＣＭなし） 　パワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　総重量３９００ｋｇ以下　エアポンプＥＣＭなし） 　パワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　総重量３９００ｋｇ以下　エアポンプＥＣＭなし） 　パワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　総重量３９００ｋｇ以下　エアポンプＥＣＭなし） 　パワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　総重量３９００ｋｇ以下　エアポンプＥＣＭなし） 　パワーバランス（シリンダー５）

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　総重量３９００ｋｇ以下　エアポンプＥＣＭなし） 　パワーバランス（シリンダー６）

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　総重量３９００ｋｇ以下　エアポンプＥＣＭなし） 　パワーバランス（シリンダー７）

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　総重量３９００ｋｇ以下　エアポンプＥＣＭなし） 　パワーバランス（シリンダー８）

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　総重量３９００ｋｇ以下　エアポンプＥＣＭなし） 　ファンリレー１

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　総重量３９００ｋｇ以下　エアポンプＥＣＭなし） 　ファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　総重量３９００ｋｇ以下　エアポンプＥＣＭなし） 　ファンリレー２、３

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　総重量３９００ｋｇ以下　エアポンプＥＣＭなし） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　総重量３９００ｋｇ以下　エアポンプＥＣＭなし） 　ループ状態

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　総重量３９００ｋｇ以下　エアポンプＥＣＭなし） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　総重量３９００ｋｇ以下　エアポンプＥＣＭなし） 　燃料計

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　総重量３９００ｋｇ以下　エアポンプＥＣＭ付き） 　ＥＧＲソレノイド

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　総重量３９００ｋｇ以下　エアポンプＥＣＭ付き） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　総重量３９００ｋｇ以下　エアポンプＥＣＭ付き） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　総重量３９００ｋｇ以下　エアポンプＥＣＭ付き） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　総重量３９００ｋｇ以下　エアポンプＥＣＭ付き） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　総重量３９００ｋｇ以下　エアポンプＥＣＭ付き） 　Ｏ２センサーヒーターコントロール

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　総重量３９００ｋｇ以下　エアポンプＥＣＭ付き） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　総重量３９００ｋｇ以下　エアポンプＥＣＭ付き） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　総重量３９００ｋｇ以下　エアポンプＥＣＭ付き） 　パワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　総重量３９００ｋｇ以下　エアポンプＥＣＭ付き） 　パワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　総重量３９００ｋｇ以下　エアポンプＥＣＭ付き） 　パワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　総重量３９００ｋｇ以下　エアポンプＥＣＭ付き） 　パワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　総重量３９００ｋｇ以下　エアポンプＥＣＭ付き） 　パワーバランス（シリンダー５）

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　総重量３９００ｋｇ以下　エアポンプＥＣＭ付き） 　パワーバランス（シリンダー６）

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　総重量３９００ｋｇ以下　エアポンプＥＣＭ付き） 　パワーバランス（シリンダー７）
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システム 項目名

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　総重量３９００ｋｇ以下　エアポンプＥＣＭ付き） 　パワーバランス（シリンダー８）

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　総重量３９００ｋｇ以下　エアポンプＥＣＭ付き） 　ファンリレー１

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　総重量３９００ｋｇ以下　エアポンプＥＣＭ付き） 　ファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　総重量３９００ｋｇ以下　エアポンプＥＣＭ付き） 　ファンリレー２、３

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　総重量３９００ｋｇ以下　エアポンプＥＣＭ付き） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　総重量３９００ｋｇ以下　エアポンプＥＣＭ付き） 　ループ状態

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　総重量３９００ｋｇ以下　エアポンプＥＣＭ付き） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　総重量３９００ｋｇ以下　エアポンプＥＣＭ付き） 　燃料計

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　総重量３９００ｋｇ以上　ＥＣＭ） 　ＥＧＲソレノイド

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　総重量３９００ｋｇ以上　ＥＣＭ） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　総重量３９００ｋｇ以上　ＥＣＭ） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　総重量３９００ｋｇ以上　ＥＣＭ） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　総重量３９００ｋｇ以上　ＥＣＭ） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　総重量３９００ｋｇ以上　ＥＣＭ） 　Ｏ２センサーヒーターコントロール

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　総重量３９００ｋｇ以上　ＥＣＭ） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　総重量３９００ｋｇ以上　ＥＣＭ） 　エアポンプリレー

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　総重量３９００ｋｇ以上　ＥＣＭ） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　総重量３９００ｋｇ以上　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　総重量３９００ｋｇ以上　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　総重量３９００ｋｇ以上　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　総重量３９００ｋｇ以上　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　総重量３９００ｋｇ以上　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー５）

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　総重量３９００ｋｇ以上　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー６）

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　総重量３９００ｋｇ以上　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー７）

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　総重量３９００ｋｇ以上　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー８）

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　総重量３９００ｋｇ以上　ＥＣＭ） 　ファンリレー１

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　総重量３９００ｋｇ以上　ＥＣＭ） 　ファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　総重量３９００ｋｇ以上　ＥＣＭ） 　ファンリレー２、３

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　総重量３９００ｋｇ以上　ＥＣＭ） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　総重量３９００ｋｇ以上　ＥＣＭ） 　ループ状態

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　総重量３９００ｋｇ以上　ＥＣＭ） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　総重量３９００ｋｇ以上　ＥＣＭ） 　燃料計

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　総重量３９００ｋｇ以上　ＴＣＭ） 　１－２ソレノイド

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　総重量３９００ｋｇ以上　ＴＣＭ） 　２－３ソレノイド

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　総重量３９００ｋｇ以上　ＴＣＭ） 　３－２ダウンシフトソレノイド

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　総重量３９００ｋｇ以上　ＴＣＭ） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　総重量３９００ｋｇ以上　ＴＣＭ） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　総重量３９００ｋｇ以上　ＴＣＭ） 　ＴＣＣ有効

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　ＡＴＣコントロールモジュール） 　２ＷＤハイインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　ＡＴＣコントロールモジュール） 　２ＷＤモードスイッチ

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　ＡＴＣコントロールモジュール） 　４ＷＤハイインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　ＡＴＣコントロールモジュール） 　４ＷＤハイモードスイッチ

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　ＡＴＣコントロールモジュール） 　４ＷＤローインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　ＡＴＣコントロールモジュール） 　４ＷＤローモードスイッチ

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　ＡＴＣコントロールモジュール） 　ＡＴＣモーターＡコントロール

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　ＡＴＣコントロールモジュール） 　ＡＴＣモーターＢコントロール

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　ＡＴＣコントロールモジュール） 　ＡＴＷモードスイッチ

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　ＡＴＣコントロールモジュール） 　オート４ＷＤインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　ＡＴＣコントロールモジュール） 　サービス４ＷＤランプ

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　ＡＴＣコントロールモジュール） 　トランスファーケースロック

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　ＡＴＣコントロールモジュール） 　ニュートラルインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　ＡＴＣコントロールモジュール） 　ニュートラルモードスイッチ

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　ＡＴＣコントロールモジュール） 　フロントアクスル係合

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＧＲソレノイド

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーターコントロール

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　エンジンコントロールモジュール） 　エアポンプリレー

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー５）

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー６）

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー７）

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー８）

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　エンジンコントロールモジュール） 　ループ状態

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　エンジンコントロールモジュール） 　燃料計

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　カリフォルニア排出　ＥＣＭ） 　ＥＧＲソレノイド

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　カリフォルニア排出　ＥＣＭ） 　ＥＶＡＰパージ／密閉
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システム 項目名

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　カリフォルニア排出　ＥＣＭ） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　カリフォルニア排出　ＥＣＭ） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　カリフォルニア排出　ＥＣＭ） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　カリフォルニア排出　ＥＣＭ） 　Ｏ２センサーヒーターコントロール

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　カリフォルニア排出　ＥＣＭ） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　カリフォルニア排出　ＥＣＭ） 　エアポンプリレー

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　カリフォルニア排出　ＥＣＭ） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　カリフォルニア排出　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　カリフォルニア排出　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　カリフォルニア排出　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　カリフォルニア排出　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　カリフォルニア排出　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー５）

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　カリフォルニア排出　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー６）

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　カリフォルニア排出　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー７）

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　カリフォルニア排出　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー８）

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　カリフォルニア排出　ＥＣＭ） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　カリフォルニア排出　ＥＣＭ） 　ループ状態

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　カリフォルニア排出　ＥＣＭ） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　カリフォルニア排出　ＥＣＭ） 　燃料計

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　トランスミッションコントロールモジュール） 　１－２ソレノイド

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　トランスミッションコントロールモジュール） 　２－３ソレノイド

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　代替燃料ＬＰＧ専用　ＡＦＥＣＭ） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　代替燃料ＬＰＧ専用　ＡＦＥＣＭ） 　ウェイトトゥドライブランプ

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　代替燃料ＬＰＧ専用　ＡＦＥＣＭ） 　低圧ロックオフ

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　代替燃料ＬＰＧ専用　ＡＦＥＣＭ） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　代替燃料ＬＰＧ専用　ＰＣＭ） 　ＥＧＲソレノイド

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　代替燃料ＬＰＧ専用　ＰＣＭ） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　代替燃料ＬＰＧ専用　ＰＣＭ） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　代替燃料ＬＰＧ専用　ＰＣＭ） 　エアポンプリレー

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　代替燃料ＬＰＧ専用　ＰＣＭ） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　代替燃料ＬＰＧ専用　ＰＣＭ） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　代替燃料ＬＰＧ専用　ＰＣＭ） 　ループ状態

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　代替燃料ＬＰＧ専用　ＰＣＭ） 　燃料計

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　代替燃料ＬＰＧ専用　ＴＣＭ） 　１－２ソレノイド

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　代替燃料ＬＰＧ専用　ＴＣＭ） 　２－３ソレノイド

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　代替燃料ＬＰＧ専用　ＴＣＭ） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　代替燃料ＬＰＧ専用　ＴＣＭ） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　代替燃料バイフューエル　ＡＦＥＣＭ） 　ＡＦＯ信号有効

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　代替燃料バイフューエル　ＡＦＥＣＭ） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　代替燃料バイフューエル　ＡＦＥＣＭ） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　代替燃料バイフューエル　ＡＦＥＣＭ） 　強制燃料変更

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　代替燃料バイフューエル　ＡＦＥＣＭ） 　高圧ロックオフ

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　代替燃料バイフューエル　ＡＦＥＣＭ） 　低圧ロックオフ

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　代替燃料バイフューエル　ＡＦＥＣＭ） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　代替燃料バイフューエル　ＡＦＥＣＭ） 　燃料モードインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　代替燃料バイフューエル　ＡＦＥＣＭ） 　燃料計

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　代替燃料バイフューエル　ＡＦＥＣＭ） 　燃料計リレー

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　代替燃料バイフューエル　ＰＣＭ） 　ＥＧＲソレノイド

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　代替燃料バイフューエル　ＰＣＭ） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　代替燃料バイフューエル　ＰＣＭ） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　代替燃料バイフューエル　ＰＣＭ） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　代替燃料バイフューエル　ＰＣＭ） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　代替燃料バイフューエル　ＰＣＭ） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　代替燃料バイフューエル　ＰＣＭ） 　エアポンプリレー

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　代替燃料バイフューエル　ＰＣＭ） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　代替燃料バイフューエル　ＰＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　代替燃料バイフューエル　ＰＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　代替燃料バイフューエル　ＰＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　代替燃料バイフューエル　ＰＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　代替燃料バイフューエル　ＰＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー５）

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　代替燃料バイフューエル　ＰＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー６）

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　代替燃料バイフューエル　ＰＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー７）

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　代替燃料バイフューエル　ＰＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー８）

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　代替燃料バイフューエル　ＰＣＭ） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　代替燃料バイフューエル　ＰＣＭ） 　ループ状態

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　代替燃料バイフューエル　ＰＣＭ） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　代替燃料バイフューエル　ＰＣＭ） 　燃料計

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　代替燃料バイフューエル　ＴＣＭ） 　１－２ソレノイド

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　代替燃料バイフューエル　ＴＣＭ） 　２－３ソレノイド

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　代替燃料バイフューエル　ＴＣＭ） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　代替燃料バイフューエル　ＴＣＭ） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　連邦排出　ＥＣＭ） 　ＥＧＲソレノイド
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　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　連邦排出　ＥＣＭ） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　連邦排出　ＥＣＭ） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　連邦排出　ＥＣＭ） 　Ｏ２センサーヒーターコントロール

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　連邦排出　ＥＣＭ） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　連邦排出　ＥＣＭ） 　エアポンプリレー

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　連邦排出　ＥＣＭ） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　連邦排出　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　連邦排出　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　連邦排出　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　連邦排出　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　連邦排出　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー５）

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　連邦排出　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー６）

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　連邦排出　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー７）

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　連邦排出　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー８）

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　連邦排出　ＥＣＭ） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　連邦排出　ＥＣＭ） 　ループ状態

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　連邦排出　ＥＣＭ） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　連邦排出　ＥＣＭ） 　燃料計

　パワートレイン（（Ｓ）１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＧＲクーラーバイパスバルブ

　パワートレイン（（Ｓ）１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＧＲバルブ

　パワートレイン（（Ｓ）１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（Ｓ）１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（（Ｓ）１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（（Ｓ）１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（（Ｓ）１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー３

　パワートレイン（（Ｓ）１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　グロープラグ

　パワートレイン（（Ｓ）１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｓ）１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（（Ｓ）１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（（Ｓ）１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（（Ｓ）１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（（Ｓ）１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｓ）１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ターボチャージャーベーン位置

　パワートレイン（（Ｓ）１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｓ）１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気フローバルブ位置

　パワートレイン（（Ｓ）１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス

　パワートレイン（（Ｓ）１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＧＲクーラーバイパスバルブ

　パワートレイン（（Ｓ）１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＧＲバルブ

　パワートレイン（（Ｓ）１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（Ｓ）１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（（Ｓ）１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（（Ｓ）１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（（Ｓ）１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー３

　パワートレイン（（Ｓ）１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　グロープラグ

　パワートレイン（（Ｓ）１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｓ）１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（（Ｓ）１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（（Ｓ）１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（（Ｓ）１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（（Ｓ）１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｓ）１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ターボチャージャーベーン位置

　パワートレイン（（Ｓ）１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｓ）１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気フローバルブ位置

　パワートレイン（（Ｓ）１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー１）

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー２）

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー１）

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー２）

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　アイドル点火時期

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン油圧制御ソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　オートスタート／オートストップ

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン１

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン２

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン３

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン４

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン５

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　グリルエアシャッターポジション作動
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システム 項目名

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダー２

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダー５

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス５インジェクター

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス６インジェクター

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダー休止システム

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スターターピニオンソレノイドアクチュエーターリレー

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　トランスミッションアキュムレーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ヒーター冷却ポンプ

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　圧縮テスト

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターパーキングロックソレノイドバルブ（バンク１）

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターパーキングロックソレノイドバルブ（バンク２）

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　点火時期遅延

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス１インジェクター

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス２インジェクター

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス３インジェクター

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス４インジェクター

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス５インジェクター

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス６インジェクター

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料システム減圧

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料レール圧力

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　放電停止／充電開始

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー１）

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー２）

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー１）

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー２）

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　アイドル点火時期

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン油圧制御ソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　オートスタート／オートストップ

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン１

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン２

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン３

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン４

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン５

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　グリルエアシャッターポジション作動

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダー２

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダー５

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス５インジェクター

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス６インジェクター

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダー休止システム

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スターターピニオンソレノイドアクチュエーターリレー

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　トランスミッションアキュムレーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ヒーター冷却ポンプ

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　圧縮テスト

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターパーキングロックソレノイドバルブ（バンク１）

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターパーキングロックソレノイドバルブ（バンク２）

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　点火時期遅延

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス１インジェクター

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス２インジェクター
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　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス３インジェクター

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス４インジェクター

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス５インジェクター

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス６インジェクター

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料システム減圧

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料レール圧力

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　放電停止／充電開始

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー１）

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー２）

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー１）

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー２）

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル点火時期

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン油圧制御ソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール） 　オートスタート／オートストップ

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファン１

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファン２

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファン３

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファン４

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファン５

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール） 　グリルエアシャッターポジション作動

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダー２

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダー５

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス５インジェクター

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス６インジェクター

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダー休止システム

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール） 　スターターピニオンソレノイドアクチュエーターリレー

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール） 　スターターリレー

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール） 　トランスミッションアキュムレーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール） 　ヒーター冷却ポンプ

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール） 　圧縮テスト

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターパーキングロックソレノイドバルブ（バンク１）

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターパーキングロックソレノイドバルブ（バンク２）

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール） 　点火時期遅延

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス１インジェクター

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス２インジェクター

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス３インジェクター

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス４インジェクター

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス５インジェクター

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス６インジェクター

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料システム減圧

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料レール圧力

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料圧力レギュレーター

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール） 　放電停止／充電開始

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ１

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ１電流

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ２電流

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ３電流

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ４電流

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ５電流
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　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ６

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ６電流

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ７

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ７電流

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ８

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ９

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー２

　パワートレイン（（Ｓ）４．２Ｌ　Ｌ６　ＬＬ８　ＡＴＣ　コントロールモジュール　２　速作動） 　２ＷＤハイインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｓ）４．２Ｌ　Ｌ６　ＬＬ８　ＡＴＣ　コントロールモジュール　２　速作動） 　４ＷＤハイインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｓ）４．２Ｌ　Ｌ６　ＬＬ８　ＡＴＣ　コントロールモジュール　２　速作動） 　４ＷＤローインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｓ）４．２Ｌ　Ｌ６　ＬＬ８　ＡＴＣ　コントロールモジュール　２　速作動） 　ＡＴＣモーターＡコントロール

　パワートレイン（（Ｓ）４．２Ｌ　Ｌ６　ＬＬ８　ＡＴＣ　コントロールモジュール　２　速作動） 　ＡＴＣモーターＢコントロール

　パワートレイン（（Ｓ）４．２Ｌ　Ｌ６　ＬＬ８　ＡＴＣ　コントロールモジュール　２　速作動） 　オート４ＷＤインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｓ）４．２Ｌ　Ｌ６　ＬＬ８　ＡＴＣ　コントロールモジュール　２　速作動） 　トランスファーケースロック

　パワートレイン（（Ｓ）４．２Ｌ　Ｌ６　ＬＬ８　ＡＴＣ　コントロールモジュール　２　速作動） 　ニュートラルインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｓ）４．２Ｌ　Ｌ６　ＬＬ８　ＡＴＣ　コントロールモジュール　２　速作動） 　フロントアクスル係合

　パワートレイン（（Ｓ）４．２Ｌ　Ｌ６　ＬＬ８　ＡＴＣ　データディスプレー　１速） 　ＡＴＣモーターＢコントロール

　パワートレイン（（Ｓ）４．２Ｌ　Ｌ６　ＬＬ８　ＡＴＣ　データディスプレー　４ボタン選択可能） 　２ＷＤハイインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｓ）４．２Ｌ　Ｌ６　ＬＬ８　ＡＴＣ　データディスプレー　４ボタン選択可能） 　４ＷＤハイインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｓ）４．２Ｌ　Ｌ６　ＬＬ８　ＡＴＣ　データディスプレー　４ボタン選択可能） 　４ＷＤローインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｓ）４．２Ｌ　Ｌ６　ＬＬ８　ＡＴＣ　データディスプレー　４ボタン選択可能） 　ＡＴＣモーターＡコントロール

　パワートレイン（（Ｓ）４．２Ｌ　Ｌ６　ＬＬ８　ＡＴＣ　データディスプレー　４ボタン選択可能） 　ＡＴＣモーターＢコントロール

　パワートレイン（（Ｓ）４．２Ｌ　Ｌ６　ＬＬ８　ＡＴＣ　データディスプレー　４ボタン選択可能） 　オート４ＷＤインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｓ）４．２Ｌ　Ｌ６　ＬＬ８　ＡＴＣ　データディスプレー　４ボタン選択可能） 　トランスファーケースロック

　パワートレイン（（Ｓ）４．２Ｌ　Ｌ６　ＬＬ８　ＡＴＣ　データディスプレー　４ボタン選択可能） 　ニュートラルインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｓ）４．２Ｌ　Ｌ６　ＬＬ８　ＡＴＣ　データディスプレー　４ボタン選択可能） 　フロントアクスル係合

　パワートレイン（（Ｓ）４．２Ｌ　Ｌ６　ＬＬ８　ＡＴＣ　データディスプレー） 　２ＷＤハイインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｓ）４．２Ｌ　Ｌ６　ＬＬ８　ＡＴＣ　データディスプレー） 　４ＷＤハイインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｓ）４．２Ｌ　Ｌ６　ＬＬ８　ＡＴＣ　データディスプレー） 　４ＷＤローインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｓ）４．２Ｌ　Ｌ６　ＬＬ８　ＡＴＣ　データディスプレー） 　ＡＴＣモーターＡコントロール

　パワートレイン（（Ｓ）４．２Ｌ　Ｌ６　ＬＬ８　ＡＴＣ　データディスプレー） 　ＡＴＣモーターＢコントロール

　パワートレイン（（Ｓ）４．２Ｌ　Ｌ６　ＬＬ８　ＡＴＣ　データディスプレー） 　オート４ＷＤインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｓ）４．２Ｌ　Ｌ６　ＬＬ８　ＡＴＣ　データディスプレー） 　トランスファーケースロック

　パワートレイン（（Ｓ）４．２Ｌ　Ｌ６　ＬＬ８　ＡＴＣ　データディスプレー） 　ニュートラルインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｓ）４．２Ｌ　Ｌ６　ＬＬ８　ＡＴＣ　データディスプレー） 　フロントアクスル係合

　パワートレイン（（Ｓ）４．２Ｌ　Ｌ６　ＬＬ８　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｓ）４．２Ｌ　Ｌ６　ＬＬ８　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ｓ）４．２Ｌ　Ｌ６　ＬＬ８　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｓ）４．２Ｌ　Ｌ６　ＬＬ８　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｓ）４．２Ｌ　Ｌ６　ＬＬ８　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサー（バンク１センサー１）

　パワートレイン（（Ｓ）４．２Ｌ　Ｌ６　ＬＬ８　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサー（バンク１センサー２）

　パワートレイン（（Ｓ）４．２Ｌ　Ｌ６　ＬＬ８　エンジンコントロールモジュール） 　アイドルスパーク

　パワートレイン（（Ｓ）４．２Ｌ　Ｌ６　ＬＬ８　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｓ）４．２Ｌ　Ｌ６　ＬＬ８　エンジンコントロールモジュール） 　エアシステム

　パワートレイン（（Ｓ）４．２Ｌ　Ｌ６　ＬＬ８　エンジンコントロールモジュール） 　エアソレノイド

　パワートレイン（（Ｓ）４．２Ｌ　Ｌ６　ＬＬ８　エンジンコントロールモジュール） 　エアソレノイドリレー

　パワートレイン（（Ｓ）４．２Ｌ　Ｌ６　ＬＬ８　エンジンコントロールモジュール） 　エアポンプリレー

　パワートレイン（（Ｓ）４．２Ｌ　Ｌ６　ＬＬ８　エンジンコントロールモジュール） 　エレクトロビスカスファン

　パワートレイン（（Ｓ）４．２Ｌ　Ｌ６　ＬＬ８　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ｓ）４．２Ｌ　Ｌ６　ＬＬ８　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（Ｓ）４．２Ｌ　Ｌ６　ＬＬ８　エンジンコントロールモジュール） 　カムシャフトフェイザーソレノイド

　パワートレイン（（Ｓ）４．２Ｌ　Ｌ６　ＬＬ８　エンジンコントロールモジュール） 　カムシャフトポジションアクチュエーターシステム

　パワートレイン（（Ｓ）４．２Ｌ　Ｌ６　ＬＬ８　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファン

　パワートレイン（（Ｓ）４．２Ｌ　Ｌ６　ＬＬ８　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｓ）４．２Ｌ　Ｌ６　ＬＬ８　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス１

　パワートレイン（（Ｓ）４．２Ｌ　Ｌ６　ＬＬ８　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス２

　パワートレイン（（Ｓ）４．２Ｌ　Ｌ６　ＬＬ８　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス３

　パワートレイン（（Ｓ）４．２Ｌ　Ｌ６　ＬＬ８　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス４

　パワートレイン（（Ｓ）４．２Ｌ　Ｌ６　ＬＬ８　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス５

　パワートレイン（（Ｓ）４．２Ｌ　Ｌ６　ＬＬ８　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス６

　パワートレイン（（Ｓ）４．２Ｌ　Ｌ６　ＬＬ８　エンジンコントロールモジュール） 　スターターリレー

　パワートレイン（（Ｓ）４．２Ｌ　Ｌ６　ＬＬ８　エンジンコントロールモジュール） 　スパーク遅延

　パワートレイン（（Ｓ）４．２Ｌ　Ｌ６　ＬＬ８　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルアクチュエーターコントロール

　パワートレイン（（Ｓ）４．２Ｌ　Ｌ６　ＬＬ８　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルブレードコントロール

　パワートレイン（（Ｓ）４．２Ｌ　Ｌ６　ＬＬ８　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｓ）４．２Ｌ　Ｌ６　ＬＬ８　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｓ）４．２Ｌ　Ｌ６　ＬＬ８　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｓ）４．２Ｌ　Ｌ６　ＬＬ８　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｓ）４．２Ｌ　Ｌ６　ＬＬ８　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｓ）４．２Ｌ　Ｌ６　ＬＬ８　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー５）

　パワートレイン（（Ｓ）４．２Ｌ　Ｌ６　ＬＬ８　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー６）

　パワートレイン（（Ｓ）４．２Ｌ　Ｌ６　ＬＬ８　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｓ）４．２Ｌ　Ｌ６　ＬＬ８　エンジンコントロールモジュール） 　フロントＯ２センサーヒーター
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　パワートレイン（（Ｓ）４．２Ｌ　Ｌ６　ＬＬ８　エンジンコントロールモジュール） 　リアＯ２センサーヒーター

　パワートレイン（（Ｓ）４．２Ｌ　Ｌ６　ＬＬ８　エンジンコントロールモジュール） 　ループ状態

　パワートレイン（（Ｓ）４．２Ｌ　Ｌ６　ＬＬ８　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター１）

　パワートレイン（（Ｓ）４．２Ｌ　Ｌ６　ＬＬ８　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター２）

　パワートレイン（（Ｓ）４．２Ｌ　Ｌ６　ＬＬ８　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター３）

　パワートレイン（（Ｓ）４．２Ｌ　Ｌ６　ＬＬ８　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター４）

　パワートレイン（（Ｓ）４．２Ｌ　Ｌ６　ＬＬ８　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター５）

　パワートレイン（（Ｓ）４．２Ｌ　Ｌ６　ＬＬ８　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター６）

　パワートレイン（（Ｓ）４．２Ｌ　Ｌ６　ＬＬ８　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｓ）４．２Ｌ　Ｌ６　ＬＬ８　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｓ）４．２Ｌ　Ｌ６　ＬＬ８　エンジンコントロールモジュール） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｓ）４．２Ｌ　Ｌ６　ＬＬ８　エンジンコントロールモジュール） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイド

　パワートレイン（（Ｓ）４．２Ｌ　Ｌ６　ＬＬ８　トランスファーケースコントロールモジュール） 　２ＷＤハイインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｓ）４．２Ｌ　Ｌ６　ＬＬ８　トランスファーケースコントロールモジュール） 　４ＷＤハイインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｓ）４．２Ｌ　Ｌ６　ＬＬ８　トランスファーケースコントロールモジュール） 　４ＷＤローインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｓ）４．２Ｌ　Ｌ６　ＬＬ８　トランスファーケースコントロールモジュール） 　ＡＴＣモーターＡコントロール

　パワートレイン（（Ｓ）４．２Ｌ　Ｌ６　ＬＬ８　トランスファーケースコントロールモジュール） 　ＡＴＣモーターＢコントロール

　パワートレイン（（Ｓ）４．２Ｌ　Ｌ６　ＬＬ８　トランスファーケースコントロールモジュール） 　オート４ＷＤインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｓ）４．２Ｌ　Ｌ６　ＬＬ８　トランスファーケースコントロールモジュール） 　トランスファーケースロック

　パワートレイン（（Ｓ）４．２Ｌ　Ｌ６　ＬＬ８　トランスファーケースコントロールモジュール） 　ニュートラルインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｓ）４．２Ｌ　Ｌ６　ＬＬ８　トランスファーケースコントロールモジュール） 　フロントアクスル係合

　パワートレイン（（Ｓ）４．２Ｌ　Ｌ６　ＬＬ８　トランスミッションコントロールモジュール） 　１－２ソレノイド

　パワートレイン（（Ｓ）４．２Ｌ　Ｌ６　ＬＬ８　トランスミッションコントロールモジュール） 　２－３ソレノイド

　パワートレイン（（Ｓ）４．２Ｌ　Ｌ６　ＬＬ８　トランスミッションコントロールモジュール） 　３－２ダウンシフトソレノイド

　パワートレイン（（Ｓ）４．２Ｌ　Ｌ６　ＬＬ８　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド

　パワートレイン（（Ｓ）４．２Ｌ　Ｌ６　ＬＬ８　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（Ｓ）４．２Ｌ　Ｌ６　ＬＬ８　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣ有効

　パワートレイン（（Ｓ）４．２Ｌ　Ｌ６　ＬＬ８　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣ有効ソレノイド

　パワートレイン（（Ｓ）４．２Ｌ　Ｌ６　ＬＬ８　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応リセット

　パワートレイン（（Ｓ）４．２Ｌ　Ｌ６　ＬＬ８　フューエルポンプコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｓ）４．２Ｌ　Ｌ６　ＬＬ８　フューエルポンプコントロールモジュール） 　フューエルポンプトリムリセット

　パワートレイン（（Ｓ）４．２Ｌ　Ｌ６　ＬＬ８　フューエルポンプコントロールモジュール） 　燃料プレッシャーコントロール

　パワートレイン（（Ｓ）４．２Ｌ　Ｌ６　ＬＬ８　日本仕様エンジンコントロールモジュール） 　１－２ソレノイド

　パワートレイン（（Ｓ）４．２Ｌ　Ｌ６　ＬＬ８　日本仕様エンジンコントロールモジュール） 　２－３ソレノイド

　パワートレイン（（Ｓ）４．２Ｌ　Ｌ６　ＬＬ８　日本仕様エンジンコントロールモジュール） 　３－２ダウンシフトソレノイド

　パワートレイン（（Ｓ）４．２Ｌ　Ｌ６　ＬＬ８　日本仕様エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｓ）４．２Ｌ　Ｌ６　ＬＬ８　日本仕様エンジンコントロールモジュール） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（Ｓ）４．２Ｌ　Ｌ６　ＬＬ８　日本仕様エンジンコントロールモジュール） 　ＴＣＣ有効

　パワートレイン（（Ｓ）４．２Ｌ　Ｌ６　ＬＬ８　日本仕様エンジンコントロールモジュール） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｓ）４．２Ｌ　Ｌ６　ＬＬ８　日本仕様エンジンコントロールモジュール） 　エアソレノイドリレー

　パワートレイン（（Ｓ）４．２Ｌ　Ｌ６　ＬＬ８　日本仕様エンジンコントロールモジュール） 　エアポンプリレー

　パワートレイン（（Ｓ）４．２Ｌ　Ｌ６　ＬＬ８　日本仕様エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（Ｓ）４．２Ｌ　Ｌ６　ＬＬ８　日本仕様エンジンコントロールモジュール） 　カムシャフトポジションアクチュエーターシステム

　パワートレイン（（Ｓ）４．２Ｌ　Ｌ６　ＬＬ８　日本仕様エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファン

　パワートレイン（（Ｓ）４．２Ｌ　Ｌ６　ＬＬ８　日本仕様エンジンコントロールモジュール） 　スロットルアクチュエーターコントロール

　パワートレイン（（Ｓ）４．２Ｌ　Ｌ６　ＬＬ８　日本仕様エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｓ）４．２Ｌ　Ｌ６　ＬＬ８　日本仕様エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｓ）４．２Ｌ　Ｌ６　ＬＬ８　日本仕様エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｓ）４．２Ｌ　Ｌ６　ＬＬ８　日本仕様エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｓ）４．２Ｌ　Ｌ６　ＬＬ８　日本仕様エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー５）

　パワートレイン（（Ｓ）４．２Ｌ　Ｌ６　ＬＬ８　日本仕様エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー６）

　パワートレイン（（Ｓ）４．２Ｌ　Ｌ６　ＬＬ８　日本仕様エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｓ）４．２Ｌ　Ｌ６　ＬＬ８　日本仕様トランスファーケースコントロールモジュール） 　２ＷＤハイインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｓ）４．２Ｌ　Ｌ６　ＬＬ８　日本仕様トランスファーケースコントロールモジュール） 　４ＷＤハイインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｓ）４．２Ｌ　Ｌ６　ＬＬ８　日本仕様トランスファーケースコントロールモジュール） 　４ＷＤローインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｓ）４．２Ｌ　Ｌ６　ＬＬ８　日本仕様トランスファーケースコントロールモジュール） 　ＡＴＣモーターＡコントロール

　パワートレイン（（Ｓ）４．２Ｌ　Ｌ６　ＬＬ８　日本仕様トランスファーケースコントロールモジュール） 　ＡＴＣモーターＢコントロール

　パワートレイン（（Ｓ）４．２Ｌ　Ｌ６　ＬＬ８　日本仕様トランスファーケースコントロールモジュール） 　オート４ＷＤインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｓ）４．２Ｌ　Ｌ６　ＬＬ８　日本仕様トランスファーケースコントロールモジュール） 　トランスファーケースロック

　パワートレイン（（Ｓ）４．２Ｌ　Ｌ６　ＬＬ８　日本仕様トランスファーケースコントロールモジュール） 　ニュートラルインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｓ）４．２Ｌ　Ｌ６　ＬＬ８　日本仕様トランスファーケースコントロールモジュール） 　フロントアクスル係合

　パワートレイン（（Ｓ）４．６Ｌ　Ｖ８　Ｌ３７　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＧＲソレノイド

　パワートレイン（（Ｓ）４．６Ｌ　Ｖ８　Ｌ３７　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｓ）４．６Ｌ　Ｖ８　Ｌ３７　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ｓ）４．６Ｌ　Ｖ８　Ｌ３７　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｓ）４．６Ｌ　Ｖ８　Ｌ３７　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｓ）４．６Ｌ　Ｖ８　Ｌ３７　エンジンコントロールモジュール） 　ＲＶＳ無効履歴リセット

　パワートレイン（（Ｓ）４．６Ｌ　Ｖ８　Ｌ３７　エンジンコントロールモジュール） 　アイドルスパーク

　パワートレイン（（Ｓ）４．６Ｌ　Ｖ８　Ｌ３７　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｓ）４．６Ｌ　Ｖ８　Ｌ３７　エンジンコントロールモジュール） 　エアシステム

　パワートレイン（（Ｓ）４．６Ｌ　Ｖ８　Ｌ３７　エンジンコントロールモジュール） 　エアソレノイド

　パワートレイン（（Ｓ）４．６Ｌ　Ｖ８　Ｌ３７　エンジンコントロールモジュール） 　エアポンプリレー

　パワートレイン（（Ｓ）４．６Ｌ　Ｖ８　Ｌ３７　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ｓ）４．６Ｌ　Ｖ８　Ｌ３７　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数制御
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　パワートレイン（（Ｓ）４．６Ｌ　Ｖ８　Ｌ３７　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｓ）４．６Ｌ　Ｖ８　Ｌ３７　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス１

　パワートレイン（（Ｓ）４．６Ｌ　Ｖ８　Ｌ３７　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス２

　パワートレイン（（Ｓ）４．６Ｌ　Ｖ８　Ｌ３７　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス３

　パワートレイン（（Ｓ）４．６Ｌ　Ｖ８　Ｌ３７　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス４

　パワートレイン（（Ｓ）４．６Ｌ　Ｖ８　Ｌ３７　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス５

　パワートレイン（（Ｓ）４．６Ｌ　Ｖ８　Ｌ３７　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス６

　パワートレイン（（Ｓ）４．６Ｌ　Ｖ８　Ｌ３７　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス７

　パワートレイン（（Ｓ）４．６Ｌ　Ｖ８　Ｌ３７　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス８

　パワートレイン（（Ｓ）４．６Ｌ　Ｖ８　Ｌ３７　エンジンコントロールモジュール） 　スターターリレー

　パワートレイン（（Ｓ）４．６Ｌ　Ｖ８　Ｌ３７　エンジンコントロールモジュール） 　スパーク遅延

　パワートレイン（（Ｓ）４．６Ｌ　Ｖ８　Ｌ３７　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｓ）４．６Ｌ　Ｖ８　Ｌ３７　エンジンコントロールモジュール） 　バックインヒビット

　パワートレイン（（Ｓ）４．６Ｌ　Ｖ８　Ｌ３７　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー１

　パワートレイン（（Ｓ）４．６Ｌ　Ｖ８　Ｌ３７　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（Ｓ）４．６Ｌ　Ｖ８　Ｌ３７　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー２、３

　パワートレイン（（Ｓ）４．６Ｌ　Ｖ８　Ｌ３７　エンジンコントロールモジュール） 　ループ状態

　パワートレイン（（Ｓ）４．６Ｌ　Ｖ８　Ｌ３７　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター１）

　パワートレイン（（Ｓ）４．６Ｌ　Ｖ８　Ｌ３７　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター２）

　パワートレイン（（Ｓ）４．６Ｌ　Ｖ８　Ｌ３７　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター３）

　パワートレイン（（Ｓ）４．６Ｌ　Ｖ８　Ｌ３７　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター４）

　パワートレイン（（Ｓ）４．６Ｌ　Ｖ８　Ｌ３７　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター５）

　パワートレイン（（Ｓ）４．６Ｌ　Ｖ８　Ｌ３７　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター６）

　パワートレイン（（Ｓ）４．６Ｌ　Ｖ８　Ｌ３７　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター７）

　パワートレイン（（Ｓ）４．６Ｌ　Ｖ８　Ｌ３７　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター８）

　パワートレイン（（Ｓ）４．６Ｌ　Ｖ８　Ｌ３７　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｓ）４．６Ｌ　Ｖ８　Ｌ３７　エンジンコントロールモジュール） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（Ｓ）４．６Ｌ　Ｖ８　Ｌ３７　トランスミッションコントロールモジュール） 　１－２ソレノイド

　パワートレイン（（Ｓ）４．６Ｌ　Ｖ８　Ｌ３７　トランスミッションコントロールモジュール） 　２－３ソレノイド

　パワートレイン（（Ｓ）４．６Ｌ　Ｖ８　Ｌ３７　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド

　パワートレイン（（Ｓ）４．６Ｌ　Ｖ８　Ｌ３７　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（Ｓ）４．６Ｌ　Ｖ８　Ｌ３７　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッション

　パワートレイン（（Ｓ）５．７Ｌ　Ｖ８　ＬＳ６　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ｓ）５．７Ｌ　Ｖ８　ＬＳ６　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｓ）５．７Ｌ　Ｖ８　ＬＳ６　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｓ）５．７Ｌ　Ｖ８　ＬＳ６　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーターコントロール

　パワートレイン（（Ｓ）５．７Ｌ　Ｖ８　ＬＳ６　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンクラッチ

　パワートレイン（（Ｓ）５．７Ｌ　Ｖ８　ＬＳ６　エンジンコントロールモジュール） 　エアシステム

　パワートレイン（（Ｓ）５．７Ｌ　Ｖ８　ＬＳ６　エンジンコントロールモジュール） 　エアソレノイド

　パワートレイン（（Ｓ）５．７Ｌ　Ｖ８　ＬＳ６　エンジンコントロールモジュール） 　エアポンプリレー

　パワートレイン（（Ｓ）５．７Ｌ　Ｖ８　ＬＳ６　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（Ｓ）５．７Ｌ　Ｖ８　ＬＳ６　エンジンコントロールモジュール） 　シフトランプ

　パワートレイン（（Ｓ）５．７Ｌ　Ｖ８　ＬＳ６　エンジンコントロールモジュール） 　シャーシピッチ信号

　パワートレイン（（Ｓ）５．７Ｌ　Ｖ８　ＬＳ６　エンジンコントロールモジュール） 　スキップシフトソレノイド

　パワートレイン（（Ｓ）５．７Ｌ　Ｖ８　ＬＳ６　エンジンコントロールモジュール） 　バックインヒビット

　パワートレイン（（Ｓ）５．７Ｌ　Ｖ８　ＬＳ６　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｓ）５．７Ｌ　Ｖ８　ＬＳ６　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｓ）５．７Ｌ　Ｖ８　ＬＳ６　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｓ）５．７Ｌ　Ｖ８　ＬＳ６　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｓ）５．７Ｌ　Ｖ８　ＬＳ６　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー５）

　パワートレイン（（Ｓ）５．７Ｌ　Ｖ８　ＬＳ６　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー６）

　パワートレイン（（Ｓ）５．７Ｌ　Ｖ８　ＬＳ６　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー７）

　パワートレイン（（Ｓ）５．７Ｌ　Ｖ８　ＬＳ６　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー８）

　パワートレイン（（Ｓ）５．７Ｌ　Ｖ８　ＬＳ６　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー１

　パワートレイン（（Ｓ）５．７Ｌ　Ｖ８　ＬＳ６　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（Ｓ）５．７Ｌ　Ｖ８　ＬＳ６　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー２、３

　パワートレイン（（Ｓ）５．７Ｌ　Ｖ８　ＬＳ６　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｓ）５．７Ｌ　Ｖ８　ＬＳ６　エンジンコントロールモジュール） 　ループ状態

　パワートレイン（（Ｓ）５．７Ｌ　Ｖ８　ＬＳ６　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｓ）５．７Ｌ　Ｖ８　ＬＳ６　エンジンコントロールモジュール） 　燃料計

　パワートレイン（（Ｔ）１．２Ｌ　Ｌ４　ＬＹ４　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＧＲソレノイド

　パワートレイン（（Ｔ）１．２Ｌ　Ｌ４　ＬＹ４　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ｔ）１．２Ｌ　Ｌ４　ＬＹ４　エンジンコントロールモジュール） 　ＩＳＣアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｔ）１．２Ｌ　Ｌ４　ＬＹ４　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｔ）１．２Ｌ　Ｌ４　ＬＹ４　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｔ）１．２Ｌ　Ｌ４　ＬＹ４　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ｔ）１．２Ｌ　Ｌ４　ＬＹ４　エンジンコントロールモジュール） 　ファンＨｉｇｈ

　パワートレイン（（Ｔ）１．２Ｌ　Ｌ４　ＬＹ４　エンジンコントロールモジュール） 　ファンＬｏｗ

　パワートレイン（（Ｔ）１．２Ｌ　Ｌ４　ＬＹ４　エンジンコントロールモジュール） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（Ｔ）１．２Ｌ　Ｌ４　ＬＹ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　１－２ソレノイド

　パワートレイン（（Ｔ）１．２Ｌ　Ｌ４　ＬＹ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　２－３ソレノイド

　パワートレイン（（Ｔ）１．２Ｌ　Ｌ４　ＬＹ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ
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　パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　アイドル点火時期

　パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン油圧制御ソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン１

　パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン２

　パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン３

　パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン４

　パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン５

　パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　マスエアフローセンサー供給電圧

　パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　圧縮テスト

　パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　点火時期遅延

　パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料システム減圧

　パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料レール圧力

　パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　アイドル点火時期

　パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン油圧制御ソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン１

　パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン２

　パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン３

　パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン４

　パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン５

　パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　マスエアフローセンサー供給電圧

　パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　圧縮テスト

　パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　点火時期遅延

　パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料システム減圧

　パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料レール圧力

　パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料成分リセット
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システム 項目名

　パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル点火時期

　パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数

　パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン油圧制御ソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファン１

　パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファン２

　パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファン３

　パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファン４

　パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファン５

　パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール） 　スターターリレー

　パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール） 　ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール） 　ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール） 　マスエアフローセンサー供給電圧

　パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール） 　圧縮テスト

　パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール） 　点火時期遅延

　パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料システム減圧

　パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料レール圧力

　パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　コールドスタートシステム

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　コールドスタートフューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スロットルポジション
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システム 項目名

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　エンジン回転数

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　コールドスタートシステム

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　コールドスタートフューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　エンジン回転数

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　コールドスタートシステム

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　コールドスタートフューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　スターターリレー

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ
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　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　コールドスタートシステム

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　コールドスタートフューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＤ９　エンジンコントロールモジュール） 　１シリンダーパワーバランス

　パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＤ９　エンジンコントロールモジュール） 　２シリンダーパワーバランス

　パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＤ９　エンジンコントロールモジュール） 　３シリンダーパワーバランス

　パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＤ９　エンジンコントロールモジュール） 　４シリンダーパワーバランス

　パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＤ９　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＤ９　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイド（ＰＷＭ）

　パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＤ９　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＤ９　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＤ９　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＤ９　エンジンコントロールモジュール） 　クルーズ有効

　パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＤ９　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＤ９　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー

　パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＤ９　エンジンコントロールモジュール） 　ファン制御１

　パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＤ９　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＤ９　エンジンコントロールモジュール） 　回転数制御

　パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＤ９　スーパーチャージャー　エンジンコントロールモジュール） 　１シリンダーパワーバランス

　パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＤ９　スーパーチャージャー　エンジンコントロールモジュール） 　２シリンダーパワーバランス

　パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＤ９　スーパーチャージャー　エンジンコントロールモジュール） 　３シリンダーパワーバランス

　パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＤ９　スーパーチャージャー　エンジンコントロールモジュール） 　４シリンダーパワーバランス

　パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＤ９　スーパーチャージャー　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＤ９　スーパーチャージャー　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイド（ＰＷＭ）

　パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＤ９　スーパーチャージャー　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＤ９　スーパーチャージャー　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＤ９　スーパーチャージャー　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＤ９　スーパーチャージャー　エンジンコントロールモジュール） 　クルーズ有効

　パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＤ９　スーパーチャージャー　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＤ９　スーパーチャージャー　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー

　パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＤ９　スーパーチャージャー　エンジンコントロールモジュール） 　ファン制御１

　パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＤ９　スーパーチャージャー　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ
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　パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＤ９　スーパーチャージャー　エンジンコントロールモジュール） 　回転数制御

　パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＤ９　スーパーチャージャー　トランスミッションコントロールモジュール） 　１－２ソレノイド

　パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＤ９　スーパーチャージャー　トランスミッションコントロールモジュール） 　２－３ソレノイド

　パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＤ９　スーパーチャージャー　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド

　パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＤ９　スーパーチャージャー　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＤ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　１－２ソレノイド

　パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＤ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　２－３ソレノイド

　パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＤ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド

　パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＤ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　アイドル点火時期

　パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　セカンダリーエアインジェクションソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　セカンダリーエアインジェクションポンプリレー

　パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　圧縮テスト

　パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　点火時期遅延

　パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料システム減圧

　パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料圧力

　パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター

　パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　アイドル点火時期

　パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　セカンダリーエアインジェクションソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　セカンダリーエアインジェクションポンプリレー

　パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　圧縮テスト

　パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　点火時期遅延

　パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）
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　パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料システム減圧

　パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料圧力

　パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター

　パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　フューエルポンプコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　フューエルポンプコントロールモジュール） 　燃料圧力

　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　インテークマニホールドランナーコントロール

　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　シリンダーパワーバランス１

　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　シリンダーパワーバランス２

　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　シリンダーパワーバランス３

　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　シリンダーパワーバランス４

　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　シリンダーパワーバランス５

　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　シリンダーパワーバランス６

　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　スターターリレーコントロール

　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　スロットルブレードコントロール

　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　ファンリレー１

　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　ファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　ファンリレー２、３

　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　ループ状態

　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　吸気側ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーターソレノイド（バンク１）

　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　吸気側ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーターソレノイド（バンク２）

　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　燃料インジェクターバランス１

　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　燃料インジェクターバランス２

　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　燃料インジェクターバランス３

　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　燃料インジェクターバランス４

　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　燃料インジェクターバランス５

　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　燃料インジェクターバランス６

　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　排気側ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーターソレノイド（バンク２）

　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　排気側ＣＰＭ（カムシャフトポジション）アクチュエーターソレノイド（バンク１）

　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　インテークマニホールドランナーコントロール

　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　シリンダーパワーバランス１

　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　シリンダーパワーバランス２

　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　シリンダーパワーバランス３

　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　シリンダーパワーバランス４

　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　シリンダーパワーバランス５

　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　シリンダーパワーバランス６

　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　スターターリレーコントロール

　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　スロットルブレードコントロール

　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　ファンリレー１

　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　ファンリレー１、２、３
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　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　ファンリレー２、３

　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　ループ状態

　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　吸気側ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーターソレノイド（バンク１）

　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　吸気側ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーターソレノイド（バンク２）

　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　燃料インジェクターバランス１

　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　燃料インジェクターバランス２

　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　燃料インジェクターバランス３

　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　燃料インジェクターバランス４

　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　燃料インジェクターバランス５

　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　燃料インジェクターバランス６

　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　排気側ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーターソレノイド（バンク２）

　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　排気側ＣＰＭ（カムシャフトポジション）アクチュエーターソレノイド（バンク１）

　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ１　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ１　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ１　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ１　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ１　エンジンコントロールモジュール） 　ＲＶＳ無効履歴リセット

　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ１　エンジンコントロールモジュール） 　アイドルスパーク

　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ１　エンジンコントロールモジュール） 　インテークマニホールドランナーコントロール

　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ１　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ１　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ１　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ１　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス１

　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ１　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス２

　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ１　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス３

　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ１　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス４

　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ１　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス５

　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ１　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス６

　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ１　エンジンコントロールモジュール） 　スターターリレーコントロール

　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ１　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルブレードコントロール

　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ１　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ１　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ１　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ１　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ１　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ１　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー５）

　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ１　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー６）

　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ１　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー１

　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ１　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ１　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー２、３

　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ１　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ１　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ１　エンジンコントロールモジュール） 　ループ状態

　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ１　エンジンコントロールモジュール） 　吸気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク１）

　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ１　エンジンコントロールモジュール） 　吸気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク２）

　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ１　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーターソレノイド（バンク１）

　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ１　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーターソレノイド（バンク２）

　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ１　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイド（バンク１）

　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ１　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイド（バンク２）

　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ１　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクター１バランス

　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ１　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクター２バランス

　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ１　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクター３バランス

　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ１　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクター４バランス

　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ１　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクター５バランス

　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ１　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクター６バランス

　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ１　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ１　エンジンコントロールモジュール） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク１）

　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ１　エンジンコントロールモジュール） 　排気ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク２）

　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ１　エンジンコントロールモジュール） 　排気側ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーターソレノイド（バンク２）

　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ１　エンジンコントロールモジュール） 　排気側ＣＰＭ（カムシャフトポジション）アクチュエーターソレノイド（バンク１）

　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ１　エンジンコントロールモジュール） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイド（バンク１）

　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ１　エンジンコントロールモジュール） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイド（バンク２）

　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ１　エンジンコントロールモジュール） 　補助バキュームポンプ

　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　１－２ソレノイド

　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　２－３ソレノイド

　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　４－５ソレノイド

　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド

　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド２

　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド３

　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド４

　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド５

　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイド１
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　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイド２

　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッション

　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応リセット

　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー２

　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ２　トランスミッションコントロールモジュール） 　１－２ソレノイド

　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ２　トランスミッションコントロールモジュール） 　２－３ソレノイド

　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ２　トランスミッションコントロールモジュール） 　４－５ソレノイド

　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ２　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド

　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ２　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ２　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ２　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー２

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　総重量３９００ｋｇ以下　ＴＣＭ） 　１－２ソレノイド

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　総重量３９００ｋｇ以下　ＴＣＭ） 　２－３ソレノイド

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　総重量３９００ｋｇ以下　ＴＣＭ） 　３－２ダウンシフトソレノイド

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　総重量３９００ｋｇ以下　ＴＣＭ） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　総重量３９００ｋｇ以下　ＴＣＭ） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　総重量３９００ｋｇ以下　ＴＣＭ） 　ＴＣＣ有効

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　総重量３９００ｋｇ以上　ＴＣＭ） 　１－２ソレノイド

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　総重量３９００ｋｇ以上　ＴＣＭ） 　２－３ソレノイド

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　総重量３９００ｋｇ以上　ＴＣＭ） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　総重量３９００ｋｇ以上　ＴＣＭ） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　ＡＴＣ　コントロールモジュール　２　速作動） 　２ＷＤハイインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　ＡＴＣ　コントロールモジュール　２　速作動） 　４ＷＤハイインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　ＡＴＣ　コントロールモジュール　２　速作動） 　４ＷＤローインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　ＡＴＣ　コントロールモジュール　２　速作動） 　ＡＴＣモーターＡコントロール

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　ＡＴＣ　コントロールモジュール　２　速作動） 　ＡＴＣモーターＢコントロール

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　ＡＴＣ　コントロールモジュール　２　速作動） 　オート４ＷＤインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　ＡＴＣ　コントロールモジュール　２　速作動） 　トランスファーケースロック

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　ＡＴＣ　コントロールモジュール　２　速作動） 　ニュートラルインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　ＡＴＣ　コントロールモジュール　２　速作動） 　フロントアクスル係合

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　ＡＴＣ　コントロールモジュール　ボルグワーナー） 　４ＷＤローインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　ＡＴＣ　コントロールモジュール　ボルグワーナー） 　オート４ＷＤインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　ＡＴＣ　コントロールモジュール　ボルグワーナー） 　ニュートラルインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　ＡＴＣ　コントロールモジュール　ボルグワーナー） 　モーターＡドライバー（ハイ）

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　ＡＴＣ　コントロールモジュール　ボルグワーナー） 　モーターＡドライバー（ロー）

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　ＡＴＣ　コントロールモジュール　ボルグワーナー） 　モーターＢドライバー（ハイ）

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　ＡＴＣ　コントロールモジュール　ボルグワーナー） 　モーターＢドライバー（ロー）

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　ＡＴＣ　コントロールモジュール） 　２ＷＤハイインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　ＡＴＣ　コントロールモジュール） 　２ＷＤモードスイッチ

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　ＡＴＣ　コントロールモジュール） 　４ＷＤハイインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　ＡＴＣ　コントロールモジュール） 　４ＷＤハイモードスイッチ

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　ＡＴＣ　コントロールモジュール） 　４ＷＤローインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　ＡＴＣ　コントロールモジュール） 　４ＷＤローモードスイッチ

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　ＡＴＣ　コントロールモジュール） 　ＡＴＣモーターＡコントロール

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　ＡＴＣ　コントロールモジュール） 　ＡＴＣモーターＢコントロール

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　ＡＴＣ　コントロールモジュール） 　ＡＴＷモードスイッチ

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　ＡＴＣ　コントロールモジュール） 　オート４ＷＤインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　ＡＴＣ　コントロールモジュール） 　トランスファーケースロック

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　ＡＴＣ　コントロールモジュール） 　ニュートラルインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　ＡＴＣ　コントロールモジュール） 　ニュートラルモードスイッチ

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　ＡＴＣ　コントロールモジュール） 　フロントアクスル係合

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　ＥＣＭ　スロットルアクチュエーター制御なし） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　ＥＣＭ　スロットルアクチュエーター制御なし） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　ＥＣＭ　スロットルアクチュエーター制御なし） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　ＥＣＭ　スロットルアクチュエーター制御なし） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　ＥＣＭ　スロットルアクチュエーター制御なし） 　Ｏ２センサーヒーターコントロール

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　ＥＣＭ　スロットルアクチュエーター制御なし） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　ＥＣＭ　スロットルアクチュエーター制御なし） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　ＥＣＭ　スロットルアクチュエーター制御なし） 　パワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　ＥＣＭ　スロットルアクチュエーター制御なし） 　パワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　ＥＣＭ　スロットルアクチュエーター制御なし） 　パワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　ＥＣＭ　スロットルアクチュエーター制御なし） 　パワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　ＥＣＭ　スロットルアクチュエーター制御なし） 　パワーバランス（シリンダー５）

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　ＥＣＭ　スロットルアクチュエーター制御なし） 　パワーバランス（シリンダー６）

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　ＥＣＭ　スロットルアクチュエーター制御なし） 　パワーバランス（シリンダー７）

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　ＥＣＭ　スロットルアクチュエーター制御なし） 　パワーバランス（シリンダー８）

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　ＥＣＭ　スロットルアクチュエーター制御なし） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　ＥＣＭ　スロットルアクチュエーター制御なし） 　ループ状態

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　ＥＣＭ　スロットルアクチュエーター制御なし） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　ＥＣＭ　スロットルアクチュエーター制御なし） 　燃料計

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　ＥＣＭ　スロットルアクチュエーター制御付き） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　ＥＣＭ　スロットルアクチュエーター制御付き） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　ＥＣＭ　スロットルアクチュエーター制御付き） 　ＥＶＡＰベントソレノイド
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　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　ＥＣＭ　スロットルアクチュエーター制御付き） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　ＥＣＭ　スロットルアクチュエーター制御付き） 　Ｏ２センサーヒーターコントロール

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　ＥＣＭ　スロットルアクチュエーター制御付き） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　ＥＣＭ　スロットルアクチュエーター制御付き） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　ＥＣＭ　スロットルアクチュエーター制御付き） 　パワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　ＥＣＭ　スロットルアクチュエーター制御付き） 　パワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　ＥＣＭ　スロットルアクチュエーター制御付き） 　パワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　ＥＣＭ　スロットルアクチュエーター制御付き） 　パワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　ＥＣＭ　スロットルアクチュエーター制御付き） 　パワーバランス（シリンダー５）

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　ＥＣＭ　スロットルアクチュエーター制御付き） 　パワーバランス（シリンダー６）

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　ＥＣＭ　スロットルアクチュエーター制御付き） 　パワーバランス（シリンダー７）

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　ＥＣＭ　スロットルアクチュエーター制御付き） 　パワーバランス（シリンダー８）

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　ＥＣＭ　スロットルアクチュエーター制御付き） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　ＥＣＭ　スロットルアクチュエーター制御付き） 　ループ状態

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　ＥＣＭ　スロットルアクチュエーター制御付き） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　ＥＣＭ　スロットルアクチュエーター制御付き） 　燃料計

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　ＴＣＭ　スロットルアクチュエーター制御なし） 　１－２ソレノイド

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　ＴＣＭ　スロットルアクチュエーター制御なし） 　２－３ソレノイド

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　ＴＣＭ　スロットルアクチュエーター制御なし） 　３－２ダウンシフトソレノイド

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　ＴＣＭ　スロットルアクチュエーター制御なし） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　ＴＣＭ　スロットルアクチュエーター制御なし） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　ＴＣＭ　スロットルアクチュエーター制御なし） 　ＴＣＣ有効

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　ＴＣＭ　スロットルアクチュエーター制御付き） 　１－２ソレノイド

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　ＴＣＭ　スロットルアクチュエーター制御付き） 　２－３ソレノイド

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　ＴＣＭ　スロットルアクチュエーター制御付き） 　３－２ダウンシフトソレノイド

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　ＴＣＭ　スロットルアクチュエーター制御付き） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　ＴＣＭ　スロットルアクチュエーター制御付き） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　ＴＣＭ　スロットルアクチュエーター制御付き） 　ＴＣＣ有効

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＧＲソレノイド

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーターコントロール

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー５）

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー６）

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー７）

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー８）

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー１

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー２、３

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　エンジンコントロールモジュール） 　ループ状態

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　エンジンコントロールモジュール） 　燃料計

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　オートトランスファーケース　３ボタン選択可能） 　２ＷＤハイインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　オートトランスファーケース　３ボタン選択可能） 　４ＷＤハイインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　オートトランスファーケース　３ボタン選択可能） 　４ＷＤローインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　オートトランスファーケース　３ボタン選択可能） 　ＡＴＣモーターＡコントロール

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　オートトランスファーケース　３ボタン選択可能） 　ＡＴＣモーターＢコントロール

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　オートトランスファーケース　３ボタン選択可能） 　ニュートラルインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　オートトランスファーケース　３ボタン選択可能） 　フロントアクスル係合

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　オートトランスファーケース　４ボタン選択可能） 　２ＷＤハイインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　オートトランスファーケース　４ボタン選択可能） 　４ＷＤハイインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　オートトランスファーケース　４ボタン選択可能） 　４ＷＤローインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　オートトランスファーケース　４ボタン選択可能） 　ＡＴＣモーターＡコントロール

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　オートトランスファーケース　４ボタン選択可能） 　ＡＴＣモーターＢコントロール

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　オートトランスファーケース　４ボタン選択可能） 　オート４ＷＤインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　オートトランスファーケース　４ボタン選択可能） 　トランスファーケースロック

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　オートトランスファーケース　４ボタン選択可能） 　ニュートラルインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　オートトランスファーケース　４ボタン選択可能） 　フロントアクスル係合

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　オートトランスファーケース　トラクションコントロール付き） 　４ＷＤローインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　オートトランスファーケース　トラクションコントロール付き） 　オート４ＷＤインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　オートトランスファーケース　トラクションコントロール付き） 　ニュートラルインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　オートトランスファーケース　トラクションコントロール付き） 　モーターＡドライバー（ハイ）

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　オートトランスファーケース　トラクションコントロール付き） 　モーターＡドライバー（ロー）

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　オートトランスファーケース　トラクションコントロール付き） 　モーターＢドライバー（ハイ）

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　オートトランスファーケース　トラクションコントロール付き） 　モーターＢドライバー（ロー）



●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2022.10)
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　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　スロットルアクチュエーターコントロールなし　ＥＣＭ） 　ＥＧＲソレノイド

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　スロットルアクチュエーターコントロールなし　ＥＣＭ） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　スロットルアクチュエーターコントロールなし　ＥＣＭ） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　スロットルアクチュエーターコントロールなし　ＥＣＭ） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　スロットルアクチュエーターコントロールなし　ＥＣＭ） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　スロットルアクチュエーターコントロールなし　ＥＣＭ） 　Ｏ２センサーヒーターコントロール

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　スロットルアクチュエーターコントロールなし　ＥＣＭ） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　スロットルアクチュエーターコントロールなし　ＥＣＭ） 　エアポンプリレー

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　スロットルアクチュエーターコントロールなし　ＥＣＭ） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　スロットルアクチュエーターコントロールなし　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　スロットルアクチュエーターコントロールなし　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　スロットルアクチュエーターコントロールなし　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　スロットルアクチュエーターコントロールなし　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　スロットルアクチュエーターコントロールなし　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー５）

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　スロットルアクチュエーターコントロールなし　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー６）

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　スロットルアクチュエーターコントロールなし　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー７）

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　スロットルアクチュエーターコントロールなし　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー８）

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　スロットルアクチュエーターコントロールなし　ＥＣＭ） 　ファンリレー１

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　スロットルアクチュエーターコントロールなし　ＥＣＭ） 　ファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　スロットルアクチュエーターコントロールなし　ＥＣＭ） 　ファンリレー２、３

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　スロットルアクチュエーターコントロールなし　ＥＣＭ） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　スロットルアクチュエーターコントロールなし　ＥＣＭ） 　ループ状態

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　スロットルアクチュエーターコントロールなし　ＥＣＭ） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　スロットルアクチュエーターコントロールなし　ＥＣＭ） 　燃料計

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　スロットルアクチュエーターコントロールなし　ＴＣＭ） 　１－２ソレノイド

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　スロットルアクチュエーターコントロールなし　ＴＣＭ） 　２－３ソレノイド

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　スロットルアクチュエーターコントロールなし　ＴＣＭ） 　３－２ダウンシフトソレノイド

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　スロットルアクチュエーターコントロールなし　ＴＣＭ） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　スロットルアクチュエーターコントロールなし　ＴＣＭ） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　スロットルアクチュエーターコントロールなし　ＴＣＭ） 　ＴＣＣ有効

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　スロットルアクチュエーターコントロール付き　ＥＣＭ） 　ＥＧＲソレノイド

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　スロットルアクチュエーターコントロール付き　ＥＣＭ） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　スロットルアクチュエーターコントロール付き　ＥＣＭ） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　スロットルアクチュエーターコントロール付き　ＥＣＭ） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　スロットルアクチュエーターコントロール付き　ＥＣＭ） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　スロットルアクチュエーターコントロール付き　ＥＣＭ） 　Ｏ２センサーヒーターコントロール

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　スロットルアクチュエーターコントロール付き　ＥＣＭ） 　Ｏ２センサーヒーターコントロール　（装備車のみ）

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　スロットルアクチュエーターコントロール付き　ＥＣＭ） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　スロットルアクチュエーターコントロール付き　ＥＣＭ） 　エアシステム（装備車）

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　スロットルアクチュエーターコントロール付き　ＥＣＭ） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　スロットルアクチュエーターコントロール付き　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　スロットルアクチュエーターコントロール付き　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　スロットルアクチュエーターコントロール付き　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　スロットルアクチュエーターコントロール付き　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　スロットルアクチュエーターコントロール付き　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー５）

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　スロットルアクチュエーターコントロール付き　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー６）

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　スロットルアクチュエーターコントロール付き　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー７）

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　スロットルアクチュエーターコントロール付き　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー８）

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　スロットルアクチュエーターコントロール付き　ＥＣＭ） 　ファンリレー１

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　スロットルアクチュエーターコントロール付き　ＥＣＭ） 　ファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　スロットルアクチュエーターコントロール付き　ＥＣＭ） 　ファンリレー２、３

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　スロットルアクチュエーターコントロール付き　ＥＣＭ） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　スロットルアクチュエーターコントロール付き　ＥＣＭ） 　ループ状態

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　スロットルアクチュエーターコントロール付き　ＥＣＭ） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　スロットルアクチュエーターコントロール付き　ＥＣＭ） 　燃料計

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　スロットルアクチュエーターコントロール付き　ＴＣＭ） 　１－２ソレノイド

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　スロットルアクチュエーターコントロール付き　ＴＣＭ） 　２－３ソレノイド

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　スロットルアクチュエーターコントロール付き　ＴＣＭ） 　３－２ダウンシフトソレノイド

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　スロットルアクチュエーターコントロール付き　ＴＣＭ） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　スロットルアクチュエーターコントロール付き　ＴＣＭ） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　スロットルアクチュエーターコントロール付き　ＴＣＭ） 　ＴＣＣ有効

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　トラクションコントロールなしＥＣＭ） 　ＥＧＲソレノイド

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　トラクションコントロールなしＥＣＭ） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　トラクションコントロールなしＥＣＭ） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　トラクションコントロールなしＥＣＭ） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　トラクションコントロールなしＥＣＭ） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　トラクションコントロールなしＥＣＭ） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　トラクションコントロールなしＥＣＭ） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　トラクションコントロールなしＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　トラクションコントロールなしＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　トラクションコントロールなしＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　トラクションコントロールなしＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　トラクションコントロールなしＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー５）

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　トラクションコントロールなしＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー６）
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システム 項目名

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　トラクションコントロールなしＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー７）

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　トラクションコントロールなしＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー８）

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　トラクションコントロールなしＥＣＭ） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　トラクションコントロールなしＥＣＭ） 　ループ状態

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　トラクションコントロールなしＥＣＭ） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　トラクションコントロールなしＥＣＭ） 　燃料計

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　トラクションコントロールなしＴＣＭ） 　１－２ソレノイド

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　トラクションコントロールなしＴＣＭ） 　２－３ソレノイド

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　トラクションコントロールなしＴＣＭ） 　３－２ダウンシフトソレノイド

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　トラクションコントロールなしＴＣＭ） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　トラクションコントロールなしＴＣＭ） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　トラクションコントロールなしＴＣＭ） 　ＴＣＣ有効

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　トラクションコントロールなしＴＣＭ） 　シフトトランスミッション１

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　トラクションコントロールなしＴＣＭ） 　シフトトランスミッション２

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　トラクションコントロールなしＴＣＭ） 　シフトトランスミッション３

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　トラクションコントロールなしＴＣＭ） 　シフトトランスミッション４

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　トラクションコントロール付きＥＣＭ） 　ＥＧＲソレノイド

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　トラクションコントロール付きＥＣＭ） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　トラクションコントロール付きＥＣＭ） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　トラクションコントロール付きＥＣＭ） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　トラクションコントロール付きＥＣＭ） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　トラクションコントロール付きＥＣＭ） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　トラクションコントロール付きＥＣＭ） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　トラクションコントロール付きＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　トラクションコントロール付きＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　トラクションコントロール付きＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　トラクションコントロール付きＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　トラクションコントロール付きＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー５）

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　トラクションコントロール付きＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー６）

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　トラクションコントロール付きＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー７）

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　トラクションコントロール付きＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー８）

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　トラクションコントロール付きＥＣＭ） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　トラクションコントロール付きＥＣＭ） 　ループ状態

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　トラクションコントロール付きＥＣＭ） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　トラクションコントロール付きＥＣＭ） 　燃料計

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　トラクションコントロール付きＴＣＭ） 　１－２ソレノイド

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　トラクションコントロール付きＴＣＭ） 　２－３ソレノイド

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　トラクションコントロール付きＴＣＭ） 　３－２ダウンシフトソレノイド

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　トラクションコントロール付きＴＣＭ） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　トラクションコントロール付きＴＣＭ） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　トラクションコントロール付きＴＣＭ） 　ＴＣＣ有効

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　トラクションコントロール付きＴＣＭ） 　シフトトランスミッション１

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　トラクションコントロール付きＴＣＭ） 　シフトトランスミッション２

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　トラクションコントロール付きＴＣＭ） 　シフトトランスミッション３

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　トラクションコントロール付きＴＣＭ） 　シフトトランスミッション４

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　トランスミッションコントロールモジュール） 　１－２ソレノイド

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　トランスミッションコントロールモジュール） 　２－３ソレノイド

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　トランスミッションコントロールモジュール） 　３－２ダウンシフトソレノイド

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣ有効

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッション１

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッション２

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッション３

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッション４

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　代替燃料　パラレルハイブリッド　ＡＴＣ） 　２ＷＤハイインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　代替燃料　パラレルハイブリッド　ＡＴＣ） 　４ＷＤハイインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　代替燃料　パラレルハイブリッド　ＡＴＣ） 　４ＷＤローインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　代替燃料　パラレルハイブリッド　ＡＴＣ） 　ＡＴＣモーターＡコントロール

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　代替燃料　パラレルハイブリッド　ＡＴＣ） 　ＡＴＣモーターＢコントロール

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　代替燃料　パラレルハイブリッド　ＡＴＣ） 　オート４ＷＤインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　代替燃料　パラレルハイブリッド　ＡＴＣ） 　トランスファーケースロック

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　代替燃料　パラレルハイブリッド　ＡＴＣ） 　ニュートラルインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　代替燃料　パラレルハイブリッド　ＡＴＣ） 　フロントアクスル係合

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　代替燃料　パラレルハイブリッドオートトランスファーケース） 　２ＷＤハイインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　代替燃料　パラレルハイブリッドオートトランスファーケース） 　４ＷＤハイインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　代替燃料　パラレルハイブリッドオートトランスファーケース） 　４ＷＤローインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　代替燃料　パラレルハイブリッドオートトランスファーケース） 　ＡＴＣモーターＡコントロール

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　代替燃料　パラレルハイブリッドオートトランスファーケース） 　ＡＴＣモーターＢコントロール

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　代替燃料　パラレルハイブリッドオートトランスファーケース） 　オート４ＷＤインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　代替燃料　パラレルハイブリッドオートトランスファーケース） 　トランスファーケースロック

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　代替燃料　パラレルハイブリッドオートトランスファーケース） 　ニュートラルインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　代替燃料　パラレルハイブリッドオートトランスファーケース） 　フロントアクスル係合

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　代替燃料パラレルハイブリッド　ＢＥＣＭ） 　バッテリーパックカットオフスイッチ
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　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　代替燃料パラレルハイブリッド　ＢＥＣＭ） 　バッテリーパックファン回転数

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　代替燃料パラレルハイブリッド　ＢＥＣＭ） 　バッテリー合計時間リセット

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　代替燃料パラレルハイブリッド　ＥＣＭ） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　代替燃料パラレルハイブリッド　ＥＣＭ） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　代替燃料パラレルハイブリッド　ＥＣＭ） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　代替燃料パラレルハイブリッド　ＥＣＭ） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　代替燃料パラレルハイブリッド　ＥＣＭ） 　Ｏ２センサーヒーターコントロール

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　代替燃料パラレルハイブリッド　ＥＣＭ） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　代替燃料パラレルハイブリッド　ＥＣＭ） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　代替燃料パラレルハイブリッド　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　代替燃料パラレルハイブリッド　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　代替燃料パラレルハイブリッド　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　代替燃料パラレルハイブリッド　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　代替燃料パラレルハイブリッド　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー５）

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　代替燃料パラレルハイブリッド　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー６）

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　代替燃料パラレルハイブリッド　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー７）

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　代替燃料パラレルハイブリッド　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー８）

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　代替燃料パラレルハイブリッド　ＥＣＭ） 　ファンリレー１

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　代替燃料パラレルハイブリッド　ＥＣＭ） 　ファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　代替燃料パラレルハイブリッド　ＥＣＭ） 　ファンリレー２、３

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　代替燃料パラレルハイブリッド　ＥＣＭ） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　代替燃料パラレルハイブリッド　ＥＣＭ） 　ループ状態

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　代替燃料パラレルハイブリッド　ＥＣＭ） 　回転数制御

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　代替燃料パラレルハイブリッド　ＥＣＭ） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　代替燃料パラレルハイブリッド　ＥＣＭ） 　燃料計

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　代替燃料パラレルハイブリッド　ＨＰＣＭ） 　１４Ｖ－４２Ｖコマンド

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　代替燃料パラレルハイブリッド　ＨＰＣＭ） 　４２Ｖ－１４Ｖコマンド

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　代替燃料パラレルハイブリッド　ＨＰＣＭ） 　ＡＰＯスイッチインジケーター

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　代替燃料パラレルハイブリッド　ＨＰＣＭ） 　オート開始コマンド

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　代替燃料パラレルハイブリッド　ＨＰＣＭ） 　オート停止コマンド

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　代替燃料パラレルハイブリッド　ＨＰＣＭ） 　オート停止無効

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　代替燃料パラレルハイブリッド　ＨＰＣＭ） 　電源維持リレー

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　代替燃料パラレルハイブリッド　ＨＰＣＭ） 　補助トランスミッションポンプリレー

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　代替燃料パラレルハイブリッド　ＨＰＣＭ） 　補助冷却ポンプリレー

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　代替燃料パラレルハイブリッド　ＳＧＣＭ） 　ＳＧＣＭキークランクスピード

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　代替燃料パラレルハイブリッド　ＳＧＣＭ） 　ＳＧＣＭサービスチャージ

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　代替燃料パラレルハイブリッド　ＳＧＣＭ） 　ＳＧＣＭファン回転数

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　代替燃料パラレルハイブリッド　ＳＧＣＭ） 　ＳＧＣＭポンプスピード

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　代替燃料パラレルハイブリッド　ＴＣＭ） 　１－２ソレノイド

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　代替燃料パラレルハイブリッド　ＴＣＭ） 　２－３ソレノイド

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　代替燃料パラレルハイブリッド　ＴＣＭ） 　３－２ダウンシフトソレノイド

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　代替燃料パラレルハイブリッド　ＴＣＭ） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　代替燃料パラレルハイブリッド　ＴＣＭ） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　代替燃料パラレルハイブリッド　ＴＣＭ） 　ＴＣＣ有効

　パワートレイン（（Ｔ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳ９　エキゾーストフローコントロールモジュール） 　排気バルブ

　パワートレイン（（Ｔ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳ９　エンジンコントロールモジュール） 　ＣＡＣ冷却ポンプ

　パワートレイン（（Ｔ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳ９　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｔ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳ９　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ｔ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳ９　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｔ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳ９　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｔ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳ９　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１センサー１）

　パワートレイン（（Ｔ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳ９　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１センサー２）

　パワートレイン（（Ｔ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳ９　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２センサー１）

　パワートレイン（（Ｔ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳ９　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２センサー２）

　パワートレイン（（Ｔ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳ９　エンジンコントロールモジュール） 　ＳＣＢソレノイド

　パワートレイン（（Ｔ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳ９　エンジンコントロールモジュール） 　アイドルスパーク

　パワートレイン（（Ｔ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳ９　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｔ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳ９　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ｔ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳ９　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（Ｔ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳ９　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファン

　パワートレイン（（Ｔ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳ９　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｔ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳ９　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス１

　パワートレイン（（Ｔ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳ９　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス２

　パワートレイン（（Ｔ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳ９　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス３

　パワートレイン（（Ｔ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳ９　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス４

　パワートレイン（（Ｔ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳ９　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス５

　パワートレイン（（Ｔ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳ９　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス６

　パワートレイン（（Ｔ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳ９　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス７

　パワートレイン（（Ｔ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳ９　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス８

　パワートレイン（（Ｔ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳ９　エンジンコントロールモジュール） 　スキップシフトソレノイド

　パワートレイン（（Ｔ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳ９　エンジンコントロールモジュール） 　スパーク遅延

　パワートレイン（（Ｔ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳ９　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｔ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳ９　エンジンコントロールモジュール） 　バックインヒビット

　パワートレイン（（Ｔ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳ９　エンジンコントロールモジュール） 　ループ状態
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　パワートレイン（（Ｔ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳ９　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター１）

　パワートレイン（（Ｔ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳ９　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター２）

　パワートレイン（（Ｔ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳ９　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター３）

　パワートレイン（（Ｔ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳ９　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター４）

　パワートレイン（（Ｔ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳ９　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター５）

　パワートレイン（（Ｔ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳ９　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター６）

　パワートレイン（（Ｔ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳ９　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター７）

　パワートレイン（（Ｔ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳ９　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター８）

　パワートレイン（（Ｔ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳ９　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｔ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳ９　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｔ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳ９　エンジンコントロールモジュール） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（Ｔ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳ９　フューエルポンプコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｔ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳ９　フューエルポンプコントロールモジュール） 　フューエルポンプトリムリセット

　パワートレイン（（Ｔ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳ９　フューエルポンプコントロールモジュール） 　燃料プレッシャーコントロール

　パワートレイン（（Ｕ）１．０Ｌ　ＬＫＬ　（ＶＩＮ（車台番号）５文字目　Ｌ）エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）　Ｃｏｌｄ　Ｓｔａｒｔ　Ｆｕｅｌ　Ｉｎｊｅｃｔｏｒ

　パワートレイン（（Ｕ）１．０Ｌ　ＬＫＬ　（ＶＩＮ（車台番号）５文字目　Ｌ）エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｕ）１．０Ｌ　ＬＫＬ　（ＶＩＮ（車台番号）５文字目　Ｌ）エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（（Ｕ）１．０Ｌ　ＬＫＬ　（ＶＩＮ（車台番号）５文字目　Ｌ）エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（Ｕ）１．０Ｌ　ＬＫＬ　（ＶＩＮ（車台番号）５文字目　Ｌ）エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ｕ）１．０Ｌ　ＬＫＬ　（ＶＩＮ（車台番号）５文字目　Ｌ）エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）　エンジン回転数

　パワートレイン（（Ｕ）１．０Ｌ　ＬＫＬ　（ＶＩＮ（車台番号）５文字目　Ｌ）エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）　クーリングファン

　パワートレイン（（Ｕ）１．０Ｌ　ＬＫＬ　（ＶＩＮ（車台番号）５文字目　Ｌ）エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）　コールドスタートシステム

　パワートレイン（（Ｕ）１．０Ｌ　ＬＫＬ　（ＶＩＮ（車台番号）５文字目　Ｌ）エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）　コールドスタートフューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｕ）１．０Ｌ　ＬＫＬ　（ＶＩＮ（車台番号）５文字目　Ｌ）エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｕ）１．０Ｌ　ＬＫＬ　（ＶＩＮ（車台番号）５文字目　Ｌ）エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｕ）１．０Ｌ　ＬＫＬ　（ＶＩＮ（車台番号）５文字目　Ｌ）エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｕ）１．０Ｌ　ＬＫＬ　（ＶＩＮ（車台番号）５文字目　Ｌ）エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｕ）１．０Ｌ　ＬＫＬ　（ＶＩＮ（車台番号）５文字目　Ｌ）エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｕ）１．０Ｌ　ＬＫＬ　（ＶＩＮ（車台番号）５文字目　Ｌ）エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）　スターターリレー

　パワートレイン（（Ｕ）１．０Ｌ　ＬＫＬ　（ＶＩＮ（車台番号）５文字目　Ｌ）エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｕ）１．０Ｌ　ＬＫＬ　（ＶＩＮ（車台番号）５文字目　Ｌ）エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｕ）１．０Ｌ　ＬＫＬ　（ＶＩＮ（車台番号）５文字目　Ｌ）エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｕ）１．０Ｌ　ＬＫＬ　（ＶＩＮ（車台番号）５文字目　Ｌ）エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｕ）１．０Ｌ　ＬＫＬ　（ＶＩＮ（車台番号）５文字目　Ｌ）エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｕ）１．０Ｌ　ＬＫＬ　（ＶＩＮ（車台番号）５文字目　Ｌ）エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｕ）１．０Ｌ　ＬＫＬ　（ＶＩＮ（車台番号）５文字目　Ｌ）エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（Ｕ）１．０Ｌ　ＬＫＬ　（ＶＩＮ（車台番号）５文字目　Ｌ）エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（（Ｕ）１．０Ｌ　ＬＫＬ　（ＶＩＮ（車台番号）５文字目　Ｌ）エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）　Ｃｏｌｄ　Ｓｔａｒｔ　Ｆｕｅｌ　Ｉｎｊｅｃｔｏｒ

　パワートレイン（（Ｕ）１．０Ｌ　ＬＫＬ　（ＶＩＮ（車台番号）５文字目　Ｌ）エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｕ）１．０Ｌ　ＬＫＬ　（ＶＩＮ（車台番号）５文字目　Ｌ）エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（（Ｕ）１．０Ｌ　ＬＫＬ　（ＶＩＮ（車台番号）５文字目　Ｌ）エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（Ｕ）１．０Ｌ　ＬＫＬ　（ＶＩＮ（車台番号）５文字目　Ｌ）エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ｕ）１．０Ｌ　ＬＫＬ　（ＶＩＮ（車台番号）５文字目　Ｌ）エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）　エンジン回転数

　パワートレイン（（Ｕ）１．０Ｌ　ＬＫＬ　（ＶＩＮ（車台番号）５文字目　Ｌ）エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）　クーリングファン

　パワートレイン（（Ｕ）１．０Ｌ　ＬＫＬ　（ＶＩＮ（車台番号）５文字目　Ｌ）エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）　コールドスタートシステム

　パワートレイン（（Ｕ）１．０Ｌ　ＬＫＬ　（ＶＩＮ（車台番号）５文字目　Ｌ）エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）　コールドスタートフューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｕ）１．０Ｌ　ＬＫＬ　（ＶＩＮ（車台番号）５文字目　Ｌ）エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｕ）１．０Ｌ　ＬＫＬ　（ＶＩＮ（車台番号）５文字目　Ｌ）エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｕ）１．０Ｌ　ＬＫＬ　（ＶＩＮ（車台番号）５文字目　Ｌ）エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｕ）１．０Ｌ　ＬＫＬ　（ＶＩＮ（車台番号）５文字目　Ｌ）エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｕ）１．０Ｌ　ＬＫＬ　（ＶＩＮ（車台番号）５文字目　Ｌ）エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｕ）１．０Ｌ　ＬＫＬ　（ＶＩＮ（車台番号）５文字目　Ｌ）エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）　スターターリレー

　パワートレイン（（Ｕ）１．０Ｌ　ＬＫＬ　（ＶＩＮ（車台番号）５文字目　Ｌ）エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｕ）１．０Ｌ　ＬＫＬ　（ＶＩＮ（車台番号）５文字目　Ｌ）エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｕ）１．０Ｌ　ＬＫＬ　（ＶＩＮ（車台番号）５文字目　Ｌ）エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｕ）１．０Ｌ　ＬＫＬ　（ＶＩＮ（車台番号）５文字目　Ｌ）エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｕ）１．０Ｌ　ＬＫＬ　（ＶＩＮ（車台番号）５文字目　Ｌ）エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｕ）１．０Ｌ　ＬＫＬ　（ＶＩＮ（車台番号）５文字目　Ｌ）エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｕ）１．０Ｌ　ＬＫＬ　（ＶＩＮ（車台番号）５文字目　Ｌ）エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（Ｕ）１．０Ｌ　ＬＫＬ　（ＶＩＮ（車台番号）５文字目　Ｌ）エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（（Ｕ）１．６Ｌ　Ｌ４　Ｌ９１　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＧＲソレノイド

　パワートレイン（（Ｕ）１．６Ｌ　Ｌ４　Ｌ９１　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＧＲソレノイド（ＰＷＭ）

　パワートレイン（（Ｕ）１．６Ｌ　Ｌ４　Ｌ９１　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ｕ）１．６Ｌ　Ｌ４　Ｌ９１　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイド（ＰＷＭ）

　パワートレイン（（Ｕ）１．６Ｌ　Ｌ４　Ｌ９１　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｕ）１．６Ｌ　Ｌ４　Ｌ９１　エンジンコントロールモジュール） 　ＩＡＣモーター位置

　パワートレイン（（Ｕ）１．６Ｌ　Ｌ４　Ｌ９１　エンジンコントロールモジュール） 　ＩＳＣアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｕ）１．６Ｌ　Ｌ４　Ｌ９１　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｕ）１．６Ｌ　Ｌ４　Ｌ９１　エンジンコントロールモジュール） 　インテークマニホールドチューニングバルブ

　パワートレイン（（Ｕ）１．６Ｌ　Ｌ４　Ｌ９１　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｕ）１．６Ｌ　Ｌ４　Ｌ９１　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ｕ）１．６Ｌ　Ｌ４　Ｌ９１　エンジンコントロールモジュール） 　ファンＨｉｇｈ

　パワートレイン（（Ｕ）１．６Ｌ　Ｌ４　Ｌ９１　エンジンコントロールモジュール） 　ファンＬｏｗ

　パワートレイン（（Ｕ）１．６Ｌ　Ｌ４　Ｌ９１　エンジンコントロールモジュール） 　ファン高速



●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2022.10)
システム 項目名

　パワートレイン（（Ｕ）１．６Ｌ　Ｌ４　Ｌ９１　エンジンコントロールモジュール） 　ファン低速

　パワートレイン（（Ｕ）１．６Ｌ　Ｌ４　Ｌ９１　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｕ）１．６Ｌ　Ｌ４　Ｌ９１　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターテスト１

　パワートレイン（（Ｕ）１．６Ｌ　Ｌ４　Ｌ９１　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターテスト２

　パワートレイン（（Ｕ）１．６Ｌ　Ｌ４　Ｌ９１　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターテスト３

　パワートレイン（（Ｕ）１．６Ｌ　Ｌ４　Ｌ９１　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターテスト４

　パワートレイン（（Ｕ）１．６Ｌ　Ｌ４　Ｌ９１　エンジンコントロールモジュール） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（Ｕ）１．８Ｌ　ＬＫＮ　エンジンコントロールモジュール） 　１４Ｖ電源モジュール設定値

　パワートレイン（（Ｕ）１．８Ｌ　ＬＫＮ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰテスト

　パワートレイン（（Ｕ）１．８Ｌ　ＬＫＮ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｕ）１．８Ｌ　ＬＫＮ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｕ）１．８Ｌ　ＬＫＮ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰ漏れ検出ポンプ

　パワートレイン（（Ｕ）１．８Ｌ　ＬＫＮ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰ漏れ検出ポンプスイッチングバルブ

　パワートレイン（（Ｕ）１．８Ｌ　ＬＫＮ　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＡＦセンサー電源電圧ローサイドドライバー

　パワートレイン（（Ｕ）１．８Ｌ　ＬＫＮ　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｕ）１．８Ｌ　ＬＫＮ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（（Ｕ）１．８Ｌ　ＬＫＮ　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル点火時期

　パワートレイン（（Ｕ）１．８Ｌ　ＬＫＮ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ｕ）１．８Ｌ　ＬＫＮ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数

　パワートレイン（（Ｕ）１．８Ｌ　ＬＫＮ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン油圧制御ソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｕ）１．８Ｌ　ＬＫＮ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（（Ｕ）１．８Ｌ　ＬＫＮ　エンジンコントロールモジュール） 　グリルエアシャッターシステム作動

　パワートレイン（（Ｕ）１．８Ｌ　ＬＫＮ　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｕ）１．８Ｌ　ＬＫＮ　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（（Ｕ）１．８Ｌ　ＬＫＮ　エンジンコントロールモジュール） 　圧縮テスト

　パワートレイン（（Ｕ）１．８Ｌ　ＬＫＮ　エンジンコントロールモジュール） 　点火時期遅延

　パワートレイン（（Ｕ）１．８Ｌ　ＬＫＮ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料システム減圧

　パワートレイン（（Ｕ）１．８Ｌ　ＬＫＮ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料タンク圧力センサーテスト

　パワートレイン（（Ｕ）１．８Ｌ　ＬＫＮ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｕ）１．８Ｌ　ＬＫＮ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料レール圧力

　パワートレイン（（Ｕ）１．８Ｌ　ＬＫＮ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料圧力レギュレーター

　パワートレイン（（Ｕ）１．８Ｌ　ＬＫＮ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（（Ｕ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＭＮ　エンジンコントロールモジュール） 　ＤＰＦインジケーター

　パワートレイン（（Ｕ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＭＮ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＧＲソレノイド

　パワートレイン（（Ｕ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＭＮ　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｕ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＭＮ　エンジンコントロールモジュール） 　ＴＣベーンポジションコントロールソレノイド

　パワートレイン（（Ｕ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＭＮ　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル回転数制御

　パワートレイン（（Ｕ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＭＮ　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｕ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＭＮ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン高温ランプ

　パワートレイン（（Ｕ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＭＮ　エンジンコントロールモジュール） 　オルタネーターランプ

　パワートレイン（（Ｕ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＭＮ　エンジンコントロールモジュール） 　クルーズランプ

　パワートレイン（（Ｕ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＭＮ　エンジンコントロールモジュール） 　グロープラグ

　パワートレイン（（Ｕ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＭＮ　エンジンコントロールモジュール） 　グロープラグランプ

　パワートレイン（（Ｕ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＭＮ　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬターミナル

　パワートレイン（（Ｕ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＭＮ　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルブレードコントロール

　パワートレイン（（Ｕ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＭＮ　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー１

　パワートレイン（（Ｕ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＭＮ　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（Ｕ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＭＮ　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー２、３

　パワートレイン（（Ｕ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＭＮ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料ヒーター

　パワートレイン（（Ｕ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＭＮ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（Ｕ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＭＮ　エンジンコントロールモジュール） 　補助ヒーターリレー１

　パワートレイン（（Ｕ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＭＮ　エンジンコントロールモジュール） 　補助ヒーターリレー２、３

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール） 　ＲＶＳ無効履歴リセット

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール） 　アイドルスパーク

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール） 　エアシステム

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール） 　エアソレノイド

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール） 　エアポンプリレー

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス１

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス２

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス３

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス４

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール） 　スターターリレー

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール） 　スパーク遅延

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー１



●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2022.10)
システム 項目名

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー２、３

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール） 　ループ状態

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーターソレノイド（バンク１）

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス１

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス２

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス３

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス４

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール） 　排気側ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーターソレノイド（バンク１）

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　１－２ソレノイド

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　２－３ソレノイド

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド２

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド３

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド４

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド５

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　トランスミッションコントロールモジュール）
　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｓｏｌ．　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｔｅｓｔ　Ｌｉｎｅ　Ｐｒｅｓｓｕ
ｒｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　トランスミッションコントロールモジュール）
　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｓｏｌ．　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｔｅｓｔ　ＰＣ　Ｓｏｌｅｎｏｉｄ
２

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　トランスミッションコントロールモジュール）
　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｓｏｌ．　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｔｅｓｔ　ＰＣ　Ｓｏｌｅｎｏｉｄ
３

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　トランスミッションコントロールモジュール）
　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｓｏｌ．　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｔｅｓｔ　ＰＣ　Ｓｏｌｅｎｏｉｄ
４

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　トランスミッションコントロールモジュール）
　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｓｏｌ．　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｔｅｓｔ　ＰＣ　Ｓｏｌｅｎｏｉｄ
５

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　トランスミッションコントロールモジュール）
　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｓｏｌ．　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｔｅｓｔ　Ｓｈｉｆｔ　Ｓｏｌｅｎ
ｏｉｄ　１

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　トランスミッションコントロールモジュール）
　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｓｏｌ．　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｔｅｓｔ　ＴＣＣ　Ｃｏｎｔｒｏｌ
Ｓｏｌｅｎｏｉｄ

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイド１

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッション

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　アイドル点火時期

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　圧縮テスト

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　点火時期遅延

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　アイドル点火時期

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン回転数
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　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　圧縮テスト

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　点火時期遅延

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　ＬＥ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　ＬＥ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　ＬＥ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　ＬＥ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　ＬＥ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　ＬＥ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　ＬＥ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　ＬＥ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　ＬＥ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　ＬＥ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　ＬＥ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　ＬＥ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　ＬＥ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　ＬＥ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　ＬＥ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　ＬＥ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　ＬＥ９　フューエルポンプコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　ＬＥ９　フューエルポンプコントロールモジュール） 　燃料圧力

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　　ＧＶＷ以下　スロットル付きＴＣＭ） 　１－２ソレノイド

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　　ＧＶＷ以下　スロットル付きＴＣＭ） 　２－３ソレノイド

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　　ＧＶＷ以下　スロットル付きＴＣＭ） 　３－２ダウンシフトソレノイド

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　　ＧＶＷ以下　スロットル付きＴＣＭ） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　　ＧＶＷ以下　スロットル付きＴＣＭ） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　　ＧＶＷ以下　スロットル付きＴＣＭ） 　ＴＣＣ有効

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　総重量３９００ｋｇ以下　ＴＣＭ） 　１－２ソレノイド

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　総重量３９００ｋｇ以下　ＴＣＭ） 　２－３ソレノイド

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　総重量３９００ｋｇ以下　ＴＣＭ） 　３－２ダウンシフトソレノイド

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　総重量３９００ｋｇ以下　ＴＣＭ） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　総重量３９００ｋｇ以下　ＴＣＭ） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　総重量３９００ｋｇ以下　ＴＣＭ） 　ＴＣＣ有効

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　総重量３９００ｋｇ以上　ＴＣＭ） 　１－２ソレノイド

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　総重量３９００ｋｇ以上　ＴＣＭ） 　２－３ソレノイド

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　総重量３９００ｋｇ以上　ＴＣＭ） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　総重量３９００ｋｇ以上　ＴＣＭ） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　ＡＴＣ　コントロールモジュール　２６３　ＮＶＧ） 　２ＷＤハイインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　ＡＴＣ　コントロールモジュール　２６３　ＮＶＧ） 　４ＷＤハイインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　ＡＴＣ　コントロールモジュール　２６３　ＮＶＧ） 　４ＷＤローインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　ＡＴＣ　コントロールモジュール　２６３　ＮＶＧ） 　ＡＴＣモーターＡコントロール

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　ＡＴＣ　コントロールモジュール　２６３　ＮＶＧ） 　ニュートラルインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　ＡＴＣ　コントロールモジュール　２６３　ＮＶＧ） 　フロントアクスル係合

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　ＡＴＣ　コントロールモジュール　２速作動） 　２ＷＤハイインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　ＡＴＣ　コントロールモジュール　２速作動） 　２ＷＤモードスイッチ

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　ＡＴＣ　コントロールモジュール　２速作動） 　４ＷＤハイインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　ＡＴＣ　コントロールモジュール　２速作動） 　４ＷＤハイモードスイッチ

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　ＡＴＣ　コントロールモジュール　２速作動） 　４ＷＤローインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　ＡＴＣ　コントロールモジュール　２速作動） 　４ＷＤローモードスイッチ

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　ＡＴＣ　コントロールモジュール　２速作動） 　ＡＴＣモーターＡコントロール

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　ＡＴＣ　コントロールモジュール　２速作動） 　ＡＴＣモーターＢコントロール

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　ＡＴＣ　コントロールモジュール　２速作動） 　ＡＴＷモードスイッチ

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　ＡＴＣ　コントロールモジュール　２速作動） 　オート４ＷＤインジケーターランプ
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システム 項目名

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　ＡＴＣ　コントロールモジュール　２速作動） 　トランスファーケースロック

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　ＡＴＣ　コントロールモジュール　２速作動） 　ニュートラルインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　ＡＴＣ　コントロールモジュール　２速作動） 　ニュートラルモードスイッチ

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　ＡＴＣ　コントロールモジュール　２速作動） 　フロントアクスル係合

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　ＡＴＣ　コントロールモジュール　ボルグワーナー） 　４ＷＤローインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　ＡＴＣ　コントロールモジュール　ボルグワーナー） 　オート４ＷＤインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　ＡＴＣ　コントロールモジュール　ボルグワーナー） 　ニュートラルインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　ＡＴＣ　コントロールモジュール　ボルグワーナー） 　モーターＡドライバー（ハイ）

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　ＡＴＣ　コントロールモジュール　ボルグワーナー） 　モーターＡドライバー（ロー）

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　ＡＴＣ　コントロールモジュール　ボルグワーナー） 　モーターＢドライバー（ハイ）

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　ＡＴＣ　コントロールモジュール　ボルグワーナー） 　モーターＢドライバー（ロー）

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　ＡＴＣ　コントロールモジュール） 　２ＷＤハイインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　ＡＴＣ　コントロールモジュール） 　２ＷＤモードスイッチ

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　ＡＴＣ　コントロールモジュール） 　４ＷＤハイインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　ＡＴＣ　コントロールモジュール） 　４ＷＤハイモードスイッチ

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　ＡＴＣ　コントロールモジュール） 　４ＷＤローインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　ＡＴＣ　コントロールモジュール） 　４ＷＤローモードスイッチ

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　ＡＴＣ　コントロールモジュール） 　ＡＴＣモーターＡコントロール

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　ＡＴＣ　コントロールモジュール） 　ＡＴＣモーターＢコントロール

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　ＡＴＣ　コントロールモジュール） 　ＡＴＷモードスイッチ

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　ＡＴＣ　コントロールモジュール） 　オート４ＷＤインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　ＡＴＣ　コントロールモジュール） 　トランスファーケースロック

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　ＡＴＣ　コントロールモジュール） 　ニュートラルインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　ＡＴＣ　コントロールモジュール） 　ニュートラルモードスイッチ

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　ＡＴＣ　コントロールモジュール） 　フロントアクスル係合

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　ＥＣＭ　スロットルアクチュエーター制御なし） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　ＥＣＭ　スロットルアクチュエーター制御なし） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　ＥＣＭ　スロットルアクチュエーター制御なし） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　ＥＣＭ　スロットルアクチュエーター制御なし） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　ＥＣＭ　スロットルアクチュエーター制御なし） 　Ｏ２センサーヒーターコントロール

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　ＥＣＭ　スロットルアクチュエーター制御なし） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　ＥＣＭ　スロットルアクチュエーター制御なし） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　ＥＣＭ　スロットルアクチュエーター制御なし） 　パワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　ＥＣＭ　スロットルアクチュエーター制御なし） 　パワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　ＥＣＭ　スロットルアクチュエーター制御なし） 　パワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　ＥＣＭ　スロットルアクチュエーター制御なし） 　パワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　ＥＣＭ　スロットルアクチュエーター制御なし） 　パワーバランス（シリンダー５）

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　ＥＣＭ　スロットルアクチュエーター制御なし） 　パワーバランス（シリンダー６）

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　ＥＣＭ　スロットルアクチュエーター制御なし） 　パワーバランス（シリンダー７）

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　ＥＣＭ　スロットルアクチュエーター制御なし） 　パワーバランス（シリンダー８）

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　ＥＣＭ　スロットルアクチュエーター制御なし） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　ＥＣＭ　スロットルアクチュエーター制御なし） 　ループ状態

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　ＥＣＭ　スロットルアクチュエーター制御なし） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　ＥＣＭ　スロットルアクチュエーター制御なし） 　燃料計

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　ＥＣＭ　スロットルアクチュエーター制御付き） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　ＥＣＭ　スロットルアクチュエーター制御付き） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　ＥＣＭ　スロットルアクチュエーター制御付き） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　ＥＣＭ　スロットルアクチュエーター制御付き） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　ＥＣＭ　スロットルアクチュエーター制御付き） 　Ｏ２センサーヒーターコントロール

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　ＥＣＭ　スロットルアクチュエーター制御付き） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　ＥＣＭ　スロットルアクチュエーター制御付き） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　ＥＣＭ　スロットルアクチュエーター制御付き） 　パワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　ＥＣＭ　スロットルアクチュエーター制御付き） 　パワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　ＥＣＭ　スロットルアクチュエーター制御付き） 　パワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　ＥＣＭ　スロットルアクチュエーター制御付き） 　パワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　ＥＣＭ　スロットルアクチュエーター制御付き） 　パワーバランス（シリンダー５）

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　ＥＣＭ　スロットルアクチュエーター制御付き） 　パワーバランス（シリンダー６）

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　ＥＣＭ　スロットルアクチュエーター制御付き） 　パワーバランス（シリンダー７）

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　ＥＣＭ　スロットルアクチュエーター制御付き） 　パワーバランス（シリンダー８）

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　ＥＣＭ　スロットルアクチュエーター制御付き） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　ＥＣＭ　スロットルアクチュエーター制御付き） 　ループ状態

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　ＥＣＭ　スロットルアクチュエーター制御付き） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　ＥＣＭ　スロットルアクチュエーター制御付き） 　燃料計

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　ＧＶＷ以下　スロットルなしＴＣＭ） 　１－２ソレノイド

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　ＧＶＷ以下　スロットルなしＴＣＭ） 　２－３ソレノイド

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　ＧＶＷ以下　スロットルなしＴＣＭ） 　３－２ダウンシフトソレノイド

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　ＧＶＷ以下　スロットルなしＴＣＭ） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　ＧＶＷ以下　スロットルなしＴＣＭ） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　ＧＶＷ以下　スロットルなしＴＣＭ） 　ＴＣＣ有効

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　ＧＶＷ以上か等しい　スロットルなしＴＣＭ） 　１－２ソレノイド

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　ＧＶＷ以上か等しい　スロットルなしＴＣＭ） 　２－３ソレノイド

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　ＧＶＷ以上か等しい　スロットルなしＴＣＭ） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　ＧＶＷ以上か等しい　スロットルなしＴＣＭ） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　ＧＶＷ以上か等しい　スロットル付きＴＣＭ） 　１－２ソレノイド
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　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　ＧＶＷ以上か等しい　スロットル付きＴＣＭ） 　２－３ソレノイド

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　ＧＶＷ以上か等しい　スロットル付きＴＣＭ） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　ＧＶＷ以上か等しい　スロットル付きＴＣＭ） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　ＴＣＭ　スロットルアクチュエーター制御なし） 　１－２ソレノイド

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　ＴＣＭ　スロットルアクチュエーター制御なし） 　２－３ソレノイド

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　ＴＣＭ　スロットルアクチュエーター制御なし） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　ＴＣＭ　スロットルアクチュエーター制御なし） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　ＴＣＭ　スロットルアクチュエーター制御付き） 　１－２ソレノイド

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　ＴＣＭ　スロットルアクチュエーター制御付き） 　２－３ソレノイド

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　ＴＣＭ　スロットルアクチュエーター制御付き） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　ＴＣＭ　スロットルアクチュエーター制御付き） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＧＲソレノイド

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーターコントロール

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー５）

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー６）

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー７）

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー８）

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー１

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー２、３

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　エンジンコントロールモジュール） 　ループ状態

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　エンジンコントロールモジュール） 　燃料計

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　オートトランスファーケース　３ボタン選択可能） 　２ＷＤハイインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　オートトランスファーケース　３ボタン選択可能） 　４ＷＤハイインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　オートトランスファーケース　３ボタン選択可能） 　４ＷＤローインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　オートトランスファーケース　３ボタン選択可能） 　ＡＴＣモーターＡコントロール

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　オートトランスファーケース　３ボタン選択可能） 　ＡＴＣモーターＢコントロール

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　オートトランスファーケース　３ボタン選択可能） 　ニュートラルインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　オートトランスファーケース　３ボタン選択可能） 　フロントアクスル係合

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　オートトランスファーケース　４ボタン選択可能） 　２ＷＤハイインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　オートトランスファーケース　４ボタン選択可能） 　４ＷＤハイインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　オートトランスファーケース　４ボタン選択可能） 　４ＷＤローインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　オートトランスファーケース　４ボタン選択可能） 　ＡＴＣモーターＡコントロール

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　オートトランスファーケース　４ボタン選択可能） 　ＡＴＣモーターＢコントロール

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　オートトランスファーケース　４ボタン選択可能） 　オート４ＷＤインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　オートトランスファーケース　４ボタン選択可能） 　トランスファーケースロック

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　オートトランスファーケース　４ボタン選択可能） 　ニュートラルインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　オートトランスファーケース　４ボタン選択可能） 　フロントアクスル係合

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　オートトランスファーケース　トラクションコントロール付き） 　４ＷＤローインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　オートトランスファーケース　トラクションコントロール付き） 　オート４ＷＤインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　オートトランスファーケース　トラクションコントロール付き） 　ニュートラルインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　オートトランスファーケース　トラクションコントロール付き） 　モーターＡドライバー（ハイ）

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　オートトランスファーケース　トラクションコントロール付き） 　モーターＡドライバー（ロー）

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　オートトランスファーケース　トラクションコントロール付き） 　モーターＢドライバー（ハイ）

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　オートトランスファーケース　トラクションコントロール付き） 　モーターＢドライバー（ロー）

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　スロットルアクチュエーターコントロールなし　ＥＣＭ） 　ＥＧＲソレノイド

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　スロットルアクチュエーターコントロールなし　ＥＣＭ） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　スロットルアクチュエーターコントロールなし　ＥＣＭ） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　スロットルアクチュエーターコントロールなし　ＥＣＭ） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　スロットルアクチュエーターコントロールなし　ＥＣＭ） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　スロットルアクチュエーターコントロールなし　ＥＣＭ） 　Ｏ２センサーヒーターコントロール

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　スロットルアクチュエーターコントロールなし　ＥＣＭ） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　スロットルアクチュエーターコントロールなし　ＥＣＭ） 　エアポンプリレー

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　スロットルアクチュエーターコントロールなし　ＥＣＭ） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　スロットルアクチュエーターコントロールなし　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　スロットルアクチュエーターコントロールなし　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　スロットルアクチュエーターコントロールなし　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　スロットルアクチュエーターコントロールなし　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　スロットルアクチュエーターコントロールなし　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー５）

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　スロットルアクチュエーターコントロールなし　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー６）

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　スロットルアクチュエーターコントロールなし　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー７）

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　スロットルアクチュエーターコントロールなし　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー８）
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　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　スロットルアクチュエーターコントロールなし　ＥＣＭ） 　ファンリレー１

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　スロットルアクチュエーターコントロールなし　ＥＣＭ） 　ファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　スロットルアクチュエーターコントロールなし　ＥＣＭ） 　ファンリレー２、３

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　スロットルアクチュエーターコントロールなし　ＥＣＭ） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　スロットルアクチュエーターコントロールなし　ＥＣＭ） 　ループ状態

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　スロットルアクチュエーターコントロールなし　ＥＣＭ） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　スロットルアクチュエーターコントロールなし　ＥＣＭ） 　燃料計

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　スロットルアクチュエーターコントロールなし　ＴＣＭ） 　１－２ソレノイド

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　スロットルアクチュエーターコントロールなし　ＴＣＭ） 　２－３ソレノイド

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　スロットルアクチュエーターコントロールなし　ＴＣＭ） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　スロットルアクチュエーターコントロールなし　ＴＣＭ） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　スロットルアクチュエーターコントロール付き　ＥＣＭ） 　ＥＧＲソレノイド

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　スロットルアクチュエーターコントロール付き　ＥＣＭ） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　スロットルアクチュエーターコントロール付き　ＥＣＭ） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　スロットルアクチュエーターコントロール付き　ＥＣＭ） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　スロットルアクチュエーターコントロール付き　ＥＣＭ） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　スロットルアクチュエーターコントロール付き　ＥＣＭ） 　Ｏ２センサーヒーターコントロール

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　スロットルアクチュエーターコントロール付き　ＥＣＭ） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　スロットルアクチュエーターコントロール付き　ＥＣＭ） 　エアポンプリレー

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　スロットルアクチュエーターコントロール付き　ＥＣＭ） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　スロットルアクチュエーターコントロール付き　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　スロットルアクチュエーターコントロール付き　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　スロットルアクチュエーターコントロール付き　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　スロットルアクチュエーターコントロール付き　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　スロットルアクチュエーターコントロール付き　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー５）

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　スロットルアクチュエーターコントロール付き　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー６）

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　スロットルアクチュエーターコントロール付き　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー７）

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　スロットルアクチュエーターコントロール付き　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー８）

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　スロットルアクチュエーターコントロール付き　ＥＣＭ） 　ファンリレー１

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　スロットルアクチュエーターコントロール付き　ＥＣＭ） 　ファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　スロットルアクチュエーターコントロール付き　ＥＣＭ） 　ファンリレー２、３

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　スロットルアクチュエーターコントロール付き　ＥＣＭ） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　スロットルアクチュエーターコントロール付き　ＥＣＭ） 　ループ状態

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　スロットルアクチュエーターコントロール付き　ＥＣＭ） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　スロットルアクチュエーターコントロール付き　ＥＣＭ） 　燃料計

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　スロットルアクチュエーターコントロール付き　ＴＣＭ） 　１－２ソレノイド

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　スロットルアクチュエーターコントロール付き　ＴＣＭ） 　２－３ソレノイド

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　スロットルアクチュエーターコントロール付き　ＴＣＭ） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　スロットルアクチュエーターコントロール付き　ＴＣＭ） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　トラクションコントロールなしＴＣＭ） 　１－２ソレノイド

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　トラクションコントロールなしＴＣＭ） 　２－３ソレノイド

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　トラクションコントロールなしＴＣＭ） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　トラクションコントロールなしＴＣＭ） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　トラクションコントロールなしＴＣＭ） 　シフトトランスミッション１

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　トラクションコントロールなしＴＣＭ） 　シフトトランスミッション２

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　トラクションコントロールなしＴＣＭ） 　シフトトランスミッション３

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　トラクションコントロールなしＴＣＭ） 　シフトトランスミッション４

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　トラクションコントロール付きＴＣＭ） 　１－２ソレノイド

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　トラクションコントロール付きＴＣＭ） 　２－３ソレノイド

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　トラクションコントロール付きＴＣＭ） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　トラクションコントロール付きＴＣＭ） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　トラクションコントロール付きＴＣＭ） 　シフトトランスミッション１

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　トラクションコントロール付きＴＣＭ） 　シフトトランスミッション２

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　トラクションコントロール付きＴＣＭ） 　シフトトランスミッション３

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　トラクションコントロール付きＴＣＭ） 　シフトトランスミッション４

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　トランスファーケースコントロールモジュール） 　４ＷＤハイインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　トランスファーケースコントロールモジュール） 　４ＷＤハイロックインジケーター

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　トランスファーケースコントロールモジュール） 　４ＷＤローロックインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　トランスファーケースコントロールモジュール） 　デフロックインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　トランスファーケースコントロールモジュール） 　ニュートラルインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　トランスファーケースコントロールモジュール） 　モーターＡドライバー（ハイ）

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　トランスファーケースコントロールモジュール） 　モーターＡドライバー（ロー）

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　トランスファーケースコントロールモジュール） 　モーターＢドライバー（ハイ）

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　トランスファーケースコントロールモジュール） 　モーターＢドライバー（ロー）

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　トランスミッションコントロールモジュール総重量３９００ｋｇ以上） 　１－２ソレノイド

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　トランスミッションコントロールモジュール総重量３９００ｋｇ以上） 　２－３ソレノイド

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　トランスミッションコントロールモジュール総重量３９００ｋｇ以上） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　トランスミッションコントロールモジュール総重量３９００ｋｇ以上） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　トランスミッションコントロールモジュール　総重量３９００ｋｇ以下） 　１－２ソレノイド

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　トランスミッションコントロールモジュール　総重量３９００ｋｇ以下） 　２－３ソレノイド

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　トランスミッションコントロールモジュール　総重量３９００ｋｇ以下） 　３－２ダウンシフトソレノイド

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　トランスミッションコントロールモジュール　総重量３９００ｋｇ以下） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　トランスミッションコントロールモジュール　総重量３９００ｋｇ以下） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　トランスミッションコントロールモジュール　総重量３９００ｋｇ以下） 　ＴＣＣ有効
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　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　１－２ソレノイド

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　２－３ソレノイド

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　３－２ダウンシフトソレノイド

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰテスト

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー１）

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー２）

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣ有効

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　アイドル点火時期

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　インスタントＯＡＴアップデート

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　エアコンコンプレッサー

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　エアコンスイッチ

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　エンジン回転数

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　コンプレッサークラッチ

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッション

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッション１

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッション２

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッション３

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッション４

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス５インジェクター

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス６インジェクター

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　スターターリレー

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　すべてのインジケーター点灯

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　セカンダリーエアインジェクションシステム

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　セカンダリーエアインジェクションソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　セカンダリーエアインジェクションポンプリレー

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　ドアポジションモード

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　フューエルポンプスピード

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　フューエルポンプトリムリセット

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　ブロワーモーター

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　ブロワーモーター回転数

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　リアデフォッガー

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　圧縮テスト

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　運転席温度ドア

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク１）

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク２）

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　空気再循環ドアアクチュエーター方向

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　左温度ドアアクチュエーター方向

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　再循環ドア

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　助手席温度ドア

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　全モーター再補正

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　点火時期遅延

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス１インジェクター

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス２インジェクター

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス３インジェクター

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス４インジェクター

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス５インジェクター

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス６インジェクター

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　燃料システム減圧

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　燃料レール圧力

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　燃料圧力

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　燃料圧力レギュレーター

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク１）

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク２）



●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2022.10)
システム 項目名

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　バイフューエル代替燃料　ＥＣＭ） 　ＡＦＯ信号有効（代替燃料）

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　バイフューエル代替燃料　ＥＣＭ） 　ＣＮＧ－＞ガソリン（代替燃料）

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　バイフューエル代替燃料　ＥＣＭ） 　ＣＮＧレベル表示（代替燃料）

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　バイフューエル代替燃料　ＥＣＭ） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　バイフューエル代替燃料　ＥＣＭ） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　バイフューエル代替燃料　ＥＣＭ） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　バイフューエル代替燃料　ＥＣＭ） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　バイフューエル代替燃料　ＥＣＭ） 　Ｏ２センサーヒーターコントロール

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　バイフューエル代替燃料　ＥＣＭ） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　バイフューエル代替燃料　ＥＣＭ） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　バイフューエル代替燃料　ＥＣＭ） 　ガソリン－＞ＣＮＧ（代替燃料）

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　バイフューエル代替燃料　ＥＣＭ） 　ガソリンレベル表示（代替燃料）

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　バイフューエル代替燃料　ＥＣＭ） 　ガソリン走行（代替燃料）

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　バイフューエル代替燃料　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　バイフューエル代替燃料　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　バイフューエル代替燃料　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　バイフューエル代替燃料　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　バイフューエル代替燃料　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー５）

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　バイフューエル代替燃料　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー６）

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　バイフューエル代替燃料　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー７）

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　バイフューエル代替燃料　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー８）

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　バイフューエル代替燃料　ＥＣＭ） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　バイフューエル代替燃料　ＥＣＭ） 　ループ状態

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　バイフューエル代替燃料　ＥＣＭ） 　距離履歴リセット（代替燃料）

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　バイフューエル代替燃料　ＥＣＭ） 　高圧ロックオフ（代替燃料）

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　バイフューエル代替燃料　ＥＣＭ） 　低圧ロックオフ（代替燃料）

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　バイフューエル代替燃料　ＥＣＭ） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　バイフューエル代替燃料　ＥＣＭ） 　燃料計

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　バイフューエル代替燃料　ＥＣＭ） 　燃料計（代替燃料）

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料　ＣＮＧ専用　ＡＴＣ） 　２ＷＤハイインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料　ＣＮＧ専用　ＡＴＣ） 　４ＷＤハイインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料　ＣＮＧ専用　ＡＴＣ） 　４ＷＤローインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料　ＣＮＧ専用　ＡＴＣ） 　ＡＴＣモーターＡコントロール

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料　ＣＮＧ専用　ＡＴＣ） 　ＡＴＣモーターＢコントロール

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料　ＣＮＧ専用　ＡＴＣ） 　ニュートラルインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料　ＣＮＧ専用　ＡＴＣ） 　フロントアクスル係合

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料　ＣＮＧ専用　ＥＣＭ） 　ＡＦＯ信号有効（代替燃料）

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料　ＣＮＧ専用　ＥＣＭ） 　ＥＧＲソレノイド

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料　ＣＮＧ専用　ＥＣＭ） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料　ＣＮＧ専用　ＥＣＭ） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料　ＣＮＧ専用　ＥＣＭ） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料　ＣＮＧ専用　ＥＣＭ） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料　ＣＮＧ専用　ＥＣＭ） 　Ｏ２センサーヒーターコントロール

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料　ＣＮＧ専用　ＥＣＭ） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料　ＣＮＧ専用　ＥＣＭ） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料　ＣＮＧ専用　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料　ＣＮＧ専用　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料　ＣＮＧ専用　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料　ＣＮＧ専用　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料　ＣＮＧ専用　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー５）

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料　ＣＮＧ専用　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー６）

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料　ＣＮＧ専用　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー７）

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料　ＣＮＧ専用　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー８）

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料　ＣＮＧ専用　ＥＣＭ） 　ファンリレー１

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料　ＣＮＧ専用　ＥＣＭ） 　ファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料　ＣＮＧ専用　ＥＣＭ） 　ファンリレー２、３

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料　ＣＮＧ専用　ＥＣＭ） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料　ＣＮＧ専用　ＥＣＭ） 　ループ状態

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料　ＣＮＧ専用　ＥＣＭ） 　回転数制御

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料　ＣＮＧ専用　ＥＣＭ） 　距離履歴リセット（代替燃料）

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料　ＣＮＧ専用　ＥＣＭ） 　強制燃料変更ＣＮＧ－＞ガソリン（代替燃料）

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料　ＣＮＧ専用　ＥＣＭ） 　強制燃料変更ガソリン－＞ＣＮＧ（代替燃料）

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料　ＣＮＧ専用　ＥＣＭ） 　高圧ロックオフ（代替燃料）

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料　ＣＮＧ専用　ＥＣＭ） 　低圧ロックオフ（代替燃料）

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料　ＣＮＧ専用　ＥＣＭ） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料　ＣＮＧ専用　ＥＣＭ） 　燃料モードインジケーターランプ（代替燃料）

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料　ＣＮＧ専用　ＥＣＭ） 　燃料計

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料　ＣＮＧ専用　ＥＣＭ） 　燃料計（代替燃料）

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料　ＣＮＧ専用　ＴＣＭ） 　１－２ソレノイド

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料　ＣＮＧ専用　ＴＣＭ） 　２－３ソレノイド

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料　ＣＮＧ専用　ＴＣＭ） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料　ＣＮＧ専用　ＴＣＭ） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料　ＣＮＧ専用オートトランスファーケース） 　２ＷＤハイインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料　ＣＮＧ専用オートトランスファーケース） 　４ＷＤハイインジケーターランプ
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システム 項目名

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料　ＣＮＧ専用オートトランスファーケース） 　４ＷＤローインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料　ＣＮＧ専用オートトランスファーケース） 　ＡＴＣモーターＡコントロール

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料　ＣＮＧ専用オートトランスファーケース） 　ＡＴＣモーターＢコントロール

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料　ＣＮＧ専用オートトランスファーケース） 　ニュートラルインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料　ＣＮＧ専用オートトランスファーケース） 　フロントアクスル係合

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料　バイフューエルＥＣＭ） 　ＡＦＯ信号有効（代替燃料）

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料　バイフューエルＥＣＭ） 　ＣＮＧ－＞ガソリン（代替燃料）

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料　バイフューエルＥＣＭ） 　ＣＮＧレベル表示（代替燃料）

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料　バイフューエルＥＣＭ） 　ＥＧＲソレノイド

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料　バイフューエルＥＣＭ） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料　バイフューエルＥＣＭ） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料　バイフューエルＥＣＭ） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料　バイフューエルＥＣＭ） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料　バイフューエルＥＣＭ） 　Ｏ２センサーヒーターコントロール

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料　バイフューエルＥＣＭ） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料　バイフューエルＥＣＭ） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料　バイフューエルＥＣＭ） 　ガソリン－＞ＣＮＧ（代替燃料）

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料　バイフューエルＥＣＭ） 　ガソリンレベル表示（代替燃料）

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料　バイフューエルＥＣＭ） 　ガソリン走行（代替燃料）

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料　バイフューエルＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料　バイフューエルＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料　バイフューエルＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料　バイフューエルＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料　バイフューエルＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー５）

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料　バイフューエルＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー６）

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料　バイフューエルＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー７）

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料　バイフューエルＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー８）

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料　バイフューエルＥＣＭ） 　ファンリレー１

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料　バイフューエルＥＣＭ） 　ファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料　バイフューエルＥＣＭ） 　ファンリレー２、３

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料　バイフューエルＥＣＭ） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料　バイフューエルＥＣＭ） 　ループ状態

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料　バイフューエルＥＣＭ） 　回転数制御

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料　バイフューエルＥＣＭ） 　距離履歴リセット（代替燃料）

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料　バイフューエルＥＣＭ） 　強制燃料変更ＣＮＧ－＞ガソリン（代替燃料）

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料　バイフューエルＥＣＭ） 　強制燃料変更ガソリン－＞ＣＮＧ（代替燃料）

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料　バイフューエルＥＣＭ） 　高圧ロックオフ（代替燃料）

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料　バイフューエルＥＣＭ） 　低圧ロックオフ（代替燃料）

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料　バイフューエルＥＣＭ） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料　バイフューエルＥＣＭ） 　燃料モードインジケーターランプ（代替燃料）

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料　バイフューエルＥＣＭ） 　燃料計

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料　バイフューエルＥＣＭ） 　燃料計（代替燃料）

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料　バイフューエルＴＣＭ） 　１－２ソレノイド

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料　バイフューエルＴＣＭ） 　２－３ソレノイド

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料　バイフューエルＴＣＭ） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料　バイフューエルＴＣＭ） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料　バイフューエルオートトランスファーケース） 　２ＷＤハイインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料　バイフューエルオートトランスファーケース） 　４ＷＤハイインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料　バイフューエルオートトランスファーケース） 　４ＷＤローインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料　バイフューエルオートトランスファーケース） 　ＡＴＣモーターＡコントロール

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料　バイフューエルオートトランスファーケース） 　ＡＴＣモーターＢコントロール

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料　バイフューエルオートトランスファーケース） 　ニュートラルインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料　バイフューエルオートトランスファーケース） 　フロントアクスル係合

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料ＣＮＧ専用　ＡＦＥＣＭ） 　ＡＦＯ信号有効

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料ＣＮＧ専用　ＡＦＥＣＭ） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料ＣＮＧ専用　ＡＦＥＣＭ） 　シリンダーパワーバランスインジェクター１

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料ＣＮＧ専用　ＡＦＥＣＭ） 　シリンダーパワーバランスインジェクター２

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料ＣＮＧ専用　ＡＦＥＣＭ） 　シリンダーパワーバランスインジェクター３

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料ＣＮＧ専用　ＡＦＥＣＭ） 　シリンダーパワーバランスインジェクター４

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料ＣＮＧ専用　ＡＦＥＣＭ） 　シリンダーパワーバランスインジェクター５

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料ＣＮＧ専用　ＡＦＥＣＭ） 　シリンダーパワーバランスインジェクター６

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料ＣＮＧ専用　ＡＦＥＣＭ） 　シリンダーパワーバランスインジェクター７

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料ＣＮＧ専用　ＡＦＥＣＭ） 　シリンダーパワーバランスインジェクター８

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料ＣＮＧ専用　ＡＦＥＣＭ） 　高圧ロックオフ

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料ＣＮＧ専用　ＡＦＥＣＭ） 　低圧ロックオフ

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料ＣＮＧ専用　ＡＦＥＣＭ） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料ＣＮＧ専用　ＡＦＥＣＭ） 　燃料計

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料ＣＮＧ専用　ＰＣＭ） 　ＥＧＲソレノイド

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料ＣＮＧ専用　ＰＣＭ） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料ＣＮＧ専用　ＰＣＭ） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料ＣＮＧ専用　ＰＣＭ） 　エアポンプリレー

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料ＣＮＧ専用　ＰＣＭ） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料ＣＮＧ専用　ＰＣＭ） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料ＣＮＧ専用　ＰＣＭ） 　ループ状態
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　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料ＣＮＧ専用　ＰＣＭ） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料ＣＮＧ専用　ＰＣＭ） 　燃料計

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料バイフューエル　ＡＦＥＣＭ） 　ＡＦＯ信号有効

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料バイフューエル　ＡＦＥＣＭ） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料バイフューエル　ＡＦＥＣＭ） 　シリンダーパワーバランスインジェクター１

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料バイフューエル　ＡＦＥＣＭ） 　シリンダーパワーバランスインジェクター２

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料バイフューエル　ＡＦＥＣＭ） 　シリンダーパワーバランスインジェクター３

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料バイフューエル　ＡＦＥＣＭ） 　シリンダーパワーバランスインジェクター４

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料バイフューエル　ＡＦＥＣＭ） 　シリンダーパワーバランスインジェクター５

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料バイフューエル　ＡＦＥＣＭ） 　シリンダーパワーバランスインジェクター６

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料バイフューエル　ＡＦＥＣＭ） 　シリンダーパワーバランスインジェクター７

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料バイフューエル　ＡＦＥＣＭ） 　シリンダーパワーバランスインジェクター８

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料バイフューエル　ＡＦＥＣＭ） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料バイフューエル　ＡＦＥＣＭ） 　強制燃料変更

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料バイフューエル　ＡＦＥＣＭ） 　高圧ロックオフ

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料バイフューエル　ＡＦＥＣＭ） 　低圧ロックオフ

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料バイフューエル　ＡＦＥＣＭ） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料バイフューエル　ＡＦＥＣＭ） 　燃料計

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料バイフューエル　ＰＣＭ） 　ＥＧＲソレノイド

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料バイフューエル　ＰＣＭ） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料バイフューエル　ＰＣＭ） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料バイフューエル　ＰＣＭ） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料バイフューエル　ＰＣＭ） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料バイフューエル　ＰＣＭ） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料バイフューエル　ＰＣＭ） 　エアポンプリレー

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料バイフューエル　ＰＣＭ） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料バイフューエル　ＰＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料バイフューエル　ＰＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料バイフューエル　ＰＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料バイフューエル　ＰＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料バイフューエル　ＰＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー５）

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料バイフューエル　ＰＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー６）

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料バイフューエル　ＰＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー７）

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料バイフューエル　ＰＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー８）

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料バイフューエル　ＰＣＭ） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料バイフューエル　ＰＣＭ） 　ループ状態

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料バイフューエル　ＰＣＭ） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料バイフューエル　ＰＣＭ） 　燃料計

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ２　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ２　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ２　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ２　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ２　エンジンコントロールモジュール） 　アイドルスパーク

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ２　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ２　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ２　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ２　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ２　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス１

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ２　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス２

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ２　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス３

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ２　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス４

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ２　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス５

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ２　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス６

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ２　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス７

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ２　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス８

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ２　エンジンコントロールモジュール） 　スキップシフトソレノイド

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ２　エンジンコントロールモジュール） 　スターターリレー

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ２　エンジンコントロールモジュール） 　スパーク遅延

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ２　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ２　エンジンコントロールモジュール） 　バックインヒビット

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ２　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー１

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ２　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ２　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー２、３

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ２　エンジンコントロールモジュール） 　ループ状態

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ２　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター１）

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ２　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター２）

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ２　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター３）

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ２　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター４）

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ２　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター５）

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ２　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター６）

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ２　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター７）

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ２　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター８）

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ２　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ２　エンジンコントロールモジュール） 　燃料ポンプリレー
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システム 項目名

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン油圧制御ソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー３

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー４

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー５

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　圧縮テスト

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス１インジェクター

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス２インジェクター

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス３インジェクター

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス４インジェクター

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料システム減圧

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料圧力

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン油圧制御ソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー３

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー４

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー５

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　圧縮テスト

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス１インジェクター

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス２インジェクター

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス３インジェクター

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス４インジェクター

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料システム減圧

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料圧力

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
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　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン油圧制御ソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール） 　オートスタート／オートストップ

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー３

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー４

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー５

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール） 　スターターリレー

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール） 　ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール） 　ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプスピード

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプトリムリセット

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール） 　圧縮テスト

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス１インジェクター

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス２インジェクター

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス３インジェクター

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス４インジェクター

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料システム減圧

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料圧力

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料圧力レギュレーター

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　トランスミッションコントロールモジュール　ＡＦ４０　Ｇｅｎ　ＩＩ　（ＭＤＫ）） 　ＴＣＣソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　トランスミッションコントロールモジュール　ＡＦ４０　Ｇｅｎ　ＩＩ　（ＭＤＫ）） 　クラッチプレッシャーコントロールソレノイドバルブ１

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　トランスミッションコントロールモジュール　ＡＦ４０　Ｇｅｎ　ＩＩ　（ＭＤＫ）） 　クラッチプレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　トランスミッションコントロールモジュール　ＡＦ４０　Ｇｅｎ　ＩＩ　（ＭＤＫ）） 　クラッチプレッシャーコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　トランスミッションコントロールモジュール　ＡＦ４０　Ｇｅｎ　ＩＩ　（ＭＤＫ）） 　シフトソレノイドバルブ１

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　トランスミッションコントロールモジュール　ＡＦ４０　Ｇｅｎ　ＩＩ　（ＭＤＫ）） 　シフトソレノイドバルブ２

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　トランスミッションコントロールモジュール　ＡＦ４０　Ｇｅｎ　ＩＩ　（ＭＤＫ）） 　ブレーキバンドプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　トランスミッションコントロールモジュール　ＡＦ４０　Ｇｅｎ　ＩＩ　（ＭＤＫ）） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　トランスミッションコントロールモジュール　Ｔ７６　（ＭＨＫ）） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　トランスミッションコントロールモジュール　Ｔ７６　（ＭＨＫ）） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　トランスミッションコントロールモジュール　Ｔ７６　（ＭＨＫ）） 　シフトソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　トランスミッションコントロールモジュール　Ｔ７６　（ＭＨＫ）） 　シフトソレノイドバルブ１パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　トランスミッションコントロールモジュール　Ｔ７６　（ＭＨＫ）） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　トランスミッションコントロールモジュール　Ｔ７６　（ＭＨＫ）） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　トランスミッションコントロールモジュール　Ｔ７６　（ＭＨＫ）） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　トランスミッションコントロールモジュール　Ｔ７６　（ＭＨＫ）） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　トランスミッションコントロールモジュール　Ｔ７６　（ＭＨＫ）） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　トランスミッションコントロールモジュール　Ｔ７６　（ＭＨＫ）） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　トランスミッションコントロールモジュール　Ｔ７６　（ＭＨＫ）） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　トランスミッションコントロールモジュール　Ｔ７６　（ＭＨＫ）） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　トランスミッションコントロールモジュール　Ｔ７６　（ＭＨＫ）） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　トランスミッションコントロールモジュール　Ｔ７６　（ＭＨＫ）） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　トランスミッションコントロールモジュール　Ｔ７６　（ＭＨＫ）） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　トランスミッションコントロールモジュール　Ｔ７６　（ＭＨＫ）） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　トランスミッションコントロールモジュール） 　クラッチプレッシャーコントロールソレノイドバルブ１

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　トランスミッションコントロールモジュール） 　クラッチプレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　トランスミッションコントロールモジュール） 　クラッチプレッシャーコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ
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　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ２

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ブレーキバンドプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｖ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｖ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ｖ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｖ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｖ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール） 　ＲＶＳ無効履歴リセット

　パワートレイン（（Ｖ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール） 　アイドルスパーク

　パワートレイン（（Ｖ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｖ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ｖ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（Ｖ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｖ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス１

　パワートレイン（（Ｖ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス２

　パワートレイン（（Ｖ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス３

　パワートレイン（（Ｖ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス４

　パワートレイン（（Ｖ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール） 　スターターリレー

　パワートレイン（（Ｖ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール） 　スパーク遅延

　パワートレイン（（Ｖ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｖ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー

　パワートレイン（（Ｖ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー１

　パワートレイン（（Ｖ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（Ｖ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー２、３

　パワートレイン（（Ｖ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール） 　ループ状態

　パワートレイン（（Ｖ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーターソレノイド（バンク１）

　パワートレイン（（Ｖ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス１

　パワートレイン（（Ｖ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス２

　パワートレイン（（Ｖ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス３

　パワートレイン（（Ｖ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス４

　パワートレイン（（Ｖ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｖ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｖ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（Ｖ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（（Ｖ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール） 　排気側ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーターソレノイド（バンク１）

　パワートレイン（（Ｖ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　１－２ソレノイド

　パワートレイン（（Ｖ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　２－３ソレノイド

　パワートレイン（（Ｖ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド

　パワートレイン（（Ｖ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（Ｖ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッション

　パワートレイン（（Ｖ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　フューエルポンプコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｖ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　フューエルポンプコントロールモジュール） 　フューエルポンプトリムリセット

　パワートレイン（（Ｖ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　フューエルポンプコントロールモジュール） 　燃料プレッシャーコントロール

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク１）

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク２）

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス１インジェクター

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス２インジェクター

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス３インジェクター
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システム 項目名

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス４インジェクター

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス５インジェクター

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス６インジェクター

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料システム減圧

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク１）

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク２）

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　補助バキュームポンプ

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク１）

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク２）

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス１インジェクター

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス２インジェクター

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス３インジェクター

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス４インジェクター

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス５インジェクター

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス６インジェクター

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料システム減圧

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク１）

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク２）

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　補助バキュームポンプ

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　スターターリレー

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク１）

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク２）

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス１インジェクター

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス２インジェクター

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス３インジェクター

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス４インジェクター

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス５インジェクター

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス６インジェクター

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料システム減圧

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料圧力レギュレーター

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク１）

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク２）

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ２

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ２パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２　パフォーマンステスト
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　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　フューエルポンプコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　フューエルポンプコントロールモジュール） 　燃料圧力

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　オート） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　オート） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　オート） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　オート） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　オート） 　ＲＶＳ無効履歴リセット

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　オート） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　オート） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　オート） 　シリンダーパワーバランス１

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　オート） 　シリンダーパワーバランス２

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　オート） 　シリンダーパワーバランス３

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　オート） 　シリンダーパワーバランス４

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　オート） 　シリンダーパワーバランス５

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　オート） 　シリンダーパワーバランス６

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　オート） 　スターターリレーコントロール

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　オート） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　オート） 　ファンリレー１

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　オート） 　ファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　オート） 　ファンリレー２、３

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　オート） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　オート） 　ループ状態

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　オート） 　吸気側ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーターソレノイド（バンク１）

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　オート） 　吸気側ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーターソレノイド（バンク２）

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　オート） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター１）

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　オート） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター２）

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　オート） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター３）

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　オート） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター４）

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　オート） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター５）

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　オート） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター６）

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　オート） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　オート） 　燃料プレッシャーコントロール

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　オート） 　排気側ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーターソレノイド（バンク２）

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　オート） 　排気側ＣＰＭ（カムシャフトポジション）アクチュエーターソレノイド（バンク１）

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　オート） 　補助冷却ポンプリレー

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　ＲＶＳ無効履歴リセット

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス１

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス２

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス３

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス４

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス５

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス６

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　スターターリレーコントロール

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルブレードコントロール

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー１

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー２、３

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　ループ状態

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーターソレノイド（バンク１）

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーターソレノイド（バンク２）

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター１）

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター２）

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター３）

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター４）

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター５）

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター６）

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス１
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　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス２

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス３

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス４

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス５

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス６

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料プレッシャーコントロール

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　排気側ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーターソレノイド（バンク２）

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　排気側ＣＰＭ（カムシャフトポジション）アクチュエーターソレノイド（バンク１）

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　補助バキュームポンプ

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール） 　補助冷却ポンプリレー

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　トランスファーケースコントロールモジュール） 　クラッチコントロール

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　トランスファーケースコントロールモジュール） 　クラッチリターン

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　トランスファーケースコントロールモジュール） 　クラッチ連結要求

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド２

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド３

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド４

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド５

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイド１

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイド２

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッション

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応リセット

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ライン圧力制御

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　フューエルポンプコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　フューエルポンプコントロールモジュール） 　フューエルポンプトリムリセット

　パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　フューエルポンプコントロールモジュール） 　燃料プレッシャーコントロール

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　総重量３９００ｋｇ以下　ＥＣＭ） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　総重量３９００ｋｇ以下　ＥＣＭ） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　総重量３９００ｋｇ以下　ＥＣＭ） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　総重量３９００ｋｇ以下　ＥＣＭ） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　総重量３９００ｋｇ以下　ＥＣＭ） 　Ｏ２センサーヒーターコントロール

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　総重量３９００ｋｇ以下　ＥＣＭ） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　総重量３９００ｋｇ以下　ＥＣＭ） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　総重量３９００ｋｇ以下　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　総重量３９００ｋｇ以下　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　総重量３９００ｋｇ以下　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　総重量３９００ｋｇ以下　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　総重量３９００ｋｇ以下　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー５）

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　総重量３９００ｋｇ以下　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー６）

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　総重量３９００ｋｇ以下　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー７）

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　総重量３９００ｋｇ以下　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー８）

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　総重量３９００ｋｇ以下　ＥＣＭ） 　ファンリレー１

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　総重量３９００ｋｇ以下　ＥＣＭ） 　ファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　総重量３９００ｋｇ以下　ＥＣＭ） 　ファンリレー２、３

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　総重量３９００ｋｇ以下　ＥＣＭ） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　総重量３９００ｋｇ以下　ＥＣＭ） 　ループ状態

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　総重量３９００ｋｇ以下　ＥＣＭ） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　総重量３９００ｋｇ以下　ＥＣＭ） 　燃料計

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　総重量３９００ｋｇ以下　ＴＣＭ） 　１－２ソレノイド

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　総重量３９００ｋｇ以下　ＴＣＭ） 　２－３ソレノイド

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　総重量３９００ｋｇ以下　ＴＣＭ） 　３－２ダウンシフトソレノイド

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　総重量３９００ｋｇ以下　ＴＣＭ） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　総重量３９００ｋｇ以下　ＴＣＭ） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　総重量３９００ｋｇ以下　ＴＣＭ） 　ＴＣＣ有効

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　総重量３９００ｋｇ以上　ＥＣＭ） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　総重量３９００ｋｇ以上　ＥＣＭ） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　総重量３９００ｋｇ以上　ＥＣＭ） 　Ｏ２センサーヒーターコントロール

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　総重量３９００ｋｇ以上　ＥＣＭ） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　総重量３９００ｋｇ以上　ＥＣＭ） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　総重量３９００ｋｇ以上　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　総重量３９００ｋｇ以上　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　総重量３９００ｋｇ以上　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　総重量３９００ｋｇ以上　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　総重量３９００ｋｇ以上　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー５）

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　総重量３９００ｋｇ以上　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー６）

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　総重量３９００ｋｇ以上　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー７）

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　総重量３９００ｋｇ以上　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー８）

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　総重量３９００ｋｇ以上　ＥＣＭ） 　ファンリレー１

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　総重量３９００ｋｇ以上　ＥＣＭ） 　ファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　総重量３９００ｋｇ以上　ＥＣＭ） 　ファンリレー２、３

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　総重量３９００ｋｇ以上　ＥＣＭ） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　総重量３９００ｋｇ以上　ＥＣＭ） 　ループ状態
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システム 項目名

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　総重量３９００ｋｇ以上　ＥＣＭ） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　総重量３９００ｋｇ以上　ＥＣＭ） 　燃料計

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　総重量３９００ｋｇ以上　ＴＣＭ） 　１－２ソレノイド

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　総重量３９００ｋｇ以上　ＴＣＭ） 　２－３ソレノイド

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　総重量３９００ｋｇ以上　ＴＣＭ） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　総重量３９００ｋｇ以上　ＴＣＭ） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　ＡＴＣ　コントロールモジュール　２　速作動） 　２ＷＤハイインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　ＡＴＣ　コントロールモジュール　２　速作動） 　４ＷＤハイインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　ＡＴＣ　コントロールモジュール　２　速作動） 　４ＷＤローインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　ＡＴＣ　コントロールモジュール　２　速作動） 　ＡＴＣモーターＡコントロール

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　ＡＴＣ　コントロールモジュール　２　速作動） 　ＡＴＣモーターＢコントロール

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　ＡＴＣ　コントロールモジュール　２　速作動） 　オート４ＷＤインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　ＡＴＣ　コントロールモジュール　２　速作動） 　トランスファーケースロック

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　ＡＴＣ　コントロールモジュール　２　速作動） 　ニュートラルインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　ＡＴＣ　コントロールモジュール　２　速作動） 　フロントアクスル係合

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　ＡＴＣ　コントロールモジュール） 　２ＷＤハイインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　ＡＴＣ　コントロールモジュール） 　２ＷＤモードスイッチ

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　ＡＴＣ　コントロールモジュール） 　４ＷＤハイインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　ＡＴＣ　コントロールモジュール） 　４ＷＤハイモードスイッチ

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　ＡＴＣ　コントロールモジュール） 　４ＷＤローインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　ＡＴＣ　コントロールモジュール） 　４ＷＤローモードスイッチ

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　ＡＴＣ　コントロールモジュール） 　ＡＴＣモーターＡコントロール

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　ＡＴＣ　コントロールモジュール） 　ＡＴＣモーターＢコントロール

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　ＡＴＣ　コントロールモジュール） 　ＡＴＷモードスイッチ

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　ＡＴＣ　コントロールモジュール） 　オート４ＷＤインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　ＡＴＣ　コントロールモジュール） 　トランスファーケースロック

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　ＡＴＣ　コントロールモジュール） 　ニュートラルインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　ＡＴＣ　コントロールモジュール） 　ニュートラルモードスイッチ

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　ＡＴＣ　コントロールモジュール） 　フロントアクスル係合

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　ＥＣＭ　スロットルアクチュエーター制御なし） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　ＥＣＭ　スロットルアクチュエーター制御なし） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　ＥＣＭ　スロットルアクチュエーター制御なし） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　ＥＣＭ　スロットルアクチュエーター制御なし） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　ＥＣＭ　スロットルアクチュエーター制御なし） 　Ｏ２センサーヒーターコントロール

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　ＥＣＭ　スロットルアクチュエーター制御なし） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　ＥＣＭ　スロットルアクチュエーター制御なし） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　ＥＣＭ　スロットルアクチュエーター制御なし） 　パワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　ＥＣＭ　スロットルアクチュエーター制御なし） 　パワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　ＥＣＭ　スロットルアクチュエーター制御なし） 　パワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　ＥＣＭ　スロットルアクチュエーター制御なし） 　パワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　ＥＣＭ　スロットルアクチュエーター制御なし） 　パワーバランス（シリンダー５）

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　ＥＣＭ　スロットルアクチュエーター制御なし） 　パワーバランス（シリンダー６）

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　ＥＣＭ　スロットルアクチュエーター制御なし） 　パワーバランス（シリンダー７）

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　ＥＣＭ　スロットルアクチュエーター制御なし） 　パワーバランス（シリンダー８）

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　ＥＣＭ　スロットルアクチュエーター制御なし） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　ＥＣＭ　スロットルアクチュエーター制御なし） 　ループ状態

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　ＥＣＭ　スロットルアクチュエーター制御なし） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　ＥＣＭ　スロットルアクチュエーター制御なし） 　燃料計

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　ＥＣＭ　スロットルアクチュエーター制御付き） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　ＥＣＭ　スロットルアクチュエーター制御付き） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　ＥＣＭ　スロットルアクチュエーター制御付き） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　ＥＣＭ　スロットルアクチュエーター制御付き） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　ＥＣＭ　スロットルアクチュエーター制御付き） 　Ｏ２センサーヒーターコントロール

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　ＥＣＭ　スロットルアクチュエーター制御付き） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　ＥＣＭ　スロットルアクチュエーター制御付き） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　ＥＣＭ　スロットルアクチュエーター制御付き） 　パワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　ＥＣＭ　スロットルアクチュエーター制御付き） 　パワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　ＥＣＭ　スロットルアクチュエーター制御付き） 　パワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　ＥＣＭ　スロットルアクチュエーター制御付き） 　パワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　ＥＣＭ　スロットルアクチュエーター制御付き） 　パワーバランス（シリンダー５）

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　ＥＣＭ　スロットルアクチュエーター制御付き） 　パワーバランス（シリンダー６）

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　ＥＣＭ　スロットルアクチュエーター制御付き） 　パワーバランス（シリンダー７）

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　ＥＣＭ　スロットルアクチュエーター制御付き） 　パワーバランス（シリンダー８）

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　ＥＣＭ　スロットルアクチュエーター制御付き） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　ＥＣＭ　スロットルアクチュエーター制御付き） 　ループ状態

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　ＥＣＭ　スロットルアクチュエーター制御付き） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　ＥＣＭ　スロットルアクチュエーター制御付き） 　燃料計

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　ＴＣＭ　スロットルアクチュエーター制御なし） 　１－２ソレノイド

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　ＴＣＭ　スロットルアクチュエーター制御なし） 　２－３ソレノイド

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　ＴＣＭ　スロットルアクチュエーター制御なし） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　ＴＣＭ　スロットルアクチュエーター制御なし） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　ＴＣＭ　スロットルアクチュエーター制御付き） 　１－２ソレノイド

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　ＴＣＭ　スロットルアクチュエーター制御付き） 　２－３ソレノイド

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　ＴＣＭ　スロットルアクチュエーター制御付き） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド
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　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　ＴＣＭ　スロットルアクチュエーター制御付き） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＧＲソレノイド

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーターコントロール

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　エンジンコントロールモジュール） 　エアポンプリレー

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー５）

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー６）

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー７）

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー８）

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー１

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー２、３

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　エンジンコントロールモジュール） 　ループ状態

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　エンジンコントロールモジュール） 　燃料計

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　オートトランスファーケース） 　２ＷＤハイインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　オートトランスファーケース） 　４ＷＤハイインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　オートトランスファーケース） 　４ＷＤローインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　オートトランスファーケース） 　ＡＴＣモーターＡコントロール

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　オートトランスファーケース） 　ＡＴＣモーターＢコントロール

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　オートトランスファーケース） 　オート４ＷＤインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　オートトランスファーケース） 　トランスファーケースロック

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　オートトランスファーケース） 　ニュートラルインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　オートトランスファーケース） 　フロントアクスル係合

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　スロットルアクチュエーターコントロールなし　ＥＣＭ） 　ＥＧＲソレノイド

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　スロットルアクチュエーターコントロールなし　ＥＣＭ） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　スロットルアクチュエーターコントロールなし　ＥＣＭ） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　スロットルアクチュエーターコントロールなし　ＥＣＭ） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　スロットルアクチュエーターコントロールなし　ＥＣＭ） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　スロットルアクチュエーターコントロールなし　ＥＣＭ） 　Ｏ２センサーヒーターコントロール

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　スロットルアクチュエーターコントロールなし　ＥＣＭ） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　スロットルアクチュエーターコントロールなし　ＥＣＭ） 　エアポンプリレー

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　スロットルアクチュエーターコントロールなし　ＥＣＭ） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　スロットルアクチュエーターコントロールなし　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　スロットルアクチュエーターコントロールなし　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　スロットルアクチュエーターコントロールなし　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　スロットルアクチュエーターコントロールなし　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　スロットルアクチュエーターコントロールなし　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー５）

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　スロットルアクチュエーターコントロールなし　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー６）

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　スロットルアクチュエーターコントロールなし　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー７）

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　スロットルアクチュエーターコントロールなし　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー８）

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　スロットルアクチュエーターコントロールなし　ＥＣＭ） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　スロットルアクチュエーターコントロールなし　ＥＣＭ） 　ループ状態

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　スロットルアクチュエーターコントロールなし　ＥＣＭ） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　スロットルアクチュエーターコントロールなし　ＥＣＭ） 　燃料計

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　スロットルアクチュエーターコントロールなし　ＴＣＭ） 　１－２ソレノイド

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　スロットルアクチュエーターコントロールなし　ＴＣＭ） 　２－３ソレノイド

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　スロットルアクチュエーターコントロールなし　ＴＣＭ） 　３－２ダウンシフトソレノイド

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　スロットルアクチュエーターコントロールなし　ＴＣＭ） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　スロットルアクチュエーターコントロールなし　ＴＣＭ） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　スロットルアクチュエーターコントロールなし　ＴＣＭ） 　ＴＣＣ有効

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　スロットルアクチュエーターコントロール付き　ＥＣＭ） 　ＥＧＲソレノイド

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　スロットルアクチュエーターコントロール付き　ＥＣＭ） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　スロットルアクチュエーターコントロール付き　ＥＣＭ） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　スロットルアクチュエーターコントロール付き　ＥＣＭ） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　スロットルアクチュエーターコントロール付き　ＥＣＭ） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　スロットルアクチュエーターコントロール付き　ＥＣＭ） 　Ｏ２センサーヒーターコントロール　（装備車のみ）

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　スロットルアクチュエーターコントロール付き　ＥＣＭ） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　スロットルアクチュエーターコントロール付き　ＥＣＭ） 　エアシステム（装備車）

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　スロットルアクチュエーターコントロール付き　ＥＣＭ） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　スロットルアクチュエーターコントロール付き　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　スロットルアクチュエーターコントロール付き　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　スロットルアクチュエーターコントロール付き　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　スロットルアクチュエーターコントロール付き　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー４）
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システム 項目名

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　スロットルアクチュエーターコントロール付き　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー５）

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　スロットルアクチュエーターコントロール付き　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー６）

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　スロットルアクチュエーターコントロール付き　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー７）

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　スロットルアクチュエーターコントロール付き　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー８）

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　スロットルアクチュエーターコントロール付き　ＥＣＭ） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　スロットルアクチュエーターコントロール付き　ＥＣＭ） 　ループ状態

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　スロットルアクチュエーターコントロール付き　ＥＣＭ） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　スロットルアクチュエーターコントロール付き　ＥＣＭ） 　燃料計

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　スロットルアクチュエーターコントロール付き　ＴＣＭ） 　１－２ソレノイド

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　スロットルアクチュエーターコントロール付き　ＴＣＭ） 　２－３ソレノイド

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　スロットルアクチュエーターコントロール付き　ＴＣＭ） 　３－２ダウンシフトソレノイド

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　スロットルアクチュエーターコントロール付き　ＴＣＭ） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　スロットルアクチュエーターコントロール付き　ＴＣＭ） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　スロットルアクチュエーターコントロール付き　ＴＣＭ） 　ＴＣＣ有効

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　トラクションコントロールなしＥＣＭ） 　ＥＧＲソレノイド

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　トラクションコントロールなしＥＣＭ） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　トラクションコントロールなしＥＣＭ） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　トラクションコントロールなしＥＣＭ） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　トラクションコントロールなしＥＣＭ） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　トラクションコントロールなしＥＣＭ） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　トラクションコントロールなしＥＣＭ） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　トラクションコントロールなしＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　トラクションコントロールなしＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　トラクションコントロールなしＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　トラクションコントロールなしＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　トラクションコントロールなしＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー５）

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　トラクションコントロールなしＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー６）

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　トラクションコントロールなしＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー７）

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　トラクションコントロールなしＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー８）

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　トラクションコントロールなしＥＣＭ） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　トラクションコントロールなしＥＣＭ） 　ループ状態

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　トラクションコントロールなしＥＣＭ） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　トラクションコントロールなしＥＣＭ） 　燃料計

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　トラクションコントロールなしＴＣＭ） 　１－２ソレノイド

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　トラクションコントロールなしＴＣＭ） 　２－３ソレノイド

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　トラクションコントロールなしＴＣＭ） 　３－２ダウンシフトソレノイド

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　トラクションコントロールなしＴＣＭ） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　トラクションコントロールなしＴＣＭ） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　トラクションコントロールなしＴＣＭ） 　ＴＣＣ有効

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　トラクションコントロールなしＴＣＭ） 　シフトトランスミッション１

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　トラクションコントロールなしＴＣＭ） 　シフトトランスミッション２

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　トラクションコントロールなしＴＣＭ） 　シフトトランスミッション３

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　トラクションコントロールなしＴＣＭ） 　シフトトランスミッション４

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　トラクションコントロール付きＥＣＭ） 　ＥＧＲソレノイド

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　トラクションコントロール付きＥＣＭ） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　トラクションコントロール付きＥＣＭ） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　トラクションコントロール付きＥＣＭ） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　トラクションコントロール付きＥＣＭ） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　トラクションコントロール付きＥＣＭ） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　トラクションコントロール付きＥＣＭ） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　トラクションコントロール付きＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　トラクションコントロール付きＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　トラクションコントロール付きＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　トラクションコントロール付きＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　トラクションコントロール付きＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー５）

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　トラクションコントロール付きＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー６）

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　トラクションコントロール付きＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー７）

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　トラクションコントロール付きＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー８）

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　トラクションコントロール付きＥＣＭ） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　トラクションコントロール付きＥＣＭ） 　ループ状態

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　トラクションコントロール付きＥＣＭ） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　トラクションコントロール付きＥＣＭ） 　燃料計

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　トラクションコントロール付きＴＣＭ） 　１－２ソレノイド

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　トラクションコントロール付きＴＣＭ） 　２－３ソレノイド

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　トラクションコントロール付きＴＣＭ） 　３－２ダウンシフトソレノイド

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　トラクションコントロール付きＴＣＭ） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　トラクションコントロール付きＴＣＭ） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　トラクションコントロール付きＴＣＭ） 　ＴＣＣ有効

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　トラクションコントロール付きＴＣＭ） 　シフトトランスミッション１

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　トラクションコントロール付きＴＣＭ） 　シフトトランスミッション２

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　トラクションコントロール付きＴＣＭ） 　シフトトランスミッション３

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　トラクションコントロール付きＴＣＭ） 　シフトトランスミッション４

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　１－２ソレノイド

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　２－３ソレノイド
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システム 項目名

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　３－２ダウンシフトソレノイド

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣ有効

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッション１

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッション２

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッション３

　パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッション４

　パワートレイン（（Ｗ）１．４Ｌ　Ｌ４　ＬＤＴ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰサービスベイテスト

　パワートレイン（（Ｗ）１．４Ｌ　Ｌ４　ＬＤＴ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ｗ）１．４Ｌ　Ｌ４　ＬＤＴ　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｗ）１．４Ｌ　Ｌ４　ＬＤＴ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１センサー１）

　パワートレイン（（Ｗ）１．４Ｌ　Ｌ４　ＬＤＴ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１センサー２）

　パワートレイン（（Ｗ）１．４Ｌ　Ｌ４　ＬＤＴ　エンジンコントロールモジュール） 　ＴＰＳ学習値リセット

　パワートレイン（（Ｗ）１．４Ｌ　Ｌ４　ＬＤＴ　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｗ）１．４Ｌ　Ｌ４　ＬＤＴ　エンジンコントロールモジュール） 　スパーク遅延

　パワートレイン（（Ｗ）１．４Ｌ　Ｌ４　ＬＤＴ　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルブレードコントロール

　パワートレイン（（Ｗ）１．４Ｌ　Ｌ４　ＬＤＴ　エンジンコントロールモジュール） 　ファンＨｉｇｈ

　パワートレイン（（Ｗ）１．４Ｌ　Ｌ４　ＬＤＴ　エンジンコントロールモジュール） 　ファンＬｏｗ

　パワートレイン（（Ｗ）１．４Ｌ　Ｌ４　ＬＤＴ　エンジンコントロールモジュール） 　ループ状態

　パワートレイン（（Ｗ）１．４Ｌ　Ｌ４　ＬＤＴ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｗ）１．４Ｌ　Ｌ４　ＬＤＴ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターテスト１

　パワートレイン（（Ｗ）１．４Ｌ　Ｌ４　ＬＤＴ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターテスト２

　パワートレイン（（Ｗ）１．４Ｌ　Ｌ４　ＬＤＴ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターテスト３

　パワートレイン（（Ｗ）１．４Ｌ　Ｌ４　ＬＤＴ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターテスト４

　パワートレイン（（Ｗ）１．４Ｌ　Ｌ４　ＬＤＴ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｗ）１．４Ｌ　Ｌ４　ＬＤＴ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（Ｗ）１．４Ｌ　Ｌ４　ＬＤＴ　エンジンコントロールモジュール） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｗ）１．４Ｌ　Ｌ４　ＬＤＴ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（Ｗ）１．４Ｌ　Ｌ４　ＬＤＴ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイド１

　パワートレイン（（Ｗ）１．４Ｌ　Ｌ４　ＬＤＴ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイド２

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　コールドスタートシステム

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　コールドスタートフューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　エンジン回転数

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　コールドスタートシステム
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システム 項目名

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　コールドスタートフューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　エンジン回転数

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　コールドスタートシステム

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　コールドスタートフューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　スターターリレー

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　コールドスタートシステム

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　コールドスタートフューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）
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システム 項目名

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｗ）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＥ８　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｗ）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＥ８　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ｗ）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＥ８　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｗ）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＥ８　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｗ）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＥ８　エンジンコントロールモジュール） 　ＲＶＳ無効履歴リセット

　パワートレイン（（Ｗ）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＥ８　エンジンコントロールモジュール） 　アイドルスパーク

　パワートレイン（（Ｗ）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＥ８　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｗ）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＥ８　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ｗ）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＥ８　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（Ｗ）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＥ８　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｗ）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＥ８　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス１

　パワートレイン（（Ｗ）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＥ８　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス２

　パワートレイン（（Ｗ）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＥ８　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス３

　パワートレイン（（Ｗ）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＥ８　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス４

　パワートレイン（（Ｗ）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＥ８　エンジンコントロールモジュール） 　スターターリレー

　パワートレイン（（Ｗ）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＥ８　エンジンコントロールモジュール） 　スパーク遅延

　パワートレイン（（Ｗ）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＥ８　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｗ）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＥ８　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー

　パワートレイン（（Ｗ）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＥ８　エンジンコントロールモジュール） 　ループ状態

　パワートレイン（（Ｗ）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＥ８　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーターソレノイド（バンク１）

　パワートレイン（（Ｗ）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＥ８　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス１

　パワートレイン（（Ｗ）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＥ８　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス２

　パワートレイン（（Ｗ）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＥ８　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス３

　パワートレイン（（Ｗ）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＥ８　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス４

　パワートレイン（（Ｗ）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＥ８　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｗ）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＥ８　エンジンコントロールモジュール） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（Ｗ）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＥ８　エンジンコントロールモジュール） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（（Ｗ）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＥ８　エンジンコントロールモジュール） 　排気側ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーターソレノイド（バンク１）

　パワートレイン（（Ｗ）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＥ８　トランスミッションコントロールモジュール） 　１－２ソレノイド

　パワートレイン（（Ｗ）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＥ８　トランスミッションコントロールモジュール） 　２－３ソレノイド

　パワートレイン（（Ｗ）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＥ８　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（Ｗ）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＥ８　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッション

　パワートレイン（（Ｗ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ｗ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｗ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１センサー１）

　パワートレイン（（Ｗ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１センサー２）

　パワートレイン（（Ｗ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　ＲＶＳ無効履歴リセット

　パワートレイン（（Ｗ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｗ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ｗ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（Ｗ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｗ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス１

　パワートレイン（（Ｗ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス２

　パワートレイン（（Ｗ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス３

　パワートレイン（（Ｗ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス４

　パワートレイン（（Ｗ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　スターターリレーコントロール

　パワートレイン（（Ｗ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　スパーク遅延

　パワートレイン（（Ｗ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｗ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー１

　パワートレイン（（Ｗ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（Ｗ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー２、３

　パワートレイン（（Ｗ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ有効
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　パワートレイン（（Ｗ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　ループ状態

　パワートレイン（（Ｗ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　圧縮テスト

　パワートレイン（（Ｗ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイド（バンク１）

　パワートレイン（（Ｗ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター１）

　パワートレイン（（Ｗ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター２）

　パワートレイン（（Ｗ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター３）

　パワートレイン（（Ｗ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター４）

　パワートレイン（（Ｗ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｗ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料プレッシャーコントロール

　パワートレイン（（Ｗ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料圧力レギュレーター

　パワートレイン（（Ｗ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイド（バンク１）

　パワートレイン（（Ｗ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＡＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド２

　パワートレイン（（Ｗ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＡＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド３

　パワートレイン（（Ｗ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＡＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド４

　パワートレイン（（Ｗ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＡＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド５

　パワートレイン（（Ｗ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＡＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（Ｗ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＡＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイド１

　パワートレイン（（Ｗ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＡＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイド２

　パワートレイン（（Ｗ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＡＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応リセット

　パワートレイン（（Ｗ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＡＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（（Ｗ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＡＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ライン圧力制御

　パワートレイン（（Ｗ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＡＦ　フューエルポンプコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｗ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＡＦ　フューエルポンプコントロールモジュール） 　フューエルポンプトリムリセット

　パワートレイン（（Ｗ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＡＦ　フューエルポンプコントロールモジュール） 　燃料プレッシャーコントロール

　パワートレイン（（Ｗ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｗ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｗ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｗ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｗ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（（Ｗ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（（Ｗ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル点火時期

　パワートレイン（（Ｗ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（Ｗ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ｗ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数

　パワートレイン（（Ｗ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（（Ｗ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（Ｗ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（（Ｗ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｗ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｗ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｗ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｗ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｗ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　スターターリレー

　パワートレイン（（Ｗ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｗ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（（Ｗ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　圧縮テスト

　パワートレイン（（Ｗ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｗ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　点火時期遅延

　パワートレイン（（Ｗ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｗ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｗ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｗ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｗ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料システム減圧

　パワートレイン（（Ｗ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｗ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料圧力

　パワートレイン（（Ｗ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料圧力レギュレーター

　パワートレイン（（Ｗ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（（Ｗ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（（Ｗ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｗ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｗ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｗ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｗ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｗ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（（Ｗ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（（Ｗ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（（Ｗ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｗ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（（Ｗ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｗ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（（Ｗ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｗ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（（Ｗ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｗ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
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システム 項目名

　パワートレイン（（Ｗ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｗ）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＧＤ　エンジンコントロールモジュール） 　ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター

　パワートレイン（（Ｗ）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＧＤ　エンジンコントロールモジュール） 　ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーターソレノイド

　パワートレイン（（Ｗ）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＧＤ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｗ）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＧＤ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ｗ）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＧＤ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｗ）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＧＤ　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｗ）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＧＤ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（（Ｗ）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＧＤ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（（Ｗ）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＧＤ　エンジンコントロールモジュール） 　ＲＶＳ無効履歴リセット

　パワートレイン（（Ｗ）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＧＤ　エンジンコントロールモジュール） 　アイドルスパーク

　パワートレイン（（Ｗ）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＧＤ　エンジンコントロールモジュール） 　インテークマニホールドチューニングバルブ

　パワートレイン（（Ｗ）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＧＤ　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｗ）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＧＤ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ｗ）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＧＤ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（Ｗ）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＧＤ　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｗ）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＧＤ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス１

　パワートレイン（（Ｗ）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＧＤ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス２

　パワートレイン（（Ｗ）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＧＤ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス３

　パワートレイン（（Ｗ）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＧＤ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス４

　パワートレイン（（Ｗ）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＧＤ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス５

　パワートレイン（（Ｗ）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＧＤ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス６

　パワートレイン（（Ｗ）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＧＤ　エンジンコントロールモジュール） 　スターターリレー

　パワートレイン（（Ｗ）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＧＤ　エンジンコントロールモジュール） 　スパーク遅延

　パワートレイン（（Ｗ）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＧＤ　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｗ）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＧＤ　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー１

　パワートレイン（（Ｗ）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＧＤ　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（Ｗ）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＧＤ　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー２、３

　パワートレイン（（Ｗ）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＧＤ　エンジンコントロールモジュール） 　ループ状態

　パワートレイン（（Ｗ）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＧＤ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター１）

　パワートレイン（（Ｗ）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＧＤ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター２）

　パワートレイン（（Ｗ）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＧＤ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター３）

　パワートレイン（（Ｗ）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＧＤ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター４）

　パワートレイン（（Ｗ）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＧＤ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター５）

　パワートレイン（（Ｗ）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＧＤ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター６）

　パワートレイン（（Ｗ）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＧＤ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｗ）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＧＤ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（Ｗ）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＧＤ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（（Ｗ）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＧＤ　トランスミッションコントロールモジュール） 　１－２ソレノイド

　パワートレイン（（Ｗ）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＧＤ　トランスミッションコントロールモジュール） 　２－３ソレノイド

　パワートレイン（（Ｗ）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＧＤ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド

　パワートレイン（（Ｗ）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＧＤ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（Ｗ）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＧＤ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッション

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　総重量３９００ｋｇ以下　ＥＣＭ） 　ＥＧＲソレノイド

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　総重量３９００ｋｇ以下　ＥＣＭ） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　総重量３９００ｋｇ以下　ＥＣＭ） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　総重量３９００ｋｇ以下　ＥＣＭ） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　総重量３９００ｋｇ以下　ＥＣＭ） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　総重量３９００ｋｇ以下　ＥＣＭ） 　Ｏ２センサーヒーターコントロール

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　総重量３９００ｋｇ以下　ＥＣＭ） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　総重量３９００ｋｇ以下　ＥＣＭ） 　エアポンプリレー

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　総重量３９００ｋｇ以下　ＥＣＭ） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　総重量３９００ｋｇ以下　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　総重量３９００ｋｇ以下　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　総重量３９００ｋｇ以下　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　総重量３９００ｋｇ以下　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　総重量３９００ｋｇ以下　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー５）

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　総重量３９００ｋｇ以下　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー６）

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　総重量３９００ｋｇ以下　ＥＣＭ） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　総重量３９００ｋｇ以下　ＥＣＭ） 　ループ状態

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　総重量３９００ｋｇ以下　ＥＣＭ） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　総重量３９００ｋｇ以下　ＥＣＭ） 　燃料計

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　総重量３９００ｋｇ以下　ＴＣＭ） 　１－２ソレノイド

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　総重量３９００ｋｇ以下　ＴＣＭ） 　２－３ソレノイド

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　総重量３９００ｋｇ以下　ＴＣＭ） 　３－２ダウンシフトソレノイド

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　総重量３９００ｋｇ以下　ＴＣＭ） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　総重量３９００ｋｇ以下　ＴＣＭ） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　総重量３９００ｋｇ以下　ＴＣＭ） 　ＴＣＣ有効

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　総重量３９００ｋｇ以下　エアポンプＥＣＭなし） 　ＥＧＲソレノイド

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　総重量３９００ｋｇ以下　エアポンプＥＣＭなし） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　総重量３９００ｋｇ以下　エアポンプＥＣＭなし） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　総重量３９００ｋｇ以下　エアポンプＥＣＭなし） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　総重量３９００ｋｇ以下　エアポンプＥＣＭなし） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　総重量３９００ｋｇ以下　エアポンプＥＣＭなし） 　Ｏ２センサーヒーターコントロール
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システム 項目名

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　総重量３９００ｋｇ以下　エアポンプＥＣＭなし） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　総重量３９００ｋｇ以下　エアポンプＥＣＭなし） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　総重量３９００ｋｇ以下　エアポンプＥＣＭなし） 　パワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　総重量３９００ｋｇ以下　エアポンプＥＣＭなし） 　パワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　総重量３９００ｋｇ以下　エアポンプＥＣＭなし） 　パワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　総重量３９００ｋｇ以下　エアポンプＥＣＭなし） 　パワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　総重量３９００ｋｇ以下　エアポンプＥＣＭなし） 　パワーバランス（シリンダー５）

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　総重量３９００ｋｇ以下　エアポンプＥＣＭなし） 　パワーバランス（シリンダー６）

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　総重量３９００ｋｇ以下　エアポンプＥＣＭなし） 　パワーバランス（シリンダー７）

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　総重量３９００ｋｇ以下　エアポンプＥＣＭなし） 　パワーバランス（シリンダー８）

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　総重量３９００ｋｇ以下　エアポンプＥＣＭなし） 　ファンリレー１

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　総重量３９００ｋｇ以下　エアポンプＥＣＭなし） 　ファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　総重量３９００ｋｇ以下　エアポンプＥＣＭなし） 　ファンリレー２、３

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　総重量３９００ｋｇ以下　エアポンプＥＣＭなし） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　総重量３９００ｋｇ以下　エアポンプＥＣＭなし） 　ループ状態

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　総重量３９００ｋｇ以下　エアポンプＥＣＭなし） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　総重量３９００ｋｇ以下　エアポンプＥＣＭなし） 　燃料計

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　総重量３９００ｋｇ以下　エアポンプＥＣＭ付き） 　ＥＧＲソレノイド

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　総重量３９００ｋｇ以下　エアポンプＥＣＭ付き） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　総重量３９００ｋｇ以下　エアポンプＥＣＭ付き） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　総重量３９００ｋｇ以下　エアポンプＥＣＭ付き） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　総重量３９００ｋｇ以下　エアポンプＥＣＭ付き） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　総重量３９００ｋｇ以下　エアポンプＥＣＭ付き） 　Ｏ２センサーヒーターコントロール

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　総重量３９００ｋｇ以下　エアポンプＥＣＭ付き） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　総重量３９００ｋｇ以下　エアポンプＥＣＭ付き） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　総重量３９００ｋｇ以下　エアポンプＥＣＭ付き） 　パワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　総重量３９００ｋｇ以下　エアポンプＥＣＭ付き） 　パワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　総重量３９００ｋｇ以下　エアポンプＥＣＭ付き） 　パワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　総重量３９００ｋｇ以下　エアポンプＥＣＭ付き） 　パワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　総重量３９００ｋｇ以下　エアポンプＥＣＭ付き） 　パワーバランス（シリンダー５）

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　総重量３９００ｋｇ以下　エアポンプＥＣＭ付き） 　パワーバランス（シリンダー６）

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　総重量３９００ｋｇ以下　エアポンプＥＣＭ付き） 　パワーバランス（シリンダー７）

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　総重量３９００ｋｇ以下　エアポンプＥＣＭ付き） 　パワーバランス（シリンダー８）

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　総重量３９００ｋｇ以下　エアポンプＥＣＭ付き） 　ファンリレー１

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　総重量３９００ｋｇ以下　エアポンプＥＣＭ付き） 　ファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　総重量３９００ｋｇ以下　エアポンプＥＣＭ付き） 　ファンリレー２、３

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　総重量３９００ｋｇ以下　エアポンプＥＣＭ付き） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　総重量３９００ｋｇ以下　エアポンプＥＣＭ付き） 　ループ状態

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　総重量３９００ｋｇ以下　エアポンプＥＣＭ付き） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　総重量３９００ｋｇ以下　エアポンプＥＣＭ付き） 　燃料計

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　総重量３９００ｋｇ以上　ＥＣＭ） 　ＥＧＲソレノイド

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　総重量３９００ｋｇ以上　ＥＣＭ） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　総重量３９００ｋｇ以上　ＥＣＭ） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　総重量３９００ｋｇ以上　ＥＣＭ） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　総重量３９００ｋｇ以上　ＥＣＭ） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　総重量３９００ｋｇ以上　ＥＣＭ） 　Ｏ２センサーヒーターコントロール

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　総重量３９００ｋｇ以上　ＥＣＭ） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　総重量３９００ｋｇ以上　ＥＣＭ） 　エアポンプリレー

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　総重量３９００ｋｇ以上　ＥＣＭ） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　総重量３９００ｋｇ以上　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　総重量３９００ｋｇ以上　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　総重量３９００ｋｇ以上　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　総重量３９００ｋｇ以上　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　総重量３９００ｋｇ以上　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー５）

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　総重量３９００ｋｇ以上　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー６）

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　総重量３９００ｋｇ以上　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー７）

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　総重量３９００ｋｇ以上　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー８）

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　総重量３９００ｋｇ以上　ＥＣＭ） 　ファンリレー１

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　総重量３９００ｋｇ以上　ＥＣＭ） 　ファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　総重量３９００ｋｇ以上　ＥＣＭ） 　ファンリレー２、３

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　総重量３９００ｋｇ以上　ＥＣＭ） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　総重量３９００ｋｇ以上　ＥＣＭ） 　ループ状態

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　総重量３９００ｋｇ以上　ＥＣＭ） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　総重量３９００ｋｇ以上　ＥＣＭ） 　燃料計

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　総重量３９００ｋｇ以上　ＴＣＭ） 　１－２ソレノイド

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　総重量３９００ｋｇ以上　ＴＣＭ） 　２－３ソレノイド

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　総重量３９００ｋｇ以上　ＴＣＭ） 　３－２ダウンシフトソレノイド

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　総重量３９００ｋｇ以上　ＴＣＭ） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　総重量３９００ｋｇ以上　ＴＣＭ） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　総重量３９００ｋｇ以上　ＴＣＭ） 　ＴＣＣ有効

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　ＡＴＣ　コントロールモジュール　１　速作動） 　ＡＴＣモーターＢコントロール

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　ＡＴＣ　コントロールモジュール　２　速作動） 　２ＷＤハイインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　ＡＴＣ　コントロールモジュール　２　速作動） 　２ＷＤモードスイッチ

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　ＡＴＣ　コントロールモジュール　２　速作動） 　４ＷＤハイインジケーターランプ
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　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　ＡＴＣ　コントロールモジュール　２　速作動） 　４ＷＤハイモードスイッチ

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　ＡＴＣ　コントロールモジュール　２　速作動） 　４ＷＤローインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　ＡＴＣ　コントロールモジュール　２　速作動） 　４ＷＤローモードスイッチ

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　ＡＴＣ　コントロールモジュール　２　速作動） 　ＡＴＣモーターＡコントロール

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　ＡＴＣ　コントロールモジュール　２　速作動） 　ＡＴＣモーターＢコントロール

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　ＡＴＣ　コントロールモジュール　２　速作動） 　ＡＴＷモードスイッチ

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　ＡＴＣ　コントロールモジュール　２　速作動） 　オート４ＷＤインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　ＡＴＣ　コントロールモジュール　２　速作動） 　トランスファーケースロック

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　ＡＴＣ　コントロールモジュール　２　速作動） 　ニュートラルインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　ＡＴＣ　コントロールモジュール　２　速作動） 　ニュートラルモードスイッチ

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　ＡＴＣ　コントロールモジュール　２　速作動） 　フロントアクスル係合

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　ＡＴＣ　コントロールモジュール） 　２ＷＤハイインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　ＡＴＣ　コントロールモジュール） 　２ＷＤモードスイッチ

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　ＡＴＣ　コントロールモジュール） 　４ＷＤハイインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　ＡＴＣ　コントロールモジュール） 　４ＷＤハイモードスイッチ

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　ＡＴＣ　コントロールモジュール） 　４ＷＤローインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　ＡＴＣ　コントロールモジュール） 　４ＷＤローモードスイッチ

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　ＡＴＣ　コントロールモジュール） 　ＡＴＣモーターＡコントロール

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　ＡＴＣ　コントロールモジュール） 　ＡＴＣモーターＢコントロール

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　ＡＴＣ　コントロールモジュール） 　ＡＴＷモードスイッチ

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　ＡＴＣ　コントロールモジュール） 　オート４ＷＤインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　ＡＴＣ　コントロールモジュール） 　サービス４ＷＤランプ

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　ＡＴＣ　コントロールモジュール） 　トランスファーケースロック

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　ＡＴＣ　コントロールモジュール） 　ニュートラルインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　ＡＴＣ　コントロールモジュール） 　ニュートラルモードスイッチ

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　ＡＴＣ　コントロールモジュール） 　フロントアクスル係合

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　エアポンプＥＣＭなし） 　ＥＧＲソレノイド

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　エアポンプＥＣＭなし） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　エアポンプＥＣＭなし） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　エアポンプＥＣＭなし） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　エアポンプＥＣＭなし） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　エアポンプＥＣＭなし） 　Ｏ２センサーヒーターコントロール

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　エアポンプＥＣＭなし） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　エアポンプＥＣＭなし） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　エアポンプＥＣＭなし） 　パワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　エアポンプＥＣＭなし） 　パワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　エアポンプＥＣＭなし） 　パワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　エアポンプＥＣＭなし） 　パワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　エアポンプＥＣＭなし） 　パワーバランス（シリンダー５）

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　エアポンプＥＣＭなし） 　パワーバランス（シリンダー６）

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　エアポンプＥＣＭなし） 　パワーバランス（シリンダー７）

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　エアポンプＥＣＭなし） 　パワーバランス（シリンダー８）

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　エアポンプＥＣＭなし） 　ファンリレー１

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　エアポンプＥＣＭなし） 　ファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　エアポンプＥＣＭなし） 　ファンリレー２、３

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　エアポンプＥＣＭなし） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　エアポンプＥＣＭなし） 　ループ状態

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　エアポンプＥＣＭなし） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　エアポンプＥＣＭなし） 　燃料計

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　エアポンプＥＣＭ付き） 　ＥＧＲソレノイド

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　エアポンプＥＣＭ付き） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　エアポンプＥＣＭ付き） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　エアポンプＥＣＭ付き） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　エアポンプＥＣＭ付き） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　エアポンプＥＣＭ付き） 　Ｏ２センサーヒーターコントロール

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　エアポンプＥＣＭ付き） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　エアポンプＥＣＭ付き） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　エアポンプＥＣＭ付き） 　パワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　エアポンプＥＣＭ付き） 　パワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　エアポンプＥＣＭ付き） 　パワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　エアポンプＥＣＭ付き） 　パワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　エアポンプＥＣＭ付き） 　パワーバランス（シリンダー５）

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　エアポンプＥＣＭ付き） 　パワーバランス（シリンダー６）

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　エアポンプＥＣＭ付き） 　パワーバランス（シリンダー７）

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　エアポンプＥＣＭ付き） 　パワーバランス（シリンダー８）

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　エアポンプＥＣＭ付き） 　ファンリレー１

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　エアポンプＥＣＭ付き） 　ファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　エアポンプＥＣＭ付き） 　ファンリレー２、３

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　エアポンプＥＣＭ付き） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　エアポンプＥＣＭ付き） 　ループ状態

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　エアポンプＥＣＭ付き） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　エアポンプＥＣＭ付き） 　燃料計

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＧＲソレノイド

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉
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システム 項目名

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーターコントロール

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　エンジンコントロールモジュール） 　エアポンプリレー

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー５）

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー６）

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー７）

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー８）

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー１

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー２、３

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　エンジンコントロールモジュール） 　ループ状態

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　エンジンコントロールモジュール） 　燃料計

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　トランスミッションコントロールモジュール） 　１－２ソレノイド

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　トランスミッションコントロールモジュール） 　２－３ソレノイド

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　トランスミッションコントロールモジュール） 　３－２ダウンシフトソレノイド

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣ有効

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー１）

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー２）

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー１）

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー２）

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス５インジェクター

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス６インジェクター

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス７インジェクター

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス８インジェクター

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス１インジェクター

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス２インジェクター

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス３インジェクター

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス４インジェクター

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス５インジェクター

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス６インジェクター

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス７インジェクター

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス８インジェクター

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー１）

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー２）

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー１）

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー２）

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー



●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2022.10)
システム 項目名

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス５インジェクター

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス６インジェクター

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス７インジェクター

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス８インジェクター

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スキップシフトソレノイドアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　リバースインヒビットソレノイドアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス１インジェクター

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス２インジェクター

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス３インジェクター

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス４インジェクター

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス５インジェクター

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス６インジェクター

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス７インジェクター

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス８インジェクター

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー１）

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー２）

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー１）

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー２）

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファン

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス５インジェクター

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス６インジェクター

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス７インジェクター

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス８インジェクター

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール） 　スキップシフトソレノイドアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール） 　スターターリレー

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール） 　リバースインヒビットソレノイドアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス１インジェクター

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス２インジェクター

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス３インジェクター

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス４インジェクター

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス５インジェクター

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス６インジェクター

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス７インジェクター

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス８インジェクター

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ２

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ２パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１
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　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　フューエルポンプ　バージョン　フューエルポンプ　　排気フロー） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　フューエルポンプ　バージョン　フューエルポンプ　　排気フロー） 　燃料圧力

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　フューエルポンプ　バージョン　フューエルポンプ　　排気フロー） 　排気流量コントロールバルブ

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　フューエルポンプ　バージョン　フューエルポンプ） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　フューエルポンプ　バージョン　フューエルポンプ） 　燃料圧力

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　フューエルポンプコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　フューエルポンプコントロールモジュール） 　燃料圧力

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳ３　エキゾーストフローコントロールモジュール） 　排気バルブ

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１センサー１）

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１センサー２）

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２センサー１）

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２センサー２）

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール） 　アイドルスパーク

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファン

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス１

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス２

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス３

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス４

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス５

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス６

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス７

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス８

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール） 　スキップシフトソレノイド

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール） 　スターターリレー

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール） 　スパーク遅延

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール） 　バックインヒビット

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール） 　ループ状態

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター１）

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター２）

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター３）

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター４）

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター５）

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター６）

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター７）

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター８）

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド２

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド３

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド４

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド５

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳ３　トランスミッションコントロールモジュール）
　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｓｏｌ．　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｔｅｓｔ　Ｌｉｎｅ　Ｐｒｅｓｓｕ
ｒｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳ３　トランスミッションコントロールモジュール）
　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｓｏｌ．　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｔｅｓｔ　ＰＣ　Ｓｏｌｅｎｏｉｄ
２

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳ３　トランスミッションコントロールモジュール）
　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｓｏｌ．　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｔｅｓｔ　ＰＣ　Ｓｏｌｅｎｏｉｄ
３

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳ３　トランスミッションコントロールモジュール）
　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｓｏｌ．　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｔｅｓｔ　ＰＣ　Ｓｏｌｅｎｏｉｄ
４

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳ３　トランスミッションコントロールモジュール）
　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｓｏｌ．　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｔｅｓｔ　ＰＣ　Ｓｏｌｅｎｏｉｄ
５

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳ３　トランスミッションコントロールモジュール）
　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｓｏｌ．　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｔｅｓｔ　Ｓｈｉｆｔ　Ｓｏｌｅｎ
ｏｉｄ　１

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳ３　トランスミッションコントロールモジュール）
　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｓｏｌ．　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｔｅｓｔ　Ｓｈｉｆｔ　Ｓｏｌｅｎ
ｏｉｄ　２

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳ３　トランスミッションコントロールモジュール）
　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｓｏｌ．　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｔｅｓｔ　ＴＣＣ　Ｃｏｎｔｒｏｌ
Ｓｏｌｅｎｏｉｄ

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイド１

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイド２

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッション

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応リセット
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システム 項目名

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー２

　パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　ライン圧力制御

　パワートレイン（（Ｘ）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＬＱ　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｘ）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＬＱ　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｘ）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＬＱ　エンジンコントロールモジュール） 　ファンＨｉｇｈ

　パワートレイン（（Ｘ）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＬＱ　エンジンコントロールモジュール） 　ファンＬｏｗ

　パワートレイン（（Ｘ）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＬＱ　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｘ）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＬＱ　トランスミッションコントロールモジュール） 　１－２／３－４シフトソレノイド

　パワートレイン（（Ｘ）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＬＱ　トランスミッションコントロールモジュール） 　２－３ソレノイド

　パワートレイン（（Ｘ）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＬＱ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（Ｘ）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＬＱ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ウィンターＬＥＤ

　パワートレイン（（Ｘ）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＬＱ　トランスミッションコントロールモジュール） 　エコ／スポーツ

　パワートレイン（（Ｘ）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＬＱ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションモニター

　パワートレイン（（Ｘ）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＬＱ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トルクコントロールソレノイド

　パワートレイン（（Ｘ）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＬＱ　トランスミッションコントロールモジュール） 　パークニュートラルスイッチテスト

　パワートレイン（（Ｘ）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＬＱ　トランスミッションコントロールモジュール） 　圧力レギュレーターソレノイド

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＮＦ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＮＦ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＮＦ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＮＦ　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＮＦ　エンジンコントロールモジュール） 　アイドルスパーク

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＮＦ　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＮＦ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＮＦ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファン

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＮＦ　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＮＦ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス１

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＮＦ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス２

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＮＦ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス３

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＮＦ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス４

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＮＦ　エンジンコントロールモジュール） 　スターターリレー

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＮＦ　エンジンコントロールモジュール） 　スパーク遅延

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＮＦ　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＮＦ　エンジンコントロールモジュール） 　ターボチャージャーウェストゲートソレノイド

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＮＦ　エンジンコントロールモジュール） 　ターボチャージャーバイパスソレノイド

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＮＦ　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー１

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＮＦ　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＮＦ　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー２、３

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＮＦ　エンジンコントロールモジュール） 　ループ状態

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＮＦ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーターソレノイド（バンク１）

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＮＦ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＮＦ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス１

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＮＦ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス２

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＮＦ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス３

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＮＦ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス４

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＮＦ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＮＦ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＮＦ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料プレッシャーコントロール

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＮＦ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＮＦ　エンジンコントロールモジュール） 　排気側ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーターソレノイド（バンク１）

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＮＦ　エンジンコントロールモジュール） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＮＦ　エンジンコントロールモジュール） 　補助バキュームポンプ

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＮＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　１－２ソレノイド

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＮＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　２－３ソレノイド

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＮＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＮＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＮＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッション

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　アイドル点火時期

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン油圧制御ソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　オートスタート／オートストップ

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン１

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン２

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン３

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン４

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン５
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　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　グリルエアシャッターポジション作動

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ（バンク１）

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ（バンク１）

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　トランスミッションアキュムレーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　フューエルポンプスピード

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　フューエルポンプトリムリセット

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　マスエアフローセンサー供給電圧

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　圧縮テスト

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　点火時期遅延

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス１インジェクター

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス２インジェクター

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス３インジェクター

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス４インジェクター

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料システム減圧

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料レール圧力

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料圧力

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　アイドル点火時期

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン油圧制御ソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　オートスタート／オートストップ

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン１

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン２

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン３

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン４

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン５

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　グリルエアシャッターポジション作動

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スターターリレー
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　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ（バンク１）

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ（バンク１）

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　トランスミッションアキュムレーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　フューエルポンプスピード

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　フューエルポンプトリムリセット

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　マスエアフローセンサー供給電圧

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　圧縮テスト

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　点火時期遅延

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス１インジェクター

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス２インジェクター

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス３インジェクター

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス４インジェクター

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料システム減圧

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料レール圧力

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料圧力

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル点火時期

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン油圧制御ソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　オートスタート／オートストップ

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファン１

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファン２

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファン３

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファン４

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファン５

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　グリルエアシャッターポジション作動

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　スターターリレー

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ（バンク１）

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ（バンク１）

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　トランスミッションアキュムレーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプスピード

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプトリムリセット

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　マスエアフローセンサー供給電圧

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　圧縮テスト

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　点火時期遅延

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）
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システム 項目名

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス１インジェクター

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス２インジェクター

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス３インジェクター

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス４インジェクター

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料システム減圧

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料レール圧力

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料圧力

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料圧力レギュレーター

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　シャーシコントロールモジュール　アクティブグリルシャッター　エンジンマウント） 　エンジンマウントアクチュエーター出力１

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　シャーシコントロールモジュール　アクティブグリルシャッター　エンジンマウント） 　エンジンマウントアクチュエーター出力２

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　シャーシコントロールモジュール　アクティブグリルシャッター　エンジンマウント） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　シャーシコントロールモジュール　アクティブグリルシャッター　エンジンマウント） 　燃料圧力

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　シャーシコントロールモジュール　エンジンマウント） 　エンジンマウントアクチュエーター出力２

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　シャーシコントロールモジュール　フューエルポンプ） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　シャーシコントロールモジュール　フューエルポンプ） 　燃料圧力

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　シャーシコントロールモジュール　フューエルポンプ　アクティブグリルシャッター） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　シャーシコントロールモジュール　フューエルポンプ　アクティブグリルシャッター） 　燃料圧力

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　シャーシコントロールモジュール　フューエルポンプ　エンジンマウント） 　エンジンマウントアクチュエーター出力１

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　シャーシコントロールモジュール　フューエルポンプ　エンジンマウント） 　エンジンマウントアクチュエーター出力２

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　シャーシコントロールモジュール　フューエルポンプ　エンジンマウント） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　シャーシコントロールモジュール　フューエルポンプ　エンジンマウント） 　燃料圧力

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール　６速　（ＭＮＭ）） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール　６速　（ＭＮＭ）） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール　６速　（ＭＮＭ）） 　シフトソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール　６速　（ＭＮＭ）） 　シフトソレノイドバルブ１パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール　６速　（ＭＮＭ）） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール　６速　（ＭＮＭ）） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール　６速　（ＭＮＭ）） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール　６速　（ＭＮＭ）） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール　６速　（ＭＮＭ）） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール　６速　（ＭＮＭ）） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール　６速　（ＭＮＭ）） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール　６速　（ＭＮＭ）） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール　６速　（ＭＮＭ）） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール　６速　（ＭＮＭ）） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール　６速　（ＭＮＭ）） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール　６速　（ＭＮＭ）） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール　８速　（ＭＲＣ）） 　ＴＣＣソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール　８速　（ＭＲＣ）） 　シフトソレノイドバルブ１

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール　８速　（ＭＲＣ）） 　シフトソレノイドバルブ２

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール　８速　（ＭＲＣ）） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール　８速　（ＭＲＣ）） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ１

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール　８速　（ＭＲＣ）） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール　８速　（ＭＲＣ）） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール　８速　（ＭＲＣ）） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール　８速　（ＭＲＣ）） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール　８速　（ＭＲＣ）） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ６

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ２

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ２パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ１

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ１電流

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ２電流

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ３電流

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ４電流

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ５電流

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ６

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ６電流
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システム 項目名

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ７

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ７電流

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ８

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ９

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー２

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　フューエルポンプコントロールモジュール　アクティブグリルシャッター　エンジンマウント）　エンジンマウントアクチュエーター出力１

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　フューエルポンプコントロールモジュール　アクティブグリルシャッター　エンジンマウント）　エンジンマウントアクチュエーター出力２

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　フューエルポンプコントロールモジュール　アクティブグリルシャッター　エンジンマウント）　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　フューエルポンプコントロールモジュール　アクティブグリルシャッター　エンジンマウント）　燃料圧力

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　フューエルポンプコントロールモジュール　フューエルポンプ） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　フューエルポンプコントロールモジュール　フューエルポンプ） 　燃料圧力

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　フューエルポンプコントロールモジュール　フューエルポンプ　アクティブグリルシャッター）　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　フューエルポンプコントロールモジュール　フューエルポンプ　アクティブグリルシャッター）　燃料圧力

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　フューエルポンプコントロールモジュール　フューエルポンプ　エンジンマウント） 　エンジンマウントアクチュエーター出力１

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　フューエルポンプコントロールモジュール　フューエルポンプ　エンジンマウント） 　エンジンマウントアクチュエーター出力２

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　フューエルポンプコントロールモジュール　フューエルポンプ　エンジンマウント） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　フューエルポンプコントロールモジュール　フューエルポンプ　エンジンマウント） 　燃料圧力

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー１）

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー２）

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー１）

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー２）

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス５インジェクター

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス６インジェクター

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール） 　スターターリレー

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス１インジェクター

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス２インジェクター

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス３インジェクター

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス４インジェクター

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス５インジェクター

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス６インジェクター

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　ＬＵ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　１－２シフトソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　ＬＵ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　２－３シフトソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　ＬＵ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　ＬＵ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　ＬＵ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＦ６　ＡＴＣ　コントロールモジュール） 　２ＷＤハイインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＦ６　ＡＴＣ　コントロールモジュール） 　２ＷＤモードスイッチ

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＦ６　ＡＴＣ　コントロールモジュール） 　４ＷＤハイインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＦ６　ＡＴＣ　コントロールモジュール） 　４ＷＤハイモードスイッチ

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＦ６　ＡＴＣ　コントロールモジュール） 　４ＷＤローインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＦ６　ＡＴＣ　コントロールモジュール） 　４ＷＤローモードスイッチ

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＦ６　ＡＴＣ　コントロールモジュール） 　ＡＴＣモーターＡコントロール

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＦ６　ＡＴＣ　コントロールモジュール） 　ＡＴＣモーターＢコントロール

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＦ６　ＡＴＣ　コントロールモジュール） 　ＡＴＷモードスイッチ

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＦ６　ＡＴＣ　コントロールモジュール） 　オート４ＷＤインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＦ６　ＡＴＣ　コントロールモジュール） 　トランスファーケースロック

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＦ６　ＡＴＣ　コントロールモジュール） 　ニュートラルインジケーターランプ
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　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＦ６　ＡＴＣ　コントロールモジュール） 　ニュートラルモードスイッチ

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＦ６　ＡＴＣ　コントロールモジュール） 　フロントアクスル係合

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＦ６　エアポンプＥＣＭなし） 　ＥＧＲソレノイド

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＦ６　エアポンプＥＣＭなし） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＦ６　エアポンプＥＣＭなし） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＦ６　エアポンプＥＣＭなし） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＦ６　エアポンプＥＣＭなし） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＦ６　エアポンプＥＣＭなし） 　Ｏ２センサーヒーターコントロール

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＦ６　エアポンプＥＣＭなし） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＦ６　エアポンプＥＣＭなし） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＦ６　エアポンプＥＣＭなし） 　パワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＦ６　エアポンプＥＣＭなし） 　パワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＦ６　エアポンプＥＣＭなし） 　パワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＦ６　エアポンプＥＣＭなし） 　パワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＦ６　エアポンプＥＣＭなし） 　パワーバランス（シリンダー５）

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＦ６　エアポンプＥＣＭなし） 　パワーバランス（シリンダー６）

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＦ６　エアポンプＥＣＭなし） 　パワーバランス（シリンダー７）

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＦ６　エアポンプＥＣＭなし） 　パワーバランス（シリンダー８）

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＦ６　エアポンプＥＣＭなし） 　ファンリレー１

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＦ６　エアポンプＥＣＭなし） 　ファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＦ６　エアポンプＥＣＭなし） 　ファンリレー２、３

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＦ６　エアポンプＥＣＭなし） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＦ６　エアポンプＥＣＭなし） 　ループ状態

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＦ６　エアポンプＥＣＭなし） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＦ６　エアポンプＥＣＭなし） 　燃料計

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＦ６　エアポンプＥＣＭ付き） 　ＥＧＲソレノイド

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＦ６　エアポンプＥＣＭ付き） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＦ６　エアポンプＥＣＭ付き） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＦ６　エアポンプＥＣＭ付き） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＦ６　エアポンプＥＣＭ付き） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＦ６　エアポンプＥＣＭ付き） 　Ｏ２センサーヒーターコントロール

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＦ６　エアポンプＥＣＭ付き） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＦ６　エアポンプＥＣＭ付き） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＦ６　エアポンプＥＣＭ付き） 　パワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＦ６　エアポンプＥＣＭ付き） 　パワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＦ６　エアポンプＥＣＭ付き） 　パワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＦ６　エアポンプＥＣＭ付き） 　パワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＦ６　エアポンプＥＣＭ付き） 　パワーバランス（シリンダー５）

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＦ６　エアポンプＥＣＭ付き） 　パワーバランス（シリンダー６）

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＦ６　エアポンプＥＣＭ付き） 　パワーバランス（シリンダー７）

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＦ６　エアポンプＥＣＭ付き） 　パワーバランス（シリンダー８）

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＦ６　エアポンプＥＣＭ付き） 　ファンリレー１

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＦ６　エアポンプＥＣＭ付き） 　ファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＦ６　エアポンプＥＣＭ付き） 　ファンリレー２、３

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＦ６　エアポンプＥＣＭ付き） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＦ６　エアポンプＥＣＭ付き） 　ループ状態

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＦ６　エアポンプＥＣＭ付き） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＦ６　エアポンプＥＣＭ付き） 　燃料計

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＦ６　トランスミッションコントロールモジュール） 　１－２ソレノイド

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＦ６　トランスミッションコントロールモジュール） 　２－３ソレノイド

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＦ６　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　総重量３９００ｋｇ以下　ＥＣＭ） 　ＥＧＲソレノイド

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　総重量３９００ｋｇ以下　ＥＣＭ） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　総重量３９００ｋｇ以下　ＥＣＭ） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　総重量３９００ｋｇ以下　ＥＣＭ） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　総重量３９００ｋｇ以下　ＥＣＭ） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　総重量３９００ｋｇ以下　ＥＣＭ） 　Ｏ２センサーヒーターコントロール

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　総重量３９００ｋｇ以下　ＥＣＭ） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　総重量３９００ｋｇ以下　ＥＣＭ） 　エアポンプリレー

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　総重量３９００ｋｇ以下　ＥＣＭ） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　総重量３９００ｋｇ以下　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　総重量３９００ｋｇ以下　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　総重量３９００ｋｇ以下　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　総重量３９００ｋｇ以下　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　総重量３９００ｋｇ以下　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー５）

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　総重量３９００ｋｇ以下　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー６）

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　総重量３９００ｋｇ以下　ＥＣＭ） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　総重量３９００ｋｇ以下　ＥＣＭ） 　ループ状態

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　総重量３９００ｋｇ以下　ＥＣＭ） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　総重量３９００ｋｇ以下　ＥＣＭ） 　燃料計

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　総重量３９００ｋｇ以下　ＴＣＭ） 　１－２ソレノイド

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　総重量３９００ｋｇ以下　ＴＣＭ） 　２－３ソレノイド

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　総重量３９００ｋｇ以下　ＴＣＭ） 　３－２ダウンシフトソレノイド

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　総重量３９００ｋｇ以下　ＴＣＭ） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド
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　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　総重量３９００ｋｇ以下　ＴＣＭ） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　総重量３９００ｋｇ以下　ＴＣＭ） 　ＴＣＣ有効

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　総重量３９００ｋｇ以上　ＥＣＭ） 　ＥＧＲソレノイド

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　総重量３９００ｋｇ以上　ＥＣＭ） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　総重量３９００ｋｇ以上　ＥＣＭ） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　総重量３９００ｋｇ以上　ＥＣＭ） 　Ｏ２センサーヒーターコントロール

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　総重量３９００ｋｇ以上　ＥＣＭ） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　総重量３９００ｋｇ以上　ＥＣＭ） 　エアポンプリレー

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　総重量３９００ｋｇ以上　ＥＣＭ） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　総重量３９００ｋｇ以上　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　総重量３９００ｋｇ以上　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　総重量３９００ｋｇ以上　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　総重量３９００ｋｇ以上　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　総重量３９００ｋｇ以上　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー５）

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　総重量３９００ｋｇ以上　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー６）

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　総重量３９００ｋｇ以上　ＥＣＭ） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　総重量３９００ｋｇ以上　ＥＣＭ） 　ループ状態

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　総重量３９００ｋｇ以上　ＥＣＭ） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　総重量３９００ｋｇ以上　ＥＣＭ） 　燃料計

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　総重量３９００ｋｇ以上　ＴＣＭ） 　１－２ソレノイド

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　総重量３９００ｋｇ以上　ＴＣＭ） 　２－３ソレノイド

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　総重量３９００ｋｇ以上　ＴＣＭ） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　総重量３９００ｋｇ以上　ＴＣＭ） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　ＡＴＣ　コントロールモジュール　１　速作動） 　ＡＴＣモーターＢコントロール

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　ＡＴＣ　コントロールモジュール　２速作動） 　２ＷＤハイインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　ＡＴＣ　コントロールモジュール　２速作動） 　２ＷＤモードスイッチ

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　ＡＴＣ　コントロールモジュール　２速作動） 　４ＷＤハイインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　ＡＴＣ　コントロールモジュール　２速作動） 　４ＷＤハイモードスイッチ

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　ＡＴＣ　コントロールモジュール　２速作動） 　４ＷＤローインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　ＡＴＣ　コントロールモジュール　２速作動） 　４ＷＤローモードスイッチ

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　ＡＴＣ　コントロールモジュール　２速作動） 　ＡＴＣモーターＡコントロール

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　ＡＴＣ　コントロールモジュール　２速作動） 　ＡＴＣモーターＢコントロール

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　ＡＴＣ　コントロールモジュール　２速作動） 　ＡＴＷモードスイッチ

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　ＡＴＣ　コントロールモジュール　２速作動） 　オート４ＷＤインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　ＡＴＣ　コントロールモジュール　２速作動） 　トランスファーケースロック

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　ＡＴＣ　コントロールモジュール　２速作動） 　ニュートラルインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　ＡＴＣ　コントロールモジュール　２速作動） 　ニュートラルモードスイッチ

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　ＡＴＣ　コントロールモジュール　２速作動） 　フロントアクスル係合

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　ＡＴＣ　コントロールモジュール） 　２ＷＤハイインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　ＡＴＣ　コントロールモジュール） 　２ＷＤモードスイッチ

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　ＡＴＣ　コントロールモジュール） 　４ＷＤハイインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　ＡＴＣ　コントロールモジュール） 　４ＷＤハイモードスイッチ

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　ＡＴＣ　コントロールモジュール） 　４ＷＤローインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　ＡＴＣ　コントロールモジュール） 　４ＷＤローモードスイッチ

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　ＡＴＣ　コントロールモジュール） 　ＡＴＣモーターＡコントロール

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　ＡＴＣ　コントロールモジュール） 　ＡＴＣモーターＢコントロール

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　ＡＴＣ　コントロールモジュール） 　ＡＴＷモードスイッチ

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　ＡＴＣ　コントロールモジュール） 　オート４ＷＤインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　ＡＴＣ　コントロールモジュール） 　トランスファーケースロック

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　ＡＴＣ　コントロールモジュール） 　ニュートラルインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　ＡＴＣ　コントロールモジュール） 　ニュートラルモードスイッチ

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　ＡＴＣ　コントロールモジュール） 　フロントアクスル係合

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　ＡＴＣデータディスプレー） 　２ＷＤハイインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　ＡＴＣデータディスプレー） 　２ＷＤモードスイッチ

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　ＡＴＣデータディスプレー） 　４ＷＤハイインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　ＡＴＣデータディスプレー） 　４ＷＤハイモードスイッチ

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　ＡＴＣデータディスプレー） 　４ＷＤローインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　ＡＴＣデータディスプレー） 　４ＷＤローモードスイッチ

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　ＡＴＣデータディスプレー） 　ＡＴＣモーターＡコントロール

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　ＡＴＣデータディスプレー） 　ＡＴＣモーターＢコントロール

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　ＡＴＣデータディスプレー） 　ＡＴＷモードスイッチ

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　ＡＴＣデータディスプレー） 　オート４ＷＤインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　ＡＴＣデータディスプレー） 　トランスファーケースロック

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　ＡＴＣデータディスプレー） 　ニュートラルインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　ＡＴＣデータディスプレー） 　ニュートラルモードスイッチ

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　ＡＴＣデータディスプレー） 　フロントアクスル係合

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール　オート） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール　オート） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール　オート） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール　オート） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール　オート） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１センサー１）

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール　オート） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１センサー２）

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール　オート） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２センサー１）

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール　オート） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２センサー２）
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　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール　オート） 　ＲＶＳ無効履歴リセット

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール　オート） 　アイドルスパーク

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール　オート） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール　オート） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール　オート） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール　オート） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール　オート） 　シリンダーパワーバランス１

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール　オート） 　シリンダーパワーバランス２

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール　オート） 　シリンダーパワーバランス３

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール　オート） 　シリンダーパワーバランス４

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール　オート） 　シリンダーパワーバランス５

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール　オート） 　シリンダーパワーバランス６

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール　オート） 　スターターリレー

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール　オート） 　スパーク遅延

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール　オート） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール　オート） 　ファンリレー１

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール　オート） 　ファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール　オート） 　ファンリレー２、３

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール　オート） 　ループ状態

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール　オート） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター１）

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール　オート） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター２）

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール　オート） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター３）

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール　オート） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター４）

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール　オート） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター５）

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール　オート） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター６）

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール　オート） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール　オート） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１センサー１）

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１センサー２）

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２センサー１）

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２センサー２）

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　アイドルスパーク

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　シリンダーパワーバランス１

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　シリンダーパワーバランス２

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　シリンダーパワーバランス３

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　シリンダーパワーバランス４

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　シリンダーパワーバランス５

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　シリンダーパワーバランス６

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　スパーク遅延

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　ファンリレー１

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　ファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　ファンリレー２、３

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　ループ状態

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター１）

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター２）

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター３）

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター４）

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター５）

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター６）

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＧＲソレノイド

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１センサー１）

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１センサー２）

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２センサー１）

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２センサー２）

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーターコントロール

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール） 　ＲＶＳ無効履歴リセット

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール） 　アイドルスパーク

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール） 　エアポンプリレー
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　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス１

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス２

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス３

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス４

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス５

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス６

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール） 　スターターリレー

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール） 　スパーク遅延

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー５）

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー６）

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー１

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー２、３

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール） 　ループ状態

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター１）

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター２）

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター３）

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター４）

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター５）

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター６）

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール） 　燃料計

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　トランスファーケースコントロールモジュール） 　２ＷＤハイインジケーター

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　トランスファーケースコントロールモジュール） 　２ＷＤハイインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　トランスファーケースコントロールモジュール） 　４ＷＤオートインジケーター

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　トランスファーケースコントロールモジュール） 　４ＷＤハイインジケーター

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　トランスファーケースコントロールモジュール） 　４ＷＤハイインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　トランスファーケースコントロールモジュール） 　４ＷＤローインジケーター

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　トランスファーケースコントロールモジュール） 　４ＷＤローインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　トランスファーケースコントロールモジュール） 　ＡＴＣニュートラルインジケーター

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　トランスファーケースコントロールモジュール） 　ＡＴＣモーター学習

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　トランスファーケースコントロールモジュール） 　ＡＴＣレンジ

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　トランスファーケースコントロールモジュール） 　オート４ＷＤインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　トランスファーケースコントロールモジュール） 　トランスファーケースモーターコントロール

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　トランスファーケースコントロールモジュール） 　トランスファーケースロック

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　トランスファーケースコントロールモジュール） 　ニュートラルインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　トランスファーケースコントロールモジュール） 　フロントアクスルアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　トランスファーケースコントロールモジュール） 　フロントアクスル係合

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　トランスファーケースコントロールモジュール） 　レンジアクチュエーター

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　トランスファーケースコントロールモジュール） 　レンジアクチュエーターロック

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　１－２ソレノイド

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　２－３ソレノイド

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　３－２ダウンシフトソレノイド

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣ有効

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣ有効ソレノイド

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッション

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　バイフューエルオートトランスファーケース） 　２ＷＤハイインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　バイフューエルオートトランスファーケース） 　４ＷＤハイインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　バイフューエルオートトランスファーケース） 　４ＷＤローインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　バイフューエルオートトランスファーケース） 　ＡＴＣモーターＡコントロール

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　バイフューエルオートトランスファーケース） 　ＡＴＣモーターＢコントロール

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　バイフューエルオートトランスファーケース） 　オート４ＷＤインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　バイフューエルオートトランスファーケース） 　トランスファーケースロック

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　バイフューエルオートトランスファーケース） 　ニュートラルインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　バイフューエルオートトランスファーケース） 　フロントアクスル係合

　パワートレイン（（Ｙ）１．５Ｌ　Ｌ４　ＬＶ８　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＧＲシステム

　パワートレイン（（Ｙ）１．５Ｌ　Ｌ４　ＬＶ８　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＧＲソレノイド

　パワートレイン（（Ｙ）１．５Ｌ　Ｌ４　ＬＶ８　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＧＲソレノイド（ＰＷＭ）

　パワートレイン（（Ｙ）１．５Ｌ　Ｌ４　ＬＶ８　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｙ）１．５Ｌ　Ｌ４　ＬＶ８　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ｙ）１．５Ｌ　Ｌ４　ＬＶ８　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイド
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　パワートレイン（（Ｙ）１．５Ｌ　Ｌ４　ＬＶ８　エンジンコントロールモジュール） 　ＩＡＣモーター位置

　パワートレイン（（Ｙ）１．５Ｌ　Ｌ４　ＬＶ８　エンジンコントロールモジュール） 　ＩＡＣリセット

　パワートレイン（（Ｙ）１．５Ｌ　Ｌ４　ＬＶ８　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｙ）１．５Ｌ　Ｌ４　ＬＶ８　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｙ）１．５Ｌ　Ｌ４　ＬＶ８　エンジンコントロールモジュール） 　スパーク遅延

　パワートレイン（（Ｙ）１．５Ｌ　Ｌ４　ＬＶ８　エンジンコントロールモジュール） 　ファンＨｉｇｈ

　パワートレイン（（Ｙ）１．５Ｌ　Ｌ４　ＬＶ８　エンジンコントロールモジュール） 　ファンＬｏｗ

　パワートレイン（（Ｙ）１．５Ｌ　Ｌ４　ＬＶ８　エンジンコントロールモジュール） 　ファン高速

　パワートレイン（（Ｙ）１．５Ｌ　Ｌ４　ＬＶ８　エンジンコントロールモジュール） 　ファン低速

　パワートレイン（（Ｙ）１．５Ｌ　Ｌ４　ＬＶ８　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｙ）１．５Ｌ　Ｌ４　ＬＶ８　エンジンコントロールモジュール） 　ループ状態

　パワートレイン（（Ｙ）１．５Ｌ　Ｌ４　ＬＶ８　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターテスト１

　パワートレイン（（Ｙ）１．５Ｌ　Ｌ４　ＬＶ８　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターテスト２

　パワートレイン（（Ｙ）１．５Ｌ　Ｌ４　ＬＶ８　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターテスト３

　パワートレイン（（Ｙ）１．５Ｌ　Ｌ４　ＬＶ８　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターテスト４

　パワートレイン（（Ｙ）１．５Ｌ　Ｌ４　ＬＶ８　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｙ）１．５Ｌ　Ｌ４　ＬＶ８　エンジンコントロールモジュール） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（Ｙ）２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＧＲクーラーバイパスバルブ

　パワートレイン（（Ｙ）２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＧＲバルブ

　パワートレイン（（Ｙ）２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｙ）２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（（Ｙ）２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インジェクター１バズテスト

　パワートレイン（（Ｙ）２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インジェクター２バズテスト

　パワートレイン（（Ｙ）２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インジェクター３バズテスト

　パワートレイン（（Ｙ）２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インジェクター４バズテスト

　パワートレイン（（Ｙ）２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インテークマニホールドランナーコントロールバルブ

　パワートレイン（（Ｙ）２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（Ｙ）２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ｙ）２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（（Ｙ）２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（（Ｙ）２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（（Ｙ）２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー３

　パワートレイン（（Ｙ）２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　グロープラグ

　パワートレイン（（Ｙ）２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｙ）２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（（Ｙ）２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ターボチャージャーベーンポジションソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｙ）２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　追加ヒーターリレー１

　パワートレイン（（Ｙ）２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　追加ヒーターリレー２

　パワートレイン（（Ｙ）２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス

　パワートレイン（（Ｙ）２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料システム高圧テスト（エンジン作動）

　パワートレイン（（Ｙ）２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料システム高圧テスト（エンジン未作動）

　パワートレイン（（Ｙ）２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（Ｙ）２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料圧力

　パワートレイン（（Ｙ）２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター

　パワートレイン（（Ｙ）２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター１

　パワートレイン（（Ｙ）２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター１バズテスト

　パワートレイン（（Ｙ）２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料圧力降下テスト

　パワートレイン（（Ｙ）２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＧＲクーラーバイパスバルブ

　パワートレイン（（Ｙ）２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＧＲバルブ

　パワートレイン（（Ｙ）２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｙ）２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（（Ｙ）２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インジェクター１バズテスト

　パワートレイン（（Ｙ）２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インジェクター２バズテスト

　パワートレイン（（Ｙ）２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インジェクター３バズテスト

　パワートレイン（（Ｙ）２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インジェクター４バズテスト

　パワートレイン（（Ｙ）２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インテークマニホールドランナーコントロールバルブ

　パワートレイン（（Ｙ）２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（Ｙ）２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ｙ）２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（（Ｙ）２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン冷却ポンプクラッチリレー

　パワートレイン（（Ｙ）２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（（Ｙ）２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（（Ｙ）２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー３

　パワートレイン（（Ｙ）２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　グロープラグ

　パワートレイン（（Ｙ）２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｙ）２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（（Ｙ）２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ターボチャージャーベーンポジションソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｙ）２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス

　パワートレイン（（Ｙ）２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料システム高圧テスト（エンジン作動）

　パワートレイン（（Ｙ）２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料システム高圧テスト（エンジン未作動）

　パワートレイン（（Ｙ）２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料ヒーターリレー

　パワートレイン（（Ｙ）２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（Ｙ）２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料圧力

　パワートレイン（（Ｙ）２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター
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　パワートレイン（（Ｙ）２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター１

　パワートレイン（（Ｙ）２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター１バズテスト

　パワートレイン（（Ｙ）２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料圧力降下テスト

　パワートレイン（（Ｙ）２．０Ｌ　ＬＮＰ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｙ）２．０Ｌ　ＬＮＰ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｙ）２．０Ｌ　ＬＮＰ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｙ）２．０Ｌ　ＬＮＰ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｙ）２．０Ｌ　ＬＮＰ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（（Ｙ）２．０Ｌ　ＬＮＰ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（（Ｙ）２．０Ｌ　ＬＮＰ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（（Ｙ）２．０Ｌ　ＬＮＰ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｙ）２．０Ｌ　ＬＮＰ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（（Ｙ）２．０Ｌ　ＬＮＰ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｙ）２．０Ｌ　ＬＮＰ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（（Ｙ）２．０Ｌ　ＬＮＰ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｙ）２．０Ｌ　ＬＮＰ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（（Ｙ）２．０Ｌ　ＬＮＰ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｙ）２．０Ｌ　ＬＮＰ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｙ）２．０Ｌ　ＬＮＰ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー１）

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー２）

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー１）

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー２）

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　アイドル点火時期

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン１

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン１、２、３

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン２、３

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　圧縮テスト

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク１）

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク２）

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　点火時期遅延

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス１インジェクター

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス２インジェクター

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス３インジェクター

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス４インジェクター

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス５インジェクター

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス６インジェクター

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料システム減圧

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料レール圧力

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク１）

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク２）

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー１）

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー２）

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー１）

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー２）

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　アイドル点火時期

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン１

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン１、２、３

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン２、３

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　圧縮テスト

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク１）

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク２）

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　点火時期遅延

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス１インジェクター
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　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス２インジェクター

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス３インジェクター

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス４インジェクター

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス５インジェクター

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス６インジェクター

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料システム減圧

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料レール圧力

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク１）

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク２）

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー１）

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー２）

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー１）

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー２）

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル点火時期

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス５インジェクター

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス６インジェクター

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　スターターリレー

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　圧縮テスト

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク１）

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク２）

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　点火時期遅延

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス１インジェクター

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス２インジェクター

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス３インジェクター

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス４インジェクター

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス５インジェクター

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス６インジェクター

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　燃料システム減圧

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　燃料圧力

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　燃料圧力レギュレーター

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク１）

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク２）

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ２

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ２パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
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　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ　パフォーマンステスト

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　フューエルポンプコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　フューエルポンプコントロールモジュール） 　燃料圧力

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１センサー１）

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１センサー２）

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２センサー１）

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２センサー２）

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　ＲＶＳ無効履歴リセット

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　アイドルスパーク

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　シリンダーパワーバランス１

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　シリンダーパワーバランス２

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　シリンダーパワーバランス３

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　シリンダーパワーバランス４

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　シリンダーパワーバランス５

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　シリンダーパワーバランス６

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　スターターリレーコントロール

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　ファンリレー１

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　ファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　ファンリレー２、３

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　ループ状態

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　圧縮テスト

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　吸気側ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーターソレノイド（バンク１）

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　吸気側ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーターソレノイド（バンク２）

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター１）

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター２）

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター３）

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター４）

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター５）

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター６）

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　燃料プレッシャーコントロール

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　燃料圧力レギュレーター

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　排気側ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーターソレノイド（バンク２）

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オート） 　排気側ＣＰＭ（カムシャフトポジション）アクチュエーターソレノイド（バンク１）

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１センサー１）

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１センサー２）

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２センサー１）

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２センサー２）

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　ＲＶＳ無効履歴リセット

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　シリンダーパワーバランス１

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　シリンダーパワーバランス２

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　シリンダーパワーバランス３

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　シリンダーパワーバランス４

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　シリンダーパワーバランス５

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　シリンダーパワーバランス６

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　スターターリレーコントロール

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　ファンリレー１

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　ファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　ファンリレー２、３

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　ループ状態

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　圧縮テスト

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　吸気側ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーターソレノイド（バンク１）

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　吸気側ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーターソレノイド（バンク２）

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター１）
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　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター２）

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター３）

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター４）

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター５）

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター６）

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　燃料プレッシャーコントロール

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　燃料圧力レギュレーター

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　排気側ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーターソレノイド（バンク２）

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル） 　排気側ＣＰＭ（カムシャフトポジション）アクチュエーターソレノイド（バンク１）

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１センサー１）

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１センサー２）

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２センサー１）

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２センサー２）

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　ＲＶＳ無効履歴リセット

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　アイドルスパーク

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス１

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス２

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス３

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス４

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス５

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス６

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　スターターリレーコントロール

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー１

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー２、３

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　ループ状態

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　圧縮テスト

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーターソレノイド（バンク１）

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーターソレノイド（バンク２）

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター１）

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター２）

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター３）

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター４）

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター５）

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター６）

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　燃料プレッシャーコントロール

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　燃料圧力レギュレーター

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　排気側ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーターソレノイド（バンク２）

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール） 　排気側ＣＰＭ（カムシャフトポジション）アクチュエーターソレノイド（バンク１）

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　トランスファーケースコントロールモジュール） 　ＡＴＣクラッチハイコントロール

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　トランスファーケースコントロールモジュール） 　ＡＴＣクラッチローコントロール

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　トランスファーケースコントロールモジュール） 　ＡＴＣクラッチ係合

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド２

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド３

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド４

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド５

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイド１

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイド２

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応リセット

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　ライン圧力制御

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　フューエルポンプコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　フューエルポンプコントロールモジュール） 　フューエルポンプトリムリセット

　パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　フューエルポンプコントロールモジュール） 　燃料プレッシャーコントロール

　パワートレイン（（Ｙ）３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｙ）３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｙ）３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｙ）３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｙ）３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー１）

　パワートレイン（（Ｙ）３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー２）

　パワートレイン（（Ｙ）３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー１）
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　パワートレイン（（Ｙ）３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー２）

　パワートレイン（（Ｙ）３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　アイドル点火時期

　パワートレイン（（Ｙ）３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（Ｙ）３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ｙ）３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（（Ｙ）３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン１

　パワートレイン（（Ｙ）３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン２

　パワートレイン（（Ｙ）３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン３

　パワートレイン（（Ｙ）３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン４

　パワートレイン（（Ｙ）３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン５

　パワートレイン（（Ｙ）３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｙ）３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（（Ｙ）３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（（Ｙ）３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（（Ｙ）３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（（Ｙ）３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス５インジェクター

　パワートレイン（（Ｙ）３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス６インジェクター

　パワートレイン（（Ｙ）３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（（Ｙ）３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｙ）３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ（バンク１）

　パワートレイン（（Ｙ）３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ（バンク２）

　パワートレイン（（Ｙ）３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ（バンク１）

　パワートレイン（（Ｙ）３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ（バンク２）

　パワートレイン（（Ｙ）３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　チャージエアクーラー冷却ポンプ

　パワートレイン（（Ｙ）３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　フューエルポンプスピード

　パワートレイン（（Ｙ）３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　フューエルポンプトリムリセット

　パワートレイン（（Ｙ）３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（（Ｙ）３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　圧縮テスト

　パワートレイン（（Ｙ）３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク１）

　パワートレイン（（Ｙ）３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク２）

　パワートレイン（（Ｙ）３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　点火時期遅延

　パワートレイン（（Ｙ）３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス１インジェクター

　パワートレイン（（Ｙ）３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス２インジェクター

　パワートレイン（（Ｙ）３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス３インジェクター

　パワートレイン（（Ｙ）３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス４インジェクター

　パワートレイン（（Ｙ）３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス５インジェクター

　パワートレイン（（Ｙ）３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス６インジェクター

　パワートレイン（（Ｙ）３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料システム減圧

　パワートレイン（（Ｙ）３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｙ）３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料レール圧力

　パワートレイン（（Ｙ）３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料圧力

　パワートレイン（（Ｙ）３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター

　パワートレイン（（Ｙ）３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（（Ｙ）３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（（Ｙ）３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク１）

　パワートレイン（（Ｙ）３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク２）

　パワートレイン（（Ｙ）３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｙ）３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｙ）３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｙ）３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｙ）３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー１）

　パワートレイン（（Ｙ）３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー２）

　パワートレイン（（Ｙ）３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー１）

　パワートレイン（（Ｙ）３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー２）

　パワートレイン（（Ｙ）３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　アイドル点火時期

　パワートレイン（（Ｙ）３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（Ｙ）３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ｙ）３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（（Ｙ）３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン１

　パワートレイン（（Ｙ）３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン２

　パワートレイン（（Ｙ）３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン３

　パワートレイン（（Ｙ）３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン４

　パワートレイン（（Ｙ）３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン５

　パワートレイン（（Ｙ）３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｙ）３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（（Ｙ）３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（（Ｙ）３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（（Ｙ）３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（（Ｙ）３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス５インジェクター

　パワートレイン（（Ｙ）３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス６インジェクター

　パワートレイン（（Ｙ）３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（（Ｙ）３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｙ）３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ（バンク１）

　パワートレイン（（Ｙ）３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ（バンク２）
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　パワートレイン（（Ｙ）３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ（バンク１）

　パワートレイン（（Ｙ）３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ（バンク２）

　パワートレイン（（Ｙ）３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　チャージエアクーラー冷却ポンプ

　パワートレイン（（Ｙ）３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　フューエルポンプスピード

　パワートレイン（（Ｙ）３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　フューエルポンプトリムリセット

　パワートレイン（（Ｙ）３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（（Ｙ）３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　圧縮テスト

　パワートレイン（（Ｙ）３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク１）

　パワートレイン（（Ｙ）３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク２）

　パワートレイン（（Ｙ）３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　点火時期遅延

　パワートレイン（（Ｙ）３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス１インジェクター

　パワートレイン（（Ｙ）３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス２インジェクター

　パワートレイン（（Ｙ）３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス３インジェクター

　パワートレイン（（Ｙ）３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス４インジェクター

　パワートレイン（（Ｙ）３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス５インジェクター

　パワートレイン（（Ｙ）３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス６インジェクター

　パワートレイン（（Ｙ）３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料システム減圧

　パワートレイン（（Ｙ）３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｙ）３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料レール圧力

　パワートレイン（（Ｙ）３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料圧力

　パワートレイン（（Ｙ）３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター

　パワートレイン（（Ｙ）３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（（Ｙ）３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（（Ｙ）３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク１）

　パワートレイン（（Ｙ）３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク２）

　パワートレイン（（Ｙ）３．６Ｌ　ＬＦ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｙ）３．６Ｌ　ＬＦ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（（Ｙ）３．６Ｌ　ＬＦ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ１

　パワートレイン（（Ｙ）３．６Ｌ　ＬＦ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ１電流

　パワートレイン（（Ｙ）３．６Ｌ　ＬＦ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（（Ｙ）３．６Ｌ　ＬＦ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ２電流

　パワートレイン（（Ｙ）３．６Ｌ　ＬＦ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（（Ｙ）３．６Ｌ　ＬＦ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ３電流

　パワートレイン（（Ｙ）３．６Ｌ　ＬＦ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（（Ｙ）３．６Ｌ　ＬＦ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ４電流

　パワートレイン（（Ｙ）３．６Ｌ　ＬＦ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（（Ｙ）３．６Ｌ　ＬＦ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ５電流

　パワートレイン（（Ｙ）３．６Ｌ　ＬＦ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ６

　パワートレイン（（Ｙ）３．６Ｌ　ＬＦ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ６電流

　パワートレイン（（Ｙ）３．６Ｌ　ＬＦ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ７

　パワートレイン（（Ｙ）３．６Ｌ　ＬＦ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ７電流

　パワートレイン（（Ｙ）３．６Ｌ　ＬＦ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ８

　パワートレイン（（Ｙ）３．６Ｌ　ＬＦ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ９

　パワートレイン（（Ｙ）３．６Ｌ　ＬＦ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（（Ｙ）３．６Ｌ　ＬＦ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー２

　パワートレイン（（Ｙ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＤ８　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＧＲソレノイド

　パワートレイン（（Ｙ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＤ８　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｙ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＤ８　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ｙ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＤ８　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｙ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＤ８　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｙ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＤ８　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサー（バンク１センサー１）

　パワートレイン（（Ｙ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＤ８　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサー（バンク１センサー２）

　パワートレイン（（Ｙ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＤ８　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサー（バンク２センサー１）

　パワートレイン（（Ｙ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＤ８　エンジンコントロールモジュール） 　ＲＶＳ無効履歴リセット

　パワートレイン（（Ｙ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＤ８　エンジンコントロールモジュール） 　アイドルスパーク

　パワートレイン（（Ｙ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＤ８　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｙ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＤ８　エンジンコントロールモジュール） 　エアシステム

　パワートレイン（（Ｙ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＤ８　エンジンコントロールモジュール） 　エアソレノイド

　パワートレイン（（Ｙ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＤ８　エンジンコントロールモジュール） 　エアポンプリレー

　パワートレイン（（Ｙ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＤ８　エンジンコントロールモジュール） 　エアポンプリレー（エアー装備車）

　パワートレイン（（Ｙ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＤ８　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ｙ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＤ８　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（Ｙ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＤ８　エンジンコントロールモジュール） 　クルーズ無効

　パワートレイン（（Ｙ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＤ８　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｙ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＤ８　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス１

　パワートレイン（（Ｙ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＤ８　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス２

　パワートレイン（（Ｙ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＤ８　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス３

　パワートレイン（（Ｙ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＤ８　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス４

　パワートレイン（（Ｙ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＤ８　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス５

　パワートレイン（（Ｙ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＤ８　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス６

　パワートレイン（（Ｙ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＤ８　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス７

　パワートレイン（（Ｙ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＤ８　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス８

　パワートレイン（（Ｙ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＤ８　エンジンコントロールモジュール） 　スパーク遅延

　パワートレイン（（Ｙ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＤ８　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション



●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2022.10)
システム 項目名

　パワートレイン（（Ｙ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＤ８　エンジンコントロールモジュール） 　バックインヒビット

　パワートレイン（（Ｙ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＤ８　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー１

　パワートレイン（（Ｙ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＤ８　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（Ｙ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＤ８　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー２、３

　パワートレイン（（Ｙ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＤ８　エンジンコントロールモジュール） 　ファン制御１、２（高速）

　パワートレイン（（Ｙ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＤ８　エンジンコントロールモジュール） 　ファン制御１、２（低速）

　パワートレイン（（Ｙ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＤ８　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｙ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＤ８　エンジンコントロールモジュール） 　ループ状態

　パワートレイン（（Ｙ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＤ８　エンジンコントロールモジュール） 　回転数制御

　パワートレイン（（Ｙ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＤ８　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター１）

　パワートレイン（（Ｙ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＤ８　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター２）

　パワートレイン（（Ｙ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＤ８　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター３）

　パワートレイン（（Ｙ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＤ８　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター４）

　パワートレイン（（Ｙ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＤ８　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター５）

　パワートレイン（（Ｙ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＤ８　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター６）

　パワートレイン（（Ｙ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＤ８　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター７）

　パワートレイン（（Ｙ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＤ８　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター８）

　パワートレイン（（Ｙ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＤ８　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｙ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＤ８　エンジンコントロールモジュール） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（Ｙ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＤ８　トランスミッションコントロールモジュール） 　１－２ソレノイド

　パワートレイン（（Ｙ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＤ８　トランスミッションコントロールモジュール） 　２－３ソレノイド

　パワートレイン（（Ｙ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＤ８　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド

　パワートレイン（（Ｙ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＤ８　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（Ｙ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＤ８　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッション

　パワートレイン（（Ｙ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ７６　エンジンコントロールモジュール） 　ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター

　パワートレイン（（Ｙ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ７６　エンジンコントロールモジュール） 　ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーターソレノイド

　パワートレイン（（Ｙ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ７６　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｙ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ７６　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ｙ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ７６　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｙ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ７６　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｙ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ７６　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサー（バンク１センサー１）

　パワートレイン（（Ｙ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ７６　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサー（バンク１センサー２）

　パワートレイン（（Ｙ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ７６　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサー（バンク２センサー１）

　パワートレイン（（Ｙ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ７６　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサー（バンク２センサー２）

　パワートレイン（（Ｙ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ７６　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１センサー１）

　パワートレイン（（Ｙ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ７６　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１センサー２）

　パワートレイン（（Ｙ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ７６　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２センサー１）

　パワートレイン（（Ｙ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ７６　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２センサー２）

　パワートレイン（（Ｙ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ７６　エンジンコントロールモジュール） 　ＲＶＳ無効履歴リセット

　パワートレイン（（Ｙ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ７６　エンジンコントロールモジュール） 　アイドルスパーク

　パワートレイン（（Ｙ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ７６　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｙ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ７６　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（（Ｙ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ７６　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（Ｙ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ７６　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｙ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ７６　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダー１

　パワートレイン（（Ｙ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ７６　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダー４

　パワートレイン（（Ｙ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ７６　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダー６

　パワートレイン（（Ｙ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ７６　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダー７

　パワートレイン（（Ｙ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ７６　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス１

　パワートレイン（（Ｙ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ７６　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス２

　パワートレイン（（Ｙ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ７６　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス３

　パワートレイン（（Ｙ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ７６　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス４

　パワートレイン（（Ｙ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ７６　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス５

　パワートレイン（（Ｙ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ７６　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス６

　パワートレイン（（Ｙ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ７６　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス７

　パワートレイン（（Ｙ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ７６　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス８

　パワートレイン（（Ｙ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ７６　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダー休止システム

　パワートレイン（（Ｙ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ７６　エンジンコントロールモジュール） 　スターターリレー

　パワートレイン（（Ｙ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ７６　エンジンコントロールモジュール） 　スパーク遅延

　パワートレイン（（Ｙ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ７６　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（（Ｙ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ７６　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー１

　パワートレイン（（Ｙ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ７６　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（Ｙ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ７６　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー２、３

　パワートレイン（（Ｙ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ７６　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｙ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ７６　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（（Ｙ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ７６　エンジンコントロールモジュール） 　ループ状態

　パワートレイン（（Ｙ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ７６　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター１）

　パワートレイン（（Ｙ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ７６　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター２）

　パワートレイン（（Ｙ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ７６　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター３）

　パワートレイン（（Ｙ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ７６　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター４）

　パワートレイン（（Ｙ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ７６　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター５）

　パワートレイン（（Ｙ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ７６　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター６）

　パワートレイン（（Ｙ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ７６　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター７）

　パワートレイン（（Ｙ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ７６　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター８）
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システム 項目名

　パワートレイン（（Ｙ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ７６　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｙ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ７６　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｙ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ７６　エンジンコントロールモジュール） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（Ｙ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ７６　エンジンコントロールモジュール） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（（Ｙ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ７６　トランスファーケースコントロールモジュール） 　２ＷＤハイインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｙ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ７６　トランスファーケースコントロールモジュール） 　４ＷＤハイインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｙ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ７６　トランスファーケースコントロールモジュール） 　４ＷＤローインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｙ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ７６　トランスファーケースコントロールモジュール） 　ＡＴＣモーター学習

　パワートレイン（（Ｙ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ７６　トランスファーケースコントロールモジュール） 　オート４ＷＤインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｙ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ７６　トランスファーケースコントロールモジュール） 　クラッチリセット手順

　パワートレイン（（Ｙ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ７６　トランスファーケースコントロールモジュール） 　トランスファーケースモーターコントロール

　パワートレイン（（Ｙ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ７６　トランスファーケースコントロールモジュール） 　トランスファーケースロック

　パワートレイン（（Ｙ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ７６　トランスファーケースコントロールモジュール） 　ニュートラルインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｙ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ７６　トランスファーケースコントロールモジュール） 　フロントアクスル係合

　パワートレイン（（Ｙ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ７６　トランスミッションコントロールモジュール） 　１－２ソレノイド

　パワートレイン（（Ｙ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ７６　トランスミッションコントロールモジュール） 　２－３ソレノイド

　パワートレイン（（Ｙ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ７６　トランスミッションコントロールモジュール） 　３－２ダウンシフトソレノイド

　パワートレイン（（Ｙ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ７６　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド

　パワートレイン（（Ｙ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ７６　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド２

　パワートレイン（（Ｙ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ７６　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド３

　パワートレイン（（Ｙ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ７６　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド４

　パワートレイン（（Ｙ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ７６　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド５

　パワートレイン（（Ｙ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ７６　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（Ｙ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ７６　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣ有効ソレノイド

　パワートレイン（（Ｙ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ７６　トランスミッションコントロールモジュール）
　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｓｏｌ．　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｔｅｓｔ　Ｌｉｎｅ　Ｐｒｅｓｓｕ
ｒｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ

　パワートレイン（（Ｙ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ７６　トランスミッションコントロールモジュール）
　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｓｏｌ．　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｔｅｓｔ　ＰＣ　Ｓｏｌｅｎｏｉｄ
２

　パワートレイン（（Ｙ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ７６　トランスミッションコントロールモジュール）
　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｓｏｌ．　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｔｅｓｔ　ＰＣ　Ｓｏｌｅｎｏｉｄ
３

　パワートレイン（（Ｙ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ７６　トランスミッションコントロールモジュール）
　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｓｏｌ．　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｔｅｓｔ　ＰＣ　Ｓｏｌｅｎｏｉｄ
４

　パワートレイン（（Ｙ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ７６　トランスミッションコントロールモジュール）
　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｓｏｌ．　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｔｅｓｔ　ＰＣ　Ｓｏｌｅｎｏｉｄ
５

　パワートレイン（（Ｙ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ７６　トランスミッションコントロールモジュール）
　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｓｏｌ．　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｔｅｓｔ　Ｓｈｉｆｔ　Ｓｏｌｅｎ
ｏｉｄ　１

　パワートレイン（（Ｙ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ７６　トランスミッションコントロールモジュール）
　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｓｏｌ．　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｔｅｓｔ　Ｓｈｉｆｔ　Ｓｏｌｅｎ
ｏｉｄ　２

　パワートレイン（（Ｙ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ７６　トランスミッションコントロールモジュール）
　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｓｏｌ．　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｔｅｓｔ　ＴＣＣ　Ｃｏｎｔｒｏｌ
Ｓｏｌｅｎｏｉｄ

　パワートレイン（（Ｙ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ７６　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイド１

　パワートレイン（（Ｙ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ７６　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイド２

　パワートレイン（（Ｙ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ７６　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッション

　パワートレイン（（Ｙ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ７６　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応リセット

　パワートレイン（（Ｙ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ７６　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（（Ｙ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ７６　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー２

　パワートレイン（（Ｙ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ７６　フューエルポンプコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｙ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ７６　フューエルポンプコントロールモジュール） 　フューエルポンプトリムリセット

　パワートレイン（（Ｙ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ７６　フューエルポンプコントロールモジュール） 　燃料プレッシャーコントロール

　パワートレイン（（Ｙ）６．５Ｌ　Ｖ８　Ｌ５７　ＡＴＣコントロールモジュール） 　２ＷＤハイインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｙ）６．５Ｌ　Ｖ８　Ｌ５７　ＡＴＣコントロールモジュール） 　２ＷＤモードスイッチ

　パワートレイン（（Ｙ）６．５Ｌ　Ｖ８　Ｌ５７　ＡＴＣコントロールモジュール） 　４ＷＤハイインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｙ）６．５Ｌ　Ｖ８　Ｌ５７　ＡＴＣコントロールモジュール） 　４ＷＤハイモードスイッチ

　パワートレイン（（Ｙ）６．５Ｌ　Ｖ８　Ｌ５７　ＡＴＣコントロールモジュール） 　４ＷＤローインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｙ）６．５Ｌ　Ｖ８　Ｌ５７　ＡＴＣコントロールモジュール） 　４ＷＤローモードスイッチ

　パワートレイン（（Ｙ）６．５Ｌ　Ｖ８　Ｌ５７　ＡＴＣコントロールモジュール） 　ＡＴＣモーターＡコントロール

　パワートレイン（（Ｙ）６．５Ｌ　Ｖ８　Ｌ５７　ＡＴＣコントロールモジュール） 　ＡＴＣモーターＢコントロール

　パワートレイン（（Ｙ）６．５Ｌ　Ｖ８　Ｌ５７　ＡＴＣコントロールモジュール） 　ＡＴＷモードスイッチ

　パワートレイン（（Ｙ）６．５Ｌ　Ｖ８　Ｌ５７　ＡＴＣコントロールモジュール） 　オート４ＷＤインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｙ）６．５Ｌ　Ｖ８　Ｌ５７　ＡＴＣコントロールモジュール） 　サービス４ＷＤランプ

　パワートレイン（（Ｙ）６．５Ｌ　Ｖ８　Ｌ５７　ＡＴＣコントロールモジュール） 　トランスファーケースロック

　パワートレイン（（Ｙ）６．５Ｌ　Ｖ８　Ｌ５７　ＡＴＣコントロールモジュール） 　ニュートラルインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｙ）６．５Ｌ　Ｖ８　Ｌ５７　ＡＴＣコントロールモジュール） 　ニュートラルモードスイッチ

　パワートレイン（（Ｙ）６．５Ｌ　Ｖ８　Ｌ５７　ＡＴＣコントロールモジュール） 　フロントアクスル係合

　パワートレイン（（Ｙ）６．５Ｌ　Ｖ８　Ｌ５７　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｙ）６．５Ｌ　Ｖ８　Ｌ５７　エンジンコントロールモジュール） 　ＳＴＳランプ

　パワートレイン（（Ｙ）６．５Ｌ　Ｖ８　Ｌ５７　エンジンコントロールモジュール） 　インジェクションポンプＴＤＣ学習

　パワートレイン（（Ｙ）６．５Ｌ　Ｖ８　Ｌ５７　エンジンコントロールモジュール） 　インジェクションポンプエンジンＯＦＦ

　パワートレイン（（Ｙ）６．５Ｌ　Ｖ８　Ｌ５７　エンジンコントロールモジュール） 　インジェクションポンプ時間設定

　パワートレイン（（Ｙ）６．５Ｌ　Ｖ８　Ｌ５７　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｙ）６．５Ｌ　Ｖ８　Ｌ５７　エンジンコントロールモジュール） 　グロープラグ

　パワートレイン（（Ｙ）６．５Ｌ　Ｖ８　Ｌ５７　エンジンコントロールモジュール） 　グロープラグシステム学習

　パワートレイン（（Ｙ）６．５Ｌ　Ｖ８　Ｌ５７　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｙ）６．５Ｌ　Ｖ８　Ｌ５７　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｙ）６．５Ｌ　Ｖ８　Ｌ５７　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｙ）６．５Ｌ　Ｖ８　Ｌ５７　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｙ）６．５Ｌ　Ｖ８　Ｌ５７　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー５）

　パワートレイン（（Ｙ）６．５Ｌ　Ｖ８　Ｌ５７　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー６）

　パワートレイン（（Ｙ）６．５Ｌ　Ｖ８　Ｌ５７　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー７）

　パワートレイン（（Ｙ）６．５Ｌ　Ｖ８　Ｌ５７　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー８）

　パワートレイン（（Ｙ）６．５Ｌ　Ｖ８　Ｌ５７　エンジンコントロールモジュール） 　ブーストソレノイド

　パワートレイン（（Ｙ）６．５Ｌ　Ｖ８　Ｌ５７　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ
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　パワートレイン（（Ｙ）６．５Ｌ　Ｖ８　Ｌ５７　トランスミッションコントロールモジュール） 　１－２ソレノイド

　パワートレイン（（Ｙ）６．５Ｌ　Ｖ８　Ｌ５７　トランスミッションコントロールモジュール） 　２－３ソレノイド

　パワートレイン（（Ｙ）６．５Ｌ　Ｖ８　Ｌ５７　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド

　パワートレイン（（Ｙ）６．５Ｌ　Ｖ８　Ｌ５７　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（Ｙ）６．５Ｌ　Ｖ８　Ｌ５７　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッション１

　パワートレイン（（Ｙ）６．５Ｌ　Ｖ８　Ｌ５７　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッション２

　パワートレイン（（Ｙ）６．５Ｌ　Ｖ８　Ｌ５７　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッション３

　パワートレイン（（Ｙ）６．５Ｌ　Ｖ８　Ｌ５７　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッション４

　パワートレイン（（Ｚ）２．０Ｌ　Ｌ４　Ｌ３４　（ＭＦＡ）　４速　オートマチック） 　ＴＣＣ　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイドエレクトリカル

　パワートレイン（（Ｚ）２．０Ｌ　Ｌ４　Ｌ３４　（ＭＦＡ）　４速　オートマチック） 　シフトソレノイド１

　パワートレイン（（Ｚ）２．０Ｌ　Ｌ４　Ｌ３４　（ＭＦＡ）　４速　オートマチック） 　シフトソレノイド２

　パワートレイン（（Ｚ）２．０Ｌ　Ｌ４　Ｌ３４　（ＭＦＡ）　４速　オートマチック） 　ホールドモードランプ

　パワートレイン（（Ｚ）２．０Ｌ　Ｌ４　Ｌ３４　（ＭＬＳ）　４速　オートマチック） 　ＥＤＳ３　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイドエレクトリカル

　パワートレイン（（Ｚ）２．０Ｌ　Ｌ４　Ｌ３４　（ＭＬＳ）　４速　オートマチック） 　ＥＤＳ４　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイドエレクトリカル

　パワートレイン（（Ｚ）２．０Ｌ　Ｌ４　Ｌ３４　（ＭＬＳ）　４速　オートマチック） 　ＥＤＳ５　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイドエレクトリカル

　パワートレイン（（Ｚ）２．０Ｌ　Ｌ４　Ｌ３４　（ＭＬＳ）　４速　オートマチック） 　ＥＤＳ６　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイドエレクトリカル

　パワートレイン（（Ｚ）２．０Ｌ　Ｌ４　Ｌ３４　（ＭＬＳ）　４速　オートマチック） 　シフトソレノイド１

　パワートレイン（（Ｚ）２．０Ｌ　Ｌ４　Ｌ３４　（ＭＬＳ）　４速　オートマチック） 　シフトソレノイド２

　パワートレイン（（Ｚ）２．０Ｌ　Ｌ４　Ｌ３４　（ＭＬＳ）　４速　オートマチック） 　ホールドモードランプ

　パワートレイン（（Ｚ）２．０Ｌ　Ｌ４　Ｌ３４　（ＭＬＳ）　４速　オートマチック） 　電源モードランプ

　パワートレイン（（Ｚ）２．０Ｌ　Ｌ４　Ｌ３４　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＧＲシステム

　パワートレイン（（Ｚ）２．０Ｌ　Ｌ４　Ｌ３４　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＧＲソレノイド

　パワートレイン（（Ｚ）２．０Ｌ　Ｌ４　Ｌ３４　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＧＲソレノイド（ＰＷＭ）

　パワートレイン（（Ｚ）２．０Ｌ　Ｌ４　Ｌ３４　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｚ）２．０Ｌ　Ｌ４　Ｌ３４　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ｚ）２．０Ｌ　Ｌ４　Ｌ３４　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｚ）２．０Ｌ　Ｌ４　Ｌ３４　エンジンコントロールモジュール） 　ＩＡＣモーター位置

　パワートレイン（（Ｚ）２．０Ｌ　Ｌ４　Ｌ３４　エンジンコントロールモジュール） 　ＩＡＣリセット

　パワートレイン（（Ｚ）２．０Ｌ　Ｌ４　Ｌ３４　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｚ）２．０Ｌ　Ｌ４　Ｌ３４　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーターセンサー１

　パワートレイン（（Ｚ）２．０Ｌ　Ｌ４　Ｌ３４　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーターセンサー２

　パワートレイン（（Ｚ）２．０Ｌ　Ｌ４　Ｌ３４　エンジンコントロールモジュール） 　ＴＰＳ学習値リセット

　パワートレイン（（Ｚ）２．０Ｌ　Ｌ４　Ｌ３４　エンジンコントロールモジュール） 　インテークマニホールドチューニングバルブ

　パワートレイン（（Ｚ）２．０Ｌ　Ｌ４　Ｌ３４　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｚ）２．０Ｌ　Ｌ４　Ｌ３４　エンジンコントロールモジュール） 　クルーズメインランプ

　パワートレイン（（Ｚ）２．０Ｌ　Ｌ４　Ｌ３４　エンジンコントロールモジュール） 　スパーク遅延

　パワートレイン（（Ｚ）２．０Ｌ　Ｌ４　Ｌ３４　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルブレードコントロール

　パワートレイン（（Ｚ）２．０Ｌ　Ｌ４　Ｌ３４　エンジンコントロールモジュール） 　ファンＨｉｇｈ

　パワートレイン（（Ｚ）２．０Ｌ　Ｌ４　Ｌ３４　エンジンコントロールモジュール） 　ファンＬｏｗ

　パワートレイン（（Ｚ）２．０Ｌ　Ｌ４　Ｌ３４　エンジンコントロールモジュール） 　ファン高速

　パワートレイン（（Ｚ）２．０Ｌ　Ｌ４　Ｌ３４　エンジンコントロールモジュール） 　ファン低速

　パワートレイン（（Ｚ）２．０Ｌ　Ｌ４　Ｌ３４　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｚ）２．０Ｌ　Ｌ４　Ｌ３４　エンジンコントロールモジュール） 　ループ状態

　パワートレイン（（Ｚ）２．０Ｌ　Ｌ４　Ｌ３４　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターテスト１

　パワートレイン（（Ｚ）２．０Ｌ　Ｌ４　Ｌ３４　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターテスト２

　パワートレイン（（Ｚ）２．０Ｌ　Ｌ４　Ｌ３４　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターテスト３

　パワートレイン（（Ｚ）２．０Ｌ　Ｌ４　Ｌ３４　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターテスト４

　パワートレイン（（Ｚ）２．０Ｌ　Ｌ４　Ｌ３４　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（（Ｚ）２．０Ｌ　Ｌ４　Ｌ３４　エンジンコントロールモジュール） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（Ｚ）２．０Ｌ　ＬＵＺ　エンジンコントロールモジュール） 　ＤＰＦ回生有効

　パワートレイン（（Ｚ）２．０Ｌ　ＬＵＺ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＧＲクーラーバイパスバルブ

　パワートレイン（（Ｚ）２．０Ｌ　ＬＵＺ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＧＲバルブ

　パワートレイン（（Ｚ）２．０Ｌ　ＬＵＺ　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｚ）２．０Ｌ　ＬＵＺ　エンジンコントロールモジュール） 　ＮＯｘセンサー１ヒーター：エンジン作動

　パワートレイン（（Ｚ）２．０Ｌ　ＬＵＺ　エンジンコントロールモジュール） 　ＮＯｘセンサー２ヒーター：エンジン作動

　パワートレイン（（Ｚ）２．０Ｌ　ＬＵＺ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（（Ｚ）２．０Ｌ　ＬＵＺ　エンジンコントロールモジュール） 　インテークマニホールドランナーコントロールバルブ

　パワートレイン（（Ｚ）２．０Ｌ　ＬＵＺ　エンジンコントロールモジュール） 　ウェイトトゥスタートインジケーター

　パワートレイン（（Ｚ）２．０Ｌ　ＬＵＺ　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（（Ｚ）２．０Ｌ　ＬＵＺ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数／スロットル

　パワートレイン（（Ｚ）２．０Ｌ　ＬＵＺ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン油圧制御ソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｚ）２．０Ｌ　ＬＵＺ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンモーター

　パワートレイン（（Ｚ）２．０Ｌ　ＬＵＺ　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（（Ｚ）２．０Ｌ　ＬＵＺ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（（Ｚ）２．０Ｌ　ＬＵＺ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（（Ｚ）２．０Ｌ　ＬＵＺ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（（Ｚ）２．０Ｌ　ＬＵＺ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（（Ｚ）２．０Ｌ　ＬＵＺ　エンジンコントロールモジュール） 　スターターリレー

　パワートレイン（（Ｚ）２．０Ｌ　ＬＵＺ　エンジンコントロールモジュール） 　ターボチャージャーベーンポジションソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｚ）２．０Ｌ　ＬＵＺ　エンジンコントロールモジュール） 　ターボチャージャーベーン位置

　パワートレイン（（Ｚ）２．０Ｌ　ＬＵＺ　エンジンコントロールモジュール） 　パイロット噴射バランス１インジェクター

　パワートレイン（（Ｚ）２．０Ｌ　ＬＵＺ　エンジンコントロールモジュール） 　パイロット噴射バランス２インジェクター

　パワートレイン（（Ｚ）２．０Ｌ　ＬＵＺ　エンジンコントロールモジュール） 　パイロット噴射バランス３インジェクター

　パワートレイン（（Ｚ）２．０Ｌ　ＬＵＺ　エンジンコントロールモジュール） 　パイロット噴射バランス４インジェクター



●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2022.10)
システム 項目名

　パワートレイン（（Ｚ）２．０Ｌ　ＬＵＺ　エンジンコントロールモジュール） 　ポジティブクランクケース換気ヒーター

　パワートレイン（（Ｚ）２．０Ｌ　ＬＵＺ　エンジンコントロールモジュール） 　リダクタントインジェクション

　パワートレイン（（Ｚ）２．０Ｌ　ＬＵＺ　エンジンコントロールモジュール） 　リダクタントインジェクションクオリティーテスト

　パワートレイン（（Ｚ）２．０Ｌ　ＬＵＺ　エンジンコントロールモジュール） 　リダクタントシステム漏れテスト

　パワートレイン（（Ｚ）２．０Ｌ　ＬＵＺ　エンジンコントロールモジュール） 　リダクタントパージ

　パワートレイン（（Ｚ）２．０Ｌ　ＬＵＺ　エンジンコントロールモジュール） 　リダクタントパージバルブ

　パワートレイン（（Ｚ）２．０Ｌ　ＬＵＺ　エンジンコントロールモジュール） 　リダクタントフルードクオリティーテスト

　パワートレイン（（Ｚ）２．０Ｌ　ＬＵＺ　エンジンコントロールモジュール） 　リダクタントポンプ

　パワートレイン（（Ｚ）２．０Ｌ　ＬＵＺ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気フローバルブ位置

　パワートレイン（（Ｚ）２．０Ｌ　ＬＵＺ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料ヒーターリレー

　パワートレイン（（Ｚ）２．０Ｌ　ＬＵＺ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（（Ｚ）２．０Ｌ　ＬＵＺ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料圧力

　パワートレイン（（Ｚ）２．０Ｌ　ＬＵＺ　グロープラグコントロールモジュール） 　グロープラグ

　パワートレイン（（Ｚ）２．０Ｌ　ＬＵＺ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｚ）２．０Ｌ　ＬＵＺ　トランスミッションコントロールモジュール） 　クラッチプレッシャーコントロールソレノイドバルブ１

　パワートレイン（（Ｚ）２．０Ｌ　ＬＵＺ　トランスミッションコントロールモジュール） 　クラッチプレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（（Ｚ）２．０Ｌ　ＬＵＺ　トランスミッションコントロールモジュール） 　クラッチプレッシャーコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（（Ｚ）２．０Ｌ　ＬＵＺ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１

　パワートレイン（（Ｚ）２．０Ｌ　ＬＵＺ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ２

　パワートレイン（（Ｚ）２．０Ｌ　ＬＵＺ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ブレーキバンドプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｚ）２．０Ｌ　ＬＵＺ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（（Ｚ）２．０Ｌ　ＬＵＺ　フューエルポンプ　バージョン　フューエルポンプ） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｚ）２．０Ｌ　ＬＵＺ　フューエルポンプ　バージョン　フューエルポンプ） 　燃料圧力

　パワートレイン（（Ｚ）２．０Ｌ　ＬＵＺ　フューエルポンプ　バージョン　フューエルポンプ　アクティブグリルエアシャッター） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｚ）２．０Ｌ　ＬＵＺ　フューエルポンプ　バージョン　フューエルポンプ　アクティブグリルエアシャッター） 　燃料圧力

　パワートレイン（（Ｚ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ５９　ＡＴＣ　コントロールモジュール　２　速作動） 　２ＷＤハイインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｚ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ５９　ＡＴＣ　コントロールモジュール　２　速作動） 　４ＷＤハイインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｚ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ５９　ＡＴＣ　コントロールモジュール　２　速作動） 　４ＷＤローインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｚ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ５９　ＡＴＣ　コントロールモジュール　２　速作動） 　ＡＴＣモーターＡコントロール

　パワートレイン（（Ｚ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ５９　ＡＴＣ　コントロールモジュール　２　速作動） 　ＡＴＣモーターＢコントロール

　パワートレイン（（Ｚ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ５９　ＡＴＣ　コントロールモジュール　２　速作動） 　オート４ＷＤインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｚ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ５９　ＡＴＣ　コントロールモジュール　２　速作動） 　トランスファーケースロック

　パワートレイン（（Ｚ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ５９　ＡＴＣ　コントロールモジュール　２　速作動） 　ニュートラルインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｚ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ５９　ＡＴＣ　コントロールモジュール　２　速作動） 　フロントアクスル係合

　パワートレイン（（Ｚ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ５９　ＡＴＣ　コントロールモジュール　ボルグワーナー） 　４ＷＤローインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｚ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ５９　ＡＴＣ　コントロールモジュール　ボルグワーナー） 　オート４ＷＤインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｚ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ５９　ＡＴＣ　コントロールモジュール　ボルグワーナー） 　ニュートラルインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｚ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ５９　ＡＴＣ　コントロールモジュール　ボルグワーナー） 　モーターＡドライバー（ハイ）

　パワートレイン（（Ｚ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ５９　ＡＴＣ　コントロールモジュール　ボルグワーナー） 　モーターＡドライバー（ロー）

　パワートレイン（（Ｚ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ５９　ＡＴＣ　コントロールモジュール　ボルグワーナー） 　モーターＢドライバー（ハイ）

　パワートレイン（（Ｚ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ５９　ＡＴＣ　コントロールモジュール　ボルグワーナー） 　モーターＢドライバー（ロー）

　パワートレイン（（Ｚ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ５９　ＡＴＣ　コントロールモジュール） 　２ＷＤハイインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｚ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ５９　ＡＴＣ　コントロールモジュール） 　２ＷＤモードスイッチ

　パワートレイン（（Ｚ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ５９　ＡＴＣ　コントロールモジュール） 　４ＷＤハイインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｚ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ５９　ＡＴＣ　コントロールモジュール） 　４ＷＤハイモードスイッチ

　パワートレイン（（Ｚ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ５９　ＡＴＣ　コントロールモジュール） 　４ＷＤローインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｚ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ５９　ＡＴＣ　コントロールモジュール） 　４ＷＤローモードスイッチ

　パワートレイン（（Ｚ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ５９　ＡＴＣ　コントロールモジュール） 　ＡＴＣモーターＡコントロール

　パワートレイン（（Ｚ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ５９　ＡＴＣ　コントロールモジュール） 　ＡＴＣモーターＢコントロール

　パワートレイン（（Ｚ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ５９　ＡＴＣ　コントロールモジュール） 　ＡＴＷモードスイッチ

　パワートレイン（（Ｚ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ５９　ＡＴＣ　コントロールモジュール） 　オート４ＷＤインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｚ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ５９　ＡＴＣ　コントロールモジュール） 　トランスファーケースロック

　パワートレイン（（Ｚ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ５９　ＡＴＣ　コントロールモジュール） 　ニュートラルインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｚ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ５９　ＡＴＣ　コントロールモジュール） 　ニュートラルモードスイッチ

　パワートレイン（（Ｚ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ５９　ＡＴＣ　コントロールモジュール） 　フロントアクスル係合

　パワートレイン（（Ｚ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ５９　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｚ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ５９　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ｚ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ５９　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｚ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ５９　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｚ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ５９　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーターコントロール

　パワートレイン（（Ｚ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ５９　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｚ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ５９　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（Ｚ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ５９　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｚ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ５９　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｚ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ５９　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｚ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ５９　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｚ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ５９　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー５）

　パワートレイン（（Ｚ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ５９　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー６）

　パワートレイン（（Ｚ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ５９　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー７）

　パワートレイン（（Ｚ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ５９　エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー８）

　パワートレイン（（Ｚ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ５９　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー１

　パワートレイン（（Ｚ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ５９　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー１、２、３

　パワートレイン（（Ｚ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ５９　エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー２、３

　パワートレイン（（Ｚ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ５９　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ
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　パワートレイン（（Ｚ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ５９　エンジンコントロールモジュール） 　ループ状態

　パワートレイン（（Ｚ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ５９　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｚ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ５９　エンジンコントロールモジュール） 　燃料計

　パワートレイン（（Ｚ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ５９　エンジンコントロールモジュール） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（（Ｚ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ５９　オートトランスファーケース　４ボタン選択可能） 　２ＷＤハイインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｚ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ５９　オートトランスファーケース　４ボタン選択可能） 　４ＷＤハイインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｚ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ５９　オートトランスファーケース　４ボタン選択可能） 　４ＷＤローインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｚ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ５９　オートトランスファーケース　４ボタン選択可能） 　ＡＴＣモーターＡコントロール

　パワートレイン（（Ｚ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ５９　オートトランスファーケース　４ボタン選択可能） 　ＡＴＣモーターＢコントロール

　パワートレイン（（Ｚ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ５９　オートトランスファーケース　４ボタン選択可能） 　オート４ＷＤインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｚ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ５９　オートトランスファーケース　４ボタン選択可能） 　トランスファーケースロック

　パワートレイン（（Ｚ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ５９　オートトランスファーケース　４ボタン選択可能） 　ニュートラルインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｚ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ５９　オートトランスファーケース　４ボタン選択可能） 　フロントアクスル係合

　パワートレイン（（Ｚ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ５９　オートトランスファーケース　トラクションコントロール付き） 　４ＷＤローインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｚ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ５９　オートトランスファーケース　トラクションコントロール付き） 　オート４ＷＤインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｚ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ５９　オートトランスファーケース　トラクションコントロール付き） 　ニュートラルインジケーターランプ

　パワートレイン（（Ｚ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ５９　オートトランスファーケース　トラクションコントロール付き） 　モーターＡドライバー（ハイ）

　パワートレイン（（Ｚ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ５９　オートトランスファーケース　トラクションコントロール付き） 　モーターＡドライバー（ロー）

　パワートレイン（（Ｚ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ５９　オートトランスファーケース　トラクションコントロール付き） 　モーターＢドライバー（ハイ）

　パワートレイン（（Ｚ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ５９　オートトランスファーケース　トラクションコントロール付き） 　モーターＢドライバー（ロー）

　パワートレイン（（Ｚ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ５９　スロットルアクチュエーターコントロールなし　ＥＣＭ） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ｚ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ５９　スロットルアクチュエーターコントロールなし　ＥＣＭ） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｚ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ５９　スロットルアクチュエーターコントロールなし　ＥＣＭ） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｚ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ５９　スロットルアクチュエーターコントロールなし　ＥＣＭ） 　Ｏ２センサーヒーターコントロール

　パワートレイン（（Ｚ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ５９　スロットルアクチュエーターコントロールなし　ＥＣＭ） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｚ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ５９　スロットルアクチュエーターコントロールなし　ＥＣＭ） 　エアポンプリレー

　パワートレイン（（Ｚ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ５９　スロットルアクチュエーターコントロールなし　ＥＣＭ） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（Ｚ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ５９　スロットルアクチュエーターコントロールなし　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｚ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ５９　スロットルアクチュエーターコントロールなし　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｚ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ５９　スロットルアクチュエーターコントロールなし　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｚ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ５９　スロットルアクチュエーターコントロールなし　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｚ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ５９　スロットルアクチュエーターコントロールなし　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー５）

　パワートレイン（（Ｚ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ５９　スロットルアクチュエーターコントロールなし　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー６）

　パワートレイン（（Ｚ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ５９　スロットルアクチュエーターコントロールなし　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー７）

　パワートレイン（（Ｚ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ５９　スロットルアクチュエーターコントロールなし　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー８）

　パワートレイン（（Ｚ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ５９　スロットルアクチュエーターコントロールなし　ＥＣＭ） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｚ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ５９　スロットルアクチュエーターコントロールなし　ＥＣＭ） 　ループ状態

　パワートレイン（（Ｚ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ５９　スロットルアクチュエーターコントロールなし　ＥＣＭ） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｚ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ５９　スロットルアクチュエーターコントロールなし　ＥＣＭ） 　燃料計

　パワートレイン（（Ｚ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ５９　スロットルアクチュエーターコントロールなし　ＴＣＭ） 　１－２ソレノイド

　パワートレイン（（Ｚ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ５９　スロットルアクチュエーターコントロールなし　ＴＣＭ） 　２－３ソレノイド

　パワートレイン（（Ｚ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ５９　スロットルアクチュエーターコントロールなし　ＴＣＭ） 　３－２ダウンシフトソレノイド

　パワートレイン（（Ｚ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ５９　スロットルアクチュエーターコントロールなし　ＴＣＭ） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド

　パワートレイン（（Ｚ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ５９　スロットルアクチュエーターコントロールなし　ＴＣＭ） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（Ｚ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ５９　スロットルアクチュエーターコントロールなし　ＴＣＭ） 　ＴＣＣ有効

　パワートレイン（（Ｚ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ５９　スロットルアクチュエーターコントロール付き　ＥＣＭ） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（（Ｚ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ５９　スロットルアクチュエーターコントロール付き　ＥＣＭ） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（（Ｚ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ５９　スロットルアクチュエーターコントロール付き　ＥＣＭ） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（（Ｚ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ５９　スロットルアクチュエーターコントロール付き　ＥＣＭ） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（（Ｚ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ５９　スロットルアクチュエーターコントロール付き　ＥＣＭ） 　Ｏ２センサーヒーターコントロール　（装備車のみ）

　パワートレイン（（Ｚ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ５９　スロットルアクチュエーターコントロール付き　ＥＣＭ） 　エアコンリレー

　パワートレイン（（Ｚ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ５９　スロットルアクチュエーターコントロール付き　ＥＣＭ） 　エアシステム（装備車）

　パワートレイン（（Ｚ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ５９　スロットルアクチュエーターコントロール付き　ＥＣＭ） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（（Ｚ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ５９　スロットルアクチュエーターコントロール付き　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（（Ｚ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ５９　スロットルアクチュエーターコントロール付き　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（（Ｚ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ５９　スロットルアクチュエーターコントロール付き　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（（Ｚ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ５９　スロットルアクチュエーターコントロール付き　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（（Ｚ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ５９　スロットルアクチュエーターコントロール付き　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー５）

　パワートレイン（（Ｚ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ５９　スロットルアクチュエーターコントロール付き　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー６）

　パワートレイン（（Ｚ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ５９　スロットルアクチュエーターコントロール付き　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー７）

　パワートレイン（（Ｚ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ５９　スロットルアクチュエーターコントロール付き　ＥＣＭ） 　パワーバランス（シリンダー８）

　パワートレイン（（Ｚ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ５９　スロットルアクチュエーターコントロール付き　ＥＣＭ） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（（Ｚ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ５９　スロットルアクチュエーターコントロール付き　ＥＣＭ） 　ループ状態

　パワートレイン（（Ｚ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ５９　スロットルアクチュエーターコントロール付き　ＥＣＭ） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（（Ｚ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ５９　スロットルアクチュエーターコントロール付き　ＥＣＭ） 　燃料計

　パワートレイン（（Ｚ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ５９　スロットルアクチュエーターコントロール付き　ＴＣＭ） 　１－２ソレノイド

　パワートレイン（（Ｚ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ５９　スロットルアクチュエーターコントロール付き　ＴＣＭ） 　２－３ソレノイド

　パワートレイン（（Ｚ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ５９　スロットルアクチュエーターコントロール付き　ＴＣＭ） 　３－２ダウンシフトソレノイド

　パワートレイン（（Ｚ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ５９　スロットルアクチュエーターコントロール付き　ＴＣＭ） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド

　パワートレイン（（Ｚ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ５９　スロットルアクチュエーターコントロール付き　ＴＣＭ） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（Ｚ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ５９　スロットルアクチュエーターコントロール付き　ＴＣＭ） 　ＴＣＣ有効

　パワートレイン（（Ｚ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ５９　トランスミッションコントロールモジュール） 　１－２ソレノイド

　パワートレイン（（Ｚ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ５９　トランスミッションコントロールモジュール） 　２－３ソレノイド

　パワートレイン（（Ｚ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ５９　トランスミッションコントロールモジュール） 　３－２ダウンシフトソレノイド
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　パワートレイン（（Ｚ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ５９　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド

　パワートレイン（（Ｚ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ５９　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（（Ｚ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ５９　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣ有効

　パワートレイン（０．８Ｌ　ＬＢＦ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＧＲバルブ

　パワートレイン（０．８Ｌ　ＬＢＦ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰシステム

　パワートレイン（０．８Ｌ　ＬＢＦ　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（０．８Ｌ　ＬＢＦ　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル回転数制御アクチュエーター

　パワートレイン（０．８Ｌ　ＬＢＦ　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（０．８Ｌ　ＬＢＦ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（０．８Ｌ　ＬＢＦ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（０．８Ｌ　ＬＢＦ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（０．８Ｌ　ＬＢＦ　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（０．８Ｌ　ＬＢＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（０．８Ｌ　ＬＢＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１

　パワートレイン（０．８Ｌ　ＬＢＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ２

　パワートレイン（０．８Ｌ　ＬＢＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（０．８Ｌ　ＬＢＦ　フューエルインジェクターコントロールモジュール） 　アクセルウェイトインジケーター

　パワートレイン（０．８Ｌ　ＬＢＦ　フューエルインジェクターコントロールモジュール） 　エンジン冷却水ヒーター

　パワートレイン（０．８Ｌ　ＬＢＦ　フューエルインジェクターコントロールモジュール） 　代替燃料：燃料カットオフソレノイドバルブリレー（ガス段階）

　パワートレイン（０．８Ｌ　ＬＢＦ　フューエルインジェクターコントロールモジュール） 　代替燃料：燃料カットオフソレノイドバルブリレー（液体段階）

　パワートレイン（０．８Ｌ　ＬＢＦ　フューエルインジェクターコントロールモジュール） 　代替燃料レール圧力

　パワートレイン（０．８Ｌ　ＬＢＦ　フューエルインジェクターコントロールモジュール） 　燃料カットオフソレノイドバルブ２

　パワートレイン（１．０Ｌ　Ｌ５Ｑ　ＣＶＴ　（ＭＲ８）） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．０Ｌ　Ｌ５Ｑ　ＣＶＴ　（ＭＲ８）） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（１．０Ｌ　Ｌ５Ｑ　ＣＶＴ　（ＭＲ８）） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（１．０Ｌ　Ｌ５Ｑ　ＣＶＴ　（ＭＲ８）） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（１．０Ｌ　Ｌ５Ｑ　ＣＶＴ　（ＭＲ８）） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．０Ｌ　Ｌ５Ｑ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（１．０Ｌ　Ｌ５Ｑ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．０Ｌ　Ｌ５Ｑ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．０Ｌ　Ｌ５Ｑ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（１．０Ｌ　Ｌ５Ｑ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（１．０Ｌ　Ｌ５Ｑ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（１．０Ｌ　Ｌ５Ｑ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　アイドル点火時期

　パワートレイン（１．０Ｌ　Ｌ５Ｑ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．０Ｌ　Ｌ５Ｑ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（１．０Ｌ　Ｌ５Ｑ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（１．０Ｌ　Ｌ５Ｑ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン油圧制御ソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．０Ｌ　Ｌ５Ｑ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　オートスタート／オートストップ

　パワートレイン（１．０Ｌ　Ｌ５Ｑ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（１．０Ｌ　Ｌ５Ｑ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー１、２

　パワートレイン（１．０Ｌ　Ｌ５Ｑ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（１．０Ｌ　Ｌ５Ｑ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（１．０Ｌ　Ｌ５Ｑ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（１．０Ｌ　Ｌ５Ｑ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（１．０Ｌ　Ｌ５Ｑ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（１．０Ｌ　Ｌ５Ｑ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（１．０Ｌ　Ｌ５Ｑ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（１．０Ｌ　Ｌ５Ｑ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（１．０Ｌ　Ｌ５Ｑ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　圧縮テスト

　パワートレイン（１．０Ｌ　Ｌ５Ｑ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．０Ｌ　Ｌ５Ｑ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　点火時期遅延

　パワートレイン（１．０Ｌ　Ｌ５Ｑ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．０Ｌ　Ｌ５Ｑ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．０Ｌ　Ｌ５Ｑ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．０Ｌ　Ｌ５Ｑ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（１．０Ｌ　Ｌ５Ｑ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（１．０Ｌ　Ｌ５Ｑ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．０Ｌ　Ｌ５Ｑ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（１．０Ｌ　Ｌ５Ｑ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．０Ｌ　Ｌ５Ｑ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．０Ｌ　Ｌ５Ｑ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（１．０Ｌ　Ｌ５Ｑ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（１．０Ｌ　Ｌ５Ｑ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（１．０Ｌ　Ｌ５Ｑ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　アイドル点火時期

　パワートレイン（１．０Ｌ　Ｌ５Ｑ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．０Ｌ　Ｌ５Ｑ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（１．０Ｌ　Ｌ５Ｑ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（１．０Ｌ　Ｌ５Ｑ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン油圧制御ソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．０Ｌ　Ｌ５Ｑ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　オートスタート／オートストップ

　パワートレイン（１．０Ｌ　Ｌ５Ｑ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（１．０Ｌ　Ｌ５Ｑ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー１、２

　パワートレイン（１．０Ｌ　Ｌ５Ｑ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（１．０Ｌ　Ｌ５Ｑ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル
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　パワートレイン（１．０Ｌ　Ｌ５Ｑ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（１．０Ｌ　Ｌ５Ｑ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（１．０Ｌ　Ｌ５Ｑ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（１．０Ｌ　Ｌ５Ｑ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（１．０Ｌ　Ｌ５Ｑ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（１．０Ｌ　Ｌ５Ｑ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（１．０Ｌ　Ｌ５Ｑ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　圧縮テスト

　パワートレイン（１．０Ｌ　Ｌ５Ｑ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．０Ｌ　Ｌ５Ｑ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　点火時期遅延

　パワートレイン（１．０Ｌ　Ｌ５Ｑ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．０Ｌ　Ｌ５Ｑ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．０Ｌ　Ｌ５Ｑ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．０Ｌ　Ｌ５Ｑ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（１．０Ｌ　Ｌ５Ｑ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（１．０Ｌ　Ｌ５Ｑ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．０Ｌ　Ｌ５Ｑ　マニュアルトランスミッション　自動変速　５速　（ＭＦＱ）） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（１．０Ｌ　Ｌ５Ｑ　マニュアルトランスミッション　自動変速　５速　（ＭＦＱ）） 　トランスミッションフルードポンプリレー

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＡ２　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＧＲバルブ

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＡ２　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰシステム

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＡ２　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＡ２　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル回転数制御アクチュエーター

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＡ２　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＡ２　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＡ２　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＡ２　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＡ２　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＡ２　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＡ２　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＡ２　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ２

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＡ２　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＡ２　フューエルインジェクターコントロールモジュール） 　ＬＰＧベポライザーリレー１

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＡ２　フューエルインジェクターコントロールモジュール） 　ＬＰＧベポライザーリレー２

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＡ２　フューエルインジェクターコントロールモジュール） 　アクセルウェイトインジケーター

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＡ２　フューエルインジェクターコントロールモジュール） 　ウェイトトゥスタートインジケーター

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＡ２　フューエルインジェクターコントロールモジュール） 　エンジン冷却水ヒーター

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＡ２　フューエルインジェクターコントロールモジュール） 　燃料カットオフソレノイドバルブ１

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＡ２　フューエルインジェクターコントロールモジュール） 　燃料カットオフソレノイドバルブ２

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＡ２　フューエルインジェクターコントロールモジュール） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＡ２　フューエルインジェクターコントロールモジュール） 　燃料圧力

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＣＰ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＧＲバルブ

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＣＰ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＣＰ　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル回転数制御アクチュエーター

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＣＰ　エンジンコントロールモジュール） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＣＰ　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＣＰ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＣＰ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＣＰ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＣＰ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＣＰ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＣＰ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＣＰ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ２

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＣＰ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＣＰ　フューエルインジェクターコントロールモジュール） 　ＬＰＧベポライザーリレー１

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＣＰ　フューエルインジェクターコントロールモジュール） 　ＬＰＧベポライザーリレー２

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＣＰ　フューエルインジェクターコントロールモジュール） 　アクセルウェイトインジケーター

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＣＰ　フューエルインジェクターコントロールモジュール） 　ウェイトトゥスタートインジケーター

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＣＰ　フューエルインジェクターコントロールモジュール） 　エンジン冷却水ヒーター

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＣＰ　フューエルインジェクターコントロールモジュール） 　燃料カットオフソレノイドバルブ１

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＣＰ　フューエルインジェクターコントロールモジュール） 　燃料カットオフソレノイドバルブ２

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＣＰ　フューエルインジェクターコントロールモジュール） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＣＰ　フューエルインジェクターコントロールモジュール） 　燃料圧力

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＥＢ　エンジンオートマチックコントロールモジュール） 　ＥＧＲクーラーバイパスバルブ

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＥＢ　エンジンオートマチックコントロールモジュール） 　ＥＧＲバルブ

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＥＢ　エンジンオートマチックコントロールモジュール） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＥＢ　エンジンオートマチックコントロールモジュール） 　クーリングファン

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＥＢ　エンジンオートマチックコントロールモジュール） 　グロープラグ

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＥＢ　エンジンオートマチックコントロールモジュール） 　ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＥＢ　エンジンオートマチックコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＥＢ　エンジンオートマチックコントロールモジュール） 　吸気フローバルブ位置

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＥＢ　エンジンオートマチックコントロールモジュール） 　燃料システム

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＥＢ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＧＲクーラーバイパスバルブ

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＥＢ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＧＲバルブ

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＥＢ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＥＢ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン
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　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＥＢ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　グロープラグ

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＥＢ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＥＢ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＥＢ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＥＢ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＥＢ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＥＢ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気フローバルブ位置

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＥＢ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＥＢ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料システム

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＥＢ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＧＲクーラーバイパスバルブ

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＥＢ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＧＲバルブ

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＥＢ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＥＢ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＥＢ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　グロープラグ

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＥＢ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＥＢ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＥＢ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＥＢ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＥＢ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＥＢ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気フローバルブ位置

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＥＢ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＥＢ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料システム

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＥＢ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＧＲクーラーバイパスバルブ

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＥＢ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＧＲバルブ

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＥＢ　エンジンコントロールモジュール） 　インテークマニホールドランナーコントロールバルブ

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＥＢ　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＥＢ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＥＢ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファン

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＥＢ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＥＢ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＥＢ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー３

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＥＢ　エンジンコントロールモジュール） 　グロープラグ

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＥＢ　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＥＢ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＥＢ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＥＢ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＥＢ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＥＢ　エンジンコントロールモジュール） 　ストップ／スタートシステムテスト

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＥＢ　エンジンコントロールモジュール） 　ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＥＢ　エンジンコントロールモジュール） 　ターボチャージャーベーン位置

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＥＢ　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＥＢ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気フローバルブ位置

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＥＢ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＥＢ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料システム

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＥＢ　エンジンコントロールモジュール） 　補助冷却ポンプ

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＥＢ　エンジンマニュアルコントロールモジュール） 　ＥＧＲクーラーバイパスバルブ

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＥＢ　エンジンマニュアルコントロールモジュール） 　ＥＧＲバルブ

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＥＢ　エンジンマニュアルコントロールモジュール） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＥＢ　エンジンマニュアルコントロールモジュール） 　クーリングファン

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＥＢ　エンジンマニュアルコントロールモジュール） 　グロープラグ

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＥＢ　エンジンマニュアルコントロールモジュール） 　ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＥＢ　エンジンマニュアルコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＥＢ　エンジンマニュアルコントロールモジュール） 　吸気フローバルブ位置

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＥＢ　エンジンマニュアルコントロールモジュール） 　燃料システム

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＦＭ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＦＭ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＦＭ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＦＭ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＦＭ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＦＭ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＦＭ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＦＭ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＦＭ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　オートスタート／オートストップ

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＦＭ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＦＭ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＦＭ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー１、２、３

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＦＭ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＦＭ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＦＭ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー３

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＦＭ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＦＭ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＦＭ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＦＭ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＦＭ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター
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　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＦＭ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＦＭ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＦＭ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＦＭ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＦＭ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　圧縮テスト

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＦＭ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＦＭ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＦＭ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＦＭ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＦＭ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＦＭ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＦＭ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＦＭ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＦＭ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＦＭ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＦＭ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＦＭ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＦＭ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＦＭ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＦＭ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＦＭ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＦＭ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＦＭ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＦＭ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＦＭ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　オートスタート／オートストップ

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＦＭ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＦＭ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＦＭ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー１、２、３

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＦＭ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＦＭ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＦＭ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー３

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＦＭ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＦＭ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＦＭ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＦＭ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＦＭ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＦＭ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＦＭ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＦＭ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＦＭ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＦＭ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　圧縮テスト

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＦＭ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＦＭ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＦＭ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＦＭ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＦＭ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＦＭ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＦＭ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＦＭ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＦＭ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＦＭ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＦＭ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＦＭ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＦＭ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２圧力コマンド

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＦＭ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３圧力コマンド

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＦＭ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４圧力コマンド

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＦＭ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＫＬ　（ＶＩＮ（車台番号）　５文字目　Ｐ）エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＫＬ　（ＶＩＮ（車台番号）　５文字目　Ｐ）エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＫＬ　（ＶＩＮ（車台番号）　５文字目　Ｐ）エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＫＬ　（ＶＩＮ（車台番号）　５文字目　Ｐ）エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＫＬ　（ＶＩＮ（車台番号）　５文字目　Ｐ）エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）　エンジン回転数

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＫＬ　（ＶＩＮ（車台番号）　５文字目　Ｐ）エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＫＬ　（ＶＩＮ（車台番号）　５文字目　Ｐ）エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＫＬ　（ＶＩＮ（車台番号）　５文字目　Ｐ）エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）　コールドスタートシステム

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＫＬ　（ＶＩＮ（車台番号）　５文字目　Ｐ）エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）　コールドスタートフューエルポンプ

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＫＬ　（ＶＩＮ（車台番号）　５文字目　Ｐ）エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＫＬ　（ＶＩＮ（車台番号）　５文字目　Ｐ）エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＫＬ　（ＶＩＮ（車台番号）　５文字目　Ｐ）エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＫＬ　（ＶＩＮ（車台番号）　５文字目　Ｐ）エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＫＬ　（ＶＩＮ（車台番号）　５文字目　Ｐ）エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＫＬ　（ＶＩＮ（車台番号）　５文字目　Ｐ）エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）　スターターリレー

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＫＬ　（ＶＩＮ（車台番号）　５文字目　Ｐ）エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）　スロットルポジション

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＫＬ　（ＶＩＮ（車台番号）　５文字目　Ｐ）エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）
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　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＫＬ　（ＶＩＮ（車台番号）　５文字目　Ｐ）エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＫＬ　（ＶＩＮ（車台番号）　５文字目　Ｐ）エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＫＬ　（ＶＩＮ（車台番号）　５文字目　Ｐ）エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＫＬ　（ＶＩＮ（車台番号）　５文字目　Ｐ）エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）　燃料トリム有効

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＫＬ　（ＶＩＮ（車台番号）　５文字目　Ｐ）エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＫＬ　（ＶＩＮ（車台番号）　５文字目　Ｐ）エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＫＬ　（ＶＩＮ（車台番号）　５文字目　Ｐ）エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＫＬ　（ＶＩＮ（車台番号）　５文字目　Ｐ）エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＫＬ　（ＶＩＮ（車台番号）　５文字目　Ｐ）エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＫＬ　（ＶＩＮ（車台番号）　５文字目　Ｐ）エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＫＬ　（ＶＩＮ（車台番号）　５文字目　Ｐ）エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）　エンジン回転数

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＫＬ　（ＶＩＮ（車台番号）　５文字目　Ｐ）エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＫＬ　（ＶＩＮ（車台番号）　５文字目　Ｐ）エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＫＬ　（ＶＩＮ（車台番号）　５文字目　Ｐ）エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）　コールドスタートシステム

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＫＬ　（ＶＩＮ（車台番号）　５文字目　Ｐ）エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）　コールドスタートフューエルポンプ

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＫＬ　（ＶＩＮ（車台番号）　５文字目　Ｐ）エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＫＬ　（ＶＩＮ（車台番号）　５文字目　Ｐ）エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＫＬ　（ＶＩＮ（車台番号）　５文字目　Ｐ）エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＫＬ　（ＶＩＮ（車台番号）　５文字目　Ｐ）エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＫＬ　（ＶＩＮ（車台番号）　５文字目　Ｐ）エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＫＬ　（ＶＩＮ（車台番号）　５文字目　Ｐ）エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）　スターターリレー

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＫＬ　（ＶＩＮ（車台番号）　５文字目　Ｐ）エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）　スロットルポジション

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＫＬ　（ＶＩＮ（車台番号）　５文字目　Ｐ）エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＫＬ　（ＶＩＮ（車台番号）　５文字目　Ｐ）エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＫＬ　（ＶＩＮ（車台番号）　５文字目　Ｐ）エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＫＬ　（ＶＩＮ（車台番号）　５文字目　Ｐ）エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＫＬ　（ＶＩＮ（車台番号）　５文字目　Ｐ）エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）　燃料トリム有効

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＫＬ　（ＶＩＮ（車台番号）　５文字目　Ｐ）エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＫＬ　（ＶＩＮ（車台番号）　５文字目　Ｐ）エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＫＬ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＫＬ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＫＬ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＫＬ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＫＬ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＫＬ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＫＬ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＫＬ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　コールドスタートシステム

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＫＬ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　コールドスタートフューエルポンプ

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＫＬ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＫＬ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＫＬ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＫＬ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＫＬ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＫＬ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＫＬ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＫＬ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＫＬ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＫＬ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＫＬ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＫＬ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＫＬ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＫＬ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＫＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＫＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＫＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＫＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＫＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＫＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＫＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＫＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　コールドスタートシステム

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＫＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　コールドスタートフューエルポンプ

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＫＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＫＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＫＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＫＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＫＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＫＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＫＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＫＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＫＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＫＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＫＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＫＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＫＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料ポンプリレー
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システム 項目名

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＫＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＫＬ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＫＬ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＫＬ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＫＬ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＫＬ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＫＬ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＫＬ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＫＬ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＫＬ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＫＬ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＫＬ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＫＬ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＫＬ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＫＬ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＫＬ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＫＬ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＭＴ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＧＲバルブ

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＭＴ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＭＴ　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル回転数制御アクチュエーター

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＭＴ　エンジンコントロールモジュール） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＭＴ　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＭＴ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＭＴ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＭＴ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＭＴ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＭＴ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＭＴ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＭＴ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ２

　パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＭＴ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．１９Ｌ　ＬＣ５　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＧＲバルブ

　パワートレイン（１．１９Ｌ　ＬＣ５　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰシステム

　パワートレイン（１．１９Ｌ　ＬＣ５　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー１）

　パワートレイン（１．１９Ｌ　ＬＣ５　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー２）

　パワートレイン（１．１９Ｌ　ＬＣ５　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー３）

　パワートレイン（１．１９Ｌ　ＬＣ５　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー４）

　パワートレイン（１．１９Ｌ　ＬＣ５　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（１．１９Ｌ　ＬＣ５　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．１９Ｌ　ＬＣ５　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン回転数／スロットル

　パワートレイン（１．１９Ｌ　ＬＣ５　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（１．１９Ｌ　ＬＣ５　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（１．１９Ｌ　ＬＣ５　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダー１、４イグニッションコイル

　パワートレイン（１．１９Ｌ　ＬＣ５　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダー２、３イグニッションコイル

　パワートレイン（１．１９Ｌ　ＬＣ５　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（１．１９Ｌ　ＬＣ５　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＧＲバルブ

　パワートレイン（１．１９Ｌ　ＬＣ５　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰシステム

　パワートレイン（１．１９Ｌ　ＬＣ５　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　アイドル回転数制御アクチュエーター

　パワートレイン（１．１９Ｌ　ＬＣ５　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー１）

　パワートレイン（１．１９Ｌ　ＬＣ５　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー２）

　パワートレイン（１．１９Ｌ　ＬＣ５　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー３）

　パワートレイン（１．１９Ｌ　ＬＣ５　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー４）

　パワートレイン（１．１９Ｌ　ＬＣ５　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（１．１９Ｌ　ＬＣ５　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．１９Ｌ　ＬＣ５　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（１．１９Ｌ　ＬＣ５　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（１．１９Ｌ　ＬＣ５　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダー１、４イグニッションコイル

　パワートレイン（１．１９Ｌ　ＬＣ５　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダー２、３イグニッションコイル

　パワートレイン（１．１９Ｌ　ＬＣ５　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（１．１９Ｌ　ＬＣ５　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　圧縮テスト

　パワートレイン（１．１９Ｌ　ＬＣ５　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（１．１９Ｌ　ＬＣ５　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＧＲバルブ

　パワートレイン（１．１９Ｌ　ＬＣ５　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．１９Ｌ　ＬＣ５　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル回転数制御アクチュエーター

　パワートレイン（１．１９Ｌ　ＬＣ５　エンジンコントロールモジュール） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（１．１９Ｌ　ＬＣ５　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．１９Ｌ　ＬＣ５　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（１．１９Ｌ　ＬＣ５　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（１．１９Ｌ　ＬＣ５　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（１．１９Ｌ　ＬＣ５　エンジンコントロールモジュール） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（１．１９Ｌ　ＬＣ５　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．１９Ｌ　ＬＣ５　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１

　パワートレイン（１．１９Ｌ　ＬＣ５　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ２

　パワートレイン（１．１９Ｌ　ＬＣ５　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．１Ｌ　ＬＶＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉
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システム 項目名

　パワートレイン（１．１Ｌ　ＬＶＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．１Ｌ　ＬＶＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．１Ｌ　ＬＶＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（１．１Ｌ　ＬＶＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（１．１Ｌ　ＬＶＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（１．１Ｌ　ＬＶＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　アイドル点火時期

　パワートレイン（１．１Ｌ　ＬＶＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．１Ｌ　ＬＶＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（１．１Ｌ　ＬＶＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（１．１Ｌ　ＬＶＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン油圧制御ソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．１Ｌ　ＬＶＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（１．１Ｌ　ＬＶＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー１、２

　パワートレイン（１．１Ｌ　ＬＶＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（１．１Ｌ　ＬＶＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（１．１Ｌ　ＬＶＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（１．１Ｌ　ＬＶＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（１．１Ｌ　ＬＶＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（１．１Ｌ　ＬＶＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（１．１Ｌ　ＬＶＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（１．１Ｌ　ＬＶＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（１．１Ｌ　ＬＶＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　圧縮テスト

　パワートレイン（１．１Ｌ　ＬＶＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．１Ｌ　ＬＶＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　点火時期遅延

　パワートレイン（１．１Ｌ　ＬＶＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．１Ｌ　ＬＶＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．１Ｌ　ＬＶＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．１Ｌ　ＬＶＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（１．１Ｌ　ＬＶＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（１．１Ｌ　ＬＶＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．１Ｌ　ＬＶＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（１．１Ｌ　ＬＶＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．１Ｌ　ＬＶＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．１Ｌ　ＬＶＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（１．１Ｌ　ＬＶＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（１．１Ｌ　ＬＶＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（１．１Ｌ　ＬＶＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　アイドル点火時期

　パワートレイン（１．１Ｌ　ＬＶＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．１Ｌ　ＬＶＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（１．１Ｌ　ＬＶＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（１．１Ｌ　ＬＶＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン油圧制御ソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．１Ｌ　ＬＶＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（１．１Ｌ　ＬＶＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー１、２

　パワートレイン（１．１Ｌ　ＬＶＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（１．１Ｌ　ＬＶＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（１．１Ｌ　ＬＶＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（１．１Ｌ　ＬＶＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（１．１Ｌ　ＬＶＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（１．１Ｌ　ＬＶＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（１．１Ｌ　ＬＶＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（１．１Ｌ　ＬＶＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（１．１Ｌ　ＬＶＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　圧縮テスト

　パワートレイン（１．１Ｌ　ＬＶＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．１Ｌ　ＬＶＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　点火時期遅延

　パワートレイン（１．１Ｌ　ＬＶＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．１Ｌ　ＬＶＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．１Ｌ　ＬＶＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．１Ｌ　ＬＶＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（１．１Ｌ　ＬＶＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（１．１Ｌ　ＬＶＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．２Ｌ　Ｌ２Ｅ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＧＲバルブ

　パワートレイン（１．２Ｌ　Ｌ２Ｅ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．２Ｌ　Ｌ２Ｅ　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル回転数制御アクチュエーター

　パワートレイン（１．２Ｌ　Ｌ２Ｅ　エンジンコントロールモジュール） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（１．２Ｌ　Ｌ２Ｅ　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．２Ｌ　Ｌ２Ｅ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（１．２Ｌ　Ｌ２Ｅ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（１．２Ｌ　Ｌ２Ｅ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（１．２Ｌ　Ｌ２Ｅ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（１．２Ｌ　Ｌ２Ｅ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．２Ｌ　Ｌ２Ｅ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１

　パワートレイン（１．２Ｌ　Ｌ２Ｅ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ２

　パワートレイン（１．２Ｌ　Ｌ２Ｅ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＡＱ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＧＲバルブ

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＡＱ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰシステム
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　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＡＱ　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＡＱ　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル回転数制御アクチュエーター

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＡＱ　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＡＱ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＡＱ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＡＱ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＡＱ　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＤ６　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰシステム

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＤ６　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＤ６　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＤ６　エンジンコントロールモジュール） 　イグニッションコイル（シリンダー１）

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＤ６　エンジンコントロールモジュール） 　イグニッションコイル（シリンダー２）

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＤ６　エンジンコントロールモジュール） 　イグニッションコイル（シリンダー３）

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＤ６　エンジンコントロールモジュール） 　イグニッションコイル（シリンダー４）

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＤ６　エンジンコントロールモジュール） 　インジェクター（シリンダー１）

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＤ６　エンジンコントロールモジュール） 　インジェクター（シリンダー２）

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＤ６　エンジンコントロールモジュール） 　インジェクター（シリンダー３）

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＤ６　エンジンコントロールモジュール） 　インジェクター（シリンダー４）

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＤ６　エンジンコントロールモジュール） 　インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＤ６　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＤ６　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数／スロットル

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＤ６　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＤ６　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＤ６　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＤ６　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＤ６　エンジンコントロールモジュール） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＤＣ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＤＣ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＤＣ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＤＣ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＤＣ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＤＣ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＤＣ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＤＣ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＤＣ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＤＣ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＤＣ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＤＣ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＤＣ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＤＣ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＤＣ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＤＣ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＤＣ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＤＣ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＤＣ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＤＣ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＤＣ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＤＣ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＤＣ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＤＣ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＤＣ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＤＣ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＤＣ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＤＣ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＤＣ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＤＣ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＤＣ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＤＣ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＤＣ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＤＣ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＤＣ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＤＣ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＤＣ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＤＣ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＤＣ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＤＣ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＤＣ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＤＣ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＤＣ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＤＣ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＤＣ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＤＣ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＤＣ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＤＣ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）
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　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＤＣ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＤＣ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＤＣ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＤＣ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＤＣ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＤＣ　シャーシコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＤＣ　シャーシコントロールモジュール） 　燃料圧力

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＤＣ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＤＣ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＤＣ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＤＣ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＤＣ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＤＣ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＤＣ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＤＣ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＤＣ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＤＣ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＤＣ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＤＣ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＤＣ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＤＣ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＤＣ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＤＣ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＤＣ　フューエルポンプコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＤＣ　フューエルポンプコントロールモジュール） 　燃料圧力

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＫＹ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＧＲバルブ

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＫＹ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＫＹ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＫＹ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＫＹ　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル回転数制御アクチュエーター

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＫＹ　エンジンコントロールモジュール） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＫＹ　エンジンコントロールモジュール） 　インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＫＹ　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＫＹ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＫＹ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＫＹ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＫＹ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＫＹ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーテスト

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｓｔａｒｔｅｒ　Ｍｏｔｏｒ　Ｒｅｌａｙ

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー１、２、３

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スターターピニオンソレノイドアクチュエーターリレー

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　トランスミッションアキュムレーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　トランスミッションアキュムレーター圧力リリーフ

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　マスエアフローセンサー供給電圧

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　圧縮テスト

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
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　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　触媒テスト

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　点火時期遅延

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーテスト

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｓｔａｒｔｅｒ　Ｍｏｔｏｒ　Ｒｅｌａｙ

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー１、２、３

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スターターピニオンソレノイドアクチュエーターリレー

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　トランスミッションアキュムレーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　トランスミッションアキュムレーター圧力リリーフ

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　マスエアフローセンサー供給電圧

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　圧縮テスト

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　触媒テスト

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　点火時期遅延

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＬ０　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＬ０　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＬ０　トランスミッションコントロールモジュール） 　クラッチプレッシャーコントロールソレノイドバルブ１

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＬ０　トランスミッションコントロールモジュール） 　クラッチプレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＬ０　トランスミッションコントロールモジュール） 　クラッチプレッシャーコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＬ０　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＭＵ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＧＲバルブ

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＭＵ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰシステム

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＭＵ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー１）

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＭＵ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー２）

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＭＵ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー３）

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＭＵ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー４）

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＭＵ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＭＵ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＭＵ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン回転数／スロットル

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＭＵ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＭＵ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー２
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システム 項目名

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＭＵ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダー１、４イグニッションコイル

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＭＵ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダー２、３イグニッションコイル

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＭＵ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＭＵ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＧＲバルブ

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＭＵ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰシステム

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＭＵ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　アイドル回転数制御アクチュエーター

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＭＵ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー１）

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＭＵ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー２）

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＭＵ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー３）

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＭＵ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー４）

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＭＵ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＭＵ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＭＵ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＭＵ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＭＵ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダー１、４イグニッションコイル

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＭＵ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダー２、３イグニッションコイル

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＭＵ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＭＵ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　圧縮テスト

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＭＵ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＭＵ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＧＲバルブ

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＭＵ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰシステム

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＭＵ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＭＵ　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＭＵ　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル回転数制御アクチュエーター

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＭＵ　エンジンコントロールモジュール） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＭＵ　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＭＵ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＭＵ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＭＵ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＭＵ　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＭＵ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＭＵ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＭＵ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ギアシフトソレノイドバルブ１

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＭＵ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ギアシフトソレノイドバルブ２

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＭＵ　トランスミッションコントロールモジュール） 　クラッチソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＭＵ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＭＵ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ２

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＭＵ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションフルードポンプリレー

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＭＵ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション警告

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＭＵ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＭＵ　トランスミッションコントロールモジュール） 　奇数ギアクラッチソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＭＵ　トランスミッションコントロールモジュール） 　偶数ギアクラッチソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＭＵ　フューエルインジェクターコントロールモジュール） 　ＬＰＧベポライザーリレー１

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＭＵ　フューエルインジェクターコントロールモジュール） 　ＬＰＧベポライザーリレー２

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＭＵ　フューエルインジェクターコントロールモジュール） 　アクセルウェイトインジケーター

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＭＵ　フューエルインジェクターコントロールモジュール） 　ウェイトトゥスタートインジケーター

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＭＵ　フューエルインジェクターコントロールモジュール） 　エンジン冷却水ヒーター

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＭＵ　フューエルインジェクターコントロールモジュール） 　燃料カットオフソレノイドバルブ１

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＭＵ　フューエルインジェクターコントロールモジュール） 　燃料カットオフソレノイドバルブ２

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＭＵ　フューエルインジェクターコントロールモジュール） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＭＵ　フューエルインジェクターコントロールモジュール） 　燃料圧力

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＷＤ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＷＤ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＷＤ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＷＤ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＷＤ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＷＤ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＷＤ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＷＤ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＷＤ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＷＤ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＷＤ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＷＤ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＷＤ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　コールドスタートシステム

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＷＤ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　コールドスタートフューエルポンプ

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＷＤ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＷＤ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＷＤ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＷＤ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＷＤ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＷＤ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＷＤ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＷＤ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＷＤ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター
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　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＷＤ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＷＤ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＷＤ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＷＤ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＷＤ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＷＤ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＷＤ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＷＤ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＷＤ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＷＤ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＷＤ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＷＤ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＷＤ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＷＤ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＷＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＷＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＷＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＷＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＷＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＷＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＷＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＷＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＷＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＷＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＷＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＷＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＷＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　コールドスタートシステム

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＷＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　コールドスタートフューエルポンプ

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＷＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＷＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＷＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＷＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＷＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＷＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＷＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＷＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＷＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＷＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＷＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＷＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＷＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＷＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＷＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＷＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＷＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＷＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＷＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＷＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＷＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＷＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＷＤ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＷＤ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＷＤ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＷＤ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＷＤ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＷＤ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＷＤ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＷＤ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＷＤ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＷＤ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＷＤ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＷＤ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＷＤ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＷＤ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＷＤ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＷＤ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＧＲクーラーバイパスバルブ

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＧＲバルブ

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー３

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　グロープラグ
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　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ストップ／スタートシステムテスト

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ターボチャージャーベーン位置

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気フローバルブ位置

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料システム

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　補助冷却ポンプ

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＧＲクーラーバイパスバルブ

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＧＲバルブ

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー３

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　グロープラグ

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ストップ／スタートシステムテスト

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ターボチャージャーベーン位置

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気フローバルブ位置

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料システム

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　補助冷却ポンプ

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＧＲクーラーバイパスバルブ

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＧＲバルブ

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール） 　グロープラグ

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール） 　グロープラグ（シリンダー１）

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール） 　グロープラグ（シリンダー２）

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール） 　グロープラグ（シリンダー３）

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール） 　グロープラグ（シリンダー４）

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール） 　グロープラグセルフテスト

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール） 　ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料システム高圧テスト（エンジン作動）

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料ヒーターリレー

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＤＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＤＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＤＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ギアシフトソレノイドバルブ１

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＤＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ギアシフトソレノイドバルブ２

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＤＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　クラッチソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＤＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＤＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＤＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＤＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションフルードポンプリレー

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＤＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション警告

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＤＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＤＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＤＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＤＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＤＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＤＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＤＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４　パフォーマンステスト
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　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＤＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＤＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＤＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＤＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＤＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　奇数ギアクラッチソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＤＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　偶数ギアクラッチソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＥＷ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＧＲバルブ

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＥＷ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰシステム

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＥＷ　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＥＷ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＥＷ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＥＷ　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル回転数制御アクチュエーター

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＥＷ　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＥＷ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＥＷ　エンジンコントロールモジュール） 　オートスタート／オートストップ

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＥＷ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＥＷ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＥＷ　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＥＷ　エンジンコントロールモジュール） 　スターターリレー

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＥＷ　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＥＷ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＥＷ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＥＷ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＥＷ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＥＷ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＥＷ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＥＷ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＥＷ　エンジンコントロールモジュール） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＥＷ　エンジンコントロールモジュール） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＥＷ　エンジンコントロールモジュール） 　冷却ポンプクラッチ

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＥＷ　エンジンコントロールモジュール） 　冷却ポンプクラッチ診断情報消去

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＳＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＧＲクーラーバイパスバルブ

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＳＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＧＲバルブ

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＳＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＳＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＳＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＳＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＳＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー３

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＳＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　グロープラグ

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＳＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＳＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＳＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＳＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＳＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＳＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ストップ／スタートシステムテスト

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＳＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ターボチャージャーベーン位置

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＳＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＳＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気フローバルブ位置

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＳＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＳＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料システム

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＳＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＧＲクーラーバイパスバルブ

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＳＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＧＲバルブ

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＳＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＳＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＳＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＳＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＳＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー３

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＳＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　グロープラグ

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＳＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＳＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＳＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＳＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＳＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＳＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ストップ／スタートシステムテスト

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＳＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ターボチャージャーベーン位置

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＳＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＳＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気フローバルブ位置

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＳＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＳＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料システム

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＳＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＳＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＳＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＳＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＳＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッションギア
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　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＳＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＳＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＳＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＳＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＳＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＳＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＳＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＳＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＳＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＳＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＳＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　Ｌ２Ｎ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　Ｌ２Ｎ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（１．４Ｌ　Ｌ２Ｎ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．４Ｌ　Ｌ２Ｎ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（１．４Ｌ　Ｌ２Ｎ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（１．４Ｌ　Ｌ２Ｎ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（１．４Ｌ　Ｌ２Ｎ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（１．４Ｌ　Ｌ２Ｎ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（１．４Ｌ　Ｌ２Ｎ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．４Ｌ　Ｌ２Ｎ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．４Ｌ　Ｌ２Ｎ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．４Ｌ　Ｌ２Ｎ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．４Ｌ　Ｌ２Ｎ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（１．４Ｌ　Ｌ２Ｎ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（１．４Ｌ　Ｌ２Ｎ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．４Ｌ　Ｌ２Ｎ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　Ｌ２Ｎ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．４Ｌ　Ｌ２Ｎ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．４Ｌ　Ｌ２Ｎ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．４Ｌ　Ｌ２Ｎ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．４Ｌ　Ｌ２Ｎ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（１．４Ｌ　Ｌ２Ｎ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（１．４Ｌ　Ｌ２Ｎ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（１．４Ｌ　Ｌ２Ｎ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．４Ｌ　Ｌ２Ｎ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　Ｌ２Ｎ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　Ｌ２Ｎ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（１．４Ｌ　Ｌ２Ｎ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．４Ｌ　Ｌ２Ｎ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（１．４Ｌ　Ｌ２Ｎ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（１．４Ｌ　Ｌ２Ｎ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（１．４Ｌ　Ｌ２Ｎ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（１．４Ｌ　Ｌ２Ｎ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（１．４Ｌ　Ｌ２Ｎ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．４Ｌ　Ｌ２Ｎ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．４Ｌ　Ｌ２Ｎ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．４Ｌ　Ｌ２Ｎ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．４Ｌ　Ｌ２Ｎ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（１．４Ｌ　Ｌ２Ｎ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．４Ｌ　Ｌ２Ｎ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　Ｌ２Ｎ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．４Ｌ　Ｌ２Ｎ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．４Ｌ　Ｌ２Ｎ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．４Ｌ　Ｌ２Ｎ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．４Ｌ　Ｌ２Ｎ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（１．４Ｌ　Ｌ２Ｎ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（１．４Ｌ　Ｌ２Ｎ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（１．４Ｌ　Ｌ２Ｎ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．４Ｌ　Ｌ２Ｎ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　Ｌ２Ｎ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　Ｌ２Ｎ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ：スタティックテスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　Ｌ２Ｎ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ：ダイナミックテスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　Ｌ２Ｎ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　Ｌ２Ｎ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　Ｌ２Ｎ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　Ｌ２Ｎ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（１．４Ｌ　Ｌ２Ｎ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（１．４Ｌ　Ｌ２Ｎ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（１．４Ｌ　Ｌ２Ｎ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　Ｌ２Ｎ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（１．４Ｌ　Ｌ２Ｎ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　Ｌ２Ｎ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（１．４Ｌ　Ｌ２Ｎ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４　パフォーマンステスト
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　パワートレイン（１．４Ｌ　Ｌ２Ｎ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（１．４Ｌ　Ｌ２Ｎ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　Ｌ２Ｎ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　Ｌ２Ｎ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　Ｌ９５　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＧＲバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　Ｌ９５　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　Ｌ９５　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　Ｌ９５　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（１．４Ｌ　Ｌ９５　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル回転数制御アクチュエーター

　パワートレイン（１．４Ｌ　Ｌ９５　エンジンコントロールモジュール） 　インジェクター（シリンダー１）

　パワートレイン（１．４Ｌ　Ｌ９５　エンジンコントロールモジュール） 　インジェクター（シリンダー２）

　パワートレイン（１．４Ｌ　Ｌ９５　エンジンコントロールモジュール） 　インジェクター（シリンダー３）

　パワートレイン（１．４Ｌ　Ｌ９５　エンジンコントロールモジュール） 　インジェクター（シリンダー４）

　パワートレイン（１．４Ｌ　Ｌ９５　エンジンコントロールモジュール） 　インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　Ｌ９５　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．４Ｌ　Ｌ９５　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（１．４Ｌ　Ｌ９５　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（１．４Ｌ　Ｌ９５　エンジンコントロールモジュール） 　タコメーターゲージスイープ

　パワートレイン（１．４Ｌ　Ｌ９５　エンジンコントロールモジュール） 　低燃料インジケーター

　パワートレイン（１．４Ｌ　Ｌ９５　エンジンコントロールモジュール） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（１．４Ｌ　Ｌ９５　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　Ｌ９５　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１

　パワートレイン（１．４Ｌ　Ｌ９５　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ２

　パワートレイン（１．４Ｌ　Ｌ９５　トランスミッションコントロールモジュール） 　ホールドモードインジケーター

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＣＵ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＧＲバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＣＵ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＣＵ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＣＵ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　アイドル回転数制御アクチュエーター

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＣＵ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー１）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＣＵ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー２）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＣＵ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー３）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＣＵ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー４）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＣＵ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＣＵ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＣＵ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＣＵ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＣＵ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＣＵ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＣＵ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　タコメーターゲージスイープ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＣＵ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　点火時期

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＣＵ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＣＵ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料計

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＣＵ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　冷却温度計スイープ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＣＵ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＧＲバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＣＵ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＣＵ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＣＵ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　アイドル回転数制御アクチュエーター

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＣＵ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー１）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＣＵ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー２）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＣＵ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー３）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＣＵ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー４）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＣＵ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＣＵ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＣＵ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＣＵ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＣＵ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＣＵ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＣＵ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　タコメーターゲージスイープ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＣＵ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　点火時期

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＣＵ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＣＵ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料計

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＣＵ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＧＲバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＣＵ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰシステム

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＣＵ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＣＵ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＣＵ　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル回転数制御アクチュエーター

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＣＵ　エンジンコントロールモジュール） 　インジェクター（シリンダー１）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＣＵ　エンジンコントロールモジュール） 　インジェクター（シリンダー２）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＣＵ　エンジンコントロールモジュール） 　インジェクター（シリンダー３）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＣＵ　エンジンコントロールモジュール） 　インジェクター（シリンダー４）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＣＵ　エンジンコントロールモジュール） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＣＵ　エンジンコントロールモジュール） 　インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＣＵ　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＣＵ　エンジンコントロールモジュール） 　ギアシフトソレノイドバルブ１
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　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＣＵ　エンジンコントロールモジュール） 　ギアシフトソレノイドバルブ２

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＣＵ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＣＵ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＣＵ　エンジンコントロールモジュール） 　クラッチソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＣＵ　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＣＵ　エンジンコントロールモジュール） 　タコメーターゲージスイープ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＣＵ　エンジンコントロールモジュール） 　トランスミッションフルードポンプリレー

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＣＵ　エンジンコントロールモジュール） 　トランスミッション警告

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＣＵ　エンジンコントロールモジュール） 　奇数ギアクラッチソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＣＵ　エンジンコントロールモジュール） 　偶数ギアクラッチソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＣＵ　エンジンコントロールモジュール） 　点火時期

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＣＵ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＣＵ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料計

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＣＵ　エンジンコントロールモジュール） 　冷却温度計スイープ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＤ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰシステム

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＤ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＤ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＤ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＤ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー１）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＤ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー２）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＤ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー３）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＤ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー４）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＤ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＤ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＤ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＤ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＤ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＤ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＤ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＤ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー１、２、３

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＤ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＤ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＤ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＤ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＤ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＤ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＤ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＤ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＤ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＤ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　圧縮テスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＤ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＤ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＤ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＤ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＤ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＤ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＤ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＤ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＤ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＤ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＤ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＤ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰシステム

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＤ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＤ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＤ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＤ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー１）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＤ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー２）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＤ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー３）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＤ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー４）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＤ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＤ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＤ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＤ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＤ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＤ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＤ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＤ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー１、２、３

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＤ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＤ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＤ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＤ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＤ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＤ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＤ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）
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　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＤ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＤ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＤ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　圧縮テスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＤ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＤ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＤ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＤ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＤ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＤ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＤ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＤ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＤ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＤ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＤ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＤ　シャーシコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＤ　シャーシコントロールモジュール） 　燃料圧力

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＤ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＤ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ：スタティックテスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＤ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ：ダイナミックテスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＤ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＤ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＤ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＤ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＤ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＤ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＤ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＤ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＤ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＤ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＤ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＤ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＤ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＤ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＤ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＤ　フューエルポンプコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＤ　フューエルポンプコントロールモジュール） 　燃料圧力

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＴ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＧＲバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＴ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＴ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＴ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＴ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＴ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＴ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＴ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＴ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＴ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＴ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＴ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＴ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＴ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＴ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＴ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＴ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＧＲバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＴ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＴ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＴ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＴ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＴ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＴ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＴ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＴ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＴ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＴ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＴ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＴ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＴ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＴ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＴ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＴ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＴ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＴ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ２

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＴ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ホールドモードインジケーター

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ



●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2022.10)
システム 項目名

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン油圧制御ソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン１

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン２

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン３

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン４

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン５

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　グリルエアシャッター１作動

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　グリルエアシャッター２作動

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　圧縮テスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターパーキングロックソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターパーキングロックテスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　点火時期遅延

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料システム減圧

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料圧力

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン油圧制御ソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン１

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン２

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン３

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン４

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン５

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　グリルエアシャッター１作動

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　グリルエアシャッター２作動

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　圧縮テスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターパーキングロックソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターパーキングロックテスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　点火時期遅延

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）
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システム 項目名

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料システム減圧

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料圧力

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン油圧制御ソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファン１

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファン２

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファン３

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファン４

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファン５

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール） 　グリルエアシャッター１作動

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール） 　グリルエアシャッター２作動

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール） 　スターターリレー

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール） 　ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール） 　ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール） 　圧縮テスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターパーキングロックソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターパーキングロックテスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール） 　点火時期遅延

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール） 　燃料システム減圧

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール） 　燃料圧力

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール） 　燃料圧力レギュレーター

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ：スタティックテスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ：ダイナミックテスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトフォーク１ニュートラル

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトフォーク１係合（後）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトフォーク１係合（前）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトフォーク２ニュートラル

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトフォーク２係合（後）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトフォーク２係合（前）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトフォーク３ニュートラル

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトフォーク３係合（後）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトフォーク３係合（前）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトフォーク４ニュートラル

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトフォーク４係合（後）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトフォーク４係合（前）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションアキュムレーターエアパージ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションアキュムレーター圧力チャージング

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションアキュムレーター圧力リリーフ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ１電流

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ２電流

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ３電流
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　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ４電流

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ５電流

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ６電流

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ７電流

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ８電流

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ９

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー２

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　トランスミッションコントロールモジュール） 　奇数ギアクラッチ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　トランスミッションコントロールモジュール） 　奇数ギアクラッチ位置

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　トランスミッションコントロールモジュール） 　偶数ギアクラッチ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　トランスミッションコントロールモジュール） 　偶数ギアクラッチ位置

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーテスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー１、２、３

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スターターピニオンソレノイドアクチュエーターリレー

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　トランスミッションアキュムレーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　トランスミッションアキュムレーター圧力リリーフ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　マスエアフローセンサー供給電圧

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　圧縮テスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　触媒テスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　点火時期遅延

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーテスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー１、２、３
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　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スターターピニオンソレノイドアクチュエーターリレー

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　トランスミッションアキュムレーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　トランスミッションアキュムレーター圧力リリーフ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　マスエアフローセンサー供給電圧

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　圧縮テスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　触媒テスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　点火時期遅延

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ：スタティックテスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ：ダイナミックテスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　アイドル点火時期

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン油圧制御ソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン１

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン２

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン３

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン４

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン５

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　グリルエアシャッター１作動

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　グリルエアシャッター２作動

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　マスエアフローセンサー供給電圧
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　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　圧縮テスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターパーキングロックソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターパーキングロックテスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　点火時期遅延

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料システム減圧

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料レール圧力

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料圧力

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　エンジン回転数

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　エンジン油圧制御ソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　クーリングファン１

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　クーリングファン２

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　クーリングファン３

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　クーリングファン４

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　クーリングファン５

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　グリルエアシャッター１作動

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　グリルエアシャッター２作動

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　スターターリレー

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　スロットルポジション

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　圧縮テスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターパーキングロックソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターパーキングロックテスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　点火時期遅延

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　燃料システム減圧

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　燃料圧力

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　燃料圧力レギュレーター

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　エンジン回転数

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　エンジン油圧制御ソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　クーリングファン１

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　クーリングファン２

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　クーリングファン３

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　クーリングファン４

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　クーリングファン５
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　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　グリルエアシャッター１作動

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　グリルエアシャッター２作動

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　スターターリレー

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　スロットルポジション

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　圧縮テスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターパーキングロックソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターパーキングロックテスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　点火時期遅延

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　燃料システム減圧

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　燃料圧力

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　燃料圧力レギュレーター

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ）） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　アイドル点火時期

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン油圧制御ソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン１

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン２

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン３

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン４

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン５

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　グリルエアシャッター１作動

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　グリルエアシャッター２作動

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　マスエアフローセンサー供給電圧

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　圧縮テスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターパーキングロックソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターパーキングロックテスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　点火時期遅延

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料システム減圧

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料レール圧力

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料圧力

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ：スタティックテスト
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　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ：ダイナミックテスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーテスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー１、２、３

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スターターピニオンソレノイドアクチュエーターリレー

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　トランスミッションアキュムレーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　トランスミッションアキュムレーター圧力リリーフ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　マスエアフローセンサー供給電圧

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　圧縮テスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　触媒テスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　点火時期遅延

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーテスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー１、２、３

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー２、３
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システム 項目名

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スターターピニオンソレノイドアクチュエーターリレー

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　トランスミッションアキュムレーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　トランスミッションアキュムレーター圧力リリーフ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　マスエアフローセンサー供給電圧

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　圧縮テスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　触媒テスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　点火時期遅延

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーテスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー１、２、３

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール） 　スターターピニオンソレノイドアクチュエーターリレー

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール） 　スターターリレー

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール） 　ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール） 　ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール） 　トランスミッションアキュムレーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール） 　トランスミッションアキュムレーター圧力リリーフ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール） 　マスエアフローセンサー供給電圧

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール） 　圧縮テスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール） 　触媒テスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール） 　点火時期遅延

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ：スタティックテスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ：ダイナミックテスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッションギア
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システム 項目名

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰシステム

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　コールドスタートシステム

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　コールドスタートフューエルポンプ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　コールドスタートシステム

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　コールドスタートフューエルポンプ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｃｏｌｄ　Ｓｔａｒｔ　Ｆｕｅｌ　Ｉｎｊｅｃｔｏｒ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　コールドスタートシステム

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　コールドスタートフューエルポンプ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スターターリレー
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　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｃｏｌｄ　Ｓｔａｒｔ　Ｆｕｅｌ　Ｉｎｊｅｃｔｏｒ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　コールドスタートシステム

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　コールドスタートフューエルポンプ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＪ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＪ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ：スタティックテスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＪ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ：ダイナミックテスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＪ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＪ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＪ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＪ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＪ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＪ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＪ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＪ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＪ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＪ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＪ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＪ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＪ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＪ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＪ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＫ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＫ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＫ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＫ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＫ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＫ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＫ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＫ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＫ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＫ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＫ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＫ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＫ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＫ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＫ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＫ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＫ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＫ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＫ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＫ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＫ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＫ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＫ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インストルメントパネルインジケーター
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　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＫ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＫ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＫ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＫ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＫ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＫ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＫ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＫ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＫ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＫ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＫ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＫ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＫ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＫ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＫ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＫ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＫ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＫ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＫ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＫ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＫ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ：スタティックテスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＫ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ：ダイナミックテスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＫ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＫ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＫ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＫ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＫ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＫ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＫ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＫ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＫ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＫ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＫ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＫ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＫ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＫ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＫ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　Ｏ２センサーテスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　エンジン回転数

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　クーリングファンリレー１、２、３

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　スターターリレー

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　スロットルポジション

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　圧縮テスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　触媒テスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　点火時期遅延

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　燃料制御ループステータス



●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2022.10)
システム 項目名

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　Ｏ２センサーテスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　エンジン回転数

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　クーリングファンリレー１、２、３

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　スターターリレー

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　スロットルポジション

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　圧縮テスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　触媒テスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　点火時期遅延

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーテスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー１）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー２）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー３）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー４）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー１、２、３

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　圧縮テスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　触媒テスト



●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2022.10)
システム 項目名

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　点火時期遅延

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーテスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー１）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー２）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー３）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー４）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー１、２、３

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　圧縮テスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　触媒テスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　点火時期遅延

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　シャーシコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　シャーシコントロールモジュール） 　燃料圧力

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ：スタティックテスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ：ダイナミックテスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　フューエルポンプバージョン　フューエルポンプ） 　フューエルポンプ
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システム 項目名

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　フューエルポンプバージョン　フューエルポンプ） 　燃料圧力

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　フューエルポンプバージョン　フューエルポンプ　アクティブグリルエアシャッター） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　フューエルポンプバージョン　フューエルポンプ　アクティブグリルエアシャッター） 　燃料圧力

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　Ｏ２センサーテスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　エンジン回転数

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　クーリングファンリレー１、２、３

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　スターターリレー

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　スロットルポジション

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　セカンダリーエアインジェクションシステム

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　セカンダリーエアインジェクションソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　セカンダリーエアインジェクションポンプリレー

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　圧縮テスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　触媒テスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　点火時期遅延

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　Ｏ２センサーテスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　エンジン回転数

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　クーリングファンリレー１、２、３

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　スターターリレー

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　スロットルポジション

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　セカンダリーエアインジェクションシステム

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　セカンダリーエアインジェクションソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　セカンダリーエアインジェクションポンプリレー

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　圧縮テスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
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システム 項目名

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　触媒テスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　点火時期遅延

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーテスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー１、２、３

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール） 　スターターリレー

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール） 　セカンダリーエアインジェクションシステム

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール） 　セカンダリーエアインジェクションソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール） 　セカンダリーエアインジェクションポンプリレー

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール） 　ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール） 　ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール） 　圧縮テスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール） 　触媒テスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール） 　点火時期遅延

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーテスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー１、２、３

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　セカンダリーエアインジェクションシステム
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　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　セカンダリーエアインジェクションソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　セカンダリーエアインジェクションポンプリレー

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　圧縮テスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　触媒テスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　点火時期遅延

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーテスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー１、２、３

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　セカンダリーエアインジェクションシステム

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　セカンダリーエアインジェクションソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　セカンダリーエアインジェクションポンプリレー

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　圧縮テスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　触媒テスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　点火時期遅延

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ：スタティックテスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ：ダイナミックテスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５　パフォーマンステスト



●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2022.10)
システム 項目名

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＶ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＶ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＶ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＶ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＶ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＶ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＶ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　アイドル点火時期

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＶ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＶ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＶ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＶ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン油圧制御ソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＶ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＶ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー１、２

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＶ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＶ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＶ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＶ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＶ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＶ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　圧縮テスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＶ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＶ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　点火時期遅延

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＶ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＶ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＶ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＶ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＶ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＶ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＶ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＶ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＶ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＶ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　アイドル点火時期

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＶ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＶ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＶ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＶ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン油圧制御ソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＶ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＶ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー１、２

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＶ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＶ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＶ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＶ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＶ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＶ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　圧縮テスト

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＶ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＶ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　点火時期遅延

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＶ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＶ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＶ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＶ７　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＶ７　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＶ７　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＶ７　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＶ７　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＧＲバルブ

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰシステム

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　アイドル回転数制御アクチュエーター

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インテークマニホールドランナーコントロールバルブ

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　オートスタート／オートストップ

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　コールドスタートシステム

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　コールドスタートフューエルポンプ



●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2022.10)
システム 項目名

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　冷却ポンプクラッチ

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　冷却ポンプクラッチ診断情報消去

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＧＲバルブ

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰシステム

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　アイドル回転数制御アクチュエーター

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インテークマニホールドランナーコントロールバルブ

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　オートスタート／オートストップ

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　コールドスタートシステム

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　コールドスタートフューエルポンプ

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　冷却ポンプクラッチ

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　冷却ポンプクラッチ診断情報消去

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＧＲバルブ

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰシステム

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル回転数制御アクチュエーター

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　オートスタート／オートストップ

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー２
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　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　スターターリレー

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　冷却ポンプクラッチ

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　冷却ポンプクラッチ診断情報消去

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ：スタティックテスト

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ：ダイナミックテスト

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　トランスミッションコントロールモジュール） 　クラッチプレッシャーコントロールソレノイドバルブ１

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　トランスミッションコントロールモジュール） 　クラッチプレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　トランスミッションコントロールモジュール） 　クラッチプレッシャーコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｃ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　４速　（ＭＬＱ）） 　ＥＧＲバルブ

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｃ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　４速　（ＭＬＱ）） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｃ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　４速　（ＭＬＱ）） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｃ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　４速　（ＭＬＱ）） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｃ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　４速　（ＭＬＱ）） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｃ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　４速　（ＭＬＱ）） 　インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｃ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　４速　（ＭＬＱ）） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｃ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　４速　（ＭＬＱ）） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｃ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　４速　（ＭＬＱ）） 　エンジン回転数

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｃ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　４速　（ＭＬＱ）） 　オートスタート／オートストップ

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｃ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　４速　（ＭＬＱ）） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｃ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　４速　（ＭＬＱ）） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｃ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　４速　（ＭＬＱ）） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｃ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　４速　（ＭＬＱ）） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｃ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　４速　（ＭＬＱ）） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｃ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　４速　（ＭＬＱ）） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｃ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　４速　（ＭＬＱ）） 　スターターリレー

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｃ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　４速　（ＭＬＱ）） 　スロットルポジション

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｃ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　４速　（ＭＬＱ）） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｃ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　４速　（ＭＬＱ）） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｃ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　４速　（ＭＬＱ）） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｃ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　４速　（ＭＬＱ）） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｃ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　４速　（ＭＬＱ）） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｃ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　４速　（ＭＬＱ）） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｃ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＧＲバルブ

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｃ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰシステム

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｃ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｃ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｃ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｃ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｃ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｃ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｃ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｃ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン回転数
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　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｃ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン回転数／スロットル

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｃ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　オートスタート／オートストップ

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｃ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｃ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｃ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｃ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｃ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｃ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｃ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｃ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｃ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｃ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｃ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｃ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｃ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｃ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｃ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｃ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｃ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＧＲバルブ

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｃ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰシステム

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｃ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｃ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｃ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｃ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｃ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｃ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｃ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｃ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｃ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン回転数／スロットル

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｃ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　オートスタート／オートストップ

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｃ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｃ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｃ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｃ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｃ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｃ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｃ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｃ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｃ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｃ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｃ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｃ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｃ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｃ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｃ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｃ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｃ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｃ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ：スタティックテスト

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｃ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ：ダイナミックテスト

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｃ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｃ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｃ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｃ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｃ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｃ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｃ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｃ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｃ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｃ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｃ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｃ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｃ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｃ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｃ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ３Ｃ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰシステム

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ３Ｃ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ３Ｃ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ３Ｃ　エンジンコントロールモジュール） 　イグニッションコイル（シリンダー１）

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ３Ｃ　エンジンコントロールモジュール） 　イグニッションコイル（シリンダー２）

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ３Ｃ　エンジンコントロールモジュール） 　イグニッションコイル（シリンダー３）

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ３Ｃ　エンジンコントロールモジュール） 　イグニッションコイル（シリンダー４）

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ３Ｃ　エンジンコントロールモジュール） 　インジェクター（シリンダー１）

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ３Ｃ　エンジンコントロールモジュール） 　インジェクター（シリンダー２）

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ３Ｃ　エンジンコントロールモジュール） 　インジェクター（シリンダー３）



●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2022.10)
システム 項目名

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ３Ｃ　エンジンコントロールモジュール） 　インジェクター（シリンダー４）

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ３Ｃ　エンジンコントロールモジュール） 　インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ３Ｃ　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ３Ｃ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数／スロットル

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ３Ｃ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ３Ｃ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ３Ｃ　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ３Ｃ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ３Ｃ　エンジンコントロールモジュール） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン油圧制御ソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン１

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン２

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン３

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン４

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン５

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　グリルエアシャッター１作動

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　グリルエアシャッター２作動

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　セカンダリーエアインジェクションソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　セカンダリーエアインジェクションポンプリレー

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　圧縮テスト

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　点火時期遅延

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス１インジェクター

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス２インジェクター

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス３インジェクター

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス４インジェクター

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料システム減圧

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料圧力

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン油圧制御ソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン１

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン２

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン３

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン４

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン５

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　グリルエアシャッター１作動

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　グリルエアシャッター２作動

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター
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　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　セカンダリーエアインジェクションソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　セカンダリーエアインジェクションポンプリレー

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　圧縮テスト

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　点火時期遅延

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス１インジェクター

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス２インジェクター

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス３インジェクター

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス４インジェクター

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料システム減圧

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料圧力

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ：スタティックテスト

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ：ダイナミックテスト

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｆｕｅｌ　Ｓｙｓｔｅｍ　Ｈｉｇｈ　Ｐｒｅｓｓｕｒｅ　Ｔｅｓｔ

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｓｔａｒｔｅｒ　Ｍｏｔｏｒ　Ｒｅｌａｙ

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン油圧制御ソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン１

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン２

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン３

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン４

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン５

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　グリルエアシャッター１作動

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　グリルエアシャッター２作動

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スターターピニオンソレノイドアクチュエーターリレー

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ヒーター冷却ポンプ

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　圧縮テスト

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターパーキングロックソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターパーキングロックテスト

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　点火時期遅延
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　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料システム減圧

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料圧力

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｓｏｌｅｎｏｉｄ　Ｖａｌｖｅ　１０

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン油圧制御ソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン１

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン２

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン３

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン４

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン５

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　グリルエアシャッター１作動

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　グリルエアシャッター２作動

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ１

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ１電流

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ２電流

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ３電流

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ４電流

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ５電流

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ６

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ６電流

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ７

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ７電流

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ８

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ８電流

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ９

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ハイサイドドライバー２

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　圧縮テスト

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターパーキングロックソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターパーキングロックテスト

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　点火時期遅延

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料システム減圧

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料圧力

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
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　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　トランスミッションコントロールモジュール　６速（ＭＮＨ）） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ：スタティックテスト

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　トランスミッションコントロールモジュール　６速（ＭＮＨ）） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ：ダイナミックテスト

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　トランスミッションコントロールモジュール　６速（ＭＮＨ）） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　トランスミッションコントロールモジュール　６速（ＭＮＨ）） 　シフトソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　トランスミッションコントロールモジュール　６速（ＭＮＨ）） 　シフトソレノイドバルブ１パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　トランスミッションコントロールモジュール　６速（ＭＮＨ）） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　トランスミッションコントロールモジュール　６速（ＭＮＨ）） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　トランスミッションコントロールモジュール　６速（ＭＮＨ）） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　トランスミッションコントロールモジュール　６速（ＭＮＨ）） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　トランスミッションコントロールモジュール　６速（ＭＮＨ）） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　トランスミッションコントロールモジュール　６速（ＭＮＨ）） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　トランスミッションコントロールモジュール　６速（ＭＮＨ）） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　トランスミッションコントロールモジュール　６速（ＭＮＨ）） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　トランスミッションコントロールモジュール　６速（ＭＮＨ）） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　トランスミッションコントロールモジュール　６速（ＭＮＨ）） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　トランスミッションコントロールモジュール　６速（ＭＮＨ）） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　トランスミッションコントロールモジュール　６速（ＭＮＨ）） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　トランスミッションコントロールモジュール　７速（ＭＯ５）） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　トランスミッションコントロールモジュール　７速（ＭＯ５）） 　シフトフォーク１ニュートラル

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　トランスミッションコントロールモジュール　７速（ＭＯ５）） 　シフトフォーク１係合（後）

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　トランスミッションコントロールモジュール　７速（ＭＯ５）） 　シフトフォーク１係合（前）

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　トランスミッションコントロールモジュール　７速（ＭＯ５）） 　シフトフォーク２ニュートラル

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　トランスミッションコントロールモジュール　７速（ＭＯ５）） 　シフトフォーク２係合（後）

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　トランスミッションコントロールモジュール　７速（ＭＯ５）） 　シフトフォーク２係合（前）

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　トランスミッションコントロールモジュール　７速（ＭＯ５）） 　シフトフォーク３ニュートラル

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　トランスミッションコントロールモジュール　７速（ＭＯ５）） 　シフトフォーク３係合（後）

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　トランスミッションコントロールモジュール　７速（ＭＯ５）） 　シフトフォーク３係合（前）

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　トランスミッションコントロールモジュール　７速（ＭＯ５）） 　シフトフォーク４ニュートラル

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　トランスミッションコントロールモジュール　７速（ＭＯ５）） 　シフトフォーク４係合（後）

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　トランスミッションコントロールモジュール　７速（ＭＯ５）） 　シフトフォーク４係合（前）

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　トランスミッションコントロールモジュール　７速（ＭＯ５）） 　トランスミッションアキュムレーターエアパージ

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　トランスミッションコントロールモジュール　７速（ＭＯ５）） 　トランスミッションアキュムレーター圧力チャージング

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　トランスミッションコントロールモジュール　７速（ＭＯ５）） 　トランスミッションアキュムレーター圧力リリーフ

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　トランスミッションコントロールモジュール　７速（ＭＯ５）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ１電流

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　トランスミッションコントロールモジュール　７速（ＭＯ５）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ２電流

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　トランスミッションコントロールモジュール　７速（ＭＯ５）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ３電流

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　トランスミッションコントロールモジュール　７速（ＭＯ５）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ４電流

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　トランスミッションコントロールモジュール　７速（ＭＯ５）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ５電流

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　トランスミッションコントロールモジュール　７速（ＭＯ５）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ６電流

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　トランスミッションコントロールモジュール　７速（ＭＯ５）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ７電流

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　トランスミッションコントロールモジュール　７速（ＭＯ５）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ８電流

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　トランスミッションコントロールモジュール　７速（ＭＯ５）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ９

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　トランスミッションコントロールモジュール　７速（ＭＯ５）） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　トランスミッションコントロールモジュール　７速（ＭＯ５）） 　ハイサイドドライバー２

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　トランスミッションコントロールモジュール　７速（ＭＯ５）） 　奇数ギアクラッチ

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　トランスミッションコントロールモジュール　７速（ＭＯ５）） 　奇数ギアクラッチ位置

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　トランスミッションコントロールモジュール　７速（ＭＯ５）） 　偶数ギアクラッチ

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　トランスミッションコントロールモジュール　７速（ＭＯ５）） 　偶数ギアクラッチ位置

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ：スタティックテスト

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ：ダイナミックテスト

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトフォーク１ニュートラル

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトフォーク１係合（後）

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトフォーク１係合（前）

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトフォーク２ニュートラル

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトフォーク２係合（後）

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトフォーク２係合（前）

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトフォーク３ニュートラル

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトフォーク３係合（後）

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトフォーク３係合（前）

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトフォーク４ニュートラル

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトフォーク４係合（後）

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトフォーク４係合（前）

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションアキュムレーターエアパージ

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションアキュムレーター圧力チャージング

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションアキュムレーター圧力リリーフ

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ１電流

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ２電流

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ３電流

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ４電流

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ５電流
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　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ６電流

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ７電流

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ８電流

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ９

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー２

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　奇数ギアクラッチ

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　奇数ギアクラッチ位置

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　偶数ギアクラッチ

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　偶数ギアクラッチ位置

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＭ９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＧＲバルブ

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＭ９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰシステム

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＭ９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＭ９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＭ９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＭ９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＭ９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＭ９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン回転数／スロットル

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＭ９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＭ９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＭ９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＭ９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＭ９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＭ９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＭ９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＭ９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＭ９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＭ９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＭ９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＭ９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＭ９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＭ９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＧＲバルブ

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＭ９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰシステム

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＭ９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＭ９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＭ９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＭ９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＭ９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＭ９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン回転数／スロットル

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＭ９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＭ９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＭ９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＭ９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＭ９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＭ９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＭ９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＭ９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＭ９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＭ９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＭ９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＭ９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＭ９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＶ８　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＧＲバルブ

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＶ８　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰサービスベイテスト

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＶ８　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＶ８　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＶ８　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＶ８　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル回転数制御アクチュエーター

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＶ８　エンジンコントロールモジュール） 　インジェクター（シリンダー１）

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＶ８　エンジンコントロールモジュール） 　インジェクター（シリンダー２）

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＶ８　エンジンコントロールモジュール） 　インジェクター（シリンダー３）

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＶ８　エンジンコントロールモジュール） 　インジェクター（シリンダー４）

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＶ８　エンジンコントロールモジュール） 　インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＶ８　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー
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　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＶ８　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＶ８　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＶ８　エンジンコントロールモジュール） 　タコメーターゲージスイープ

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＶ８　エンジンコントロールモジュール） 　低燃料インジケーター

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＶ８　エンジンコントロールモジュール） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＶ８　エンジンコントロールモジュール） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＶ８　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＶ８　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＶ８　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ２

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＶ８　トランスミッションコントロールモジュール） 　ホールドモードインジケーター

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン油圧制御ソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン１

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン２

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン３

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン４

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン５

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　グリルエアシャッター１作動

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　圧縮テスト

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターパーキングロックソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターパーキングロックテスト

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　点火時期遅延

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料システム減圧

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料圧力

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン油圧制御ソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン１

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン２

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン３

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン４

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン５

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　グリルエアシャッター１作動

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スロットルポジション
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　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　圧縮テスト

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターパーキングロックソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターパーキングロックテスト

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　点火時期遅延

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料システム減圧

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料圧力

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　トランスミッションコントロールモジュール（Ｍ３Ｕ）） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　トランスミッションコントロールモジュール（Ｍ３Ｕ）） 　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｓｏｌｅｎｏｉｄ　Ｖａｌｖｅ　１０

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　トランスミッションコントロールモジュール（Ｍ３Ｕ）） 　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｐａｒｋ　Ｖａｌｖｅ　Ｌｏｃｋ　Ｓｏｌｅｎｏｉｄ　Ａｃｔｕａｔｏｒ

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　トランスミッションコントロールモジュール（Ｍ３Ｕ）） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　トランスミッションコントロールモジュール（Ｍ３Ｕ）） 　トランスミッションアキュムレーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　トランスミッションコントロールモジュール（Ｍ３Ｕ）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ１

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　トランスミッションコントロールモジュール（Ｍ３Ｕ）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ１電流

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　トランスミッションコントロールモジュール（Ｍ３Ｕ）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　トランスミッションコントロールモジュール（Ｍ３Ｕ）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ２電流

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　トランスミッションコントロールモジュール（Ｍ３Ｕ）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　トランスミッションコントロールモジュール（Ｍ３Ｕ）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ３電流

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　トランスミッションコントロールモジュール（Ｍ３Ｕ）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　トランスミッションコントロールモジュール（Ｍ３Ｕ）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ４電流

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　トランスミッションコントロールモジュール（Ｍ３Ｕ）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　トランスミッションコントロールモジュール（Ｍ３Ｕ）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ５電流

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　トランスミッションコントロールモジュール（Ｍ３Ｕ）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ６

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　トランスミッションコントロールモジュール（Ｍ３Ｕ）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ６電流

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　トランスミッションコントロールモジュール（Ｍ３Ｕ）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ７

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　トランスミッションコントロールモジュール（Ｍ３Ｕ）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ７電流

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　トランスミッションコントロールモジュール（Ｍ３Ｕ）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ８

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　トランスミッションコントロールモジュール（Ｍ３Ｕ）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ８電流

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　トランスミッションコントロールモジュール（Ｍ３Ｕ）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ９

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　トランスミッションコントロールモジュール（Ｍ３Ｕ）） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　トランスミッションコントロールモジュール（Ｍ３Ｕ）） 　ハイサイドドライバー２

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ：スタティックテスト

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ：ダイナミックテスト

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．６Ｌ　Ｌ２Ｗ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　ＥＧＲバルブ

　パワートレイン（１．６Ｌ　Ｌ２Ｗ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．６Ｌ　Ｌ２Ｗ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（１．６Ｌ　Ｌ２Ｗ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（１．６Ｌ　Ｌ２Ｗ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（１．６Ｌ　Ｌ２Ｗ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ

　パワートレイン（１．６Ｌ　Ｌ２Ｗ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．６Ｌ　Ｌ２Ｗ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（１．６Ｌ　Ｌ２Ｗ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（１．６Ｌ　Ｌ２Ｗ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（１．６Ｌ　Ｌ２Ｗ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（１．６Ｌ　Ｌ２Ｗ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（１．６Ｌ　Ｌ２Ｗ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（１．６Ｌ　Ｌ２Ｗ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（１．６Ｌ　Ｌ２Ｗ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　燃料ポンプリレー
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システム 項目名

　パワートレイン（１．６Ｌ　Ｌ２Ｗ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（１．６Ｌ　Ｌ２Ｗ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　ＥＧＲバルブ

　パワートレイン（１．６Ｌ　Ｌ２Ｗ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．６Ｌ　Ｌ２Ｗ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（１．６Ｌ　Ｌ２Ｗ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（１．６Ｌ　Ｌ２Ｗ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（１．６Ｌ　Ｌ２Ｗ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ

　パワートレイン（１．６Ｌ　Ｌ２Ｗ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．６Ｌ　Ｌ２Ｗ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（１．６Ｌ　Ｌ２Ｗ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（１．６Ｌ　Ｌ２Ｗ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（１．６Ｌ　Ｌ２Ｗ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（１．６Ｌ　Ｌ２Ｗ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（１．６Ｌ　Ｌ２Ｗ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（１．６Ｌ　Ｌ２Ｗ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（１．６Ｌ　Ｌ２Ｗ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（１．６Ｌ　Ｌ２Ｗ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（１．６Ｌ　Ｌ２Ｗ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．６Ｌ　Ｌ２Ｗ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト

　パワートレイン（１．６Ｌ　Ｌ２Ｗ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．６Ｌ　Ｌ２Ｗ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．６Ｌ　Ｌ２Ｗ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（１．６Ｌ　Ｌ２Ｗ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（１．６Ｌ　Ｌ２Ｗ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（１．６Ｌ　Ｌ２Ｗ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．６Ｌ　Ｌ２Ｗ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（１．６Ｌ　Ｌ２Ｗ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．６Ｌ　Ｌ２Ｗ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（１．６Ｌ　Ｌ２Ｗ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．６Ｌ　Ｌ２Ｗ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（１．６Ｌ　Ｌ２Ｗ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．６Ｌ　Ｌ２Ｗ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．６Ｌ　Ｌ２Ｗ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンエッジオートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンエッジオートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンエッジオートマチックトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンエッジオートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンエッジオートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンエッジオートマチックトランスミッション） 　イグニッションコイル（シリンダー１）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンエッジオートマチックトランスミッション） 　イグニッションコイル（シリンダー２）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンエッジオートマチックトランスミッション） 　イグニッションコイル（シリンダー３）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンエッジオートマチックトランスミッション） 　イグニッションコイル（シリンダー４）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンエッジオートマチックトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー１）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンエッジオートマチックトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー２）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンエッジオートマチックトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー３）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンエッジオートマチックトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー４）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンエッジオートマチックトランスミッション） 　インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンエッジオートマチックトランスミッション） 　エアコンクラッチリレー

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンエッジオートマチックトランスミッション） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンエッジオートマチックトランスミッション） 　クーリングファン

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンエッジオートマチックトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンエッジオートマチックトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンエッジオートマチックトランスミッション） 　圧縮テスト

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンエッジオートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンエッジオートマチックトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンエッジオートマチックトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンエッジマニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンエッジマニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンエッジマニュアルトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンエッジマニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンエッジマニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンエッジマニュアルトランスミッション） 　イグニッションコイル（シリンダー１）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンエッジマニュアルトランスミッション） 　イグニッションコイル（シリンダー２）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンエッジマニュアルトランスミッション） 　イグニッションコイル（シリンダー３）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンエッジマニュアルトランスミッション） 　イグニッションコイル（シリンダー４）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンエッジマニュアルトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー１）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンエッジマニュアルトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー２）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンエッジマニュアルトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー３）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンエッジマニュアルトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー４）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンエッジマニュアルトランスミッション） 　インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンエッジマニュアルトランスミッション） 　エアコンクラッチリレー

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンエッジマニュアルトランスミッション） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンエッジマニュアルトランスミッション） 　クーリングファン

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンエッジマニュアルトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル
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　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンエッジマニュアルトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンエッジマニュアルトランスミッション） 　圧縮テスト

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンエッジマニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンエッジマニュアルトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンエッジマニュアルトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー１、２、３

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　圧縮テスト

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　エンジン回転数

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　クーリングファンリレー１、２、３

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　スターターリレー

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　スロットルポジション

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　圧縮テスト

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー
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　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　エンジン回転数

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　クーリングファンリレー１、２、３

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　スターターリレー

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　スロットルポジション

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　圧縮テスト

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー１、２、３

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　圧縮テスト

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンフェイスオートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰシステム

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンフェイスオートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンフェイスオートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンフェイスオートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンフェイスオートマチックトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー１）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンフェイスオートマチックトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー２）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンフェイスオートマチックトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー３）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンフェイスオートマチックトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー４）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンフェイスオートマチックトランスミッション） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンフェイスオートマチックトランスミッション） 　インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンフェイスオートマチックトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンフェイスオートマチックトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンフェイスオートマチックトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンフェイスオートマチックトランスミッション） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンフェイスオートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンフェイスオートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンフェイスオートマチックトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル
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システム 項目名

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンフェイスオートマチックトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンフェイスオートマチックトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンフェイスオートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンフェイスオートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンフェイスオートマチックトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンフェイスオートマチックトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンフェイスオートマチックトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンフェイスオートマチックトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンフェイスオートマチックトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンフェイスマニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰシステム

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンフェイスマニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンフェイスマニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンフェイスマニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンフェイスマニュアルトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー１）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンフェイスマニュアルトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー２）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンフェイスマニュアルトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー３）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンフェイスマニュアルトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー４）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンフェイスマニュアルトランスミッション） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンフェイスマニュアルトランスミッション） 　インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンフェイスマニュアルトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンフェイスマニュアルトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンフェイスマニュアルトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンフェイスマニュアルトランスミッション） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンフェイスマニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンフェイスマニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンフェイスマニュアルトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンフェイスマニュアルトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンフェイスマニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンフェイスマニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンフェイスマニュアルトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンフェイスマニュアルトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンフェイスマニュアルトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンフェイスマニュアルトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンフェイスマニュアルトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ：スタティックテスト

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ：ダイナミックテスト

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＥＤ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＥＤ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＥＤ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＥＤ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＥＤ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＥＤ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＥＤ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＥＤ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＥＤ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＥＤ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＥＤ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＥＤ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＥＤ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＥＤ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＥＤ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＥＤ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＥＤ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＥＤ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＥＤ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＥＤ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＥＤ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＥＤ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）
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　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＥＤ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＥＤ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＥＤ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＥＤ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＥＤ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＥＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＥＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＥＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＥＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＥＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＥＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＥＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＥＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＥＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＥＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＥＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＥＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＥＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＥＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＥＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＥＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＥＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＥＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＥＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＥＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＥＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＥＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＥＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＥＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＥＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＥＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＥＤ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＥＤ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ：スタティックテスト

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＥＤ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ：ダイナミックテスト

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＥＤ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＥＤ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＥＤ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＥＤ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＥＤ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＥＤ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＥＤ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＥＤ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＥＤ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＥＤ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＥＤ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＥＤ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＥＤ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＥＤ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＥＤ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＦＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＦＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＦＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＦＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＦＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＦＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＦＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　カムシャフトポジションアクチュエーターシステム

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＦＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＦＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＦＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　コールドスタートシステム

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＦＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　コールドスタートフューエルポンプ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＦＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＦＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＦＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＦＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＦＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＦＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＦＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＦＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＦＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＦＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＦＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＦＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＦＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＦＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリム有効
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　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＦＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＦＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＦＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＦＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＦＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＦＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＦＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＦＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＦＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＦＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＦＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　カムシャフトポジションアクチュエーターシステム

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＦＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＦＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＦＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　コールドスタートシステム

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＦＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　コールドスタートフューエルポンプ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＦＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＦＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＦＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＦＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＦＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＦＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＦＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＦＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＦＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＦＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＦＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＦＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＦＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＦＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＦＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＦＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＦＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＦＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＦＪ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＦＪ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＦＪ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＦＪ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＦＪ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＦＪ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＦＪ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＦＪ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＦＪ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＦＪ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＦＪ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＦＪ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＦＪ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＦＪ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＦＪ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＦＪ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＤＰＦ回生有効

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＧＲ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＧＲクーラーバイパスバルブ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＧＲバルブ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インテークマニホールドランナーコントロールバルブ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ウェイトトゥスタートインジケーター

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン回転数／スロットル

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン油圧制御ソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　グリルエアシャッター１作動

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　グロープラグ（シリンダー１）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　グロープラグ（シリンダー２）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　グロープラグ（シリンダー３）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　グロープラグ（シリンダー４）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　グロープラグセルフテスト

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ターボチャージャーベーンポジションソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ターボチャージャーベーン位置

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ピストンクーリングオイルジェットソレノイドバルブ
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　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　プライムフューエルポンプ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ポジティブクランクケース換気ヒーター

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　リダクタントインジェクション

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　リダクタントインジェクションクオリティーテスト

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　リダクタントシステム漏れテスト

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　リダクタントヒーター１

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　リダクタントヒーター２

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　リダクタントフルードクオリティーテスト

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　リダクタントポンプ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気フローバルブモーター

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気フローバルブ位置

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料システム高圧テスト（エンジン作動）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料ヒーターリレー

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料プレッシャーコントロール：レギュレーター１

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料プレッシャーコントロール：レギュレーター２

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料レール圧力

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター１

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター２

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　粒子状物質センサーサービス回生

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＤＰＦ回生有効

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＧＲ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＧＲクーラーバイパスバルブ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＧＲバルブ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インテークマニホールドランナーコントロールバルブ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ウェイトトゥスタートインジケーター

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン回転数／スロットル

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン油圧制御ソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　グリルエアシャッター１作動

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　グロープラグ（シリンダー１）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　グロープラグ（シリンダー２）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　グロープラグ（シリンダー３）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　グロープラグ（シリンダー４）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　グロープラグセルフテスト

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ターボチャージャーベーンポジションソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ターボチャージャーベーン位置

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ピストンクーリングオイルジェットソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　プライムフューエルポンプ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ポジティブクランクケース換気ヒーター

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　リダクタントインジェクション

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　リダクタントインジェクションクオリティーテスト

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　リダクタントシステム漏れテスト

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　リダクタントヒーター１

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　リダクタントヒーター２

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　リダクタントフルードクオリティーテスト

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　リダクタントポンプ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気フローバルブモーター

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気フローバルブ位置

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料システム高圧テスト（エンジン作動）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料ヒーターリレー

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料プレッシャーコントロール：レギュレーター１

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料プレッシャーコントロール：レギュレーター２

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料レール圧力

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター１

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター２

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　粒子状物質センサーサービス回生

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　トランスミッションコントロールモジュール　９速　（Ｍ３Ｄ）） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　トランスミッションコントロールモジュール　９速　（Ｍ３Ｄ）） 　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｓｏｌｅｎｏｉｄ　Ｖａｌｖｅ　１０

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　トランスミッションコントロールモジュール　９速　（Ｍ３Ｄ）） 　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｓｏｌｅｎｏｉｄ　Ｖａｌｖｅ　１１

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　トランスミッションコントロールモジュール　９速　（Ｍ３Ｄ）） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　トランスミッションコントロールモジュール　９速　（Ｍ３Ｄ）） 　トランスミッションアキュムレーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　トランスミッションコントロールモジュール　９速　（Ｍ３Ｄ）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ１

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　トランスミッションコントロールモジュール　９速　（Ｍ３Ｄ）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ１電流



●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2022.10)
システム 項目名

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　トランスミッションコントロールモジュール　９速　（Ｍ３Ｄ）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　トランスミッションコントロールモジュール　９速　（Ｍ３Ｄ）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ２電流

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　トランスミッションコントロールモジュール　９速　（Ｍ３Ｄ）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　トランスミッションコントロールモジュール　９速　（Ｍ３Ｄ）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ３電流

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　トランスミッションコントロールモジュール　９速　（Ｍ３Ｄ）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　トランスミッションコントロールモジュール　９速　（Ｍ３Ｄ）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ４電流

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　トランスミッションコントロールモジュール　９速　（Ｍ３Ｄ）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　トランスミッションコントロールモジュール　９速　（Ｍ３Ｄ）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ５電流

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　トランスミッションコントロールモジュール　９速　（Ｍ３Ｄ）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ６

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　トランスミッションコントロールモジュール　９速　（Ｍ３Ｄ）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ６電流

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　トランスミッションコントロールモジュール　９速　（Ｍ３Ｄ）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ７

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　トランスミッションコントロールモジュール　９速　（Ｍ３Ｄ）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ７電流

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　トランスミッションコントロールモジュール　９速　（Ｍ３Ｄ）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ８

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　トランスミッションコントロールモジュール　９速　（Ｍ３Ｄ）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ８電流

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　トランスミッションコントロールモジュール　９速　（Ｍ３Ｄ）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ９

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　トランスミッションコントロールモジュール　９速　（Ｍ３Ｄ）） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　トランスミッションコントロールモジュール　９速　（Ｍ３Ｄ）） 　ハイサイドドライバー２

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　トランスミッションコントロールモジュール　その他） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　トランスミッションコントロールモジュール　その他） 　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｓｏｌｅｎｏｉｄ　Ｖａｌｖｅ　１０

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　トランスミッションコントロールモジュール　その他） 　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｓｏｌｅｎｏｉｄ　Ｖａｌｖｅ　１１

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　トランスミッションコントロールモジュール　その他） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　トランスミッションコントロールモジュール　その他） 　トランスミッションアキュムレーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　トランスミッションコントロールモジュール　その他） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ１

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　トランスミッションコントロールモジュール　その他） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ１電流

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　トランスミッションコントロールモジュール　その他） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　トランスミッションコントロールモジュール　その他） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ２電流

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　トランスミッションコントロールモジュール　その他） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　トランスミッションコントロールモジュール　その他） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ３電流

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　トランスミッションコントロールモジュール　その他） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　トランスミッションコントロールモジュール　その他） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ４電流

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　トランスミッションコントロールモジュール　その他） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　トランスミッションコントロールモジュール　その他） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ５電流

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　トランスミッションコントロールモジュール　その他） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ６

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　トランスミッションコントロールモジュール　その他） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ６電流

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　トランスミッションコントロールモジュール　その他） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ７

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　トランスミッションコントロールモジュール　その他） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ７電流

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　トランスミッションコントロールモジュール　その他） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ８

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　トランスミッションコントロールモジュール　その他） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ８電流

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　トランスミッションコントロールモジュール　その他） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ９

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　トランスミッションコントロールモジュール　その他） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　トランスミッションコントロールモジュール　その他） 　ハイサイドドライバー２

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ：スタティックテスト

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ：ダイナミックテスト

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＬＵ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＬＵ　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＬＵ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＬＵ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＬＵ　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＬＵ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＬＵ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＬＵ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＬＵ　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＬＵ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＬＵ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＬＵ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＬＵ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＬＵ　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＬＵ　エンジンコントロールモジュール） 　ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＬＵ　エンジンコントロールモジュール） 　ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ
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　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＬＵ　エンジンコントロールモジュール） 　圧縮テスト

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＬＵ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＬＵ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰシステム

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＬＵ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー１）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＬＵ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー２）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＬＵ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー３）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＬＵ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー４）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＬＵ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＬＵ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＬＵ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＬＵ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＬＵ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＬＵ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＬＵ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＬＵ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＬＵ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＬＵ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＬＵ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＬＵ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＬＵ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＬＵ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＬＵ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＬＵ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰシステム

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＬＵ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー１）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＬＵ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー２）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＬＵ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー３）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＬＵ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー４）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＬＵ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＬＵ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＬＵ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＬＵ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＬＵ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＬＵ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＬＵ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＬＵ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＬＵ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＬＵ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＬＵ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＬＵ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＬＵ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＬＵ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＬＵ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＬＵ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＬＵ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＬＵ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＬＵ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＬＵ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＬＵ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＬＵ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＬＵ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＬＵ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＬＵ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＬＵ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＬＵ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＬＵ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＬＵ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＬＵ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＧＲクーラーバイパスバルブ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＧＲバルブ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｒｅｄｕｃｔａｎｔ　Ｉｎｊｅｃｔｏｒ　Ｑｕａｎｔｉｔｙ　Ｔｅｓｔ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インテークマニホールドランナーコントロールバルブ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン回転数／スロットル

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン油圧制御ソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン冷却ポンプクラッチリレー

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー３

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　グロープラグ（シリンダー１）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　グロープラグ（シリンダー２）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　グロープラグ（シリンダー３）
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　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　グロープラグ（シリンダー４）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　グロープラグセルフテスト

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ターボチャージャーベーンポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ターボチャージャーベーン位置

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ハイサイドドライバー２

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ピストンクーリングオイルジェットソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　プライムフューエルポンプ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　マスエアフローセンサー供給電圧

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　リダクタントインジェクションクオリティーテスト

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　リダクタントインジェクター

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　リダクタントシステム漏れテスト

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　リダクタントヒーター１

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　リダクタントヒーター２

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気フローバルブモーター

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気フローバルブ位置

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料システム高圧テスト（エンジン作動）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料ヒーターリレー

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料レール圧力

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　ＥＧＲクーラーバイパスバルブ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　ＥＧＲバルブ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　インテークマニホールドランナーコントロールバルブ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　エンジン回転数／スロットル

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　エンジン油圧制御ソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　エンジン冷却ポンプクラッチリレー

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　クーリングファン

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　クーリングファンリレー３

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　グロープラグ（シリンダー１）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　グロープラグ（シリンダー２）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　グロープラグ（シリンダー３）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　グロープラグ（シリンダー４）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　グロープラグセルフテスト

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　ターボチャージャーベーンポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　ターボチャージャーベーン位置

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　ハイサイドドライバー２

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　ピストンクーリングオイルジェットソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　プライムフューエルポンプ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　マスエアフローセンサー供給電圧

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　吸気フローバルブモーター

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　吸気フローバルブ位置

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　燃料システム高圧テスト（エンジン作動）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　燃料ヒーターリレー

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　燃料レール圧力

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　燃料圧力レギュレーター

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　ＥＧＲクーラーバイパスバルブ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　ＥＧＲバルブ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　インテークマニホールドランナーコントロールバルブ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　エンジン回転数／スロットル

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　エンジン油圧制御ソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　エンジン冷却ポンプクラッチリレー

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　クーリングファン

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　クーリングファンリレー１
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　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　クーリングファンリレー３

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　グロープラグ（シリンダー１）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　グロープラグ（シリンダー２）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　グロープラグ（シリンダー３）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　グロープラグ（シリンダー４）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　グロープラグセルフテスト

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　ターボチャージャーベーンポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　ターボチャージャーベーン位置

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　ハイサイドドライバー２

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　ピストンクーリングオイルジェットソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　プライムフューエルポンプ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　マスエアフローセンサー供給電圧

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　吸気フローバルブモーター

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　吸気フローバルブ位置

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　燃料システム高圧テスト（エンジン作動）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　燃料ヒーターリレー

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　燃料レール圧力

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　燃料圧力レギュレーター

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＧＲクーラーバイパスバルブ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＧＲバルブ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｒｅｄｕｃｔａｎｔ　Ｉｎｊｅｃｔｏｒ　Ｑｕａｎｔｉｔｙ　Ｔｅｓｔ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インテークマニホールドランナーコントロールバルブ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン回転数／スロットル

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン油圧制御ソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン冷却ポンプクラッチリレー

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー３

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　グロープラグ（シリンダー１）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　グロープラグ（シリンダー２）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　グロープラグ（シリンダー３）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　グロープラグ（シリンダー４）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　グロープラグセルフテスト

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ターボチャージャーベーンポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ターボチャージャーベーン位置

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ハイサイドドライバー２

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ピストンクーリングオイルジェットソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　プライムフューエルポンプ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　マスエアフローセンサー供給電圧

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　リダクタントインジェクションクオリティーテスト

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　リダクタントインジェクター

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　リダクタントシステム漏れテスト

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　リダクタントヒーター１

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　リダクタントヒーター２

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気フローバルブモーター

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気フローバルブ位置

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料システム高圧テスト（エンジン作動）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料ヒーターリレー

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料レール圧力

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ：スタティックテスト

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ：ダイナミックテスト

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ
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　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＭ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　ＥＧＲクーラーバイパスバルブ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＭ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　ＥＧＲバルブ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＭ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＭ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＭ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＭ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　エンジン回転数／スロットル

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＭ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　エンジン油圧制御ソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＭ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　エンジン冷却ポンプクラッチリレー

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＭ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＭ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＭ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー３

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＭ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　グロープラグ（シリンダー１）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＭ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　グロープラグ（シリンダー２）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＭ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　グロープラグ（シリンダー３）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＭ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　グロープラグ（シリンダー４）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＭ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　グロープラグセルフテスト

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＭ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＭ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＭ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＭ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＭ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＭ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＭ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＭ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　ハイサイドドライバー２

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＭ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　ピストンクーリングオイルジェットソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＭ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　プライムフューエルポンプ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＭ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　マスエアフローセンサー供給電圧

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＭ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　リダクタントインジェクションクオリティーテスト

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＭ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　リダクタントインジェクター

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＭ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　リダクタントコントロールモジュールリレー１、２

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＭ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　リダクタントシステム漏れテスト

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＭ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　リダクタントヒーター１

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＭ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　リダクタントヒーター２

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＭ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　リダクタントポンプ時計回り

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＭ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　リダクタントポンプ反時計回り

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＭ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　吸気フローバルブモーター

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＭ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　燃料システム高圧テスト（エンジン作動）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＭ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　燃料ヒーターリレー

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＭ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＭ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　燃料レール圧力

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＭ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＭ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　ＥＧＲクーラーバイパスバルブ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＭ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　ＥＧＲバルブ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＭ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＭ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＭ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＭ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　エンジン回転数／スロットル

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＭ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　エンジン油圧制御ソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＭ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　エンジン冷却ポンプクラッチリレー

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＭ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＭ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＭ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー３

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＭ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　グロープラグ（シリンダー１）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＭ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　グロープラグ（シリンダー２）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＭ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　グロープラグ（シリンダー３）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＭ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　グロープラグ（シリンダー４）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＭ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　グロープラグセルフテスト

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＭ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＭ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＭ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＭ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター
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　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＭ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＭ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＭ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＭ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　ハイサイドドライバー２

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＭ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　ピストンクーリングオイルジェットソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＭ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　プライムフューエルポンプ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＭ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　マスエアフローセンサー供給電圧

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＭ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　リダクタントインジェクションクオリティーテスト

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＭ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　リダクタントインジェクター

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＭ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　リダクタントコントロールモジュールリレー１、２

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＭ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　リダクタントシステム漏れテスト

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＭ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　リダクタントヒーター１

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＭ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　リダクタントヒーター２

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＭ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　リダクタントポンプ時計回り

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＭ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　リダクタントポンプ反時計回り

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＭ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　吸気フローバルブモーター

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＭ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　燃料システム高圧テスト（エンジン作動）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＭ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　燃料ヒーターリレー

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＭ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＭ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　燃料レール圧力

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＭ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＷＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＧＲクーラーバイパスバルブ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＷＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＧＲバルブ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＷＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＷＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＷＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＷＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン回転数／スロットル

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＷＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン油圧制御ソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＷＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン冷却ポンプクラッチリレー

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＷＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＷＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＷＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＷＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー３

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＷＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　グロープラグ（シリンダー１）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＷＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　グロープラグ（シリンダー２）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＷＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　グロープラグ（シリンダー３）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＷＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　グロープラグ（シリンダー４）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＷＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　グロープラグセルフテスト

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＷＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＷＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＷＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＷＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＷＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＷＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ターボチャージャーベーンポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＷＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ターボチャージャーベーン位置

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＷＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ピストンクーリングオイルジェットソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＷＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　プライムフューエルポンプ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＷＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気フローバルブモーター

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＷＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気フローバルブ位置

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＷＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料ヒーターリレー

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＷＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＷＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料レール圧力

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＷＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＷＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＧＲクーラーバイパスバルブ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＷＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＧＲバルブ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＷＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＷＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＷＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＷＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン回転数／スロットル

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＷＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン油圧制御ソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＷＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン冷却ポンプクラッチリレー

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＷＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＷＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＷＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＷＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー３

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＷＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　グロープラグ（シリンダー１）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＷＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　グロープラグ（シリンダー２）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＷＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　グロープラグ（シリンダー３）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＷＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　グロープラグ（シリンダー４）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＷＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　グロープラグセルフテスト

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＷＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＷＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＷＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＷＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター
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　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＷＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＷＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ターボチャージャーベーンポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＷＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ターボチャージャーベーン位置

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＷＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ピストンクーリングオイルジェットソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＷＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　プライムフューエルポンプ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＷＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気フローバルブモーター

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＷＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気フローバルブ位置

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＷＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料ヒーターリレー

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＷＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＷＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料レール圧力

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＷＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＷＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ：スタティックテスト

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＷＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ：ダイナミックテスト

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＷＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＷＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＷＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＷＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＷＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＷＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＷＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＷＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＷＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＷＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＷＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＷＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＷＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＷＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＷＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＧＲバルブ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰサービスベイテスト

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル回転数制御アクチュエーター

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール） 　インジェクター（シリンダー１）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール） 　インジェクター（シリンダー２）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール） 　インジェクター（シリンダー３）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール） 　インジェクター（シリンダー４）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール） 　インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール） 　タコメーターゲージスイープ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール） 　低燃料インジケーター

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　ＥＧＲバルブ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　ＥＧＲバルブ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル
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　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＸＴ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＸＴ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ：スタティックテスト

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＸＴ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ：ダイナミックテスト

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＸＴ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＸＴ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＸＴ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＸＴ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＸＴ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ２

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＸＴ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＸＴ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＸＴ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＸＴ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＸＴ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＸＴ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＸＴ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＸＴ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＸＴ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＸＴ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＸＴ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ホールドモードインジケーター

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＸＴ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＸＴ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＫＲ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　ＥＧＲクーラーバイパスバルブ

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＫＲ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　ＥＧＲクーラー冷却ポンプ１

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＫＲ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　ＥＧＲバルブ

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＫＲ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＫＲ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＫＲ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　インテークマニホールドランナーコントロールバルブ

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＫＲ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＫＲ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　エンジン回転数／スロットル

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＫＲ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＫＲ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＫＲ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー３

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＫＲ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　グロープラグ（シリンダー１）

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＫＲ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　グロープラグ（シリンダー２）

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＫＲ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　グロープラグ（シリンダー３）

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＫＲ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　グロープラグ（シリンダー４）

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＫＲ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　グロープラグセルフテスト

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＫＲ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＫＲ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＫＲ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＫＲ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＫＲ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＫＲ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　ターボチャージャーベーンポジションソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＫＲ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　ターボチャージャーベーン位置

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＫＲ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　プライムフューエルポンプ

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＫＲ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　吸気フローバルブ位置

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＫＲ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　燃料ヒーターリレー

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＫＲ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＫＲ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　燃料レール圧力リリーフバルブ

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＫＲ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　燃料圧力

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＫＲ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＫＲ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　ＥＧＲクーラーバイパスバルブ

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＫＲ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　ＥＧＲクーラー冷却ポンプ１

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＫＲ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　ＥＧＲバルブ

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＫＲ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＫＲ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＫＲ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　インテークマニホールドランナーコントロールバルブ

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＫＲ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＫＲ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　エンジン回転数／スロットル

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＫＲ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＫＲ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＫＲ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー３

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＫＲ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　グロープラグ（シリンダー１）

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＫＲ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　グロープラグ（シリンダー２）

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＫＲ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　グロープラグ（シリンダー３）

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＫＲ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　グロープラグ（シリンダー４）

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＫＲ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　グロープラグセルフテスト

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＫＲ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＫＲ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＫＲ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター
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　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＫＲ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＫＲ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＫＲ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　ターボチャージャーベーンポジションソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＫＲ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　ターボチャージャーベーン位置

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＫＲ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　プライムフューエルポンプ

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＫＲ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　吸気フローバルブ位置

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＫＲ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　燃料ヒーターリレー

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＫＲ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＫＲ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　燃料レール圧力リリーフバルブ

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＫＲ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　燃料圧力

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＫＲ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールマニュアルトランスミッション） 　ＥＧＲクーラーバイパスバルブ

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールマニュアルトランスミッション） 　ＥＧＲバルブ

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールマニュアルトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールマニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールマニュアルトランスミッション） 　インテークマニホールドランナーコントロールバルブ

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールマニュアルトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールマニュアルトランスミッション） 　エンジン回転数／スロットル

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールマニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールマニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールマニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー３

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールマニュアルトランスミッション） 　グロープラグ（シリンダー１）

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールマニュアルトランスミッション） 　グロープラグ（シリンダー２）

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールマニュアルトランスミッション） 　グロープラグ（シリンダー３）

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールマニュアルトランスミッション） 　グロープラグ（シリンダー４）

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールマニュアルトランスミッション） 　グロープラグセルフテスト

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールマニュアルトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールマニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールマニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールマニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールマニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールマニュアルトランスミッション） 　ターボチャージャーベーンポジションソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールマニュアルトランスミッション） 　ターボチャージャーベーン位置

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールマニュアルトランスミッション） 　プライムフューエルポンプ

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールマニュアルトランスミッション） 　吸気フローバルブ位置

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールマニュアルトランスミッション） 　燃料ヒーターリレー

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールマニュアルトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールマニュアルトランスミッション） 　燃料レール圧力リリーフバルブ

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールマニュアルトランスミッション） 　燃料圧力

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールマニュアルトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　ＥＧＲクーラーバイパスバルブ

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　ＥＧＲバルブ

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　インテークマニホールドランナーコントロールバルブ

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　エンジン回転数／スロットル

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　クーリングファンリレー３

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　グロープラグ（シリンダー１）

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　グロープラグ（シリンダー２）

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　グロープラグ（シリンダー３）

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　グロープラグ（シリンダー４）

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　グロープラグセルフテスト

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　ターボチャージャーベーンポジションソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　ターボチャージャーベーン位置

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　プライムフューエルポンプ

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　吸気フローバルブ位置

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　燃料ヒーターリレー

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　燃料レール圧力リリーフバルブ

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　燃料圧力

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）） 　燃料圧力レギュレーター

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　ＥＧＲクーラーバイパスバルブ

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　ＥＧＲバルブ

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　インテークマニホールドランナーコントロールバルブ
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　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　エンジン回転数／スロットル

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　クーリングファンリレー３

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　グロープラグ（シリンダー１）

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　グロープラグ（シリンダー２）

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　グロープラグ（シリンダー３）

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　グロープラグ（シリンダー４）

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　グロープラグセルフテスト

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　ターボチャージャーベーンポジションソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　ターボチャージャーベーン位置

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　プライムフューエルポンプ

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　吸気フローバルブ位置

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　燃料ヒーターリレー

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　燃料レール圧力リリーフバルブ

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　燃料圧力

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ）） 　燃料圧力レギュレーター

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　ＥＧＲクーラーバイパスバルブ

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　ＥＧＲバルブ

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　インテークマニホールドランナーコントロールバルブ

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　エンジン回転数／スロットル

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー３

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　グロープラグ（シリンダー１）

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　グロープラグ（シリンダー２）

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　グロープラグ（シリンダー３）

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　グロープラグ（シリンダー４）

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　グロープラグセルフテスト

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　ターボチャージャーベーンポジションソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　ターボチャージャーベーン位置

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　プライムフューエルポンプ

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　吸気フローバルブ位置

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　燃料ヒーターリレー

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　燃料レール圧力リリーフバルブ

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　燃料圧力

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー） 　ＥＶＡＰシステム

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー） 　ＭＩＬ
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　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー） 　インジェクター（シリンダー１）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー） 　インジェクター（シリンダー２）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー） 　インジェクター（シリンダー３）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー） 　インジェクター（シリンダー４）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー） 　インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー） 　エンジン回転数

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー） 　クーリングファンリレー１、２、３

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー） 　スターターリレー

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー） 　スロットルポジション

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー） 　圧縮テスト

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　Ｏ２センサーテスト

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　Ｓｔａｒｔｅｒ　Ｍｏｔｏｒ　Ｒｅｌａｙ

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　エンジン回転数

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　クーリングファンリレー１、２、３

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　スターターリレー

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　スロットルポジション

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　トランスミッションアキュムレーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　トランスミッションアキュムレーター圧力リリーフ

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　マスエアフローセンサー供給電圧

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　圧縮テスト

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　触媒テスト

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　点火時期遅延

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
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システム 項目名

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション） 　イグニッションコイル（シリンダー１）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション） 　イグニッションコイル（シリンダー２）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション） 　イグニッションコイル（シリンダー３）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション） 　イグニッションコイル（シリンダー４）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー１）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー２）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー３）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー４）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション） 　インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション） 　エアコンクラッチリレー

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション） 　圧縮テスト

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）　２ＷＤ　トランスファー） 　ＥＶＡＰシステム

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）　２ＷＤ　トランスファー） 　インジェクター（シリンダー１）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）　２ＷＤ　トランスファー） 　インジェクター（シリンダー２）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）　２ＷＤ　トランスファー） 　インジェクター（シリンダー３）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）　２ＷＤ　トランスファー） 　インジェクター（シリンダー４）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）　２ＷＤ　トランスファー） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）　２ＷＤ　トランスファー） 　インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）　２ＷＤ　トランスファー） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）　２ＷＤ　トランスファー） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）　２ＷＤ　トランスファー） 　エンジン回転数

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）　２ＷＤ　トランスファー） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）　２ＷＤ　トランスファー） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）　２ＷＤ　トランスファー） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）　２ＷＤ　トランスファー） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）　２ＷＤ　トランスファー） 　スターターリレー

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）　２ＷＤ　トランスファー） 　スロットルポジション

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）　２ＷＤ　トランスファー） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）　２ＷＤ　トランスファー） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）　２ＷＤ　トランスファー） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）　２ＷＤ　トランスファー） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）　２ＷＤ　トランスファー） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）　２ＷＤ　トランスファー） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）　２ＷＤ　トランスファー） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）　ＡＷＤ　トランスファー） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）　ＡＷＤ　トランスファー） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）　ＡＷＤ　トランスファー） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）　ＡＷＤ　トランスファー） 　Ｏ２センサーテスト

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）　ＡＷＤ　トランスファー） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）　ＡＷＤ　トランスファー） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）　ＡＷＤ　トランスファー） 　Ｓｔａｒｔｅｒ　Ｍｏｔｏｒ　Ｒｅｌａｙ

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）　ＡＷＤ　トランスファー） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）　ＡＷＤ　トランスファー） 　インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）　ＡＷＤ　トランスファー） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）　ＡＷＤ　トランスファー） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）　ＡＷＤ　トランスファー） 　エンジン回転数

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）　ＡＷＤ　トランスファー） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）　ＡＷＤ　トランスファー） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）　ＡＷＤ　トランスファー） 　クーリングファンリレー１、２、３

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）　ＡＷＤ　トランスファー） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）　ＡＷＤ　トランスファー） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）　ＡＷＤ　トランスファー） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）　ＡＷＤ　トランスファー） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）　ＡＷＤ　トランスファー） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）　ＡＷＤ　トランスファー） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）　ＡＷＤ　トランスファー） 　スターターリレー

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）　ＡＷＤ　トランスファー） 　スロットルポジション

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）　ＡＷＤ　トランスファー） 　トランスミッションアキュムレーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）　ＡＷＤ　トランスファー） 　トランスミッションアキュムレーター圧力リリーフ

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）　ＡＷＤ　トランスファー） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）　ＡＷＤ　トランスファー） 　マスエアフローセンサー供給電圧

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）　ＡＷＤ　トランスファー） 　圧縮テスト



●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2022.10)
システム 項目名

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）　ＡＷＤ　トランスファー） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）　ＡＷＤ　トランスファー） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）　ＡＷＤ　トランスファー） 　触媒テスト

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）　ＡＷＤ　トランスファー） 　点火時期遅延

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）　ＡＷＤ　トランスファー） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）　ＡＷＤ　トランスファー） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）　ＡＷＤ　トランスファー） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）　ＡＷＤ　トランスファー） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）　ＡＷＤ　トランスファー） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）　ＡＷＤ　トランスファー） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）　ＡＷＤ　トランスファー） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）　ＡＷＤ　トランスファー） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）２ＷＤ　トランスファー） 　ＥＶＡＰシステム

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）２ＷＤ　トランスファー） 　インジェクター（シリンダー１）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）２ＷＤ　トランスファー） 　インジェクター（シリンダー２）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）２ＷＤ　トランスファー） 　インジェクター（シリンダー３）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）２ＷＤ　トランスファー） 　インジェクター（シリンダー４）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）２ＷＤ　トランスファー） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）２ＷＤ　トランスファー） 　インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）２ＷＤ　トランスファー） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）２ＷＤ　トランスファー） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）２ＷＤ　トランスファー） 　エンジン回転数

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）２ＷＤ　トランスファー） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）２ＷＤ　トランスファー） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）２ＷＤ　トランスファー） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）２ＷＤ　トランスファー） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）２ＷＤ　トランスファー） 　スロットルポジション

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）２ＷＤ　トランスファー） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）２ＷＤ　トランスファー） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）２ＷＤ　トランスファー） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）２ＷＤ　トランスファー） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）２ＷＤ　トランスファー） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）２ＷＤ　トランスファー） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）２ＷＤ　トランスファー） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）ＡＷＤ　トランスファー） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）ＡＷＤ　トランスファー） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）ＡＷＤ　トランスファー） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）ＡＷＤ　トランスファー） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）ＡＷＤ　トランスファー） 　インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）ＡＷＤ　トランスファー） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）ＡＷＤ　トランスファー） 　エンジン回転数

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）ＡＷＤ　トランスファー） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）ＡＷＤ　トランスファー） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）ＡＷＤ　トランスファー） 　クーリングファンリレー１、２、３

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）ＡＷＤ　トランスファー） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）ＡＷＤ　トランスファー） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）ＡＷＤ　トランスファー） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）ＡＷＤ　トランスファー） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）ＡＷＤ　トランスファー） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）ＡＷＤ　トランスファー） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）ＡＷＤ　トランスファー） 　スターターリレー

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）ＡＷＤ　トランスファー） 　スロットルポジション

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）ＡＷＤ　トランスファー） 　圧縮テスト

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）ＡＷＤ　トランスファー） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）ＡＷＤ　トランスファー） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）ＡＷＤ　トランスファー） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）ＡＷＤ　トランスファー） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）ＡＷＤ　トランスファー） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）ＡＷＤ　トランスファー） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）ＡＷＤ　トランスファー） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）ＡＷＤ　トランスファー） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）ＡＷＤ　トランスファー） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）ＡＷＤ　トランスファー） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）ＡＷＤ　トランスファー） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー） 　ＥＶＡＰシステム

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー） 　インジェクター（シリンダー１）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー） 　インジェクター（シリンダー２）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー） 　インジェクター（シリンダー３）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー） 　インジェクター（シリンダー４）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー） 　インストルメントパネルインジケーター



●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2022.10)
システム 項目名

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー） 　インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー） 　エンジン回転数

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー） 　クーリングファンリレー１、２、３

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー） 　スターターリレー

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー） 　スロットルポジション

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー） 　圧縮テスト

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　Ｏ２センサーテスト

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　Ｓｔａｒｔｅｒ　Ｍｏｔｏｒ　Ｒｅｌａｙ

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　エンジン回転数

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　クーリングファンリレー１、２、３

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　スターターリレー

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　スロットルポジション

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　トランスミッションアキュムレーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　トランスミッションアキュムレーター圧力リリーフ

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　マスエアフローセンサー供給電圧

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　圧縮テスト

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　触媒テスト

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　点火時期遅延

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）
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システム 項目名

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション） 　イグニッションコイル（シリンダー１）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション） 　イグニッションコイル（シリンダー２）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション） 　イグニッションコイル（シリンダー３）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション） 　イグニッションコイル（シリンダー４）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー１）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー２）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー３）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー４）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション） 　インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション） 　エアコンクラッチリレー

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション） 　圧縮テスト

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンエッジ　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンエッジ　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンエッジ　オートマチックトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンエッジ　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンエッジ　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンエッジ　オートマチックトランスミッション） 　イグニッションコイル（シリンダー１）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンエッジ　オートマチックトランスミッション） 　イグニッションコイル（シリンダー２）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンエッジ　オートマチックトランスミッション） 　イグニッションコイル（シリンダー３）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンエッジ　オートマチックトランスミッション） 　イグニッションコイル（シリンダー４）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンエッジ　オートマチックトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー１）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンエッジ　オートマチックトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー２）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンエッジ　オートマチックトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー３）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンエッジ　オートマチックトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー４）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンエッジ　オートマチックトランスミッション） 　インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンエッジ　オートマチックトランスミッション） 　エアコンクラッチリレー

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンエッジ　オートマチックトランスミッション） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンエッジ　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンエッジ　オートマチックトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンエッジ　オートマチックトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンエッジ　オートマチックトランスミッション） 　圧縮テスト

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンエッジ　オートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンエッジ　オートマチックトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンエッジ　オートマチックトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンエッジ　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンエッジ　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンエッジ　マニュアルトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンエッジ　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンエッジ　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンエッジ　マニュアルトランスミッション） 　イグニッションコイル（シリンダー１）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンエッジ　マニュアルトランスミッション） 　イグニッションコイル（シリンダー２）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンエッジ　マニュアルトランスミッション） 　イグニッションコイル（シリンダー３）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンエッジ　マニュアルトランスミッション） 　イグニッションコイル（シリンダー４）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンエッジ　マニュアルトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー１）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンエッジ　マニュアルトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー２）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンエッジ　マニュアルトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー３）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンエッジ　マニュアルトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー４）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンエッジ　マニュアルトランスミッション） 　インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンエッジ　マニュアルトランスミッション） 　エアコンクラッチリレー

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンエッジ　マニュアルトランスミッション） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンエッジ　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンエッジ　マニュアルトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンエッジ　マニュアルトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンエッジ　マニュアルトランスミッション） 　圧縮テスト

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンエッジ　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンエッジ　マニュアルトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンエッジ　マニュアルトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）　２ＷＤ　トランスファー） 　ＥＶＡＰシステム

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）　２ＷＤ　トランスファー） 　インジェクター（シリンダー１）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）　２ＷＤ　トランスファー） 　インジェクター（シリンダー２）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）　２ＷＤ　トランスファー） 　インジェクター（シリンダー３）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）　２ＷＤ　トランスファー） 　インジェクター（シリンダー４）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）　２ＷＤ　トランスファー） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）　２ＷＤ　トランスファー） 　インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）　２ＷＤ　トランスファー） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）　２ＷＤ　トランスファー） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）　２ＷＤ　トランスファー） 　エンジン回転数
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システム 項目名

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）　２ＷＤ　トランスファー） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）　２ＷＤ　トランスファー） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）　２ＷＤ　トランスファー） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）　２ＷＤ　トランスファー） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）　２ＷＤ　トランスファー） 　スロットルポジション

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）　２ＷＤ　トランスファー） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）　２ＷＤ　トランスファー） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）　２ＷＤ　トランスファー） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）　２ＷＤ　トランスファー） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）　２ＷＤ　トランスファー） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）　２ＷＤ　トランスファー） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）　２ＷＤ　トランスファー） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）　ＡＷＤ　トランスファー） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）　ＡＷＤ　トランスファー） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）　ＡＷＤ　トランスファー） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）　ＡＷＤ　トランスファー） 　Ｏ２センサーテスト

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）　ＡＷＤ　トランスファー） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）　ＡＷＤ　トランスファー） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）　ＡＷＤ　トランスファー） 　Ｓｔａｒｔｅｒ　Ｍｏｔｏｒ　Ｒｅｌａｙ

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）　ＡＷＤ　トランスファー） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）　ＡＷＤ　トランスファー） 　インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）　ＡＷＤ　トランスファー） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）　ＡＷＤ　トランスファー） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）　ＡＷＤ　トランスファー） 　エンジン回転数

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）　ＡＷＤ　トランスファー） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）　ＡＷＤ　トランスファー） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）　ＡＷＤ　トランスファー） 　クーリングファンリレー１、２、３

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）　ＡＷＤ　トランスファー） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）　ＡＷＤ　トランスファー） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）　ＡＷＤ　トランスファー） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）　ＡＷＤ　トランスファー） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）　ＡＷＤ　トランスファー） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）　ＡＷＤ　トランスファー） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）　ＡＷＤ　トランスファー） 　スターターリレー

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）　ＡＷＤ　トランスファー） 　スロットルポジション

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）　ＡＷＤ　トランスファー） 　トランスミッションアキュムレーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）　ＡＷＤ　トランスファー） 　トランスミッションアキュムレーター圧力リリーフ

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）　ＡＷＤ　トランスファー） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）　ＡＷＤ　トランスファー） 　マスエアフローセンサー供給電圧

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）　ＡＷＤ　トランスファー） 　圧縮テスト

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）　ＡＷＤ　トランスファー） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）　ＡＷＤ　トランスファー） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）　ＡＷＤ　トランスファー） 　触媒テスト

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）　ＡＷＤ　トランスファー） 　点火時期遅延

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）　ＡＷＤ　トランスファー） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）　ＡＷＤ　トランスファー） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）　ＡＷＤ　トランスファー） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）　ＡＷＤ　トランスファー） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）　ＡＷＤ　トランスファー） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）　ＡＷＤ　トランスファー） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）　ＡＷＤ　トランスファー） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）　ＡＷＤ　トランスファー） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）２ＷＤ　トランスファー） 　ＥＶＡＰシステム

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）２ＷＤ　トランスファー） 　インジェクター（シリンダー１）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）２ＷＤ　トランスファー） 　インジェクター（シリンダー２）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）２ＷＤ　トランスファー） 　インジェクター（シリンダー３）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）２ＷＤ　トランスファー） 　インジェクター（シリンダー４）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）２ＷＤ　トランスファー） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）２ＷＤ　トランスファー） 　インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）２ＷＤ　トランスファー） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）２ＷＤ　トランスファー） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）２ＷＤ　トランスファー） 　エンジン回転数

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）２ＷＤ　トランスファー） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）２ＷＤ　トランスファー） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）２ＷＤ　トランスファー） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）２ＷＤ　トランスファー） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）２ＷＤ　トランスファー） 　スターターリレー

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）２ＷＤ　トランスファー） 　スロットルポジション

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）２ＷＤ　トランスファー） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）２ＷＤ　トランスファー） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）２ＷＤ　トランスファー） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）２ＷＤ　トランスファー） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）２ＷＤ　トランスファー） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）２ＷＤ　トランスファー） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
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　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）２ＷＤ　トランスファー） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）ＡＷＤ　トランスファー） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）ＡＷＤ　トランスファー） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）ＡＷＤ　トランスファー） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）ＡＷＤ　トランスファー） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）ＡＷＤ　トランスファー） 　インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）ＡＷＤ　トランスファー） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）ＡＷＤ　トランスファー） 　エンジン回転数

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）ＡＷＤ　トランスファー） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）ＡＷＤ　トランスファー） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）ＡＷＤ　トランスファー） 　クーリングファンリレー１、２、３

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）ＡＷＤ　トランスファー） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）ＡＷＤ　トランスファー） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）ＡＷＤ　トランスファー） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）ＡＷＤ　トランスファー） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）ＡＷＤ　トランスファー） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）ＡＷＤ　トランスファー） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）ＡＷＤ　トランスファー） 　スターターリレー

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）ＡＷＤ　トランスファー） 　スロットルポジション

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）ＡＷＤ　トランスファー） 　圧縮テスト

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）ＡＷＤ　トランスファー） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）ＡＷＤ　トランスファー） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）ＡＷＤ　トランスファー） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）ＡＷＤ　トランスファー） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）ＡＷＤ　トランスファー） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）ＡＷＤ　トランスファー） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）ＡＷＤ　トランスファー） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）ＡＷＤ　トランスファー） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）ＡＷＤ　トランスファー） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）ＡＷＤ　トランスファー） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）ＡＷＤ　トランスファー） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　ＥＧＲバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰシステム

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　イグニッションコイル（シリンダー１）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　イグニッションコイル（シリンダー２）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　イグニッションコイル（シリンダー３）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　イグニッションコイル（シリンダー４）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー１）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー２）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー３）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー４）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　インテークマニホールドランナーコントロールバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　エアコンクラッチリレー

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　クーリングファン

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　圧縮テスト

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　ＥＧＲバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰシステム

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）



●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2022.10)
システム 項目名

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　イグニッションコイル（シリンダー１）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　イグニッションコイル（シリンダー２）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　イグニッションコイル（シリンダー３）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　イグニッションコイル（シリンダー４）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー１）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー２）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー３）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー４）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　インテークマニホールドランナーコントロールバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　エアコンクラッチリレー

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　クーリングファン

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　圧縮テスト

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンフェイス　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰシステム

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンフェイス　オートマチックトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー１）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンフェイス　オートマチックトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー２）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンフェイス　オートマチックトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー３）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンフェイス　オートマチックトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー４）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンフェイス　オートマチックトランスミッション） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンフェイス　オートマチックトランスミッション） 　インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンフェイス　オートマチックトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンフェイス　オートマチックトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンフェイス　オートマチックトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンフェイス　オートマチックトランスミッション） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンフェイス　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンフェイス　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンフェイス　オートマチックトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンフェイス　オートマチックトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンフェイス　オートマチックトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンフェイス　オートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンフェイス　オートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンフェイス　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンフェイス　オートマチックトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンフェイス　オートマチックトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンフェイス　オートマチックトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンフェイス　オートマチックトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンフェイス　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰシステム

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンフェイス　マニュアルトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー１）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンフェイス　マニュアルトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー２）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンフェイス　マニュアルトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー３）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンフェイス　マニュアルトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー４）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンフェイス　マニュアルトランスミッション） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンフェイス　マニュアルトランスミッション） 　インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンフェイス　マニュアルトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンフェイス　マニュアルトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンフェイス　マニュアルトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンフェイス　マニュアルトランスミッション） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンフェイス　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンフェイス　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンフェイス　マニュアルトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンフェイス　マニュアルトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンフェイス　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンフェイス　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンフェイス　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンフェイス　マニュアルトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンフェイス　マニュアルトランスミッション） 　燃料制御ループステータス



●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2022.10)
システム 項目名

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンフェイス　マニュアルトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンフェイス　マニュアルトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ：スタティックテスト

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ：ダイナミックテスト

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　２Ｈ０　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　オートマチックトランスミッション　２ＷＤトランスファー） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　オートマチックトランスミッション　２ＷＤトランスファー） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　オートマチックトランスミッション　２ＷＤトランスファー） 　インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　オートマチックトランスミッション　２ＷＤトランスファー） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　オートマチックトランスミッション　２ＷＤトランスファー） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　オートマチックトランスミッション　２ＷＤトランスファー） 　エンジン回転数

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　オートマチックトランスミッション　２ＷＤトランスファー） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　オートマチックトランスミッション　２ＷＤトランスファー） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　オートマチックトランスミッション　２ＷＤトランスファー） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　オートマチックトランスミッション　２ＷＤトランスファー） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　オートマチックトランスミッション　２ＷＤトランスファー） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　オートマチックトランスミッション　２ＷＤトランスファー） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　オートマチックトランスミッション　２ＷＤトランスファー） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　オートマチックトランスミッション　２ＷＤトランスファー） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　オートマチックトランスミッション　２ＷＤトランスファー） 　スターターリレー

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　オートマチックトランスミッション　２ＷＤトランスファー） 　スロットルポジション

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　オートマチックトランスミッション　２ＷＤトランスファー） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　オートマチックトランスミッション　２ＷＤトランスファー） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　オートマチックトランスミッション　２ＷＤトランスファー） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　オートマチックトランスミッション　２ＷＤトランスファー） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　オートマチックトランスミッション　２ＷＤトランスファー） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　オートマチックトランスミッション　２ＷＤトランスファー） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　オートマチックトランスミッション　２ＷＤトランスファー） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　オートマチックトランスミッション　２ＷＤトランスファー） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　オートマチックトランスミッション　２ＷＤトランスファー） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　オートマチックトランスミッション　２ＷＤトランスファー） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　オートマチックトランスミッション　２ＷＤトランスファー） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　オートマチックトランスミッション　ＡＷＤトランスファー） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　オートマチックトランスミッション　ＡＷＤトランスファー） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　オートマチックトランスミッション　ＡＷＤトランスファー） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　オートマチックトランスミッション　ＡＷＤトランスファー） 　Ｏ２センサーテスト

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　オートマチックトランスミッション　ＡＷＤトランスファー） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　オートマチックトランスミッション　ＡＷＤトランスファー） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　オートマチックトランスミッション　ＡＷＤトランスファー） 　Ｓｔａｒｔｅｒ　Ｍｏｔｏｒ　Ｒｅｌａｙ

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　オートマチックトランスミッション　ＡＷＤトランスファー） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　オートマチックトランスミッション　ＡＷＤトランスファー） 　インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　オートマチックトランスミッション　ＡＷＤトランスファー） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　オートマチックトランスミッション　ＡＷＤトランスファー） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　オートマチックトランスミッション　ＡＷＤトランスファー） 　エンジン回転数

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　オートマチックトランスミッション　ＡＷＤトランスファー） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　オートマチックトランスミッション　ＡＷＤトランスファー） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　オートマチックトランスミッション　ＡＷＤトランスファー） 　クーリングファンリレー１、２、３

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　オートマチックトランスミッション　ＡＷＤトランスファー） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　オートマチックトランスミッション　ＡＷＤトランスファー） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　オートマチックトランスミッション　ＡＷＤトランスファー） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　オートマチックトランスミッション　ＡＷＤトランスファー） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　オートマチックトランスミッション　ＡＷＤトランスファー） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　オートマチックトランスミッション　ＡＷＤトランスファー） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　オートマチックトランスミッション　ＡＷＤトランスファー） 　スターターリレー

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　オートマチックトランスミッション　ＡＷＤトランスファー） 　スロットルポジション

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　オートマチックトランスミッション　ＡＷＤトランスファー） 　トランスミッションアキュムレーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　オートマチックトランスミッション　ＡＷＤトランスファー） 　トランスミッションアキュムレーター圧力リリーフ

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　オートマチックトランスミッション　ＡＷＤトランスファー） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　オートマチックトランスミッション　ＡＷＤトランスファー） 　マスエアフローセンサー供給電圧
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システム 項目名

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　オートマチックトランスミッション　ＡＷＤトランスファー） 　圧縮テスト

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　オートマチックトランスミッション　ＡＷＤトランスファー） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　オートマチックトランスミッション　ＡＷＤトランスファー） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　オートマチックトランスミッション　ＡＷＤトランスファー） 　触媒テスト

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　オートマチックトランスミッション　ＡＷＤトランスファー） 　点火時期遅延

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　オートマチックトランスミッション　ＡＷＤトランスファー） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　オートマチックトランスミッション　ＡＷＤトランスファー） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　オートマチックトランスミッション　ＡＷＤトランスファー） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　オートマチックトランスミッション　ＡＷＤトランスファー） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　オートマチックトランスミッション　ＡＷＤトランスファー） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　オートマチックトランスミッション　ＡＷＤトランスファー） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　オートマチックトランスミッション　ＡＷＤトランスファー） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　オートマチックトランスミッション　ＡＷＤトランスファー） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション　２ＷＤトランスファー） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション　２ＷＤトランスファー） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション　２ＷＤトランスファー） 　インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション　２ＷＤトランスファー） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション　２ＷＤトランスファー） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション　２ＷＤトランスファー） 　エンジン回転数

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション　２ＷＤトランスファー） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション　２ＷＤトランスファー） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション　２ＷＤトランスファー） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション　２ＷＤトランスファー） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション　２ＷＤトランスファー） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション　２ＷＤトランスファー） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション　２ＷＤトランスファー） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション　２ＷＤトランスファー） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション　２ＷＤトランスファー） 　スターターリレー

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション　２ＷＤトランスファー） 　スロットルポジション

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション　２ＷＤトランスファー） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション　２ＷＤトランスファー） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション　２ＷＤトランスファー） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション　２ＷＤトランスファー） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション　２ＷＤトランスファー） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション　２ＷＤトランスファー） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション　２ＷＤトランスファー） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション　２ＷＤトランスファー） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション　２ＷＤトランスファー） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション　２ＷＤトランスファー） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション　２ＷＤトランスファー） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション　ＡＷＤトランスファー） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション　ＡＷＤトランスファー） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション　ＡＷＤトランスファー） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション　ＡＷＤトランスファー） 　Ｏ２センサーテスト

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション　ＡＷＤトランスファー） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション　ＡＷＤトランスファー） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション　ＡＷＤトランスファー） 　Ｓｔａｒｔｅｒ　Ｍｏｔｏｒ　Ｒｅｌａｙ

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション　ＡＷＤトランスファー） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション　ＡＷＤトランスファー） 　インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション　ＡＷＤトランスファー） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション　ＡＷＤトランスファー） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション　ＡＷＤトランスファー） 　エンジン回転数

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション　ＡＷＤトランスファー） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション　ＡＷＤトランスファー） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション　ＡＷＤトランスファー） 　クーリングファンリレー１、２、３

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション　ＡＷＤトランスファー） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション　ＡＷＤトランスファー） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション　ＡＷＤトランスファー） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション　ＡＷＤトランスファー） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション　ＡＷＤトランスファー） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション　ＡＷＤトランスファー） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション　ＡＷＤトランスファー） 　スターターリレー

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション　ＡＷＤトランスファー） 　スロットルポジション

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション　ＡＷＤトランスファー） 　トランスミッションアキュムレーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション　ＡＷＤトランスファー） 　トランスミッションアキュムレーター圧力リリーフ

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション　ＡＷＤトランスファー） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション　ＡＷＤトランスファー） 　マスエアフローセンサー供給電圧

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション　ＡＷＤトランスファー） 　圧縮テスト

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション　ＡＷＤトランスファー） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション　ＡＷＤトランスファー） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション　ＡＷＤトランスファー） 　触媒テスト

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション　ＡＷＤトランスファー） 　点火時期遅延

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション　ＡＷＤトランスファー） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション　ＡＷＤトランスファー） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）
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　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション　ＡＷＤトランスファー） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション　ＡＷＤトランスファー） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション　ＡＷＤトランスファー） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション　ＡＷＤトランスファー） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション　ＡＷＤトランスファー） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション　ＡＷＤトランスファー） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）　２ＷＤトランスファー） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）　２ＷＤトランスファー） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）　２ＷＤトランスファー） 　インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）　２ＷＤトランスファー） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）　２ＷＤトランスファー） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）　２ＷＤトランスファー） 　エンジン回転数

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）　２ＷＤトランスファー） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）　２ＷＤトランスファー） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）　２ＷＤトランスファー） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）　２ＷＤトランスファー） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）　２ＷＤトランスファー） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）　２ＷＤトランスファー） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）　２ＷＤトランスファー） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）　２ＷＤトランスファー） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）　２ＷＤトランスファー） 　スターターリレー

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）　２ＷＤトランスファー） 　スロットルポジション

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）　２ＷＤトランスファー） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）　２ＷＤトランスファー） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）　２ＷＤトランスファー） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）　２ＷＤトランスファー） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）　２ＷＤトランスファー） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）　２ＷＤトランスファー） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）　２ＷＤトランスファー） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）　２ＷＤトランスファー） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）　２ＷＤトランスファー） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）　２ＷＤトランスファー） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）　２ＷＤトランスファー） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）　ＡＷＤトランスファー） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）　ＡＷＤトランスファー） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）　ＡＷＤトランスファー） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）　ＡＷＤトランスファー） 　Ｏ２センサーテスト

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）　ＡＷＤトランスファー） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）　ＡＷＤトランスファー） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）　ＡＷＤトランスファー） 　Ｓｔａｒｔｅｒ　Ｍｏｔｏｒ　Ｒｅｌａｙ

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）　ＡＷＤトランスファー） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）　ＡＷＤトランスファー） 　インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）　ＡＷＤトランスファー） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）　ＡＷＤトランスファー） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）　ＡＷＤトランスファー） 　エンジン回転数

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）　ＡＷＤトランスファー） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）　ＡＷＤトランスファー） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）　ＡＷＤトランスファー） 　クーリングファンリレー１、２、３

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）　ＡＷＤトランスファー） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）　ＡＷＤトランスファー） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）　ＡＷＤトランスファー） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）　ＡＷＤトランスファー） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）　ＡＷＤトランスファー） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）　ＡＷＤトランスファー） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）　ＡＷＤトランスファー） 　スターターリレー

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）　ＡＷＤトランスファー） 　スロットルポジション

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）　ＡＷＤトランスファー） 　トランスミッションアキュムレーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）　ＡＷＤトランスファー） 　トランスミッションアキュムレーター圧力リリーフ

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）　ＡＷＤトランスファー） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）　ＡＷＤトランスファー） 　マスエアフローセンサー供給電圧

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）　ＡＷＤトランスファー） 　圧縮テスト

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）　ＡＷＤトランスファー） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）　ＡＷＤトランスファー） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）　ＡＷＤトランスファー） 　触媒テスト

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）　ＡＷＤトランスファー） 　点火時期遅延

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）　ＡＷＤトランスファー） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）　ＡＷＤトランスファー） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）　ＡＷＤトランスファー） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）　ＡＷＤトランスファー） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）　ＡＷＤトランスファー） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）　ＡＷＤトランスファー） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）　ＡＷＤトランスファー） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）　ＡＷＤトランスファー） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジンコントロールトランスミッション（ＭＦＨ）　２ＷＤトランスファー） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ
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　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジンコントロールトランスミッション（ＭＦＨ）　２ＷＤトランスファー） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジンコントロールトランスミッション（ＭＦＨ）　２ＷＤトランスファー） 　インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジンコントロールトランスミッション（ＭＦＨ）　２ＷＤトランスファー） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジンコントロールトランスミッション（ＭＦＨ）　２ＷＤトランスファー） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジンコントロールトランスミッション（ＭＦＨ）　２ＷＤトランスファー） 　エンジン回転数

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジンコントロールトランスミッション（ＭＦＨ）　２ＷＤトランスファー） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジンコントロールトランスミッション（ＭＦＨ）　２ＷＤトランスファー） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジンコントロールトランスミッション（ＭＦＨ）　２ＷＤトランスファー） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジンコントロールトランスミッション（ＭＦＨ）　２ＷＤトランスファー） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジンコントロールトランスミッション（ＭＦＨ）　２ＷＤトランスファー） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジンコントロールトランスミッション（ＭＦＨ）　２ＷＤトランスファー） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジンコントロールトランスミッション（ＭＦＨ）　２ＷＤトランスファー） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジンコントロールトランスミッション（ＭＦＨ）　２ＷＤトランスファー） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジンコントロールトランスミッション（ＭＦＨ）　２ＷＤトランスファー） 　スターターリレー

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジンコントロールトランスミッション（ＭＦＨ）　２ＷＤトランスファー） 　スロットルポジション

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジンコントロールトランスミッション（ＭＦＨ）　２ＷＤトランスファー） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジンコントロールトランスミッション（ＭＦＨ）　２ＷＤトランスファー） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジンコントロールトランスミッション（ＭＦＨ）　２ＷＤトランスファー） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジンコントロールトランスミッション（ＭＦＨ）　２ＷＤトランスファー） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジンコントロールトランスミッション（ＭＦＨ）　２ＷＤトランスファー） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジンコントロールトランスミッション（ＭＦＨ）　２ＷＤトランスファー） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジンコントロールトランスミッション（ＭＦＨ）　２ＷＤトランスファー） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジンコントロールトランスミッション（ＭＦＨ）　２ＷＤトランスファー） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジンコントロールトランスミッション（ＭＦＨ）　２ＷＤトランスファー） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジンコントロールトランスミッション（ＭＦＨ）　２ＷＤトランスファー） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジンコントロールトランスミッション（ＭＦＨ）　２ＷＤトランスファー） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジンコントロールトランスミッション（ＭＦＨ）　ＡＷＤトランスファー） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジンコントロールトランスミッション（ＭＦＨ）　ＡＷＤトランスファー） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジンコントロールトランスミッション（ＭＦＨ）　ＡＷＤトランスファー） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジンコントロールトランスミッション（ＭＦＨ）　ＡＷＤトランスファー） 　Ｏ２センサーテスト

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジンコントロールトランスミッション（ＭＦＨ）　ＡＷＤトランスファー） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジンコントロールトランスミッション（ＭＦＨ）　ＡＷＤトランスファー） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジンコントロールトランスミッション（ＭＦＨ）　ＡＷＤトランスファー） 　Ｓｔａｒｔｅｒ　Ｍｏｔｏｒ　Ｒｅｌａｙ

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジンコントロールトランスミッション（ＭＦＨ）　ＡＷＤトランスファー） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジンコントロールトランスミッション（ＭＦＨ）　ＡＷＤトランスファー） 　インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジンコントロールトランスミッション（ＭＦＨ）　ＡＷＤトランスファー） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジンコントロールトランスミッション（ＭＦＨ）　ＡＷＤトランスファー） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジンコントロールトランスミッション（ＭＦＨ）　ＡＷＤトランスファー） 　エンジン回転数

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジンコントロールトランスミッション（ＭＦＨ）　ＡＷＤトランスファー） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジンコントロールトランスミッション（ＭＦＨ）　ＡＷＤトランスファー） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジンコントロールトランスミッション（ＭＦＨ）　ＡＷＤトランスファー） 　クーリングファンリレー１、２、３

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジンコントロールトランスミッション（ＭＦＨ）　ＡＷＤトランスファー） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジンコントロールトランスミッション（ＭＦＨ）　ＡＷＤトランスファー） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジンコントロールトランスミッション（ＭＦＨ）　ＡＷＤトランスファー） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジンコントロールトランスミッション（ＭＦＨ）　ＡＷＤトランスファー） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジンコントロールトランスミッション（ＭＦＨ）　ＡＷＤトランスファー） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジンコントロールトランスミッション（ＭＦＨ）　ＡＷＤトランスファー） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジンコントロールトランスミッション（ＭＦＨ）　ＡＷＤトランスファー） 　スターターリレー

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジンコントロールトランスミッション（ＭＦＨ）　ＡＷＤトランスファー） 　スロットルポジション

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジンコントロールトランスミッション（ＭＦＨ）　ＡＷＤトランスファー） 　トランスミッションアキュムレーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジンコントロールトランスミッション（ＭＦＨ）　ＡＷＤトランスファー） 　トランスミッションアキュムレーター圧力リリーフ

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジンコントロールトランスミッション（ＭＦＨ）　ＡＷＤトランスファー） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジンコントロールトランスミッション（ＭＦＨ）　ＡＷＤトランスファー） 　マスエアフローセンサー供給電圧

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジンコントロールトランスミッション（ＭＦＨ）　ＡＷＤトランスファー） 　圧縮テスト

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジンコントロールトランスミッション（ＭＦＨ）　ＡＷＤトランスファー） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジンコントロールトランスミッション（ＭＦＨ）　ＡＷＤトランスファー） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジンコントロールトランスミッション（ＭＦＨ）　ＡＷＤトランスファー） 　触媒テスト

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジンコントロールトランスミッション（ＭＦＨ）　ＡＷＤトランスファー） 　点火時期遅延

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジンコントロールトランスミッション（ＭＦＨ）　ＡＷＤトランスファー） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジンコントロールトランスミッション（ＭＦＨ）　ＡＷＤトランスファー） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジンコントロールトランスミッション（ＭＦＨ）　ＡＷＤトランスファー） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジンコントロールトランスミッション（ＭＦＨ）　ＡＷＤトランスファー） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジンコントロールトランスミッション（ＭＦＨ）　ＡＷＤトランスファー） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジンコントロールトランスミッション（ＭＦＨ）　ＡＷＤトランスファー） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジンコントロールトランスミッション（ＭＦＨ）　ＡＷＤトランスファー） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジンコントロールトランスミッション（ＭＦＨ）　ＡＷＤトランスファー） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰシステム

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー１）

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー２）

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー３）

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー４）
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　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　インテークマニホールドランナーコントロールバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　クーリングファン

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　コールドスタートシステム

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　コールドスタートフューエルポンプ

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰシステム

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー１）

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー２）

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー３）

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　インジェクター（シリンダー４）

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　インテークマニホールドランナーコントロールバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　クーリングファン

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　コールドスタートシステム

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　コールドスタートフューエルポンプ

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＨ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＨ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ：スタティックテスト

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＨ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ：ダイナミックテスト

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＨ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト
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システム 項目名

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＨ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＨ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＨ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＨ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＨ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＨ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＨ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＨ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＨ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＨ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＨ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＨ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＨ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＨ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　コールドスタートシステム

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　コールドスタートフューエルポンプ

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　コールドスタートシステム

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　コールドスタートフューエルポンプ

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料ポンプリレー



●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2022.10)
システム 項目名

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＩ３　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｃｏｌｄ　Ｓｔａｒｔ　Ｆｕｅｌ　Ｉｎｊｅｃｔｏｒ

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＩ３　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＩ３　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＩ３　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＩ３　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＩ３　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＩ３　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＩ３　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　コールドスタートシステム

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＩ３　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　コールドスタートフューエルポンプ

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＩ３　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＩ３　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＩ３　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＩ３　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＩ３　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＩ３　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＩ３　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＩ３　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＩ３　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＩ３　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＩ３　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＩ３　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＩ３　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＩ３　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＩ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｃｏｌｄ　Ｓｔａｒｔ　Ｆｕｅｌ　Ｉｎｊｅｃｔｏｒ

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＩ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＩ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＩ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＩ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＩ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＩ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＩ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　コールドスタートシステム

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＩ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　コールドスタートフューエルポンプ

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＩ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＩ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＩ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＩ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＩ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＩ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＩ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＩ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＩ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＩ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＩ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＩ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＩ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＩ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＩ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ：スタティックテスト

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＩ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ：ダイナミックテスト

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＩ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＩ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＩ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＩ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＩ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＩ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＩ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＩ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＩ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＩ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＩ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＩ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＩ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＩ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＩ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＪ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰシステム

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＪ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＪ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＪ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＪ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＪ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＪ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＪ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター
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システム 項目名

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＪ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＪ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＪ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＪ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＪ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＪ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＪ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＪ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＪ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＪ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＪ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＪ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＪ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＪ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＪ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＪ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＪ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰシステム

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＪ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＪ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＪ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＪ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＪ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＪ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＪ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＪ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＪ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＪ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＪ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＪ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＪ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＪ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＪ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＪ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＪ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＪ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＪ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＪ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＪ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＪ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＪ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＪ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＪ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ：スタティックテスト

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＪ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ：ダイナミックテスト

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＪ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＪ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＪ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＪ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＪ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＪ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＪ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＪ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＪ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＪ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＪ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＪ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＪ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＪ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＪ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＫＮ　エンジンコントロールモジュール） 　１４Ｖ電源モジュール設定値

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＫＮ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰテスト

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＫＮ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＫＮ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＫＮ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰ漏れ検出ポンプ

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＫＮ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰ漏れ検出ポンプスイッチングバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＫＮ　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＫＮ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＫＮ　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル点火時期

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＫＮ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＫＮ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＫＮ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン油圧制御ソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＫＮ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＫＮ　エンジンコントロールモジュール） 　グリルエアシャッター１作動

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＫＮ　エンジンコントロールモジュール） 　グリルエアシャッター２作動

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＫＮ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター
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　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＫＮ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＫＮ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＫＮ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＫＮ　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＫＮ　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＫＮ　エンジンコントロールモジュール） 　圧縮テスト

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＫＮ　エンジンコントロールモジュール） 　点火時期遅延

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＫＮ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料タンク圧力センサーテスト

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＫＮ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＫＮ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料圧力

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＫＮ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料圧力レギュレーター

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＫＮ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＭＤ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＭＤ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＭＤ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＭＤ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＭＤ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＭＤ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＭＤ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＭＤ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＭＤ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＭＤ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＭＤ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＭＤ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　コールドスタートシステム

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＭＤ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　コールドスタートフューエルポンプ

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＭＤ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＭＤ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＭＤ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＭＤ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＭＤ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＭＤ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＭＤ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＭＤ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＭＤ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＭＤ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＭＤ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＭＤ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＭＤ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＭＤ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＭＤ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＭＤ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＭＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＭＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＭＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＭＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＭＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＭＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＭＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＭＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＭＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＭＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＭＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＭＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　コールドスタートシステム

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＭＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　コールドスタートフューエルポンプ

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＭＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＭＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＭＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＭＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＭＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＭＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＭＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＭＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＭＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＭＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＭＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＭＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＭＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＭＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＭＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＭＤ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＭＤ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ：スタティックテスト

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＭＤ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ：ダイナミックテスト

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＭＤ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＭＤ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ
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　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＭＤ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＭＤ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＭＤ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＭＤ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＭＤ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＭＤ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＭＤ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＭＤ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＭＤ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＭＤ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＭＤ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＭＤ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＭＤ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーテスト

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　Ｓｔａｒｔｅｒ　Ｍｏｔｏｒ　Ｒｅｌａｙ

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー１、２、３

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　スターターピニオンソレノイドアクチュエーターリレー

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　トランスミッションアキュムレーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　トランスミッションアキュムレーター圧力リリーフ

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　マスエアフローセンサー供給電圧

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　圧縮テスト

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　触媒テスト

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　点火時期遅延

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーテスト

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　Ｓｔａｒｔｅｒ　Ｍｏｔｏｒ　Ｒｅｌａｙ

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー１、２、３

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）



●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2022.10)
システム 項目名

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　スターターピニオンソレノイドアクチュエーターリレー

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　トランスミッションアキュムレーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　トランスミッションアキュムレーター圧力リリーフ

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　マスエアフローセンサー供給電圧

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　圧縮テスト

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　触媒テスト

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　点火時期遅延

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＵＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ：スタティックテスト

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＵＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ：ダイナミックテスト

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＵＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＵＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＵＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＵＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＵＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＵＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＵＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＵＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＵＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＵＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＵＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＵＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＵＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＵＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＵＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーテスト

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　Ｓｔａｒｔｅｒ　Ｍｏｔｏｒ　Ｒｅｌａｙ

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー１、２、３

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　スターターピニオンソレノイドアクチュエーターリレー

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　セカンダリーエアインジェクションシステム

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　セカンダリーエアインジェクションソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　セカンダリーエアインジェクションポンプリレー

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　トランスミッションアキュムレーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　トランスミッションアキュムレーター圧力リリーフ

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　マスエアフローセンサー供給電圧

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　圧縮テスト

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　触媒テスト

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　点火時期遅延

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）
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システム 項目名

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーテスト

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　Ｓｔａｒｔｅｒ　Ｍｏｔｏｒ　Ｒｅｌａｙ

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー１、２、３

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　スターターピニオンソレノイドアクチュエーターリレー

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　セカンダリーエアインジェクションシステム

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　セカンダリーエアインジェクションソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　セカンダリーエアインジェクションポンプリレー

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　トランスミッションアキュムレーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　トランスミッションアキュムレーター圧力リリーフ

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　マスエアフローセンサー供給電圧

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　圧縮テスト

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　触媒テスト

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　点火時期遅延

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＷＥ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ：スタティックテスト

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＷＥ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ：ダイナミックテスト

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＷＥ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＷＥ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＷＥ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＷＥ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＷＥ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＷＥ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＷＥ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＷＥ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＷＥ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＷＥ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＷＥ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＷＥ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＷＥ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＷＥ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＷＥ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ　パフォーマンステスト

　パワートレイン（１速アクティブトランスファーケース） 　ＡＴＣモーターＢコントロール

　パワートレイン（２．０Ｌ　Ｌ０Ａ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（２．０Ｌ　Ｌ０Ａ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　Ｌ０Ａ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　Ｌ０Ａ　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（２．０Ｌ　Ｌ０Ａ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（２．０Ｌ　Ｌ０Ａ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（２．０Ｌ　Ｌ０Ａ　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（２．０Ｌ　Ｌ０Ａ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー
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システム 項目名

　パワートレイン（２．０Ｌ　Ｌ０Ａ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数

　パワートレイン（２．０Ｌ　Ｌ０Ａ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン油圧制御ソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　Ｌ０Ａ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（２．０Ｌ　Ｌ０Ａ　エンジンコントロールモジュール） 　オートスタート／オートストップ

　パワートレイン（２．０Ｌ　Ｌ０Ａ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファン１

　パワートレイン（２．０Ｌ　Ｌ０Ａ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファン２

　パワートレイン（２．０Ｌ　Ｌ０Ａ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファン３

　パワートレイン（２．０Ｌ　Ｌ０Ａ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファン４

　パワートレイン（２．０Ｌ　Ｌ０Ａ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファン５

　パワートレイン（２．０Ｌ　Ｌ０Ａ　エンジンコントロールモジュール） 　グリルエアシャッターシステム作動

　パワートレイン（２．０Ｌ　Ｌ０Ａ　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（２．０Ｌ　Ｌ０Ａ　エンジンコントロールモジュール） 　スターターリレー

　パワートレイン（２．０Ｌ　Ｌ０Ａ　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（２．０Ｌ　Ｌ０Ａ　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプスピード

　パワートレイン（２．０Ｌ　Ｌ０Ａ　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプトリムリセット

　パワートレイン（２．０Ｌ　Ｌ０Ａ　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（２．０Ｌ　Ｌ０Ａ　エンジンコントロールモジュール） 　圧縮テスト

　パワートレイン（２．０Ｌ　Ｌ０Ａ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　Ｌ０Ａ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（２．０Ｌ　Ｌ０Ａ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（２．０Ｌ　Ｌ０Ａ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（２．０Ｌ　Ｌ０Ａ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（２．０Ｌ　Ｌ０Ａ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料システム減圧

　パワートレイン（２．０Ｌ　Ｌ０Ａ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（２．０Ｌ　Ｌ０Ａ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料圧力

　パワートレイン（２．０Ｌ　Ｌ０Ａ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（２．０Ｌ　Ｌ０Ａ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（２．０Ｌ　Ｌ０Ａ　エンジンコントロールモジュール） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　Ｌ０Ａ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（２．０Ｌ　Ｌ０Ａ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　Ｌ０Ａ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　Ｌ０Ａ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（２．０Ｌ　Ｌ０Ａ　トランスミッションコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（２．０Ｌ　Ｌ０Ａ　トランスミッションコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（２．０Ｌ　Ｌ０Ａ　トランスミッションコントロールモジュール） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（２．０Ｌ　Ｌ０Ａ　トランスミッションコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（２．０Ｌ　Ｌ０Ａ　トランスミッションコントロールモジュール） 　エンジン回転数

　パワートレイン（２．０Ｌ　Ｌ０Ａ　トランスミッションコントロールモジュール） 　エンジン油圧制御ソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　Ｌ０Ａ　トランスミッションコントロールモジュール） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（２．０Ｌ　Ｌ０Ａ　トランスミッションコントロールモジュール） 　オートスタート／オートストップ

　パワートレイン（２．０Ｌ　Ｌ０Ａ　トランスミッションコントロールモジュール） 　クーリングファン１

　パワートレイン（２．０Ｌ　Ｌ０Ａ　トランスミッションコントロールモジュール） 　クーリングファン２

　パワートレイン（２．０Ｌ　Ｌ０Ａ　トランスミッションコントロールモジュール） 　クーリングファン３

　パワートレイン（２．０Ｌ　Ｌ０Ａ　トランスミッションコントロールモジュール） 　クーリングファン４

　パワートレイン（２．０Ｌ　Ｌ０Ａ　トランスミッションコントロールモジュール） 　クーリングファン５

　パワートレイン（２．０Ｌ　Ｌ０Ａ　トランスミッションコントロールモジュール） 　グリルエアシャッターシステム作動

　パワートレイン（２．０Ｌ　Ｌ０Ａ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（２．０Ｌ　Ｌ０Ａ　トランスミッションコントロールモジュール） 　スターターリレー

　パワートレイン（２．０Ｌ　Ｌ０Ａ　トランスミッションコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（２．０Ｌ　Ｌ０Ａ　トランスミッションコントロールモジュール） 　フューエルポンプスピード

　パワートレイン（２．０Ｌ　Ｌ０Ａ　トランスミッションコントロールモジュール） 　フューエルポンプトリムリセット

　パワートレイン（２．０Ｌ　Ｌ０Ａ　トランスミッションコントロールモジュール） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（２．０Ｌ　Ｌ０Ａ　トランスミッションコントロールモジュール） 　圧縮テスト

　パワートレイン（２．０Ｌ　Ｌ０Ａ　トランスミッションコントロールモジュール） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　Ｌ０Ａ　トランスミッションコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（２．０Ｌ　Ｌ０Ａ　トランスミッションコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（２．０Ｌ　Ｌ０Ａ　トランスミッションコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（２．０Ｌ　Ｌ０Ａ　トランスミッションコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（２．０Ｌ　Ｌ０Ａ　トランスミッションコントロールモジュール） 　燃料システム減圧

　パワートレイン（２．０Ｌ　Ｌ０Ａ　トランスミッションコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（２．０Ｌ　Ｌ０Ａ　トランスミッションコントロールモジュール） 　燃料圧力

　パワートレイン（２．０Ｌ　Ｌ０Ａ　トランスミッションコントロールモジュール） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（２．０Ｌ　Ｌ０Ａ　トランスミッションコントロールモジュール） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（２．０Ｌ　Ｌ０Ａ　トランスミッションコントロールモジュール） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インテークマニホールドランナーコントロールバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー
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システム 項目名

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー１、２、３

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　コールドスタートシステム

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　コールドスタートフューエルポンプ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インテークマニホールドランナーコントロールバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー１、２、３

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　コールドスタートシステム

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　コールドスタートフューエルポンプ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＮ　エンジンコントロールモジュール） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＮ　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＮ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＮ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＮ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＮ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー１、２、３
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　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＮ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＮ　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＮ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＮ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＮ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＮ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＮ　エンジンコントロールモジュール） 　スターターリレー

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＮ　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＮ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＮ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＮ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス１インジェクター

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＮ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス２インジェクター

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＮ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス３インジェクター

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＮ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス４インジェクター

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＮ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＮ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＮ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＮ　エンジンコントロールモジュール） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＮ　エンジンコントロールモジュール） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＮ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＮ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ：スタティックテスト

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＮ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ：ダイナミックテスト

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＮ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＮ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＮ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１パフォーマンステスト

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＮ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＮ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＮ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＮ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２　パフォーマンステスト

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＮ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＮ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３　パフォーマンステスト

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＮ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＮ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４　パフォーマンステスト

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＮ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＮ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５　パフォーマンステスト

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＮ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＮ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ　パフォーマンステスト

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＮ　フューエルインジェクターコントロールモジュール） 　高圧燃料カットオフソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＮ　フューエルインジェクターコントロールモジュール） 　代替フューエルポンプ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＮ　フューエルインジェクターコントロールモジュール） 　低圧燃料カットオフソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＮ　フューエルインジェクターコントロールモジュール） 　燃料ヒーターリレー１

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＮ　フューエルインジェクターコントロールモジュール） 　燃料ヒーターリレー２

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＮ　フューエルインジェクターコントロールモジュール） 　燃料ヒーターリレー３

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＳ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＧＲクーラーバイパスバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＳ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＧＲバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＳ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インテークマニホールドランナーコントロールバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＳ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＳ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＳ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン油圧制御ソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＳ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＳ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＳ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー３

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＳ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　グロープラグ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＳ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＳ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＳ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＳ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＳ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＳ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ストップ／スタートシステムテスト

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＳ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ターボチャージャーベーン位置

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＳ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＳ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気フローバルブ位置

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＳ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＳ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料システム

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＳ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＧＲクーラーバイパスバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＳ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＧＲバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＳ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インテークマニホールドランナーコントロールバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＳ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＳ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＳ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン油圧制御ソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＳ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＳ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＳ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー３

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＳ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　グロープラグ
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　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＳ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＳ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＳ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＳ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＳ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＳ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ストップ／スタートシステムテスト

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＳ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ターボチャージャーベーン位置

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＳ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＳ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気フローバルブ位置

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＳ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＳ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料システム

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＳ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＳ　トランスミッションコントロールモジュール） 　クラッチプレッシャーコントロールソレノイドバルブ１

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＳ　トランスミッションコントロールモジュール） 　クラッチプレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＳ　トランスミッションコントロールモジュール） 　クラッチプレッシャーコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＳ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＳ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ２

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＳ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ブレーキバンドプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＳ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＹ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＧＲクーラーバイパスバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＹ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＧＲバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＹ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インテークマニホールドランナーコントロールバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＹ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＹ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＹ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン油圧制御ソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＹ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＹ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＹ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー３

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＹ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　グロープラグ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＹ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＹ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＹ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＹ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＹ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＹ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ターボチャージャー１ウェストゲートソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＹ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ターボチャージャー２ウェストゲートソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＹ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　チャージエアクーラークーリングファン

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＹ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＹ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気フローバルブ位置

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＹ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＹ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＧＲクーラーバイパスバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＹ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＧＲバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＹ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インテークマニホールドランナーコントロールバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＹ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＹ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＹ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン油圧制御ソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＹ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＹ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＹ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー３

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＹ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　グロープラグ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＹ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＹ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＹ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＹ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＹ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＹ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ターボチャージャー１ウェストゲートソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＹ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ターボチャージャー２ウェストゲートソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＹ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　チャージエアクーラークーリングファン

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＹ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＹ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気フローバルブ位置

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＹ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＦＳ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＧＲクーラーバイパスバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＦＳ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＧＲバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＦＳ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＦＳ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＦＳ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＦＳ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン回転数／スロットル

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＦＳ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン油圧制御ソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＦＳ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン冷却ポンプクラッチリレー

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＦＳ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＦＳ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　グロープラグ（シリンダー１）

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＦＳ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　グロープラグ（シリンダー２）

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＦＳ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　グロープラグ（シリンダー３）

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＦＳ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　グロープラグ（シリンダー４）
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システム 項目名

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＦＳ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　グロープラグセルフテスト

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＦＳ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＦＳ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＦＳ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＦＳ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＦＳ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＦＳ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ターボチャージャーベーンポジションアクチュエーター

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＦＳ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ターボチャージャーベーン位置

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＦＳ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ピストンクーリングオイルジェットソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＦＳ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　プライムフューエルポンプ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＦＳ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　リダクタントインジェクションクオリティーテスト

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＦＳ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　リダクタントインジェクター

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＦＳ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　リダクタントシステム漏れテスト

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＦＳ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　リダクタントヒーター１

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＦＳ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　リダクタントヒーター２

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＦＳ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気フローバルブモーター

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＦＳ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気フローバルブ位置

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＦＳ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料ヒーターリレー

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＦＳ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＦＳ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料レール圧力

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＦＳ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター１

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＦＳ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター２

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＦＳ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＧＲクーラーバイパスバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＦＳ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＧＲバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＦＳ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＦＳ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＦＳ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＦＳ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン回転数／スロットル

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＦＳ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン油圧制御ソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＦＳ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン冷却ポンプクラッチリレー

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＦＳ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＦＳ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　グロープラグ（シリンダー１）

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＦＳ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　グロープラグ（シリンダー２）

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＦＳ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　グロープラグ（シリンダー３）

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＦＳ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　グロープラグ（シリンダー４）

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＦＳ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　グロープラグセルフテスト

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＦＳ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＦＳ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＦＳ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＦＳ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＦＳ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＦＳ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ターボチャージャーベーンポジションアクチュエーター

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＦＳ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ターボチャージャーベーン位置

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＦＳ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ピストンクーリングオイルジェットソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＦＳ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　プライムフューエルポンプ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＦＳ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　リダクタントインジェクションクオリティーテスト

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＦＳ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　リダクタントインジェクター

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＦＳ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　リダクタントシステム漏れテスト

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＦＳ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　リダクタントヒーター１

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＦＳ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　リダクタントヒーター２

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＦＳ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気フローバルブモーター

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＦＳ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気フローバルブ位置

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＦＳ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料ヒーターリレー

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＦＳ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＦＳ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料レール圧力

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＦＳ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター１

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＦＳ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター２

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＦＳ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＦＳ　トランスミッションコントロールモジュール） 　クラッチプレッシャーコントロールソレノイドバルブ１

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＦＳ　トランスミッションコントロールモジュール） 　クラッチプレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＦＳ　トランスミッションコントロールモジュール） 　クラッチプレッシャーコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＦＳ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＦＳ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ２

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＦＳ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ブレーキバンドプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＦＳ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン回転数
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システム 項目名

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン油圧制御ソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー３

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー４

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー５

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　圧縮テスト

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス１インジェクター

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス２インジェクター

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス３インジェクター

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス４インジェクター

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料システム減圧

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料圧力

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン油圧制御ソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー３

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー４

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー５

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　圧縮テスト

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス１インジェクター

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス２インジェクター

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス３インジェクター

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス４インジェクター

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料システム減圧

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料圧力

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＨＵ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＨＵ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＨＵ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＨＵ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１パフォーマンステスト

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＨＵ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＨＵ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＨＵ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２
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　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＨＵ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２　パフォーマンステスト

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＨＵ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＨＵ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３　パフォーマンステスト

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＨＵ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＨＵ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４　パフォーマンステスト

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＨＵ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＨＵ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５　パフォーマンステスト

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＨＵ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＨＵ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ　パフォーマンステスト

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＫＭ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＧＲバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＫＭ　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＫＭ　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＫＭ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数／スロットル

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＫＭ　エンジンコントロールモジュール） 　グロープラグ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＫＭ　エンジンコントロールモジュール） 　グロープラグインジケーター

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＫＭ　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＫＭ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料圧力レギュレーター

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＫＭ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料流量レギュレーター

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＬＷ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　ＥＧＲクーラーバイパスバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＬＷ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　ＥＧＲバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＬＷ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＬＷ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　ウェイトトゥスタートインジケーター

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＬＷ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＬＷ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＬＷ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＬＷ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＬＷ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　グロープラグ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＬＷ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＬＷ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　ターボチャージャーベーン位置

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＬＷ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　吸気フローバルブ位置

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＬＷ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　燃料ヒーターリレー

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＬＷ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＬＷ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　ＥＧＲクーラーバイパスバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＬＷ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　ＥＧＲバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＬＷ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＬＷ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　ウェイトトゥスタートインジケーター

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＬＷ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＬＷ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＬＷ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＬＷ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＬＷ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　グロープラグ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＬＷ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＬＷ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　ターボチャージャーベーン位置

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＬＷ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　吸気フローバルブ位置

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＬＷ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　燃料ヒーターリレー

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＬＷ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＬＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＬＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＬＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＬＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１パフォーマンステスト

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＬＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＬＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＬＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＬＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２　パフォーマンステスト

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＬＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＬＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３　パフォーマンステスト

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＬＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＬＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４　パフォーマンステスト

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＬＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＬＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５　パフォーマンステスト

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＬＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＬＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ　パフォーマンステスト

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　ＥＧＲクーラーバイパスバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　ＥＧＲバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　インジェクター１バズテスト

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　インジェクター２バズテスト

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　インジェクター３バズテスト

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　インジェクター４バズテスト

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　インテークマニホールドランナーコントロールバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　エンジン回転数
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　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　エンジン油圧制御ソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　エンジン冷却ポンプクラッチリレー

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　クーリングファン

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　クーリングファン１

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　クーリングファン２

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　クーリングファン３

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー３

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　グロープラグ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　ターボチャージャーベーンポジションソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　吸気フローバルブ位置

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　追加ヒーターリレー１

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　追加ヒーターリレー２

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　燃料システム高圧テスト（エンジン作動）

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　燃料システム高圧テスト（エンジン未作動）

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　燃料ヒーターリレー

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　燃料圧力

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター１

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター１バズテスト

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　燃料圧力降下テスト

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　ＥＧＲクーラーバイパスバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　ＥＧＲバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　インジェクター１バズテスト

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　インジェクター２バズテスト

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　インジェクター３バズテスト

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　インジェクター４バズテスト

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　インテークマニホールドランナーコントロールバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　エンジン油圧制御ソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　エンジン冷却ポンプクラッチリレー

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　クーリングファン

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　クーリングファン１

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　クーリングファン２

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　クーリングファン３

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー３

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　グロープラグ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　ターボチャージャーベーンポジションソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　吸気フローバルブ位置

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　追加ヒーターリレー１

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　追加ヒーターリレー２

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　燃料システム高圧テスト（エンジン作動）

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　燃料システム高圧テスト（エンジン未作動）

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　燃料ヒーターリレー

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　燃料圧力

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター１

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター１バズテスト

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション） 　燃料圧力降下テスト

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＮＰ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＮＰ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ：スタティックテスト

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＮＰ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ：ダイナミックテスト

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＮＰ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＮＰ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＮＰ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１パフォーマンステスト

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＮＰ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＮＰ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＮＰ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＮＰ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２　パフォーマンステスト
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　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＮＰ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＮＰ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３　パフォーマンステスト

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＮＰ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＮＰ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４　パフォーマンステスト

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＮＰ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＮＰ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５　パフォーマンステスト

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＮＰ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＮＰ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ　パフォーマンステスト

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＤ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＤ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＤ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＤ　エンジンコントロールモジュール） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＤ　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＤ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＤ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＤ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＤ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＤ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー１、２、３

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＤ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＤ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＤ　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＤ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＤ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＤ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＤ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＤ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＤ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＤ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＤ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＤ　エンジンコントロールモジュール） 　スターターリレー

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＤ　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＤ　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＤ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＤ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＤ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＤ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＤ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＤ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＤ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス１インジェクター

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＤ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス２インジェクター

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＤ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス３インジェクター

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＤ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス４インジェクター

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＤ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＤ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＤ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＤ　エンジンコントロールモジュール） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＤ　エンジンコントロールモジュール） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＤ　シャーシコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＤ　シャーシコントロールモジュール） 　燃料圧力

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＤ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＤ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＤ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＤ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１パフォーマンステスト

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＤ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＤ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＤ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＤ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２　パフォーマンステスト

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＤ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＤ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３　パフォーマンステスト

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＤ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＤ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４　パフォーマンステスト

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＤ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＤ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５　パフォーマンステスト

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＤ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＤ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ　パフォーマンステスト

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＤ　フューエルポンプコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＤ　フューエルポンプコントロールモジュール） 　燃料圧力

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　ＲＷＤ　プラグインハイブリッド（ＭＲＤ）　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰテスト

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　ＲＷＤ　プラグインハイブリッド（ＭＲＤ）　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　ＲＷＤ　プラグインハイブリッド（ＭＲＤ）　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　ＲＷＤ　プラグインハイブリッド（ＭＲＤ）　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰ漏れ検出ポンプ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　ＲＷＤ　プラグインハイブリッド（ＭＲＤ）　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰ漏れ検出ポンプ－＞ベントソレノイドバルブ漏れテスト

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　ＲＷＤ　プラグインハイブリッド（ＭＲＤ）　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰ漏れ検出ポンプスイッチングバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　ＲＷＤ　プラグインハイブリッド（ＭＲＤ）　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ
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　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　ＲＷＤ　プラグインハイブリッド（ＭＲＤ）　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　ＲＷＤ　プラグインハイブリッド（ＭＲＤ）　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　ＲＷＤ　プラグインハイブリッド（ＭＲＤ）　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　ＲＷＤ　プラグインハイブリッド（ＭＲＤ）　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　ＲＷＤ　プラグインハイブリッド（ＭＲＤ）　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　ＲＷＤ　プラグインハイブリッド（ＭＲＤ）　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン油圧制御ソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　ＲＷＤ　プラグインハイブリッド（ＭＲＤ）　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファン１

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　ＲＷＤ　プラグインハイブリッド（ＭＲＤ）　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファン２

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　ＲＷＤ　プラグインハイブリッド（ＭＲＤ）　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファン３

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　ＲＷＤ　プラグインハイブリッド（ＭＲＤ）　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファン４

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　ＲＷＤ　プラグインハイブリッド（ＭＲＤ）　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファン５

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　ＲＷＤ　プラグインハイブリッド（ＭＲＤ）　エンジンコントロールモジュール） 　グリルエアシャッター１作動

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　ＲＷＤ　プラグインハイブリッド（ＭＲＤ）　エンジンコントロールモジュール） 　グリルエアシャッター２作動

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　ＲＷＤ　プラグインハイブリッド（ＭＲＤ）　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　ＲＷＤ　プラグインハイブリッド（ＭＲＤ）　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　ＲＷＤ　プラグインハイブリッド（ＭＲＤ）　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　ＲＷＤ　プラグインハイブリッド（ＭＲＤ）　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　ＲＷＤ　プラグインハイブリッド（ＭＲＤ）　エンジンコントロールモジュール） 　スターターリレー

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　ＲＷＤ　プラグインハイブリッド（ＭＲＤ）　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　ＲＷＤ　プラグインハイブリッド（ＭＲＤ）　エンジンコントロールモジュール） 　ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　ＲＷＤ　プラグインハイブリッド（ＭＲＤ）　エンジンコントロールモジュール） 　ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　ＲＷＤ　プラグインハイブリッド（ＭＲＤ）　エンジンコントロールモジュール） 　トランスミッションアキュムレーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　ＲＷＤ　プラグインハイブリッド（ＭＲＤ）　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　ＲＷＤ　プラグインハイブリッド（ＭＲＤ）　エンジンコントロールモジュール） 　マスエアフローセンサー供給電圧

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　ＲＷＤ　プラグインハイブリッド（ＭＲＤ）　エンジンコントロールモジュール） 　圧縮テスト

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　ＲＷＤ　プラグインハイブリッド（ＭＲＤ）　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　ＲＷＤ　プラグインハイブリッド（ＭＲＤ）　エンジンコントロールモジュール） 　点火時期遅延

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　ＲＷＤ　プラグインハイブリッド（ＭＲＤ）　エンジンコントロールモジュール） 　燃料システム減圧

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　ＲＷＤ　プラグインハイブリッド（ＭＲＤ）　エンジンコントロールモジュール） 　燃料タンク圧力センサーテスト

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　ＲＷＤ　プラグインハイブリッド（ＭＲＤ）　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　ＲＷＤ　プラグインハイブリッド（ＭＲＤ）　エンジンコントロールモジュール） 　燃料レール圧力

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　ＲＷＤ　プラグインハイブリッド（ＭＲＤ）　エンジンコントロールモジュール） 　燃料圧力

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　ＲＷＤ　プラグインハイブリッド（ＭＲＤ）　エンジンコントロールモジュール） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　ＲＷＤ　プラグインハイブリッド（ＭＲＤ）　エンジンコントロールモジュール） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　ＲＷＤ　プラグインハイブリッド（ＭＲＤ）　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　ＲＷＤ　プラグインハイブリッド（ＭＲＤ）　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１パフォーマンステスト

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　ＲＷＤ　プラグインハイブリッド（ＭＲＤ）　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ２

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　ＲＷＤ　プラグインハイブリッド（ＭＲＤ）　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ２パフォーマンステスト

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　ＲＷＤ　プラグインハイブリッド（ＭＲＤ）　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　ＲＷＤ　プラグインハイブリッド（ＭＲＤ）　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２　パフォーマンステスト

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　ＲＷＤ　プラグインハイブリッド（ＭＲＤ）　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　ＲＷＤ　プラグインハイブリッド（ＭＲＤ）　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３　パフォーマンステスト

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　ＲＷＤ　プラグインハイブリッド（ＭＲＤ）　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　ＲＷＤ　プラグインハイブリッド（ＭＲＤ）　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４　パフォーマンステスト

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　ＲＷＤ　プラグインハイブリッド（ＭＲＤ）　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　ＲＷＤ　プラグインハイブリッド（ＭＲＤ）　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５　パフォーマンステスト

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　ＲＷＤ　プラグインハイブリッド（ＭＲＤ）　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　ＲＷＤ　プラグインハイブリッド（ＭＲＤ）　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ　パフォーマンステスト

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　ＲＷＤ　プラグインハイブリッド（ＭＲＤ）パワートレインコントロールモジュール） 　オートスタート／オートストップ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　ＲＷＤ　プラグインハイブリッド（ＭＲＤ）パワートレインコントロールモジュール） 　ハイブリッド／ＥＶ電動冷却ポンプ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　ＲＷＤ　プラグインハイブリッド（ＭＲＤ）パワートレインコントロールモジュール） 　回生ブレーキ状態

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　ＲＷＤ　プラグインハイブリッド（ＭＲＤ）パワートレインコントロールモジュール） 　補助トランスミッションフルードポンプスピード

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　ＲＷＤ　プラグインハイブリッド（ＭＲＤ）パワートレインコントロールモジュール２） 　エアコンコンプレッサー回転数

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　ＲＷＤ　プラグインハイブリッド（ＭＲＤ）パワートレインコントロールモジュール２） 　クーリングファンモーター

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　ＲＷＤ　プラグインハイブリッド（ＭＲＤ）パワートレインコントロールモジュール２） 　ハイブリッド／ＥＶバッテリーパックアクティブアイソレーションテスト

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　ＲＷＤ　プラグインハイブリッド（ＭＲＤ）パワートレインコントロールモジュール２） 　ハイブリッド／ＥＶバッテリーパックヒーター電源

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　ＲＷＤ　プラグインハイブリッド（ＭＲＤ）パワートレインコントロールモジュール２） 　ハイブリッド／ＥＶバッテリーパックプリチャージコンタクター

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　ＲＷＤ　プラグインハイブリッド（ＭＲＤ）パワートレインコントロールモジュール２） 　ハイブリッド／ＥＶバッテリーパック冷却ポンプ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　ＲＷＤ　プラグインハイブリッド（ＭＲＤ）パワートレインコントロールモジュール２） 　ハイブリッド／ＥＶバッテリーヒーターパッシブアイソレーションテスト

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　ＲＷＤ　プラグインハイブリッド（ＭＲＤ）パワートレインコントロールモジュール２） 　ハイブリッド／ＥＶバッテリー正極コンタクター

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　ＲＷＤ　プラグインハイブリッド（ＭＲＤ）パワートレインコントロールモジュール２） 　ハイブリッド／ＥＶバッテリー負極コンタクター

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　ＲＷＤ　プラグインハイブリッド（ＭＲＤ）パワートレインコントロールモジュール２） 　ハイブリッド／ＥＶ電動冷却ポンプ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　ＲＷＤ　プラグインハイブリッド（ＭＲＤ）パワートレインコントロールモジュール２） 　バッテリーチャージングシステム性能テスト（アクティブテスト）

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　ＲＷＤ　プラグインハイブリッド（ＭＲＤ）パワートレインコントロールモジュール２） 　バッテリーチャージングシステム正極コンタクター

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　ＲＷＤ　プラグインハイブリッド（ＭＲＤ）パワートレインコントロールモジュール２） 　燃料給油口ロック

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　８速（Ｍ５Ｎ）） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　８速（Ｍ５Ｎ）） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　８速（Ｍ５Ｎ）） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　８速（Ｍ５Ｎ）） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　８速（Ｍ５Ｎ）） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　８速（Ｍ５Ｎ）） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　８速（Ｍ５Ｎ）） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　８速（Ｍ５Ｎ）） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　８速（Ｍ５Ｎ）） 　エンジン回転数
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　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　８速（Ｍ５Ｎ）） 　エンジン油圧制御ソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　８速（Ｍ５Ｎ）） 　オートスタート／オートストップ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　８速（Ｍ５Ｎ）） 　クーリングファン１

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　８速（Ｍ５Ｎ）） 　クーリングファン２

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　８速（Ｍ５Ｎ）） 　クーリングファン３

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　８速（Ｍ５Ｎ）） 　クーリングファン４

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　８速（Ｍ５Ｎ）） 　クーリングファン５

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　８速（Ｍ５Ｎ）） 　グリルエアシャッター１作動

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　８速（Ｍ５Ｎ）） 　グリルエアシャッター２作動

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　８速（Ｍ５Ｎ）） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　８速（Ｍ５Ｎ）） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　８速（Ｍ５Ｎ）） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　８速（Ｍ５Ｎ）） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　８速（Ｍ５Ｎ）） 　スターターリレー

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　８速（Ｍ５Ｎ）） 　スロットルポジション

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　８速（Ｍ５Ｎ）） 　ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　８速（Ｍ５Ｎ）） 　ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　８速（Ｍ５Ｎ）） 　トランスミッションアキュムレーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　８速（Ｍ５Ｎ）） 　ヒーター冷却ポンプ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　８速（Ｍ５Ｎ）） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　８速（Ｍ５Ｎ）） 　圧縮テスト

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　８速（Ｍ５Ｎ）） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　８速（Ｍ５Ｎ）） 　点火時期遅延

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　８速（Ｍ５Ｎ）） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　８速（Ｍ５Ｎ）） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　８速（Ｍ５Ｎ）） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　８速（Ｍ５Ｎ）） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　８速（Ｍ５Ｎ）） 　燃料システム減圧

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　８速（Ｍ５Ｎ）） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　８速（Ｍ５Ｎ）） 　燃料圧力

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　８速（Ｍ５Ｎ）） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　８速（Ｍ５Ｎ）） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　８速（Ｍ５Ｎ）） 　放電停止／充電開始

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン油圧制御ソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　オートスタート／オートストップ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン１

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン２

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン３

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン４

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン５

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　グリルエアシャッター１作動

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　グリルエアシャッター２作動

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ヒーター冷却ポンプ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　圧縮テスト

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　点火時期遅延

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料システム減圧

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料圧力

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　放電停止／充電開始
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　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー１）

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー２）

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー１）

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー２）

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン油圧制御ソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　オートスタート／オートストップ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン１

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン２

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン３

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン４

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン５

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　グリルエアシャッター１作動

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　グリルエアシャッター２作動

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス５インジェクター

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス６インジェクター

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ヒーター冷却ポンプ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　圧縮テスト

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク１）

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク２）

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　点火時期遅延

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス１インジェクター

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス２インジェクター

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス３インジェクター

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス４インジェクター

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス５インジェクター

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス６インジェクター

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料システム減圧

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料圧力

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク１）

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク２）

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　放電停止／充電開始

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰテスト

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー１）

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー２）

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー１）

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー２）
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システム 項目名

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル点火時期

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン油圧制御ソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　オートスタート／オートストップ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファン１

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファン２

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファン３

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファン４

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファン５

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー１、２、３

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　グリルエアシャッター１作動

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　グリルエアシャッター２作動

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス５インジェクター

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス６インジェクター

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　スターターリレー

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ（バンク１）

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ（バンク１）

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　ヒーター冷却ポンプ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプスピード

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　マスエアフローセンサー供給電圧

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　圧縮テスト

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク１）

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク２）

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　点火時期遅延

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス１インジェクター

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス２インジェクター

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス３インジェクター

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス４インジェクター

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス５インジェクター

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス６インジェクター

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料システム減圧

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料レール圧力

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料圧力

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料圧力レギュレーター

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク１）

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク２）

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール　６速（ＭＮＭ）） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ：スタティックテスト

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール　６速（ＭＮＭ）） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ：ダイナミックテスト

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール　６速（ＭＮＭ）） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール　６速（ＭＮＭ）） 　シフトソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール　６速（ＭＮＭ）） 　シフトソレノイドバルブ１パフォーマンステスト

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール　６速（ＭＮＭ）） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール　６速（ＭＮＭ）） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール　６速（ＭＮＭ）） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール　６速（ＭＮＭ）） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２　パフォーマンステスト

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール　６速（ＭＮＭ）） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール　６速（ＭＮＭ）） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３　パフォーマンステスト
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　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール　６速（ＭＮＭ）） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール　６速（ＭＮＭ）） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４　パフォーマンステスト

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール　６速（ＭＮＭ）） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール　６速（ＭＮＭ）） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５　パフォーマンステスト

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール　６速（ＭＮＭ）） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール　６速（ＭＮＭ）） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ　パフォーマンステスト

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール　８速（Ｍ５Ｎ）） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール　８速（Ｍ５Ｎ）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ１

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール　８速（Ｍ５Ｎ）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ１電流

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール　８速（Ｍ５Ｎ）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール　８速（Ｍ５Ｎ）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ２電流

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール　８速（Ｍ５Ｎ）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール　８速（Ｍ５Ｎ）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ３電流

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール　８速（Ｍ５Ｎ）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール　８速（Ｍ５Ｎ）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ４電流

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール　８速（Ｍ５Ｎ）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール　８速（Ｍ５Ｎ）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ５電流

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール　８速（Ｍ５Ｎ）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ６

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール　８速（Ｍ５Ｎ）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ６電流

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール　８速（Ｍ５Ｎ）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ７

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール　８速（Ｍ５Ｎ）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ７電流

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール　８速（Ｍ５Ｎ）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ８

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール　８速（Ｍ５Ｎ）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ９

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール　８速（Ｍ５Ｎ）） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール　８速（Ｍ５Ｎ）） 　ハイサイドドライバー２

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール　８速（ＭＲＣ）） 　ＴＣＣソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール　８速（ＭＲＣ）） 　シフトソレノイドバルブ１

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール　８速（ＭＲＣ）） 　シフトソレノイドバルブ２

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール　８速（ＭＲＣ）） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール　８速（ＭＲＣ）） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ１

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール　８速（ＭＲＣ）） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール　８速（ＭＲＣ）） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール　８速（ＭＲＣ）） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール　８速（ＭＲＣ）） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール　８速（ＭＲＣ）） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ６

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール　８速（ＭＲＣ）） 　補助トランスミッションフルードポンプ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール　９速（Ｍ３Ｄ）） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール　９速（Ｍ３Ｄ）） 　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｓｏｌｅｎｏｉｄ　Ｖａｌｖｅ　１０

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール　９速（Ｍ３Ｄ）） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール　９速（Ｍ３Ｄ）） 　トランスミッションアキュムレーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール　９速（Ｍ３Ｄ）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ１

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール　９速（Ｍ３Ｄ）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ１電流

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール　９速（Ｍ３Ｄ）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール　９速（Ｍ３Ｄ）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ２電流

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール　９速（Ｍ３Ｄ）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール　９速（Ｍ３Ｄ）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ３電流

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール　９速（Ｍ３Ｄ）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール　９速（Ｍ３Ｄ）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ４電流

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール　９速（Ｍ３Ｄ）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール　９速（Ｍ３Ｄ）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ５電流

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール　９速（Ｍ３Ｄ）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ６

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール　９速（Ｍ３Ｄ）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ６電流

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール　９速（Ｍ３Ｄ）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ７

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール　９速（Ｍ３Ｄ）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ７電流

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール　９速（Ｍ３Ｄ）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ８

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール　９速（Ｍ３Ｄ）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ８電流

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール　９速（Ｍ３Ｄ）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ９

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール　９速（Ｍ３Ｄ）） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール　９速（Ｍ３Ｄ）） 　ハイサイドドライバー２

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール　９速（Ｍ３Ｔ）） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール　９速（Ｍ３Ｔ）） 　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｓｏｌｅｎｏｉｄ　Ｖａｌｖｅ　１０

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール　９速（Ｍ３Ｔ）） 　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｓｏｌｅｎｏｉｄ　Ｖａｌｖｅ　１１

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール　９速（Ｍ３Ｔ）） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール　９速（Ｍ３Ｔ）） 　トランスミッションアキュムレーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール　９速（Ｍ３Ｔ）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ１

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール　９速（Ｍ３Ｔ）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ１電流

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール　９速（Ｍ３Ｔ）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール　９速（Ｍ３Ｔ）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ２電流

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール　９速（Ｍ３Ｔ）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール　９速（Ｍ３Ｔ）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ３電流

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール　９速（Ｍ３Ｔ）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール　９速（Ｍ３Ｔ）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ４電流

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール　９速（Ｍ３Ｔ）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール　９速（Ｍ３Ｔ）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ５電流
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　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール　９速（Ｍ３Ｔ）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ６

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール　９速（Ｍ３Ｔ）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ６電流

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール　９速（Ｍ３Ｔ）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ７

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール　９速（Ｍ３Ｔ）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ７電流

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール　９速（Ｍ３Ｔ）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ８

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール　９速（Ｍ３Ｔ）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ８電流

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール　９速（Ｍ３Ｔ）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ９

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール　９速（Ｍ３Ｔ）） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール　９速（Ｍ３Ｔ）） 　ハイサイドドライバー２

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール（Ｍ３Ｈ）） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール（Ｍ３Ｈ）） 　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｓｏｌｅｎｏｉｄ　Ｖａｌｖｅ　１０

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール（Ｍ３Ｈ）） 　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｐａｒｋ　Ｖａｌｖｅ　Ｌｏｃｋ　Ｓｏｌｅｎｏｉｄ　Ａｃｔｕａｔｏｒ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール（Ｍ３Ｈ）） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール（Ｍ３Ｈ）） 　トランスミッションアキュムレーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール（Ｍ３Ｈ）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ１

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール（Ｍ３Ｈ）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ１電流

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール（Ｍ３Ｈ）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール（Ｍ３Ｈ）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ２電流

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール（Ｍ３Ｈ）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール（Ｍ３Ｈ）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ３電流

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール（Ｍ３Ｈ）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール（Ｍ３Ｈ）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ４電流

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール（Ｍ３Ｈ）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール（Ｍ３Ｈ）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ５電流

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール（Ｍ３Ｈ）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ６

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール（Ｍ３Ｈ）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ６電流

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール（Ｍ３Ｈ）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ７

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール（Ｍ３Ｈ）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ７電流

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール（Ｍ３Ｈ）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ８

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール（Ｍ３Ｈ）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ８電流

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール（Ｍ３Ｈ）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ９

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール（Ｍ３Ｈ）） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール（Ｍ３Ｈ）） 　ハイサイドドライバー２

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール（その他）） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール（その他）） 　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｓｏｌｅｎｏｉｄ　Ｖａｌｖｅ　１０

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール（その他）） 　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｓｏｌｅｎｏｉｄ　Ｖａｌｖｅ　１１

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール（その他）） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール（その他）） 　トランスミッションアキュムレーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール（その他）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ１

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール（その他）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ１電流

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール（その他）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール（その他）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ２電流

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール（その他）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール（その他）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ３電流

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール（その他）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール（その他）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ４電流

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール（その他）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール（その他）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ５電流

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール（その他）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ６

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール（その他）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ６電流

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール（その他）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ７

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール（その他）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ７電流

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール（その他）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ８

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール（その他）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ８電流

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール（その他）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ９

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール（その他）） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール（その他）） 　ハイサイドドライバー２

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ：スタティックテスト

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ：ダイナミックテスト

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール） 　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｓｏｌｅｎｏｉｄ　Ｖａｌｖｅ　１０

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１パフォーマンステスト

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ２

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ２パフォーマンステスト

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションアキュムレーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ１

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ１電流

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ２電流

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ３
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　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ３電流

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ４電流

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ５電流

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ６

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ６電流

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ７

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ７電流

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ８

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ８電流

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ９

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー２

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２　パフォーマンステスト

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３　パフォーマンステスト

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４　パフォーマンステスト

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５　パフォーマンステスト

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ　パフォーマンステスト

　パワートレイン（２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＧＲクーラーバイパスバルブ

　パワートレイン（２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＧＲバルブ

　パワートレイン（２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インジェクター１バズテスト

　パワートレイン（２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インジェクター２バズテスト

　パワートレイン（２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インジェクター３バズテスト

　パワートレイン（２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インジェクター４バズテスト

　パワートレイン（２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インテークマニホールドランナーコントロールバルブ

　パワートレイン（２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン油圧制御ソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン冷却ポンプクラッチリレー

　パワートレイン（２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン

　パワートレイン（２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー３

　パワートレイン（２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　グロープラグ

　パワートレイン（２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ターボチャージャーベーンポジションソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気フローバルブ位置

　パワートレイン（２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　追加ヒーターリレー１

　パワートレイン（２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　追加ヒーターリレー２

　パワートレイン（２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス

　パワートレイン（２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料システム高圧テスト（エンジン作動）

　パワートレイン（２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料システム高圧テスト（エンジン未作動）

　パワートレイン（２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料ヒーターリレー

　パワートレイン（２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料圧力

　パワートレイン（２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター

　パワートレイン（２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター１

　パワートレイン（２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター１バズテスト

　パワートレイン（２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料圧力降下テスト

　パワートレイン（２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＧＲクーラーバイパスバルブ

　パワートレイン（２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＧＲバルブ

　パワートレイン（２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インジェクター１バズテスト

　パワートレイン（２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インジェクター２バズテスト

　パワートレイン（２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インジェクター３バズテスト

　パワートレイン（２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インジェクター４バズテスト

　パワートレイン（２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インテークマニホールドランナーコントロールバルブ

　パワートレイン（２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン油圧制御ソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン冷却ポンプクラッチリレー

　パワートレイン（２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン
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　パワートレイン（２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー３

　パワートレイン（２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　グロープラグ

　パワートレイン（２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ターボチャージャーベーンポジションソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気フローバルブ位置

　パワートレイン（２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　追加ヒーターリレー１

　パワートレイン（２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　追加ヒーターリレー２

　パワートレイン（２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス

　パワートレイン（２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料システム高圧テスト（エンジン作動）

　パワートレイン（２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料システム高圧テスト（エンジン未作動）

　パワートレイン（２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料ヒーターリレー

　パワートレイン（２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料圧力

　パワートレイン（２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター

　パワートレイン（２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター１

　パワートレイン（２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター１バズテスト

　パワートレイン（２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料圧力降下テスト

　パワートレイン（２．２Ｌ　ＬＮＱ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．２Ｌ　ＬＮＱ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ：スタティックテスト

　パワートレイン（２．２Ｌ　ＬＮＱ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ：ダイナミックテスト

　パワートレイン（２．２Ｌ　ＬＮＱ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト

　パワートレイン（２．２Ｌ　ＬＮＱ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．２Ｌ　ＬＮＱ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１パフォーマンステスト

　パワートレイン（２．２Ｌ　ＬＮＱ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（２．２Ｌ　ＬＮＱ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（２．２Ｌ　ＬＮＱ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（２．２Ｌ　ＬＮＱ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２　パフォーマンステスト

　パワートレイン（２．２Ｌ　ＬＮＱ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（２．２Ｌ　ＬＮＱ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３　パフォーマンステスト

　パワートレイン（２．２Ｌ　ＬＮＱ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（２．２Ｌ　ＬＮＱ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４　パフォーマンステスト

　パワートレイン（２．２Ｌ　ＬＮＱ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（２．２Ｌ　ＬＮＱ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５　パフォーマンステスト

　パワートレイン（２．２Ｌ　ＬＮＱ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．２Ｌ　ＬＮＱ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ　パフォーマンステスト

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　アイドル点火時期

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー１、２、３

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　セカンダリーエアインジェクションソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　セカンダリーエアインジェクションポンプリレー

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　圧縮テスト

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　点火時期遅延

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料システム減圧

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料圧力

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料成分リセット
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システム 項目名

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　アイドル点火時期

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー１、２、３

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　セカンダリーエアインジェクションソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　セカンダリーエアインジェクションポンプリレー

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　圧縮テスト

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　点火時期遅延

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料システム減圧

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料レール圧力

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＡＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＡＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＡＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＡＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１パフォーマンステスト

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＡＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＡＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＡＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＡＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２　パフォーマンステスト

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＡＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＡＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３　パフォーマンステスト

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＡＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＡＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４　パフォーマンステスト

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＡＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＡＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５　パフォーマンステスト

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＡＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＡＦ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ　パフォーマンステスト

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　アイドル点火時期

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー１、２、３

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　点火時期遅延

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）
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システム 項目名

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　アイドル点火時期

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー１、２、３

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　点火時期遅延

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ５　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ５　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ５　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ５　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１パフォーマンステスト

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ５　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ５　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ５　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ５　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２　パフォーマンステスト

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ５　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ５　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３　パフォーマンステスト

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ５　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ５　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４　パフォーマンステスト

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ５　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ５　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５　パフォーマンステスト

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ５　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ５　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ　パフォーマンステスト

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ５　フューエルポンプコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ５　フューエルポンプコントロールモジュール） 　燃料圧力

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ６　エンジンコントロールモジュール） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ６　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ６　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ６　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ６　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ６　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ６　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ６　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ６　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ６　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ６　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ６　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ６　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ６　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ６　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ６　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ６　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ６　エンジンコントロールモジュール） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ６　エンジンコントロールモジュール） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）
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　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　アイドル点火時期

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー１、２、３

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　圧縮テスト

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　点火時期遅延

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　アイドル点火時期

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー１、２、３

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　圧縮テスト

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　点火時期遅延

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ：スタティックテスト

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ：ダイナミックテスト

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１パフォーマンステスト

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２　パフォーマンステスト

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３
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　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３　パフォーマンステスト

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４　パフォーマンステスト

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５　パフォーマンステスト

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ９　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ　パフォーマンステスト

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ９　フューエルポンプコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ９　フューエルポンプコントロールモジュール） 　燃料圧力

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰシステム

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　アイドル点火時期

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー１、２、３

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　フューエルポンプスピード

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　圧縮テスト

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　点火時期遅延

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料システム減圧

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料レール圧力

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰシステム

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　アイドル点火時期

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー１、２、３

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　フューエルポンプスピード

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　圧縮テスト

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　点火時期遅延

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料システム減圧

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料レール圧力

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料制御ループステータス



●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2022.10)
システム 項目名

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰテスト

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル点火時期

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー１、２

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー１、２、３

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール） 　スターターリレー

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプスピード

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール） 　圧縮テスト

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール） 　点火時期遅延

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料システム減圧

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料レール圧力

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料圧力

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料圧力レギュレーター

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ：スタティックテスト

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ：ダイナミックテスト

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１パフォーマンステスト

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２　パフォーマンステスト

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３　パフォーマンステスト

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４　パフォーマンステスト

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５　パフォーマンステスト

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ　パフォーマンステスト

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＰ８　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＰ８　エンジンコントロールモジュール） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＰ８　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＰ８　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＰ８　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＰ８　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＰ８　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＰ８　エンジンコントロールモジュール） 　コールドスタートシステム

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＰ８　エンジンコントロールモジュール） 　コールドスタートフューエルポンプ

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＰ８　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＰ８　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＰ８　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＰ８　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＰ８　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）
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　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＰ８　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＰ８　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＰ８　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＰ８　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＰ８　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＰ８　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＰ８　エンジンコントロールモジュール） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＰ８　エンジンコントロールモジュール） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン油圧制御ソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　オートスタート／オートストップ

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン１

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン２

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン３

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン４

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン５

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　グリルエアシャッター１作動

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　グリルエアシャッター２作動

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　トランスミッションアキュムレーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　圧縮テスト

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　点火時期遅延

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス１インジェクター

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス２インジェクター

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス３インジェクター

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス４インジェクター

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料システム減圧

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料圧力

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン油圧制御ソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　オートスタート／オートストップ

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン１

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン２

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン３

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン４

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン５

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　グリルエアシャッター１作動

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　グリルエアシャッター２作動

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　トランスミッションアキュムレーターソレノイドバルブ
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　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　圧縮テスト

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　点火時期遅延

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス１インジェクター

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス２インジェクター

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス３インジェクター

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス４インジェクター

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料システム減圧

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料圧力

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰテスト

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル点火時期

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン油圧制御ソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファン

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール） 　スターターリレー

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール） 　圧縮テスト

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール） 　点火時期遅延

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料システム減圧

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料レール圧力

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料圧力レギュレーター

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ：スタティックテスト

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ：ダイナミックテスト

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１パフォーマンステスト

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ２

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ２パフォーマンステスト

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ１

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ１電流

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ２電流

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ３電流

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ４電流

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ５電流

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ６

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ６電流

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ７

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ７電流

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ８
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　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ９

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー２

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２　パフォーマンステスト

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３　パフォーマンステスト

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４　パフォーマンステスト

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５　パフォーマンステスト

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ　パフォーマンステスト

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン油圧制御ソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　オートスタート／オートストップ

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン１

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン２

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン３

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン４

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン５

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　グリルエアシャッター１作動

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　グリルエアシャッター２作動

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ヒーター冷却ポンプ

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　圧縮テスト

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　点火時期遅延

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス１インジェクター

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス２インジェクター

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス３インジェクター

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス４インジェクター

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料システム減圧

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料圧力

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン油圧制御ソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　オートスタート／オートストップ

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン１

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン２

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン３

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン４

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン５

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　グリルエアシャッター１作動

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　グリルエアシャッター２作動
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　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ヒーター冷却ポンプ

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　圧縮テスト

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　点火時期遅延

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス１インジェクター

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス２インジェクター

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス３インジェクター

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス４インジェクター

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料システム減圧

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料圧力

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール） 　インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン油圧制御ソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール） 　オートスタート／オートストップ

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファン１

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファン２

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファン３

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファン４

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファン５

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール） 　グリルエアシャッター１作動

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール） 　グリルエアシャッター２作動

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール） 　スターターリレー

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール） 　ヒーター冷却ポンプ

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール） 　圧縮テスト

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール） 　点火時期遅延

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス１インジェクター

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス２インジェクター

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス３インジェクター

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス４インジェクター

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料システム減圧

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料圧力

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ：スタティックテスト

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ：ダイナミックテスト

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１パフォーマンステスト

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２　パフォーマンステスト

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３　パフォーマンステスト

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４
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　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４　パフォーマンステスト

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５　パフォーマンステスト

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ　パフォーマンステスト

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＨ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＧＲクーラーバイパスバルブ

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＨ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＧＲバルブ

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＨ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＨ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＨ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＨ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン回転数／スロットル

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＨ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　グロープラグ（シリンダー１）

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＨ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　グロープラグ（シリンダー２）

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＨ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　グロープラグ（シリンダー３）

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＨ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　グロープラグ（シリンダー４）

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＨ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　グロープラグセルフテスト

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＨ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＨ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＨ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＨ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＨ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＨ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ストップ／スタートシステムテスト

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＨ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ピストンクーリングオイルジェットソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＨ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　プライムフューエルポンプ

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＨ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気フローバルブモーター

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＨ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気フローバルブ位置

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＨ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料システム高圧テスト（エンジン作動）

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＨ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料ヒーターリレー

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＨ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＨ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料レール圧力

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＨ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＧＲクーラーバイパスバルブ

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＧＲバルブ

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン回転数／スロットル

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　グロープラグ（シリンダー１）

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　グロープラグ（シリンダー２）

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　グロープラグ（シリンダー３）

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　グロープラグ（シリンダー４）

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　グロープラグセルフテスト

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ストップ／スタートシステムテスト

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ピストンクーリングオイルジェットソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　プライムフューエルポンプ

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気フローバルブモーター

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気フローバルブ位置

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料システム高圧テスト（エンジン作動）

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料ヒーターリレー

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料レール圧力

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン油圧制御ソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン１

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン２

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン３

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン４

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン５
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　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　グリルエアシャッター１作動

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　グリルエアシャッター２作動

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　セカンダリーエアインジェクションソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　セカンダリーエアインジェクションポンプリレー

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　圧縮テスト

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　点火時期遅延

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス１インジェクター

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス２インジェクター

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス３インジェクター

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス４インジェクター

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料システム減圧

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料圧力

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　エンジン油圧制御ソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　クーリングファン１

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　クーリングファン２

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　クーリングファン３

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　クーリングファン４

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　クーリングファン５

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　グリルエアシャッター１作動

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　グリルエアシャッター２作動

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　セカンダリーエアインジェクションソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　セカンダリーエアインジェクションポンプリレー

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　圧縮テスト

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　点火時期遅延

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス１インジェクター

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス２インジェクター

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス３インジェクター

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス４インジェクター

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　燃料システム減圧

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　燃料圧力

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ：スタティックテスト

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ：ダイナミックテスト

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１パフォーマンステスト
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システム 項目名

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２　パフォーマンステスト

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３　パフォーマンステスト

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４　パフォーマンステスト

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５　パフォーマンステスト

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ　パフォーマンステスト

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＰ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＧＲクーラーバイパスバルブ

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＰ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＧＲバルブ

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＰ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＰ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＰ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＰ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン回転数／スロットル

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＰ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン油圧制御ソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＰ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン冷却ポンプクラッチリレー

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＰ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＰ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＰ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＰ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー３

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＰ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　グロープラグ（シリンダー１）

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＰ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　グロープラグ（シリンダー２）

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＰ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　グロープラグ（シリンダー３）

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＰ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　グロープラグ（シリンダー４）

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＰ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　グロープラグセルフテスト

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＰ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＰ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＰ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＰ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＰ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＰ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ストップ／スタートシステムテスト

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＰ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ターボチャージャーベーンポジションアクチュエーター

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＰ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ターボチャージャーベーン位置

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＰ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ピストンクーリングオイルジェットソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＰ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　プライムフューエルポンプ

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＰ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　リダクタントインジェクションクオリティーテスト

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＰ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　リダクタントインジェクター

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＰ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　リダクタントシステム漏れテスト

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＰ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　リダクタントヒーター１

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＰ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　リダクタントヒーター２

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＰ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気フローバルブモーター

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＰ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気フローバルブ位置

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＰ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料ヒーターリレー

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＰ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＰ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料レール圧力

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＰ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＰ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター１

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＰ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター２

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＰ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＧＲクーラーバイパスバルブ

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＰ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＧＲバルブ

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＰ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＰ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＰ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＰ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン回転数／スロットル

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＰ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン油圧制御ソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＰ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン冷却ポンプクラッチリレー

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＰ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＰ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＰ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＰ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー３

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＰ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　グロープラグ（シリンダー１）

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＰ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　グロープラグ（シリンダー２）

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＰ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　グロープラグ（シリンダー３）

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＰ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　グロープラグ（シリンダー４）

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＰ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　グロープラグセルフテスト

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＰ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＰ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＰ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＰ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＰ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター
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　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＰ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ストップ／スタートシステムテスト

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＰ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ターボチャージャーベーンポジションアクチュエーター

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＰ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ターボチャージャーベーン位置

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＰ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ピストンクーリングオイルジェットソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＰ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　プライムフューエルポンプ

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＰ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　リダクタントインジェクションクオリティーテスト

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＰ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　リダクタントインジェクター

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＰ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　リダクタントシステム漏れテスト

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＰ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　リダクタントヒーター１

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＰ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　リダクタントヒーター２

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＰ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気フローバルブモーター

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＰ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気フローバルブ位置

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＰ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料ヒーターリレー

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＰ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＰ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料レール圧力

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＰ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＰ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター１

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＰ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター２

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＰ２　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＰ２　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＰ２　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＰ２　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１パフォーマンステスト

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＰ２　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ２

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＰ２　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ２パフォーマンステスト

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＰ２　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＰ２　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＰ２　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＰ２　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２　パフォーマンステスト

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＰ２　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＰ２　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３　パフォーマンステスト

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＰ２　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＰ２　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４　パフォーマンステスト

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＰ２　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＰ２　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５　パフォーマンステスト

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＰ２　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＰ２　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ　パフォーマンステスト

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＶＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＧＲバルブ

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＶＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＶＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＶＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＶＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　グロープラグ

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＶＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＶＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気フローバルブ位置

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＶＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料ヒーターリレー

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＶＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＶＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＧＲバルブ

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＶＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＶＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＶＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＶＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　グロープラグ

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＶＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＶＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気フローバルブ位置

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＶＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料ヒーターリレー

　パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＶＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＨ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＧＲバルブ

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＨ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＨ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＨ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＨ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　グロープラグ

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＨ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＨ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ターボチャージャーベーン位置

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＨ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気フローバルブ位置

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＨ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料ヒーターリレー

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＨ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＧＲバルブ

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　グロープラグ

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ターボチャージャーベーン位置

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気フローバルブ位置

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料ヒーターリレー

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料ポンプリレー
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システム 項目名

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＨ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＨ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＨ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＨ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１パフォーマンステスト

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＨ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ２

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＨ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ２パフォーマンステスト

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＨ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＨ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＨ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＨ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２　パフォーマンステスト

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＨ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＨ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３　パフォーマンステスト

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＨ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＨ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４　パフォーマンステスト

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＨ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＨ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５　パフォーマンステスト

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＨ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＨ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ　パフォーマンステスト

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＧＲクーラーバイパスバルブ

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＧＲバルブ

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン回転数／スロットル

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　グロープラグ（シリンダー１）

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　グロープラグ（シリンダー２）

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　グロープラグ（シリンダー３）

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　グロープラグ（シリンダー４）

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　グロープラグセルフテスト

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ストップ／スタートシステムテスト

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ターボチャージャーベーンポジションアクチュエーター

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ターボチャージャーベーン位置

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ピストンクーリングオイルジェットソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　プライムフューエルポンプ

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気フローバルブモーター

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気フローバルブ位置

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料ヒーターリレー

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料レール圧力

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＧＲクーラーバイパスバルブ

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＧＲバルブ

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン回転数／スロットル

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　グロープラグ（シリンダー１）

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　グロープラグ（シリンダー２）

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　グロープラグ（シリンダー３）

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　グロープラグ（シリンダー４）

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　グロープラグセルフテスト

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ストップ／スタートシステムテスト

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ターボチャージャーベーンポジションアクチュエーター

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ターボチャージャーベーン位置

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ピストンクーリングオイルジェットソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　プライムフューエルポンプ

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気フローバルブモーター

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気フローバルブ位置

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料システム高圧テスト（エンジン作動）

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料ヒーターリレー

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料レール圧力

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール） 　ＤＰＦ回生有効
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　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＧＲ

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＧＲクーラーバイパスバルブ

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＧＲバルブ

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール） 　ウェイトトゥスタートインジケーター

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数／スロットル

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファン

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール） 　グリルエアシャッター１作動

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール） 　グロープラグ（シリンダー１）

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール） 　グロープラグ（シリンダー２）

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール） 　グロープラグ（シリンダー３）

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール） 　グロープラグ（シリンダー４）

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール） 　グロープラグセルフテスト

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール） 　ストップ／スタートシステムテスト

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール） 　ターボチャージャーベーンポジションソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール） 　ターボチャージャーベーン位置

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール） 　プライムフューエルポンプ

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール） 　ポジティブクランクケース換気ヒーター

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール） 　リダクタントインジェクション

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール） 　リダクタントインジェクションクオリティーテスト

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール） 　リダクタントシステム漏れテスト

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール） 　リダクタントヒーター１

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール） 　リダクタントヒーター２

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール） 　リダクタントフルードクオリティーテスト

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール） 　リダクタントポンプ

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気フローバルブモーター

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気フローバルブ位置

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料システム高圧テスト（エンジン作動）

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料ヒーターリレー

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料プレッシャーコントロール：レギュレーター１

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料プレッシャーコントロール：レギュレーター２

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料レール圧力

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料圧力レギュレーター１

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料圧力レギュレーター２

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール） 　排気後処理燃料インジェクターフローテスト

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール） 　粒子状物質センサーサービス回生

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ：スタティックテスト

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ：ダイナミックテスト

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１パフォーマンステスト

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ２

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ２パフォーマンステスト

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ１

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ１電流

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ２電流

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ３電流

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ４電流

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ５電流

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ６

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ６電流

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ７

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ７電流

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ８

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ９

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー２

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２　パフォーマンステスト



●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2022.10)
システム 項目名

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３　パフォーマンステスト

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４　パフォーマンステスト

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５　パフォーマンステスト

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ　パフォーマンステスト

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー１）

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー２）

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー１）

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー２）

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　アイドル点火時期

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン１

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン１、２、３

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン２、３

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　圧縮テスト

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク１）

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク２）

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　点火時期遅延

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス１インジェクター

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス２インジェクター

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス３インジェクター

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス４インジェクター

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス５インジェクター

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス６インジェクター

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料システム減圧

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料レール圧力

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク１）

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク２）

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー１）

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー２）

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー１）

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー２）

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　アイドル点火時期

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン１

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン１、２、３

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン２、３

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　圧縮テスト

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク１）

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク２）

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　点火時期遅延

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス１インジェクター

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス２インジェクター

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス３インジェクター

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス４インジェクター

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス５インジェクター

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス６インジェクター

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料システム減圧

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料レール圧力

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料成分リセット
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　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク１）

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク２）

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１パフォーマンステスト

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２　パフォーマンステスト

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３　パフォーマンステスト

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４　パフォーマンステスト

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５　パフォーマンステスト

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ　パフォーマンステスト

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰテスト

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー１）

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー２）

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー１）

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー２）

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　アイドル点火時期

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン１

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン２

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン３

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン４

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン５

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー１、２、３

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス５インジェクター

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス６インジェクター

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　セカンダリーエアインジェクションシステム

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　セカンダリーエアインジェクションソレノイドバルブ

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　セカンダリーエアインジェクションポンプリレー

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　フューエルポンプスピード

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　フューエルポンプトリムリセット

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　圧縮テスト

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク１）

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク２）

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　点火時期遅延

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス１インジェクター

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス２インジェクター

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス３インジェクター

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス４インジェクター

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス５インジェクター

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス６インジェクター

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料システム減圧

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料レール圧力

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料圧力

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク１）

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク２）

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰテスト
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　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー１）

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー２）

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー１）

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー２）

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　アイドル点火時期

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン１

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン２

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン３

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン４

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン５

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー１、２、３

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス５インジェクター

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス６インジェクター

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　セカンダリーエアインジェクションシステム

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　セカンダリーエアインジェクションソレノイドバルブ

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　セカンダリーエアインジェクションポンプリレー

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　フューエルポンプスピード

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　フューエルポンプトリムリセット

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　圧縮テスト

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク１）

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク２）

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　点火時期遅延

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス１インジェクター

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス２インジェクター

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス３インジェクター

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス４インジェクター

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス５インジェクター

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス６インジェクター

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料システム減圧

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料レール圧力

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料圧力

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク１）

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク２）

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰテスト

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー１）

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー２）

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー１）

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー２）

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル点火時期

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー１、２、３

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター
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　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス５インジェクター

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス６インジェクター

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　スターターリレー

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプスピード

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　圧縮テスト

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク１）

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク２）

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　点火時期遅延

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス１インジェクター

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス２インジェクター

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス３インジェクター

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス４インジェクター

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス５インジェクター

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス６インジェクター

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料システム減圧

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料レール圧力

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料圧力

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料圧力レギュレーター

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク１）

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク２）

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ：スタティックテスト

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ：ダイナミックテスト

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１パフォーマンステスト

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２　パフォーマンステスト

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３　パフォーマンステスト

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４　パフォーマンステスト

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５　パフォーマンステスト

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ　パフォーマンステスト

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＧＷ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＧＷ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＧＷ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＧＷ　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＧＷ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー１）

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＧＷ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー２）

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＧＷ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー１）

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＧＷ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー２）

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＧＷ　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＧＷ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＧＷ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＧＷ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン油圧制御ソレノイドバルブ

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＧＷ　エンジンコントロールモジュール） 　オートスタート／オートストップ

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＧＷ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファン１

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＧＷ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファン２

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＧＷ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファン３

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＧＷ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファン４

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＧＷ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファン５

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＧＷ　エンジンコントロールモジュール） 　グリルエアシャッターポジション作動

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＧＷ　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＧＷ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＧＷ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＧＷ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＧＷ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＧＷ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス５インジェクター

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＧＷ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス６インジェクター

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＧＷ　エンジンコントロールモジュール） 　スターターピニオンソレノイドアクチュエーターリレー

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＧＷ　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＧＷ　エンジンコントロールモジュール） 　ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ（バンク１）

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＧＷ　エンジンコントロールモジュール） 　ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ（バンク２）

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＧＷ　エンジンコントロールモジュール） 　ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ（バンク１）



●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2022.10)
システム 項目名

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＧＷ　エンジンコントロールモジュール） 　ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ（バンク２）

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＧＷ　エンジンコントロールモジュール） 　チャージエアクーラー冷却ポンプ

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＧＷ　エンジンコントロールモジュール） 　トランスミッションアキュムレーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＧＷ　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＧＷ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク１）

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＧＷ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク２）

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＧＷ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターパーキングロックテスト（バンク１）

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＧＷ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターパーキングロックテスト（バンク２）

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＧＷ　エンジンコントロールモジュール） 　点火時期遅延

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＧＷ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス１インジェクター

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＧＷ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス２インジェクター

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＧＷ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス３インジェクター

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＧＷ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス４インジェクター

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＧＷ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス５インジェクター

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＧＷ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス６インジェクター

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＧＷ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料システム減圧

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＧＷ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＧＷ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料圧力レギュレーター

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＧＷ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＧＷ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＧＷ　エンジンコントロールモジュール） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク１）

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＧＷ　エンジンコントロールモジュール） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク２）

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＧＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＧＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ１

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＧＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ１電流

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＧＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＧＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ２電流

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＧＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＧＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ３電流

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＧＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＧＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ４電流

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＧＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＧＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ５電流

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＧＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ６

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＧＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ６電流

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＧＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ７

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＧＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ７電流

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＧＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ８

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＧＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ９

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＧＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＧＷ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー２

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ３　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ３　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ３　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ３　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ３　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー１）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ３　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー２）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ３　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー１）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ３　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー２）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ３　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ３　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ３　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ３　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファン１

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ３　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファン２

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ３　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファン３

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ３　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファン４

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ３　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファン５

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ３　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ３　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ３　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ３　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ３　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ３　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス５インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ３　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス６インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ３　エンジンコントロールモジュール） 　スターターリレー

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ３　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ３　エンジンコントロールモジュール） 　ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ（バンク１）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ３　エンジンコントロールモジュール） 　ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ（バンク２）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ３　エンジンコントロールモジュール） 　ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ（バンク１）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ３　エンジンコントロールモジュール） 　ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ（バンク２）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ３　エンジンコントロールモジュール） 　チャージエアクーラー冷却ポンプ

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ３　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ３　エンジンコントロールモジュール） 　圧縮テスト

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ３　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク１）
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システム 項目名

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ３　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク２）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ３　エンジンコントロールモジュール） 　点火時期遅延

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ３　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス１インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ３　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス２インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ３　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス３インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ３　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス４インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ３　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス５インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ３　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス６インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ３　エンジンコントロールモジュール） 　燃料システム減圧

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ３　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ３　エンジンコントロールモジュール） 　燃料レール圧力

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ３　エンジンコントロールモジュール） 　燃料圧力レギュレーター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ３　エンジンコントロールモジュール） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ３　エンジンコントロールモジュール） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ３　エンジンコントロールモジュール） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク１）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ３　エンジンコントロールモジュール） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク２）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰテスト

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー１）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー２）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー１）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー２）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　アイドル点火時期

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　エンジン回転数

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー１、２、３

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１パフォーマンステスト

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ２

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ２パフォーマンステスト

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス５インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス６インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　スターターリレー

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　セカンダリーエアインジェクションシステム

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　セカンダリーエアインジェクションソレノイドバルブ

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　セカンダリーエアインジェクションポンプリレー

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２　パフォーマンステスト

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３　パフォーマンステスト

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４　パフォーマンステスト

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５　パフォーマンステスト

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ　パフォーマンステスト

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　圧縮テスト

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク１）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク２）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　点火時期遅延

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス１インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス２インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス３インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス４インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス５インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス６インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　燃料システム減圧
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　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　燃料レール圧力

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　燃料圧力レギュレーター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク１）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク２）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー１）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー２）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー１）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー２）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン１

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン２

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン３

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン４

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン５

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　グリルエアシャッター１作動

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　グリルエアシャッター２作動

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス５インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス６インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ（バンク１）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ（バンク２）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ（バンク１）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ（バンク２）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　チャージエアクーラー冷却ポンプ

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　フューエルポンプスピード

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　フューエルポンプトリムリセット

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク１）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク２）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　点火時期遅延

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス１インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス２インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス３インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス４インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス５インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス６インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料システム減圧

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料圧力

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク１）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク２）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー１）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー２）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー１）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー２）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン１

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン２

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン３

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン４

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン５
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　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　グリルエアシャッター１作動

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　グリルエアシャッター２作動

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス５インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス６インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ（バンク１）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ（バンク２）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ（バンク１）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ（バンク２）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　チャージエアクーラー冷却ポンプ

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　フューエルポンプスピード

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　フューエルポンプトリムリセット

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク１）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク２）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　点火時期遅延

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス１インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス２インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス３インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス４インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス５インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス６インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料システム減圧

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料圧力

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク１）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク２）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ１

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ１電流

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ２電流

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ３電流

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ４電流

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ５電流

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ６

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ６電流

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ７

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ７電流

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ８

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ９

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー２

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＲ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＲ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＲ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＲ　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＲ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー１）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＲ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー２）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＲ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー１）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＲ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー２）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＲ　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル点火時期

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＲ　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＲ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＲ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＲ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＲ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー１、２、３

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＲ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＲ　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＲ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＲ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＲ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）
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　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＲ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＲ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー５）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＲ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー６）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＲ　エンジンコントロールモジュール） 　スターターリレー

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＲ　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＲ　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＲ　エンジンコントロールモジュール） 　圧縮テスト

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＲ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク１）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＲ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク２）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＲ　エンジンコントロールモジュール） 　高圧燃料カットオフソレノイドバルブ

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＲ　エンジンコントロールモジュール） 　代替燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＲ　エンジンコントロールモジュール） 　代替燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＲ　エンジンコントロールモジュール） 　代替燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＲ　エンジンコントロールモジュール） 　代替燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＲ　エンジンコントロールモジュール） 　代替燃料インジェクターバランス（シリンダー５）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＲ　エンジンコントロールモジュール） 　代替燃料インジェクターバランス（シリンダー６）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＲ　エンジンコントロールモジュール） 　代替燃料シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＲ　エンジンコントロールモジュール） 　代替燃料シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＲ　エンジンコントロールモジュール） 　代替燃料シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＲ　エンジンコントロールモジュール） 　代替燃料シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＲ　エンジンコントロールモジュール） 　代替燃料シリンダーパワーバランス（シリンダー５）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＲ　エンジンコントロールモジュール） 　代替燃料シリンダーパワーバランス（シリンダー６）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＲ　エンジンコントロールモジュール） 　代替燃料圧力レギュレーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＲ　エンジンコントロールモジュール） 　点火時期遅延

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＲ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＲ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＲ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＲ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＲ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー５）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＲ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー６）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＲ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＲ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料モードインジケーター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＲ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料モードセレクトオーバーライド

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＲ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＲ　エンジンコントロールモジュール） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク１）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＲ　エンジンコントロールモジュール） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク２）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＲ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＲ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＲ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＲ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１パフォーマンステスト

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＲ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ２

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＲ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ２パフォーマンステスト

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＲ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＲ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＲ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＲ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２　パフォーマンステスト

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＲ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＲ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３　パフォーマンステスト

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＲ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＲ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４　パフォーマンステスト

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＲ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＲ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５　パフォーマンステスト

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＲ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＲ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ　パフォーマンステスト

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー１）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー２）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー１）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー２）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー３

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー４

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー５

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　グリルエアシャッター１作動

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　グリルエアシャッター２作動

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター
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　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス５インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス６インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　セカンダリーエアインジェクションシステム

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　セカンダリーエアインジェクションソレノイドバルブ

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　セカンダリーエアインジェクションポンプリレー

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　圧縮テスト

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク１）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク２）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　点火時期遅延

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス１インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス２インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス３インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス４インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス５インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス６インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料システム減圧

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料圧力

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク１）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク２）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー１）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー２）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー１）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー２）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー３

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー４

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー５

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　グリルエアシャッター１作動

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　グリルエアシャッター２作動

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス５インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス６インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　セカンダリーエアインジェクションシステム

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　セカンダリーエアインジェクションソレノイドバルブ

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　セカンダリーエアインジェクションポンプリレー

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　圧縮テスト

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク１）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク２）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　点火時期遅延

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス１インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス２インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス３インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス４インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス５インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス６インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料システム減圧

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料圧力

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター
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　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク１）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク２）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰテスト

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー１）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー２）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー１）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー２）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル点火時期

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー１、２、３

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス５インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス６インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　スターターリレー

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　セカンダリーエアインジェクションシステム

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　セカンダリーエアインジェクションソレノイドバルブ

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　セカンダリーエアインジェクションポンプリレー

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプスピード

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　圧縮テスト

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク１）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク２）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　点火時期遅延

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス１インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス２インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス３インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス４インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス５インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス６インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料システム減圧

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料レール圧力

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料圧力

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料圧力レギュレーター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク１）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク２）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１パフォーマンステスト

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ２

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ２パフォーマンステスト

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２　パフォーマンステスト

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３　パフォーマンステスト

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４　パフォーマンステスト

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５　パフォーマンステスト

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ　パフォーマンステスト

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ
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　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー１）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー２）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー１）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー２）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン油圧制御ソレノイドバルブ

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン１

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン２

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン３

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン４

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン５

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　グリルエアシャッター１作動

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　グリルエアシャッター２作動

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス５インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス６インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　圧縮テスト

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク１）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク２）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　点火時期遅延

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス１インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス２インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス３インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス４インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス５インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス６インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料システム減圧

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク１）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク２）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー１）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー２）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー１）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー２）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン油圧制御ソレノイドバルブ

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン１

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン２

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン３

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン４

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン５

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　グリルエアシャッター１作動

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　グリルエアシャッター２作動

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス５インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス６インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　圧縮テスト

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク１）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク２）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　点火時期遅延
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　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス１インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス２インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス３インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス４インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス５インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス６インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料システム減圧

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク１）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク２）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー１）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー２）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー１）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー２）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン油圧制御ソレノイドバルブ

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファン１

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファン２

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファン３

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファン４

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファン５

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール） 　グリルエアシャッター１作動

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール） 　グリルエアシャッター２作動

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス５インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス６インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール） 　圧縮テスト

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク１）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク２）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール） 　点火時期遅延

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス１インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス２インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス３インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス４インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス５インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス６インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料システム減圧

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料圧力レギュレーター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク１）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク２）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　トランスミッションコントロールモジュール） 　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｓｏｌｅｎｏｉｄ　Ｖａｌｖｅ　１０

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　トランスミッションコントロールモジュール） 　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｐａｒｋ　Ｖａｌｖｅ　Ｌｏｃｋ　Ｓｏｌｅｎｏｉｄ　Ａｃｔｕａｔｏｒ

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションアキュムレーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ１

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ１電流

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ２電流

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ３電流

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ４電流

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ５電流

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ６
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　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ６電流

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ７

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ７電流

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ８

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ８電流

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ９

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー２

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー１）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー２）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー１）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー２）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン油圧制御ソレノイドバルブ

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　オートスタート／オートストップ

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン１

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン２

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン３

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン４

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン５

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　グリルエアシャッター１作動

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　グリルエアシャッター２作動

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス５インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス６インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スターターピニオンソレノイドアクチュエーターリレー

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　トランスミッションアキュムレーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ヒーター冷却ポンプ

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　圧縮テスト

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク１）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク２）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　点火時期遅延

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス１インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス２インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス３インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス４インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス５インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス６インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料システム減圧

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク１）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク２）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　放電停止／充電開始

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー１）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー２）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー１）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー２）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン油圧制御ソレノイドバルブ

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　オートスタート／オートストップ

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン１

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン２

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン３

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン４
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　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン５

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　グリルエアシャッター１作動

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　グリルエアシャッター２作動

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス５インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス６インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スターターピニオンソレノイドアクチュエーターリレー

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　トランスミッションアキュムレーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ヒーター冷却ポンプ

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　圧縮テスト

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク１）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク２）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　点火時期遅延

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス１インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス２インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス３インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス４インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス５インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス６インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料システム減圧

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク１）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク２）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　放電停止／充電開始

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー１）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー２）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー１）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー２）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン油圧制御ソレノイドバルブ

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール） 　オートスタート／オートストップ

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファン１

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファン２

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファン３

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファン４

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファン５

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール） 　グリルエアシャッター１作動

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール） 　グリルエアシャッター２作動

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス５インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス６インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール） 　スターターピニオンソレノイドアクチュエーターリレー

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール） 　トランスミッションアキュムレーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール） 　ヒーター冷却ポンプ

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール） 　圧縮テスト

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク１）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク２）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール） 　点火時期遅延

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス１インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス２インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス３インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス４インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス５インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス６インジェクター
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　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料システム減圧

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料圧力レギュレーター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク１）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク２）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール） 　放電停止／充電開始

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣソレノイドバルブ

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｓｏｌｅｎｏｉｄ　Ｖａｌｖｅ　１０

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｐａｒｋ　Ｖａｌｖｅ　Ｌｏｃｋ　Ｓｏｌｅｎｏｉｄ　Ａｃｔｕａｔｏｒ

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１パフォーマンステスト

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ２

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ２パフォーマンステスト

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションアキュムレーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ１

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ１電流

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ２電流

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ３電流

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ４電流

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ５電流

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ６

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ６電流

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ７

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ７電流

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ８

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ８電流

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ９

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー２

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ１

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２　パフォーマンステスト

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３　パフォーマンステスト

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４　パフォーマンステスト

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５　パフォーマンステスト

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ６

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ　パフォーマンステスト

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　トランスミッションコントロールモジュール） 　補助トランスミッションフルードポンプ

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＺ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＺ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＺ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＺ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＺ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー１）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＺ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー２）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＺ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー１）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＺ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー２）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＺ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＺ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＺ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＺ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン油圧制御ソレノイドバルブ

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＺ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　オートスタート／オートストップ

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＺ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン１

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＺ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン２

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＺ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン３

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＺ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン４

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＺ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン５

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＺ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　グリルエアシャッター１作動

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＺ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　グリルエアシャッター２作動

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＺ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＺ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＺ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＺ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター
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　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＺ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＺ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス５インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＺ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス６インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＺ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＺ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＺ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＺ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　圧縮テスト

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＺ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク１）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＺ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク２）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＺ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターパーキングロック（バンク１）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＺ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターパーキングロック（バンク２）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＺ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターパーキングロックソレノイドバルブ（バンク１）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＺ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターパーキングロックソレノイドバルブ（バンク２）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＺ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　点火時期遅延

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＺ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス１インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＺ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス２インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＺ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス３インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＺ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス４インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＺ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス５インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＺ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス６インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＺ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料システム減圧

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＺ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＺ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＺ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＺ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＺ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク１）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＺ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク２）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＺ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＺ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＺ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＺ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＺ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー１）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＺ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー２）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＺ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー１）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＺ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー２）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＺ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＺ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＺ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＺ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン油圧制御ソレノイドバルブ

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＺ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　オートスタート／オートストップ

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＺ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン１

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＺ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン２

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＺ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン３

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＺ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン４

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＺ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン５

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＺ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　グリルエアシャッター１作動

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＺ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　グリルエアシャッター２作動

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＺ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＺ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＺ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＺ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＺ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＺ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス５インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＺ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス６インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＺ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＺ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＺ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＺ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　圧縮テスト

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＺ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク１）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＺ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク２）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＺ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターパーキングロック（バンク１）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＺ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターパーキングロック（バンク２）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＺ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターパーキングロックソレノイドバルブ（バンク１）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＺ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターパーキングロックソレノイドバルブ（バンク２）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＺ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　点火時期遅延

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＺ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス１インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＺ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス２インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＺ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス３インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＺ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス４インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＺ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス５インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＺ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス６インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＺ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料システム減圧

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＺ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＺ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料圧力レギュレーター
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システム 項目名

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＺ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＺ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＺ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク１）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＺ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク２）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＺ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＺ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ１

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＺ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ１電流

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＺ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＺ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ２電流

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＺ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＺ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ３電流

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＺ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＺ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ４電流

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＺ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＺ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ５電流

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＺ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ６

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＺ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ６電流

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＺ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ７

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＺ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ７電流

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＺ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ８

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＺ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ９

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＺ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＺ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー２

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー１）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー２）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー１）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー２）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　アイドル点火時期

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー１、２、３

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス５インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス６インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　圧縮テスト

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク１）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク２）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　点火時期遅延

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス１インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス２インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス３インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス４インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス５インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス６インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク１）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク２）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー１）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー２）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー１）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー２）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　アイドル点火時期

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー１、２、３
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　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス５インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス６インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　圧縮テスト

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク１）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク２）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　点火時期遅延

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス１インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス２インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス３インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス４インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス５インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス６インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク１）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク２）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー１）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー２）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー１）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー２）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール） 　アイドル点火時期

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー１、２、３

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス５インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス６インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール） 　スターターリレー

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール） 　圧縮テスト

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク１）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク２）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール） 　点火時期遅延

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス１インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス２インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス３インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス４インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス５インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス６インジェクター

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク１）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク２）

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１パフォーマンステスト

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ２

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ２パフォーマンステスト

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２　パフォーマンステスト

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３
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　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３　パフォーマンステスト

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４　パフォーマンステスト

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５　パフォーマンステスト

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ　パフォーマンステスト

　パワートレイン（４．３Ｌ　ＬＶ１　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（４．３Ｌ　ＬＶ１　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（４．３Ｌ　ＬＶ１　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（４．３Ｌ　ＬＶ１　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（４．３Ｌ　ＬＶ１　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー１）

　パワートレイン（４．３Ｌ　ＬＶ１　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー２）

　パワートレイン（４．３Ｌ　ＬＶ１　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー１）

　パワートレイン（４．３Ｌ　ＬＶ１　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー２）

　パワートレイン（４．３Ｌ　ＬＶ１　エンジンコントロールモジュール） 　イグニッションＯＮ／スタートスイッチ系統

　パワートレイン（４．３Ｌ　ＬＶ１　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（４．３Ｌ　ＬＶ１　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（４．３Ｌ　ＬＶ１　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数

　パワートレイン（４．３Ｌ　ＬＶ１　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン油圧制御ソレノイドバルブ

　パワートレイン（４．３Ｌ　ＬＶ１　エンジンコントロールモジュール） 　カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（４．３Ｌ　ＬＶ１　エンジンコントロールモジュール） 　カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（４．３Ｌ　ＬＶ１　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファン

　パワートレイン（４．３Ｌ　ＬＶ１　エンジンコントロールモジュール） 　グリルエアシャッター作動

　パワートレイン（４．３Ｌ　ＬＶ１　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（４．３Ｌ　ＬＶ１　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（４．３Ｌ　ＬＶ１　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（４．３Ｌ　ＬＶ１　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（４．３Ｌ　ＬＶ１　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（４．３Ｌ　ＬＶ１　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス５インジェクター

　パワートレイン（４．３Ｌ　ＬＶ１　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス６インジェクター

　パワートレイン（４．３Ｌ　ＬＶ１　エンジンコントロールモジュール） 　スターターリレー

　パワートレイン（４．３Ｌ　ＬＶ１　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（４．３Ｌ　ＬＶ１　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（４．３Ｌ　ＬＶ１　エンジンコントロールモジュール） 　圧縮テスト

　パワートレイン（４．３Ｌ　ＬＶ１　エンジンコントロールモジュール） 　点火時期

　パワートレイン（４．３Ｌ　ＬＶ１　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス１インジェクター

　パワートレイン（４．３Ｌ　ＬＶ１　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス２インジェクター

　パワートレイン（４．３Ｌ　ＬＶ１　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス３インジェクター

　パワートレイン（４．３Ｌ　ＬＶ１　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス４インジェクター

　パワートレイン（４．３Ｌ　ＬＶ１　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス５インジェクター

　パワートレイン（４．３Ｌ　ＬＶ１　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス６インジェクター

　パワートレイン（４．３Ｌ　ＬＶ１　エンジンコントロールモジュール） 　燃料システム減圧

　パワートレイン（４．３Ｌ　ＬＶ１　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（４．３Ｌ　ＬＶ１　エンジンコントロールモジュール） 　燃料レール圧力

　パワートレイン（４．３Ｌ　ＬＶ１　エンジンコントロールモジュール） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（４．３Ｌ　ＬＶ１　トレーラーライティングコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（４．３Ｌ　ＬＶ１　トレーラーライティングコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ１

　パワートレイン（４．３Ｌ　ＬＶ１　トレーラーライティングコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ１電流

　パワートレイン（４．３Ｌ　ＬＶ１　トレーラーライティングコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（４．３Ｌ　ＬＶ１　トレーラーライティングコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ２電流

　パワートレイン（４．３Ｌ　ＬＶ１　トレーラーライティングコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（４．３Ｌ　ＬＶ１　トレーラーライティングコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ３電流

　パワートレイン（４．３Ｌ　ＬＶ１　トレーラーライティングコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（４．３Ｌ　ＬＶ１　トレーラーライティングコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ４電流

　パワートレイン（４．３Ｌ　ＬＶ１　トレーラーライティングコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（４．３Ｌ　ＬＶ１　トレーラーライティングコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ５電流

　パワートレイン（４．３Ｌ　ＬＶ１　トレーラーライティングコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ６

　パワートレイン（４．３Ｌ　ＬＶ１　トレーラーライティングコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ６電流

　パワートレイン（４．３Ｌ　ＬＶ１　トレーラーライティングコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ７

　パワートレイン（４．３Ｌ　ＬＶ１　トレーラーライティングコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ７電流

　パワートレイン（４．３Ｌ　ＬＶ１　トレーラーライティングコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ８

　パワートレイン（４．３Ｌ　ＬＶ１　トレーラーライティングコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ９

　パワートレイン（４．３Ｌ　ＬＶ１　トレーラーライティングコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（４．３Ｌ　ＬＶ１　トレーラーライティングコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー２

　パワートレイン（４．３Ｌ　ＬＶ３　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（４．３Ｌ　ＬＶ３　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（４．３Ｌ　ＬＶ３　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（４．３Ｌ　ＬＶ３　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（４．３Ｌ　ＬＶ３　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー１）

　パワートレイン（４．３Ｌ　ＬＶ３　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー２）

　パワートレイン（４．３Ｌ　ＬＶ３　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー１）

　パワートレイン（４．３Ｌ　ＬＶ３　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー２）

　パワートレイン（４．３Ｌ　ＬＶ３　エンジンコントロールモジュール） 　イグニッションＯＮ／スタートスイッチ系統
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システム 項目名

　パワートレイン（４．３Ｌ　ＬＶ３　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（４．３Ｌ　ＬＶ３　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（４．３Ｌ　ＬＶ３　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数

　パワートレイン（４．３Ｌ　ＬＶ３　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン油圧制御ソレノイドバルブ

　パワートレイン（４．３Ｌ　ＬＶ３　エンジンコントロールモジュール） 　カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（４．３Ｌ　ＬＶ３　エンジンコントロールモジュール） 　カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（４．３Ｌ　ＬＶ３　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファン

　パワートレイン（４．３Ｌ　ＬＶ３　エンジンコントロールモジュール） 　グリルエアシャッター作動

　パワートレイン（４．３Ｌ　ＬＶ３　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（４．３Ｌ　ＬＶ３　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（４．３Ｌ　ＬＶ３　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（４．３Ｌ　ＬＶ３　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（４．３Ｌ　ＬＶ３　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（４．３Ｌ　ＬＶ３　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス５インジェクター

　パワートレイン（４．３Ｌ　ＬＶ３　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス６インジェクター

　パワートレイン（４．３Ｌ　ＬＶ３　エンジンコントロールモジュール） 　スターターリレー

　パワートレイン（４．３Ｌ　ＬＶ３　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（４．３Ｌ　ＬＶ３　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（４．３Ｌ　ＬＶ３　エンジンコントロールモジュール） 　圧縮テスト

　パワートレイン（４．３Ｌ　ＬＶ３　エンジンコントロールモジュール） 　点火時期

　パワートレイン（４．３Ｌ　ＬＶ３　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス１インジェクター

　パワートレイン（４．３Ｌ　ＬＶ３　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス２インジェクター

　パワートレイン（４．３Ｌ　ＬＶ３　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス３インジェクター

　パワートレイン（４．３Ｌ　ＬＶ３　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス４インジェクター

　パワートレイン（４．３Ｌ　ＬＶ３　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス５インジェクター

　パワートレイン（４．３Ｌ　ＬＶ３　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス６インジェクター

　パワートレイン（４．３Ｌ　ＬＶ３　エンジンコントロールモジュール） 　燃料システム減圧

　パワートレイン（４．３Ｌ　ＬＶ３　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（４．３Ｌ　ＬＶ３　エンジンコントロールモジュール） 　燃料レール圧力

　パワートレイン（４．３Ｌ　ＬＶ３　エンジンコントロールモジュール） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（４．３Ｌ　ＬＶ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（４．３Ｌ　ＬＶ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト

　パワートレイン（４．３Ｌ　ＬＶ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１

　パワートレイン（４．３Ｌ　ＬＶ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１パフォーマンステスト

　パワートレイン（４．３Ｌ　ＬＶ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ２

　パワートレイン（４．３Ｌ　ＬＶ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ２パフォーマンステスト

　パワートレイン（４．３Ｌ　ＬＶ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（４．３Ｌ　ＬＶ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（４．３Ｌ　ＬＶ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（４．３Ｌ　ＬＶ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２　パフォーマンステスト

　パワートレイン（４．３Ｌ　ＬＶ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（４．３Ｌ　ＬＶ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３　パフォーマンステスト

　パワートレイン（４．３Ｌ　ＬＶ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（４．３Ｌ　ＬＶ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４　パフォーマンステスト

　パワートレイン（４．３Ｌ　ＬＶ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（４．３Ｌ　ＬＶ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５　パフォーマンステスト

　パワートレイン（４．３Ｌ　ＬＶ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（４．３Ｌ　ＬＶ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ　パフォーマンステスト

　パワートレイン（４．８Ｌ　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（４．８Ｌ　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（４．８Ｌ　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（４．８Ｌ　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー１）

　パワートレイン（４．８Ｌ　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー２）

　パワートレイン（４．８Ｌ　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー１）

　パワートレイン（４．８Ｌ　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー２）

　パワートレイン（４．８Ｌ　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（４．８Ｌ　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（４．８Ｌ　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（４．８Ｌ　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数

　パワートレイン（４．８Ｌ　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（４．８Ｌ　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（４．８Ｌ　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（４．８Ｌ　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（４．８Ｌ　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（４．８Ｌ　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス５インジェクター

　パワートレイン（４．８Ｌ　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス６インジェクター

　パワートレイン（４．８Ｌ　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス７インジェクター

　パワートレイン（４．８Ｌ　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス８インジェクター

　パワートレイン（４．８Ｌ　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　スターターリレー

　パワートレイン（４．８Ｌ　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（４．８Ｌ　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（４．８Ｌ　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス１インジェクター

　パワートレイン（４．８Ｌ　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス２インジェクター

　パワートレイン（４．８Ｌ　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス３インジェクター
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システム 項目名

　パワートレイン（４．８Ｌ　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス４インジェクター

　パワートレイン（４．８Ｌ　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス５インジェクター

　パワートレイン（４．８Ｌ　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス６インジェクター

　パワートレイン（４．８Ｌ　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス７インジェクター

　パワートレイン（４．８Ｌ　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス８インジェクター

　パワートレイン（４．８Ｌ　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（４．８Ｌ　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（４．８Ｌ　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（４．８Ｌ　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（４．８Ｌ　Ｌ２０　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（４．８Ｌ　Ｌ２０　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト

　パワートレイン（４．８Ｌ　Ｌ２０　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１

　パワートレイン（４．８Ｌ　Ｌ２０　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１パフォーマンステスト

　パワートレイン（４．８Ｌ　Ｌ２０　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ２

　パワートレイン（４．８Ｌ　Ｌ２０　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ２パフォーマンステスト

　パワートレイン（４．８Ｌ　Ｌ２０　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（４．８Ｌ　Ｌ２０　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（４．８Ｌ　Ｌ２０　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（４．８Ｌ　Ｌ２０　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２　パフォーマンステスト

　パワートレイン（４．８Ｌ　Ｌ２０　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（４．８Ｌ　Ｌ２０　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３　パフォーマンステスト

　パワートレイン（４．８Ｌ　Ｌ２０　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（４．８Ｌ　Ｌ２０　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４　パフォーマンステスト

　パワートレイン（４．８Ｌ　Ｌ２０　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（４．８Ｌ　Ｌ２０　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５　パフォーマンステスト

　パワートレイン（４．８Ｌ　Ｌ２０　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（４．８Ｌ　Ｌ２０　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ　パフォーマンステスト

　パワートレイン（４ボタン選択可能トランスファーケース） 　２ＷＤハイインジケーターランプ

　パワートレイン（４ボタン選択可能トランスファーケース） 　４ＷＤハイインジケーターランプ

　パワートレイン（４ボタン選択可能トランスファーケース） 　４ＷＤローインジケーターランプ

　パワートレイン（４ボタン選択可能トランスファーケース） 　ＡＴＣモーターＡコントロール

　パワートレイン（４ボタン選択可能トランスファーケース） 　ＡＴＣモーターＢコントロール

　パワートレイン（４ボタン選択可能トランスファーケース） 　オート４ＷＤインジケーターランプ

　パワートレイン（４ボタン選択可能トランスファーケース） 　トランスファーケースロック

　パワートレイン（４ボタン選択可能トランスファーケース） 　ニュートラルインジケーターランプ

　パワートレイン（４ボタン選択可能トランスファーケース） 　フロントアクスル係合

　パワートレイン（４速オートマチックトランスミッション） 　１－２ソレノイド

　パワートレイン（４速オートマチックトランスミッション） 　２－３ソレノイド

　パワートレイン（４速オートマチックトランスミッション） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（４速オートマチックトランスミッション） 　ＴＣＣソレノイド

　パワートレイン（４速オートマチックトランスミッション） 　シフト１－２

　パワートレイン（４速オートマチックトランスミッション） 　シフト２－３

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８３　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８３　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８３　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８３　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８３　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー１）

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８３　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー２）

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８３　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー１）

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８３　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー２）

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８３　エンジンコントロールモジュール） 　イグニッションＯＮ／スタートスイッチ系統

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８３　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８３　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８３　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８３　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン油圧制御ソレノイドバルブ

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８３　エンジンコントロールモジュール） 　カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８３　エンジンコントロールモジュール） 　カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８３　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファン

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８３　エンジンコントロールモジュール） 　グリルエアシャッター作動

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８３　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８３　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８３　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８３　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８３　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８３　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス５インジェクター

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８３　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス６インジェクター

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８３　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス７インジェクター

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８３　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス８インジェクター

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８３　エンジンコントロールモジュール） 　スターターリレー

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８３　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８３　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８３　エンジンコントロールモジュール） 　圧縮テスト

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８３　エンジンコントロールモジュール） 　点火時期

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８３　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス１インジェクター



●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2022.10)
システム 項目名

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８３　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス２インジェクター

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８３　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス３インジェクター

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８３　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス４インジェクター

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８３　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス５インジェクター

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８３　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス６インジェクター

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８３　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス７インジェクター

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８３　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス８インジェクター

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８３　エンジンコントロールモジュール） 　燃料システム減圧

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８３　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８３　エンジンコントロールモジュール） 　燃料レール圧力

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８３　エンジンコントロールモジュール） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８３　トランスミッションコントロールモジュール　６速（ＭＹＣ）） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８３　トランスミッションコントロールモジュール　６速（ＭＹＣ）） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８３　トランスミッションコントロールモジュール　６速（ＭＹＣ）） 　シフトソレノイドバルブ１

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８３　トランスミッションコントロールモジュール　６速（ＭＹＣ）） 　シフトソレノイドバルブ１パフォーマンステスト

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８３　トランスミッションコントロールモジュール　６速（ＭＹＣ）） 　シフトソレノイドバルブ２

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８３　トランスミッションコントロールモジュール　６速（ＭＹＣ）） 　シフトソレノイドバルブ２パフォーマンステスト

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８３　トランスミッションコントロールモジュール　６速（ＭＹＣ）） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８３　トランスミッションコントロールモジュール　６速（ＭＹＣ）） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８３　トランスミッションコントロールモジュール　６速（ＭＹＣ）） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８３　トランスミッションコントロールモジュール　６速（ＭＹＣ）） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２　パフォーマンステスト

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８３　トランスミッションコントロールモジュール　６速（ＭＹＣ）） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８３　トランスミッションコントロールモジュール　６速（ＭＹＣ）） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３　パフォーマンステスト

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８３　トランスミッションコントロールモジュール　６速（ＭＹＣ）） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８３　トランスミッションコントロールモジュール　６速（ＭＹＣ）） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４　パフォーマンステスト

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８３　トランスミッションコントロールモジュール　６速（ＭＹＣ）） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８３　トランスミッションコントロールモジュール　６速（ＭＹＣ）） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５　パフォーマンステスト

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８３　トランスミッションコントロールモジュール　６速（ＭＹＣ）） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８３　トランスミッションコントロールモジュール　６速（ＭＹＣ）） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ　パフォーマンステスト

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８３　トランスミッションコントロールモジュール　８速（Ｍ５Ｕ）） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８３　トランスミッションコントロールモジュール　８速（Ｍ５Ｕ）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ１

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８３　トランスミッションコントロールモジュール　８速（Ｍ５Ｕ）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ１電流

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８３　トランスミッションコントロールモジュール　８速（Ｍ５Ｕ）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８３　トランスミッションコントロールモジュール　８速（Ｍ５Ｕ）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ２電流

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８３　トランスミッションコントロールモジュール　８速（Ｍ５Ｕ）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８３　トランスミッションコントロールモジュール　８速（Ｍ５Ｕ）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ３電流

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８３　トランスミッションコントロールモジュール　８速（Ｍ５Ｕ）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８３　トランスミッションコントロールモジュール　８速（Ｍ５Ｕ）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ４電流

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８３　トランスミッションコントロールモジュール　８速（Ｍ５Ｕ）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８３　トランスミッションコントロールモジュール　８速（Ｍ５Ｕ）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ５電流

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８３　トランスミッションコントロールモジュール　８速（Ｍ５Ｕ）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ６

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８３　トランスミッションコントロールモジュール　８速（Ｍ５Ｕ）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ６電流

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８３　トランスミッションコントロールモジュール　８速（Ｍ５Ｕ）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ７

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８３　トランスミッションコントロールモジュール　８速（Ｍ５Ｕ）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ７電流

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８３　トランスミッションコントロールモジュール　８速（Ｍ５Ｕ）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ８

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８３　トランスミッションコントロールモジュール　８速（Ｍ５Ｕ）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ９

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８３　トランスミッションコントロールモジュール　８速（Ｍ５Ｕ）） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８３　トランスミッションコントロールモジュール　８速（Ｍ５Ｕ）） 　ハイサイドドライバー２

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８３　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８３　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８３　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８３　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１パフォーマンステスト

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８３　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ２

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８３　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ２パフォーマンステスト

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８３　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８３　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８３　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８３　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２　パフォーマンステスト

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８３　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８３　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３　パフォーマンステスト

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８３　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８３　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４　パフォーマンステスト

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８３　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８３　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５　パフォーマンステスト

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８３　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８３　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ　パフォーマンステスト

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　１４Ｖ電源モジュール設定値

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー１）

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー２）

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー１）
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　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー２）

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　イグニッションＯＮ／スタートスイッチ系統

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン油圧制御ソレノイドバルブ

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファン

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　グリルエアシャッター作動

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス５インジェクター

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス６インジェクター

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス７インジェクター

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス８インジェクター

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　スターターリレー

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　圧縮テスト

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　点火時期

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス１インジェクター

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス２インジェクター

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス３インジェクター

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス４インジェクター

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス５インジェクター

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス６インジェクター

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス７インジェクター

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス８インジェクター

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料システム減圧

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料レール圧力

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ１

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ１電流

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ２電流

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ３電流

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ４電流

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ５電流

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ６

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ６電流

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ７

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ７電流

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ８

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ９

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー２

　パワートレイン（５．３Ｌ　ＬＦＴ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（５．３Ｌ　ＬＦＴ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト

　パワートレイン（５．３Ｌ　ＬＦＴ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１

　パワートレイン（５．３Ｌ　ＬＦＴ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１パフォーマンステスト

　パワートレイン（５．３Ｌ　ＬＦＴ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ２

　パワートレイン（５．３Ｌ　ＬＦＴ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ２パフォーマンステスト

　パワートレイン（５．３Ｌ　ＬＦＴ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（５．３Ｌ　ＬＦＴ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（５．３Ｌ　ＬＦＴ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（５．３Ｌ　ＬＦＴ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２　パフォーマンステスト

　パワートレイン（５．３Ｌ　ＬＦＴ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（５．３Ｌ　ＬＦＴ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３　パフォーマンステスト

　パワートレイン（５．３Ｌ　ＬＦＴ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（５．３Ｌ　ＬＦＴ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４　パフォーマンステスト

　パワートレイン（５．３Ｌ　ＬＦＴ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（５．３Ｌ　ＬＦＴ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５　パフォーマンステスト

　パワートレイン（５．３Ｌ　ＬＦＴ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（５．３Ｌ　ＬＦＴ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ　パフォーマンステスト

　パワートレイン（５速オートマチックトランスミッション） 　ＴＣＣ　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド機能
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　パワートレイン（５速オートマチックトランスミッション） 　ＴＣＣ有効ソレノイド

　パワートレイン（５速オートマチックトランスミッション） 　クラッチＰＣソレノイド１機能

　パワートレイン（５速オートマチックトランスミッション） 　クラッチＰＣソレノイド２機能

　パワートレイン（５速オートマチックトランスミッション） 　シフトソレノイド１

　パワートレイン（５速オートマチックトランスミッション） 　シフトソレノイド２

　パワートレイン（５速オートマチックトランスミッション） 　シフトソレノイド３

　パワートレイン（６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー１）

　パワートレイン（６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー２）

　パワートレイン（６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー１）

　パワートレイン（６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー２）

　パワートレイン（６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数

　パワートレイン（６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファン１

　パワートレイン（６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファン２

　パワートレイン（６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファン３

　パワートレイン（６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファン４

　パワートレイン（６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファン５

　パワートレイン（６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス５インジェクター

　パワートレイン（６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス６インジェクター

　パワートレイン（６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス７インジェクター

　パワートレイン（６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス８インジェクター

　パワートレイン（６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダー休止（シリンダー１）

　パワートレイン（６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダー休止（シリンダー４）

　パワートレイン（６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダー休止（シリンダー６）

　パワートレイン（６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダー休止（シリンダー７）

　パワートレイン（６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダー休止システム

　パワートレイン（６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール） 　スターターリレー

　パワートレイン（６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス１インジェクター

　パワートレイン（６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス２インジェクター

　パワートレイン（６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス３インジェクター

　パワートレイン（６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス４インジェクター

　パワートレイン（６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス５インジェクター

　パワートレイン（６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス６インジェクター

　パワートレイン（６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス７インジェクター

　パワートレイン（６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス８インジェクター

　パワートレイン（６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（６．０Ｌ　Ｌ７７　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（６．０Ｌ　Ｌ７７　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト

　パワートレイン（６．０Ｌ　Ｌ７７　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１

　パワートレイン（６．０Ｌ　Ｌ７７　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１パフォーマンステスト

　パワートレイン（６．０Ｌ　Ｌ７７　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ２

　パワートレイン（６．０Ｌ　Ｌ７７　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ２パフォーマンステスト

　パワートレイン（６．０Ｌ　Ｌ７７　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（６．０Ｌ　Ｌ７７　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（６．０Ｌ　Ｌ７７　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（６．０Ｌ　Ｌ７７　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２　パフォーマンステスト

　パワートレイン（６．０Ｌ　Ｌ７７　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（６．０Ｌ　Ｌ７７　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３　パフォーマンステスト

　パワートレイン（６．０Ｌ　Ｌ７７　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（６．０Ｌ　Ｌ７７　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４　パフォーマンステスト

　パワートレイン（６．０Ｌ　Ｌ７７　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（６．０Ｌ　Ｌ７７　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５　パフォーマンステスト

　パワートレイン（６．０Ｌ　Ｌ７７　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（６．０Ｌ　Ｌ７７　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ　パフォーマンステスト

　パワートレイン（６．０Ｌ　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（６．０Ｌ　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（６．０Ｌ　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（６．０Ｌ　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（６．０Ｌ　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー１）

　パワートレイン（６．０Ｌ　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー２）
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システム 項目名

　パワートレイン（６．０Ｌ　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー１）

　パワートレイン（６．０Ｌ　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー２）

　パワートレイン（６．０Ｌ　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（６．０Ｌ　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（６．０Ｌ　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（６．０Ｌ　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数

　パワートレイン（６．０Ｌ　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（６．０Ｌ　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（６．０Ｌ　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（６．０Ｌ　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（６．０Ｌ　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（６．０Ｌ　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス５インジェクター

　パワートレイン（６．０Ｌ　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス６インジェクター

　パワートレイン（６．０Ｌ　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス７インジェクター

　パワートレイン（６．０Ｌ　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス８インジェクター

　パワートレイン（６．０Ｌ　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール） 　スターターリレー

　パワートレイン（６．０Ｌ　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（６．０Ｌ　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ２リレー

　パワートレイン（６．０Ｌ　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（６．０Ｌ　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス１インジェクター

　パワートレイン（６．０Ｌ　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス２インジェクター

　パワートレイン（６．０Ｌ　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス３インジェクター

　パワートレイン（６．０Ｌ　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス４インジェクター

　パワートレイン（６．０Ｌ　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス５インジェクター

　パワートレイン（６．０Ｌ　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス６インジェクター

　パワートレイン（６．０Ｌ　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス７インジェクター

　パワートレイン（６．０Ｌ　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス８インジェクター

　パワートレイン（６．０Ｌ　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（６．０Ｌ　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（６．０Ｌ　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（６．０Ｌ　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（６．０Ｌ　Ｌ９６　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（６．０Ｌ　Ｌ９６　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト

　パワートレイン（６．０Ｌ　Ｌ９６　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１

　パワートレイン（６．０Ｌ　Ｌ９６　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１パフォーマンステスト

　パワートレイン（６．０Ｌ　Ｌ９６　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ２

　パワートレイン（６．０Ｌ　Ｌ９６　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ２パフォーマンステスト

　パワートレイン（６．０Ｌ　Ｌ９６　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（６．０Ｌ　Ｌ９６　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（６．０Ｌ　Ｌ９６　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（６．０Ｌ　Ｌ９６　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２　パフォーマンステスト

　パワートレイン（６．０Ｌ　Ｌ９６　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（６．０Ｌ　Ｌ９６　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３　パフォーマンステスト

　パワートレイン（６．０Ｌ　Ｌ９６　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（６．０Ｌ　Ｌ９６　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４　パフォーマンステスト

　パワートレイン（６．０Ｌ　Ｌ９６　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（６．０Ｌ　Ｌ９６　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５　パフォーマンステスト

　パワートレイン（６．０Ｌ　Ｌ９６　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（６．０Ｌ　Ｌ９６　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ　パフォーマンステスト

　パワートレイン（６．０Ｌ　ＬＣ８　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（６．０Ｌ　ＬＣ８　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（６．０Ｌ　ＬＣ８　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（６．０Ｌ　ＬＣ８　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（６．０Ｌ　ＬＣ８　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー１）

　パワートレイン（６．０Ｌ　ＬＣ８　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー２）

　パワートレイン（６．０Ｌ　ＬＣ８　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー１）

　パワートレイン（６．０Ｌ　ＬＣ８　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー２）

　パワートレイン（６．０Ｌ　ＬＣ８　エンジンコントロールモジュール） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（６．０Ｌ　ＬＣ８　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（６．０Ｌ　ＬＣ８　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（６．０Ｌ　ＬＣ８　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数

　パワートレイン（６．０Ｌ　ＬＣ８　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（６．０Ｌ　ＬＣ８　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（６．０Ｌ　ＬＣ８　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（６．０Ｌ　ＬＣ８　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（６．０Ｌ　ＬＣ８　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（６．０Ｌ　ＬＣ８　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス５インジェクター

　パワートレイン（６．０Ｌ　ＬＣ８　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス６インジェクター

　パワートレイン（６．０Ｌ　ＬＣ８　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス７インジェクター

　パワートレイン（６．０Ｌ　ＬＣ８　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス８インジェクター

　パワートレイン（６．０Ｌ　ＬＣ８　エンジンコントロールモジュール） 　スターターリレー

　パワートレイン（６．０Ｌ　ＬＣ８　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（６．０Ｌ　ＬＣ８　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ２リレー

　パワートレイン（６．０Ｌ　ＬＣ８　エンジンコントロールモジュール） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
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　パワートレイン（６．０Ｌ　ＬＣ８　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス１インジェクター

　パワートレイン（６．０Ｌ　ＬＣ８　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス２インジェクター

　パワートレイン（６．０Ｌ　ＬＣ８　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス３インジェクター

　パワートレイン（６．０Ｌ　ＬＣ８　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス４インジェクター

　パワートレイン（６．０Ｌ　ＬＣ８　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス５インジェクター

　パワートレイン（６．０Ｌ　ＬＣ８　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス６インジェクター

　パワートレイン（６．０Ｌ　ＬＣ８　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス７インジェクター

　パワートレイン（６．０Ｌ　ＬＣ８　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス８インジェクター

　パワートレイン（６．０Ｌ　ＬＣ８　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（６．０Ｌ　ＬＣ８　エンジンコントロールモジュール） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（６．０Ｌ　ＬＣ８　エンジンコントロールモジュール） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（６．０Ｌ　ＬＣ８　エンジンコントロールモジュール） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（６．０Ｌ　ＬＣ８　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（６．０Ｌ　ＬＣ８　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト

　パワートレイン（６．０Ｌ　ＬＣ８　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１

　パワートレイン（６．０Ｌ　ＬＣ８　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１パフォーマンステスト

　パワートレイン（６．０Ｌ　ＬＣ８　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ２

　パワートレイン（６．０Ｌ　ＬＣ８　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ２パフォーマンステスト

　パワートレイン（６．０Ｌ　ＬＣ８　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（６．０Ｌ　ＬＣ８　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（６．０Ｌ　ＬＣ８　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（６．０Ｌ　ＬＣ８　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２　パフォーマンステスト

　パワートレイン（６．０Ｌ　ＬＣ８　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（６．０Ｌ　ＬＣ８　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３　パフォーマンステスト

　パワートレイン（６．０Ｌ　ＬＣ８　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（６．０Ｌ　ＬＣ８　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４　パフォーマンステスト

　パワートレイン（６．０Ｌ　ＬＣ８　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（６．０Ｌ　ＬＣ８　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５　パフォーマンステスト

　パワートレイン（６．０Ｌ　ＬＣ８　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（６．０Ｌ　ＬＣ８　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ　パフォーマンステスト

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８６　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８６　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８６　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８６　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８６　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー１）

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８６　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー２）

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８６　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー１）

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８６　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー２）

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８６　エンジンコントロールモジュール） 　イグニッションＯＮ／スタートスイッチ系統

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８６　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８６　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８６　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８６　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン油圧制御ソレノイドバルブ

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８６　エンジンコントロールモジュール） 　カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８６　エンジンコントロールモジュール） 　カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８６　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファン

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８６　エンジンコントロールモジュール） 　グリルエアシャッター作動

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８６　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８６　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８６　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８６　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８６　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８６　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス５インジェクター

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８６　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス６インジェクター

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８６　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス７インジェクター

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８６　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス８インジェクター

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８６　エンジンコントロールモジュール） 　スターターリレー

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８６　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８６　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８６　エンジンコントロールモジュール） 　圧縮テスト

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８６　エンジンコントロールモジュール） 　点火時期

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８６　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス１インジェクター

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８６　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス２インジェクター

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８６　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス３インジェクター

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８６　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス４インジェクター

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８６　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス５インジェクター

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８６　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス６インジェクター

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８６　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス７インジェクター

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８６　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス８インジェクター

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８６　エンジンコントロールモジュール） 　燃料システム減圧

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８６　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８６　エンジンコントロールモジュール） 　燃料レール圧力

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８６　エンジンコントロールモジュール） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール　６速（ＭＹＣ）） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
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　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール　６速（ＭＹＣ）） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール　６速（ＭＹＣ）） 　シフトソレノイドバルブ１

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール　６速（ＭＹＣ）） 　シフトソレノイドバルブ１パフォーマンステスト

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール　６速（ＭＹＣ）） 　シフトソレノイドバルブ２

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール　６速（ＭＹＣ）） 　シフトソレノイドバルブ２パフォーマンステスト

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール　６速（ＭＹＣ）） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール　６速（ＭＹＣ）） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール　６速（ＭＹＣ）） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール　６速（ＭＹＣ）） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２　パフォーマンステスト

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール　６速（ＭＹＣ）） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール　６速（ＭＹＣ）） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３　パフォーマンステスト

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール　６速（ＭＹＣ）） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール　６速（ＭＹＣ）） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４　パフォーマンステスト

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール　６速（ＭＹＣ）） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール　６速（ＭＹＣ）） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５　パフォーマンステスト

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール　６速（ＭＹＣ）） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール　６速（ＭＹＣ）） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ　パフォーマンステスト

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　シフトソレノイドバルブ１

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　シフトソレノイドバルブ１パフォーマンステスト

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　シフトソレノイドバルブ２

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　シフトソレノイドバルブ２パフォーマンステスト

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２　パフォーマンステスト

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３　パフォーマンステスト

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４　パフォーマンステスト

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５　パフォーマンステスト

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ　パフォーマンステスト

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール　８速（Ｍ５Ｕ）） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール　８速（Ｍ５Ｕ）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ１

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール　８速（Ｍ５Ｕ）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ１電流

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール　８速（Ｍ５Ｕ）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール　８速（Ｍ５Ｕ）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ２電流

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール　８速（Ｍ５Ｕ）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール　８速（Ｍ５Ｕ）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ３電流

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール　８速（Ｍ５Ｕ）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール　８速（Ｍ５Ｕ）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ４電流

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール　８速（Ｍ５Ｕ）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール　８速（Ｍ５Ｕ）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ５電流

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール　８速（Ｍ５Ｕ）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ６

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール　８速（Ｍ５Ｕ）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ６電流

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール　８速（Ｍ５Ｕ）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ７

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール　８速（Ｍ５Ｕ）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ７電流

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール　８速（Ｍ５Ｕ）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ８

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール　８速（Ｍ５Ｕ）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ９

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール　８速（Ｍ５Ｕ）） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール　８速（Ｍ５Ｕ）） 　ハイサイドドライバー２

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール　８速） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール　８速） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ１

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール　８速） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ１電流

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール　８速） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール　８速） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ２電流

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール　８速） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール　８速） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ３電流

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール　８速） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール　８速） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ４電流

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール　８速） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール　８速） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ５電流

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール　８速） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ６

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール　８速） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ６電流

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール　８速） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ７

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール　８速） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ７電流

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール　８速） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ８

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール　８速） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ９

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール　８速） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール　８速） 　ハイサイドドライバー２

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
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　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ１

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ１電流

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ２電流

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ３電流

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ４電流

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ５電流

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ６

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ６電流

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ７

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ７電流

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ８

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ８電流

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ９

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー２

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー１）

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー２）

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー１）

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー２）

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファン

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス５インジェクター

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス６インジェクター

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス７インジェクター

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス８インジェクター

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール） 　スキップシフトソレノイドアクチュエーター

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール） 　スターターリレー

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール） 　リバースインヒビットソレノイドアクチュエーター

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス１インジェクター

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス２インジェクター

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス３インジェクター

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス４インジェクター

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス５インジェクター

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス６インジェクター

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス７インジェクター

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス８インジェクター

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＳ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＳ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＳ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＳ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１パフォーマンステスト

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＳ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ２

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＳ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ２パフォーマンステスト

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＳ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＳ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＳ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＳ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２　パフォーマンステスト

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＳ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＳ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３　パフォーマンステスト

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＳ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＳ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４　パフォーマンステスト

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＳ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＳ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５　パフォーマンステスト

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＳ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＳ３　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ　パフォーマンステスト
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　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー１）

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー２）

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー１）

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー２）

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　イグニッションＯＮ／スタートスイッチ系統

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン油圧制御ソレノイドバルブ

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス５インジェクター

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス６インジェクター

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス７インジェクター

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス８インジェクター

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　圧縮テスト

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　点火時期遅延

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス１インジェクター

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス２インジェクター

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス３インジェクター

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス４インジェクター

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス５インジェクター

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス６インジェクター

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス７インジェクター

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス８インジェクター

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料システム減圧

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料レール圧力

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー１）

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー２）

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー１）

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー２）

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　イグニッションＯＮ／スタートスイッチ系統

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン油圧制御ソレノイドバルブ

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス５インジェクター

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス６インジェクター

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス７インジェクター

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス８インジェクター

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スキップシフトソレノイドアクチュエーター

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　リバースインヒビットソレノイドアクチュエーター

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　圧縮テスト

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　点火時期遅延

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス１インジェクター

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス２インジェクター
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　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス３インジェクター

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス４インジェクター

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス５インジェクター

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス６インジェクター

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス７インジェクター

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス８インジェクター

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料システム減圧

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料レール圧力

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ１

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ１電流

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ２電流

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ３電流

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ４電流

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ５電流

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ６

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ６電流

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ７

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ７電流

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ８

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ９

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ１　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー２

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー１）

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー２）

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー１）

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー２）

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　アイドル点火時期

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　イグニッションＯＮ／スタートスイッチ系統

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン油圧制御ソレノイドバルブ

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス５インジェクター

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス６インジェクター

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス７インジェクター

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス８インジェクター

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダー休止（シリンダー１）

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダー休止（シリンダー４）

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダー休止（シリンダー６）

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダー休止（シリンダー７）

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダー休止システム

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スーパーチャージャーバイパスソレノイドバルブ

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　チャージエアクーラー冷却ポンプ

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　圧縮テスト

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　点火時期遅延

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス１インジェクター

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス２インジェクター

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス３インジェクター

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス４インジェクター

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス５インジェクター

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス６インジェクター

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス７インジェクター
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　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス８インジェクター

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料システム減圧

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料レール圧力

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー１）

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー２）

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー１）

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー２）

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　アイドル点火時期

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　イグニッションＯＮ／スタートスイッチ系統

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン油圧制御ソレノイドバルブ

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス５インジェクター

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス６インジェクター

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス７インジェクター

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス８インジェクター

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダー休止（シリンダー１）

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダー休止（シリンダー４）

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダー休止（シリンダー６）

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダー休止（シリンダー７）

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダー休止システム

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スーパーチャージャーバイパスソレノイドバルブ

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スキップシフトソレノイドアクチュエーター

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　チャージエアクーラー冷却ポンプ

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　リバースインヒビットソレノイドアクチュエーター

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　圧縮テスト

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　点火時期遅延

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス１インジェクター

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス２インジェクター

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス３インジェクター

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス４インジェクター

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス５インジェクター

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス６インジェクター

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス７インジェクター

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス８インジェクター

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料システム減圧

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料レール圧力

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー１）

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー２）

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー１）

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー２）

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール） 　イグニッションＯＮ／スタートスイッチ系統

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン油圧制御ソレノイドバルブ

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール） 　カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール） 　カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファン２０％

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファン４０％
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　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファン５０％

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファン７０％

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファン９０％

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス５インジェクター

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス６インジェクター

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス７インジェクター

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス８インジェクター

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール） 　スーパーチャージャーバイパスソレノイドバルブ

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール） 　スターターリレー

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール） 　チャージエアクーラー冷却ポンプ

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール） 　圧縮テスト

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール） 　点火時期

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス１インジェクター

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス２インジェクター

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス３インジェクター

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス４インジェクター

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス５インジェクター

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス６インジェクター

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス７インジェクター

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス８インジェクター

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール） 　燃料システム減圧

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール） 　燃料レール圧力

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ１

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ１電流

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ２電流

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ３電流

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ４電流

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ５電流

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ６

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ６電流

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ７

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ７電流

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ８

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ８電流

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ９

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー２

　パワートレイン（６．６Ｌ　Ｌ５Ｐ　エンジンコントロールモジュール） 　ＤＰＦ回生有効

　パワートレイン（６．６Ｌ　Ｌ５Ｐ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＧＲクーラーバイパスバルブ

　パワートレイン（６．６Ｌ　Ｌ５Ｐ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＧＲクーラーバイパスモーター

　パワートレイン（６．６Ｌ　Ｌ５Ｐ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＧＲバルブ

　パワートレイン（６．６Ｌ　Ｌ５Ｐ　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（６．６Ｌ　Ｌ５Ｐ　エンジンコントロールモジュール） 　ウェイトトゥスタートインジケーター

　パワートレイン（６．６Ｌ　Ｌ５Ｐ　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（６．６Ｌ　Ｌ５Ｐ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（６．６Ｌ　Ｌ５Ｐ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数／スロットル

　パワートレイン（６．６Ｌ　Ｌ５Ｐ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン油圧制御ソレノイドバルブ

　パワートレイン（６．６Ｌ　Ｌ５Ｐ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファン

　パワートレイン（６．６Ｌ　Ｌ５Ｐ　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（６．６Ｌ　Ｌ５Ｐ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（６．６Ｌ　Ｌ５Ｐ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（６．６Ｌ　Ｌ５Ｐ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（６．６Ｌ　Ｌ５Ｐ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（６．６Ｌ　Ｌ５Ｐ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス５インジェクター

　パワートレイン（６．６Ｌ　Ｌ５Ｐ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス６インジェクター

　パワートレイン（６．６Ｌ　Ｌ５Ｐ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス７インジェクター

　パワートレイン（６．６Ｌ　Ｌ５Ｐ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス８インジェクター

　パワートレイン（６．６Ｌ　Ｌ５Ｐ　エンジンコントロールモジュール） 　ターボチャージャーベーンポジションアクチュエーター

　パワートレイン（６．６Ｌ　Ｌ５Ｐ　エンジンコントロールモジュール） 　ターボチャージャーベーン位置
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システム 項目名

　パワートレイン（６．６Ｌ　Ｌ５Ｐ　エンジンコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（６．６Ｌ　Ｌ５Ｐ　エンジンコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー２

　パワートレイン（６．６Ｌ　Ｌ５Ｐ　エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ２リレー

　パワートレイン（６．６Ｌ　Ｌ５Ｐ　エンジンコントロールモジュール） 　リダクタントインジェクションクオリティーテスト

　パワートレイン（６．６Ｌ　Ｌ５Ｐ　エンジンコントロールモジュール） 　リダクタントインジェクター

　パワートレイン（６．６Ｌ　Ｌ５Ｐ　エンジンコントロールモジュール） 　リダクタントシステム異常警告サービスベイテスト

　パワートレイン（６．６Ｌ　Ｌ５Ｐ　エンジンコントロールモジュール） 　リダクタントシステム漏れテスト

　パワートレイン（６．６Ｌ　Ｌ５Ｐ　エンジンコントロールモジュール） 　リダクタントヒーター１

　パワートレイン（６．６Ｌ　Ｌ５Ｐ　エンジンコントロールモジュール） 　リダクタントヒーター２

　パワートレイン（６．６Ｌ　Ｌ５Ｐ　エンジンコントロールモジュール） 　リダクタントポンプ

　パワートレイン（６．６Ｌ　Ｌ５Ｐ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気フローバルブモーター

　パワートレイン（６．６Ｌ　Ｌ５Ｐ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気フローバルブ位置

　パワートレイン（６．６Ｌ　Ｌ５Ｐ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トランスファーポンプ

　パワートレイン（６．６Ｌ　Ｌ５Ｐ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料ヒーターリレー

　パワートレイン（６．６Ｌ　Ｌ５Ｐ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料プレッシャーコントロール：レギュレーター１

　パワートレイン（６．６Ｌ　Ｌ５Ｐ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料プレッシャーコントロール：レギュレーター２

　パワートレイン（６．６Ｌ　Ｌ５Ｐ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（６．６Ｌ　Ｌ５Ｐ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料圧力

　パワートレイン（６．６Ｌ　Ｌ５Ｐ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料圧力レギュレーター１

　パワートレイン（６．６Ｌ　Ｌ５Ｐ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料圧力レギュレーター２

　パワートレイン（６．６Ｌ　Ｌ５Ｐ　エンジンコントロールモジュール） 　排気後処理燃料インジェクタークリーニング手順

　パワートレイン（６．６Ｌ　Ｌ５Ｐ　エンジンコントロールモジュール） 　排気後処理燃料インジェクターフローテスト

　パワートレイン（６．６Ｌ　Ｌ５Ｐ　エンジンコントロールモジュール） 　粒子状物質センサーサービス回生

　パワートレイン（６．６Ｌ　Ｌ５Ｐ　グロープラグコントロールモジュール） 　グロープラグ

　パワートレイン（６．６Ｌ　Ｌ５Ｐ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（６．６Ｌ　Ｌ５Ｐ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１

　パワートレイン（６．６Ｌ　Ｌ５Ｐ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ２

　パワートレイン（６．６Ｌ　Ｌ５Ｐ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ３

　パワートレイン（６．６Ｌ　Ｌ５Ｐ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（６．６Ｌ　Ｌ５Ｐ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（６．６Ｌ　Ｌ５Ｐ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブコマンド

　パワートレイン（６．６Ｌ　Ｌ５Ｐ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（６．６Ｌ　Ｌ５Ｐ　パワーテイクオフコントロールモジュール） 　ＰＴＯエンジン停止信号

　パワートレイン（６．６Ｌ　Ｌ５Ｐ　パワーテイクオフコントロールモジュール） 　ＰＴＯリレー

　パワートレイン（６．６Ｌ　ＬＧＨ　エンジンコントロールモジュール） 　ＤＰＦ回生有効

　パワートレイン（６．６Ｌ　ＬＧＨ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＧＲ

　パワートレイン（６．６Ｌ　ＬＧＨ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＧＲクーラーバイパスバルブ

　パワートレイン（６．６Ｌ　ＬＧＨ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＧＲクーラーバイパスモーター

　パワートレイン（６．６Ｌ　ＬＧＨ　エンジンコントロールモジュール） 　ＥＧＲバルブ

　パワートレイン（６．６Ｌ　ＬＧＨ　エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（６．６Ｌ　ＬＧＨ　エンジンコントロールモジュール） 　ウェイトトゥスタートインジケーター

　パワートレイン（６．６Ｌ　ＬＧＨ　エンジンコントロールモジュール） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（６．６Ｌ　ＬＧＨ　エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数／スロットル

　パワートレイン（６．６Ｌ　ＬＧＨ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファン

　パワートレイン（６．６Ｌ　ＬＧＨ　エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンソレノイドバルブ

　パワートレイン（６．６Ｌ　ＬＧＨ　エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（６．６Ｌ　ＬＧＨ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（６．６Ｌ　ＬＧＨ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（６．６Ｌ　ＬＧＨ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（６．６Ｌ　ＬＧＨ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（６．６Ｌ　ＬＧＨ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス５インジェクター

　パワートレイン（６．６Ｌ　ＬＧＨ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス６インジェクター

　パワートレイン（６．６Ｌ　ＬＧＨ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス７インジェクター

　パワートレイン（６．６Ｌ　ＬＧＨ　エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス８インジェクター

　パワートレイン（６．６Ｌ　ＬＧＨ　エンジンコントロールモジュール） 　ターボチャージャーベーンポジションソレノイドバルブ

　パワートレイン（６．６Ｌ　ＬＧＨ　エンジンコントロールモジュール） 　ターボチャージャーベーン位置

　パワートレイン（６．６Ｌ　ＬＧＨ　エンジンコントロールモジュール） 　パイロット噴射バランス手順１インジェクター

　パワートレイン（６．６Ｌ　ＬＧＨ　エンジンコントロールモジュール） 　パイロット噴射バランス手順２インジェクター

　パワートレイン（６．６Ｌ　ＬＧＨ　エンジンコントロールモジュール） 　パイロット噴射バランス手順３インジェクター

　パワートレイン（６．６Ｌ　ＬＧＨ　エンジンコントロールモジュール） 　パイロット噴射バランス手順４インジェクター

　パワートレイン（６．６Ｌ　ＬＧＨ　エンジンコントロールモジュール） 　パイロット噴射バランス手順５インジェクター

　パワートレイン（６．６Ｌ　ＬＧＨ　エンジンコントロールモジュール） 　パイロット噴射バランス手順６インジェクター

　パワートレイン（６．６Ｌ　ＬＧＨ　エンジンコントロールモジュール） 　パイロット噴射バランス手順７インジェクター

　パワートレイン（６．６Ｌ　ＬＧＨ　エンジンコントロールモジュール） 　パイロット噴射バランス手順８インジェクター

　パワートレイン（６．６Ｌ　ＬＧＨ　エンジンコントロールモジュール） 　リダクタントインジェクションクオリティーテスト

　パワートレイン（６．６Ｌ　ＬＧＨ　エンジンコントロールモジュール） 　リダクタントインジェクター

　パワートレイン（６．６Ｌ　ＬＧＨ　エンジンコントロールモジュール） 　リダクタントシステム異常警告サービスベイテスト

　パワートレイン（６．６Ｌ　ＬＧＨ　エンジンコントロールモジュール） 　リダクタントシステム漏れテスト

　パワートレイン（６．６Ｌ　ＬＧＨ　エンジンコントロールモジュール） 　リダクタントパージバルブ

　パワートレイン（６．６Ｌ　ＬＧＨ　エンジンコントロールモジュール） 　リダクタントフルードクオリティーテスト

　パワートレイン（６．６Ｌ　ＬＧＨ　エンジンコントロールモジュール） 　リダクタントポンプ

　パワートレイン（６．６Ｌ　ＬＧＨ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気フローバルブモーター

　パワートレイン（６．６Ｌ　ＬＧＨ　エンジンコントロールモジュール） 　吸気フローバルブ位置

　パワートレイン（６．６Ｌ　ＬＧＨ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料トランスファーポンプ
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　パワートレイン（６．６Ｌ　ＬＧＨ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（６．６Ｌ　ＬＧＨ　エンジンコントロールモジュール） 　燃料圧力

　パワートレイン（６．６Ｌ　ＬＧＨ　エンジンコントロールモジュール） 　排気後処理燃料インジェクター

　パワートレイン（６．６Ｌ　ＬＧＨ　エンジンコントロールモジュール） 　排気後処理燃料インジェクターフローテスト

　パワートレイン（６．６Ｌ　ＬＧＨ　グロープラグコントロールモジュール） 　グロープラグ

　パワートレイン（６．６Ｌ　ＬＧＨ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（６．６Ｌ　ＬＧＨ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト

　パワートレイン（６．６Ｌ　ＬＧＨ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１

　パワートレイン（６．６Ｌ　ＬＧＨ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１パフォーマンステスト

　パワートレイン（６．６Ｌ　ＬＧＨ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ２

　パワートレイン（６．６Ｌ　ＬＧＨ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ２パフォーマンステスト

　パワートレイン（６．６Ｌ　ＬＧＨ　トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（６．６Ｌ　ＬＧＨ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（６．６Ｌ　ＬＧＨ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（６．６Ｌ　ＬＧＨ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２　パフォーマンステスト

　パワートレイン（６．６Ｌ　ＬＧＨ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（６．６Ｌ　ＬＧＨ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３　パフォーマンステスト

　パワートレイン（６．６Ｌ　ＬＧＨ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（６．６Ｌ　ＬＧＨ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４　パフォーマンステスト

　パワートレイン（６．６Ｌ　ＬＧＨ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（６．６Ｌ　ＬＧＨ　トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５　パフォーマンステスト

　パワートレイン（６．６Ｌ　ＬＧＨ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（６．６Ｌ　ＬＧＨ　トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ　パフォーマンステスト

　パワートレイン（ＡＴ（オートマチックトランスアクスル）） 　１－２ソレノイド

　パワートレイン（ＡＴ（オートマチックトランスアクスル）） 　２－３ソレノイド

　パワートレイン（ＡＴ（オートマチックトランスアクスル）） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド

　パワートレイン（ＡＴ（オートマチックトランスアクスル）） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（ＡＴ（オートマチックトランスアクスル）） 　シフトトランスミッション

　パワートレイン（ＡＴ（オートマチックトランスミッション）） 　１－２ソレノイド

　パワートレイン（ＡＴ（オートマチックトランスミッション）） 　２－３ソレノイド

　パワートレイン（ＡＴ（オートマチックトランスミッション）） 　４－５ソレノイド

　パワートレイン（ＡＴ（オートマチックトランスミッション）） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド

　パワートレイン（ＡＴ（オートマチックトランスミッション）） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド２

　パワートレイン（ＡＴ（オートマチックトランスミッション）） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド３

　パワートレイン（ＡＴ（オートマチックトランスミッション）） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド４

　パワートレイン（ＡＴ（オートマチックトランスミッション）） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド５

　パワートレイン（ＡＴ（オートマチックトランスミッション）） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（ＡＴ（オートマチックトランスミッション）） 　シフトソレノイド１

　パワートレイン（ＡＴ（オートマチックトランスミッション）） 　シフトソレノイド２

　パワートレイン（ＡＴ（オートマチックトランスミッション）） 　シフトトランスミッション

　パワートレイン（ＡＴ（オートマチックトランスミッション）） 　トランスミッション適応リセット

　パワートレイン（ＡＴ（オートマチックトランスミッション）） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（ＡＴ（オートマチックトランスミッション）） 　ハイサイドドライバー２

　パワートレイン（Ｍ９２　トランスミッションコントロールモジュール　４速） 　１－２ソレノイド

　パワートレイン（Ｍ９２　トランスミッションコントロールモジュール　４速） 　２－３ソレノイド

　パワートレイン（Ｍ９２　トランスミッションコントロールモジュール　４速） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（ＭＦＡ　４速　オートマチック） 　ＴＣＣ　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイドエレクトリカル

　パワートレイン（ＭＦＡ　４速　オートマチック） 　シフトソレノイド１

　パワートレイン（ＭＦＡ　４速　オートマチック） 　シフトソレノイド２

　パワートレイン（ＭＦＡ　４速　オートマチック） 　ホールドモードランプ

　パワートレイン（ＭＦＡ　トランスミッションコントロールモジュール　４速） 　ＥＤＳ３　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイドエレクトリカル

　パワートレイン（ＭＦＡ　トランスミッションコントロールモジュール　４速） 　ＥＤＳ４　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイドエレクトリカル

　パワートレイン（ＭＦＡ　トランスミッションコントロールモジュール　４速） 　ＥＤＳ５　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイドエレクトリカル

　パワートレイン（ＭＦＡ　トランスミッションコントロールモジュール　４速） 　ＥＤＳ６　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイドエレクトリカル

　パワートレイン（ＭＦＡ　トランスミッションコントロールモジュール　４速） 　シフトソレノイド１

　パワートレイン（ＭＦＡ　トランスミッションコントロールモジュール　４速） 　シフトソレノイド２

　パワートレイン（ＭＦＡ　トランスミッションコントロールモジュール　４速） 　トランスミッション適応リセット

　パワートレイン（ＭＦＡ　トランスミッションコントロールモジュール　４速） 　ホールドモードランプ

　パワートレイン（ＭＦＡ　トランスミッションコントロールモジュール　４速） 　電源モードランプ

　パワートレイン（ＭＬ４　ＭＬＱ　４速オートマチックトランスミッション） 　ＴＣＣ　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイドエレクトリカル

　パワートレイン（ＭＬ４　ＭＬＱ　４速オートマチックトランスミッション） 　シフトソレノイド１

　パワートレイン（ＭＬ４　ＭＬＱ　４速オートマチックトランスミッション） 　シフトソレノイド２

　パワートレイン（ＭＬ４　ＭＬＱ　４速オートマチックトランスミッション） 　ホールドモードランプ

　パワートレイン（ＭＬ４　ＭＬＱ　トランスミッションコントロールモジュール　４速） 　１－２ソレノイド

　パワートレイン（ＭＬ４　ＭＬＱ　トランスミッションコントロールモジュール　４速） 　２－３ソレノイド

　パワートレイン（ＭＬ４　ＭＬＱ　トランスミッションコントロールモジュール　４速） 　ＴＣＣ　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイドエレクトリカル

　パワートレイン（ＭＬ４　ＭＬＱ　トランスミッションコントロールモジュール　４速） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（ＭＬ４　ＭＬＱ　トランスミッションコントロールモジュール　４速） 　シフトソレノイド１

　パワートレイン（ＭＬ４　ＭＬＱ　トランスミッションコントロールモジュール　４速） 　シフトソレノイド２

　パワートレイン（ＭＬ４　ＭＬＱ　トランスミッションコントロールモジュール　４速） 　ホールドモードランプ

　パワートレイン（ＭＬＳ　４速　オートマチック） 　ＥＤＳ３　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイドエレクトリカル

　パワートレイン（ＭＬＳ　４速　オートマチック） 　ＥＤＳ４　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイドエレクトリカル

　パワートレイン（ＭＬＳ　４速　オートマチック） 　ＥＤＳ５　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイドエレクトリカル

　パワートレイン（ＭＬＳ　４速　オートマチック） 　ＥＤＳ６　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイドエレクトリカル
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　パワートレイン（ＭＬＳ　４速　オートマチック） 　シフトソレノイド１

　パワートレイン（ＭＬＳ　４速　オートマチック） 　シフトソレノイド２

　パワートレイン（ＭＬＳ　４速　オートマチック） 　ホールドモードランプ

　パワートレイン（ＭＬＳ　４速　オートマチック） 　電源モードランプ

　パワートレイン（アクセサリーパワーモジュール） 　ＡＰＭセットポイントコントロール

　パワートレイン（アクセサリーパワーモジュール） 　ジャンプアシスト

　パワートレイン（アクセサリーパワーモジュール） 　中間電圧

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＧＲバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰシステム

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　アイドル回転数制御アクチュエーター

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　アイドル点火時期

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン回転数／スロットル

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　エンジン油圧制御ソレノイドバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　オートスタート／オートストップ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン１

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン２

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン３

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン４

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファン５

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー１、２、３

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　トランスミッションアキュムレーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　マスエアフローセンサー供給電圧

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　圧縮テスト

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　点火時期遅延

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス１インジェクター

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス２インジェクター

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス３インジェクター

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス４インジェクター

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料システム減圧

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料レール圧力

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　冷却ポンプクラッチ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション） 　冷却ポンプクラッチ診断情報消去

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＧＲバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰシステム



●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2022.10)
システム 項目名

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　アイドル回転数制御アクチュエーター

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　アイドル点火時期

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インストルメントパネルインジケーター

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン回転数

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン回転数／スロットル

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　エンジン油圧制御ソレノイドバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　オートスタート／オートストップ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン１

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン２

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン３

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン４

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファン５

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー１、２、３

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スターターリレー

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　スロットルポジション

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　トランスミッションアキュムレーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　マスエアフローセンサー供給電圧

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　圧縮テスト

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　点火時期遅延

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス１インジェクター

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス２インジェクター

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス３インジェクター

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料インジェクターバランス４インジェクター

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料システム減圧

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料レール圧力

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　冷却ポンプクラッチ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション） 　冷却ポンプクラッチ診断情報消去

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　１４Ｖ電源モジュール設定値

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　３ファン回転数（高速）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　３ファン回転数（中速）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　３ファン回転数（低速）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　ＣＡＣ冷却ポンプ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーター

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーターソレノイド

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　ＤＭＣＭ冷却ポンプリレー

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　ＥＧＲソレノイド

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　ＥＧＲバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰシステム



●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2022.10)
システム 項目名

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰシステムシール

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰテスト

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイド（ＰＷＭ）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰ漏れ検出ポンプ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰ漏れ検出ポンプ－＞ベントソレノイドバルブ漏れテスト

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　ＥＶＡＰ漏れ検出ポンプスイッチングバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　ＩＡＣモーター位置

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　ＩＡＣリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　ＭＡＦセンサー電源電圧ローサイドドライバー

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサー（バンク１センサー１）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサー（バンク１センサー２）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサー（バンク２センサー１）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサー（バンク２センサー２）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー１）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１、センサー２）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１センサー１）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク１センサー２）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー１）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２、センサー２）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２センサー１）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（バンク２センサー２）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーターコントロール

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーターコントロール　（装備車のみ）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーターセンサー１

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーターセンサー２

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒータードライバー１

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒータードライバー２

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　ＲＶＳ無効履歴リセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　ＳＣＢソレノイド

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　ＴＰＳ学習値リセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　アイドルスパーク

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　アイドル回転数制御アクチュエーター

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　アイドル点火時期

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　イグニッションＯＮ／スタートスイッチ系統

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　イグニッションコイル（シリンダー１）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　イグニッションコイル（シリンダー２）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　イグニッションコイル（シリンダー３）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　イグニッションコイル（シリンダー４）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　イグニッションコイル（シリンダー５）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　イグニッションコイル（シリンダー６）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　インテークマニホールドチューニングバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　インテークマニホールドランナーコントロール

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　エアコンクラッチ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　エアコンリレー

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　エアシステム

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　エアソレノイド

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　エアポンプリレー

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　エアポンプリレー（エアー装備車）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　エンジン回転数制御

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　エンジン油圧制御ソレノイドバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　エンジン冷却水サーモスタットヒーター

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　カムシャフトフェイザーソレノイド

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファン

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファン１

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファン２

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファン３

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファン４

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファン５

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー１、２、３

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー２
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システム 項目名

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　グリルエアシャッター１作動

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　グリルエアシャッター２作動

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　グリルエアシャッターシステム作動

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　グリルエアシャッターポジション作動

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　グリルエアシャッター作動

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　クルーズインヒビット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　クルーズメインランプ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　クルーズ無効

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　シリンダー１

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　シリンダー４

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　シリンダー６

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　シリンダー７

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス１

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス２

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス３

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス４

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス５

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス５インジェクター

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス６

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス６インジェクター

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス７

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス７インジェクター

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス８

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランス８インジェクター

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランスインジェクター１

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランスインジェクター２

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランスインジェクター３

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランスインジェクター４

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランスインジェクター５

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランスインジェクター６

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランスインジェクター７

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　シリンダーパワーバランスインジェクター８

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　シリンダー休止システム

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　スキップシフトソレノイド

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　スターターリレー

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　スターターリレーコントロール

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　スパーク遅延

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　スロットルブレードコントロール

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジション

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　スロットルポジションバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　セカンダリーエアインジェクションシステム

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　セカンダリーエアインジェクションソレノイドバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　セカンダリーエアインジェクションポンプリレー

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　バックインヒビット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー５）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー６）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー７）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　パワーバランス（シリンダー８）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　ヒーテッドＯ２センサー

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　ファンＨｉｇｈ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　ファンＬｏｗ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー１

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー１、２、３

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー２

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー２、３

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　ファンリレー３

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　ファン高速

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　ファン制御
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　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　ファン制御１

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　ファン制御１、２（高速）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　ファン制御１、２（低速）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　ファン制御２

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　ファン低速

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプスピード

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプトリムリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　ループ状態

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　圧縮テスト

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　回転数制御

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　吸気側ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーターソレノイド（バンク１）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　吸気側ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーターソレノイド（バンク２）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク１）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク２）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターパーキングロックソレノイドバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターパーキングロックテスト

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　点火時期

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　点火時期遅延

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクター１バランス

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクター２バランス

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクター３バランス

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクター４バランス

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクター５バランス

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクター６バランス

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターテスト１

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターテスト２

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターテスト３

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターテスト４

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターテスト５

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターテスト６

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター１）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター２）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター３）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター４）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター５）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター６）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター７）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（インジェクター８）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス１

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス１インジェクター

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス２

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス２インジェクター

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス３

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス３インジェクター

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス４

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス４インジェクター

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス５インジェクター

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス６インジェクター

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス７インジェクター

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　燃料インジェクターバランス８インジェクター

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　燃料システム減圧

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　燃料タンク圧力センサーテスト

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリムリセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　燃料プレッシャーコントロール

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　燃料レール圧力

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　燃料圧力

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　燃料圧力レギュレーター

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　排気側ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーターソレノイド（バンク１）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　排気側ＣＭＰ（カムシャフトポジション）アクチュエーターソレノイド（バンク２）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　排気側ＣＰＭ（カムシャフトポジション）アクチュエーターソレノイド（バンク１）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
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　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク１）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ（バンク２）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　補助バキュームポンプ

　パワートレイン（エンジンデータディスプレー） 　ＥＧＲソレノイド

　パワートレイン（エンジンデータディスプレー） 　ＥＶＡＰパージ／密閉

　パワートレイン（エンジンデータディスプレー） 　ＥＶＡＰパージソレノイド

　パワートレイン（エンジンデータディスプレー） 　ＥＶＡＰベントソレノイド

　パワートレイン（エンジンデータディスプレー） 　Ｏ２センサーヒーターコントロール　（装備車のみ）

　パワートレイン（エンジンデータディスプレー） 　エアコンリレー

　パワートレイン（エンジンデータディスプレー） 　クルーズインヒビット

　パワートレイン（エンジンデータディスプレー） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（エンジンデータディスプレー） 　シリンダーパワーバランス１

　パワートレイン（エンジンデータディスプレー） 　シリンダーパワーバランス２

　パワートレイン（エンジンデータディスプレー） 　シリンダーパワーバランス３

　パワートレイン（エンジンデータディスプレー） 　シリンダーパワーバランス４

　パワートレイン（エンジンデータディスプレー） 　シリンダーパワーバランス５

　パワートレイン（エンジンデータディスプレー） 　シリンダーパワーバランス６

　パワートレイン（エンジンデータディスプレー） 　ファン高速

　パワートレイン（エンジンデータディスプレー） 　ファン低速

　パワートレイン（エンジンデータディスプレー） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（エンジンデータディスプレー） 　ループ状態

　パワートレイン（エンジンデータディスプレー） 　回転数制御

　パワートレイン（エンジンデータディスプレー） 　燃料トリム有効

　パワートレイン（シャーシコントロール　バージョン　アクティブグリルエアシャッター） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（シャーシコントロール　バージョン　アクティブグリルエアシャッター） 　燃料圧力

　パワートレイン（シャーシコントロール　バージョン　トレーラーブレーキコントロール） 　トレーラーブレーキコントロール信号

　パワートレイン（シャーシコントロール　バージョン　トレーラーブレーキコントロール） 　トレーラーブレーキデューティーサイクル

　パワートレイン（シャーシコントロール　バージョン　トレーラーブレーキコントロール　オートマチックレベルコントロール） 　トレーラーブレーキコントロール信号

　パワートレイン（シャーシコントロール　バージョン　トレーラーブレーキコントロール　オートマチックレベルコントロール） 　トレーラーブレーキデューティーサイクル

　パワートレイン（シャーシコントロール　バージョン　トレーラーブレーキコントロール　オートマチックレベルコントロール） 　車両レベルコントロールコンプレッサーリレー

　パワートレイン（シャーシコントロール　バージョン　トレーラーブレーキコントロール　オートマチックレベルコントロール） 　車両レベルコントロール排気バルブ

　パワートレイン（シャーシコントロール　バージョン　フューエルポンプ） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（シャーシコントロール　バージョン　フューエルポンプ） 　燃料圧力

　パワートレイン（シャーシコントロール　バージョン　フューエルポンプ　トレーラーブレーキコントロール） 　トレーラーブレーキコントロール信号

　パワートレイン（シャーシコントロール　バージョン　フューエルポンプ　トレーラーブレーキコントロール） 　トレーラーブレーキデューティーサイクル

　パワートレイン（シャーシコントロール　バージョン　フューエルポンプ　トレーラーブレーキコントロール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（シャーシコントロール　バージョン　フューエルポンプ　トレーラーブレーキコントロール） 　燃料圧力

　パワートレイン（シャーシコントロール　バージョン　フューエルポンプ　排気流） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（シャーシコントロール　バージョン　フューエルポンプ　排気流） 　燃料圧力

　パワートレイン（シャーシコントロール　バージョン　フューエルポンプ　排気流） 　排気流量コントロールバルブ

　パワートレイン（シャーシコントロールモジュール　－　アクセサリー） 　ＰＴＯエンジン停止信号

　パワートレイン（シャーシコントロールモジュール　－　アクセサリー） 　ＰＴＯリレー

　パワートレイン（シャーシコントロールモジュール　バージョン　フューエルポンプ） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（シャーシコントロールモジュール　バージョン　フューエルポンプ） 　燃料圧力

　パワートレイン（シャーシコントロールモジュール　バージョン　フューエルポンプ　アクティブグリルエアシャッター） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（シャーシコントロールモジュール　バージョン　フューエルポンプ　アクティブグリルエアシャッター） 　燃料圧力

　パワートレイン（シャーシコントロールモジュール） 　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｒａｎｇｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　（Ｄｒｉｖｅ）

　パワートレイン（シャーシコントロールモジュール） 　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｒａｎｇｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　（Ｐａｒｋ）

　パワートレイン（シャーシコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（シャーシコントロールモジュール） 　燃料圧力

　パワートレイン（シャーシコントロールモジュール） 　排気流量コントロールバルブ

　パワートレイン（ドライブモーターコントロールモジュール　１） 　２ＷＤハイレンジインジケーター

　パワートレイン（ドライブモーターコントロールモジュール　１） 　４ＷＤオートマチックレンジインジケーター

　パワートレイン（ドライブモーターコントロールモジュール　１） 　４ＷＤハイレンジインジケーター

　パワートレイン（ドライブモーターコントロールモジュール　１） 　４ＷＤローレンジインジケーター

　パワートレイン（ドライブモーターコントロールモジュール　１） 　トランスファーケースＮレンジインジケーター

　パワートレイン（ドライブモーターコントロールモジュール　１） 　トランスファーケースクラッチ係合

　パワートレイン（ドライブモーターコントロールモジュール　１） 　トランスファーケースレンジ２ＷＤ

　パワートレイン（ドライブモーターコントロールモジュール　１） 　トランスファーケースレンジ４ＷＤ／ＡＷＤオートマチック

　パワートレイン（ドライブモーターコントロールモジュール　１） 　トランスファーケースレンジ４ＷＤハイ／ロック

　パワートレイン（ドライブモーターコントロールモジュール　１） 　フロントアクスル係合アクチュエーター

　パワートレイン（ドライブモーターコントロールモジュール　１） 　レンジアクチュエーターロック

　パワートレイン（ドライブモーターコントロールモジュール　１） 　レンジアクチュエーター時計回り

　パワートレイン（ドライブモーターコントロールモジュール　１） 　レンジアクチュエーター停止

　パワートレイン（ドライブモーターコントロールモジュール　１） 　レンジアクチュエーター反時計回り

　パワートレイン（ドライブモーターコントロールモジュール　２） 　２ＷＤハイレンジインジケーター

　パワートレイン（ドライブモーターコントロールモジュール　２） 　４ＷＤオートマチックレンジインジケーター

　パワートレイン（ドライブモーターコントロールモジュール　２） 　４ＷＤハイレンジインジケーター

　パワートレイン（ドライブモーターコントロールモジュール　２） 　４ＷＤローレンジインジケーター

　パワートレイン（ドライブモーターコントロールモジュール　２） 　トランスファーケースＮレンジインジケーター

　パワートレイン（ドライブモーターコントロールモジュール　２） 　トランスファーケースクラッチ係合

　パワートレイン（ドライブモーターコントロールモジュール　２） 　トランスファーケースレンジ２ＷＤ

　パワートレイン（ドライブモーターコントロールモジュール　２） 　トランスファーケースレンジ４ＷＤ／ＡＷＤオートマチック

　パワートレイン（ドライブモーターコントロールモジュール　２） 　トランスファーケースレンジ４ＷＤハイ／ロック
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　パワートレイン（ドライブモーターコントロールモジュール　２） 　フロントアクスル係合アクチュエーター

　パワートレイン（ドライブモーターコントロールモジュール　２） 　レンジアクチュエーターロック

　パワートレイン（ドライブモーターコントロールモジュール　２） 　レンジアクチュエーター時計回り

　パワートレイン（ドライブモーターコントロールモジュール　２） 　レンジアクチュエーター停止

　パワートレイン（ドライブモーターコントロールモジュール　２） 　レンジアクチュエーター反時計回り

　パワートレイン（ドライブモーターコントロールモジュール） 　２ＷＤハイレンジインジケーター

　パワートレイン（ドライブモーターコントロールモジュール） 　４ＷＤオートマチックレンジインジケーター

　パワートレイン（ドライブモーターコントロールモジュール） 　４ＷＤハイレンジインジケーター

　パワートレイン（ドライブモーターコントロールモジュール） 　４ＷＤローレンジインジケーター

　パワートレイン（ドライブモーターコントロールモジュール） 　トランスファーケースＮレンジインジケーター

　パワートレイン（ドライブモーターコントロールモジュール） 　トランスファーケースクラッチ係合

　パワートレイン（ドライブモーターコントロールモジュール） 　トランスファーケースレンジ２ＷＤ

　パワートレイン（ドライブモーターコントロールモジュール） 　トランスファーケースレンジ４ＷＤ／ＡＷＤオートマチック

　パワートレイン（ドライブモーターコントロールモジュール） 　トランスファーケースレンジ４ＷＤハイ／ロック

　パワートレイン（ドライブモーターコントロールモジュール） 　フロントアクスル係合アクチュエーター

　パワートレイン（ドライブモーターコントロールモジュール） 　レンジアクチュエーターロック

　パワートレイン（ドライブモーターコントロールモジュール） 　レンジアクチュエーター時計回り

　パワートレイン（ドライブモーターコントロールモジュール） 　レンジアクチュエーター停止

　パワートレイン（ドライブモーターコントロールモジュール） 　レンジアクチュエーター反時計回り

　パワートレイン（トランスファーケース　バージョン　１速スイッチアクティベート　（ＮＰ０）） 　２ＷＤハイレンジインジケーター

　パワートレイン（トランスファーケース　バージョン　１速スイッチアクティベート　（ＮＰ０）） 　４ＷＤオートマチックレンジインジケーター

　パワートレイン（トランスファーケース　バージョン　１速スイッチアクティベート　（ＮＰ０）） 　４ＷＤハイレンジインジケーター

　パワートレイン（トランスファーケース　バージョン　１速スイッチアクティベート　（ＮＰ０）） 　トランスファーケースクラッチ係合

　パワートレイン（トランスファーケース　バージョン　１速スイッチアクティベート　（ＮＰ０）） 　トランスファーケースレンジ２ＷＤ

　パワートレイン（トランスファーケース　バージョン　１速スイッチアクティベート　（ＮＰ０）） 　トランスファーケースレンジ４ＷＤ／ＡＷＤオートマチック

　パワートレイン（トランスファーケース　バージョン　１速スイッチアクティベート　（ＮＰ０）） 　トランスファーケースレンジ４ＷＤハイ／ロック

　パワートレイン（トランスファーケース　バージョン　１速スイッチアクティベート　（ＮＰ０）） 　トランスファーケースレンジ４ＷＤロー

　パワートレイン（トランスファーケース　バージョン　１速スイッチアクティベート　（ＮＰ０）） 　トランスファーケースレンジＮ

　パワートレイン（トランスファーケース　バージョン　１速スイッチアクティベート　（ＮＰ０）） 　フロントアクスル係合アクチュエーター

　パワートレイン（トランスファーケース　バージョン　２ホイールドライブ） 　２ＷＤハイレンジインジケーター

　パワートレイン（トランスファーケース　バージョン　２ホイールドライブ） 　４ＷＤオートマチックレンジインジケーター

　パワートレイン（トランスファーケース　バージョン　２ホイールドライブ） 　４ＷＤハイレンジインジケーター

　パワートレイン（トランスファーケース　バージョン　２ホイールドライブ） 　４ＷＤローレンジインジケーター

　パワートレイン（トランスファーケース　バージョン　２ホイールドライブ） 　トランスファーケースＮレンジインジケーター

　パワートレイン（トランスファーケース　バージョン　２ホイールドライブ） 　トランスファーケースクラッチ係合

　パワートレイン（トランスファーケース　バージョン　２ホイールドライブ） 　トランスファーケースレンジ２ＷＤ

　パワートレイン（トランスファーケース　バージョン　２ホイールドライブ） 　トランスファーケースレンジ４ＷＤ／ＡＷＤオートマチック

　パワートレイン（トランスファーケース　バージョン　２ホイールドライブ） 　トランスファーケースレンジ４ＷＤハイ／ロック

　パワートレイン（トランスファーケース　バージョン　２ホイールドライブ） 　トランスファーケースレンジ４ＷＤロー

　パワートレイン（トランスファーケース　バージョン　２ホイールドライブ） 　トランスファーケースレンジＮ

　パワートレイン（トランスファーケース　バージョン　２ホイールドライブ） 　フロントアクスル係合アクチュエーター

　パワートレイン（トランスファーケース　バージョン　２速エレクトリックシフト　（ＮＱＦ）） 　２ＷＤハイレンジインジケーター

　パワートレイン（トランスファーケース　バージョン　２速エレクトリックシフト　（ＮＱＦ）） 　４ＷＤハイレンジインジケーター

　パワートレイン（トランスファーケース　バージョン　２速エレクトリックシフト　（ＮＱＦ）） 　４ＷＤローレンジインジケーター

　パワートレイン（トランスファーケース　バージョン　２速エレクトリックシフト　（ＮＱＦ）） 　トランスファーケースＮレンジインジケーター

　パワートレイン（トランスファーケース　バージョン　２速エレクトリックシフト　（ＮＱＦ）） 　トランスファーケースレンジ２ＷＤ

　パワートレイン（トランスファーケース　バージョン　２速エレクトリックシフト　（ＮＱＦ）） 　トランスファーケースレンジ４ＷＤハイ／ロック

　パワートレイン（トランスファーケース　バージョン　２速エレクトリックシフト　（ＮＱＦ）） 　トランスファーケースレンジ４ＷＤロー

　パワートレイン（トランスファーケース　バージョン　２速エレクトリックシフト　（ＮＱＦ）） 　トランスファーケースレンジＮ

　パワートレイン（トランスファーケース　バージョン　２速エレクトリックシフト　（ＮＱＦ）） 　フロントアクスル係合アクチュエーター

　パワートレイン（トランスファーケース　バージョン　２速スイッチアクティベーション　（ＮＱＨ）） 　２ＷＤハイレンジインジケーター

　パワートレイン（トランスファーケース　バージョン　２速スイッチアクティベーション　（ＮＱＨ）） 　４ＷＤオートマチックレンジインジケーター

　パワートレイン（トランスファーケース　バージョン　２速スイッチアクティベーション　（ＮＱＨ）） 　４ＷＤハイレンジインジケーター

　パワートレイン（トランスファーケース　バージョン　２速スイッチアクティベーション　（ＮＱＨ）） 　４ＷＤローレンジインジケーター

　パワートレイン（トランスファーケース　バージョン　２速スイッチアクティベーション　（ＮＱＨ）） 　トランスファーケースＮレンジインジケーター

　パワートレイン（トランスファーケース　バージョン　２速スイッチアクティベーション　（ＮＱＨ）） 　トランスファーケースクラッチ係合

　パワートレイン（トランスファーケース　バージョン　２速スイッチアクティベーション　（ＮＱＨ）） 　トランスファーケースレンジ２ＷＤ

　パワートレイン（トランスファーケース　バージョン　２速スイッチアクティベーション　（ＮＱＨ）） 　トランスファーケースレンジ４ＷＤ／ＡＷＤオートマチック

　パワートレイン（トランスファーケース　バージョン　２速スイッチアクティベーション　（ＮＱＨ）） 　トランスファーケースレンジ４ＷＤハイ／ロック

　パワートレイン（トランスファーケース　バージョン　２速スイッチアクティベーション　（ＮＱＨ）） 　トランスファーケースレンジ４ＷＤロー

　パワートレイン（トランスファーケース　バージョン　２速スイッチアクティベーション　（ＮＱＨ）） 　トランスファーケースレンジＮ

　パワートレイン（トランスファーケース　バージョン　２速スイッチアクティベーション　（ＮＱＨ）） 　フロントアクスル係合アクチュエーター

　パワートレイン（トランスファーケース　バージョン　２速マニュアルシフト　（ＮＱＧ）） 　２ＷＤハイレンジインジケーター

　パワートレイン（トランスファーケース　バージョン　２速マニュアルシフト　（ＮＱＧ）） 　４ＷＤオートマチックレンジインジケーター

　パワートレイン（トランスファーケース　バージョン　２速マニュアルシフト　（ＮＱＧ）） 　４ＷＤハイレンジインジケーター

　パワートレイン（トランスファーケース　バージョン　２速マニュアルシフト　（ＮＱＧ）） 　４ＷＤローレンジインジケーター

　パワートレイン（トランスファーケース　バージョン　２速マニュアルシフト　（ＮＱＧ）） 　トランスファーケースＮレンジインジケーター

　パワートレイン（トランスファーケース　バージョン　２速マニュアルシフト　（ＮＱＧ）） 　トランスファーケースクラッチ係合

　パワートレイン（トランスファーケース　バージョン　２速マニュアルシフト　（ＮＱＧ）） 　トランスファーケースレンジ２ＷＤ

　パワートレイン（トランスファーケース　バージョン　２速マニュアルシフト　（ＮＱＧ）） 　トランスファーケースレンジ４ＷＤ／ＡＷＤオートマチック

　パワートレイン（トランスファーケース　バージョン　２速マニュアルシフト　（ＮＱＧ）） 　トランスファーケースレンジ４ＷＤハイ／ロック

　パワートレイン（トランスファーケース　バージョン　２速マニュアルシフト　（ＮＱＧ）） 　フロントアクスル係合アクチュエーター

　パワートレイン（トランスファーケースコントロールモジュール） 　２ＷＤ／４ＷＤシンクロナイザークラッチ

　パワートレイン（トランスファーケースコントロールモジュール） 　２ＷＤ／４ＷＤシンクロナイザークラッチテスト
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　パワートレイン（トランスファーケースコントロールモジュール） 　２ＷＤハイインジケーター

　パワートレイン（トランスファーケースコントロールモジュール） 　２ＷＤハイインジケーターランプ

　パワートレイン（トランスファーケースコントロールモジュール） 　２ＷＤハイレンジインジケーター

　パワートレイン（トランスファーケースコントロールモジュール） 　４ＷＤオートインジケーター

　パワートレイン（トランスファーケースコントロールモジュール） 　４ＷＤオートマチックレンジインジケーター

　パワートレイン（トランスファーケースコントロールモジュール） 　４ＷＤハイインジケーター

　パワートレイン（トランスファーケースコントロールモジュール） 　４ＷＤハイインジケーターランプ

　パワートレイン（トランスファーケースコントロールモジュール） 　４ＷＤハイレンジインジケーター

　パワートレイン（トランスファーケースコントロールモジュール） 　４ＷＤハイロックインジケーター

　パワートレイン（トランスファーケースコントロールモジュール） 　４ＷＤローインジケーター

　パワートレイン（トランスファーケースコントロールモジュール） 　４ＷＤローインジケーターランプ

　パワートレイン（トランスファーケースコントロールモジュール） 　４ＷＤローレンジインジケーター

　パワートレイン（トランスファーケースコントロールモジュール） 　４ＷＤローロックインジケーターランプ

　パワートレイン（トランスファーケースコントロールモジュール） 　ＡＴＣニュートラルインジケーター

　パワートレイン（トランスファーケースコントロールモジュール） 　ＡＴＣモーター学習

　パワートレイン（トランスファーケースコントロールモジュール） 　ＡＴＣレンジ

　パワートレイン（トランスファーケースコントロールモジュール） 　オート４ＷＤインジケーターランプ

　パワートレイン（トランスファーケースコントロールモジュール） 　デフロックインジケーターランプ

　パワートレイン（トランスファーケースコントロールモジュール） 　トランスファーケースＮレンジインジケーター

　パワートレイン（トランスファーケースコントロールモジュール） 　トランスファーケースクラッチ

　パワートレイン（トランスファーケースコントロールモジュール） 　トランスファーケースクラッチハイコントロール

　パワートレイン（トランスファーケースコントロールモジュール） 　トランスファーケースクラッチローコントロール

　パワートレイン（トランスファーケースコントロールモジュール） 　トランスファーケースクラッチ係合

　パワートレイン（トランスファーケースコントロールモジュール） 　トランスファーケースモーターコントロール

　パワートレイン（トランスファーケースコントロールモジュール） 　トランスファーケースレンジ２ＷＤ

　パワートレイン（トランスファーケースコントロールモジュール） 　トランスファーケースレンジ４ＷＤ／ＡＷＤオートマチック

　パワートレイン（トランスファーケースコントロールモジュール） 　トランスファーケースレンジ４ＷＤハイ／ロック

　パワートレイン（トランスファーケースコントロールモジュール） 　トランスファーケースレンジ４ＷＤロー

　パワートレイン（トランスファーケースコントロールモジュール） 　トランスファーケースレンジＮ

　パワートレイン（トランスファーケースコントロールモジュール） 　トランスファーケースロック

　パワートレイン（トランスファーケースコントロールモジュール） 　ニュートラルインジケーターランプ

　パワートレイン（トランスファーケースコントロールモジュール） 　フロントアクスルアクチュエーター

　パワートレイン（トランスファーケースコントロールモジュール） 　フロントアクスル係合

　パワートレイン（トランスファーケースコントロールモジュール） 　フロントアクスル係合アクチュエーター

　パワートレイン（トランスファーケースコントロールモジュール） 　モーターＡドライバー（ハイ）

　パワートレイン（トランスファーケースコントロールモジュール） 　モーターＡドライバー（ロー）

　パワートレイン（トランスファーケースコントロールモジュール） 　モーターＢドライバー（ハイ）

　パワートレイン（トランスファーケースコントロールモジュール） 　モーターＢドライバー（ロー）

　パワートレイン（トランスファーケースコントロールモジュール） 　レンジアクチュエーター

　パワートレイン（トランスファーケースコントロールモジュール） 　レンジアクチュエーターロック

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール　１０速（ＭＦ６）） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール　１０速（ＭＦ６）） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール　１０速（ＭＦ６）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ１

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール　１０速（ＭＦ６）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ１電流

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール　１０速（ＭＦ６）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール　１０速（ＭＦ６）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ２電流

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール　１０速（ＭＦ６）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール　１０速（ＭＦ６）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ３電流

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール　１０速（ＭＦ６）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール　１０速（ＭＦ６）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ４電流

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール　１０速（ＭＦ６）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール　１０速（ＭＦ６）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ５電流

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール　１０速（ＭＦ６）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ６

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール　１０速（ＭＦ６）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ６電流

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール　１０速（ＭＦ６）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ７

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール　１０速（ＭＦ６）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ７電流

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール　１０速（ＭＦ６）） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール　１０速（ＭＦ６）） 　ハイサイドドライバー２

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール　４速） 　ＥＤＳ３　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイドエレクトリカル

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール　４速） 　ＥＤＳ４　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイドエレクトリカル

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール　４速） 　ＥＤＳ５　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイドエレクトリカル

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール　４速） 　ＥＤＳ６　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイドエレクトリカル

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール　４速） 　ＴＣＣ　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイドエレクトリカル

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール　４速） 　シフトソレノイド１

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール　４速） 　シフトソレノイド２

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール　４速） 　トランスミッション適応リセット

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール　４速） 　ホールドモードランプ

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール　４速） 　電源モードランプ

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール　５速） 　ＴＣＣ　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド機能

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール　５速） 　シフトソレノイド１

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール　５速） 　シフトソレノイド２

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール　５速） 　シフトソレノイド３

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール　５速） 　シフトソレノイド４

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール　５速） 　シフトソレノイド５
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システム 項目名

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド２

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド３

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド４

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド５

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール　６速）
　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｓｏｌ．　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｔｅｓｔ　Ｌｉｎｅ　Ｐｒｅｓｓｕ
ｒｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール　６速）
　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｓｏｌ．　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｔｅｓｔ　ＰＣ　Ｓｏｌｅｎｏｉｄ
２

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール　６速）
　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｓｏｌ．　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｔｅｓｔ　ＰＣ　Ｓｏｌｅｎｏｉｄ
３

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール　６速）
　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｓｏｌ．　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｔｅｓｔ　ＰＣ　Ｓｏｌｅｎｏｉｄ
４

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール　６速）
　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｓｏｌ．　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｔｅｓｔ　ＰＣ　Ｓｏｌｅｎｏｉｄ
５

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール　６速）
　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｓｏｌ．　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｔｅｓｔ　Ｓｈｉｆｔ　Ｓｏｌｅｎ
ｏｉｄ　１

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール　６速）
　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｓｏｌ．　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｔｅｓｔ　ＴＣＣ　Ｃｏｎｔｒｏｌ
Ｓｏｌｅｎｏｉｄ

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　シフトソレノイド１

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　シフトソレノイド２

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　シフトソレノイドバルブ１

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　シフトソレノイドバルブ１パフォーマンステスト

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　シフトソレノイドバルブ２

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　シフトソレノイドバルブ２パフォーマンステスト

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　ハイサイドドライバー２

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２　パフォーマンステスト

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３　パフォーマンステスト

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４　パフォーマンステスト

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５　パフォーマンステスト

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ　パフォーマンステスト

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール　６速） 　ライン圧力制御

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール　８速（Ｍ５Ｕ）） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール　８速（Ｍ５Ｕ）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ１

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール　８速（Ｍ５Ｕ）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ１電流

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール　８速（Ｍ５Ｕ）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール　８速（Ｍ５Ｕ）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ２電流

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール　８速（Ｍ５Ｕ）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール　８速（Ｍ５Ｕ）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ３電流

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール　８速（Ｍ５Ｕ）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール　８速（Ｍ５Ｕ）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ４電流

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール　８速（Ｍ５Ｕ）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール　８速（Ｍ５Ｕ）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ５電流

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール　８速（Ｍ５Ｕ）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ６

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール　８速（Ｍ５Ｕ）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ６電流

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール　８速（Ｍ５Ｕ）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ７

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール　８速（Ｍ５Ｕ）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ７電流

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール　８速（Ｍ５Ｕ）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ８

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール　８速（Ｍ５Ｕ）） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ９

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール　８速（Ｍ５Ｕ）） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール　８速（Ｍ５Ｕ）） 　ハイサイドドライバー２

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール　８速） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール　８速） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ１

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール　８速） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ１電流

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール　８速） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール　８速） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ２電流

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール　８速） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール　８速） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ３電流

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール　８速） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール　８速） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ４電流

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール　８速） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール　８速） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ５電流

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール　８速） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ６

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール　８速） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ６電流

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール　８速） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ７

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール　８速） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ７電流

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール　８速） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ８

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール　８速） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ９

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール　８速） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール　８速） 　ハイサイドドライバー２

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール） 　１－２ソレノイド

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール） 　２－３ソレノイド
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　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール） 　３－２ダウンシフトソレノイド

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール） 　４－５ソレノイド

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール） 　ＥＤＳ３　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイドエレクトリカル

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール） 　ＥＤＳ４　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイドエレクトリカル

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール） 　ＥＤＳ５　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイドエレクトリカル

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール） 　ＥＤＳ６　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイドエレクトリカル

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド１

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド２

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド３

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド４

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール） 　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド５

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣ　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣ　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイドエレクトリカル

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣ　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド機能

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣソレノイド

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣソレノイドバルブ

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ：スタティックテスト

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブ：ダイナミックテスト

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣ有効

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール）
　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｓｏｌ．　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｔｅｓｔ　Ｌｉｎｅ　Ｐｒｅｓｓｕ
ｒｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール）
　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｓｏｌ．　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｔｅｓｔ　ＰＣ　Ｓｏｌｅｎｏｉｄ
２

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール）
　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｓｏｌ．　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｔｅｓｔ　ＰＣ　Ｓｏｌｅｎｏｉｄ
３

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール）
　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｓｏｌ．　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｔｅｓｔ　ＰＣ　Ｓｏｌｅｎｏｉｄ
４

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール）
　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｓｏｌ．　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｔｅｓｔ　ＰＣ　Ｓｏｌｅｎｏｉｄ
５

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール）
　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｓｏｌ．　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｔｅｓｔ　Ｓｈｉｆｔ　Ｓｏｌｅｎ
ｏｉｄ　１

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール）
　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｓｏｌ．　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｔｅｓｔ　Ｓｈｉｆｔ　Ｓｏｌｅｎ
ｏｉｄ　２

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール）
　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｓｏｌ．　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｔｅｓｔ　ＴＣＣ　Ｃｏｎｔｒｏｌ
Ｓｏｌｅｎｏｉｄ

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール） 　ギアシフトソレノイドバルブ１

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール） 　ギアシフトソレノイドバルブ２

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール） 　クラッチソレノイドバルブ

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール） 　クラッチプレッシャーコントロールソレノイドバルブ１

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール） 　クラッチプレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール） 　クラッチプレッシャーコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール） 　シフト１－２

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール） 　シフト２－３

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイドエレクトリカル

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイド１

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイド２

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ１パフォーマンステスト

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ２

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトソレノイドバルブ２パフォーマンステスト

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッション

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール） 　シフトトランスミッションギア

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ１

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ１電流

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ２電流

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ３電流

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ４電流

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ５電流

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ６

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ６電流

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ７

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ７電流

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ８

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションコントロールソレノイドバルブ９

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッションフルードポンプリレー

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション警告

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール） 　トランスミッション適応リセット

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー２

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ１

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２　パフォーマンステスト

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３



●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2022.10)
システム 項目名

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３　パフォーマンステスト

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４　パフォーマンステスト

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５　パフォーマンステスト

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ６

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール） 　ホールドモードインジケーター

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール） 　ホールドモードランプ

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイドエレクトリカル

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド機能

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ　パフォーマンステスト

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール） 　ライン圧力制御

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール） 　奇数ギアクラッチソレノイドバルブ

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール） 　偶数ギアクラッチソレノイドバルブ

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール） 　電源モードランプ

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール） 　補助トランスミッションフルードポンプ

　パワートレイン（トランスミッションデータディスプレー） 　１－２ソレノイド

　パワートレイン（トランスミッションデータディスプレー） 　２－３ソレノイド

　パワートレイン（トランスミッションデータディスプレー） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール） 　１４Ｖ電源モジュール設定値

　パワートレイン（ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール） 　３００Ｖインパクト検出故障コード消去

　パワートレイン（ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール） 　３００Ｖ現在の故障コード消去

　パワートレイン（ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール） 　オートスタート／オートストップ

　パワートレイン（ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール） 　オートスタート／ストップコマンド

　パワートレイン（ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール） 　ハイブリッドトランスミッションコマンド状態（１速ギア）

　パワートレイン（ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール） 　ハイブリッドトランスミッションコマンド状態（２速ギア）

　パワートレイン（ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール） 　ハイブリッドトランスミッションコマンド状態（３速ギア）

　パワートレイン（ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール） 　ハイブリッドトランスミッションコマンド状態（４速ギア）

　パワートレイン（ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール） 　ハイブリッドトランスミッションコマンド状態（ＥＶ１／バック）

　パワートレイン（ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール） 　ハイブリッドトランスミッションコマンド状態（ＥＶ２）

　パワートレイン（ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ２

　パワートレイン（ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ３

　パワートレイン（ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ４

　パワートレイン（ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール） 　プレッシャーコントロールソレノイドバルブ５

　パワートレイン（ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール） 　ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール） 　回生ブレーキ

　パワートレイン（ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール） 　回生ブレーキ状態

　パワートレイン（ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール） 　補助トランスミッションフルードポンプスピード

　パワートレイン（ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール） 　補助トランスミッションフルードポンプリレー

　パワートレイン（ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール） 　補助トランスミッションポンプスピード

　パワートレイン（ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール２） 　１４Ｖ電源モジュールファン

　パワートレイン（ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール２） 　ＤＣ　Ｃｈａｒｇｅ　Ｐｏｒｔ　Ｌｏｃｋ

　パワートレイン（ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール２）
　Ｈｙｂｒｉｄ／ＥＶ　Ｂａｔｔｅｒｙ　ＤＣ　Ｃｈａｒｇｉｎｇ　Ｎｅｇａｔｉｖｅ　Ｃｏｎｔａｃｔ
ｏｒ

　パワートレイン（ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール２）
　Ｈｙｂｒｉｄ／ＥＶ　Ｂａｔｔｅｒｙ　ＤＣ　Ｃｈａｒｇｉｎｇ　Ｐｏｓｉｔｉｖｅ　Ｃｏｎｔａｃｔ
ｏｒ

　パワートレイン（ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール２） 　エアコンコンプレッサー回転数

　パワートレイン（ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール２） 　クーリングファンモーター

　パワートレイン（ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール２） 　ハイブリッド／ＥＶバッテリーパックアイソレーションテスト

　パワートレイン（ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール２） 　ハイブリッド／ＥＶバッテリーパックアクティブアイソレーションテスト

　パワートレイン（ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール２） 　ハイブリッド／ＥＶバッテリーパックアクティブクーリング

　パワートレイン（ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール２） 　ハイブリッド／ＥＶバッテリーパックヒーター電源

　パワートレイン（ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール２） 　ハイブリッド／ＥＶバッテリーパックプリチャージコンタクター

　パワートレイン（ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール２） 　ハイブリッド／ＥＶバッテリーパック冷却コントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール２） 　ハイブリッド／ＥＶバッテリーパック冷却コントロールソレノイドバルブ（ノーマル）

　パワートレイン（ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール２） 　ハイブリッド／ＥＶバッテリーパック冷却コントロールソレノイドバルブ（バイパス）

　パワートレイン（ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール２） 　ハイブリッド／ＥＶバッテリーパック冷却ポンプ

　パワートレイン（ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール２） 　ハイブリッド／ＥＶバッテリーヒーターパッシブアイソレーションテスト

　パワートレイン（ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール２） 　ハイブリッド／ＥＶバッテリープリチャージトランジスター

　パワートレイン（ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール２） 　ハイブリッド／ＥＶバッテリーマルチファンクションコンタクター

　パワートレイン（ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール２） 　ハイブリッド／ＥＶバッテリー正極コンタクター

　パワートレイン（ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール２） 　ハイブリッド／ＥＶバッテリー負極コンタクター

　パワートレイン（ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール２） 　ハイブリッド／ＥＶ電動冷却ポンプ

　パワートレイン（ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール２） 　バッテリーチャージングシステム性能テスト（アクティブテスト）

　パワートレイン（ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール２） 　バッテリーチャージングシステム正極コンタクター

　パワートレイン（ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール２） 　バッテリーチャージングシステム負極コンタクター

　パワートレイン（ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール２） 　ベント燃料補填システム

　パワートレイン（ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール２） 　充電口

　パワートレイン（ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール２） 　助手席コンパートメントヒータークーラントコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール２） 　燃料給油口ロック

　パワートレイン（バッテリーエネルギーコントロールモジュール） 　３００Ｖアイソレーションテスト

　パワートレイン（バッテリーエネルギーコントロールモジュール） 　ネガティブコンタクター

　パワートレイン（バッテリーエネルギーコントロールモジュール） 　バッテリーパックファン回転数

　パワートレイン（バッテリーエネルギーコントロールモジュール） 　プリチャージコンタクター



●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2022.10)
システム 項目名

　パワートレイン（バッテリーエネルギーコントロールモジュール） 　ポジティブコンタクター

　パワートレイン（フューエルインジェクターコントロールモジュール） 　ＣＮＧカットオフソレノイドバルブ１

　パワートレイン（フューエルインジェクターコントロールモジュール） 　ＣＮＧカットオフソレノイドバルブ２

　パワートレイン（フューエルインジェクターコントロールモジュール） 　ＬＰＧカットオフソレノイドバルブ

　パワートレイン（フューエルインジェクターコントロールモジュール） 　ＬＰＧベポライザーリレー１

　パワートレイン（フューエルインジェクターコントロールモジュール） 　ＬＰＧベポライザーリレー２

　パワートレイン（フューエルインジェクターコントロールモジュール） 　ＬＰＧベポライザーリレー３

　パワートレイン（フューエルインジェクターコントロールモジュール） 　ＬＰＧ暖機モードインジケーター

　パワートレイン（フューエルインジェクターコントロールモジュール） 　アクセルウェイトインジケーター

　パワートレイン（フューエルインジェクターコントロールモジュール） 　ウェイトトゥスタートインジケーター

　パワートレイン（フューエルインジェクターコントロールモジュール） 　エンジン冷却水ヒーター

　パワートレイン（フューエルインジェクターコントロールモジュール） 　高圧燃料カットオフソレノイドバルブ

　パワートレイン（フューエルインジェクターコントロールモジュール） 　代替フューエルポンプ

　パワートレイン（フューエルインジェクターコントロールモジュール） 　代替燃料：燃料カットオフソレノイドバルブリレー（ガス段階）

　パワートレイン（フューエルインジェクターコントロールモジュール） 　代替燃料：燃料カットオフソレノイドバルブリレー（液体段階）

　パワートレイン（フューエルインジェクターコントロールモジュール） 　代替燃料レール圧力

　パワートレイン（フューエルインジェクターコントロールモジュール） 　低圧燃料カットオフソレノイドバルブ

　パワートレイン（フューエルインジェクターコントロールモジュール） 　燃料カットオフソレノイドバルブ１

　パワートレイン（フューエルインジェクターコントロールモジュール） 　燃料カットオフソレノイドバルブ２

　パワートレイン（フューエルインジェクターコントロールモジュール） 　燃料ヒーターリレー１

　パワートレイン（フューエルインジェクターコントロールモジュール） 　燃料ヒーターリレー２

　パワートレイン（フューエルインジェクターコントロールモジュール） 　燃料ヒーターリレー３

　パワートレイン（フューエルインジェクターコントロールモジュール） 　燃料ポンプリレー

　パワートレイン（フューエルインジェクターコントロールモジュール） 　燃料モードセレクトオーバーライド（バイフューエル／ガソリン）

　パワートレイン（フューエルインジェクターコントロールモジュール） 　燃料モードセレクトスイッチインジケーター

　パワートレイン（フューエルインジェクターコントロールモジュール） 　燃料圧力

　パワートレイン（フューエルインジェクターコントロールモジュール） 　要求トルク

　パワートレイン（フューエルポンプコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（フューエルポンプコントロールモジュール） 　フューエルポンプトリムリセット

　パワートレイン（フューエルポンプコントロールモジュール） 　燃料プレッシャーコントロール

　パワートレイン（フューエルポンプコントロールモジュール） 　燃料圧力

　パワートレイン（リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール　バージョン０５０１） 　ポンプモーター

　パワートレイン（リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール　バージョン０５０１） 　リアデフクラッチソレノイドバルブ

　パワートレイン（リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール　バージョン０５０１） 　リアデフ油圧システムサービスエア抜き

　パワートレイン（リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール　バージョン０５０１） 　リアドライブクラッチソレノイドバルブ

　パワートレイン（リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール　バージョン０５０２） 　ポンプモーター

　パワートレイン（リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール　バージョン０５０２） 　リアデフクラッチソレノイドバルブ

　パワートレイン（リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール　バージョン０５０２） 　リアデフ油圧システムサービスエア抜き

　パワートレイン（リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール　バージョン０５０２） 　リアドライブクラッチソレノイドバルブ

　パワートレイン（リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール） 　ポンプモーター

　パワートレイン（リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール） 　リアデフクラッチソレノイドバルブ

　パワートレイン（リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール） 　リアデフクラッチトルク

　パワートレイン（リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール） 　リアデフ油圧システムサービスエア抜き

　パワートレイン（リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール） 　リアデフ油圧ライン注入

　パワートレイン（リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール） 　リアドライブクラッチソレノイドバルブ

　パワートレイン（可変トランスミッション） 　ＴＣＣ　ＰＣ（プレッシャーコントロール）ソレノイド機能

　パワートレイン（可変トランスミッション） 　ＴＣＣ有効ソレノイド機能

　パワートレイン（他のオートマチックトランスミッションシステム） 　１－２／３－４シフトソレノイド

　パワートレイン（他のオートマチックトランスミッションシステム） 　２－３ソレノイド

　パワートレイン（他のオートマチックトランスミッションシステム） 　ＴＣＣコントロールソレノイド

　パワートレイン（他のオートマチックトランスミッションシステム） 　ウィンターＬＥＤ

　パワートレイン（他のオートマチックトランスミッションシステム） 　エコ／スポーツ

　パワートレイン（他のオートマチックトランスミッションシステム） 　トランスミッションモニター

　パワートレイン（他のオートマチックトランスミッションシステム） 　トルクコントロールソレノイド

　パワートレイン（他のオートマチックトランスミッションシステム） 　パークニュートラルスイッチテスト

　パワートレイン（他のオートマチックトランスミッションシステム） 　圧力レギュレーターソレノイド

　パワートレイン（排気フロー制御モジュール） 　排気バルブ

　ボディー（　ボディーコントロールモジュール　ハロゲン（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　ＬＥＤバックランプディミング

　ボディー（　ボディーコントロールモジュール　ハロゲン（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　Ｌｅｆｔ　Ｆｒｏｎｔ　Ｔｕｒｎ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｌａｍｐｓ

　ボディー（　ボディーコントロールモジュール　ハロゲン（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　Ｒｉｇｈｔ　Ｆｒｏｎｔ　Ｔｕｒｎ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｌａｍｐｓ

　ボディー（　ボディーコントロールモジュール　ハロゲン（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　アクセサリー／保持アクセサリー電源リレー

　ボディー（　ボディーコントロールモジュール　ハロゲン（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　アクセサリー電源モードインジケーター

　ボディー（　ボディーコントロールモジュール　ハロゲン（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　アクセサリー電源リレー

　ボディー（　ボディーコントロールモジュール　ハロゲン（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　アクセントランプ１

　ボディー（　ボディーコントロールモジュール　ハロゲン（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　アクセントランプ２

　ボディー（　ボディーコントロールモジュール　ハロゲン（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　インジケーターディミング

　ボディー（　ボディーコントロールモジュール　ハロゲン（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　ウィンドウロックアウトスイッチインジケーター

　ボディー（　ボディーコントロールモジュール　ハロゲン（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　カーゴランプ

　ボディー（　ボディーコントロールモジュール　ハロゲン（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　カーテシーランプ

　ボディー（　ボディーコントロールモジュール　ハロゲン（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　ジェネレーターレギュレーター設定値

　ボディー（　ボディーコントロールモジュール　ハロゲン（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　すべてのドアロック／アンロック（すべてのドアロック）

　ボディー（　ボディーコントロールモジュール　ハロゲン（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　すべてのドアロック／アンロック（運転席ドアアンロック）

　ボディー（　ボディーコントロールモジュール　ハロゲン（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　すべてのドアロック／アンロック（助手席ドアアンロック）

　ボディー（　ボディーコントロールモジュール　ハロゲン（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　セキュリティインジケーター
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　ボディー（　ボディーコントロールモジュール　ハロゲン（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　セキュリティー警告音

　ボディー（　ボディーコントロールモジュール　ハロゲン（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　センターストップランプ

　ボディー（　ボディーコントロールモジュール　ハロゲン（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　チャイルドセキュリティーロック／ウィンドウロックアウトスイッチインジケーター

　ボディー（　ボディーコントロールモジュール　ハロゲン（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　チャイルドセキュリティーロックモーター

　ボディー（　ボディーコントロールモジュール　ハロゲン（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　ドアデッドロック：ロック／アンロック

　ボディー（　ボディーコントロールモジュール　ハロゲン（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　トレーラーパーキングランプ

　ボディー（　ボディーコントロールモジュール　ハロゲン（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　トレーラーバックアップランプ

　ボディー（　ボディーコントロールモジュール　ハロゲン（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　ナンバープレートランプ

　ボディー（　ボディーコントロールモジュール　ハロゲン（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　ハイビーム

　ボディー（　ボディーコントロールモジュール　ハロゲン（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　バックアップランプ

　ボディー（　ボディーコントロールモジュール　ハロゲン（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　フロントガラスウォッシャーリレー

　ボディー（　ボディーコントロールモジュール　ハロゲン（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　フロントガラスワイパーモーターリレー（ハイ）

　ボディー（　ボディーコントロールモジュール　ハロゲン（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　フロントガラスワイパーモーターリレー（ロー）

　ボディー（　ボディーコントロールモジュール　ハロゲン（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　フロントフォグランプ

　ボディー（　ボディーコントロールモジュール　ハロゲン（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　フロント右ターンシグナルランプ

　ボディー（　ボディーコントロールモジュール　ハロゲン（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　フロント右パーキングランプ

　ボディー（　ボディーコントロールモジュール　ハロゲン（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　フロント右パーキングランプ／ＤＲＬ

　ボディー（　ボディーコントロールモジュール　ハロゲン（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　フロント左ターンシグナルランプ

　ボディー（　ボディーコントロールモジュール　ハロゲン（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　フロント左パーキングランプ

　ボディー（　ボディーコントロールモジュール　ハロゲン（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　フロント左パーキングランプ／ＤＲＬ

　ボディー（　ボディーコントロールモジュール　ハロゲン（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　ヘッドライトウォッシャーリレー

　ボディー（　ボディーコントロールモジュール　ハロゲン（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　ホーンリレー

　ボディー（　ボディーコントロールモジュール　ハロゲン（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　ラン／クランクリレー

　ボディー（　ボディーコントロールモジュール　ハロゲン（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　ラン／スタート電源モードインジケーター

　ボディー（　ボディーコントロールモジュール　ハロゲン（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　リアウォッシャーリレー

　ボディー（　ボディーコントロールモジュール　ハロゲン（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　リアフォグランプリレー

　ボディー（　ボディーコントロールモジュール　ハロゲン（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　リアワイパー

　ボディー（　ボディーコントロールモジュール　ハロゲン（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　リア右ウィンドウモーター（アップ）

　ボディー（　ボディーコントロールモジュール　ハロゲン（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　リア右ウィンドウモーター（エクスプレスアップ）

　ボディー（　ボディーコントロールモジュール　ハロゲン（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　リア右ウィンドウモーター（エクスプレスダウン）

　ボディー（　ボディーコントロールモジュール　ハロゲン（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　リア右ウィンドウモーター（ダウン）

　ボディー（　ボディーコントロールモジュール　ハロゲン（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　リア右ターンシグナル／ストップランプ

　ボディー（　ボディーコントロールモジュール　ハロゲン（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　リア右パーキングランプ

　ボディー（　ボディーコントロールモジュール　ハロゲン（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　リア左ウィンドウモーター（アップ）

　ボディー（　ボディーコントロールモジュール　ハロゲン（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　リア左ウィンドウモーター（エクスプレスアップ）

　ボディー（　ボディーコントロールモジュール　ハロゲン（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　リア左ウィンドウモーター（エクスプレスダウン）

　ボディー（　ボディーコントロールモジュール　ハロゲン（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　リア左ウィンドウモーター（ダウン）

　ボディー（　ボディーコントロールモジュール　ハロゲン（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　リア左ターンシグナル／ストップランプ

　ボディー（　ボディーコントロールモジュール　ハロゲン（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　リア左パーキングランプ

　ボディー（　ボディーコントロールモジュール　ハロゲン（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　右トレーラーターンシグナルランプ

　ボディー（　ボディーコントロールモジュール　ハロゲン（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　右パーキングランプ

　ボディー（　ボディーコントロールモジュール　ハロゲン（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　右ヘッドライトロービーム

　ボディー（　ボディーコントロールモジュール　ハロゲン（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　右ロービーム／ＤＲＬ

　ボディー（　ボディーコントロールモジュール　ハロゲン（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　右専用ＤＲＬ

　ボディー（　ボディーコントロールモジュール　ハロゲン（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　運転席ウィンドウモーター（アップ）

　ボディー（　ボディーコントロールモジュール　ハロゲン（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　運転席ウィンドウモーター（エクスプレスアップ）

　ボディー（　ボディーコントロールモジュール　ハロゲン（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　運転席ウィンドウモーター（エクスプレスダウン）

　ボディー（　ボディーコントロールモジュール　ハロゲン（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　運転席ウィンドウモーター（ダウン）

　ボディー（　ボディーコントロールモジュール　ハロゲン（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　左トレーラーターンシグナルランプ

　ボディー（　ボディーコントロールモジュール　ハロゲン（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　左パーキングランプ

　ボディー（　ボディーコントロールモジュール　ハロゲン（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　左ヘッドライトロービーム

　ボディー（　ボディーコントロールモジュール　ハロゲン（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　左ロービーム／ＤＲＬ

　ボディー（　ボディーコントロールモジュール　ハロゲン（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　左専用ＤＲＬ

　ボディー（　ボディーコントロールモジュール　ハロゲン（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　車外リアビューミラーカーテシーランプ

　ボディー（　ボディーコントロールモジュール　ハロゲン（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　助手席ウィンドウモーター（アップ）

　ボディー（　ボディーコントロールモジュール　ハロゲン（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　助手席ウィンドウモーター（エクスプレスアップ）

　ボディー（　ボディーコントロールモジュール　ハロゲン（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　助手席ウィンドウモーター（エクスプレスダウン）

　ボディー（　ボディーコントロールモジュール　ハロゲン（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　助手席ウィンドウモーター（ダウン）

　ボディー（　ボディーコントロールモジュール　ハロゲン（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　想定外の負荷

　ボディー（　ボディーコントロールモジュール　ハロゲン（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　白熱灯調光

　ボディー（　ボディーコントロールモジュール　ハロゲン（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　補助イグニッションランリレー

　ボディー（Ｃ６０　マニュアルＨＶＡＣシングルゾーン） 　エアコン要求

　ボディー（Ｃ６０　マニュアルＨＶＡＣシングルゾーン） 　すべてのＬＥＤ状態

　ボディー（Ｃ６０　マニュアルＨＶＡＣシングルゾーン） 　デフロストドア

　ボディー（Ｃ６０　マニュアルＨＶＡＣシングルゾーン） 　ドアポジションモード

　ボディー（Ｃ６０　マニュアルＨＶＡＣシングルゾーン） 　左温度ドアポジション

　ボディー（Ｃ６０　マニュアルＨＶＡＣシングルゾーン） 　再循環ドア

　ボディー（Ｃ６０　マニュアルＨＶＡＣシングルゾーン） 　全モーター再補正

　ボディー（Ｃ６０　マニュアルＨＶＡＣシングルゾーン） 　補助ブロワーモーター

　ボディー（Ｃ６０　マニュアルＨＶＡＣシングルゾーン） 　補助モードドア

　ボディー（Ｃ６０　マニュアルＨＶＡＣシングルゾーン） 　補助気温ドア

　ボディー（ＣＪ２　デュアルゾーン　ＨＶＡＣ　オート） 　Ａ／Ｃ許可

　ボディー（ＣＪ２　デュアルゾーン　ＨＶＡＣ　オート） 　インスタントＯＡＴアップデート

　ボディー（ＣＪ２　デュアルゾーン　ＨＶＡＣ　オート） 　セグメントチェック



●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2022.10)
システム 項目名

　ボディー（ＣＪ２　デュアルゾーン　ＨＶＡＣ　オート） 　ディスプレーテスト

　ボディー（ＣＪ２　デュアルゾーン　ＨＶＡＣ　オート） 　ドアポジションモード

　ボディー（ＣＪ２　デュアルゾーン　ＨＶＡＣ　オート） 　ブロワーモーター

　ボディー（ＣＪ２　デュアルゾーン　ＨＶＡＣ　オート） 　モード１ドアポジション

　ボディー（ＣＪ２　デュアルゾーン　ＨＶＡＣ　オート） 　モード２ドアポジション

　ボディー（ＣＪ２　デュアルゾーン　ＨＶＡＣ　オート） 　リアデフロスト要求

　ボディー（ＣＪ２　デュアルゾーン　ＨＶＡＣ　オート） 　右ミックスモーター

　ボディー（ＣＪ２　デュアルゾーン　ＨＶＡＣ　オート） 　運転席温度ドア

　ボディー（ＣＪ２　デュアルゾーン　ＨＶＡＣ　オート） 　吸気温度センサーファン

　ボディー（ＣＪ２　デュアルゾーン　ＨＶＡＣ　オート） 　吸入口ドア

　ボディー（ＣＪ２　デュアルゾーン　ＨＶＡＣ　オート） 　左ミックスモーター

　ボディー（ＣＪ２　デュアルゾーン　ＨＶＡＣ　オート） 　再循環ドア

　ボディー（ＣＪ２　デュアルゾーン　ＨＶＡＣ　オート） 　助手席温度ドア

　ボディー（ＣＪ２　デュアルゾーン　ＨＶＡＣ　オート） 　内気温度ファン

　ボディー（ＣＪ３　マニュアルＨＶＡＣデュアルゾーン） 　Ａ／Ｃ許可

　ボディー（ＣＪ３　マニュアルＨＶＡＣデュアルゾーン） 　エアコン要求

　ボディー（ＣＪ３　マニュアルＨＶＡＣデュアルゾーン） 　すべてのＬＥＤ状態

　ボディー（ＣＪ３　マニュアルＨＶＡＣデュアルゾーン） 　デフロストドア

　ボディー（ＣＪ３　マニュアルＨＶＡＣデュアルゾーン） 　ドアポジションモード

　ボディー（ＣＪ３　マニュアルＨＶＡＣデュアルゾーン） 　モード１ドアポジション

　ボディー（ＣＪ３　マニュアルＨＶＡＣデュアルゾーン） 　モード２ドアポジション

　ボディー（ＣＪ３　マニュアルＨＶＡＣデュアルゾーン） 　右ミックスモーター

　ボディー（ＣＪ３　マニュアルＨＶＡＣデュアルゾーン） 　右温度ドアポジション

　ボディー（ＣＪ３　マニュアルＨＶＡＣデュアルゾーン） 　左ミックスモーター

　ボディー（ＣＪ３　マニュアルＨＶＡＣデュアルゾーン） 　左温度ドアポジション

　ボディー（ＣＪ３　マニュアルＨＶＡＣデュアルゾーン） 　再循環ドア

　ボディー（ＣＪ３　マニュアルＨＶＡＣデュアルゾーン） 　全モーター再補正

　ボディー（ＣＪ３　マニュアルＨＶＡＣデュアルゾーン） 　補助ブロワーモーター

　ボディー（ＣＪ３　マニュアルＨＶＡＣデュアルゾーン） 　補助モードドア

　ボディー（ＣＪ３　マニュアルＨＶＡＣデュアルゾーン） 　補助気温ドア

　ボディー（ＣＪ４　トライゾーン　ＨＶＡＣ　オート） 　セグメントチェック

　ボディー（ＣＪ４　トライゾーン　ＨＶＡＣ　オート） 　ディスプレーテスト

　ボディー（ＣＪ４　トライゾーン　ＨＶＡＣ　オート） 　ドアポジションモード

　ボディー（ＣＪ４　トライゾーン　ＨＶＡＣ　オート） 　ブロワーモーター

　ボディー（ＣＪ４　トライゾーン　ＨＶＡＣ　オート） 　リアデフロスト要求

　ボディー（ＣＪ４　トライゾーン　ＨＶＡＣ　オート） 　運転席温度ドア

　ボディー（ＣＪ４　トライゾーン　ＨＶＡＣ　オート） 　吸気温度センサーファン

　ボディー（ＣＪ４　トライゾーン　ＨＶＡＣ　オート） 　再循環ドア

　ボディー（ＣＪ４　トライゾーン　ＨＶＡＣ　オート） 　助手席温度ドア

　ボディー（ＣＪ４　トライゾーン　ＨＶＡＣ　オート） 　補助モードドア

　ボディー（ＣＪ４　トライゾーン　ＨＶＡＣ　オート） 　補助気温ドア

　ボディー（ＨＶＡＣ　マニュアルコントロールデュアルゾーン（ＣＪ３）） 　エアコン要求信号

　ボディー（ＨＶＡＣ　マニュアルコントロールデュアルゾーン（ＣＪ３）） 　すべてのインジケーター点灯

　ボディー（ＨＶＡＣ　マニュアルコントロールデュアルゾーン（ＣＪ３）） 　ドアポジションモード

　ボディー（ＨＶＡＣ　マニュアルコントロールデュアルゾーン（ＣＪ３）） 　ブロワーモーター回転数

　ボディー（ＨＶＡＣ　マニュアルコントロールデュアルゾーン（ＣＪ３）） 　リアデフォッガー

　ボディー（ＨＶＡＣ　マニュアルコントロールデュアルゾーン（ＣＪ３）） 　リアモードドアアクチュエーターポジション

　ボディー（ＨＶＡＣ　マニュアルコントロールデュアルゾーン（ＣＪ３）） 　リア温度ドアアクチュエーター方向

　ボディー（ＨＶＡＣ　マニュアルコントロールデュアルゾーン（ＣＪ３）） 　右温度ドアアクチュエーター方向

　ボディー（ＨＶＡＣ　マニュアルコントロールデュアルゾーン（ＣＪ３）） 　吸入口ドアアクチュエーター方向

　ボディー（ＨＶＡＣ　マニュアルコントロールデュアルゾーン（ＣＪ３）） 　左温度ドアアクチュエーター方向

　ボディー（ＨＶＡＣ　マニュアルコントロールデュアルゾーン（ＣＪ３）） 　補助ブロワーモーター回転数

　ボディー（ＨＶＡＣ　マニュアルコントロールヒーターオンリー　（Ｃ４２）） 　すべてのインジケーター点灯

　ボディー（ＨＶＡＣ　マニュアルコントロールヒーターオンリー　（Ｃ４２）） 　ドアポジションモード

　ボディー（ＨＶＡＣ　マニュアルコントロールヒーターオンリー　（Ｃ４２）） 　ブロワーモーター回転数

　ボディー（ＨＶＡＣ　マニュアルコントロールヒーターオンリー　（Ｃ４２）） 　リアデフォッガー

　ボディー（ＨＶＡＣ　マニュアルコントロールヒーターオンリー　（Ｃ４２）） 　吸入口ドアアクチュエーター方向

　ボディー（ＨＶＡＣ　マニュアルコントロールヒーターオンリー　（Ｃ４２）） 　空気再循環ドアアクチュエーター方向

　ボディー（ＨＶＡＣ　マニュアルコントロールヒーターオンリー　（Ｃ４２）） 　左温度ドアアクチュエーター方向

　ボディー（ＨＶＡＣ　コントロールモジュール） 　Ａ／Ｃ許可

　ボディー（ＨＶＡＣ　コントロールモジュール） 　ＬＥＤディミング

　ボディー（ＨＶＡＣ　コントロールモジュール） 　イグニッション電圧

　ボディー（ＨＶＡＣ　コントロールモジュール） 　インスタントＯＡＴアップデート

　ボディー（ＨＶＡＣ　コントロールモジュール） 　ウォーターポンプコントロール

　ボディー（ＨＶＡＣ　コントロールモジュール） 　エアインレットドアポジション

　ボディー（ＨＶＡＣ　コントロールモジュール） 　エアコンＬＥＤ

　ボディー（ＨＶＡＣ　コントロールモジュール） 　エアコンコンプレッサー

　ボディー（ＨＶＡＣ　コントロールモジュール） 　エアコンコンプレッサーソレノイドバルブ

　ボディー（ＨＶＡＣ　コントロールモジュール） 　エアコンコンプレッサー特性チェック

　ボディー（ＨＶＡＣ　コントロールモジュール） 　エアコンスイッチ

　ボディー（ＨＶＡＣ　コントロールモジュール） 　エアコン要求

　ボディー（ＨＶＡＣ　コントロールモジュール） 　エアコン要求信号

　ボディー（ＨＶＡＣ　コントロールモジュール） 　コンプレッサークラッチ

　ボディー（ＨＶＡＣ　コントロールモジュール） 　すべてのＬＥＤ状態



●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2022.10)
システム 項目名

　ボディー（ＨＶＡＣ　コントロールモジュール） 　すべてのインジケーター点灯

　ボディー（ＨＶＡＣ　コントロールモジュール） 　セグメントチェック

　ボディー（ＨＶＡＣ　コントロールモジュール） 　ディスプレーテスト

　ボディー（ＨＶＡＣ　コントロールモジュール） 　デフロストドア

　ボディー（ＨＶＡＣ　コントロールモジュール） 　デフロストモード

　ボディー（ＨＶＡＣ　コントロールモジュール） 　ドアポジションモード

　ボディー（ＨＶＡＣ　コントロールモジュール） 　パワーダウン

　ボディー（ＨＶＡＣ　コントロールモジュール） 　ヒーターモード

　ボディー（ＨＶＡＣ　コントロールモジュール） 　ブロワーモーター

　ボディー（ＨＶＡＣ　コントロールモジュール） 　ブロワーモーターリレー

　ボディー（ＨＶＡＣ　コントロールモジュール） 　ブロワーモーター回転数

　ボディー（ＨＶＡＣ　コントロールモジュール） 　フロント右モードドアアクチュエーター方向

　ボディー（ＨＶＡＣ　コントロールモジュール） 　フロント右温度ドアアクチュエーター方向

　ボディー（ＨＶＡＣ　コントロールモジュール） 　フロント左モードドアアクチュエーター方向

　ボディー（ＨＶＡＣ　コントロールモジュール） 　フロント左温度ドアアクチュエーター方向

　ボディー（ＨＶＡＣ　コントロールモジュール） 　ベントモード

　ボディー（ＨＶＡＣ　コントロールモジュール） 　モード

　ボディー（ＨＶＡＣ　コントロールモジュール） 　モード１ドアポジション

　ボディー（ＨＶＡＣ　コントロールモジュール） 　モードアクチュエーターポジション

　ボディー（ＨＶＡＣ　コントロールモジュール） 　リアアクチュエーターポジション

　ボディー（ＨＶＡＣ　コントロールモジュール） 　リアデフォッガー

　ボディー（ＨＶＡＣ　コントロールモジュール） 　リアデフォッガーＬＥＤ

　ボディー（ＨＶＡＣ　コントロールモジュール） 　リアデフクーリングリレー

　ボディー（ＨＶＡＣ　コントロールモジュール） 　リアデフロスト

　ボディー（ＨＶＡＣ　コントロールモジュール） 　リアデフロストＬＥＤ

　ボディー（ＨＶＡＣ　コントロールモジュール） 　リアデフロスト要求

　ボディー（ＨＶＡＣ　コントロールモジュール） 　リアモードドアアクチュエーターポジション

　ボディー（ＨＶＡＣ　コントロールモジュール） 　リア温度ドアアクチュエーター方向

　ボディー（ＨＶＡＣ　コントロールモジュール） 　リア左モードドアアクチュエーター方向

　ボディー（ＨＶＡＣ　コントロールモジュール） 　右ミックスモーター

　ボディー（ＨＶＡＣ　コントロールモジュール） 　右温度ドアアクチュエーター方向

　ボディー（ＨＶＡＣ　コントロールモジュール） 　右温度ドアポジション

　ボディー（ＨＶＡＣ　コントロールモジュール） 　運転席シートヒーター

　ボディー（ＨＶＡＣ　コントロールモジュール） 　運転席シートヒーターＬＥＤ

　ボディー（ＨＶＡＣ　コントロールモジュール） 　運転席シートヒーター要求

　ボディー（ＨＶＡＣ　コントロールモジュール） 　運転席ドアアクチュエーターポジション

　ボディー（ＨＶＡＣ　コントロールモジュール） 　運転席温度ドア

　ボディー（ＨＶＡＣ　コントロールモジュール） 　運転席温度ドアポジション

　ボディー（ＨＶＡＣ　コントロールモジュール） 　温度ドアポジション

　ボディー（ＨＶＡＣ　コントロールモジュール） 　外気温度インスタントアップデート

　ボディー（ＨＶＡＣ　コントロールモジュール） 　気温アップデート

　ボディー（ＨＶＡＣ　コントロールモジュール） 　吸気温度センサーファン

　ボディー（ＨＶＡＣ　コントロールモジュール） 　吸入口ドア

　ボディー（ＨＶＡＣ　コントロールモジュール） 　吸入口ドアアクチュエーター方向

　ボディー（ＨＶＡＣ　コントロールモジュール） 　空気再循環ドアアクチュエーター方向

　ボディー（ＨＶＡＣ　コントロールモジュール） 　空気再循環モードスイッチ

　ボディー（ＨＶＡＣ　コントロールモジュール） 　左ミックスモーター

　ボディー（ＨＶＡＣ　コントロールモジュール） 　左温度ドアアクチュエーター方向

　ボディー（ＨＶＡＣ　コントロールモジュール） 　左温度ドアポジション

　ボディー（ＨＶＡＣ　コントロールモジュール） 　再循環ＬＥＤ

　ボディー（ＨＶＡＣ　コントロールモジュール） 　再循環ドア

　ボディー（ＨＶＡＣ　コントロールモジュール） 　再循環モーターポジション

　ボディー（ＨＶＡＣ　コントロールモジュール） 　助手席シートヒーター

　ボディー（ＨＶＡＣ　コントロールモジュール） 　助手席シートヒーターＬＥＤ

　ボディー（ＨＶＡＣ　コントロールモジュール） 　助手席シートヒーター要求

　ボディー（ＨＶＡＣ　コントロールモジュール） 　助手席ドアアクチュエーターポジション

　ボディー（ＨＶＡＣ　コントロールモジュール） 　助手席温度ドア

　ボディー（ＨＶＡＣ　コントロールモジュール） 　全モーター再補正

　ボディー（ＨＶＡＣ　コントロールモジュール） 　内気温度ファン

　ボディー（ＨＶＡＣ　コントロールモジュール） 　補助ブロワーモーター

　ボディー（ＨＶＡＣ　コントロールモジュール） 　補助ブロワーモーター回転数

　ボディー（ＨＶＡＣ　コントロールモジュール） 　補助モードドア

　ボディー（ＨＶＡＣ　コントロールモジュール） 　補助気温ドア

　ボディー（ＨＶＡＣ　コントロールモジュール） 　補助冷却ポンプ

　ボディー（ＨＶＡＣ　コントロールモジュール） 　補助冷却ポンプスピード

　ボディー（ＨＶＡＣオートコントロール　デュアルゾーン（ＣＪ２）） 　エアコンコンプレッサー

　ボディー（ＨＶＡＣオートコントロール　デュアルゾーン（ＣＪ２）） 　エアコンコンプレッサーソレノイドバルブ

　ボディー（ＨＶＡＣオートコントロール　デュアルゾーン（ＣＪ２）） 　エアコンスイッチ

　ボディー（ＨＶＡＣオートコントロール　デュアルゾーン（ＣＪ２）） 　エアコン要求信号

　ボディー（ＨＶＡＣオートコントロール　デュアルゾーン（ＣＪ２）） 　すべてのインジケーター点灯

　ボディー（ＨＶＡＣオートコントロール　デュアルゾーン（ＣＪ２）） 　ドアポジションモード

　ボディー（ＨＶＡＣオートコントロール　デュアルゾーン（ＣＪ２）） 　ブロワーモーター回転数

　ボディー（ＨＶＡＣオートコントロール　デュアルゾーン（ＣＪ２）） 　リアデフォッガー

　ボディー（ＨＶＡＣオートコントロール　デュアルゾーン（ＣＪ２）） 　リアモードドアアクチュエーターポジション
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システム 項目名

　ボディー（ＨＶＡＣオートコントロール　デュアルゾーン（ＣＪ２）） 　リア温度ドアアクチュエーター方向

　ボディー（ＨＶＡＣオートコントロール　デュアルゾーン（ＣＪ２）） 　右温度ドアアクチュエーター方向

　ボディー（ＨＶＡＣオートコントロール　デュアルゾーン（ＣＪ２）） 　吸入口ドアアクチュエーター方向

　ボディー（ＨＶＡＣオートコントロール　デュアルゾーン（ＣＪ２）） 　空気再循環ドアアクチュエーター方向

　ボディー（ＨＶＡＣオートコントロール　デュアルゾーン（ＣＪ２）） 　左温度ドアアクチュエーター方向

　ボディー（ＨＶＡＣオートコントロール　デュアルゾーン（ＣＪ２）） 　補助ブロワーモーター回転数

　ボディー（ＨＶＡＣコントロール） 　すべてのインジケーター点灯

　ボディー（ＨＶＡＣ　コントロールモジュール　エアコンオンリー　（Ｃ７Ｂ）） 　エアコンスイッチ

　ボディー（ＨＶＡＣ　コントロールモジュール　エアコンオンリー　（Ｃ７Ｂ）） 　すべてのインジケーター点灯

　ボディー（ＨＶＡＣ　コントロールモジュール　エアコンオンリー　（Ｃ７Ｂ）） 　空気再循環モードスイッチ

　ボディー（ＨＶＡＣコントロールモジュール　オートデュアル（ＣＪ２）） 　エアコンコンプレッサー

　ボディー（ＨＶＡＣコントロールモジュール　オートデュアル（ＣＪ２）） 　エアコンコンプレッサーソレノイドバルブ

　ボディー（ＨＶＡＣコントロールモジュール　オートデュアル（ＣＪ２）） 　エアコンスイッチ

　ボディー（ＨＶＡＣコントロールモジュール　オートデュアル（ＣＪ２）） 　すべてのインジケーター点灯

　ボディー（ＨＶＡＣコントロールモジュール　オートデュアル（ＣＪ２）） 　ドアポジションモード

　ボディー（ＨＶＡＣコントロールモジュール　オートデュアル（ＣＪ２）） 　ブロワーモーター回転数

　ボディー（ＨＶＡＣコントロールモジュール　オートデュアル（ＣＪ２）） 　フロント右温度ドアアクチュエーター方向

　ボディー（ＨＶＡＣコントロールモジュール　オートデュアル（ＣＪ２）） 　リアデフォッガー

　ボディー（ＨＶＡＣコントロールモジュール　オートデュアル（ＣＪ２）） 　右温度ドアアクチュエーター方向

　ボディー（ＨＶＡＣコントロールモジュール　オートデュアル（ＣＪ２）） 　吸入口ドアアクチュエーター方向

　ボディー（ＨＶＡＣコントロールモジュール　オートデュアル（ＣＪ２）） 　空気再循環ドアアクチュエーター方向

　ボディー（ＨＶＡＣコントロールモジュール　オートデュアル（ＣＪ２）） 　左温度ドアアクチュエーター方向

　ボディー（ＨＶＡＣコントロールモジュール　オート信号（Ｃ６８）） 　エアコンコンプレッサー

　ボディー（ＨＶＡＣコントロールモジュール　オート信号（Ｃ６８）） 　エアコンコンプレッサーソレノイドバルブ

　ボディー（ＨＶＡＣコントロールモジュール　オート信号（Ｃ６８）） 　エアコンスイッチ

　ボディー（ＨＶＡＣコントロールモジュール　オート信号（Ｃ６８）） 　すべてのインジケーター点灯

　ボディー（ＨＶＡＣコントロールモジュール　オート信号（Ｃ６８）） 　ドアポジションモード

　ボディー（ＨＶＡＣコントロールモジュール　オート信号（Ｃ６８）） 　ブロワーモーター回転数

　ボディー（ＨＶＡＣコントロールモジュール　オート信号（Ｃ６８）） 　リアデフォッガー

　ボディー（ＨＶＡＣコントロールモジュール　オート信号（Ｃ６８）） 　右温度ドアアクチュエーター方向

　ボディー（ＨＶＡＣコントロールモジュール　オート信号（Ｃ６８）） 　吸入口ドアアクチュエーター方向

　ボディー（ＨＶＡＣコントロールモジュール　オート信号（Ｃ６８）） 　空気再循環ドアアクチュエーター方向

　ボディー（ＨＶＡＣコントロールモジュール　オート信号（Ｃ６８）） 　左温度ドアアクチュエーター方向

　ボディー（ＨＶＡＣコントロールモジュール　シングルゾーン（Ｃ６０）） 　エアコンスイッチ

　ボディー（ＨＶＡＣコントロールモジュール　シングルゾーン（Ｃ６０）） 　すべてのインジケーター点灯

　ボディー（ＨＶＡＣコントロールモジュール　シングルゾーン（Ｃ６０）） 　リアデフォッガー

　ボディー（ＨＶＡＣコントロールモジュール　シングルゾーン（Ｃ６０）） 　空気再循環モードスイッチ

　ボディー（ＨＶＡＣコントロールモジュール　セミオートシングル（Ｃ４Ｐ）） 　エアコンコンプレッサーソレノイドバルブ

　ボディー（ＨＶＡＣコントロールモジュール　セミオートシングル（Ｃ４Ｐ）） 　すべてのインジケーター点灯

　ボディー（ＨＶＡＣコントロールモジュール　セミオートシングル（Ｃ４Ｐ）） 　ドアポジションモード

　ボディー（ＨＶＡＣコントロールモジュール　セミオートシングル（Ｃ４Ｐ）） 　ブロワーモーター回転数

　ボディー（ＨＶＡＣコントロールモジュール　セミオートシングル（Ｃ４Ｐ）） 　リアデフォッガー

　ボディー（ＨＶＡＣコントロールモジュール　セミオートシングル（Ｃ４Ｐ）） 　右温度ドアアクチュエーター方向

　ボディー（ＨＶＡＣコントロールモジュール　セミオートシングル（Ｃ４Ｐ）） 　空気再循環ドアアクチュエーター方向

　ボディー（ＨＶＡＣコントロールモジュール　セミオートシングル（Ｃ４Ｐ）） 　左温度ドアアクチュエーター方向

　ボディー（ＨＶＡＣコントロールモジュール　ヒーターオンリー（Ｃ４１）） 　すべてのインジケーター点灯

　ボディー（ＨＶＡＣコントロールモジュール　ヒーターオンリー（Ｃ４１）） 　リアデフォッガー

　ボディー（ＨＶＡＣコントロールモジュール　マニュアルヒーターオンリー（Ｃ４２）） 　すべてのインジケーター点灯

　ボディー（ＨＶＡＣコントロールモジュール　マニュアルヒーターオンリー（Ｃ４２）） 　ドアポジションモード

　ボディー（ＨＶＡＣコントロールモジュール　マニュアルヒーターオンリー（Ｃ４２）） 　ブロワーモーター回転数

　ボディー（ＨＶＡＣコントロールモジュール　マニュアルヒーターオンリー（Ｃ４２）） 　リアデフォッガー

　ボディー（ＨＶＡＣコントロールモジュール　マニュアルヒーターオンリー（Ｃ４２）） 　左温度ドアアクチュエーター方向

　ボディー（ＨＶＡＣコントロールモジュール　マニュアル信号（Ｃ６７）） 　エアコンコンプレッサー

　ボディー（ＨＶＡＣコントロールモジュール　マニュアル信号（Ｃ６７）） 　エアコンコンプレッサーソレノイドバルブ

　ボディー（ＨＶＡＣコントロールモジュール　マニュアル信号（Ｃ６７）） 　エアコンスイッチ

　ボディー（ＨＶＡＣコントロールモジュール　マニュアル信号（Ｃ６７）） 　すべてのインジケーター点灯

　ボディー（ＨＶＡＣコントロールモジュール　マニュアル信号（Ｃ６７）） 　ドアポジションモード

　ボディー（ＨＶＡＣコントロールモジュール　マニュアル信号（Ｃ６７）） 　ブロワーモーター回転数

　ボディー（ＨＶＡＣコントロールモジュール　マニュアル信号（Ｃ６７）） 　リアデフォッガー

　ボディー（ＨＶＡＣコントロールモジュール　マニュアル信号（Ｃ６７）） 　右温度ドアアクチュエーター方向

　ボディー（ＨＶＡＣコントロールモジュール　マニュアル信号（Ｃ６７）） 　吸入口ドアアクチュエーター方向

　ボディー（ＨＶＡＣコントロールモジュール　マニュアル信号（Ｃ６７）） 　空気再循環ドアアクチュエーター方向

　ボディー（ＨＶＡＣコントロールモジュール　マニュアル信号（Ｃ６７）） 　左温度ドアアクチュエーター方向

　ボディー（ＨＶＡＣマニュアルコントロール　シングルゾーン（Ｃ６７）） 　エアコンコンプレッサーソレノイドバルブ

　ボディー（ＨＶＡＣマニュアルコントロール　シングルゾーン（Ｃ６７）） 　エアコン要求信号

　ボディー（ＨＶＡＣマニュアルコントロール　シングルゾーン（Ｃ６７）） 　すべてのインジケーター点灯

　ボディー（ＨＶＡＣマニュアルコントロール　シングルゾーン（Ｃ６７）） 　ドアポジションモード

　ボディー（ＨＶＡＣマニュアルコントロール　シングルゾーン（Ｃ６７）） 　ブロワーモーター回転数

　ボディー（ＨＶＡＣマニュアルコントロール　シングルゾーン（Ｃ６７）） 　リアデフォッガー

　ボディー（ＨＶＡＣマニュアルコントロール　シングルゾーン（Ｃ６７）） 　吸入口ドアアクチュエーター方向

　ボディー（ＨＶＡＣマニュアルコントロール　シングルゾーン（Ｃ６７）） 　空気再循環ドアアクチュエーター方向

　ボディー（ＨＶＡＣマニュアルコントロール　シングルゾーン（Ｃ６７）） 　左温度ドアアクチュエーター方向

　ボディー（ＨＶＡＣマニュアルコントロール　シングルゾーン（Ｃ６７）） 　補助ブロワーモーター回転数

　ボディー（ＩＳＵ） 　アラームサイレン
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　ボディー（ＩＳＵ） 　インテリアランプ

　ボディー（ＩＳＵ） 　キーランプ

　ボディー（ＩＳＵ） 　セキュリティーＬＥＤ

　ボディー（ＩＳＵ） 　ドアアンロック

　ボディー（ＩＳＵ） 　ドアロック

　ボディー（ＩＳＵ） 　トランクリリースリレー

　ボディー（ＩＳＵ） 　ハザードランプ

　ボディー（ＩＳＵ） 　パワーウィンドウリレー

　ボディー（ＩＳＵ） 　リアデフォッガー

　ボディー（ＩＳＵ） 　ワイパーリレー

　ボディー（ＩＳＵ） 　右ターンシグナルランプ

　ボディー（ＩＳＵ） 　運転席ウィンドウアップリレー

　ボディー（ＩＳＵ） 　運転席ウィンドウダウンリレー

　ボディー（ＩＳＵ） 　左ターンシグナルランプ

　ボディー（ＳＩＲ（乗員補助拘束装置）） 　チャイム出力

　ボディー（ＳＩＲ（乗員補助拘束装置）） 　運転席シートベルトリマインダー

　ボディー（ＳＩＲ（乗員補助拘束装置）） 　助手席エアバッグＯＦＦインジケーター

　ボディー（ＳＩＲ（乗員補助拘束装置）） 　助手席エアバッグＯＮインジケーター

　ボディー（ＳＩＲ（乗員補助拘束装置）） 　助手席シートベルトリマインダー

　ボディー（ＴＶアンテナモジュール） 　アンテナ１

　ボディー（ＴＶアンテナモジュール） 　アンテナ２

　ボディー（ＴＶアンテナモジュール） 　アンテナ３

　ボディー（ＴＶアンテナモジュール） 　アンテナ４

　ボディー（アクセサリー　ＤＣ　ＡＣ　パワーイバーターモジュール） 　エアコンコンプレッサー

　ボディー（アクセサリー　ＤＣ　ＡＣ　パワーイバーターモジュール） 　ドアポジションモード

　ボディー（アクセサリー　ＤＣ　ＡＣ　パワーイバーターモジュール） 　ブロワーモーター回転数

　ボディー（アクセサリー　ＤＣ　ＡＣ　パワーイバーターモジュール） 　リアデフォッガー

　ボディー（アクセサリー　ＤＣ　ＡＣ　パワーイバーターモジュール） 　右温度ドアアクチュエーター方向

　ボディー（アクセサリー　ＤＣ　ＡＣ　パワーイバーターモジュール） 　空気再循環ドアアクチュエーター方向

　ボディー（アクセサリー　ＤＣ　ＡＣ　パワーイバーターモジュール） 　左温度ドアアクチュエーター方向

　ボディー（アクセサリーヒーターコントロールモジュール） 　グロープラグ

　ボディー（アクセサリーヒーターコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　ボディー（アクセサリーヒーターコントロールモジュール） 　プライムフューエルポンプ

　ボディー（アクセサリーヒーターコントロールモジュール） 　ブロワーモーター

　ボディー（アクセサリーヒーターコントロールモジュール） 　補助ヒーター

　ボディー（アクセサリーボディーコントロールモジュール） 　トレーラーフォグランプ

　ボディー（アクセサリーボディーコントロールモジュール） 　リアフォグランプ

　ボディー（アクティブセーフティーコントロールモジュール） 　パーキングアシストスイッチＬＥＤ

　ボディー（アクティブセーフティーコントロールモジュール） 　車線逸脱警報スイッチインジケーター

　ボディー（アシストステップオブジェクト検出コントロールモジュール） 　右アシストステップモーター（拡張）

　ボディー（アシストステップオブジェクト検出コントロールモジュール） 　右アシストステップモーター（格納）

　ボディー（アシストステップオブジェクト検出コントロールモジュール） 　左アシストステップモーター（拡張）

　ボディー（アシストステップオブジェクト検出コントロールモジュール） 　左アシストステップモーター（格納）

　ボディー（アシストステップコントローラー） 　アシストステップ学習手順

　ボディー（アシストステップコントローラー） 　右ＡＳＣモーターテスト

　ボディー（アシストステップコントローラー） 　左ＡＳＣモーターテスト

　ボディー（アシストステップコントローラー） 　製造有効カウンター消去

　ボディー（アシストステップコントロールモジュール） 　右アシストステップモーター（拡張）

　ボディー（アシストステップコントロールモジュール） 　右アシストステップモーター（格納）

　ボディー（アシストステップコントロールモジュール） 　左アシストステップモーター（拡張）

　ボディー（アシストステップコントロールモジュール） 　左アシストステップモーター（格納）

　ボディー（アップレベル（ＩＯ４　ＩＯ５　ＩＯ６）） 　ＡＭ／ＦＭアンテナ作動

　ボディー（アップレベル（ＩＯ４　ＩＯ５　ＩＯ６）） 　ＭＯＳＴ通信有効系統

　ボディー（アップレベル（ＩＯ４　ＩＯ５　ＩＯ６）） 　サテライトアンテナ

　ボディー（アップレベルラジオ　（ＩＯ４　ＩＯ５　ＩＯ６）） 　ＡＭ／ＦＭアンテナ作動

　ボディー（アップレベルラジオ　（ＩＯ４　ＩＯ５　ＩＯ６）） 　ＭＯＳＴ通信有効系統

　ボディー（アップレベルラジオ　（ＩＯ４　ＩＯ５　ＩＯ６）） 　サテライトアンテナ

　ボディー（アップレベルラジオ） 　ＡＦスイッチング

　ボディー（アップレベルラジオ） 　フロント右スピーカー

　ボディー（アップレベルラジオ） 　フロント左スピーカー

　ボディー（アップレベルラジオ） 　リア右スピーカー

　ボディー（アップレベルラジオ） 　リア左スピーカー

　ボディー（アンプ　（ボーズ）） 　オーディオコントロールサラウンド（ＵＹ５）センターＩ／Ｐスピーカー

　ボディー（アンプ　（ボーズ）） 　オーディオコントロールサラウンド（ＵＹ５）フロント右ウーファー

　ボディー（アンプ　（ボーズ）） 　オーディオコントロールサラウンド（ＵＹ５）フロント右シートスピーカー

　ボディー（アンプ　（ボーズ）） 　オーディオコントロールサラウンド（ＵＹ５）フロント右スピーカー

　ボディー（アンプ　（ボーズ）） 　オーディオコントロールサラウンド（ＵＹ５）フロント左ウーファー

　ボディー（アンプ　（ボーズ）） 　オーディオコントロールサラウンド（ＵＹ５）フロント左シートスピーカー

　ボディー（アンプ　（ボーズ）） 　オーディオコントロールサラウンド（ＵＹ５）フロント左スピーカー

　ボディー（アンプ　（ボーズ）） 　オーディオコントロールサラウンド（ＵＹ５）リアサブウーファー

　ボディー（アンプ　（ボーズ）） 　オーディオコントロールサラウンド（ＵＹ５）リアセンターサラウンドスピーカー

　ボディー（アンプ　（ボーズ）） 　オーディオコントロールサラウンド（ＵＹ５）リア右サラウンドスピーカー

　ボディー（アンプ　（ボーズ）） 　オーディオコントロールサラウンド（ＵＹ５）リア右ドアスピーカー

　ボディー（アンプ　（ボーズ）） 　オーディオコントロールサラウンド（ＵＹ５）リア左サラウンドスピーカー
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　ボディー（アンプ　（ボーズ）） 　オーディオコントロールサラウンド（ＵＹ５）リア左ドアスピーカー

　ボディー（アンプ　（ボーズ）） 　オーディオコントロールステレオ（ＵＸ８）サブウーファー

　ボディー（アンプ　（ボーズ）） 　オーディオコントロールステレオ（ＵＸ８）センターＩ／Ｐスピーカー

　ボディー（アンプ　（ボーズ）） 　オーディオコントロールステレオ（ＵＸ８）フロント右スピーカー

　ボディー（アンプ　（ボーズ）） 　オーディオコントロールステレオ（ＵＸ８）フロント左スピーカー

　ボディー（アンプ　（ボーズ）） 　オーディオコントロールステレオ（ＵＸ８）リア右スピーカー

　ボディー（アンプ　（ボーズ）） 　オーディオコントロールステレオ（ＵＸ８）リア左スピーカー

　ボディー（アンプ　（ボーズ）） 　サラウンドテスト信号音（ＵＹ５）センターＩ／Ｐスピーカー

　ボディー（アンプ　（ボーズ）） 　サラウンドテスト信号音（ＵＹ５）フロント右ウーファー

　ボディー（アンプ　（ボーズ）） 　サラウンドテスト信号音（ＵＹ５）フロント右シートスピーカー

　ボディー（アンプ　（ボーズ）） 　サラウンドテスト信号音（ＵＹ５）フロント右スピーカー

　ボディー（アンプ　（ボーズ）） 　サラウンドテスト信号音（ＵＹ５）フロント左ウーファー

　ボディー（アンプ　（ボーズ）） 　サラウンドテスト信号音（ＵＹ５）フロント左シートスピーカー

　ボディー（アンプ　（ボーズ）） 　サラウンドテスト信号音（ＵＹ５）フロント左スピーカー

　ボディー（アンプ　（ボーズ）） 　サラウンドテスト信号音（ＵＹ５）リアコンソールサラウンドスピーカー

　ボディー（アンプ　（ボーズ）） 　サラウンドテスト信号音（ＵＹ５）リアサブウーファー

　ボディー（アンプ　（ボーズ）） 　サラウンドテスト信号音（ＵＹ５）リア右サラウンドスピーカー

　ボディー（アンプ　（ボーズ）） 　サラウンドテスト信号音（ＵＹ５）リア右ドアスピーカー

　ボディー（アンプ　（ボーズ）） 　サラウンドテスト信号音（ＵＹ５）リア左サラウンドスピーカー

　ボディー（アンプ　（ボーズ）） 　サラウンドテスト信号音（ＵＹ５）リア左ドアスピーカー

　ボディー（アンプ　（ボーズ）） 　ステレオテスト信号音（ＵＸ８）サブウーファー

　ボディー（アンプ　（ボーズ）） 　ステレオテスト信号音（ＵＸ８）センターＩ／Ｐスピーカー

　ボディー（アンプ　（ボーズ）） 　ステレオテスト信号音（ＵＸ８）フロント右ツイーター

　ボディー（アンプ　（ボーズ）） 　ステレオテスト信号音（ＵＸ８）フロント右ドアスピーカー

　ボディー（アンプ　（ボーズ）） 　ステレオテスト信号音（ＵＸ８）フロント左ツイーター

　ボディー（アンプ　（ボーズ）） 　ステレオテスト信号音（ＵＸ８）フロント左ドアスピーカー

　ボディー（アンプ　（ボーズ）） 　ステレオテスト信号音（ＵＸ８）リア右ドアスピーカー

　ボディー（アンプ　（ボーズ）） 　ステレオテスト信号音（ＵＸ８）リア左ドアスピーカー

　ボディー（アンプ　（ボーズ）） 　センターＩ／Ｐスピーカー

　ボディー（アンプ　（ボーズ）） 　センターＩＰミッドレンジ

　ボディー（アンプ　（ボーズ）） 　センタークリケット

　ボディー（アンプ　（ボーズ）） 　フロント右Ｉ／Ｐスピーカー

　ボディー（アンプ　（ボーズ）） 　フロント右ウーファー

　ボディー（アンプ　（ボーズ）） 　フロント右クリケット

　ボディー（アンプ　（ボーズ）） 　フロント右サブウーファースピーカー

　ボディー（アンプ　（ボーズ）） 　フロント右ツイーター

　ボディー（アンプ　（ボーズ）） 　フロント右ツイーター：ドア

　ボディー（アンプ　（ボーズ）） 　フロント右ドアスピーカー

　ボディー（アンプ　（ボーズ）） 　フロント左Ｉ／Ｐスピーカー

　ボディー（アンプ　（ボーズ）） 　フロント左ウーファー

　ボディー（アンプ　（ボーズ）） 　フロント左クリケット

　ボディー（アンプ　（ボーズ）） 　フロント左サブウーファースピーカー

　ボディー（アンプ　（ボーズ）） 　フロント左ツイーター

　ボディー（アンプ　（ボーズ）） 　フロント左ツイーター：ドア

　ボディー（アンプ　（ボーズ）） 　フロント左ドアスピーカー

　ボディー（アンプ　（ボーズ）） 　リアサブウーファー

　ボディー（アンプ　（ボーズ）） 　リア右Ｄピラースピーカー

　ボディー（アンプ　（ボーズ）） 　リア右シートスピーカー

　ボディー（アンプ　（ボーズ）） 　リア右ドアスピーカー

　ボディー（アンプ　（ボーズ）） 　リア右フルレンジ

　ボディー（アンプ　（ボーズ）） 　リア右中高域スピーカーＴｗｉｄｄｌｅｒ

　ボディー（アンプ　（ボーズ）） 　リア左Ｄピラースピーカー

　ボディー（アンプ　（ボーズ）） 　リア左シートスピーカー

　ボディー（アンプ　（ボーズ）） 　リア左ドアスピーカー

　ボディー（アンプ　（ボーズ）） 　リア左フルレンジ

　ボディー（アンプ　（ボーズ）） 　リア左中高域スピーカーＴｗｉｄｄｌｅｒ

　ボディー（アンプリファイア（デルコ）） 　センターＩＰミッドレンジ

　ボディー（アンプリファイア（デルコ）） 　フロント右ツイーター

　ボディー（アンプリファイア（デルコ）） 　フロント右ツイーター：ドア

　ボディー（アンプリファイア（デルコ）） 　フロント右フルレンジ

　ボディー（アンプリファイア（デルコ）） 　フロント左ツイーター

　ボディー（アンプリファイア（デルコ）） 　フロント左ツイーター：ドア

　ボディー（アンプリファイア（デルコ）） 　フロント左フルレンジ

　ボディー（アンプリファイア（デルコ）） 　リアサブウーファー

　ボディー（アンプリファイア（デルコ）） 　リアサブウーファーコイル１

　ボディー（アンプリファイア（デルコ）） 　リアサブウーファーコイル２

　ボディー（アンプリファイア（デルコ）） 　リア右フルレンジ

　ボディー（アンプリファイア（デルコ）） 　リア左フルレンジ

　ボディー（アンプリファイア（デルコ）） 　高音：高速

　ボディー（アンプリファイア（デルコ）） 　高音：低速

　ボディー（アンプリファイア（デルコ）） 　高音および単音

　ボディー（アンプリファイア（デルコ）） 　中央スピーカー

　ボディー（アンプリファイア（デルコ）） 　低音：高速

　ボディー（アンプリファイア（デルコ）） 　低音：低速
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　ボディー（アンプリファイア（デルコ）） 　低音および単音

　ボディー（アンプリファイアー） 　センターＩ／Ｐスピーカー

　ボディー（アンプリファイアー） 　フロント右Ｉ／Ｐスピーカー

　ボディー（アンプリファイアー） 　フロント右サブウーファースピーカー

　ボディー（アンプリファイアー） 　フロント左Ｉ／Ｐスピーカー

　ボディー（アンプリファイアー） 　フロント左サブウーファースピーカー

　ボディー（アンプリファイアー） 　リア右シートスピーカー

　ボディー（アンプリファイアー） 　リア左シートスピーカー

　ボディー（イモビライザー） 　すべてのドアロック

　ボディー（イモビライザー） 　ハッチリリース

　ボディー（イモビライザー） 　運転席ドアアンロック

　ボディー（イモビライザー） 　外装ランプ

　ボディー（イモビライザー） 　助手席ドアアンロック

　ボディー（インサイドリアビューミラーモジュール） 　インストルメントクラスターゲージスイープ

　ボディー（インストルメントクラスター　エンハンスドドライバーインフォセンター（ＵＤＤ）） 　インストルメントクラスターゲージスイープ

　ボディー（インストルメントクラスター　エンハンスドドライバーインフォセンター（ＵＤＤ）） 　インストルメントクラスターディミング

　ボディー（インストルメントクラスター　エンハンスドドライバーインフォセンター（ＵＤＤ）） 　すべてのインジケーター

　ボディー（インストルメントクラスター　エンハンスドドライバーインフォセンター（ＵＤＤ）） 　ヘッドアップディスプレーディミングレベル

　ボディー（インストルメントクラスター　エンハンスドドライバーインフォセンター（ＵＤＤ）） 　ヘッドアップディスプレーパターンチェック

　ボディー（インストルメントクラスター　エンハンスドドライバーインフォセンター（ＵＤＤ）） 　外気温度インスタントアップデート

　ボディー（インストルメントクラスター　フルスクリーンディスプレー（ＵＤＶ）） 　インストルメントクラスターゲージスイープ

　ボディー（インストルメントクラスター　フルスクリーンディスプレー（ＵＤＶ）） 　インストルメントクラスターディミング

　ボディー（インストルメントクラスター　フルスクリーンディスプレー（ＵＤＶ）） 　すべてのインジケーター

　ボディー（インストルメントクラスター　フルスクリーンディスプレー（ＵＤＶ）） 　ヘッドアップディスプレーディミングレベル

　ボディー（インストルメントクラスター　フルスクリーンディスプレー（ＵＤＶ）） 　ヘッドアップディスプレーパターンチェック

　ボディー（インストルメントクラスター　フルスクリーンディスプレー（ＵＤＶ）） 　外気温度インスタントアップデート

　ボディー（インストルメントクラスター　ヘッドアップディスプレー　未装備） 　インストルメントクラスターゲージスイープ

　ボディー（インストルメントクラスター　ヘッドアップディスプレー　未装備） 　インストルメントクラスターディミング

　ボディー（インストルメントクラスター　ヘッドアップディスプレー　未装備） 　すべてのインジケーター

　ボディー（インストルメントクラスター　ヘッドアップディスプレー（ＵＶ６）） 　インストルメントクラスターゲージスイープ

　ボディー（インストルメントクラスター　ヘッドアップディスプレー（ＵＶ６）） 　インストルメントクラスターディミング

　ボディー（インストルメントクラスター　ヘッドアップディスプレー（ＵＶ６）） 　すべてのインジケーター

　ボディー（インストルメントクラスター　ヘッドアップディスプレー（ＵＶ６）） 　ヘッドアップディスプレーディミングレベル

　ボディー（インストルメントクラスター　ヘッドアップディスプレー（ＵＶ６）） 　ヘッドアップディスプレーパターンチェック

　ボディー（インストルメントクラスター　拡張ドライバーインフォメーションセンター（ＵＤＤ）） 　Ｄｉｒｖｅｒ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｃｅｎｔｅｒ　Ｓｅｇｍｅｎｔ　（Ｂｌａｃｋ）

　ボディー（インストルメントクラスター　拡張ドライバーインフォメーションセンター（ＵＤＤ）） 　Ｄｉｒｖｅｒ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｃｅｎｔｅｒ　Ｓｅｇｍｅｎｔ　（Ｂｌｕｅ）

　ボディー（インストルメントクラスター　拡張ドライバーインフォメーションセンター（ＵＤＤ）） 　Ｄｉｒｖｅｒ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｃｅｎｔｅｒ　Ｓｅｇｍｅｎｔ　（Ｇｒｅｅｎ）

　ボディー（インストルメントクラスター　拡張ドライバーインフォメーションセンター（ＵＤＤ）） 　Ｄｉｒｖｅｒ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｃｅｎｔｅｒ　Ｓｅｇｍｅｎｔ　（Ｒｅｄ）

　ボディー（インストルメントクラスター　拡張ドライバーインフォメーションセンター（ＵＤＤ）） 　Ｄｉｒｖｅｒ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｃｅｎｔｅｒ　Ｓｅｇｍｅｎｔ　（Ｗｈｉｔｅ）

　ボディー（インストルメントクラスター　拡張ドライバーインフォメーションセンター（ＵＤＤ）） 　インストルメントクラスターゲージスイープ

　ボディー（インストルメントクラスター　拡張ドライバーインフォメーションセンター（ＵＤＤ）） 　インストルメントクラスターディミング

　ボディー（インストルメントクラスター　拡張ドライバーインフォメーションセンター（ＵＤＤ）） 　すべてのインジケーター

　ボディー（インストルメントクラスター　拡張ドライバーインフォメーションセンター（ＵＤＤ）） 　ヘッドアップディスプレーディミングレベル

　ボディー（インストルメントクラスター　拡張ドライバーインフォメーションセンター（ＵＤＤ）） 　ヘッドアップディスプレーパターンチェック

　ボディー（インストルメントクラスター　拡張ドライバーインフォメーションセンター（ＵＤＤ）） 　外気温度インスタントアップデート

　ボディー（インストルメントクラスター　拡張モノクロドライバーインフォメーションセンター（ＵＤＣ）） 　インストルメントクラスターゲージスイープ

　ボディー（インストルメントクラスター　拡張モノクロドライバーインフォメーションセンター（ＵＤＣ）） 　インストルメントクラスターディミング

　ボディー（インストルメントクラスター　拡張モノクロドライバーインフォメーションセンター（ＵＤＣ）） 　すべてのインジケーター

　ボディー（インストルメントクラスター　拡張モノクロドライバーインフォメーションセンター（ＵＤＣ）） 　ドライバーインフォメーションセンターオプション（ボタン１）

　ボディー（インストルメントクラスター　拡張モノクロドライバーインフォメーションセンター（ＵＤＣ）） 　ドライバーインフォメーションセンターオプション（ボタン２）

　ボディー（インストルメントクラスター　拡張モノクロドライバーインフォメーションセンター（ＵＤＣ）） 　ドライバーインフォメーションセンターオプション（ボタン３）

　ボディー（インストルメントクラスター　拡張モノクロドライバーインフォメーションセンター（ＵＤＣ）） 　ドライバーインフォメーションセンターオプション（ボタン４）

　ボディー（インストルメントクラスター　拡張モノクロドライバーインフォメーションセンター（ＵＤＣ）） 　ドライバーインフォメーションセンターオプション（ボタン５）

　ボディー（インストルメントクラスター　拡張モノクロドライバーインフォメーションセンター（ＵＤＣ）） 　ドライバーインフォメーションセンターオプション（ボタン６）

　ボディー（インストルメントクラスター　拡張モノクロドライバーインフォメーションセンター（ＵＤＣ）） 　ドライバーインフォメーションセンターセグメント

　ボディー（インストルメントクラスター　拡張モノクロドライバーインフォメーションセンター（ＵＤＣ）） 　ヘッドアップディスプレーディミングレベル

　ボディー（インストルメントクラスター　拡張モノクロドライバーインフォメーションセンター（ＵＤＣ）） 　ヘッドアップディスプレーパターンチェック

　ボディー（インストルメントクラスター　拡張モノクロドライバーインフォメーションセンター（ＵＤＣ）） 　外気温度インスタントアップデート

　ボディー（インストルメントクラスター） 　インストルメントクラスターゲージ／インジケーターチェック

　ボディー（インストルメントクラスター） 　インストルメントクラスターゲージスイープ

　ボディー（インストルメントクラスター） 　インストルメントクラスターディミング

　ボディー（インストルメントクラスター） 　インストルメントクラスター初期化

　ボディー（インストルメントクラスター） 　スピードメーターゲージスイープ

　ボディー（インストルメントクラスター） 　すべてのインジケーター

　ボディー（インストルメントクラスター） 　タコメーターゲージスイープ

　ボディー（インストルメントクラスター） 　ドライバーインフォメーションセンター（アップ）

　ボディー（インストルメントクラスター） 　ドライバーインフォメーションセンター（ダウン）

　ボディー（インストルメントクラスター） 　ドライバーインフォメーションセンター（メニュー）

　ボディー（インストルメントクラスター） 　ドライバーインフォメーションセンター（消去）

　ボディー（インストルメントクラスター） 　ドライバーインフォメーションセンターオプション

　ボディー（インストルメントクラスター） 　ドライバーインフォメーションセンターオプション（アップ）

　ボディー（インストルメントクラスター） 　ドライバーインフォメーションセンターオプション（クリア）

　ボディー（インストルメントクラスター） 　ドライバーインフォメーションセンターオプション（セレクト）

　ボディー（インストルメントクラスター） 　ドライバーインフォメーションセンターオプション（ダウン）
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　ボディー（インストルメントクラスター） 　ドライバーインフォメーションセンターオプション（メニュー）

　ボディー（インストルメントクラスター） 　ドライバーインフォメーションセンターオプション（右）

　ボディー（インストルメントクラスター） 　ドライバーインフォメーションセンターオプション（後）

　ボディー（インストルメントクラスター） 　ドライバーインフォメーションセンターオプション（左）

　ボディー（インストルメントクラスター） 　ドライバーインフォメーションセンターオプション（消去）

　ボディー（インストルメントクラスター） 　ドライバーインフォメーションセンターオプション（設定）

　ボディー（インストルメントクラスター） 　ドライバーインフォメーションセンターセグメント

　ボディー（インストルメントクラスター） 　ドライバーインフォメーションセンターセグメント（黒）

　ボディー（インストルメントクラスター） 　ドライバーインフォメーションセンターセグメント（青）

　ボディー（インストルメントクラスター） 　ドライバーインフォメーションセンターセグメント（赤）

　ボディー（インストルメントクラスター） 　ドライバーインフォメーションセンターセグメント（白）

　ボディー（インストルメントクラスター） 　ドライバーインフォメーションセンターセグメント（緑）

　ボディー（インストルメントクラスター） 　ドライバーインフォメーションセンターディミング

　ボディー（インストルメントクラスター） 　バックランプディミング

　ボディー（インストルメントクラスター） 　ヘッドアップディスプレーディミングレベル

　ボディー（インストルメントクラスター） 　ヘッドアップディスプレーパターンチェック

　ボディー（インストルメントクラスター） 　ポインターディミング

　ボディー（インストルメントクラスター） 　外気温度インスタントアップデート

　ボディー（インストルメントクラスター） 　燃料計スイープ

　ボディー（インストルメントクラスター拡張マルチカラードライバーインフォメーションセンター　（ＵＨＳ）） 　Ｄｉｒｖｅｒ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｃｅｎｔｅｒ　Ｓｅｇｍｅｎｔ　（Ｂｌａｃｋ）

　ボディー（インストルメントクラスター拡張マルチカラードライバーインフォメーションセンター　（ＵＨＳ）） 　Ｄｉｒｖｅｒ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｃｅｎｔｅｒ　Ｓｅｇｍｅｎｔ　（Ｂｌｕｅ）

　ボディー（インストルメントクラスター拡張マルチカラードライバーインフォメーションセンター　（ＵＨＳ）） 　Ｄｉｒｖｅｒ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｃｅｎｔｅｒ　Ｓｅｇｍｅｎｔ　（Ｇｒｅｅｎ）

　ボディー（インストルメントクラスター拡張マルチカラードライバーインフォメーションセンター　（ＵＨＳ）） 　Ｄｉｒｖｅｒ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｃｅｎｔｅｒ　Ｓｅｇｍｅｎｔ　（Ｒｅｄ）

　ボディー（インストルメントクラスター拡張マルチカラードライバーインフォメーションセンター　（ＵＨＳ）） 　Ｄｉｒｖｅｒ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｃｅｎｔｅｒ　Ｓｅｇｍｅｎｔ　（Ｗｈｉｔｅ）

　ボディー（インストルメントクラスター拡張マルチカラードライバーインフォメーションセンター　（ＵＨＳ）） 　Ｄｒｉｖｅｒ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｃｅｎｔｅｒ　Ｏｐｔｉｏｎ　（Ｂｕｔｔｏｎ　１）

　ボディー（インストルメントクラスター拡張マルチカラードライバーインフォメーションセンター　（ＵＨＳ）） 　Ｄｒｉｖｅｒ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｃｅｎｔｅｒ　Ｏｐｔｉｏｎ　（Ｂｕｔｔｏｎ　２）

　ボディー（インストルメントクラスター拡張マルチカラードライバーインフォメーションセンター　（ＵＨＳ）） 　Ｄｒｉｖｅｒ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｃｅｎｔｅｒ　Ｏｐｔｉｏｎ　（Ｂｕｔｔｏｎ　３）

　ボディー（インストルメントクラスター拡張マルチカラードライバーインフォメーションセンター　（ＵＨＳ）） 　Ｄｒｉｖｅｒ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｃｅｎｔｅｒ　Ｏｐｔｉｏｎ　（Ｂｕｔｔｏｎ　４）

　ボディー（インストルメントクラスター拡張マルチカラードライバーインフォメーションセンター　（ＵＨＳ）） 　インストルメントクラスターゲージスイープ

　ボディー（インストルメントクラスター拡張マルチカラードライバーインフォメーションセンター　（ＵＨＳ）） 　インストルメントクラスターディミング

　ボディー（インストルメントクラスター拡張マルチカラードライバーインフォメーションセンター　（ＵＨＳ）） 　すべてのインジケーター

　ボディー（インストルメントクラスター拡張マルチカラードライバーインフォメーションセンター　（ＵＨＳ）） 　外気温度インスタントアップデート

　ボディー（インストルメントクラスター拡張モノクロドライバー情報センター　（ＵＤＣ）） 　インストルメントクラスターゲージスイープ

　ボディー（インストルメントクラスター拡張モノクロドライバー情報センター　（ＵＤＣ）） 　インストルメントクラスターディミング

　ボディー（インストルメントクラスター拡張モノクロドライバー情報センター　（ＵＤＣ）） 　すべてのインジケーター

　ボディー（インストルメントクラスター拡張モノクロドライバー情報センター　（ＵＤＣ）） 　ドライバーインフォメーションセンターオプション（ボタン１）

　ボディー（インストルメントクラスター拡張モノクロドライバー情報センター　（ＵＤＣ）） 　ドライバーインフォメーションセンターオプション（ボタン２）

　ボディー（インストルメントクラスター拡張モノクロドライバー情報センター　（ＵＤＣ）） 　ドライバーインフォメーションセンターオプション（ボタン３）

　ボディー（インストルメントクラスター拡張モノクロドライバー情報センター　（ＵＤＣ）） 　ドライバーインフォメーションセンターオプション（ボタン４）

　ボディー（インストルメントクラスター拡張モノクロドライバー情報センター　（ＵＤＣ）） 　ドライバーインフォメーションセンターオプション（ボタン５）

　ボディー（インストルメントクラスター拡張モノクロドライバー情報センター　（ＵＤＣ）） 　ドライバーインフォメーションセンターオプション（ボタン６）

　ボディー（インストルメントクラスター拡張モノクロドライバー情報センター　（ＵＤＣ）） 　ドライバーインフォメーションセンターセグメント

　ボディー（インストルメントパネルクラスター　（６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳＡ）） 　ＩＰＣゲージ

　ボディー（インストルメントパネルクラスター　（６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳＡ）） 　ディスプレーテスト

　ボディー（インストルメントパネルクラスター　（６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳＡ）） 　ディミング

　ボディー（インストルメントパネルクラスター　（Ｏｔｈｅｒ）） 　ＩＰＣゲージ

　ボディー（インストルメントパネルクラスター　（Ｏｔｈｅｒ）） 　ディスプレーテスト

　ボディー（インストルメントパネルクラスター　（Ｏｔｈｅｒ）） 　ディミング

　ボディー（インストルメントパネルクラスター　クラシック） 　セグメントチェック

　ボディー（インストルメントパネルクラスター　クラシック） 　ディスプレーテスト

　ボディー（インストルメントパネルクラスター　クラシック） 　ディミング強度

　ボディー（インストルメントパネルクラスター　マリブ） 　ＤＩＣ全セグメントテスト

　ボディー（インストルメントパネルクラスター　マリブ） 　ＩＰＣゲージ

　ボディー（インストルメントパネルクラスター　マリブ） 　ディミング

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　１速

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　２速

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　３速

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　４ＷＤインジケーター

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　ＡＢＳランプ

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　ＤＩＣ／オドメーター

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　ＤＩＣ全セグメントテスト

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　ＤＲＬ

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　ＩＰＣゲージ

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　ＩＰＣゲージスイープテスト

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　ＩＰＣゲージディスプレーテスト

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　ｋｍ／ｈランプ

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　ＬＣＤディスプレー

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　ＬＥＤ　ＯＦＦ

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　ＬＥＤディミング

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　ＬＥＤ開始

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　ＭＦＤテスト

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　ｍｐｈランプ

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　ＰＲＮＤＬディスプレーテスト

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　アイドルブーストレベル１
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　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　アイドルブーストレベル２

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　アイドルブーストレベル３

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　アクセサリーＬＥＤ

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　アップシフトランプ

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　イグニッションスイッチＬＥＤ電源

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　インスタントＯＡＴアップデート

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　ウォッシャー液（ロー）

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　エアインレットドアポジション

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　エアコン要求

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　エンジンパワー低減

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　エンジンホットランプ

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　オイルゲージスイープテスト

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　オイル交換ランプ

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　オルタネーターランプ

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　カーゴランプＯＮインジケーター

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　キーランプ（ハロー）

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　クラスターディミング

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　クルーズコントロール

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　サービス４ＷＤランプ

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　サービススロットルスーン

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　シートベルトランプ

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　スイッチディミングテスト

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　スキップシフトランプ

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　スターター有効

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　ストップランプ

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　スピードメーターゲージスイープ

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　スマートビーム

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　セキュリティーランプ

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　セグメントＤＩＣ／オドメーター

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　セグメントチェック

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　タコメーターゲージスイープ

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　タコメータースイープテスト

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　チェックエンジン：オイルレベルインジケーター

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　チェックゲージランプ

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　チャイムテスト

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　チャイム高速

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　チャイム中速

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　チャイム低速

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　デアイサー有効

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　ディスプレーテスト

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　ディミング

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　ディミング強度

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　ドライブ

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　トラクションランプ

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　トランスミッション油温高

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　ニュートラル

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　パーキング

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　パーキングランプ

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　ハイビーム

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　ハイビームランプ

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　バック

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　バックランプディミング

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　バッテリー寿命ランプ

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　ヒーター／デフロスト／エアコンドアポジション

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　ブレーキランプ

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　ブロワーモーター

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　フロントフォグランプ

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　ヘッドライトウォッシャー

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　ポインターディミング

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　ホーン

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　ランプおよびゲージチェック

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　ランプディスプレーテスト

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　ランプテスト

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　リアアクセスパネルロックリレー

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　ロードシェッドレベル１

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　ロードシェッドレベル２

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　ロードシェッドレベル３

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　ロービーム

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　右ターンシグナルランプ

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　右温度ドアポジション

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　横滑り防止装置（ＥＳＣ）ＯＦＦインジケーター

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　横滑り防止装置（ＥＳＣ）異常インジケーター

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　温度ランプ

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　左ターンシグナルランプ
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　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　左温度ドアポジション

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　再学習コントロールパネルタイプ

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　充電ゲージスイープテスト状態

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　充電ランプ

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　全モーター再補正

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　速度計スイープテスト

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　低燃料

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　低燃料ランプ

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　低冷却

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　点検要請ランプ

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　電圧計スイープテスト

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　燃料計スイープ

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　燃料計スイープテスト

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　白熱灯調光

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　白熱灯調光１

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　油圧ランプ

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　冷却温度計スイープ

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　冷却温度計スイープテスト

　ボディー（インフレータブルレストレイントセンシング　ダイアグノーシスモジュール　未装備） 　助手席エアバッグＯＦＦインジケーター

　ボディー（インフレータブルレストレイントセンシング　ダイアグノーシスモジュール　未装備） 　助手席エアバッグＯＮインジケーター

　ボディー（インフレータブルレストレイントセンシング　ダイアグノーシスモジュール　未装備） 　助手席シートベルトリマインダーインジケーター

　ボディー（インフレータブルレストレイントセンシング　ダイアグノーシスモジュール（ＥＰＧ）） 　助手席エアバッグＯＦＦインジケーター

　ボディー（インフレータブルレストレイントセンシング　ダイアグノーシスモジュール（ＥＰＧ）） 　助手席エアバッグＯＮインジケーター

　ボディー（インフレータブルレストレイントセンシング　ダイアグノーシスモジュール（ＥＰＧ）） 　助手席シートベルトリマインダーインジケーター

　ボディー（インフレータブルレストレイントセンシング　ダイアグノーシスモジュール） 　エアバッグ異常インジケーター

　ボディー（インフレータブルレストレイントセンシング　ダイアグノーシスモジュール） 　シートベルトリマインダーインジケーター

　ボディー（インフレータブルレストレイントセンシング　ダイアグノーシスモジュール） 　チャイム

　ボディー（インフレータブルレストレイントセンシング　ダイアグノーシスモジュール） 　チャイム出力

　ボディー（インフレータブルレストレイントセンシング　ダイアグノーシスモジュール） 　運転席シートベルトリマインダー

　ボディー（インフレータブルレストレイントセンシング　ダイアグノーシスモジュール） 　運転席シートベルトリマインダーインジケーター

　ボディー（インフレータブルレストレイントセンシング　ダイアグノーシスモジュール） 　助手席エアバッグＯＦＦインジケーター

　ボディー（インフレータブルレストレイントセンシング　ダイアグノーシスモジュール） 　助手席エアバッグＯＮインジケーター

　ボディー（インフレータブルレストレイントセンシング　ダイアグノーシスモジュール） 　助手席シートベルトリマインダー

　ボディー（インフレータブルレストレイントセンシング　ダイアグノーシスモジュール） 　助手席シートベルトリマインダーインジケーター

　ボディー（インフレータブルレストレイントセンシング　ダイアグノーシスモジュール） 　展開ループ有効

　ボディー（インフレータブルレストレイントセンシング　ダイアグノーシスモジュール） 　展開ループ有効：無効

　ボディー（インフレータブルレストレイントセンシング　ダイアグノーシスモジュール） 　展開ループ有効：有効

　ボディー（インフレータブルレストレイントセンシング　ダイアグノーシスモジュール３） 　助手席エアバッグＯＦＦインジケーター

　ボディー（インフレータブルレストレイントセンシング　ダイアグノーシスモジュール３） 　助手席エアバッグＯＮインジケーター

　ボディー（インフレータブルレストレイントセンシング　ダイアグノーシスモジュール３） 　助手席シートベルトリマインダーインジケーター

　ボディー（インフレータブルレストレイントセンシング　ダイアグノーシスモジュール４） 　助手席エアバッグＯＦＦインジケーター

　ボディー（インフレータブルレストレイントセンシング　ダイアグノーシスモジュール４） 　助手席エアバッグＯＮインジケーター

　ボディー（インフレータブルレストレイントセンシング　ダイアグノーシスモジュール４） 　助手席シートベルトリマインダーインジケーター

　ボディー（ＨＶＡＣ　Ｃ６７　シングル） 　エアインレットドアポジション

　ボディー（ＨＶＡＣ　Ｃ６７　シングル） 　エアコンＬＥＤ

　ボディー（ＨＶＡＣ　Ｃ６７　シングル） 　エアコン要求

　ボディー（ＨＶＡＣ　Ｃ６７　シングル） 　すべてのＬＥＤ状態

　ボディー（ＨＶＡＣ　Ｃ６７　シングル） 　ドアポジションモード

　ボディー（ＨＶＡＣ　Ｃ６７　シングル） 　ブロワーモーター

　ボディー（ＨＶＡＣ　Ｃ６７　シングル） 　ブロワーモーター回転数

　ボディー（ＨＶＡＣ　Ｃ６７　シングル） 　モード

　ボディー（ＨＶＡＣ　Ｃ６７　シングル） 　リアデフォッガーＬＥＤ

　ボディー（ＨＶＡＣ　Ｃ６７　シングル） 　リアデフロスト

　ボディー（ＨＶＡＣ　Ｃ６７　シングル） 　リアデフロストＬＥＤ

　ボディー（ＨＶＡＣ　Ｃ６７　シングル） 　リアデフロスト要求

　ボディー（ＨＶＡＣ　Ｃ６７　シングル） 　右温度ドアポジション

　ボディー（ＨＶＡＣ　Ｃ６７　シングル） 　温度ドアポジション

　ボディー（ＨＶＡＣ　Ｃ６７　シングル） 　再循環ＬＥＤ

　ボディー（ＨＶＡＣ　Ｃ６７　シングル） 　再循環ドア

　ボディー（ＨＶＡＣ　Ｃ６７　シングル） 　全モーター再補正

　ボディー（ＨＶＡＣ　　ＣＪ３　デュアル） 　エアインレットドアポジション

　ボディー（ＨＶＡＣ　　ＣＪ３　デュアル） 　エアコンＬＥＤ

　ボディー（ＨＶＡＣ　　ＣＪ３　デュアル） 　エアコン要求

　ボディー（ＨＶＡＣ　　ＣＪ３　デュアル） 　すべてのＬＥＤ状態

　ボディー（ＨＶＡＣ　　ＣＪ３　デュアル） 　ドアポジションモード

　ボディー（ＨＶＡＣ　　ＣＪ３　デュアル） 　ブロワーモーター

　ボディー（ＨＶＡＣ　　ＣＪ３　デュアル） 　ブロワーモーター回転数

　ボディー（ＨＶＡＣ　　ＣＪ３　デュアル） 　モード

　ボディー（ＨＶＡＣ　　ＣＪ３　デュアル） 　リアデフォッガーＬＥＤ

　ボディー（ＨＶＡＣ　　ＣＪ３　デュアル） 　リアデフロスト

　ボディー（ＨＶＡＣ　　ＣＪ３　デュアル） 　リアデフロストＬＥＤ

　ボディー（ＨＶＡＣ　　ＣＪ３　デュアル） 　リアデフロスト要求

　ボディー（ＨＶＡＣ　　ＣＪ３　デュアル） 　右温度ドアポジション

　ボディー（ＨＶＡＣ　　ＣＪ３　デュアル） 　運転席シートヒーターＬＥＤ
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システム 項目名

　ボディー（ＨＶＡＣ　　ＣＪ３　デュアル） 　運転席温度ドア

　ボディー（ＨＶＡＣ　　ＣＪ３　デュアル） 　左温度ドアポジション

　ボディー（ＨＶＡＣ　　ＣＪ３　デュアル） 　再循環ＬＥＤ

　ボディー（ＨＶＡＣ　　ＣＪ３　デュアル） 　再循環ドア

　ボディー（ＨＶＡＣ　　ＣＪ３　デュアル） 　助手席シートヒーターＬＥＤ

　ボディー（ＨＶＡＣ　　ＣＪ３　デュアル） 　助手席温度ドア

　ボディー（ＨＶＡＣ　　ＣＪ３　デュアル） 　全モーター再補正

　ボディー（ＨＶＡＣ　オートコントロール　シングルゾーン（ＣＪ４）） 　エアコンコンプレッサー

　ボディー（ＨＶＡＣ　オートコントロール　シングルゾーン（ＣＪ４）） 　エアコンスイッチ

　ボディー（ＨＶＡＣ　オートコントロール　シングルゾーン（ＣＪ４）） 　すべてのインジケーター点灯

　ボディー（ＨＶＡＣ　オートコントロール　シングルゾーン（ＣＪ４）） 　ドアポジションモード

　ボディー（ＨＶＡＣ　オートコントロール　シングルゾーン（ＣＪ４）） 　ブロワーモーター回転数

　ボディー（ＨＶＡＣ　オートコントロール　シングルゾーン（ＣＪ４）） 　リアデフォッガー

　ボディー（ＨＶＡＣ　オートコントロール　シングルゾーン（ＣＪ４）） 　リアモードドアアクチュエーターポジション

　ボディー（ＨＶＡＣ　オートコントロール　シングルゾーン（ＣＪ４）） 　リア温度ドアアクチュエーター方向

　ボディー（ＨＶＡＣ　オートコントロール　シングルゾーン（ＣＪ４）） 　右温度ドアアクチュエーター方向

　ボディー（ＨＶＡＣ　オートコントロール　シングルゾーン（ＣＪ４）） 　吸入口ドアアクチュエーター方向

　ボディー（ＨＶＡＣ　オートコントロール　シングルゾーン（ＣＪ４）） 　空気再循環ドアアクチュエーター方向

　ボディー（ＨＶＡＣ　オートコントロール　シングルゾーン（ＣＪ４）） 　左温度ドアアクチュエーター方向

　ボディー（ＨＶＡＣ　オートコントロール　シングルゾーン（ＣＪ４）） 　補助ブロワーモーター回転数

　ボディー（ＨＶＡＣ　オートコントロール　トライゾーン（ＣＪ４）） 　エアコンコンプレッサー

　ボディー（ＨＶＡＣ　オートコントロール　トライゾーン（ＣＪ４）） 　エアコンコンプレッサーソレノイドバルブ

　ボディー（ＨＶＡＣ　オートコントロール　トライゾーン（ＣＪ４）） 　エアコンスイッチ

　ボディー（ＨＶＡＣ　オートコントロール　トライゾーン（ＣＪ４）） 　すべてのインジケーター点灯

　ボディー（ＨＶＡＣ　オートコントロール　トライゾーン（ＣＪ４）） 　ドアポジションモード

　ボディー（ＨＶＡＣ　オートコントロール　トライゾーン（ＣＪ４）） 　ブロワーモーター回転数

　ボディー（ＨＶＡＣ　オートコントロール　トライゾーン（ＣＪ４）） 　リアデフォッガー

　ボディー（ＨＶＡＣ　オートコントロール　トライゾーン（ＣＪ４）） 　リアモードドアアクチュエーターポジション

　ボディー（ＨＶＡＣ　オートコントロール　トライゾーン（ＣＪ４）） 　リア温度ドアアクチュエーター方向

　ボディー（ＨＶＡＣ　オートコントロール　トライゾーン（ＣＪ４）） 　右温度ドアアクチュエーター方向

　ボディー（ＨＶＡＣ　オートコントロール　トライゾーン（ＣＪ４）） 　吸入口ドアアクチュエーター方向

　ボディー（ＨＶＡＣ　オートコントロール　トライゾーン（ＣＪ４）） 　空気再循環ドアアクチュエーター方向

　ボディー（ＨＶＡＣ　オートコントロール　トライゾーン（ＣＪ４）） 　左温度ドアアクチュエーター方向

　ボディー（ＨＶＡＣ　オートコントロール　トライゾーン（ＣＪ４）） 　補助ブロワーモーター回転数

　ボディー（ＨＶＡＣ　オートコントロール　トライゾーン（ＣＪ４）） 　補助冷却ポンプ

　ボディー（エアコンコントロールパネル） 　ＬＣＤ強度

　ボディー（エアコンコントロールパネル） 　ＬＥＤ強度

　ボディー（エアコンコントロールパネル） 　ウォーターポンプコントロール

　ボディー（エアコンコントロールパネル） 　エアインレットドアポジション

　ボディー（エアコンコントロールパネル） 　ヒーター／デフロスト／エアコンドアポジション

　ボディー（エアコンコントロールパネル） 　ブロワーモーター

　ボディー（エアコンコントロールパネル） 　運転席温度ドアポジション

　ボディー（エアコンコントロールパネル） 　温度ドアポジション

　ボディー（エアコンコントロールパネル） 　助手席温度ドアポジション

　ボディー（エアコンコントロールモジュール　クラシック） 　インスタントＯＡＴアップデート

　ボディー（エアコンコントロールモジュール　クラシック） 　エアコンＬＥＤ

　ボディー（エアコンコントロールモジュール　クラシック） 　セグメントチェック

　ボディー（エアコンコントロールモジュール　クラシック） 　ドアポジションモード

　ボディー（エアコンコントロールモジュール　クラシック） 　ブロワーモーターリレー

　ボディー（エアコンコントロールモジュール　クラシック） 　リアデフォッガーＬＥＤ

　ボディー（エアコンコントロールモジュール　クラシック） 　温度ドアポジション

　ボディー（エアコンコントロールモジュール　クラシック） 　外気ＬＥＤ

　ボディー（エアコンコントロールモジュール　クラシック） 　吸気温度センサーファン

　ボディー（エアコンコントロールモジュール　クラシック） 　再循環ＬＥＤ

　ボディー（エアコンコントロールモジュール　クラシック） 　再循環ドア

　ボディー（ＨＶＡＣ　コントロールモジュール　マニュアルシングル　（Ｃ６０）） 　エアコンコンプレッサーソレノイドバルブ

　ボディー（ＨＶＡＣ　コントロールモジュール　マニュアルシングル　（Ｃ６０）） 　すべてのインジケーター点灯

　ボディー（ＨＶＡＣ　コントロールモジュール　マニュアルシングル　（Ｃ６０）） 　ドアポジションモード

　ボディー（ＨＶＡＣ　コントロールモジュール　マニュアルシングル　（Ｃ６０）） 　ブロワーモーター回転数

　ボディー（ＨＶＡＣ　コントロールモジュール　マニュアルシングル　（Ｃ６０）） 　リアデフォッガー

　ボディー（ＨＶＡＣ　コントロールモジュール　マニュアルシングル　（Ｃ６０）） 　空気再循環ドアアクチュエーター方向

　ボディー（ＨＶＡＣ　コントロールモジュール　マリブ） 　ドアポジションモード

　ボディー（ＨＶＡＣ　コントロールモジュール　マリブ） 　ブロワーモーター

　ボディー（ＨＶＡＣ　コントロールモジュール　マリブ） 　温度ドアポジション

　ボディー（ＨＶＡＣ　コントロールモジュール　マリブ） 　再循環ドア

　ボディー（ＨＶＡＣ　オートコントロール　シングルゾーン（Ｃ６８）） 　エアコンコンプレッサーソレノイドバルブ

　ボディー（ＨＶＡＣ　オートコントロール　シングルゾーン（Ｃ６８）） 　すべてのインジケーター点灯

　ボディー（ＨＶＡＣ　オートコントロール　シングルゾーン（Ｃ６８）） 　ドアポジションモード

　ボディー（ＨＶＡＣ　オートコントロール　シングルゾーン（Ｃ６８）） 　ブロワーモーター回転数

　ボディー（ＨＶＡＣ　オートコントロール　シングルゾーン（Ｃ６８）） 　リアデフォッガー

　ボディー（ＨＶＡＣ　オートコントロール　シングルゾーン（Ｃ６８）） 　空気再循環ドアアクチュエーター方向

　ボディー（ＨＶＡＣ　オートコントロール　シングルゾーン（Ｃ６８）） 　左温度ドアアクチュエーター方向

　ボディー（ＨＶＡＣ　オートコントロール　マニュアルコントロール　リア（Ｃ６９）） 　エアコンコンプレッサー

　ボディー（ＨＶＡＣ　オートコントロール　マニュアルコントロール　リア（Ｃ６９）） 　ドアポジションモード
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　ボディー（ＨＶＡＣ　オートコントロール　マニュアルコントロール　リア（Ｃ６９）） 　ブロワーモーター回転数

　ボディー（ＨＶＡＣ　オートコントロール　マニュアルコントロール　リア（Ｃ６９）） 　リアデフォッガー

　ボディー（ＨＶＡＣ　オートコントロール　マニュアルコントロール　リア（Ｃ６９）） 　リアモードドアアクチュエーターポジション

　ボディー（ＨＶＡＣ　オートコントロール　マニュアルコントロール　リア（Ｃ６９）） 　リア温度ドアアクチュエーター方向

　ボディー（ＨＶＡＣ　オートコントロール　マニュアルコントロール　リア（Ｃ６９）） 　右温度ドアアクチュエーター方向

　ボディー（ＨＶＡＣ　オートコントロール　マニュアルコントロール　リア（Ｃ６９）） 　空気再循環ドアアクチュエーター方向

　ボディー（ＨＶＡＣ　オートコントロール　マニュアルコントロール　リア（Ｃ６９）） 　左温度ドアアクチュエーター方向

　ボディー（オートエアコン） 　Ａ／Ｃ許可

　ボディー（オートエアコン） 　ＬＣＤディスプレー

　ボディー（オートエアコン） 　インスタントＯＡＴアップデート

　ボディー（オートエアコン） 　ファン回転数（ＰＷＭ）（高速）

　ボディー（オートエアコン） 　ファン回転数（ＰＷＭ）（中速）

　ボディー（オートエアコン） 　ファン回転数（ＰＷＭ）（低速）

　ボディー（オートエアコン） 　ブロワーモーター

　ボディー（オートエアコン） 　ミックスアクチュエーター

　ボディー（オートエアコン） 　モード１ドアポジション

　ボディー（オートエアコン） 　モード２ドアポジション

　ボディー（オートエアコン） 　モードアクチュエーター

　ボディー（オートエアコン） 　ランプテスト

　ボディー（オートエアコン） 　右ミックスモーター

　ボディー（オートエアコン） 　吸入口ドア

　ボディー（オートエアコン） 　左ミックスモーター

　ボディー（オートエアコン） 　再循環アクチュエーター

　ボディー（オートエアコン） 　内気温度ファン

　ボディー（オートエアコンＰＨＴ） 　Ａ／Ｃ許可

　ボディー（オートエアコンＰＨＴ） 　インスタントＯＡＴアップデート

　ボディー（オートエアコンＰＨＴ） 　ブロワーモーター

　ボディー（オートエアコンＰＨＴ） 　モード１ドアポジション

　ボディー（オートエアコンＰＨＴ） 　右ミックスモーター

　ボディー（オートエアコンＰＨＴ） 　吸入口ドア

　ボディー（オートエアコンＰＨＴ） 　左ミックスモーター

　ボディー（オートエアコンＰＨＴ） 　内気温度ファン

　ボディー（ＨＶＡＣ　コントロールモジュール　オート） 　インスタントＯＡＴアップデート

　ボディー（ＨＶＡＣ　コントロールモジュール　オート） 　エアインレットドアポジション

　ボディー（ＨＶＡＣ　コントロールモジュール　オート） 　エアコンＬＥＤ

　ボディー（ＨＶＡＣ　コントロールモジュール　オート） 　エアコン要求

　ボディー（ＨＶＡＣ　コントロールモジュール　オート） 　すべてのＬＥＤ状態

　ボディー（ＨＶＡＣ　コントロールモジュール　オート） 　セグメントチェック

　ボディー（ＨＶＡＣ　コントロールモジュール　オート） 　ディスプレーテスト

　ボディー（ＨＶＡＣ　コントロールモジュール　オート） 　デフロストＬＥＤ

　ボディー（ＨＶＡＣ　コントロールモジュール　オート） 　ドアポジションモード

　ボディー（ＨＶＡＣ　コントロールモジュール　オート） 　ブロワーモーター

　ボディー（ＨＶＡＣ　コントロールモジュール　オート） 　ブロワーモーター回転数

　ボディー（ＨＶＡＣ　コントロールモジュール　オート） 　モード１ドアポジション

　ボディー（ＨＶＡＣ　コントロールモジュール　オート） 　モード２ドアポジション

　ボディー（ＨＶＡＣ　コントロールモジュール　オート） 　リアデフロスト要求

　ボディー（ＨＶＡＣ　コントロールモジュール　オート） 　右温度ドアポジション

　ボディー（ＨＶＡＣ　コントロールモジュール　オート） 　運転席シートヒーターＬＥＤ

　ボディー（ＨＶＡＣ　コントロールモジュール　オート） 　運転席温度ドア

　ボディー（ＨＶＡＣ　コントロールモジュール　オート） 　吸気温度センサーファン

　ボディー（ＨＶＡＣ　コントロールモジュール　オート） 　吸入口ドア

　ボディー（ＨＶＡＣ　コントロールモジュール　オート） 　左温度ドアポジション

　ボディー（ＨＶＡＣ　コントロールモジュール　オート） 　再循環ＬＥＤ

　ボディー（ＨＶＡＣ　コントロールモジュール　オート） 　再循環ドア

　ボディー（ＨＶＡＣ　コントロールモジュール　オート） 　助手席シートヒーターＬＥＤ

　ボディー（ＨＶＡＣ　コントロールモジュール　オート） 　助手席温度ドア

　ボディー（ＨＶＡＣ　コントロールモジュール　オート） 　全モーター再補正

　ボディー（ＨＶＡＣ　コントロールモジュール　オート） 　補助ブロワーモーター

　ボディー（ＨＶＡＣ　コントロールモジュール　オート） 　補助モードドア

　ボディー（ＨＶＡＣ　コントロールモジュール　オート） 　補助気温ドア

　ボディー（オートリアエアコン　ＲＳＡ） 　ウォーターバルブ

　ボディー（オートリアエアコン　ＲＳＡ） 　エアミックスドア

　ボディー（オートリアエアコン　ＲＳＡ） 　コンソールドアポジション

　ボディー（オートリアエアコン　ＲＳＡ） 　ドアポジションモード

　ボディー（オートリアエアコン　ＲＳＡ） 　ブロワーモーター

　ボディー（オンスター） 　赤色ＬＥＤ

　ボディー（オンスター） 　通話テスト

　ボディー（オンスター） 　緑色ＬＥＤ

　ボディー（キーレスエントリーコントロールモジュール　クーペ） 　外装運転席ドアハンドルスイッチ

　ボディー（キーレスエントリーコントロールモジュール　クーペ） 　外装助手席ドアハンドルスイッチ

　ボディー（キーレスエントリーコントロールモジュール　セダン） 　外装リア右ドアハンドルスイッチ

　ボディー（キーレスエントリーコントロールモジュール　セダン） 　外装リア左ドアハンドルスイッチ

　ボディー（キーレスエントリーコントロールモジュール　セダン） 　外装運転席ドアハンドルスイッチ

　ボディー（キーレスエントリーコントロールモジュール　セダン） 　外装助手席ドアハンドルスイッチ
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　ボディー（キーレスエントリーコントロールモジュール） 　外装リア右ドアハンドルスイッチ

　ボディー（キーレスエントリーコントロールモジュール） 　外装リア左ドアハンドルスイッチ

　ボディー（キーレスエントリーコントロールモジュール） 　外装運転席ドアハンドルスイッチ

　ボディー（キーレスエントリーコントロールモジュール） 　外装運転席ドアハンドルタッチセンサー

　ボディー（キーレスエントリーコントロールモジュール） 　外装助手席ドアハンドルスイッチ

　ボディー（キーレスエントリーコントロールモジュール） 　外装助手席ドアハンドルタッチセンサー

　ボディー（キーレスエントリータイプ　拡張レンジパッシブエントリー（ＡＴＨ）） 　外装リア右ドアハンドルスイッチ

　ボディー（キーレスエントリータイプ　拡張レンジパッシブエントリー（ＡＴＨ）） 　外装リア左ドアハンドルスイッチ

　ボディー（キーレスエントリータイプ　拡張レンジパッシブエントリー（ＡＴＨ）） 　外装運転席ドアハンドルスイッチ

　ボディー（キーレスエントリータイプ　拡張レンジパッシブエントリー（ＡＴＨ）） 　外装運転席ドアハンドルタッチセンサー

　ボディー（キーレスエントリータイプ　拡張レンジパッシブエントリー（ＡＴＨ）） 　外装助手席ドアハンドルスイッチ

　ボディー（キーレスエントリータイプ　拡張レンジパッシブエントリー（ＡＴＨ）） 　外装助手席ドアハンドルタッチセンサー

　ボディー（シートエアコンモジュール） 　運転席シートクールコマンド

　ボディー（シートエアコンモジュール） 　運転席シートヒートコマンド

　ボディー（シートエアコンモジュール） 　運転席シートブロワーコマンド

　ボディー（シートエアコンモジュール） 　助手席シートクールコマンド

　ボディー（シートエアコンモジュール） 　助手席シートブロワーコマンド

　ボディー（シートエアコンモジュール） 　助手席ヒートコマンド

　ボディー（シートコントロールモジュール） 　シート：後

　ボディー（シートコントロールモジュール） 　シート：前

　ボディー（シートコントロールモジュール） 　テレスコープイン／アウト

　ボディー（シートコントロールモジュール） 　フロントアップ

　ボディー（シートコントロールモジュール） 　フロントダウン

　ボディー（シートコントロールモジュール） 　リアアップ

　ボディー（シートコントロールモジュール） 　リアダウン

　ボディー（シートメモリーコントロールモジュール） 　ステアリングコラムチルトアップコマンド

　ボディー（シートメモリーコントロールモジュール） 　ステアリングコラムチルトダウンコマンド

　ボディー（シートメモリーコントロールモジュール） 　ステアリングコラムテレスコープ後コマンド

　ボディー（シートメモリーコントロールモジュール） 　ステアリングコラムテレスコープ前コマンド

　ボディー（シートメモリーコントロールモジュール） 　ステアリングコラム方向コマンド（アップ）

　ボディー（シートメモリーコントロールモジュール） 　ステアリングコラム方向コマンド（ダウン）

　ボディー（シートメモリーコントロールモジュール） 　ステアリングコラム方向コマンド（後）

　ボディー（シートメモリーコントロールモジュール） 　ステアリングコラム方向コマンド（前）

　ボディー（シートメモリーコントロールモジュール） 　運転席シートクッションヒーティング

　ボディー（シートメモリーコントロールモジュール） 　運転席シートクッションフロント垂直動作（アップ）

　ボディー（シートメモリーコントロールモジュール） 　運転席シートクッションフロント垂直動作（ダウン）

　ボディー（シートメモリーコントロールモジュール） 　運転席シートクッションリア右ハプティック移動

　ボディー（シートメモリーコントロールモジュール） 　運転席シートクッションリア左ハプティック移動

　ボディー（シートメモリーコントロールモジュール） 　運転席シートクッションリア垂直動作（アップ）

　ボディー（シートメモリーコントロールモジュール） 　運転席シートクッションリア垂直動作（ダウン）

　ボディー（シートメモリーコントロールモジュール） 　運転席シートバック水平動作（後）

　ボディー（シートメモリーコントロールモジュール） 　運転席シートバック水平動作（前）

　ボディー（シートメモリーコントロールモジュール） 　運転席シートブロワー（高）

　ボディー（シートメモリーコントロールモジュール） 　運転席シートブロワー（中）

　ボディー（シートメモリーコントロールモジュール） 　運転席シートブロワー（低）

　ボディー（シートメモリーコントロールモジュール） 　運転席シート水平動作（後）

　ボディー（シートメモリーコントロールモジュール） 　運転席シート水平動作（前）

　ボディー（シートメモリーコントロールモジュール） 　運転席ミラー格納

　ボディー（シートメモリーコントロールモジュール） 　運転席ミラー動作（アップ）

　ボディー（シートメモリーコントロールモジュール） 　運転席ミラー動作（ダウン）

　ボディー（シートメモリーコントロールモジュール） 　運転席ミラー動作（右）

　ボディー（シートメモリーコントロールモジュール） 　運転席ミラー動作（左）

　ボディー（シートメモリーコントロールモジュール） 　助手席シートクッションヒーティング

　ボディー（シートメモリーコントロールモジュール） 　助手席シートブロワー（高）

　ボディー（シートメモリーコントロールモジュール） 　助手席シートブロワー（中）

　ボディー（シートメモリーコントロールモジュール） 　助手席シートブロワー（低）

　ボディー（シートメモリーコントロールモジュール） 　助手席ミラー格納

　ボディー（シートメモリーコントロールモジュール） 　助手席ミラー動作（アップ）

　ボディー（シートメモリーコントロールモジュール） 　助手席ミラー動作（ダウン）

　ボディー（シートメモリーコントロールモジュール） 　助手席ミラー動作（右）

　ボディー（シートメモリーコントロールモジュール） 　助手席ミラー動作（左）

　ボディー（シートメモリーコントロールモジュール） 　調整式ペダル（後）

　ボディー（シートメモリーコントロールモジュール） 　調整式ペダル（前）

　ボディー（シートメモリーコントロールモジュール） 　調整式ペダル後

　ボディー（シートメモリーコントロールモジュール） 　調整式ペダル前

　ボディー（ジェネレーターバッテリーコントロールモジュール） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　ボディー（ステアリングコラムロックモジュール） 　コラムアンロック

　ボディー（ステアリングコラムロックモジュール） 　コラムロック

　ボディー（タイヤ空気圧インジケーターモジュール） 　タイヤ空気圧モニターインジケーター

　ボディー（タイヤ空気圧インジケーターモジュール） 　ブザーコマンド

　ボディー（ダッシュ統合モジュール） 　ＤＲＬ

　ボディー（ダッシュ統合モジュール） 　ＬＥＤディミング

　ボディー（ダッシュ統合モジュール） 　コントロールパワー

　ボディー（ダッシュ統合モジュール） 　シガーライター



●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2022.10)
システム 項目名

　ボディー（ダッシュ統合モジュール） 　パーキングランプリレー

　ボディー（ダッシュ統合モジュール） 　パークキーロックリレー

　ボディー（ダッシュ統合モジュール） 　ハイ／ロービームリレー

　ボディー（ダッシュ統合モジュール） 　ハイビーム：パッシングライト

　ボディー（ダッシュ統合モジュール） 　ハイビームリレー

　ボディー（ダッシュ統合モジュール） 　バックロックアウト

　ボディー（ダッシュ統合モジュール） 　フロントフォグランプ

　ボディー（ダッシュ統合モジュール） 　ホーンリレー

　ボディー（ダッシュ統合モジュール） 　ポジションランプリレー

　ボディー（ダッシュ統合モジュール） 　ロー／ハイビーム出力

　ボディー（ダッシュ統合モジュール） 　ロービームリレー

　ボディー（ダッシュ統合モジュール） 　盗難ランプ

　ボディー（ダッシュ統合モジュール） 　内部温度センサー

　ボディー（ダッシュ統合モジュール） 　白熱灯調光

　ボディー（チャイム（ＵＬ５）ラジオ） 　フロント右スピーカー

　ボディー（チャイム（ＵＬ５）ラジオ） 　フロント左スピーカー

　ボディー（チャイム（ＵＬ５）ラジオ） 　リア右スピーカー

　ボディー（チャイム（ＵＬ５）ラジオ） 　リア左スピーカー

　ボディー（チャイム） 　チャイムテスト

　ボディー（チャイムアラームコントロールモジュール） 　チャイム

　ボディー（チルトテレスコモジュール） 　チルトアップ／ダウン

　ボディー（チルトテレスコモジュール） 　テレスコープイン／アウト

　ボディー（デジタルラジオレシーバー） 　オーディオトーン

　ボディー（デジタルラジオレシーバーコントロールモジュール） 　オーディオトーン

　ボディー（テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュール　バージョン８） 　赤色インジケーター

　ボディー（テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュール　バージョン８） 　通話テスト

　ボディー（テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュール　バージョン８） 　緑色インジケーター

　ボディー（テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュール　バージョン９．６） 　赤色インジケーター

　ボディー（テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュール　バージョン９．６） 　通話テスト

　ボディー（テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュール　バージョン９．６） 　緑色インジケーター

　ボディー（テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュール　バージョン９．７） 　赤色インジケーター

　ボディー（テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュール　バージョン９．７） 　通話テスト

　ボディー（テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュール　バージョン９．７） 　緑色インジケーター

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

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

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

　ボディー（テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュールバージョン１０） 　赤色インジケーター

　ボディー（テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュールバージョン１０） 　通話テスト

　ボディー（テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュールバージョン１０） 　緑色インジケーター

　ボディー（テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュールバージョン９） 　赤色インジケーター

　ボディー（テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュールバージョン９） 　通話テスト

　ボディー（テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュールバージョン９） 　緑色インジケーター

　ボディー（テレマティクスビークルローカライゼーション　イモビライゼーションコントロールモジュール） 　コントロールモジュールセルフテスト

　ボディー（テレマティクビークルローカライゼーション　イモビライゼーションコントロールモジュール） 　コントロールモジュールセルフテスト

　ボディー（ドライバーインフォメーションセンターインストルメントパネルクラスター） 　ＤＩＣ全セグメントテスト

　ボディー（ドライバーインフォメーションセンターインストルメントパネルクラスター） 　タコメーターゲージスイープ

　ボディー（ドライバーインフォメーションセンターインストルメントパネルクラスター） 　ディスプレーテスト

　ボディー（ドライバーインフォメーションセンターインストルメントパネルクラスター） 　速度計スイープテスト

　ボディー（ドライバーインフォメーションセンターインストルメントパネルクラスター） 　燃料計スイープテスト

　ボディー（ドライバーインフォメーションセンターインストルメントパネルクラスター） 　冷却温度計スイープテスト

　ボディー（ドライバーインフォメーションセンターインストルメントパネルクラスター以外） 　ＤＩＣ／オドメーター

　ボディー（ドライバーインフォメーションセンターインストルメントパネルクラスター以外） 　タコメーターゲージスイープ

　ボディー（ドライバーインフォメーションセンターインストルメントパネルクラスター以外） 　ディスプレーテスト

　ボディー（ドライバーインフォメーションセンターインストルメントパネルクラスター以外） 　速度計スイープテスト

　ボディー（ドライバーインフォメーションセンターインストルメントパネルクラスター以外） 　燃料計スイープテスト

　ボディー（ドライバーインフォメーションセンターインストルメントパネルクラスター以外） 　冷却温度計スイープテスト

　ボディー（ドライバーインフォメーションディスプレー） 　ディスプレーテスト

　ボディー（ドライバーインフォメーションディスプレー） 　バックランプディミング

　ボディー（ドライバーポジションモジュール） 　コラムソフトストップ学習

　ボディー（ドライバーポジションモジュール） 　コラムソフトストップ消去

　ボディー（ドライバーポジションモジュール） 　シート前／後

　ボディー（ドライバーポジションモジュール） 　チルトアップ／ダウン

　ボディー（ドライバーポジションモジュール） 　テレスコープイン／アウト

　ボディー（ドライバーポジションモジュール） 　フロント上／下

　ボディー（ドライバーポジションモジュール） 　メモリー１リコール

　ボディー（ドライバーポジションモジュール） 　メモリー２リコール

　ボディー（ドライバーポジションモジュール） 　メモリー終了１リコール

　ボディー（ドライバーポジションモジュール） 　メモリー終了２リコール

　ボディー（ドライバーポジションモジュール） 　ランバーアップ／ダウン

　ボディー（ドライバーポジションモジュール） 　ランバー前／後

　ボディー（ドライバーポジションモジュール） 　リア上／下

　ボディー（ドライバーポジションモジュール） 　リクライニング前／後

　ボディー（ドライバーポジションモジュール） 　運転席　前／後

　ボディー（ドライバーポジションモジュール） 　運転席コラムソフトストップ学習



●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2022.10)
システム 項目名

　ボディー（ドライバーポジションモジュール） 　運転席コラムソフトストップ消去

　ボディー（ドライバーポジションモジュール） 　運転席チルト　アップ／ダウン

　ボディー（ドライバーポジションモジュール） 　運転席テレスコープ　イン／アウト

　ボディー（ドライバーポジションモジュール） 　運転席フロント　アップ／ダウン

　ボディー（ドライバーポジションモジュール） 　運転席フロント垂直モーターコマンド

　ボディー（ドライバーポジションモジュール） 　運転席ランバー　アップ／ダウン

　ボディー（ドライバーポジションモジュール） 　運転席ランバー　前／後

　ボディー（ドライバーポジションモジュール） 　運転席リア　アップ／ダウン

　ボディー（ドライバーポジションモジュール） 　運転席リア垂直モーターコマンド

　ボディー（ドライバーポジションモジュール） 　運転席リクライニング　前／後

　ボディー（ドライバーポジションモジュール） 　運転席リクライニングモーターコマンド

　ボディー（ドライバーポジションモジュール） 　運転席水平モーターコマンド

　ボディー（ドライバーポジションモジュール） 　助手席ランバー　アップ／ダウン

　ボディー（ドライバーモニタリングシステムコントロールモジュール） 　Ｓｔｅｅｒｉｎｇ　Ｗｈｅｅｌ　Ｌａｎｅ　Ｃｅｎｔｅｒｉｎｇ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒｓ

　ボディー（ドライバー情報センター） 　Ｄｉｓｐｌａｙ　Ｂａｃｋｌｉｇｈｔ　Ｌｅｖｅｌ

　ボディー（ドライバー情報センター） 　Ｆｕｅｌ　Ｂｕｔｔｏｎ

　ボディー（ドライバー情報センター） 　Ｇａｕｇｅ　Ｂｕｔｔｏｎ

　ボディー（ドライバー情報センター） 　Ｏｐｔｉｏｎｓ　Ｂｕｔｔｏｎ

　ボディー（ドライバー情報センター） 　Ｒｅｓｅｔ　Ｂｕｔｔｏｎ

　ボディー（ドライバー情報センター） 　Ｓｗｉｔｃｈ　Ｂａｃｋｌｉｇｈｔ　Ｌｅｖｅｌ

　ボディー（ドライバー情報センター） 　Ｔｒｉｐ　Ｂｕｔｔｏｎ

　ボディー（ドライバー情報センター） 　ディスプレーテスト

　ボディー（ドライバー情報センター） 　ディミング

　ボディー（トレーラーインターフェイスコントロールモジュール） 　トレーラーストップランプ

　ボディー（トレーラーインターフェイスコントロールモジュール） 　トレーラーテールランプ

　ボディー（トレーラーインターフェイスコントロールモジュール） 　トレーラーバックアップランプ

　ボディー（トレーラーインターフェイスコントロールモジュール） 　トレーラーフォグランプ

　ボディー（トレーラーインターフェイスコントロールモジュール） 　リア右補助ターンシグナルランプ

　ボディー（トレーラーインターフェイスコントロールモジュール） 　リア左補助ターンシグナルランプ

　ボディー（トレーラーインターフェイスコントロールモジュール） 　右テールランプ

　ボディー（トレーラーインターフェイスコントロールモジュール） 　右トレーラーターンシグナルランプ

　ボディー（トレーラーインターフェイスコントロールモジュール） 　右トレーラーテールランプ

　ボディー（トレーラーインターフェイスコントロールモジュール） 　右補助テールおよびストップランプ

　ボディー（トレーラーインターフェイスコントロールモジュール） 　左テールランプ

　ボディー（トレーラーインターフェイスコントロールモジュール） 　左トレーラーターンシグナルランプ

　ボディー（トレーラーインターフェイスコントロールモジュール） 　左トレーラーテールランプ

　ボディー（トレーラーインターフェイスコントロールモジュール） 　左補助テールおよびストップランプ

　ボディー（トレーラーライティングコントロールモジュール） 　トレーラーストップランプ

　ボディー（トレーラーライティングコントロールモジュール） 　トレーラーバックアップランプ

　ボディー（トレーラーライティングコントロールモジュール） 　トレーラーフォグランプ

　ボディー（トレーラーライティングコントロールモジュール） 　リア右補助ターンシグナルランプ

　ボディー（トレーラーライティングコントロールモジュール） 　リア左補助ターンシグナルランプ

　ボディー（トレーラーライティングコントロールモジュール） 　右テールランプ

　ボディー（トレーラーライティングコントロールモジュール） 　右トレーラーターンシグナルランプ

　ボディー（トレーラーライティングコントロールモジュール） 　右トレーラーテールランプ

　ボディー（トレーラーライティングコントロールモジュール） 　右補助テールおよびストップランプ

　ボディー（トレーラーライティングコントロールモジュール） 　左テールランプ

　ボディー（トレーラーライティングコントロールモジュール） 　左トレーラーターンシグナルランプ

　ボディー（トレーラーライティングコントロールモジュール） 　左トレーラーテールランプ

　ボディー（トレーラーライティングコントロールモジュール） 　左補助テールおよびストップランプ

　ボディー（ナビゲーション　ラジオ） 　アンテナ

　ボディー（ナビゲーション　ラジオ） 　イジェクト

　ボディー（ナビゲーション　ラジオ） 　インフォメーションディスプレー／インフォテイメントフェイスプレート起動

　ボディー（ナビゲーション　ラジオ） 　インフォメーションディスプレー／インフォテイメントフェースプレートリセット

　ボディー（ナビゲーション　ラジオ） 　クラッシュセンサーリセット

　ボディー（ナビゲーション　ラジオ） 　ソース

　ボディー（ナビゲーション　ラジオ） 　フロント右スピーカー

　ボディー（ナビゲーション　ラジオ） 　フロント左スピーカー

　ボディー（ナビゲーション　ラジオ） 　ペアレンタルパスワード

　ボディー（ナビゲーション　ラジオ） 　リア右スピーカー

　ボディー（ナビゲーション　ラジオ） 　リア左スピーカー

　ボディー（ナビゲーション　ラジオ） 　電源コントロール

　ボディー（パーキングアシストコントロールモジュール　ＤＩＤ７２Ｈｉｓｔｏｒｙ） 　パーキングアシストスイッチＬＥＤ

　ボディー（パーキングアシストコントロールモジュール　ＧＭＬＡＮ） 　パーキングアシストスイッチＬＥＤ

　ボディー（パーキングアシストコントロールモジュール） 　アドバンストパーキングアシストスイッチＬＥＤ

　ボディー（パーキングアシストコントロールモジュール） 　パーキングアシストスイッチＬＥＤ

　ボディー（パーキングアシストコントロールモジュール） 　バックランプディミング

　ボディー（パーキングアシストコントロールモジュール） 　右側障害物検知インジケーター

　ボディー（パーキングアシストコントロールモジュール） 　左側障害物検知インジケーター

　ボディー（パーキングアシストコントロールモジュール） 　全システム出力無効

　ボディー（パーキングアシストコントロールモジュール） 　無効履歴データ消去

　ボディー（パーキングアシストモジュール） 　ＬＥＤテスト

　ボディー（パーキングアシストモジュール） 　アクセサリーインジケーターコマンド

　ボディー（パーキングアシストモジュール） 　クランクリレー
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　ボディー（パーキングアシストモジュール） 　パークアシストスイッチＬＥＤ

　ボディー（パーキングアシストモジュール） 　フロント黄色ＬＥＤ１

　ボディー（パーキングアシストモジュール） 　フロント黄色ＬＥＤ２

　ボディー（パーキングアシストモジュール） 　フロント赤色ＬＥＤ

　ボディー（パーキングアシストモジュール） 　リア黄色ＬＥＤ１

　ボディー（パーキングアシストモジュール） 　リア黄色ＬＥＤ２

　ボディー（パーキングアシストモジュール） 　リア赤色ＬＥＤ

　ボディー（パーソナルオーディオリンクモジュール） 　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ｒｅｃｅｉｖｅｒ　ＤＩＳＡＢＬＥ

　ボディー（パーソナルオーディオリンクモジュール） 　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ｒｅｃｅｉｖｅｒ　ＥＮＡＢＬＥ

　ボディー（パーソナルオーディオリンクモジュール） 　デジタルラジオレシーバー（無効）

　ボディー（パーソナルオーディオリンクモジュール） 　デジタルラジオレシーバー（有効）

　ボディー（パスロック） 　セキュリティーランプ

　ボディー（パワーサプライトランスフォーマー） 　Ｐｏｗｅｒ　Ｓｕｐｐｌｙ　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍｅｒ　Ｏｕｔｐｕｔ　Ｖｏｌｔａｇｅ　１

　ボディー（パワーサプライトランスフォーマー） 　Ｐｏｗｅｒ　Ｓｕｐｐｌｙ　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍｅｒ　Ｏｕｔｐｕｔ　Ｖｏｌｔａｇｅ　２

　ボディー（ビデオプロセッシングコントロールモジュール） 　現在のフロントビューカメラビデオを表示

　ボディー（ビデオプロセッシングコントロールモジュール） 　現在のリアビューカメラビデオを表示

　ボディー（ビデオプロセッシングコントロールモジュール） 　現在の右サイドビューカメラビデオを表示

　ボディー（ビデオプロセッシングコントロールモジュール） 　現在の左サイドビューカメラビデオを表示

　ボディー（ヒューマンマシンインターフェイスコントロールモジュール） 　クーリングファン

　ボディー（フロントシートヒーティングコントロールモジュール） 　運転席シートクッションヒーティング

　ボディー（フロントシートヒーティングコントロールモジュール） 　運転席シートクッションフロント垂直動作（アップ）

　ボディー（フロントシートヒーティングコントロールモジュール） 　運転席シートクッションフロント垂直動作（ダウン）

　ボディー（フロントシートヒーティングコントロールモジュール） 　運転席シートクッションリア垂直動作（アップ）

　ボディー（フロントシートヒーティングコントロールモジュール） 　運転席シートクッションリア垂直動作（ダウン）

　ボディー（フロントシートヒーティングコントロールモジュール） 　運転席シートバック水平動作（後）

　ボディー（フロントシートヒーティングコントロールモジュール） 　運転席シートバック水平動作（前）

　ボディー（フロントシートヒーティングコントロールモジュール） 　運転席シートブロワー（高）

　ボディー（フロントシートヒーティングコントロールモジュール） 　運転席シートブロワー（中）

　ボディー（フロントシートヒーティングコントロールモジュール） 　運転席シートブロワー（低）

　ボディー（フロントシートヒーティングコントロールモジュール） 　運転席シート水平動作（後）

　ボディー（フロントシートヒーティングコントロールモジュール） 　運転席シート水平動作（前）

　ボディー（フロントシートヒーティングコントロールモジュール） 　運転席ミラー格納

　ボディー（フロントシートヒーティングコントロールモジュール） 　運転席ミラー動作（アップ）

　ボディー（フロントシートヒーティングコントロールモジュール） 　運転席ミラー動作（ダウン）

　ボディー（フロントシートヒーティングコントロールモジュール） 　運転席ミラー動作（右）

　ボディー（フロントシートヒーティングコントロールモジュール） 　運転席ミラー動作（左）

　ボディー（フロントシートヒーティングコントロールモジュール） 　助手席シートクッションヒーティング

　ボディー（フロントシートヒーティングコントロールモジュール） 　助手席シートブロワー（高）

　ボディー（フロントシートヒーティングコントロールモジュール） 　助手席シートブロワー（中）

　ボディー（フロントシートヒーティングコントロールモジュール） 　助手席シートブロワー（低）

　ボディー（フロントシートヒーティングコントロールモジュール） 　助手席ミラー格納

　ボディー（フロントシートヒーティングコントロールモジュール） 　助手席ミラー動作（アップ）

　ボディー（フロントシートヒーティングコントロールモジュール） 　助手席ミラー動作（ダウン）

　ボディー（フロントシートヒーティングコントロールモジュール） 　助手席ミラー動作（右）

　ボディー（フロントシートヒーティングコントロールモジュール） 　助手席ミラー動作（左）

　ボディー（フロントビューカメラモジュール） 　ハイビーム

　ボディー（フロントビューカメラモジュール） 　車線逸脱警報インジケーター

　ボディー（フロントビューカメラモジュール） 　車線逸脱警報スイッチ

　ボディー（フロントビューカメラモジュール） 　前方衝突警報スイッチ（遠い）

　ボディー（フロントビューカメラモジュール） 　前方衝突警報スイッチ（近い）

　ボディー（フロントビューカメラモジュール） 　前方衝突警報スイッチ（中間）

　ボディー（フロントビューカメラモジュール） 　内部リアビューミラーディミング

　ボディー（ベースラジオ） 　ＡＦスイッチング

　ボディー（ベースラジオ） 　フロント右スピーカー

　ボディー（ベースラジオ） 　フロント左スピーカー

　ボディー（ベースラジオ） 　リア右スピーカー

　ボディー（ベースラジオ） 　リア左スピーカー

　ボディー（ヘッドアップディスプレイ） 　ＡＭ　Ｉｃｏｎ

　ボディー（ヘッドアップディスプレイ） 　Ｃａｓｓｅｔｔｅ　Ｉｃｏｎ

　ボディー（ヘッドアップディスプレイ） 　ＣＤ　Ｉｃｏｎ

　ボディー（ヘッドアップディスプレイ） 　ＦＭ　Ｉｃｏｎ

　ボディー（ヘッドアップディスプレイ） 　ＶＦディミング

　ボディー（ヘッドアップディスプレイ） 　チェックゲージランプ

　ボディー（ヘッドアップディスプレイ） 　ディスプレーディミング

　ボディー（ヘッドアップディスプレイ） 　ディスプレーテスト

　ボディー（ヘッドアップディスプレイ） 　ハイビームランプ

　ボディー（ヘッドアップディスプレイ） 　右ターンシグナルランプ

　ボディー（ヘッドアップディスプレイ） 　英語／メートル単位状態

　ボディー（ヘッドアップディスプレイ） 　左ターンシグナルランプ

　ボディー（ヘッドアップディスプレイ） 　低燃料ランプ

　ボディー（ヘッドアップディスプレーモジュール） 　インフォメーションディスプレーパターン１チェック

　ボディー（ヘッドアップディスプレーモジュール） 　バックランプディミング

　ボディー（ヘッドアップディスプレーモジュール） 　ヘッドアップディスプレーパターンチェック（黒）

　ボディー（ヘッドアップディスプレーモジュール） 　ヘッドアップディスプレーパターンチェック（青）
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　ボディー（ヘッドアップディスプレーモジュール） 　ヘッドアップディスプレーパターンチェック（赤）

　ボディー（ヘッドアップディスプレーモジュール） 　ヘッドアップディスプレーパターンチェック（白）

　ボディー（ヘッドアップディスプレーモジュール） 　ヘッドアップディスプレーパターンチェック（緑）

　ボディー（ヘッドアップディスプレーモジュール） 　運転席警告インジケーター

　ボディー（ヘッドランプコントロールモジュール） 　ＡＦＬモーターコントロール

　ボディー（ヘッドランプコントロールモジュール） 　ＤＨＬモーターコントロール

　ボディー（ヘッドランプコントロールモジュール） 　Ｈｅａｄｌａｍｐ　Ｌｉｇｈｔ　Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎ　Ｂａｄ　Ｗｅａｔｈｅｒ

　ボディー（ヘッドランプコントロールモジュール） 　Ｈｅａｄｌａｍｐ　Ｌｉｇｈｔ　Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎ　Ｃｉｔｙ　Ｓｔｒｅｅｔ

　ボディー（ヘッドランプコントロールモジュール） 　Ｈｅａｄｌａｍｐ　Ｌｉｇｈｔ　Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎ　Ｃｏｕｎｔｒｙ　Ｒｏａｄ

　ボディー（ヘッドランプコントロールモジュール） 　Ｈｅａｄｌａｍｐ　Ｌｉｇｈｔ　Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎ　Ｅｘｐｒｅｓｓｗａｙ

　ボディー（ヘッドランプコントロールモジュール） 　Ｈｅａｄｌａｍｐ　Ｌｉｇｈｔ　Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎ　Ｈｉｇｈ　Ｂｅａｍ

　ボディー（ヘッドランプコントロールモジュール）
　Ｈｅａｄｌａｍｐ　Ｌｉｇｈｔ　Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎ　Ｐｅｄｅｓｔｒｉａｎ　Ａｒｅａ　Ｌｉ
ｇｈｔｉｎｇ

　ボディー（ヘッドランプコントロールモジュール） 　Ｌｅｆｔ　Ｈｅａｄｌａｍｐ　Ｈｉｇｈ　Ｂｅａｍ　ＬＥＤ　Ｓｅｇｍｅｎｔ　１

　ボディー（ヘッドランプコントロールモジュール） 　Ｌｅｆｔ　Ｈｅａｄｌａｍｐ　Ｈｉｇｈ　Ｂｅａｍ　ＬＥＤ　Ｓｅｇｍｅｎｔ　１０

　ボディー（ヘッドランプコントロールモジュール） 　Ｌｅｆｔ　Ｈｅａｄｌａｍｐ　Ｈｉｇｈ　Ｂｅａｍ　ＬＥＤ　Ｓｅｇｍｅｎｔ　１１

　ボディー（ヘッドランプコントロールモジュール） 　Ｌｅｆｔ　Ｈｅａｄｌａｍｐ　Ｈｉｇｈ　Ｂｅａｍ　ＬＥＤ　Ｓｅｇｍｅｎｔ　１２

　ボディー（ヘッドランプコントロールモジュール） 　Ｌｅｆｔ　Ｈｅａｄｌａｍｐ　Ｈｉｇｈ　Ｂｅａｍ　ＬＥＤ　Ｓｅｇｍｅｎｔ　１３

　ボディー（ヘッドランプコントロールモジュール） 　Ｌｅｆｔ　Ｈｅａｄｌａｍｐ　Ｈｉｇｈ　Ｂｅａｍ　ＬＥＤ　Ｓｅｇｍｅｎｔ　１４

　ボディー（ヘッドランプコントロールモジュール） 　Ｌｅｆｔ　Ｈｅａｄｌａｍｐ　Ｈｉｇｈ　Ｂｅａｍ　ＬＥＤ　Ｓｅｇｍｅｎｔ　１５

　ボディー（ヘッドランプコントロールモジュール） 　Ｌｅｆｔ　Ｈｅａｄｌａｍｐ　Ｈｉｇｈ　Ｂｅａｍ　ＬＥＤ　Ｓｅｇｍｅｎｔ　２

　ボディー（ヘッドランプコントロールモジュール） 　Ｌｅｆｔ　Ｈｅａｄｌａｍｐ　Ｈｉｇｈ　Ｂｅａｍ　ＬＥＤ　Ｓｅｇｍｅｎｔ　３

　ボディー（ヘッドランプコントロールモジュール） 　Ｌｅｆｔ　Ｈｅａｄｌａｍｐ　Ｈｉｇｈ　Ｂｅａｍ　ＬＥＤ　Ｓｅｇｍｅｎｔ　４

　ボディー（ヘッドランプコントロールモジュール） 　Ｌｅｆｔ　Ｈｅａｄｌａｍｐ　Ｈｉｇｈ　Ｂｅａｍ　ＬＥＤ　Ｓｅｇｍｅｎｔ　５

　ボディー（ヘッドランプコントロールモジュール） 　Ｌｅｆｔ　Ｈｅａｄｌａｍｐ　Ｈｉｇｈ　Ｂｅａｍ　ＬＥＤ　Ｓｅｇｍｅｎｔ　６

　ボディー（ヘッドランプコントロールモジュール） 　Ｌｅｆｔ　Ｈｅａｄｌａｍｐ　Ｈｉｇｈ　Ｂｅａｍ　ＬＥＤ　Ｓｅｇｍｅｎｔ　７

　ボディー（ヘッドランプコントロールモジュール） 　Ｌｅｆｔ　Ｈｅａｄｌａｍｐ　Ｈｉｇｈ　Ｂｅａｍ　ＬＥＤ　Ｓｅｇｍｅｎｔ　８

　ボディー（ヘッドランプコントロールモジュール） 　Ｌｅｆｔ　Ｈｅａｄｌａｍｐ　Ｈｉｇｈ　Ｂｅａｍ　ＬＥＤ　Ｓｅｇｍｅｎｔ　９

　ボディー（ヘッドランプコントロールモジュール） 　Ｒｉｇｈｔ　Ｈｅａｄｌａｍｐ　Ｈｉｇｈ　Ｂｅａｍ　ＬＥＤ　Ｓｅｇｍｅｎｔ　１

　ボディー（ヘッドランプコントロールモジュール） 　Ｒｉｇｈｔ　Ｈｅａｄｌａｍｐ　Ｈｉｇｈ　Ｂｅａｍ　ＬＥＤ　Ｓｅｇｍｅｎｔ　１０

　ボディー（ヘッドランプコントロールモジュール） 　Ｒｉｇｈｔ　Ｈｅａｄｌａｍｐ　Ｈｉｇｈ　Ｂｅａｍ　ＬＥＤ　Ｓｅｇｍｅｎｔ　１１

　ボディー（ヘッドランプコントロールモジュール） 　Ｒｉｇｈｔ　Ｈｅａｄｌａｍｐ　Ｈｉｇｈ　Ｂｅａｍ　ＬＥＤ　Ｓｅｇｍｅｎｔ　１２

　ボディー（ヘッドランプコントロールモジュール） 　Ｒｉｇｈｔ　Ｈｅａｄｌａｍｐ　Ｈｉｇｈ　Ｂｅａｍ　ＬＥＤ　Ｓｅｇｍｅｎｔ　１３

　ボディー（ヘッドランプコントロールモジュール） 　Ｒｉｇｈｔ　Ｈｅａｄｌａｍｐ　Ｈｉｇｈ　Ｂｅａｍ　ＬＥＤ　Ｓｅｇｍｅｎｔ　１４

　ボディー（ヘッドランプコントロールモジュール） 　Ｒｉｇｈｔ　Ｈｅａｄｌａｍｐ　Ｈｉｇｈ　Ｂｅａｍ　ＬＥＤ　Ｓｅｇｍｅｎｔ　１５

　ボディー（ヘッドランプコントロールモジュール） 　Ｒｉｇｈｔ　Ｈｅａｄｌａｍｐ　Ｈｉｇｈ　Ｂｅａｍ　ＬＥＤ　Ｓｅｇｍｅｎｔ　２

　ボディー（ヘッドランプコントロールモジュール） 　Ｒｉｇｈｔ　Ｈｅａｄｌａｍｐ　Ｈｉｇｈ　Ｂｅａｍ　ＬＥＤ　Ｓｅｇｍｅｎｔ　３

　ボディー（ヘッドランプコントロールモジュール） 　Ｒｉｇｈｔ　Ｈｅａｄｌａｍｐ　Ｈｉｇｈ　Ｂｅａｍ　ＬＥＤ　Ｓｅｇｍｅｎｔ　４

　ボディー（ヘッドランプコントロールモジュール） 　Ｒｉｇｈｔ　Ｈｅａｄｌａｍｐ　Ｈｉｇｈ　Ｂｅａｍ　ＬＥＤ　Ｓｅｇｍｅｎｔ　５

　ボディー（ヘッドランプコントロールモジュール） 　Ｒｉｇｈｔ　Ｈｅａｄｌａｍｐ　Ｈｉｇｈ　Ｂｅａｍ　ＬＥＤ　Ｓｅｇｍｅｎｔ　６

　ボディー（ヘッドランプコントロールモジュール） 　Ｒｉｇｈｔ　Ｈｅａｄｌａｍｐ　Ｈｉｇｈ　Ｂｅａｍ　ＬＥＤ　Ｓｅｇｍｅｎｔ　７

　ボディー（ヘッドランプコントロールモジュール） 　Ｒｉｇｈｔ　Ｈｅａｄｌａｍｐ　Ｈｉｇｈ　Ｂｅａｍ　ＬＥＤ　Ｓｅｇｍｅｎｔ　８

　ボディー（ヘッドランプコントロールモジュール） 　Ｒｉｇｈｔ　Ｈｅａｄｌａｍｐ　Ｈｉｇｈ　Ｂｅａｍ　ＬＥＤ　Ｓｅｇｍｅｎｔ　９

　ボディー（ヘッドランプコントロールモジュール） 　ヘッドライト　ライト配分（ハイビーム）

　ボディー（ヘッドランプコントロールモジュール） 　ヘッドライト　ライト配分（悪天候）

　ボディー（ヘッドランプコントロールモジュール） 　ヘッドライト　ライト配分（街道）

　ボディー（ヘッドランプコントロールモジュール） 　ヘッドライト　ライト配分（高速道）

　ボディー（ヘッドランプコントロールモジュール） 　ヘッドライト　ライト配分（田舎道）

　ボディー（ヘッドランプコントロールモジュール） 　ヘッドライトモーター

　ボディー（ヘッドランプコントロールモジュール） 　ヘッドライトモーターテスト

　ボディー（ヘッドランプコントロールモジュール） 　ヘッドライトレベリングモーター

　ボディー（ヘッドランプコントロールモジュール） 　ヘッドライト高輝度放電電力増加

　ボディー（ヘッドランプコントロールモジュール） 　ヘッドライト垂直モーター

　ボディー（ヘッドランプコントロールモジュール） 　ヘッドライト水平モーター

　ボディー（ヘッドランプコントロールモジュール） 　右コーナリングランプ

　ボディー（ヘッドランプコントロールモジュール） 　右ヘッドライト垂直モーター

　ボディー（ヘッドランプコントロールモジュール） 　右ヘッドライト垂直モーター（右／左）

　ボディー（ヘッドランプコントロールモジュール） 　右ヘッドライト水平モーター

　ボディー（ヘッドランプコントロールモジュール） 　右ヘッドライト水平モーター（上／下）

　ボディー（ヘッドランプコントロールモジュール） 　左コーナリングランプ

　ボディー（ヘッドランプコントロールモジュール） 　左ヘッドライト垂直モーター

　ボディー（ヘッドランプコントロールモジュール） 　左ヘッドライト垂直モーター（右／左）

　ボディー（ヘッドランプコントロールモジュール） 　左ヘッドライト水平モーター

　ボディー（ホールディングトップコントロールモジュール） 　Ｅ４ＡＪターンシグナルランプ：補助左

　ボディー（ホールディングトップコントロールモジュール） 　Ｅ４ＡＫターンシグナルランプ：補助右

　ボディー（ホールディングトップコントロールモジュール） 　Ｅ５Ｅテールランプ：左

　ボディー（ホールディングトップコントロールモジュール） 　Ｅ５Ｆテールランプ：右

　ボディー（ホールディングトップコントロールモジュール） 　Ｅ５ＬＣテール／停止ランプ：補助左

　ボディー（ホールディングトップコントロールモジュール） 　Ｅ５ＲＣテール／停止ランプ：補助右

　ボディー（ホールディングトップコントロールモジュール） 　Ｆｏｌｄｉｎｇ　Ｔｏｐ　Ｈｅａｄｅｒ　Ｌａｔｃｈ　Ｍｏｔｏｒ

　ボディー（ホールディングトップコントロールモジュール） 　ＫＲ１４９Ａフォールディングトップポンプモーターリレー１

　ボディー（ホールディングトップコントロールモジュール） 　ＫＲ１４９Ｂフォールディングトップポンプモーターリレー２

　ボディー（ホールディングトップコントロールモジュール） 　Ｍ８６フォールディングトップストレージコンパートメントリッドラッチモーター開

　ボディー（ホールディングトップコントロールモジュール） 　Ｍ８６フォールディングトップストレージコンパートメントリッドラッチモーター閉

　ボディー（ホールディングトップコントロールモジュール） 　Ｍ８６フォールディングトップヘッダーラッチモーター開
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　ボディー（ホールディングトップコントロールモジュール） 　Ｍ８６フォールディングトップヘッダーラッチモーター閉

　ボディー（ホールディングトップコントロールモジュール） 　Ｑ１６Ａフォールディングトップソレノイドバルブ１

　ボディー（ホールディングトップコントロールモジュール） 　Ｑ１６Ｂフォールディングトップソレノイドバルブ２

　ボディー（ホールディングトップコントロールモジュール） 　Ｑ１６Ｃフォールディングトップソレノイドバルブ３

　ボディー（ホールディングトップコントロールモジュール） 　フォールディングトップコントロールモジュール（開）

　ボディー（ホールディングトップコントロールモジュール） 　フォールディングトップコントロールモジュール（閉）

　ボディー（ホールディングトップコントロールモジュール） 　フォールディングトップバルブ１

　ボディー（ホールディングトップコントロールモジュール） 　フォールディングトップバルブ２

　ボディー（ホールディングトップコントロールモジュール） 　フォールディングトップバルブ３

　ボディー（ホールディングトップコントロールモジュール） 　フォールディングトップバルブ４

　ボディー（ホールディングトップコントロールモジュール） 　フォールディングトップ開

　ボディー（ホールディングトップコントロールモジュール） 　フォールディングトップ全バルブ

　ボディー（ホールディングトップコントロールモジュール） 　フォールディングトップ閉

　ボディー（ホールディングトップモジュール） 　Ｉｇｎｏｒｅ　Ｔｒｕｎｋ　Ｓｔａｔｕｓ

　ボディー（ホールディングトップモジュール） 　Ｔｏｐ　Ｏｐｅｎ／Ｃｌｏｓｅ

　ボディー（ホールディングトップモジュール） 　ウィンドウ　アップ／ダウン

　ボディー（ホールディングトップモジュール） 　バルブ１

　ボディー（ホールディングトップモジュール） 　バルブ２

　ボディー（ホールディングトップモジュール） 　バルブ３

　ボディー（ホールディングトップモジュール） 　バルブ４

　ボディー（ホールディングトップモジュール） 　バルブ５

　ボディー（ホールディングトップモジュール） 　ポンプモーターＡ方向

　ボディー（ホールディングトップモジュール） 　ポンプモーターＢ方向

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　（５ＧＮ　５ＧＴ）） 　ＤＲＬ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　（５ＧＮ　５ＧＴ）） 　カーゴランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　（５ＧＮ　５ＧＴ）） 　カーテシーランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　（５ＧＮ　５ＧＴ）） 　ゲージＬＥＤ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　（５ＧＮ　５ＧＴ）） 　すべてのドアロック

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　（５ＧＮ　５ＧＴ）） 　セキュリティーランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　（５ＧＮ　５ＧＴ）） 　ドアアンロック

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　（５ＧＮ　５ＧＴ）） 　パーキングランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　（５ＧＮ　５ＧＴ）） 　ハイビーム

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　（５ＧＮ　５ＧＴ）） 　ブレーキ－＞シフトリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　（５ＧＮ　５ＧＴ）） 　ブロワーモーターリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　（５ＧＮ　５ＧＴ）） 　フロントフォグランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　（５ＧＮ　５ＧＴ）） 　フロント右ターンランプ／ＤＲＬ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　（５ＧＮ　５ＧＴ）） 　フロント左ターンランプ／ＤＲＬ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　（５ＧＮ　５ＧＴ）） 　ヘッドライト

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　（５ＧＮ　５ＧＴ）） 　ホーン

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　（５ＧＮ　５ＧＴ）） 　リアデフォッガーリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　（５ＧＮ　５ＧＴ）） 　リア右ストップ／ターンシグナルランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　（５ＧＮ　５ＧＴ）） 　リア左ストップ／ターンシグナルランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　（５ＧＮ　５ＧＴ）） 　ワイパーリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　（５ＧＮ　５ＧＴ）） 　想定外電源１

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　（５ＧＮ　５ＧＴ）） 　想定外電源２

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　（５ＧＮ　５ＧＴ）） 　保持アクセサリー電源

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　（５ＧＴ）） 　ＤＲＬ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　（５ＧＴ）） 　アクセサリーリレーコマンド

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　（５ＧＴ）） 　カーゴランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　（５ＧＴ）） 　カーテシーランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　（５ＧＴ）） 　ゲージＬＥＤ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　（５ＧＴ）） 　すべてのドアロック

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　（５ＧＴ）） 　セキュリティーＬＥＤ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　（５ＧＴ）） 　セキュリティーランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　（５ＧＴ）） 　ドアアンロック

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　（５ＧＴ）） 　ドアロック

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　（５ＧＴ）） 　パーキングランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　（５ＧＴ）） 　ハイビーム

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　（５ＧＴ）） 　ハイビームランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　（５ＧＴ）） 　バックランプディミング

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　（５ＧＴ）） 　ブレーキ－＞シフトリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　（５ＧＴ）） 　ブロワーモーターリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　（５ＧＴ）） 　フロントフォグランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　（５ＧＴ）） 　フロント右ターンシグナル

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　（５ＧＴ）） 　フロント右ターンランプ／ＤＲＬ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　（５ＧＴ）） 　フロント左ターンシグナル

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　（５ＧＴ）） 　フロント左ターンランプ／ＤＲＬ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　（５ＧＴ）） 　ヘッドライト

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　（５ＧＴ）） 　ホーン

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　（５ＧＴ）） 　ホーンリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　（５ＧＴ）） 　リアデフォッガーリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　（５ＧＴ）） 　リア右ストップ／ターンシグナルランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　（５ＧＴ）） 　リア右ターンシグナル

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　（５ＧＴ）） 　リア左ストップ／ターンシグナルランプ
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　ボディー（ボディーコントロールモジュール　（５ＧＴ）） 　リア左ターンシグナル

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　（５ＧＴ）） 　ワイパーリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　（５ＧＴ）） 　運転席ドアアンロック

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　（５ＧＴ）） 　想定外電源１

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　（５ＧＴ）） 　想定外電源２

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　（５ＧＴ）） 　保持アクセサリー電源

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　（６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳＡ）） 　ＬＥＤディミング

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　（６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳＡ）） 　アクセサリー／ＲＡＰリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　（６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳＡ）） 　カーテシーランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　（６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳＡ）） 　ジェネレーターレギュレーター設定値

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　（６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳＡ）） 　シフトロックソレノイド

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　（６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳＡ）） 　トランクリリース

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　（６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳＡ）） 　パーキングランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　（６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳＡ）） 　ハイビーム

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　（６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳＡ）） 　バックアップランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　（６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳＡ）） 　フォグランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　（６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳＡ）） 　フロント右ターンシグナル

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　（６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳＡ）） 　フロント左ターンシグナル

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　（６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳＡ）） 　ヘッドライトウォッシャーリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　（６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳＡ）） 　ホーン

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　（６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳＡ）） 　ラン／クランクリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　（６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳＡ）） 　リアドアアンロック

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　（６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳＡ）） 　リアドアロック

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　（６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳＡ）） 　リア右ターンシグナル

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　（６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳＡ）） 　リア左ターンシグナル

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　（６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳＡ）） 　ロービーム

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　（６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳＡ）） 　ワイパーウォッシャーモーター

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　（６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳＡ）） 　ワイパーリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　（６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳＡ）） 　ワイパー高速リレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　（６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳＡ）） 　白熱灯調光

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　（ＡＤＭ）） 　ＤＲＬ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　（ＡＤＭ）） 　カーテシーランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　（ＡＤＭ）） 　ゲージＬＥＤ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　（ＡＤＭ）） 　すべてのドアロック

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　（ＡＤＭ）） 　セキュリティーランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　（ＡＤＭ）） 　ドアアンロック

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　（ＡＤＭ）） 　パーキングランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　（ＡＤＭ）） 　ハイビーム

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　（ＡＤＭ）） 　ブレーキ－＞シフトリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　（ＡＤＭ）） 　ブロワーモーターリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　（ＡＤＭ）） 　フロント右ターンランプ／ＤＲＬ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　（ＡＤＭ）） 　フロント左ターンランプ／ＤＲＬ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　（ＡＤＭ）） 　ヘッドライト

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　（ＡＤＭ）） 　ホーン

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　（ＡＤＭ）） 　リアデフォッガーリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　（ＡＤＭ）） 　リアフォグランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　（ＡＤＭ）） 　リア右ストップ／ターンシグナルランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　（ＡＤＭ）） 　リア左ストップ／ターンシグナルランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　（ＡＤＭ）） 　ワイパーリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　（ＡＤＭ）） 　想定外電源１

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　（ＡＤＭ）） 　想定外電源２

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　（ＡＤＭ）） 　保持アクセサリー電源

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　（ａｕｘ．）） 　トレーラーフォグランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　（ａｕｘ．）） 　リアフォグランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　（Ｏｔｈｅｒ）） 　ＬＥＤディミング

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　（Ｏｔｈｅｒ）） 　アクセサリー／ＲＡＰリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　（Ｏｔｈｅｒ）） 　カーテシーランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　（Ｏｔｈｅｒ）） 　ジェネレーターレギュレーター設定値

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　（Ｏｔｈｅｒ）） 　シフトロックソレノイド

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　（Ｏｔｈｅｒ）） 　トランクリリース

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　（Ｏｔｈｅｒ）） 　パーキングランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　（Ｏｔｈｅｒ）） 　ハイビーム

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　（Ｏｔｈｅｒ）） 　バックアップランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　（Ｏｔｈｅｒ）） 　フォグランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　（Ｏｔｈｅｒ）） 　フロント右ターンシグナル

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　（Ｏｔｈｅｒ）） 　フロント左ターンシグナル

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　（Ｏｔｈｅｒ）） 　ヘッドライトウォッシャーリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　（Ｏｔｈｅｒ）） 　ホーン

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　（Ｏｔｈｅｒ）） 　ラン／クランクリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　（Ｏｔｈｅｒ）） 　リアドアアンロック

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　（Ｏｔｈｅｒ）） 　リアドアロック

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　（Ｏｔｈｅｒ）） 　リア右ターンシグナル

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　（Ｏｔｈｅｒ）） 　リア左ターンシグナル

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　（Ｏｔｈｅｒ）） 　ロービーム
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　ボディー（ボディーコントロールモジュール　（Ｏｔｈｅｒ）） 　ワイパーウォッシャーモーター

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　（Ｏｔｈｅｒ）） 　ワイパーリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　（Ｏｔｈｅｒ）） 　ワイパー高速リレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　（Ｏｔｈｅｒ）） 　白熱灯調光

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＨＩＤ（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　ＬＥＤバックランプディミング

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＨＩＤ（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　Ｌｅｆｔ　Ｆｒｏｎｔ　Ｔｕｒｎ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｌａｍｐｓ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＨＩＤ（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　Ｒｉｇｈｔ　Ｆｒｏｎｔ　Ｔｕｒｎ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｌａｍｐｓ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＨＩＤ（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　アクセサリー／保持アクセサリー電源リレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＨＩＤ（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　アクセサリー電源モードインジケーター

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＨＩＤ（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　アクセサリー電源リレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＨＩＤ（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　アクセントランプ１

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＨＩＤ（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　アクセントランプ２

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＨＩＤ（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　インジケーターディミング

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＨＩＤ（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　カーテシーランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＨＩＤ（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　ジェネレーターレギュレーター設定値

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＨＩＤ（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　ストップ／スタートセレクトスイッチインジケーター

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＨＩＤ（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　すべてのドアロック／アンロック（すべてのドアロック）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＨＩＤ（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　すべてのドアロック／アンロック（運転席ドアアンロック）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＨＩＤ（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　すべてのドアロック／アンロック（助手席ドアアンロック）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＨＩＤ（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　セキュリティインジケーター

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＨＩＤ（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　センターストップランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＨＩＤ（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　チャイルドセキュリティーロック／ウィンドウロックアウトスイッチインジケーター

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＨＩＤ（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　チャイルドセキュリティーロックモーター

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＨＩＤ（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　ドアデッドロック：ロック／アンロック

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＨＩＤ（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　トランクランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＨＩＤ（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　トランクリッドアンラッチ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＨＩＤ（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　トレーラーパーキングランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＨＩＤ（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　トレーラーバックアップランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＨＩＤ（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　ナンバープレートランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＨＩＤ（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　パーキングランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＨＩＤ（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　ハイビーム

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＨＩＤ（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　ハザードランプスイッチバックランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＨＩＤ（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　バックアップランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＨＩＤ（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　フロントガラスウォッシャーリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＨＩＤ（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　フロントガラスワイパーモーターリレー（パーキング）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＨＩＤ（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　フロントガラスワイパーモーターリレー（ハイ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＨＩＤ（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　フロントガラスワイパーモーターリレー（ロー）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＨＩＤ（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　フロントフォグランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＨＩＤ（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　フロント右ターンシグナルランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＨＩＤ（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　フロント右パーキングランプ／ＤＲＬ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＨＩＤ（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　フロント左ターンシグナルランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＨＩＤ（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　フロント左パーキングランプ／ＤＲＬ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＨＩＤ（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　ヘッドライトウォッシャーリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＨＩＤ（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　ホーンリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＨＩＤ（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　ラン／クランクリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＨＩＤ（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　ラン／スタート電源モードインジケーター

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＨＩＤ（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　リアウォッシャーリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＨＩＤ（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　リアフォグランプリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＨＩＤ（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　リアワイパー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＨＩＤ（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　リア右ウィンドウモーター（アップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＨＩＤ（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　リア右ウィンドウモーター（エクスプレスアップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＨＩＤ（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　リア右ウィンドウモーター（エクスプレスダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＨＩＤ（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　リア右ウィンドウモーター（ダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＨＩＤ（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　リア右ターンシグナル／ストップランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＨＩＤ（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　リア右パーキングランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＨＩＤ（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　リア左ウィンドウモーター（アップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＨＩＤ（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　リア左ウィンドウモーター（エクスプレスアップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＨＩＤ（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　リア左ウィンドウモーター（エクスプレスダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＨＩＤ（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　リア左ウィンドウモーター（ダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＨＩＤ（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　リア左ターンシグナル／ストップランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＨＩＤ（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　リア左パーキングランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＨＩＤ（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　ロービームランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＨＩＤ（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　右トレーラーターンシグナルランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＨＩＤ（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　右パーキングランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＨＩＤ（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　右ヘッドライトロービーム

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＨＩＤ（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　右下パーキングランプ／ＤＲＬ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＨＩＤ（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　右専用ＤＲＬ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＨＩＤ（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　運転席ウィンドウモーター（アップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＨＩＤ（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　運転席ウィンドウモーター（エクスプレスアップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＨＩＤ（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　運転席ウィンドウモーター（エクスプレスダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＨＩＤ（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　運転席ウィンドウモーター（ダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＨＩＤ（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　左トレーラーターンシグナルランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＨＩＤ（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　左パーキングランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＨＩＤ（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　左ヘッドライトロービーム
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　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＨＩＤ（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　左下パーキングランプ／ＤＲＬ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＨＩＤ（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　左専用ＤＲＬ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＨＩＤ（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　助手席ウィンドウモーター（アップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＨＩＤ（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　助手席ウィンドウモーター（エクスプレスアップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＨＩＤ（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　助手席ウィンドウモーター（エクスプレスダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＨＩＤ（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　助手席ウィンドウモーター（ダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＨＩＤ（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　想定外の負荷

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＨＩＤ（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　燃料給油口アンラッチ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＨＩＤ（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　白熱灯調光

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＨＩＤ（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　補助イグニッションランリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＬＥＤ（Ｔ４Ｌ）） 　ＬＥＤバックランプディミング

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＬＥＤ（Ｔ４Ｌ）） 　アクセサリー／保持アクセサリー電源リレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＬＥＤ（Ｔ４Ｌ）） 　アクセサリー電源モードインジケーター

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＬＥＤ（Ｔ４Ｌ）） 　アクセサリー電源リレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＬＥＤ（Ｔ４Ｌ）） 　アクセントランプ１

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＬＥＤ（Ｔ４Ｌ）） 　アクセントランプ２

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＬＥＤ（Ｔ４Ｌ）） 　インジケーターディミング

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＬＥＤ（Ｔ４Ｌ）） 　ウィンドウロックアウトスイッチインジケーター

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＬＥＤ（Ｔ４Ｌ）） 　カーゴランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＬＥＤ（Ｔ４Ｌ）） 　カーテシーランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＬＥＤ（Ｔ４Ｌ）） 　ジェネレーターレギュレーター設定値

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＬＥＤ（Ｔ４Ｌ）） 　すべてのドアロック／アンロック（すべてのドアロック）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＬＥＤ（Ｔ４Ｌ）） 　すべてのドアロック／アンロック（運転席ドアアンロック）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＬＥＤ（Ｔ４Ｌ）） 　すべてのドアロック／アンロック（助手席ドアアンロック）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＬＥＤ（Ｔ４Ｌ）） 　セキュリティインジケーター

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＬＥＤ（Ｔ４Ｌ）） 　セキュリティー警告音

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＬＥＤ（Ｔ４Ｌ）） 　センターストップランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＬＥＤ（Ｔ４Ｌ）） 　チャイルドセキュリティーロックモーター

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＬＥＤ（Ｔ４Ｌ）） 　ドアデッドロック：ロック／アンロック

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＬＥＤ（Ｔ４Ｌ）） 　トレーラーパーキングランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＬＥＤ（Ｔ４Ｌ）） 　トレーラーバックアップランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＬＥＤ（Ｔ４Ｌ）） 　ナンバープレートランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＬＥＤ（Ｔ４Ｌ）） 　ハイビーム

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＬＥＤ（Ｔ４Ｌ）） 　バックアップランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＬＥＤ（Ｔ４Ｌ）） 　フロントガラスウォッシャーリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＬＥＤ（Ｔ４Ｌ）） 　フロントガラスワイパーモーターリレー（ハイ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＬＥＤ（Ｔ４Ｌ）） 　フロントガラスワイパーモーターリレー（ロー）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＬＥＤ（Ｔ４Ｌ）） 　フロントフォグランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＬＥＤ（Ｔ４Ｌ）） 　フロント右ターンシグナルランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＬＥＤ（Ｔ４Ｌ）） 　フロント右パーキングランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＬＥＤ（Ｔ４Ｌ）） 　フロント左ターンシグナルランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＬＥＤ（Ｔ４Ｌ）） 　フロント左パーキングランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＬＥＤ（Ｔ４Ｌ）） 　ヘッドライトウォッシャーリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＬＥＤ（Ｔ４Ｌ）） 　ホーンリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＬＥＤ（Ｔ４Ｌ）） 　ラン／クランクリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＬＥＤ（Ｔ４Ｌ）） 　ラン／スタート電源モードインジケーター

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＬＥＤ（Ｔ４Ｌ）） 　リアウォッシャーリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＬＥＤ（Ｔ４Ｌ）） 　リアフォグランプリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＬＥＤ（Ｔ４Ｌ）） 　リアワイパー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＬＥＤ（Ｔ４Ｌ）） 　リア右ウィンドウモーター（アップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＬＥＤ（Ｔ４Ｌ）） 　リア右ウィンドウモーター（エクスプレスアップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＬＥＤ（Ｔ４Ｌ）） 　リア右ウィンドウモーター（エクスプレスダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＬＥＤ（Ｔ４Ｌ）） 　リア右ウィンドウモーター（ダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＬＥＤ（Ｔ４Ｌ）） 　リア右ターンシグナル／ストップランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＬＥＤ（Ｔ４Ｌ）） 　リア左ウィンドウモーター（アップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＬＥＤ（Ｔ４Ｌ）） 　リア左ウィンドウモーター（エクスプレスアップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＬＥＤ（Ｔ４Ｌ）） 　リア左ウィンドウモーター（エクスプレスダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＬＥＤ（Ｔ４Ｌ）） 　リア左ウィンドウモーター（ダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＬＥＤ（Ｔ４Ｌ）） 　リア左ターンシグナル／ストップランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＬＥＤ（Ｔ４Ｌ）） 　右トレーラーターンシグナルランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＬＥＤ（Ｔ４Ｌ）） 　右パーキングランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＬＥＤ（Ｔ４Ｌ）） 　右ヘッドライトロービーム

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＬＥＤ（Ｔ４Ｌ）） 　右専用ＤＲＬ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＬＥＤ（Ｔ４Ｌ）） 　運転席ウィンドウモーター（アップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＬＥＤ（Ｔ４Ｌ）） 　運転席ウィンドウモーター（エクスプレスアップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＬＥＤ（Ｔ４Ｌ）） 　運転席ウィンドウモーター（エクスプレスダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＬＥＤ（Ｔ４Ｌ）） 　運転席ウィンドウモーター（ダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＬＥＤ（Ｔ４Ｌ）） 　左トレーラーターンシグナルランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＬＥＤ（Ｔ４Ｌ）） 　左パーキングランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＬＥＤ（Ｔ４Ｌ）） 　左ヘッドライトロービーム

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＬＥＤ（Ｔ４Ｌ）） 　左専用ＤＲＬ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＬＥＤ（Ｔ４Ｌ）） 　車外リアビューミラーカーテシーランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＬＥＤ（Ｔ４Ｌ）） 　助手席ウィンドウモーター（アップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＬＥＤ（Ｔ４Ｌ）） 　助手席ウィンドウモーター（エクスプレスアップ）
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　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＬＥＤ（Ｔ４Ｌ）） 　助手席ウィンドウモーター（エクスプレスダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＬＥＤ（Ｔ４Ｌ）） 　助手席ウィンドウモーター（ダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＬＥＤ（Ｔ４Ｌ）） 　想定外の負荷

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＬＥＤ（Ｔ４Ｌ）） 　白熱灯調光

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＬＥＤ（Ｔ４Ｌ）） 　補助イグニッションランリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＬＥＤヘッドライトタイプ（Ｔ４Ｌ）） 　ＬＥＤバックランプディミング

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＬＥＤヘッドライトタイプ（Ｔ４Ｌ）） 　アクセサリー／保持アクセサリー電源リレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＬＥＤヘッドライトタイプ（Ｔ４Ｌ）） 　アクセサリー電源モードインジケーター

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＬＥＤヘッドライトタイプ（Ｔ４Ｌ）） 　アクセントランプ１

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＬＥＤヘッドライトタイプ（Ｔ４Ｌ）） 　アクセントランプ２

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＬＥＤヘッドライトタイプ（Ｔ４Ｌ）） 　ウィンドウロックアウトスイッチインジケーター

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＬＥＤヘッドライトタイプ（Ｔ４Ｌ）） 　カーゴランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＬＥＤヘッドライトタイプ（Ｔ４Ｌ）） 　カーテシーランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＬＥＤヘッドライトタイプ（Ｔ４Ｌ）） 　ジェネレーターレギュレーター設定値

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＬＥＤヘッドライトタイプ（Ｔ４Ｌ）） 　すべてのドアロック／アンロック（すべてのドアロック）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＬＥＤヘッドライトタイプ（Ｔ４Ｌ）） 　すべてのドアロック／アンロック（運転席ドアアンロック）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＬＥＤヘッドライトタイプ（Ｔ４Ｌ）） 　すべてのドアロック／アンロック（助手席ドアアンロック）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＬＥＤヘッドライトタイプ（Ｔ４Ｌ）） 　セキュリティインジケーター

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＬＥＤヘッドライトタイプ（Ｔ４Ｌ）） 　センターストップランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＬＥＤヘッドライトタイプ（Ｔ４Ｌ）） 　ドアデッドロック：ロック／アンロック

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＬＥＤヘッドライトタイプ（Ｔ４Ｌ）） 　トランクランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＬＥＤヘッドライトタイプ（Ｔ４Ｌ）） 　トランクリッドアンラッチ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＬＥＤヘッドライトタイプ（Ｔ４Ｌ）） 　トレーラーパーキングランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＬＥＤヘッドライトタイプ（Ｔ４Ｌ）） 　トレーラーバックアップランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＬＥＤヘッドライトタイプ（Ｔ４Ｌ）） 　ナンバープレートランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＬＥＤヘッドライトタイプ（Ｔ４Ｌ）） 　パーキングランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＬＥＤヘッドライトタイプ（Ｔ４Ｌ）） 　ハイビーム

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＬＥＤヘッドライトタイプ（Ｔ４Ｌ）） 　ハザードランプスイッチバックランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＬＥＤヘッドライトタイプ（Ｔ４Ｌ）） 　バックアップランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＬＥＤヘッドライトタイプ（Ｔ４Ｌ）） 　フロントガラスウォッシャーリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＬＥＤヘッドライトタイプ（Ｔ４Ｌ）） 　フロントガラスワイパーモーターリレー（ハイ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＬＥＤヘッドライトタイプ（Ｔ４Ｌ）） 　フロントガラスワイパーモーターリレー（ロー）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＬＥＤヘッドライトタイプ（Ｔ４Ｌ）） 　フロントフォグランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＬＥＤヘッドライトタイプ（Ｔ４Ｌ）） 　フロント右ターンシグナルランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＬＥＤヘッドライトタイプ（Ｔ４Ｌ）） 　フロント右パーキングランプ／ＤＲＬ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＬＥＤヘッドライトタイプ（Ｔ４Ｌ）） 　フロント左ターンシグナルランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＬＥＤヘッドライトタイプ（Ｔ４Ｌ）） 　フロント左パーキングランプ／ＤＲＬ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＬＥＤヘッドライトタイプ（Ｔ４Ｌ）） 　ホーンリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＬＥＤヘッドライトタイプ（Ｔ４Ｌ）） 　ラン／クランクリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＬＥＤヘッドライトタイプ（Ｔ４Ｌ）） 　ラン／スタート電源モードインジケーター

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＬＥＤヘッドライトタイプ（Ｔ４Ｌ）） 　リアウォッシャーリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＬＥＤヘッドライトタイプ（Ｔ４Ｌ）） 　リアワイパー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＬＥＤヘッドライトタイプ（Ｔ４Ｌ）） 　リア右ウィンドウモーター（アップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＬＥＤヘッドライトタイプ（Ｔ４Ｌ）） 　リア右ウィンドウモーター（エクスプレスアップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＬＥＤヘッドライトタイプ（Ｔ４Ｌ）） 　リア右ウィンドウモーター（エクスプレスダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＬＥＤヘッドライトタイプ（Ｔ４Ｌ）） 　リア右ウィンドウモーター（ダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＬＥＤヘッドライトタイプ（Ｔ４Ｌ）） 　リア右シートヒーターインジケーター

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＬＥＤヘッドライトタイプ（Ｔ４Ｌ）） 　リア右ターンシグナル／ストップランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＬＥＤヘッドライトタイプ（Ｔ４Ｌ）） 　リア右パーキングランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＬＥＤヘッドライトタイプ（Ｔ４Ｌ）） 　リア左ウィンドウモーター（アップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＬＥＤヘッドライトタイプ（Ｔ４Ｌ）） 　リア左ウィンドウモーター（エクスプレスアップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＬＥＤヘッドライトタイプ（Ｔ４Ｌ）） 　リア左ウィンドウモーター（エクスプレスダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＬＥＤヘッドライトタイプ（Ｔ４Ｌ）） 　リア左ウィンドウモーター（ダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＬＥＤヘッドライトタイプ（Ｔ４Ｌ）） 　リア左シートヒーターインジケーター

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＬＥＤヘッドライトタイプ（Ｔ４Ｌ）） 　リア左ターンシグナル／ストップランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＬＥＤヘッドライトタイプ（Ｔ４Ｌ）） 　リア左パーキングランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＬＥＤヘッドライトタイプ（Ｔ４Ｌ）） 　ロービームランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＬＥＤヘッドライトタイプ（Ｔ４Ｌ）） 　右トレーラーターンシグナルランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＬＥＤヘッドライトタイプ（Ｔ４Ｌ）） 　右パーキングランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＬＥＤヘッドライトタイプ（Ｔ４Ｌ）） 　右専用ＤＲＬ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＬＥＤヘッドライトタイプ（Ｔ４Ｌ）） 　運転席ウィンドウモーター（アップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＬＥＤヘッドライトタイプ（Ｔ４Ｌ）） 　運転席ウィンドウモーター（エクスプレスアップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＬＥＤヘッドライトタイプ（Ｔ４Ｌ）） 　運転席ウィンドウモーター（エクスプレスダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＬＥＤヘッドライトタイプ（Ｔ４Ｌ）） 　運転席ウィンドウモーター（ダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＬＥＤヘッドライトタイプ（Ｔ４Ｌ）） 　左トレーラーターンシグナルランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＬＥＤヘッドライトタイプ（Ｔ４Ｌ）） 　左パーキングランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＬＥＤヘッドライトタイプ（Ｔ４Ｌ）） 　左専用ＤＲＬ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＬＥＤヘッドライトタイプ（Ｔ４Ｌ）） 　車外リアビューミラーカーテシーランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＬＥＤヘッドライトタイプ（Ｔ４Ｌ）） 　助手席ウィンドウモーター（アップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＬＥＤヘッドライトタイプ（Ｔ４Ｌ）） 　助手席ウィンドウモーター（エクスプレスアップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＬＥＤヘッドライトタイプ（Ｔ４Ｌ）） 　助手席ウィンドウモーター（エクスプレスダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＬＥＤヘッドライトタイプ（Ｔ４Ｌ）） 　助手席ウィンドウモーター（ダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＬＥＤヘッドライトタイプ（Ｔ４Ｌ）） 　想定外の負荷

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　オートＨＶＡＣモジュール） 　ＤＲＬ



●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2022.10)
システム 項目名

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　オートＨＶＡＣモジュール） 　ＬＥＤバックランプディミング

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　オートＨＶＡＣモジュール） 　アクセサリー／保持アクセサリー電源リレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　オートＨＶＡＣモジュール） 　カーテシーランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　オートＨＶＡＣモジュール） 　ジェネレーターレギュレーター設定値

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　オートＨＶＡＣモジュール） 　シフトロックソレノイドアクチュエーター

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　オートＨＶＡＣモジュール） 　すべてのドアロック

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　オートＨＶＡＣモジュール） 　ドアデッドロック：ロック／アンロック

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　オートＨＶＡＣモジュール） 　パーキングランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　オートＨＶＡＣモジュール） 　ハイビーム

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　オートＨＶＡＣモジュール） 　バックアップランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　オートＨＶＡＣモジュール） 　フロントガラスウォッシャーポンプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　オートＨＶＡＣモジュール） 　フロントガラスワイパーモーターリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　オートＨＶＡＣモジュール） 　フロントガラスワイパー高速リレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　オートＨＶＡＣモジュール） 　フロントフォグランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　オートＨＶＡＣモジュール） 　フロント右ターンシグナルランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　オートＨＶＡＣモジュール） 　フロント左ターンシグナルランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　オートＨＶＡＣモジュール） 　ヘッドライトウォッシャーリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　オートＨＶＡＣモジュール） 　ホーンリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　オートＨＶＡＣモジュール） 　ラン／クランクリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　オートＨＶＡＣモジュール） 　リアフォグランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　オートＨＶＡＣモジュール） 　リア右ターンシグナルランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　オートＨＶＡＣモジュール） 　リア左ターンシグナルランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　オートＨＶＡＣモジュール） 　リフトゲートウィンドウアンラッチ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　オートＨＶＡＣモジュール） 　ロービームランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　オートＨＶＡＣモジュール） 　運転席ドアアンロック

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　オートＨＶＡＣモジュール） 　助手席ドアアンロック

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　オートＨＶＡＣモジュール） 　白熱灯調光

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　クーペ） 　ＤＲＬ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　クーペ） 　ＬＥＤバックランプディミング

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　クーペ） 　アクセサリー／保持アクセサリー電源リレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　クーペ） 　アクセサリー電源モードインジケーター

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　クーペ） 　アクセサリー電源リレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　クーペ） 　アクセントランプ１

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　クーペ） 　ウィンドウロックアウトスイッチインジケーター

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　クーペ） 　カーテシーランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　クーペ） 　ジェネレーターレギュレーター設定値

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　クーペ） 　シフトロックソレノイドアクチュエーター

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　クーペ） 　ストップランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　クーペ） 　すべてのドアロック／アンロック（すべてのドアロック）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　クーペ） 　すべてのドアロック／アンロック（運転席ドアアンロック）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　クーペ） 　すべてのドアロック／アンロック（助手席ドアアンロック）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　クーペ） 　セキュリティインジケーター

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　クーペ） 　セキュリティー警告音

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　クーペ） 　センターストップランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　クーペ） 　ドアデッドロック：ロック／アンロック

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　クーペ） 　トランクランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　クーペ） 　トランクリッドアンラッチ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　クーペ） 　ナンバープレートランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　クーペ） 　パーキングランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　クーペ） 　ハイビーム

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　クーペ） 　ハザードランプスイッチバックランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　クーペ） 　バックアップランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　クーペ） 　ピックアップベッドカーゴランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　クーペ） 　フロントガラスウォッシャーポンプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　クーペ） 　フロントガラスウォッシャーリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　クーペ） 　フロントガラスワイパーモーターリレー（ハイ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　クーペ） 　フロントガラスワイパーモーターリレー（ロー）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　クーペ） 　フロントフォグランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　クーペ） 　フロント右ターンシグナルランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　クーペ） 　フロント左ターンシグナルランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　クーペ） 　ヘッドライトウォッシャーリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　クーペ） 　ホーンリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　クーペ） 　ボディー圧力リリーフバルブ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　クーペ） 　ラン／クランクリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　クーペ） 　ラン／スタート電源モードインジケーター

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　クーペ） 　リアフォグランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　クーペ） 　リアフォグランプリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　クーペ） 　リア右ターンシグナル／ストップランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　クーペ） 　リア右ターンシグナルランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　クーペ） 　リア左ターンシグナル／ストップランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　クーペ） 　リア左ターンシグナルランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　クーペ） 　ロービームランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　クーペ） 　右ストップランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　クーペ） 　右パーキングランプ



●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2022.10)
システム 項目名

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　クーペ） 　右ヘッドライトロービーム

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　クーペ） 　右専用ＤＲＬ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　クーペ） 　運転席ウィンドウモーター（アップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　クーペ） 　運転席ウィンドウモーター（エクスプレスアップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　クーペ） 　運転席ウィンドウモーター（エクスプレスダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　クーペ） 　運転席ウィンドウモーター（ダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　クーペ） 　運転席ドアアンラッチ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　クーペ） 　左ストップランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　クーペ） 　左パーキングランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　クーペ） 　左ヘッドライトロービーム

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　クーペ） 　左専用ＤＲＬ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　クーペ） 　助手席ウィンドウモーター（アップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　クーペ） 　助手席ウィンドウモーター（エクスプレスアップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　クーペ） 　助手席ウィンドウモーター（エクスプレスダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　クーペ） 　助手席ウィンドウモーター（ダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　クーペ） 　助手席ドアアンラッチ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　クーペ） 　想定外の負荷

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　クーペ） 　燃料給油口アンラッチ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　クーペ） 　白熱灯調光

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　クーペ） 　保持アクセサリー電源リレー（中断可能）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　クラシック） 　アクセサリーリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　クラシック） 　アフターブロー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　クラシック） 　インテリアディミング

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　クラシック） 　インテリアランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　クラシック） 　すべてのドアロック

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　クラシック） 　セキュリティーＬＥＤ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　クラシック） 　トランクリリース

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　クラシック） 　パーキングランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　クラシック） 　ハイビーム

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　クラシック） 　バックアップランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　クラシック） 　フォグランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　クラシック） 　ブレーキ－＞シフトコントロール

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　クラシック） 　フロント右ターンランプ／ＤＲＬ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　クラシック） 　フロント左ターンランプ／ＤＲＬ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　クラシック） 　ヘッドライト

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　クラシック） 　ホーン

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　クラシック） 　ランリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　クラシック） 　リアデフォッガーリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　クラシック） 　リア右ストップ／ターンシグナルランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　クラシック） 　リア左ストップ／ターンシグナルランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　クラシック） 　ロービーム／ＤＲＬ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　クラシック） 　ワイパーモーターディレイ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　クラシック） 　ワイパーモーターリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　クラシック） 　運転席ドアアンロック

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　クラシック） 　助手席シートベルトリマインダーＬＥＤ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　クラシック） 　助手席ドアアンロック

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　クラシック） 　想定外の電源

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　クラシック） 　調整式ペダルインヒビット

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　コンバーチブル） 　ＬＥＤバックランプディミング

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　コンバーチブル） 　アクセサリー／保持アクセサリー電源リレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　コンバーチブル） 　アクセサリー電源モードインジケーター

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　コンバーチブル） 　アクセサリー電源リレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　コンバーチブル） 　カーテシーランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　コンバーチブル） 　ジェネレーターレギュレーター設定値

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　コンバーチブル） 　セキュリティインジケーター

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　コンバーチブル） 　セキュリティー警告音

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　コンバーチブル） 　センターストップランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　コンバーチブル） 　ドアデッドロック：ロック／アンロック

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　コンバーチブル） 　トランクランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　コンバーチブル） 　ナンバープレートランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　コンバーチブル） 　ハイビーム

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　コンバーチブル） 　ハザードランプスイッチバックランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　コンバーチブル） 　バックアップランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　コンバーチブル） 　フロントガラスウォッシャーリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　コンバーチブル） 　フロントガラスワイパーモーターリレー（ハイ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　コンバーチブル） 　フロントガラスワイパーモーターリレー（ロー）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　コンバーチブル） 　フロント右ターンシグナルランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　コンバーチブル） 　フロント左ターンシグナルランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　コンバーチブル） 　ヘッドライトウォッシャーリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　コンバーチブル） 　ホーンリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　コンバーチブル） 　ラン／クランクリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　コンバーチブル） 　ラン／スタート電源モードインジケーター

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　コンバーチブル） 　リアフォグランプリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　コンバーチブル） 　リアボディークロージャーアンラッチ
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システム 項目名

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　コンバーチブル） 　リア右ターンシグナルランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　コンバーチブル） 　リア左ターンシグナルランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　コンバーチブル） 　ロービームランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　コンバーチブル） 　右ストップランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　コンバーチブル） 　右パーキングランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　コンバーチブル） 　右専用ＤＲＬ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　コンバーチブル） 　運転席ウィンドウモーター（アップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　コンバーチブル） 　運転席ウィンドウモーター（エクスプレスアップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　コンバーチブル） 　運転席ウィンドウモーター（エクスプレスダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　コンバーチブル） 　運転席ウィンドウモーター（ダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　コンバーチブル） 　運転席ドアアンラッチ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　コンバーチブル） 　左ストップランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　コンバーチブル） 　左パーキングランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　コンバーチブル） 　左専用ＤＲＬ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　コンバーチブル） 　助手席ウィンドウモーター（アップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　コンバーチブル） 　助手席ウィンドウモーター（エクスプレスアップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　コンバーチブル） 　助手席ウィンドウモーター（エクスプレスダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　コンバーチブル） 　助手席ウィンドウモーター（ダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　コンバーチブル） 　助手席ドアアンラッチ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　コンバーチブル） 　想定外の負荷

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　コンバーチブル） 　燃料給油口アンラッチ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　コンバーチブル） 　保持アクセサリー電源リレー（中断可能）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　セダン） 　ＬＥＤバックランプディミング

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　セダン） 　アクセサリー／保持アクセサリー電源リレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　セダン） 　アクセサリー電源モードインジケーター

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　セダン） 　アクセサリー電源リレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　セダン） 　アクセントランプ１

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　セダン） 　ウィンドウロックアウトスイッチインジケーター

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　セダン） 　カーテシーランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　セダン） 　ジェネレーターレギュレーター設定値

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　セダン） 　ストップ／スタートセレクトスイッチインジケーター

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　セダン） 　すべてのドアロック／アンロック（すべてのドアロック）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　セダン） 　すべてのドアロック／アンロック（運転席ドアアンロック）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　セダン） 　すべてのドアロック／アンロック（助手席ドアアンロック）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　セダン） 　セキュリティインジケーター

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　セダン） 　セキュリティー警告音

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　セダン） 　センターストップランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　セダン） 　チャイルドセキュリティーロック／ウィンドウロックアウトスイッチインジケーター

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　セダン） 　チャイルドセキュリティーロックインジケーター

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　セダン） 　チャイルドセキュリティーロックモーター

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　セダン） 　ドアデッドロック：ロック／アンロック

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　セダン） 　トランクランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　セダン） 　トランクリッドアンラッチ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　セダン） 　ナンバープレートランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　セダン） 　ハイビーム

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　セダン） 　ハザードランプスイッチバックランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　セダン） 　バックアップランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　セダン） 　ブレーキトランスミッションシフトインターロックソレノイドアクチュエーター

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　セダン） 　フロントガラスウォッシャーリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　セダン） 　フロントガラスワイパーモーターリレー（パーキング）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　セダン） 　フロントガラスワイパーモーターリレー（ハイ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　セダン） 　フロントガラスワイパーモーターリレー（ロー）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　セダン） 　フロントフォグランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　セダン） 　フロント右ターンシグナルランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　セダン） 　フロント右パーキングランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　セダン） 　フロント右パーキングランプ／ＤＲＬ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　セダン） 　フロント左ターンシグナルランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　セダン） 　フロント左パーキングランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　セダン） 　フロント左パーキングランプ／ＤＲＬ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　セダン） 　ホーンリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　セダン） 　ラン／クランクリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　セダン） 　ラン／スタート電源モードインジケーター

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　セダン） 　リアウォッシャーリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　セダン） 　リアフォグランプリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　セダン） 　リアワイパー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　セダン） 　リア右ウィンドウモーター（アップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　セダン） 　リア右ウィンドウモーター（エクスプレスアップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　セダン） 　リア右ウィンドウモーター（エクスプレスダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　セダン） 　リア右ウィンドウモーター（ダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　セダン） 　リア右シートヒーターインジケーター

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　セダン） 　リア右ストップ／パーキングランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　セダン） 　リア右ターンシグナル／ストップランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　セダン） 　リア右ターンシグナルランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　セダン） 　リア右パーキングランプ
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　ボディー（ボディーコントロールモジュール　セダン） 　リア左ウィンドウモーター（アップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　セダン） 　リア左ウィンドウモーター（エクスプレスアップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　セダン） 　リア左ウィンドウモーター（エクスプレスダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　セダン） 　リア左ウィンドウモーター（ダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　セダン） 　リア左シートヒーターインジケーター

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　セダン） 　リア左ストップ／パーキングランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　セダン） 　リア左ターンシグナル／ストップランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　セダン） 　リア左ターンシグナルランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　セダン） 　リア左パーキングランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　セダン） 　リフトゲートアンラッチ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　セダン） 　ロービームランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　セダン） 　右ストップランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　セダン） 　右パーキングランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　セダン） 　右ヘッドライトロービーム

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　セダン） 　右ロービーム／ＤＲＬ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　セダン） 　右専用ＤＲＬ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　セダン） 　運転席ウィンドウモーター（アップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　セダン） 　運転席ウィンドウモーター（エクスプレスアップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　セダン） 　運転席ウィンドウモーター（エクスプレスダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　セダン） 　運転席ウィンドウモーター（ダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　セダン） 　運転席ドアアンラッチ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　セダン） 　左ストップランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　セダン） 　左パーキングランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　セダン） 　左ヘッドライトロービーム

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　セダン） 　左ロービーム／ＤＲＬ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　セダン） 　左専用ＤＲＬ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　セダン） 　助手席ウィンドウモーター（アップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　セダン） 　助手席ウィンドウモーター（エクスプレスアップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　セダン） 　助手席ウィンドウモーター（エクスプレスダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　セダン） 　助手席ウィンドウモーター（ダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　セダン） 　助手席ドアアンラッチ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　セダン） 　専用ＤＲＬ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　セダン） 　想定外の負荷

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　セダン） 　燃料給油口アンラッチ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　セダン） 　補助イグニッションランリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハッチバック） 　ＬＥＤバックランプディミング

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハッチバック） 　アクセサリー／保持アクセサリー電源リレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハッチバック） 　アクセサリー電源モードインジケーター

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハッチバック） 　アクセサリー電源リレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハッチバック） 　ウィンドウロックアウトスイッチインジケーター

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハッチバック） 　カーゴランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハッチバック） 　カーテシーランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハッチバック） 　ジェネレーターレギュレーター設定値

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハッチバック） 　ストップ／スタートセレクトスイッチインジケーター

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハッチバック） 　すべてのドアロック／アンロック（すべてのドアロック）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハッチバック） 　すべてのドアロック／アンロック（運転席ドアアンロック）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハッチバック） 　すべてのドアロック／アンロック（助手席ドアアンロック）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハッチバック） 　セキュリティインジケーター

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハッチバック） 　セキュリティー警告音

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハッチバック） 　センターストップランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハッチバック） 　チャイルドセキュリティーロック／ウィンドウロックアウトスイッチインジケーター

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハッチバック） 　チャイルドセキュリティーロックインジケーター

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハッチバック） 　チャイルドセキュリティーロックモーター

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハッチバック） 　ドアデッドロック：ロック／アンロック

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハッチバック） 　ナンバープレートランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハッチバック） 　ハイビーム

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハッチバック） 　ハザードランプスイッチバックランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハッチバック） 　バックアップランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハッチバック） 　ブレーキトランスミッションシフトインターロックソレノイドアクチュエーター

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハッチバック） 　フロントガラスウォッシャーリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハッチバック） 　フロントガラスワイパーモーターリレー（パーキング）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハッチバック） 　フロントガラスワイパーモーターリレー（ハイ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハッチバック） 　フロントガラスワイパーモーターリレー（ロー）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハッチバック） 　フロントフォグランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハッチバック） 　フロント右ターンシグナルランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハッチバック） 　フロント右パーキングランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハッチバック） 　フロント右パーキングランプ／ＤＲＬ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハッチバック） 　フロント左ターンシグナルランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハッチバック） 　フロント左パーキングランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハッチバック） 　フロント左パーキングランプ／ＤＲＬ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハッチバック） 　ホーンリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハッチバック） 　ラン／クランクリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハッチバック） 　ラン／スタート電源モードインジケーター

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハッチバック） 　リアウォッシャーリレー
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　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハッチバック） 　リアフォグランプリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハッチバック） 　リアボディークロージャーアンラッチ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハッチバック） 　リアワイパー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハッチバック） 　リア右ウィンドウモーター（アップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハッチバック） 　リア右ウィンドウモーター（エクスプレスアップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハッチバック） 　リア右ウィンドウモーター（エクスプレスダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハッチバック） 　リア右ウィンドウモーター（ダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハッチバック） 　リア右シートヒーターインジケーター

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハッチバック） 　リア右ストップ／パーキングランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハッチバック） 　リア右ターンシグナル／ストップランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハッチバック） 　リア右ターンシグナルランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハッチバック） 　リア右パーキングランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハッチバック） 　リア左ウィンドウモーター（アップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハッチバック） 　リア左ウィンドウモーター（エクスプレスアップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハッチバック） 　リア左ウィンドウモーター（エクスプレスダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハッチバック） 　リア左ウィンドウモーター（ダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハッチバック） 　リア左シートヒーターインジケーター

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハッチバック） 　リア左ストップ／パーキングランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハッチバック） 　リア左ターンシグナル／ストップランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハッチバック） 　リア左ターンシグナルランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハッチバック） 　リア左パーキングランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハッチバック） 　リフトゲートアンラッチ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハッチバック） 　ロービームランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハッチバック） 　右ストップランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハッチバック） 　右パーキングランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハッチバック） 　右ヘッドライトロービーム

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハッチバック） 　右ロービーム／ＤＲＬ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハッチバック） 　運転席ウィンドウモーター（アップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハッチバック） 　運転席ウィンドウモーター（エクスプレスアップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハッチバック） 　運転席ウィンドウモーター（エクスプレスダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハッチバック） 　運転席ウィンドウモーター（ダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハッチバック） 　運転席ドアアンラッチ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハッチバック） 　左ストップランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハッチバック） 　左パーキングランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハッチバック） 　左ヘッドライトロービーム

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハッチバック） 　左ロービーム／ＤＲＬ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハッチバック） 　助手席ウィンドウモーター（アップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハッチバック） 　助手席ウィンドウモーター（エクスプレスアップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハッチバック） 　助手席ウィンドウモーター（エクスプレスダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハッチバック） 　助手席ウィンドウモーター（ダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハッチバック） 　助手席ドアアンラッチ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハッチバック） 　専用ＤＲＬ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハッチバック） 　想定外の負荷

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハッチバック） 　燃料給油口アンラッチ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハッチバック） 　補助イグニッションランリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハロゲン） 　ＬＥＤバックランプディミング

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハロゲン） 　アクセサリー／保持アクセサリー電源リレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハロゲン） 　アクセサリー電源モードインジケーター

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハロゲン） 　アクセサリー電源リレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハロゲン） 　アクセントランプ１

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハロゲン） 　アクセントランプ２

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハロゲン） 　カーテシーランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハロゲン） 　ジェネレーターレギュレーター設定値

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハロゲン） 　ストップ／スタートセレクトスイッチインジケーター

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハロゲン） 　すべてのドアロック／アンロック（すべてのドアロック）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハロゲン） 　すべてのドアロック／アンロック（運転席ドアアンロック）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハロゲン） 　すべてのドアロック／アンロック（助手席ドアアンロック）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハロゲン） 　セキュリティインジケーター

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハロゲン） 　センターストップランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハロゲン） 　チャイルドセキュリティーロックモーター

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハロゲン） 　ドアデッドロック：ロック／アンロック

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハロゲン） 　トランクランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハロゲン） 　トランクリッドアンラッチ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハロゲン） 　ナンバープレートランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハロゲン） 　パーキングランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハロゲン） 　ハイビーム

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハロゲン） 　ハザードランプスイッチバックランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハロゲン） 　バックアップランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハロゲン） 　フロントガラスウォッシャーリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハロゲン） 　フロントガラスワイパーモーターリレー（パーキング）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハロゲン） 　フロントガラスワイパーモーターリレー（ハイ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハロゲン） 　フロントガラスワイパーモーターリレー（ロー）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハロゲン） 　フロント右ターンシグナルランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハロゲン） 　フロント左ターンシグナルランプ
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システム 項目名

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハロゲン） 　ヘッドライトウォッシャーリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハロゲン） 　ホーンリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハロゲン） 　ラン／クランクリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハロゲン） 　ラン／スタート電源モードインジケーター

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハロゲン） 　リアフォグランプリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハロゲン） 　リア右ウィンドウモーター（アップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハロゲン） 　リア右ウィンドウモーター（エクスプレスアップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハロゲン） 　リア右ウィンドウモーター（エクスプレスダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハロゲン） 　リア右ウィンドウモーター（ダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハロゲン） 　リア右ターンシグナル／ストップランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハロゲン） 　リア左ウィンドウモーター（アップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハロゲン） 　リア左ウィンドウモーター（エクスプレスアップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハロゲン） 　リア左ウィンドウモーター（エクスプレスダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハロゲン） 　リア左ウィンドウモーター（ダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハロゲン） 　リア左ターンシグナル／ストップランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハロゲン） 　右パーキングランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハロゲン） 　右ヘッドライトロービーム

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハロゲン） 　右ロービーム／ＤＲＬ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハロゲン） 　右下パーキングランプ／ＤＲＬ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハロゲン） 　運転席ウィンドウモーター（アップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハロゲン） 　運転席ウィンドウモーター（エクスプレスアップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハロゲン） 　運転席ウィンドウモーター（エクスプレスダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハロゲン） 　運転席ウィンドウモーター（ダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハロゲン） 　左パーキングランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハロゲン） 　左ヘッドライトロービーム

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハロゲン） 　左ロービーム／ＤＲＬ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハロゲン） 　左下パーキングランプ／ＤＲＬ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハロゲン） 　助手席ウィンドウモーター（アップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハロゲン） 　助手席ウィンドウモーター（エクスプレスアップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハロゲン） 　助手席ウィンドウモーター（エクスプレスダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハロゲン） 　助手席ウィンドウモーター（ダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハロゲン） 　想定外の負荷

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハロゲン） 　燃料給油口アンラッチ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハロゲン） 　補助イグニッションランリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　パワーリフトゲート　（ＴＢ５）） 　ＤＲＬ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　パワーリフトゲート　（ＴＢ５）） 　ＬＥＤバックランプディミング

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　パワーリフトゲート　（ＴＢ５）） 　アクセサリー／保持アクセサリー電源リレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　パワーリフトゲート　（ＴＢ５）） 　アクセントランプ１

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　パワーリフトゲート　（ＴＢ５）） 　アクセントランプ２

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　パワーリフトゲート　（ＴＢ５）） 　ウィンドウロックアウトスイッチインジケーター

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　パワーリフトゲート　（ＴＢ５）） 　カーテシーランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　パワーリフトゲート　（ＴＢ５）） 　ジェネレーターレギュレーター設定値

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　パワーリフトゲート　（ＴＢ５）） 　シフトロックソレノイドアクチュエーター

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　パワーリフトゲート　（ＴＢ５）） 　ストップランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　パワーリフトゲート　（ＴＢ５）） 　すべてのドアロック

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　パワーリフトゲート　（ＴＢ５）） 　すべてのドアロック／アンロック（すべてのドアロック）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　パワーリフトゲート　（ＴＢ５）） 　すべてのドアロック／アンロック（運転席ドアアンロック）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　パワーリフトゲート　（ＴＢ５）） 　すべてのドアロック／アンロック（助手席ドアアンロック）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　パワーリフトゲート　（ＴＢ５）） 　セキュリティインジケーター

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　パワーリフトゲート　（ＴＢ５）） 　センターストップランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　パワーリフトゲート　（ＴＢ５）） 　チャイルドセキュリティーロックインジケーター

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　パワーリフトゲート　（ＴＢ５）） 　トレーラーパーキングランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　パワーリフトゲート　（ＴＢ５）） 　トレーラーバックアップランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　パワーリフトゲート　（ＴＢ５）） 　ナンバープレートランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　パワーリフトゲート　（ＴＢ５）） 　パーキングランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　パワーリフトゲート　（ＴＢ５）） 　ハイビーム

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　パワーリフトゲート　（ＴＢ５）） 　バックアップランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　パワーリフトゲート　（ＴＢ５）） 　ブレーキトランスミッションシフトインターロックソレノイドアクチュエーター

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　パワーリフトゲート　（ＴＢ５）） 　フロントガラスウォッシャーポンプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　パワーリフトゲート　（ＴＢ５）） 　フロントガラスウォッシャーリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　パワーリフトゲート　（ＴＢ５）） 　フロントガラスワイパーモーターリレー（ハイ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　パワーリフトゲート　（ＴＢ５）） 　フロントガラスワイパーモーターリレー（ロー）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　パワーリフトゲート　（ＴＢ５）） 　フロントフォグランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　パワーリフトゲート　（ＴＢ５）） 　フロント右ターンシグナルランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　パワーリフトゲート　（ＴＢ５）） 　フロント右パーキングランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　パワーリフトゲート　（ＴＢ５）） 　フロント左ターンシグナルランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　パワーリフトゲート　（ＴＢ５）） 　フロント左パーキングランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　パワーリフトゲート　（ＴＢ５）） 　ホーンリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　パワーリフトゲート　（ＴＢ５）） 　ラン／クランクリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　パワーリフトゲート　（ＴＢ５）） 　リアウォッシャーリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　パワーリフトゲート　（ＴＢ５）） 　リアドアロック／アンロック

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　パワーリフトゲート　（ＴＢ５）） 　リアワイパー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　パワーリフトゲート　（ＴＢ５）） 　リア右ウィンドウモーター（アップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　パワーリフトゲート　（ＴＢ５）） 　リア右ウィンドウモーター（エクスプレスアップ）



●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2022.10)
システム 項目名

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　パワーリフトゲート　（ＴＢ５）） 　リア右ウィンドウモーター（エクスプレスダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　パワーリフトゲート　（ＴＢ５）） 　リア右ウィンドウモーター（ダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　パワーリフトゲート　（ＴＢ５）） 　リア右ターンシグナル／ストップランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　パワーリフトゲート　（ＴＢ５）） 　リア右ターンシグナルランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　パワーリフトゲート　（ＴＢ５）） 　リア右パーキングランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　パワーリフトゲート　（ＴＢ５）） 　リア左ウィンドウモーター（アップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　パワーリフトゲート　（ＴＢ５）） 　リア左ウィンドウモーター（エクスプレスアップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　パワーリフトゲート　（ＴＢ５）） 　リア左ウィンドウモーター（エクスプレスダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　パワーリフトゲート　（ＴＢ５）） 　リア左ウィンドウモーター（ダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　パワーリフトゲート　（ＴＢ５）） 　リア左ターンシグナル／ストップランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　パワーリフトゲート　（ＴＢ５）） 　リア左ターンシグナルランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　パワーリフトゲート　（ＴＢ５）） 　リア左パーキングランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　パワーリフトゲート　（ＴＢ５）） 　ロービームランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　パワーリフトゲート　（ＴＢ５）） 　右トレーラーターンシグナルランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　パワーリフトゲート　（ＴＢ５）） 　右ロービーム／ＤＲＬ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　パワーリフトゲート　（ＴＢ５）） 　運転席ウィンドウモーター（アップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　パワーリフトゲート　（ＴＢ５）） 　運転席ウィンドウモーター（エクスプレスアップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　パワーリフトゲート　（ＴＢ５）） 　運転席ウィンドウモーター（エクスプレスダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　パワーリフトゲート　（ＴＢ５）） 　運転席ウィンドウモーター（ダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　パワーリフトゲート　（ＴＢ５）） 　運転席ドアアンロック

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　パワーリフトゲート　（ＴＢ５）） 　左トレーラーターンシグナルランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　パワーリフトゲート　（ＴＢ５）） 　左ロービーム／ＤＲＬ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　パワーリフトゲート　（ＴＢ５）） 　助手席ウィンドウモーター（アップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　パワーリフトゲート　（ＴＢ５）） 　助手席ウィンドウモーター（エクスプレスアップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　パワーリフトゲート　（ＴＢ５）） 　助手席ウィンドウモーター（エクスプレスダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　パワーリフトゲート　（ＴＢ５）） 　助手席ウィンドウモーター（ダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　パワーリフトゲート　（ＴＢ５）） 　助手席ドアアンロック

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　パワーリフトゲート　（ＴＢ５）） 　想定外の負荷

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　パワーリフトゲート　（ＴＢ５）） 　白熱灯調光

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ＨＩＤ）　（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　ＬＥＤバックランプディミング

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ＨＩＤ）　（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　Ｌｅｆｔ　Ｆｒｏｎｔ　Ｔｕｒｎ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｌａｍｐｓ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ＨＩＤ）　（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　Ｒｉｇｈｔ　Ｆｒｏｎｔ　Ｔｕｒｎ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｌａｍｐｓ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ＨＩＤ）　（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　アクセサリー／保持アクセサリー電源リレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ＨＩＤ）　（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　アクセサリー電源モードインジケーター

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ＨＩＤ）　（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　アクセサリー電源リレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ＨＩＤ）　（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　アクセントランプ１

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ＨＩＤ）　（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　アクセントランプ２

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ＨＩＤ）　（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　ウィンドウロックアウトスイッチインジケーター

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ＨＩＤ）　（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　カーゴランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ＨＩＤ）　（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　カーテシーランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ＨＩＤ）　（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　ジェネレーターレギュレーター設定値

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ＨＩＤ）　（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　ストップ／スタートセレクトスイッチインジケーター

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ＨＩＤ）　（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　ストップランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ＨＩＤ）　（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　すべてのドアロック／アンロック（すべてのドアロック）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ＨＩＤ）　（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　すべてのドアロック／アンロック（運転席ドアアンロック）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ＨＩＤ）　（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　すべてのドアロック／アンロック（助手席ドアアンロック）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ＨＩＤ）　（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　セキュリティインジケーター

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ＨＩＤ）　（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　セキュリティー警告音

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ＨＩＤ）　（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　センターストップランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ＨＩＤ）　（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　チャイルドセキュリティーロック／ウィンドウロックアウトスイッチインジケーター

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ＨＩＤ）　（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　チャイルドセキュリティーロックインジケーター

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ＨＩＤ）　（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　チャイルドセキュリティーロックモーター

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ＨＩＤ）　（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　ドアデッドロック：ロック／アンロック

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ＨＩＤ）　（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　トランクランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ＨＩＤ）　（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　トランクリッドアンラッチ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ＨＩＤ）　（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　トランスミッションレンジインジケーター

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ＨＩＤ）　（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　トレーラーパーキングランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ＨＩＤ）　（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　トレーラーバックアップランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ＨＩＤ）　（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　ナンバープレートランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ＨＩＤ）　（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　パーキングランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ＨＩＤ）　（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　ハイビーム

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ＨＩＤ）　（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　ハザードランプスイッチバックランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ＨＩＤ）　（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　バックアップランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ＨＩＤ）　（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　ブレーキトランスミッションシフトインターロックソレノイドアクチュエーター

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ＨＩＤ）　（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　ブレーキトランスミッションシフト連動インジケーター

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ＨＩＤ）　（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　フロントガラスウォッシャーリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ＨＩＤ）　（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　フロントガラスワイパーモーターリレー（パーキング）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ＨＩＤ）　（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　フロントガラスワイパーモーターリレー（ハイ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ＨＩＤ）　（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　フロントガラスワイパーモーターリレー（ロー）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ＨＩＤ）　（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　フロントフォグランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ＨＩＤ）　（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　フロント右ターンシグナルランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ＨＩＤ）　（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　フロント右パーキングランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ＨＩＤ）　（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　フロント右パーキングランプ／ＤＲＬ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ＨＩＤ）　（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　フロント左ターンシグナルランプ
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　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ＨＩＤ）　（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　フロント左パーキングランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ＨＩＤ）　（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　フロント左パーキングランプ／ＤＲＬ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ＨＩＤ）　（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　ヘッドライトウォッシャーリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ＨＩＤ）　（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　ホーンリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ＨＩＤ）　（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　ラン／クランクリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ＨＩＤ）　（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　ラン／スタート電源モードインジケーター

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ＨＩＤ）　（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　リアウォッシャーリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ＨＩＤ）　（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　リアフォグランプリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ＨＩＤ）　（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　リアワイパー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ＨＩＤ）　（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　リア右ウィンドウモーター（アップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ＨＩＤ）　（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　リア右ウィンドウモーター（エクスプレスアップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ＨＩＤ）　（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　リア右ウィンドウモーター（エクスプレスダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ＨＩＤ）　（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　リア右ウィンドウモーター（ダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ＨＩＤ）　（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　リア右シートヒーターインジケーター

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ＨＩＤ）　（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　リア右ストップ／パーキングランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ＨＩＤ）　（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　リア右ターンシグナル／ストップランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ＨＩＤ）　（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　リア右ターンシグナルランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ＨＩＤ）　（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　リア右パーキングランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ＨＩＤ）　（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　リア左ウィンドウモーター（アップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ＨＩＤ）　（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　リア左ウィンドウモーター（エクスプレスアップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ＨＩＤ）　（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　リア左ウィンドウモーター（エクスプレスダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ＨＩＤ）　（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　リア左ウィンドウモーター（ダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ＨＩＤ）　（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　リア左シートヒーターインジケーター

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ＨＩＤ）　（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　リア左ストップ／パーキングランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ＨＩＤ）　（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　リア左ターンシグナル／ストップランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ＨＩＤ）　（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　リア左ターンシグナルランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ＨＩＤ）　（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　リア左パーキングランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ＨＩＤ）　（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　リフトゲートアンラッチ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ＨＩＤ）　（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　ロービームランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ＨＩＤ）　（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　右ストップランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ＨＩＤ）　（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　右トレーラーターンシグナルランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ＨＩＤ）　（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　右パーキングランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ＨＩＤ）　（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　右下パーキングランプ／ＤＲＬ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ＨＩＤ）　（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　右専用ＤＲＬ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ＨＩＤ）　（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　運転席ウィンドウモーター（アップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ＨＩＤ）　（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　運転席ウィンドウモーター（エクスプレスアップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ＨＩＤ）　（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　運転席ウィンドウモーター（エクスプレスダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ＨＩＤ）　（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　運転席ウィンドウモーター（ダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ＨＩＤ）　（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　運転席ドアアンラッチ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ＨＩＤ）　（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　左ストップランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ＨＩＤ）　（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　左トレーラーターンシグナルランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ＨＩＤ）　（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　左パーキングランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ＨＩＤ）　（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　左ヘッドライトロービーム

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ＨＩＤ）　（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　左下パーキングランプ／ＤＲＬ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ＨＩＤ）　（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　左専用ＤＲＬ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ＨＩＤ）　（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　車外リアビューミラーカーテシーランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ＨＩＤ）　（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　助手席ウィンドウモーター（アップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ＨＩＤ）　（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　助手席ウィンドウモーター（エクスプレスアップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ＨＩＤ）　（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　助手席ウィンドウモーター（エクスプレスダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ＨＩＤ）　（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　助手席ウィンドウモーター（ダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ＨＩＤ）　（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　助手席ドアアンラッチ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ＨＩＤ）　（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　専用ＤＲＬ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ＨＩＤ）　（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　想定外の負荷

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ＨＩＤ）　（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　燃料給油口アンラッチ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ＨＩＤ）　（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）） 　補助イグニッションランリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ハロゲンタイプ）（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　ＬＥＤバックランプディミング

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ハロゲンタイプ）（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　Ｌｅｆｔ　Ｆｒｏｎｔ　Ｔｕｒｎ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｌａｍｐｓ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ハロゲンタイプ）（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　Ｒｉｇｈｔ　Ｆｒｏｎｔ　Ｔｕｒｎ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｌａｍｐｓ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ハロゲンタイプ）（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　アクセサリー／保持アクセサリー電源リレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ハロゲンタイプ）（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　アクセサリー電源モードインジケーター

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ハロゲンタイプ）（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　アクセサリー電源リレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ハロゲンタイプ）（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　アクセントランプ１

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ハロゲンタイプ）（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　アクセントランプ２

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ハロゲンタイプ）（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　ウィンドウロックアウトスイッチインジケーター

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ハロゲンタイプ）（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　カーゴランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ハロゲンタイプ）（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　カーテシーランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ハロゲンタイプ）（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　ジェネレーターレギュレーター設定値

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ハロゲンタイプ）（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　ストップ／スタートセレクトスイッチインジケーター

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ハロゲンタイプ）（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　すべてのドアロック／アンロック（すべてのドアロック）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ハロゲンタイプ）（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　すべてのドアロック／アンロック（運転席ドアアンロック）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ハロゲンタイプ）（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　すべてのドアロック／アンロック（助手席ドアアンロック）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ハロゲンタイプ）（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　セキュリティインジケーター

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ハロゲンタイプ）（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　セキュリティー警告音

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ハロゲンタイプ）（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　センターストップランプ
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　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ハロゲンタイプ）（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　チャイルドセキュリティーロック／ウィンドウロックアウトスイッチインジケーター

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ハロゲンタイプ）（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　チャイルドセキュリティーロックインジケーター

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ハロゲンタイプ）（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　チャイルドセキュリティーロックモーター

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ハロゲンタイプ）（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　ドアデッドロック：ロック／アンロック

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ハロゲンタイプ）（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　トランクランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ハロゲンタイプ）（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　トランクリッドアンラッチ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ハロゲンタイプ）（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　トランスミッションレンジインジケーター

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ハロゲンタイプ）（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　トレーラーパーキングランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ハロゲンタイプ）（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　トレーラーバックアップランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ハロゲンタイプ）（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　ナンバープレートランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ハロゲンタイプ）（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　パーキングランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ハロゲンタイプ）（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　ハイビーム

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ハロゲンタイプ）（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　ハザードランプスイッチバックランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ハロゲンタイプ）（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　バックアップランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ハロゲンタイプ）（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　ブレーキトランスミッションシフトインターロックソレノイドアクチュエーター

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ハロゲンタイプ）（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　ブレーキトランスミッションシフト連動インジケーター

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ハロゲンタイプ）（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　フロントガラスウォッシャーリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ハロゲンタイプ）（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　フロントガラスワイパーモーターリレー（パーキング）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ハロゲンタイプ）（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　フロントガラスワイパーモーターリレー（ハイ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ハロゲンタイプ）（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　フロントガラスワイパーモーターリレー（ロー）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ハロゲンタイプ）（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　フロントフォグランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ハロゲンタイプ）（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　フロント右ターンシグナルランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ハロゲンタイプ）（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　フロント右パーキングランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ハロゲンタイプ）（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　フロント左ターンシグナルランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ハロゲンタイプ）（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　フロント左パーキングランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ハロゲンタイプ）（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　ヘッドライトウォッシャーリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ハロゲンタイプ）（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　ホーンリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ハロゲンタイプ）（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　ラン／クランクリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ハロゲンタイプ）（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　ラン／スタート電源モードインジケーター

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ハロゲンタイプ）（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　リアウォッシャーリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ハロゲンタイプ）（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　リアフォグランプリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ハロゲンタイプ）（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　リアワイパー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ハロゲンタイプ）（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　リア右ウィンドウモーター（アップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ハロゲンタイプ）（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　リア右ウィンドウモーター（エクスプレスアップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ハロゲンタイプ）（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　リア右ウィンドウモーター（エクスプレスダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ハロゲンタイプ）（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　リア右ウィンドウモーター（ダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ハロゲンタイプ）（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　リア右シートヒーターインジケーター

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ハロゲンタイプ）（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　リア右ストップ／パーキングランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ハロゲンタイプ）（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　リア右ターンシグナル／ストップランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ハロゲンタイプ）（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　リア右ターンシグナルランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ハロゲンタイプ）（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　リア右パーキングランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ハロゲンタイプ）（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　リア左ウィンドウモーター（アップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ハロゲンタイプ）（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　リア左ウィンドウモーター（エクスプレスアップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ハロゲンタイプ）（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　リア左ウィンドウモーター（エクスプレスダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ハロゲンタイプ）（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　リア左ウィンドウモーター（ダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ハロゲンタイプ）（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　リア左シートヒーターインジケーター

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ハロゲンタイプ）（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　リア左ストップ／パーキングランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ハロゲンタイプ）（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　リア左ターンシグナル／ストップランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ハロゲンタイプ）（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　リア左ターンシグナルランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ハロゲンタイプ）（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　リア左パーキングランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ハロゲンタイプ）（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　リフトゲートアンラッチ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ハロゲンタイプ）（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　右ストップランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ハロゲンタイプ）（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　右トレーラーターンシグナルランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ハロゲンタイプ）（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　右パーキングランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ハロゲンタイプ）（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　右ヘッドライトロービーム

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ハロゲンタイプ）（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　右ロービーム／ＤＲＬ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ハロゲンタイプ）（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　右下パーキングランプ／ＤＲＬ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ハロゲンタイプ）（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　運転席ウィンドウモーター（アップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ハロゲンタイプ）（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　運転席ウィンドウモーター（エクスプレスアップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ハロゲンタイプ）（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　運転席ウィンドウモーター（エクスプレスダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ハロゲンタイプ）（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　運転席ウィンドウモーター（ダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ハロゲンタイプ）（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　運転席ドアアンラッチ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ハロゲンタイプ）（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　左ストップランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ハロゲンタイプ）（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　左トレーラーターンシグナルランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ハロゲンタイプ）（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　左パーキングランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ハロゲンタイプ）（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　左ヘッドライトロービーム

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ハロゲンタイプ）（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　左ロービーム／ＤＲＬ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ハロゲンタイプ）（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　左下パーキングランプ／ＤＲＬ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ハロゲンタイプ）（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　車外リアビューミラーカーテシーランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ハロゲンタイプ）（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　助手席ウィンドウモーター（アップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ハロゲンタイプ）（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　助手席ウィンドウモーター（エクスプレスアップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ハロゲンタイプ）（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　助手席ウィンドウモーター（エクスプレスダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ハロゲンタイプ）（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　助手席ウィンドウモーター（ダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ハロゲンタイプ）（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　助手席ドアアンラッチ
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　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ハロゲンタイプ）（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　専用ＤＲＬ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ハロゲンタイプ）（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　想定外の負荷

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ハロゲンタイプ）（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　燃料給油口アンラッチ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ハロゲンタイプ）（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）） 　補助イグニッションランリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプタイプハロゲン） 　ＬＥＤバックランプディミング

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプタイプハロゲン） 　アクセサリー／保持アクセサリー電源リレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプタイプハロゲン） 　アクセサリー電源モードインジケーター

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプタイプハロゲン） 　アクセサリー電源リレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプタイプハロゲン） 　アクセントランプ１

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプタイプハロゲン） 　アクセントランプ２

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプタイプハロゲン） 　ウィンドウロックアウトスイッチインジケーター

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプタイプハロゲン） 　カーテシーランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプタイプハロゲン） 　ジェネレーターレギュレーター設定値

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプタイプハロゲン） 　ストップ／スタートセレクトスイッチインジケーター

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプタイプハロゲン） 　ストップランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプタイプハロゲン） 　すべてのドアロック／アンロック（すべてのドアロック）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプタイプハロゲン） 　すべてのドアロック／アンロック（運転席ドアアンロック）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプタイプハロゲン） 　すべてのドアロック／アンロック（助手席ドアアンロック）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプタイプハロゲン） 　セキュリティインジケーター

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプタイプハロゲン） 　センターストップランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプタイプハロゲン） 　チャイルドセキュリティーロックモーター

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプタイプハロゲン） 　ドアデッドロック：ロック／アンロック

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプタイプハロゲン） 　トランクランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプタイプハロゲン） 　トランクリッドアンラッチ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプタイプハロゲン） 　ナンバープレートランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプタイプハロゲン） 　パーキングランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプタイプハロゲン） 　ハイビーム

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプタイプハロゲン） 　ハザードランプスイッチバックランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプタイプハロゲン） 　バックアップランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプタイプハロゲン） 　フロントガラスウォッシャーリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプタイプハロゲン） 　フロントガラスワイパーモーターリレー（パーキング）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプタイプハロゲン） 　フロントガラスワイパーモーターリレー（ハイ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプタイプハロゲン） 　フロントガラスワイパーモーターリレー（ロー）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプタイプハロゲン） 　フロントフォグランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプタイプハロゲン） 　フロント右ターンシグナルランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプタイプハロゲン） 　フロント左ターンシグナルランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプタイプハロゲン） 　ヘッドライトウォッシャーリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプタイプハロゲン） 　ホーンリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプタイプハロゲン） 　ラン／クランクリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプタイプハロゲン） 　ラン／スタート電源モードインジケーター

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプタイプハロゲン） 　リアフォグランプリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプタイプハロゲン） 　リア右ウィンドウモーター（アップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプタイプハロゲン） 　リア右ウィンドウモーター（エクスプレスアップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプタイプハロゲン） 　リア右ウィンドウモーター（エクスプレスダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプタイプハロゲン） 　リア右ウィンドウモーター（ダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプタイプハロゲン） 　リア右ターンシグナル／ストップランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプタイプハロゲン） 　リア左ウィンドウモーター（アップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプタイプハロゲン） 　リア左ウィンドウモーター（エクスプレスアップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプタイプハロゲン） 　リア左ウィンドウモーター（エクスプレスダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプタイプハロゲン） 　リア左ウィンドウモーター（ダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプタイプハロゲン） 　リア左ターンシグナル／ストップランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプタイプハロゲン） 　右パーキングランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプタイプハロゲン） 　右ヘッドライトロービーム

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプタイプハロゲン） 　右ロービーム／ＤＲＬ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプタイプハロゲン） 　右下パーキングランプ／ＤＲＬ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプタイプハロゲン） 　運転席ウィンドウモーター（アップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプタイプハロゲン） 　運転席ウィンドウモーター（エクスプレスアップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプタイプハロゲン） 　運転席ウィンドウモーター（エクスプレスダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプタイプハロゲン） 　運転席ウィンドウモーター（ダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプタイプハロゲン） 　左パーキングランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプタイプハロゲン） 　左ヘッドライトロービーム

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプタイプハロゲン） 　左ロービーム／ＤＲＬ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプタイプハロゲン） 　左下パーキングランプ／ＤＲＬ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプタイプハロゲン） 　車外リアビューミラーカーテシーランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプタイプハロゲン） 　助手席ウィンドウモーター（アップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプタイプハロゲン） 　助手席ウィンドウモーター（エクスプレスアップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプタイプハロゲン） 　助手席ウィンドウモーター（エクスプレスダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプタイプハロゲン） 　助手席ウィンドウモーター（ダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプタイプハロゲン） 　想定外の負荷

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプタイプハロゲン） 　補助イグニッションランリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　マニュアルＨＶＡＣモジュール） 　ＤＲＬ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　マニュアルＨＶＡＣモジュール） 　ＬＥＤバックランプディミング

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　マニュアルＨＶＡＣモジュール） 　アクセサリー／保持アクセサリー電源リレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　マニュアルＨＶＡＣモジュール） 　カーテシーランプ



●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2022.10)
システム 項目名

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　マニュアルＨＶＡＣモジュール） 　ジェネレーターレギュレーター設定値

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　マニュアルＨＶＡＣモジュール） 　シフトロックソレノイドアクチュエーター

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　マニュアルＨＶＡＣモジュール） 　すべてのドアロック

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　マニュアルＨＶＡＣモジュール） 　ドアデッドロック：ロック／アンロック

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　マニュアルＨＶＡＣモジュール） 　パーキングランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　マニュアルＨＶＡＣモジュール） 　ハイビーム

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　マニュアルＨＶＡＣモジュール） 　バックアップランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　マニュアルＨＶＡＣモジュール） 　フロントガラスウォッシャーポンプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　マニュアルＨＶＡＣモジュール） 　フロントガラスワイパーモーターリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　マニュアルＨＶＡＣモジュール） 　フロントガラスワイパー高速リレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　マニュアルＨＶＡＣモジュール） 　フロントフォグランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　マニュアルＨＶＡＣモジュール） 　フロント右ターンシグナルランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　マニュアルＨＶＡＣモジュール） 　フロント左ターンシグナルランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　マニュアルＨＶＡＣモジュール） 　ヘッドライトウォッシャーリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　マニュアルＨＶＡＣモジュール） 　ホーンリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　マニュアルＨＶＡＣモジュール） 　ラン／クランクリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　マニュアルＨＶＡＣモジュール） 　リアデフォッガー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　マニュアルＨＶＡＣモジュール） 　リアフォグランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　マニュアルＨＶＡＣモジュール） 　リア右ターンシグナルランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　マニュアルＨＶＡＣモジュール） 　リア左ターンシグナルランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　マニュアルＨＶＡＣモジュール） 　リフトゲートウィンドウアンラッチ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　マニュアルＨＶＡＣモジュール） 　ロービームランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　マニュアルＨＶＡＣモジュール） 　運転席ドアアンロック

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　マニュアルＨＶＡＣモジュール） 　助手席ドアアンロック

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　マニュアルＨＶＡＣモジュール） 　白熱灯調光

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　マリブ） 　アクセサリーリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　マリブ） 　アフターブロー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　マリブ） 　インテリアディミング

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　マリブ） 　インテリアランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　マリブ） 　すべてのドアロック

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　マリブ） 　セキュリティーＬＥＤ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　マリブ） 　トランクリリース

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　マリブ） 　パーキングランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　マリブ） 　ハイビーム

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　マリブ） 　バックアップランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　マリブ） 　フォグランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　マリブ） 　ブレーキ－＞シフトコントロール

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　マリブ） 　フロント右ターンランプ／ＤＲＬ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　マリブ） 　フロント左ターンランプ／ＤＲＬ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　マリブ） 　ヘッドライト

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　マリブ） 　ホーン

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　マリブ） 　ランリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　マリブ） 　リアデフォッガーリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　マリブ） 　リア右ストップ／ターンシグナルランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　マリブ） 　リア左ストップ／ターンシグナルランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　マリブ） 　ロービーム／ＤＲＬ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　マリブ） 　ワイパーモーターディレイ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　マリブ） 　ワイパーモーターリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　マリブ） 　運転席ドアアンロック

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　マリブ） 　助手席シートベルトリマインダーＬＥＤ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　マリブ） 　助手席ドアアンロック

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　マリブ） 　想定外の電源

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　マリブ） 　調整式ペダルインヒビット

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　メカニカルリフトゲート） 　ＤＲＬ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　メカニカルリフトゲート） 　ＬＥＤバックランプディミング

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　メカニカルリフトゲート） 　アクセサリー／保持アクセサリー電源リレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　メカニカルリフトゲート） 　アクセントランプ１

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　メカニカルリフトゲート） 　アクセントランプ２

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　メカニカルリフトゲート） 　ウィンドウロックアウトスイッチインジケーター

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　メカニカルリフトゲート） 　カーテシーランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　メカニカルリフトゲート） 　ジェネレーターレギュレーター設定値

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　メカニカルリフトゲート） 　シフトロックソレノイドアクチュエーター

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　メカニカルリフトゲート） 　ストップランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　メカニカルリフトゲート） 　すべてのドアロック

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　メカニカルリフトゲート） 　すべてのドアロック／アンロック（すべてのドアロック）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　メカニカルリフトゲート） 　すべてのドアロック／アンロック（運転席ドアアンロック）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　メカニカルリフトゲート） 　すべてのドアロック／アンロック（助手席ドアアンロック）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　メカニカルリフトゲート） 　セキュリティインジケーター

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　メカニカルリフトゲート） 　センターストップランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　メカニカルリフトゲート） 　チャイルドセキュリティーロックインジケーター

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　メカニカルリフトゲート） 　トレーラーパーキングランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　メカニカルリフトゲート） 　トレーラーバックアップランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　メカニカルリフトゲート） 　ナンバープレートランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　メカニカルリフトゲート） 　パーキングランプ



●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2022.10)
システム 項目名

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　メカニカルリフトゲート） 　ハイビーム

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　メカニカルリフトゲート） 　バックアップランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　メカニカルリフトゲート） 　ブレーキトランスミッションシフトインターロックソレノイドアクチュエーター

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　メカニカルリフトゲート） 　フロントガラスウォッシャーポンプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　メカニカルリフトゲート） 　フロントガラスウォッシャーリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　メカニカルリフトゲート） 　フロントガラスワイパーモーターリレー（ハイ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　メカニカルリフトゲート） 　フロントガラスワイパーモーターリレー（ロー）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　メカニカルリフトゲート） 　フロントフォグランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　メカニカルリフトゲート） 　フロント右ターンシグナルランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　メカニカルリフトゲート） 　フロント右パーキングランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　メカニカルリフトゲート） 　フロント左ターンシグナルランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　メカニカルリフトゲート） 　フロント左パーキングランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　メカニカルリフトゲート） 　ホーンリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　メカニカルリフトゲート） 　ラン／クランクリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　メカニカルリフトゲート） 　リアウォッシャーリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　メカニカルリフトゲート） 　リアドアロック／アンロック

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　メカニカルリフトゲート） 　リアボディークロージャーアンラッチ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　メカニカルリフトゲート） 　リアワイパー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　メカニカルリフトゲート） 　リア右ウィンドウモーター（アップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　メカニカルリフトゲート） 　リア右ウィンドウモーター（エクスプレスアップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　メカニカルリフトゲート） 　リア右ウィンドウモーター（エクスプレスダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　メカニカルリフトゲート） 　リア右ウィンドウモーター（ダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　メカニカルリフトゲート） 　リア右ターンシグナル／ストップランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　メカニカルリフトゲート） 　リア右ターンシグナルランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　メカニカルリフトゲート） 　リア右パーキングランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　メカニカルリフトゲート） 　リア左ウィンドウモーター（アップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　メカニカルリフトゲート） 　リア左ウィンドウモーター（エクスプレスアップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　メカニカルリフトゲート） 　リア左ウィンドウモーター（エクスプレスダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　メカニカルリフトゲート） 　リア左ウィンドウモーター（ダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　メカニカルリフトゲート） 　リア左ターンシグナル／ストップランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　メカニカルリフトゲート） 　リア左ターンシグナルランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　メカニカルリフトゲート） 　リア左パーキングランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　メカニカルリフトゲート） 　リフトゲートアンラッチ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　メカニカルリフトゲート） 　ロービームランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　メカニカルリフトゲート） 　右トレーラーターンシグナルランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　メカニカルリフトゲート） 　右ロービーム／ＤＲＬ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　メカニカルリフトゲート） 　運転席ウィンドウモーター（アップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　メカニカルリフトゲート） 　運転席ウィンドウモーター（エクスプレスアップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　メカニカルリフトゲート） 　運転席ウィンドウモーター（エクスプレスダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　メカニカルリフトゲート） 　運転席ウィンドウモーター（ダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　メカニカルリフトゲート） 　運転席ドアアンロック

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　メカニカルリフトゲート） 　左トレーラーターンシグナルランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　メカニカルリフトゲート） 　左ロービーム／ＤＲＬ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　メカニカルリフトゲート） 　助手席ウィンドウモーター（アップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　メカニカルリフトゲート） 　助手席ウィンドウモーター（エクスプレスアップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　メカニカルリフトゲート） 　助手席ウィンドウモーター（エクスプレスダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　メカニカルリフトゲート） 　助手席ウィンドウモーター（ダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　メカニカルリフトゲート） 　助手席ドアアンロック

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　メカニカルリフトゲート） 　想定外の負荷

　ボディー（ボディーコントロールモジュール　メカニカルリフトゲート） 　白熱灯調光

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　ＡＬＣパーキングランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　ＡＬＣパーキングランプリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　ＡＬＣヘッドライト

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　ＡＬＣヘッドライトリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　Ｂｒａｋｅ　Ｐａｄ　Ｗｅａｒ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　ＤＲＬ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　ＤＲＬパーキングランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　ＤＲＬヘッドライト

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　ＨＶＡＣランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　Ｉ／Ｐイルミネーションランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　Ｉ／Ｐカーテシーランプ（ロー）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　ＬＥＤディミング

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　ＬＥＤバックランプディミング

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　Ｌｅｆｔ　Ｆｒｏｎｔ　Ｔｕｒｎ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｌａｍｐｓ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　ＯＦＦインジケーターコマンド

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　Ｐａｒｋ　Ｌａｍｐ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　ＲＦＡリンク出力

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　Ｒｉｇｈｔ　Ｆｒｏｎｔ　Ｔｕｒｎ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｌａｍｐｓ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　アクセサリー／ＲＡＰリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　アクセサリー／保持アクセサリー電源リレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　アクセサリーインジケーターコマンド

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　アクセサリーバス遅延

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　アクセサリーリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　アクセサリー電源モードインジケーター
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　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　アクセサリー電源リレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　アクセントランプ１

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　アクセントランプ２

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　アフターブロー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　アラームサイレン

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　イグニッションキーリマインダーチャイム

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　イグニッションランリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　イグニッション電源リレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　インジケーターディミング

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　インストルメンテーションバックランプディミング

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　インテリアディミング

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　インテリアランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　ウィンドウロックアウトスイッチインジケーター

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　エアコンインジケーター

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　オートパーキングランプコントロール

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　オートヘッドライトコントロール

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　カーゴドアアンロック

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　カーゴランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　カーテシーランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　ギアインジケーターランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　キーリマインダーチャイムテスト

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　クラスターディミング

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　ゲージＬＥＤ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　コラムロック

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　コラムロックリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　コンソールスイッチランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　シアターディミング１

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　シアターディミング２

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　シートヒーター

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　シートベルトリマインダーチャイム

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　シートベルト表示灯

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　ジェネレーターレギュレーター設定値

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　シフトロックソレノイド

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　シフトロックソレノイドアクチュエーター

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　スタートインジケーターコマンド

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　ストップ／スタートセレクトスイッチインジケーター

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　ストップランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　ストップランプリレーコントロール

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　すべてのドアアンロック

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　すべてのドアロック

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　すべてのドアロック／アンロック

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　すべてのドアロック／アンロック（すべてのドアロック）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　すべてのドアロック／アンロック（運転席ドアアンロック）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　すべてのドアロック／アンロック（助手席ドアアンロック）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　セキュリティーＬＥＤ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　セキュリティーランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　セキュリティインジケーター

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　セキュリティー警告音

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　センターストップランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　その他のドアアンロック

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　ターンシグナルランプ（右）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　ターンシグナルランプ（左）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　チャージインジケーター

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　チャイム高速

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　チャイム中速

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　チャイム低速

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　チャイルドセキュリティーロック／ウィンドウロックアウトスイッチインジケーター

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　チャイルドセキュリティーロックインジケーター

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　チャイルドセキュリティーロックモーター

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　ディスプレーテスト

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　ドアアンロック

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　ドアデッドロック：ロック／アンロック

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　ドアロック

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　トノーリリース

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　トノーリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　トラクションスイッチＬＥＤ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　トラクションランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　トランクランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　トランクリッドアンラッチ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　トランクリリース

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　トレーラーパーキングランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　トレーラーバックアップランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　ナンバープレートランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　パーキングブレーキソレノイドリレーＡ
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　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　パーキングブレーキソレノイドリレーＢ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　パーキングランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　パーキングリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　ハイビーム

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　ハイビームリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　ハザードランプスイッチバックランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　パスロック電源

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　バックアップランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　バックアップランプリレーコントロール

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　バックリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　ハッチリリース

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　パドルランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　パワーダウン

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　ピックアップベッドカーゴランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　フォグランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　フォグランプ表示灯

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　ブレーキ－＞シフトコントロール

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　ブレーキ－＞シフトリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　ブレーキトランスミッションシフトインターロックソレノイドアクチュエーター

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　ブレーキトランスミッションシフト連動インジケーター

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　ブロワーモーターリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　フロントガラスウォッシャーポンプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　フロントガラスウォッシャーリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　フロントガラスワイパー（高速）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　フロントガラスワイパー（断続）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　フロントガラスワイパー（低速）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　フロントガラスワイパーモーターリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　フロントガラスワイパーモーターリレー（パーキング）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　フロントガラスワイパーモーターリレー（ハイ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　フロントガラスワイパーモーターリレー（ロー）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　フロントガラスワイパー高速リレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　フロントフォグランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　フロントワイパーリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　フロント右ターンシグナル

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　フロント右ターンシグナルランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　フロント右ターンランプ／ＤＲＬ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　フロント右パーキングランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　フロント右パーキングランプ／ＤＲＬ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　フロント右ラッチソレノイド

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　フロント左アクセスパネル

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　フロント左ターンシグナル

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　フロント左ターンシグナルランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　フロント左ターンランプ／ＤＲＬ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　フロント左パーキングランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　フロント左パーキングランプ／ＤＲＬ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　フロント左ラッチソレノイド

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　ヘッドライト

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　ヘッドライトＯＮインジケーター

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　ヘッドライトウォッシャー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　ヘッドライトウォッシャーリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　ヘッドライトリマインダーチャイム

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　ホーン

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　ホーンリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　ボディー圧力リリーフバルブ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　モードスイッチＬＥＤ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　ライトＯＮリマインダーチャイムテスト

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　ラン／クランクリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　ラン／クランクリレーコントロール

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　ラン／スタート電源モードインジケーター

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　ランプディミングテスト

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　ランリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　リアウオッシャー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　リアウォッシャーリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　リアデフォッガー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　リアデフォッガーインジケーター

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　リアデフォッガーリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　リアドア　ロック／アンロック

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　リアドアアンロック

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　リアドアロック

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　リアドアロック／アンロック

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　リアフォグランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　リアフォグランプリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　リアボディークロージャーアンラッチ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　リアワイパー
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　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　リアワイパーディレイ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　リアワイパーリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　リア右アクセスパネル

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　リア右ウィンドウ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　リア右ウィンドウモーター（アップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　リア右ウィンドウモーター（エクスプレスアップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　リア右ウィンドウモーター（エクスプレスダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　リア右ウィンドウモーター（ダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　リア右シートヒーターインジケーター

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　リア右ストップ／ターンシグナルランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　リア右ストップ／パーキングランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　リア右ターンシグナル

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　リア右ターンシグナル／ストップランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　リア右ターンシグナルランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　リア右パーキングランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　リア左アクセスパネル

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　リア左ウィンドウ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　リア左ウィンドウモーター（アップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　リア左ウィンドウモーター（エクスプレスアップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　リア左ウィンドウモーター（エクスプレスダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　リア左ウィンドウモーター（ダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　リア左シートヒーターインジケーター

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　リア左ストップ／ターンシグナルランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　リア左ストップ／パーキングランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　リア左ターンシグナル

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　リア左ターンシグナル／ストップランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　リア左ターンシグナルランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　リア左パーキングランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　リフトガラスリリース

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　リフトゲートアンラッチ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　リフトゲートウィンドウアンラッチ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　リフトゲートロック

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　ロービーム

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　ロービーム／ＤＲＬ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　ロービームランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　ロービームリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　ワイパーウォッシャーモーター

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　ワイパーテスト

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　ワイパーモーターディレイ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　ワイパーモーターリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　ワイパーモーター低速／高速リレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　ワイパーリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　ワイパー高速リレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　右コーナリングランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　右ストップランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　右ターンシグナルランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　右トレーラーターンシグナルランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　右パーキングランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　右ヘッドライトロービーム

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　右ロービーム／ＤＲＬ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　右下パーキングランプ／ＤＲＬ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　右専用ＤＲＬ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　運転席ウィンドウモーター（アップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　運転席ウィンドウモーター（エクスプレスアップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　運転席ウィンドウモーター（エクスプレスダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　運転席ウィンドウモーター（ダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　運転席シートヒーター

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　運転席ドアアンラッチ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　運転席ドアアンロック

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　外装ランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　左コーナリングランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　左ストップランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　左ターンシグナルランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　左トレーラーターンシグナルランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　左パーキングランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　左ヘッドライトロービーム

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　左ロービーム／ＤＲＬ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　左下パーキングランプ／ＤＲＬ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　左専用ＤＲＬ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　車外リアビューミラーカーテシーランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　助手席ウィンドウモーター（アップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　助手席ウィンドウモーター（エクスプレスアップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　助手席ウィンドウモーター（エクスプレスダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　助手席ウィンドウモーター（ダウン）
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　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　助手席シートヒーター

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　助手席シートベルトリマインダーＬＥＤ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　助手席ドアアンラッチ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　助手席ドアアンロック

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　乗員レストレイントチャイムテスト

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　専用ＤＲＬ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　想定外の電源

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　想定外の負荷

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　想定外電源１

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　想定外電源２

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　調整式ペダルインヒビット

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　低エンジン油圧インジケーター

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　電源モード

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　燃料給油口アンラッチ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　燃料給油口解放

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　白熱灯調光

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　負荷マネージメント

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　保持アクセサリー電源

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　保持アクセサリー電源リレー（中断可能）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　補助イグニッションランリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　補助ヒータークラッチリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　補助電源アウトレットリレーコントロール

　ボディー（ボディーコントロールモジュールステーション　ワゴン） 　ＤＲＬ

　ボディー（ボディーコントロールモジュールステーション　ワゴン） 　ＬＥＤバックランプディミング

　ボディー（ボディーコントロールモジュールステーション　ワゴン） 　アクセサリー／保持アクセサリー電源リレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュールステーション　ワゴン） 　アクセサリー電源モードインジケーター

　ボディー（ボディーコントロールモジュールステーション　ワゴン） 　アクセントランプ１

　ボディー（ボディーコントロールモジュールステーション　ワゴン） 　カーゴランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュールステーション　ワゴン） 　カーテシーランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュールステーション　ワゴン） 　ジェネレーターレギュレーター設定値

　ボディー（ボディーコントロールモジュールステーション　ワゴン） 　シフトロックソレノイドアクチュエーター

　ボディー（ボディーコントロールモジュールステーション　ワゴン） 　ストップ／スタートセレクトスイッチインジケーター

　ボディー（ボディーコントロールモジュールステーション　ワゴン） 　すべてのドアロック／アンロック（すべてのドアロック）

　ボディー（ボディーコントロールモジュールステーション　ワゴン） 　すべてのドアロック／アンロック（運転席ドアアンロック）

　ボディー（ボディーコントロールモジュールステーション　ワゴン） 　すべてのドアロック／アンロック（助手席ドアアンロック）

　ボディー（ボディーコントロールモジュールステーション　ワゴン） 　セキュリティインジケーター

　ボディー（ボディーコントロールモジュールステーション　ワゴン） 　セキュリティー警告音

　ボディー（ボディーコントロールモジュールステーション　ワゴン） 　センターストップランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュールステーション　ワゴン） 　チャイルドセキュリティーロック／ウィンドウロックアウトスイッチインジケーター

　ボディー（ボディーコントロールモジュールステーション　ワゴン） 　ドアデッドロック：ロック／アンロック

　ボディー（ボディーコントロールモジュールステーション　ワゴン） 　ナンバープレートランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュールステーション　ワゴン） 　パーキングランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュールステーション　ワゴン） 　ハイビーム

　ボディー（ボディーコントロールモジュールステーション　ワゴン） 　ハザードランプスイッチバックランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュールステーション　ワゴン） 　バックアップランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュールステーション　ワゴン） 　ブレーキトランスミッションシフトインターロックソレノイドアクチュエーター

　ボディー（ボディーコントロールモジュールステーション　ワゴン） 　フロントガラスウォッシャーポンプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュールステーション　ワゴン） 　フロントガラスウォッシャーリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュールステーション　ワゴン） 　フロントガラスワイパーモーターリレー（ハイ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュールステーション　ワゴン） 　フロントガラスワイパーモーターリレー（ロー）

　ボディー（ボディーコントロールモジュールステーション　ワゴン） 　フロントフォグランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュールステーション　ワゴン） 　フロント右ターンシグナルランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュールステーション　ワゴン） 　フロント左ターンシグナルランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュールステーション　ワゴン） 　ヘッドライトウォッシャーリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュールステーション　ワゴン） 　ホーンリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュールステーション　ワゴン） 　ラン／クランクリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュールステーション　ワゴン） 　ラン／スタート電源モードインジケーター

　ボディー（ボディーコントロールモジュールステーション　ワゴン） 　リアウォッシャーリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュールステーション　ワゴン） 　リアドアロック／アンロック

　ボディー（ボディーコントロールモジュールステーション　ワゴン） 　リアフォグランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュールステーション　ワゴン） 　リアフォグランプリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュールステーション　ワゴン） 　リアワイパー

　ボディー（ボディーコントロールモジュールステーション　ワゴン） 　リア右ウィンドウモーター（アップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュールステーション　ワゴン） 　リア右ウィンドウモーター（エクスプレスアップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュールステーション　ワゴン） 　リア右ウィンドウモーター（エクスプレスダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュールステーション　ワゴン） 　リア右ウィンドウモーター（ダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュールステーション　ワゴン） 　リア右ターンシグナル／ストップランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュールステーション　ワゴン） 　リア右ターンシグナルランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュールステーション　ワゴン） 　リア左ウィンドウモーター（アップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュールステーション　ワゴン） 　リア左ウィンドウモーター（エクスプレスアップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュールステーション　ワゴン） 　リア左ウィンドウモーター（エクスプレスダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュールステーション　ワゴン） 　リア左ウィンドウモーター（ダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュールステーション　ワゴン） 　リア左ターンシグナル／ストップランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュールステーション　ワゴン） 　リア左ターンシグナルランプ
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　ボディー（ボディーコントロールモジュールステーション　ワゴン） 　リフトゲートアンラッチ

　ボディー（ボディーコントロールモジュールステーション　ワゴン） 　ロービームランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュールステーション　ワゴン） 　右ストップランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュールステーション　ワゴン） 　右パーキングランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュールステーション　ワゴン） 　右ヘッドライトロービーム

　ボディー（ボディーコントロールモジュールステーション　ワゴン） 　右ロービーム／ＤＲＬ

　ボディー（ボディーコントロールモジュールステーション　ワゴン） 　運転席ウィンドウモーター（アップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュールステーション　ワゴン） 　運転席ウィンドウモーター（エクスプレスアップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュールステーション　ワゴン） 　運転席ウィンドウモーター（エクスプレスダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュールステーション　ワゴン） 　運転席ウィンドウモーター（ダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュールステーション　ワゴン） 　左ストップランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュールステーション　ワゴン） 　左パーキングランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュールステーション　ワゴン） 　左ヘッドライトロービーム

　ボディー（ボディーコントロールモジュールステーション　ワゴン） 　左ロービーム／ＤＲＬ

　ボディー（ボディーコントロールモジュールステーション　ワゴン） 　助手席ウィンドウモーター（アップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュールステーション　ワゴン） 　助手席ウィンドウモーター（エクスプレスアップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュールステーション　ワゴン） 　助手席ウィンドウモーター（エクスプレスダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュールステーション　ワゴン） 　助手席ウィンドウモーター（ダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュールステーション　ワゴン） 　専用ＤＲＬ

　ボディー（ボディーコントロールモジュールステーション　ワゴン） 　想定外の負荷

　ボディー（ボディーコントロールモジュールステーション　ワゴン） 　白熱灯調光

　ボディー（ボンネット内ヒューズボックス） 　クーリングファンモーター１

　ボディー（ボンネット内ヒューズボックス） 　クーリングファンモーター２

　ボディー（ボンネット内ヒューズボックス） 　クーリングファンモーター３

　ボディー（ボンネット内ヒューズボックス） 　クーリングファンモーター４

　ボディー（ボンネット内ヒューズボックス） 　フロントガラスワイパー（高速）

　ボディー（ボンネット内ヒューズボックス） 　フロントガラスワイパー（低速）

　ボディー（ボンネット内ヒューズボックス） 　リアデフォッガー

　ボディー（ボンネット内ヒューズボックス） 　外装ランプ（ハイ）

　ボディー（ボンネット内ヒューズボックス） 　外装ランプ（フロントフォグランプ）

　ボディー（ボンネット内ヒューズボックス） 　外装ランプ（リア）

　ボディー（ボンネット内ヒューズボックス） 　外装ランプ（ロー）

　ボディー（マニュアルエアコン） 　Ａ／Ｃ許可

　ボディー（マニュアルエアコン） 　インスタントＯＡＴアップデート

　ボディー（マニュアルエアコン） 　ドアポジションモード

　ボディー（マニュアルエアコン） 　ブロワーモーター

　ボディー（マニュアルエアコン） 　モード１ドアポジション

　ボディー（マニュアルエアコン） 　モード２ドアポジション

　ボディー（マニュアルエアコン） 　右ミックスモーター

　ボディー（マニュアルエアコン） 　吸入口ドア

　ボディー（マニュアルエアコン） 　左ミックスモーター

　ボディー（マニュアルエアコン） 　内気温度ファン

　ボディー（マニュアルエアコンコントロールモジュール） 　インスタントＯＡＴアップデート

　ボディー（マニュアルエアコンコントロールモジュール） 　エアインレットドアポジション

　ボディー（マニュアルエアコンコントロールモジュール） 　エアコンＬＥＤ

　ボディー（マニュアルエアコンコントロールモジュール） 　エアコン要求

　ボディー（マニュアルエアコンコントロールモジュール） 　すべてのＬＥＤ状態

　ボディー（マニュアルエアコンコントロールモジュール） 　ディスプレーテスト

　ボディー（マニュアルエアコンコントロールモジュール） 　デフロストＬＥＤ

　ボディー（マニュアルエアコンコントロールモジュール） 　ドアポジションモード

　ボディー（マニュアルエアコンコントロールモジュール） 　ブロワーモーター

　ボディー（マニュアルエアコンコントロールモジュール） 　モード

　ボディー（マニュアルエアコンコントロールモジュール） 　モード１ドアポジション

　ボディー（マニュアルエアコンコントロールモジュール） 　モード２ドアポジション

　ボディー（マニュアルエアコンコントロールモジュール） 　リアデフロスト要求

　ボディー（マニュアルエアコンコントロールモジュール） 　右温度ドアポジション

　ボディー（マニュアルエアコンコントロールモジュール） 　運転席温度ドア

　ボディー（マニュアルエアコンコントロールモジュール） 　温度ドアポジション

　ボディー（マニュアルエアコンコントロールモジュール） 　吸入口ドア

　ボディー（マニュアルエアコンコントロールモジュール） 　左温度ドアポジション

　ボディー（マニュアルエアコンコントロールモジュール） 　再循環ＬＥＤ

　ボディー（マニュアルエアコンコントロールモジュール） 　再循環ドア

　ボディー（マニュアルエアコンコントロールモジュール） 　全モーター再補正

　ボディー（マニュアルエアコンコントロールモジュール） 　補助ブロワーモーター

　ボディー（マニュアルエアコンコントロールモジュール） 　補助モードドア

　ボディー（マニュアルエアコンコントロールモジュール） 　補助気温ドア

　ボディー（マニュアルエアコンデュアルゾーン　（ＣＪ２）） 　エアコンコンプレッサーソレノイドバルブ

　ボディー（マニュアルエアコンデュアルゾーン　（ＣＪ２）） 　すべてのインジケーター点灯

　ボディー（マニュアルエアコンデュアルゾーン　（ＣＪ２）） 　ドアポジションモード

　ボディー（マニュアルエアコンデュアルゾーン　（ＣＪ２）） 　ブロワーモーター回転数

　ボディー（マニュアルエアコンデュアルゾーン　（ＣＪ２）） 　リアデフォッガー

　ボディー（マニュアルエアコンデュアルゾーン　（ＣＪ２）） 　右温度ドアアクチュエーター方向

　ボディー（マニュアルエアコンデュアルゾーン　（ＣＪ２）） 　吸入口ドアアクチュエーター方向

　ボディー（マニュアルエアコンデュアルゾーン　（ＣＪ２）） 　左温度ドアアクチュエーター方向
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　ボディー（マニュアルリアエアコン） 　ウォーターバルブ

　ボディー（マニュアルリアエアコン） 　エアミックスドア

　ボディー（マニュアルリアエアコン） 　コンソールドアポジション

　ボディー（マニュアルリアエアコン） 　ドアポジションモード

　ボディー（マニュアルリアエアコン） 　ブロワーモーター

　ボディー（マルチファンクションアラームモジュール） 　チャイムテスト

　ボディー（メディアディスクプレーヤー） 　ディスプレーチェック（黒）

　ボディー（メディアディスクプレーヤー） 　ディスプレーチェック（青）

　ボディー（メディアディスクプレーヤー） 　ディスプレーチェック（赤）

　ボディー（メディアディスクプレーヤー） 　ディスプレーチェック（白）

　ボディー（メディアディスクプレーヤー） 　ディスプレーチェック（緑）

　ボディー（メモリーシートモジュール） 　コラムソフトストップ学習

　ボディー（メモリーシートモジュール） 　コラムソフトストップ消去

　ボディー（メモリーシートモジュール） 　シート：前

　ボディー（メモリーシートモジュール） 　シート前／後

　ボディー（メモリーシートモジュール） 　チルトアップ／ダウン

　ボディー（メモリーシートモジュール） 　テレスコープイン／アウト

　ボディー（メモリーシートモジュール） 　フロントアップ

　ボディー（メモリーシートモジュール） 　フロントダウン－＞シート後

　ボディー（メモリーシートモジュール） 　フロント上／下

　ボディー（メモリーシートモジュール） 　ペダルソフトストップ学習

　ボディー（メモリーシートモジュール） 　ペダルソフトストップ消去

　ボディー（メモリーシートモジュール） 　ペダル前／後

　ボディー（メモリーシートモジュール） 　ベルトタワーおよびヘッドレスト　アップ／ダウン

　ボディー（メモリーシートモジュール） 　メモリー１

　ボディー（メモリーシートモジュール） 　メモリー２

　ボディー（メモリーシートモジュール） 　ランバーアップ

　ボディー（メモリーシートモジュール） 　ランバーアップ／ダウン

　ボディー（メモリーシートモジュール） 　ランバーダウン－＞ランバー後

　ボディー（メモリーシートモジュール） 　ランバー上／下

　ボディー（メモリーシートモジュール） 　ランバー前

　ボディー（メモリーシートモジュール） 　ランバー前／後

　ボディー（メモリーシートモジュール） 　リアアップ

　ボディー（メモリーシートモジュール） 　リアダウン－＞リクライニング後

　ボディー（メモリーシートモジュール） 　リア上／下

　ボディー（メモリーシートモジュール） 　リクライニング前

　ボディー（メモリーシートモジュール） 　リクライニング前／後

　ボディー（メモリーシートモジュール） 　右ミラー：左／右

　ボディー（メモリーシートモジュール） 　右ミラー：上／下

　ボディー（メモリーシートモジュール） 　左ミラー：左／右

　ボディー（メモリーシートモジュール） 　左ミラー：上／下

　ボディー（メモリーシートモジュール） 　終了１

　ボディー（メモリーシートモジュール） 　終了２

　ボディー（メモリーミラーモジュール） 　ミラー再学習

　ボディー（メモリーミラーモジュール） 　右ミラー：左／右

　ボディー（メモリーミラーモジュール） 　右ミラー：上／下

　ボディー（メモリーミラーモジュール） 　運転席ミラーアップ

　ボディー（メモリーミラーモジュール） 　運転席ミラーダウン

　ボディー（メモリーミラーモジュール） 　運転席ミラー右

　ボディー（メモリーミラーモジュール） 　運転席ミラー左

　ボディー（メモリーミラーモジュール） 　左ミラー：左／右

　ボディー（メモリーミラーモジュール） 　左ミラー：上／下

　ボディー（メモリーミラーモジュール） 　助手席ミラーアップ

　ボディー（メモリーミラーモジュール） 　助手席ミラーダウン

　ボディー（メモリーミラーモジュール） 　助手席ミラー右

　ボディー（メモリーミラーモジュール） 　助手席ミラー左

　ボディー（ラジオ　（ＩＯ３）） 　ＡＭ／ＦＭアンテナ作動

　ボディー（ラジオ　（ＩＯ３）） 　ＭＯＳＴ通信有効系統

　ボディー（ラジオ　（ＩＯ３）） 　サテライトアンテナ

　ボディー（ラジオ　（ＩＯＡ）） 　フロント右スピーカー

　ボディー（ラジオ　（ＩＯＡ）） 　フロント左スピーカー

　ボディー（ラジオ　（ＩＯＡ）） 　リアビューカメラスクリーンリバースパスインジケーターライン

　ボディー（ラジオ　（ＩＯＡ）） 　リア右スピーカー

　ボディー（ラジオ　（ＩＯＡ）） 　リア左スピーカー

　ボディー（ラジオ　（ＩＯＢ）） 　フロント右スピーカー

　ボディー（ラジオ　（ＩＯＢ）） 　フロント左スピーカー

　ボディー（ラジオ　（ＩＯＢ）） 　リアビューカメラスクリーンリバースパスインジケーターライン

　ボディー（ラジオ　（ＩＯＢ）） 　リア右スピーカー

　ボディー（ラジオ　（ＩＯＢ）） 　リア左スピーカー

　ボディー（ラジオ　（ＵＦ７）） 　フロント右スピーカー

　ボディー（ラジオ　（ＵＦ７）） 　フロント左スピーカー

　ボディー（ラジオ　（ＵＦ７）） 　リア右スピーカー

　ボディー（ラジオ　（ＵＦ７）） 　リア左スピーカー

　ボディー（ラジオ　（ＵＨ７）） 　イジェクト
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　ボディー（ラジオ　（ＵＨ７）） 　フロント右スピーカー

　ボディー（ラジオ　（ＵＨ７）） 　フロント左スピーカー

　ボディー（ラジオ　（ＵＨ７）） 　リア右スピーカー

　ボディー（ラジオ　（ＵＨ７）） 　リア左スピーカー

　ボディー（ラジオ　ＮＧＦ　Ｎｅｓｔ　Ｇｅｎ　フェイスプレート） 　フロント右スピーカー

　ボディー（ラジオ　ＮＧＦ　Ｎｅｓｔ　Ｇｅｎ　フェイスプレート） 　フロント左スピーカー

　ボディー（ラジオ　ＮＧＦ　Ｎｅｓｔ　Ｇｅｎ　フェイスプレート） 　リア右スピーカー

　ボディー（ラジオ　ＮＧＦ　Ｎｅｓｔ　Ｇｅｎ　フェイスプレート） 　リア左スピーカー

　ボディー（ラジオ　アップレベル　（ＩＯ４　ＩＯ５　ＩＯ６）） 　ＡＭ／ＦＭアンテナ作動

　ボディー（ラジオ　アップレベル　（ＩＯ４　ＩＯ５　ＩＯ６）） 　ＭＯＳＴ通信有効系統

　ボディー（ラジオ　アップレベル　（ＩＯ４　ＩＯ５　ＩＯ６）） 　サテライトアンテナ

　ボディー（ラジオ　その他） 　イジェクト

　ボディー（ラジオ　その他） 　インフォメーションディスプレー／インフォテイメントフェイスプレート起動

　ボディー（ラジオ　その他） 　インフォメーションディスプレー／インフォテイメントフェースプレートリセット

　ボディー（ラジオ　その他） 　フロント右スピーカー

　ボディー（ラジオ　その他） 　フロント左スピーカー

　ボディー（ラジオ　その他） 　リア右スピーカー

　ボディー（ラジオ　その他） 　リア左スピーカー

　ボディー（ラジオ　ベース　（ＩＯ３　ＩＯ７）） 　ＡＭ／ＦＭアンテナ作動

　ボディー（ラジオ　ベース　（ＩＯ３　ＩＯ７）） 　ＭＯＳＴ通信有効系統

　ボディー（ラジオ　ベース　（ＩＯ３　ＩＯ７）） 　サテライトアンテナ

　ボディー（ラジオ　ベース　（ＩＯ３　ＩＯ７）） 　フロント右スピーカー

　ボディー（ラジオ　ベース　（ＩＯ３　ＩＯ７）） 　フロント左スピーカー

　ボディー（ラジオ　ベース　（ＩＯ３　ＩＯ７）） 　リア右スピーカー

　ボディー（ラジオ　ベース　（ＩＯ３　ＩＯ７）） 　リア左スピーカー

　ボディー（ラジオ（ＩＯ５）） 　ＡＭ／ＦＭアンテナ作動

　ボディー（ラジオ（ＩＯ５）） 　ＭＯＳＴ通信有効系統

　ボディー（ラジオ（ＩＯ５）） 　サテライトアンテナ

　ボディー（ラジオ（ＩＯ６）） 　ＡＭ／ＦＭアンテナ作動

　ボディー（ラジオ（ＩＯ６）） 　ＭＯＳＴ通信有効系統

　ボディー（ラジオ（ＩＯ６）） 　サテライトアンテナ

　ボディー（ラジオ（ＩＯＲ）） 　ＡＭ／ＦＭアンテナ作動

　ボディー（ラジオ（ＩＯＲ）） 　Ｉｎｆｏ　Ｄｉｓｐｌａｙ　Ｔｅｓｔ

　ボディー（ラジオ（ＩＯＲ）） 　サテライトアンテナ

　ボディー（ラジオ（ＩＯＲ）） 　デジタルオーディオブロードキャストアンテナ

　ボディー（ラジオ（ＩＯＳ）） 　ＬＥＤバックランプディミング

　ボディー（ラジオ（ＩＯＳ）） 　アクセサリー／保持アクセサリー電源リレー

　ボディー（ラジオ（ＩＯＳ）） 　アクセントランプ１

　ボディー（ラジオ（ＩＯＳ）） 　アクセントランプ２

　ボディー（ラジオ（ＩＯＳ）） 　ウィンドウロックアウトスイッチインジケーター

　ボディー（ラジオ（ＩＯＳ）） 　カーゴランプ

　ボディー（ラジオ（ＩＯＳ）） 　カーテシーランプ

　ボディー（ラジオ（ＩＯＳ）） 　ジェネレーターレギュレーター設定値

　ボディー（ラジオ（ＩＯＳ）） 　すべてのドアロック／アンロック（すべてのドアロック）

　ボディー（ラジオ（ＩＯＳ）） 　すべてのドアロック／アンロック（運転席ドアアンロック）

　ボディー（ラジオ（ＩＯＳ）） 　すべてのドアロック／アンロック（助手席ドアアンロック）

　ボディー（ラジオ（ＩＯＳ）） 　セキュリティインジケーター

　ボディー（ラジオ（ＩＯＳ）） 　センターストップランプ

　ボディー（ラジオ（ＩＯＳ）） 　トレーラーパーキングランプ

　ボディー（ラジオ（ＩＯＳ）） 　トレーラーバックアップランプ

　ボディー（ラジオ（ＩＯＳ）） 　ナンバープレートランプ

　ボディー（ラジオ（ＩＯＳ）） 　パーキングランプ

　ボディー（ラジオ（ＩＯＳ）） 　ハイビーム

　ボディー（ラジオ（ＩＯＳ）） 　ハザードランプスイッチバックランプ

　ボディー（ラジオ（ＩＯＳ）） 　バックアップランプ

　ボディー（ラジオ（ＩＯＳ）） 　フロントガラスウォッシャーリレー

　ボディー（ラジオ（ＩＯＳ）） 　フロントガラスワイパーモーターリレー（ハイ）

　ボディー（ラジオ（ＩＯＳ）） 　フロントガラスワイパーモーターリレー（ロー）

　ボディー（ラジオ（ＩＯＳ）） 　フロントフォグランプ

　ボディー（ラジオ（ＩＯＳ）） 　フロント右ターンシグナルランプ

　ボディー（ラジオ（ＩＯＳ）） 　フロント左ターンシグナルランプ

　ボディー（ラジオ（ＩＯＳ）） 　ホーンリレー

　ボディー（ラジオ（ＩＯＳ）） 　ラン／クランクリレー

　ボディー（ラジオ（ＩＯＳ）） 　リアウォッシャーリレー

　ボディー（ラジオ（ＩＯＳ）） 　リアワイパー

　ボディー（ラジオ（ＩＯＳ）） 　リア右ウィンドウモーター（アップ）

　ボディー（ラジオ（ＩＯＳ）） 　リア右ウィンドウモーター（エクスプレスアップ）

　ボディー（ラジオ（ＩＯＳ）） 　リア右ウィンドウモーター（エクスプレスダウン）

　ボディー（ラジオ（ＩＯＳ）） 　リア右ウィンドウモーター（ダウン）

　ボディー（ラジオ（ＩＯＳ）） 　リア右シートヒーターインジケーター

　ボディー（ラジオ（ＩＯＳ）） 　リア右ターンシグナル／ストップランプ

　ボディー（ラジオ（ＩＯＳ）） 　リア右パーキングランプ

　ボディー（ラジオ（ＩＯＳ）） 　リア左ウィンドウモーター（アップ）

　ボディー（ラジオ（ＩＯＳ）） 　リア左ウィンドウモーター（エクスプレスアップ）
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　ボディー（ラジオ（ＩＯＳ）） 　リア左ウィンドウモーター（エクスプレスダウン）

　ボディー（ラジオ（ＩＯＳ）） 　リア左ウィンドウモーター（ダウン）

　ボディー（ラジオ（ＩＯＳ）） 　リア左シートヒーターインジケーター

　ボディー（ラジオ（ＩＯＳ）） 　リア左ターンシグナル／ストップランプ

　ボディー（ラジオ（ＩＯＳ）） 　リア左パーキングランプ

　ボディー（ラジオ（ＩＯＳ）） 　右トレーラーターンシグナルランプ

　ボディー（ラジオ（ＩＯＳ）） 　右ヘッドライトロービーム

　ボディー（ラジオ（ＩＯＳ）） 　右ロービーム／ＤＲＬ

　ボディー（ラジオ（ＩＯＳ）） 　運転席ウィンドウモーター（アップ）

　ボディー（ラジオ（ＩＯＳ）） 　運転席ウィンドウモーター（エクスプレスアップ）

　ボディー（ラジオ（ＩＯＳ）） 　運転席ウィンドウモーター（エクスプレスダウン）

　ボディー（ラジオ（ＩＯＳ）） 　運転席ウィンドウモーター（ダウン）

　ボディー（ラジオ（ＩＯＳ）） 　左トレーラーターンシグナルランプ

　ボディー（ラジオ（ＩＯＳ）） 　左ヘッドライトロービーム

　ボディー（ラジオ（ＩＯＳ）） 　左ロービーム／ＤＲＬ

　ボディー（ラジオ（ＩＯＳ）） 　助手席ウィンドウモーター（アップ）

　ボディー（ラジオ（ＩＯＳ）） 　助手席ウィンドウモーター（エクスプレスアップ）

　ボディー（ラジオ（ＩＯＳ）） 　助手席ウィンドウモーター（エクスプレスダウン）

　ボディー（ラジオ（ＩＯＳ）） 　助手席ウィンドウモーター（ダウン）

　ボディー（ラジオ（ＩＯＳ）） 　想定外の負荷

　ボディー（ラジオ（ＩＯＴ）） 　リアクロストラフィック音声警告

　ボディー（ラジオ（ＩＯＴ）） 　リアクロストラフィック視覚警告

　ボディー（ラジオ（ＩＯＴ）） 　物体検知警告インジケーター

　ボディー（ラジオ（ＩＯＵ）） 　リアクロストラフィック音声警告

　ボディー（ラジオ（ＩＯＵ）） 　リアクロストラフィック視覚警告

　ボディー（ラジオ（ＩＯＵ）） 　物体検知警告インジケーター

　ボディー（ラジオ（ＩＰ０）） 　フロント右スピーカー

　ボディー（ラジオ（ＩＰ０）） 　フロント左スピーカー

　ボディー（ラジオ（ＩＰ０）） 　リア右スピーカー

　ボディー（ラジオ（ＩＰ０）） 　リア左スピーカー

　ボディー（ラジオ（ＩＰ１）） 　フロント右スピーカー

　ボディー（ラジオ（ＩＰ１）） 　フロント左スピーカー

　ボディー（ラジオ（ＩＰ１）） 　リア右スピーカー

　ボディー（ラジオ（ＩＰ１）） 　リア左スピーカー

　ボディー（ラジオ（その他）） 　イジェクト

　ボディー（ラジオ（その他）） 　フロント右スピーカー

　ボディー（ラジオ（その他）） 　フロント左スピーカー

　ボディー（ラジオ（その他）） 　リア右スピーカー

　ボディー（ラジオ（その他）） 　リア左スピーカー

　ボディー（ラジオ（ベース）） 　フロント右スピーカー

　ボディー（ラジオ（ベース）） 　フロント左スピーカー

　ボディー（ラジオ（ベース）） 　リア右スピーカー

　ボディー（ラジオ（ベース）） 　リア左スピーカー

　ボディー（ラジオ） 　ＡＦスイッチング

　ボディー（ラジオ） 　ＡＭ／ＦＭアンテナ作動

　ボディー（ラジオ） 　Ａｕｄｉｏ　Ｍｕｔｅ

　ボディー（ラジオ） 　ＭＯＳＴ通信有効系統

　ボディー（ラジオ） 　アンテナ

　ボディー（ラジオ） 　イジェクト

　ボディー（ラジオ） 　インフォメーションディスプレー／インフォテイメントフェイスプレート起動

　ボディー（ラジオ） 　インフォメーションディスプレー／インフォテイメントフェースプレートリセット

　ボディー（ラジオ） 　サテライトアンテナ

　ボディー（ラジオ） 　サブウーファー

　ボディー（ラジオ） 　ソース

　ボディー（ラジオ） 　チャイムトーン１

　ボディー（ラジオ） 　チャイムトーン２

　ボディー（ラジオ） 　チャイムトーン３

　ボディー（ラジオ） 　ディスプレーテスト

　ボディー（ラジオ） 　デジタルオーディオブロードキャストアンテナ

　ボディー（ラジオ） 　ドルビー

　ボディー（ラジオ） 　ハードディスクドライブ消去

　ボディー（ラジオ） 　フロントコントロール／ディスプレーリセット

　ボディー（ラジオ） 　フロントコントロール／ディスプレー起動

　ボディー（ラジオ） 　フロント右スピーカー

　ボディー（ラジオ） 　フロント右ツイーター

　ボディー（ラジオ） 　フロント左スピーカー

　ボディー（ラジオ） 　フロント左ツイーター

　ボディー（ラジオ） 　リアクロストラフィック音声警告

　ボディー（ラジオ） 　リアクロストラフィック視覚警告

　ボディー（ラジオ） 　リアビューカメラスクリーンリバースパスインジケーターライン

　ボディー（ラジオ） 　リア右スピーカー

　ボディー（ラジオ） 　リア左スピーカー

　ボディー（ラジオ） 　最終ダイヤル情報消去

　ボディー（ラジオ） 　電源コントロール



●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2022.10)
システム 項目名

　ボディー（ラジオ） 　物体検知警告インジケーター

　ボディー（ラジオ　エアコンコントロール） 　インフォメーションディスプレーディミング

　ボディー（ラジオ　エアコンコントロール） 　バックランプディミング

　ボディー（ラジオ　エアコンコントロール） 　全システム出力無効

　ボディー（ラジオＢＹＯＭ２） 　フロント右スピーカー

　ボディー（ラジオＢＹＯＭ２） 　フロント左スピーカー

　ボディー（ラジオＢＹＯＭ２） 　リアビューカメラスクリーンリバースパスインジケーターライン

　ボディー（ラジオＢＹＯＭ２） 　リア右スピーカー

　ボディー（ラジオＢＹＯＭ２） 　リア左スピーカー

　ボディー（ラジオコントロール） 　インフォメーションディスプレー／インフォテイメントフェースプレートリセット

　ボディー（ラジオコントロール） 　シートバックおよびクッションヒーターインジケーター

　ボディー（ラジオコントロール） 　シート通気／冷房インジケーター

　ボディー（ラジオコントロール） 　バックランプディミング

　ボディー（ラジオコントロール） 　全システム出力無効

　ボディー（ラジオナビゲーション） 　アンテナ

　ボディー（ラジオナビゲーション） 　フロント右スピーカー

　ボディー（ラジオナビゲーション） 　フロント左スピーカー

　ボディー（ラジオナビゲーション） 　リア右スピーカー

　ボディー（ラジオナビゲーション） 　リア左スピーカー

　ボディー（リアエアコン　ＲＳＡ） 　ウォーターバルブ

　ボディー（リアエアコン　ＲＳＡ） 　エアミックスドア

　ボディー（リアエアコン　ＲＳＡ） 　コンソールドアポジション

　ボディー（リアエアコン　ＲＳＡ） 　ディスプレーテスト

　ボディー（リアエアコン　ＲＳＡ） 　ドアポジションモード

　ボディー（リアエアコン　ＲＳＡ） 　ブロワーモーター

　ボディー（リアエアコン　ＲＳＡ） 　赤外線トランスミッター電源コントロール

　ボディー（リアエアコンパネル） 　セグメントチェック

　ボディー（リアエアコンパネル） 　ドアポジションモード

　ボディー（リアエアコンパネル） 　ファンＨｉｇｈ

　ボディー（リアエアコンパネル） 　ファンＬｏｗ

　ボディー（リアエアコンパネル） 　ファン中高速

　ボディー（リアエアコンパネル） 　ファン中速

　ボディー（リアオーディオントロールモジュール） 　ソースボタン

　ボディー（リアオーディオントロールモジュール） 　ディスプレーチェック

　ボディー（リアオーディオントロールモジュール） 　プリセットボタン

　ボディー（リアオーディオントロールモジュール） 　モードスイッチ

　ボディー（リアオーディオントロールモジュール） 　リアオーディオシークアップスイッチ

　ボディー（リアオーディオントロールモジュール） 　リアオーディオシークダウンスイッチ

　ボディー（リアオーディオントロールモジュール） 　リアブロワーモーターアップスイッチ

　ボディー（リアオーディオントロールモジュール） 　リアブロワーモーターダウンスイッチ

　ボディー（リアオーディオントロールモジュール） 　リア右シートヒータースイッチ

　ボディー（リアオーディオントロールモジュール） 　リア温度アップスイッチ

　ボディー（リアオーディオントロールモジュール） 　リア温度ダウンスイッチ

　ボディー（リアオーディオントロールモジュール） 　リア左シートヒータースイッチ

　ボディー（リアオーディオントロールモジュール） 　電源ボタン

　ボディー（リアシートヒーティングコントロールモジュール） 　リア右シートクッションヒーティング

　ボディー（リアシートヒーティングコントロールモジュール） 　リア左シートクッションヒーティング

　ボディー（リアシートモジュール） 　オートキャリブレーション

　ボディー（リアシートモジュール） 　リクライニングモーター

　ボディー（リアシートモジュール） 　回転モーター

　ボディー（リアシートモジュール） 　水平モーター

　ボディー（リア右シートメモリーコントロールモジュール） 　リア右シートクッションフロント垂直コマンド（アップ）

　ボディー（リア右シートメモリーコントロールモジュール） 　リア右シートクッションフロント垂直コマンド（ダウン）

　ボディー（リア右シートメモリーコントロールモジュール） 　リア右シートランバーサポート水平方向（後）

　ボディー（リア右シートメモリーコントロールモジュール） 　リア右シートランバーサポート水平方向（前）

　ボディー（リア右シートメモリーコントロールモジュール） 　リア右シート水平方向コマンド（後）

　ボディー（リア右シートメモリーコントロールモジュール） 　リア右シート水平方向コマンド（前）

　ボディー（リア右シートメモリーコントロールモジュール） 　リア右上部シートバック方向コマンド（後）

　ボディー（リア右シートメモリーコントロールモジュール） 　リア右上部シートバック方向コマンド（前）

　ボディー（リア右ドアモジュール） 　ウィンドウ　アップ／ダウン

　ボディー（リア右ドアモジュール） 　ウィンドウエクスプレスダウン

　ボディー（リア右ドアモジュール） 　ウィンドウ下降ピーク検知

　ボディー（リア右ドアモジュール） 　シートヒーターＬＥＤ

　ボディー（リア右ドアモジュール） 　シートヒーターモード

　ボディー（リア右ドアモジュール） 　シートヒーター温度

　ボディー（リア右ドアモジュール） 　スイッチディミングフィード

　ボディー（リア右ドアモジュール） 　ドアスイッチバックランプ

　ボディー（リア右ドアモジュール） 　ドアデッドボルト　ロック／アンロック

　ボディー（リア右ドアモジュール） 　ドアロック／アンロック

　ボディー（リア左シートメモリーコントロールモジュール） 　リア左シートクッションフロント垂直コマンド（アップ）

　ボディー（リア左シートメモリーコントロールモジュール） 　リア左シートクッションフロント垂直コマンド（ダウン）

　ボディー（リア左シートメモリーコントロールモジュール） 　リア左シートランバーサポート水平方向（後）

　ボディー（リア左シートメモリーコントロールモジュール） 　リア左シートランバーサポート水平方向（前）

　ボディー（リア左シートメモリーコントロールモジュール） 　リア左シート水平方向コマンド（後）



●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2022.10)
システム 項目名

　ボディー（リア左シートメモリーコントロールモジュール） 　リア左シート水平方向コマンド（前）

　ボディー（リア左シートメモリーコントロールモジュール） 　リア左上部シートバック方向コマンド（後）

　ボディー（リア左シートメモリーコントロールモジュール） 　リア左上部シートバック方向コマンド（前）

　ボディー（リア左ドアモジュール） 　ウィンドウ　アップ／ダウン

　ボディー（リア左ドアモジュール） 　ウィンドウエクスプレスダウン

　ボディー（リア左ドアモジュール） 　ウィンドウ下降ピーク検知

　ボディー（リア左ドアモジュール） 　シートヒーターＬＥＤ

　ボディー（リア左ドアモジュール） 　シートヒーターモード

　ボディー（リア左ドアモジュール） 　シートヒーター温度

　ボディー（リア左ドアモジュール） 　スイッチディミングフィード

　ボディー（リア左ドアモジュール） 　ドアスイッチバックランプ

　ボディー（リア左ドアモジュール） 　ドアデッドボルト　ロック／アンロック

　ボディー（リア左ドアモジュール） 　ドアロック／アンロック

　ボディー（リア統合モジュール） 　ＡＬＣコンプレッサーリレー

　ボディー（リア統合モジュール） 　ＡＬＣ排気ソレノイド

　ボディー（リア統合モジュール） 　ＲＡＰリレー

　ボディー（リア統合モジュール） 　インテリアランプリレー

　ボディー（リア統合モジュール） 　カーテシーランプ（ディミングあり）

　ボディー（リア統合モジュール） 　カーテシーランプ（ディミングなし）

　ボディー（リア統合モジュール） 　カーテシーランプ１，　２（ディミングあり）

　ボディー（リア統合モジュール） 　カーテシーランプ１，　２（ディミングなし）

　ボディー（リア統合モジュール） 　サンルーフアクチュエーターコントロール

　ボディー（リア統合モジュール） 　サンルーフ有効

　ボディー（リア統合モジュール） 　シートヒーターインヒビット

　ボディー（リア統合モジュール） 　シートヒーターロードシェッド１

　ボディー（リア統合モジュール） 　シートヒーターロードシェッド２

　ボディー（リア統合モジュール） 　シガーライター

　ボディー（リア統合モジュール） 　スタンディングランプリレー

　ボディー（リア統合モジュール） 　トランクリリースリレー

　ボディー（リア統合モジュール） 　パーキングブレーキＡ

　ボディー（リア統合モジュール） 　パーキングブレーキＢ

　ボディー（リア統合モジュール） 　パークキーロックリレー

　ボディー（リア統合モジュール） 　バックアップランプリレー

　ボディー（リア統合モジュール） 　バックランプリレー

　ボディー（リア統合モジュール） 　ブレーキ－＞シフトコントロール

　ボディー（リア統合モジュール） 　ブレーキ－＞シフトリレー

　ボディー（リア統合モジュール） 　フロントカーテシーランプ

　ボディー（リア統合モジュール） 　フロント右ターン／ハザードランプ

　ボディー（リア統合モジュール） 　フロント左ターン／ハザードランプ

　ボディー（リア統合モジュール） 　リアカーテシーランプ

　ボディー（リア統合モジュール） 　リアコンパートメントリッド開放

　ボディー（リア統合モジュール） 　リアデフォッガー

　ボディー（リア統合モジュール） 　リアデフォッガーリレー

　ボディー（リア統合モジュール） 　リアデフォッガーロードシェッド１

　ボディー（リア統合モジュール） 　リアデフォッガーロードシェッド２

　ボディー（リア統合モジュール） 　リアパーキングエイド１

　ボディー（リア統合モジュール） 　リアパーキングエイド２

　ボディー（リア統合モジュール） 　リアパーキングエイド３

　ボディー（リア統合モジュール） 　リアフォグランプ

　ボディー（リア統合モジュール） 　リアフォグランプリレー

　ボディー（リア統合モジュール） 　リアブロワー電源リレー

　ボディー（リア統合モジュール） 　リア右ターン／ハザードランプ

　ボディー（リア統合モジュール） 　リア左ターン／ハザードランプ

　ボディー（リア統合モジュール） 　運転席シートヒーター

　ボディー（リア統合モジュール） 　運転席シートヒーター（ハイ）

　ボディー（リア統合モジュール） 　運転席シートヒーター（ロー）

　ボディー（リア統合モジュール） 　運転席リアシートヒーター（ハイ）

　ボディー（リア統合モジュール） 　運転席リアシートヒーター（ロー）

　ボディー（リア統合モジュール） 　給油口リリースリレー

　ボディー（リア統合モジュール） 　車両安全確保

　ボディー（リア統合モジュール） 　助手席シートヒーター

　ボディー（リア統合モジュール） 　助手席シートヒーター（ハイ）

　ボディー（リア統合モジュール） 　助手席シートヒーター（ロー）

　ボディー（リア統合モジュール） 　助手席リアシートヒーター（ハイ）

　ボディー（リア統合モジュール） 　助手席リアシートヒーター（ロー）

　ボディー（リア統合モジュール） 　侵入／傾斜センサー

　ボディー（リア統合モジュール） 　侵入センサー

　ボディー（リア統合モジュール） 　想定外の電源リレー

　ボディー（リア統合モジュール） 　盗難防止アラーム

　ボディー（リア統合モジュール） 　燃料ドアアンロックリレー

　ボディー（リア統合モジュール） 　燃料ドアロックリレー

　ボディー（リア補助エアコン） 　ブロワーモーターテスト

　ボディー（リア補助エアコン） 　モード

　ボディー（リア補助エアコン） 　気温



●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2022.10)
システム 項目名

　ボディー（リア補助エアコン） 　吸気温度センサーファン

　ボディー（リフトゲートコントロールモジュール　ターゲット実装　ＭＹ　２０１５　（ＷＭＦ）） 　エアコンコンプレッサーソレノイドバルブ

　ボディー（リフトゲートコントロールモジュール　ターゲット実装　ＭＹ　２０１５　（ＷＭＦ）） 　ドアポジションモード

　ボディー（リフトゲートコントロールモジュール　ターゲット実装　ＭＹ　２０１５　（ＷＭＦ）） 　ブロワーモーター回転数

　ボディー（リフトゲートコントロールモジュール　ターゲット実装　ＭＹ　２０１５　（ＷＭＦ）） 　リアデフォッガー

　ボディー（リフトゲートコントロールモジュール　ターゲット実装　ＭＹ　２０１５　（ＷＭＦ）） 　リアモードドアアクチュエーターポジション

　ボディー（リフトゲートコントロールモジュール　ターゲット実装　ＭＹ　２０１５　（ＷＭＦ）） 　リア温度ドアアクチュエーター方向

　ボディー（リフトゲートコントロールモジュール　ターゲット実装　ＭＹ　２０１５　（ＷＭＦ）） 　右温度ドアアクチュエーター方向

　ボディー（リフトゲートコントロールモジュール　ターゲット実装　ＭＹ　２０１５　（ＷＭＦ）） 　空気再循環ドアアクチュエーター方向

　ボディー（リフトゲートコントロールモジュール　ターゲット実装　ＭＹ　２０１５　（ＷＭＦ）） 　左温度ドアアクチュエーター方向

　ボディー（リフトゲートコントロールモジュール　ターゲット実装　ＭＹ　２０１５　（ＷＭＦ）） 　補助ブロワーモーター回転数

　ボディー（リフトゲートコントロールモジュール　ターゲット実装　ＭＹ　２０１５．５　（ＡＶＦ）） 　リフトゲート開／閉

　ボディー（リフトゲートコントロールモジュール） 　エアコンコンプレッサーソレノイドバルブ

　ボディー（リフトゲートコントロールモジュール） 　ドアポジションモード

　ボディー（リフトゲートコントロールモジュール） 　ブロワーモーター回転数

　ボディー（リフトゲートコントロールモジュール） 　リアデフォッガー

　ボディー（リフトゲートコントロールモジュール） 　リアモードドアアクチュエーターポジション

　ボディー（リフトゲートコントロールモジュール） 　リア温度ドアアクチュエーター方向

　ボディー（リフトゲートコントロールモジュール） 　リフトゲート開／閉

　ボディー（リフトゲートコントロールモジュール） 　右温度ドアアクチュエーター方向

　ボディー（リフトゲートコントロールモジュール） 　空気再循環ドアアクチュエーター方向

　ボディー（リフトゲートコントロールモジュール） 　左温度ドアアクチュエーター方向

　ボディー（リフトゲートコントロールモジュール） 　補助ブロワーモーター回転数

　ボディー（リフトゲートモジュール） 　ＬＧＭ開／閉テスト

　ボディー（リフトゲートモジュール） 　リアデフォッガー

　ボディー（リフトゲートモジュール） 　リアワイパー

　ボディー（リフトゲートモジュール） 　ロック／アンロック

　ボディー（リモートコントロールドアロックレシーバー） 　ＴＰＭ学習モード

　ボディー（リモートコントロールドアロックレシーバー） 　キーキャプチャーソレノイドアクチュエーター

　ボディー（リモートコントロールドアロックレシーバー） 　キーフォブバッテリーテスト

　ボディー（リモートコントロールドアロックレシーバー） 　キーフォブボタンテスト

　ボディー（リモートコントロールドアロックレシーバー） 　コンソールアンテナ

　ボディー（リモートコントロールドアロックレシーバー） 　シフトロックコントロール

　ボディー（リモートコントロールドアロックレシーバー） 　ヘッドライナーアンテナ

　ボディー（リモートコントロールドアロックレシーバー） 　ラン／クランクリレー

　ボディー（リモートコントロールドアロックレシーバー） 　リアダッシュボードアンテナ

　ボディー（リモートコントロールドアロックレシーバー） 　右ドアハンドルアンテナ

　ボディー（リモートコントロールドアロックレシーバー） 　左ドアハンドルアンテナ

　ボディー（リモートコントロールドアロックレシーバー） 　作動アンテナ

　ボディー（リモートヒーター　エアコンオート信号（Ｃ６８）） 　エアコンコンプレッサー

　ボディー（リモートヒーター　エアコンオート信号（Ｃ６８）） 　エアコンスイッチ

　ボディー（リモートヒーター　エアコンオート信号（Ｃ６８）） 　すべてのインジケーター点灯

　ボディー（リモートヒーター　エアコンオート信号（Ｃ６８）） 　ドアポジションモード

　ボディー（リモートヒーター　エアコンオート信号（Ｃ６８）） 　ブロワーモーター回転数

　ボディー（リモートヒーター　エアコンオート信号（Ｃ６８）） 　リアデフォッガー

　ボディー（リモートヒーター　エアコンオート信号（Ｃ６８）） 　空気再循環ドアアクチュエーター方向

　ボディー（リモートヒーター　エアコンオート信号（Ｃ６８）） 　左温度ドアアクチュエーター方向

　ボディー（リモートヒーター　エアコンコントロールモジュール） 　エアコンコンプレッサー

　ボディー（リモートヒーター　エアコンコントロールモジュール） 　エアコンスイッチ

　ボディー（リモートヒーター　エアコンコントロールモジュール） 　すべてのインジケーター点灯

　ボディー（リモートヒーター　エアコンコントロールモジュール） 　ドアポジションモード

　ボディー（リモートヒーター　エアコンコントロールモジュール） 　ブロワーモーター回転数

　ボディー（リモートヒーター　エアコンコントロールモジュール） 　リアデフォッガー

　ボディー（リモートヒーター　エアコンコントロールモジュール） 　右温度ドアアクチュエーター方向

　ボディー（リモートヒーター　エアコンコントロールモジュール） 　吸入口ドアアクチュエーター方向

　ボディー（リモートヒーター　エアコンコントロールモジュール） 　空気再循環ドアアクチュエーター方向

　ボディー（リモートヒーター　エアコンコントロールモジュール） 　空気再循環モードスイッチ

　ボディー（リモートヒーター　エアコンコントロールモジュール） 　左温度ドアアクチュエーター方向

　ボディー（リモートヒーター　エアコンコントロールモジュール） 　補助冷却ポンプスピード

　ボディー（リモートヒーター　エアコンマニュアルヒーターオンリー（Ｃ４２）） 　すべてのインジケーター点灯

　ボディー（リモートヒーター　エアコンマニュアルヒーターオンリー（Ｃ４２）） 　ドアポジションモード

　ボディー（リモートヒーター　エアコンマニュアルヒーターオンリー（Ｃ４２）） 　ブロワーモーター回転数

　ボディー（リモートヒーター　エアコンマニュアルヒーターオンリー（Ｃ４２）） 　リアデフォッガー

　ボディー（リモートヒーター　エアコンマニュアルヒーターオンリー（Ｃ４２）） 　左温度ドアアクチュエーター方向

　ボディー（リモートヒーター　エアコンマニュアル信号（Ｃ６７）） 　エアコンコンプレッサー

　ボディー（リモートヒーター　エアコンマニュアル信号（Ｃ６７）） 　エアコンスイッチ

　ボディー（リモートヒーター　エアコンマニュアル信号（Ｃ６７）） 　すべてのインジケーター点灯

　ボディー（リモートヒーター　エアコンマニュアル信号（Ｃ６７）） 　ドアポジションモード

　ボディー（リモートヒーター　エアコンマニュアル信号（Ｃ６７）） 　ブロワーモーター回転数

　ボディー（リモートヒーター　エアコンマニュアル信号（Ｃ６７）） 　リアデフォッガー

　ボディー（リモートヒーター　エアコンマニュアル信号（Ｃ６７）） 　空気再循環ドアアクチュエーター方向

　ボディー（リモートヒーター　エアコンマニュアル信号（Ｃ６７）） 　左温度ドアアクチュエーター方向

　ボディー（リモート機能アクチュエーション） 　カーテシーランプ

　ボディー（リモート機能アクチュエーション） 　セキュリティ表示灯
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　ボディー（リモート機能アクチュエーション） 　チャイム出力

　ボディー（リモート機能アクチュエーション） 　トランクリリース

　ボディー（リモート機能アクチュエーション） 　ペリメーターランプ

　ボディー（リモート機能アクチュエーション） 　ホーン

　ボディー（リモート機能アクチュエーション） 　運転席シートベルトリマインダー

　ボディー（リモート機能アクチュエーション） 　外装ランプ

　ボディー（リモート機能アクチュエーション） 　警告アラーム

　ボディー（リモート機能アクチュエーション） 　助手席シートベルトリマインダー

　ボディー（リモート機能アクチュエーション） 　保持アクセサリー電源

　ボディー（ルーフ　ドアモジュール） 　トノーラッチ

　ボディー（ルーフ　ドアモジュール） 　バルブ１

　ボディー（ルーフ　ドアモジュール） 　バルブ２

　ボディー（ルーフ　ドアモジュール） 　バルブ３

　ボディー（ルーフ　ドアモジュール） 　バルブ４

　ボディー（ルーフ　ドアモジュール） 　ヘッダーラッチ

　ボディー（ルーフ　ドアモジュール） 　ポンプモーター方向

　ボディー（ルーフ　ドアモジュール） 　リアコンパートメントリッド開放

　ボディー（ルーフ　ドアモジュール） 　ルーフシステム

　ボディー（ルーフ　ドアモジュール） 　運転席ウィンドウ

　ボディー（ルーフ　ドアモジュール） 　助手席ウィンドウ

　ボディー（ロールオーバーセンサーモジュール） 　助手席エアバッグＯＦＦインジケーター

　ボディー（ロールオーバーセンサーモジュール） 　助手席エアバッグＯＮインジケーター

　ボディー（ロールオーバーセンサーモジュール） 　助手席シートベルトリマインダーインジケーター

　ボディー（右ドアコントロールモジュール） 　ドアバックランプテスト

　ボディー（右ドアコントロールモジュール） 　ミラーアップ

　ボディー（右ドアコントロールモジュール） 　ミラーダウン

　ボディー（右ドアコントロールモジュール） 　ミラーヒーター

　ボディー（右ドアコントロールモジュール） 　右ミラー

　ボディー（右ドアコントロールモジュール） 　左ミラー

　ボディー（右ドアコントロールモジュール） 　助手席ウィンドウ

　ボディー（右ドアコントロールモジュール） 　助手席ロック

　ボディー（右パワースライドドアモジュール） 　ＰＳＤラッチテスト

　ボディー（右ヘッドランプレベリングモジュール） 　ヘッドライトモーターテスト

　ボディー（右側オブジェクト検知モジュール） 　強制静的警報ゾーン

　ボディー（右側障害物検出コントロールモジュール） 　リアクロストラフィックハプティックアラート

　ボディー（右側障害物検出コントロールモジュール） 　リアクロストラフィック音声警告

　ボディー（右側障害物検出コントロールモジュール） 　リアクロストラフィック視覚警告

　ボディー（右側障害物検出コントロールモジュール） 　物体検知警告インジケーター

　ボディー（運転席シートメモリーコントロールモジュール） 　ステアリングコラムチルトアップコマンド

　ボディー（運転席シートメモリーコントロールモジュール） 　ステアリングコラムチルトダウンコマンド

　ボディー（運転席シートメモリーコントロールモジュール） 　ステアリングコラムテレスコープ後コマンド

　ボディー（運転席シートメモリーコントロールモジュール） 　ステアリングコラムテレスコープ前コマンド

　ボディー（運転席シートメモリーコントロールモジュール） 　運転席シートクッションフロント垂直動作（アップ）

　ボディー（運転席シートメモリーコントロールモジュール） 　運転席シートクッションフロント垂直動作（ダウン）

　ボディー（運転席シートメモリーコントロールモジュール） 　運転席シートクッションリア右ハプティック移動

　ボディー（運転席シートメモリーコントロールモジュール） 　運転席シートクッションリア左ハプティック移動

　ボディー（運転席シートメモリーコントロールモジュール） 　運転席シートクッションリア垂直動作（アップ）

　ボディー（運転席シートメモリーコントロールモジュール） 　運転席シートクッションリア垂直動作（ダウン）

　ボディー（運転席シートメモリーコントロールモジュール） 　運転席シートバックサイドボルスター調整（収縮）

　ボディー（運転席シートメモリーコントロールモジュール） 　運転席シートバックサイドボルスター調整（膨張）

　ボディー（運転席シートメモリーコントロールモジュール） 　運転席シートバック水平動作（後）

　ボディー（運転席シートメモリーコントロールモジュール） 　運転席シートバック水平動作（前）

　ボディー（運転席シートメモリーコントロールモジュール） 　運転席シートランバーサポート垂直動作（アップ）

　ボディー（運転席シートメモリーコントロールモジュール） 　運転席シートランバーサポート垂直動作（ダウン）

　ボディー（運転席シートメモリーコントロールモジュール） 　運転席シートランバーサポート水平動作（後）

　ボディー（運転席シートメモリーコントロールモジュール） 　運転席シートランバーサポート水平動作（前）

　ボディー（運転席シートメモリーコントロールモジュール） 　運転席シート水平動作（後）

　ボディー（運転席シートメモリーコントロールモジュール） 　運転席シート水平動作（前）

　ボディー（運転席シートメモリーコントロールモジュール） 　運転席ミラー格納

　ボディー（運転席シートメモリーコントロールモジュール） 　運転席ミラー動作（アップ）

　ボディー（運転席シートメモリーコントロールモジュール） 　運転席ミラー動作（ダウン）

　ボディー（運転席シートメモリーコントロールモジュール） 　運転席ミラー動作（右）

　ボディー（運転席シートメモリーコントロールモジュール） 　運転席ミラー動作（左）

　ボディー（運転席シートメモリーコントロールモジュール） 　運転席上部シートバック（後）

　ボディー（運転席シートメモリーコントロールモジュール） 　運転席上部シートバック（前）

　ボディー（運転席シートメモリーコントロールモジュール） 　助手席シート水平動作（後）

　ボディー（運転席シートメモリーコントロールモジュール） 　助手席シート水平動作（前）

　ボディー（運転席シートメモリーコントロールモジュール） 　助手席ミラー格納

　ボディー（運転席シートメモリーコントロールモジュール） 　助手席ミラー動作（アップ）

　ボディー（運転席シートメモリーコントロールモジュール） 　助手席ミラー動作（ダウン）

　ボディー（運転席シートメモリーコントロールモジュール） 　助手席ミラー動作（右）

　ボディー（運転席シートメモリーコントロールモジュール） 　助手席ミラー動作（左）

　ボディー（運転席シートメモリーコントロールモジュール） 　調整式ペダル後

　ボディー（運転席シートメモリーコントロールモジュール） 　調整式ペダル前
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　ボディー（運転席シートメモリーコントロールモジュール） 　調整式ペダル前／後（後）

　ボディー（運転席シートメモリーコントロールモジュール） 　調整式ペダル前／後（前）

　ボディー（運転席シートモジュール） 　シート前／後

　ボディー（運転席シートモジュール） 　トルソモーター内／外

　ボディー（運転席シートモジュール） 　フロント上／下

　ボディー（運転席シートモジュール） 　ペダル前／後

　ボディー（運転席シートモジュール） 　ランバー前／後

　ボディー（運転席シートモジュール） 　リア上／下

　ボディー（運転席シートモジュール） 　リクライニング前／後

　ボディー（運転席シートモジュール） 　運転席シートヒーター

　ボディー（運転席シートモジュール） 　助手席シートヒーター

　ボディー（運転席ドアスイッチ） 　ウィンドウロックアウト

　ボディー（運転席ドアスイッチ） 　ウィンドウロックアウトインジケーター

　ボディー（運転席ドアスイッチ） 　シートヒーター

　ボディー（運転席ドアスイッチ） 　シートヒーターインジケーター

　ボディー（運転席ドアスイッチ） 　ドアデッドボルト　ロック／アンロック

　ボディー（運転席ドアスイッチ） 　ドアロック／アンロック

　ボディー（運転席ドアスイッチ） 　パドル／カーテシーランプ

　ボディー（運転席ドアスイッチ） 　パドルランプ

　ボディー（運転席ドアスイッチ） 　フロントウィンドウモーター

　ボディー（運転席ドアスイッチ） 　フロントガラス

　ボディー（運転席ドアスイッチ） 　ミラーヒーター

　ボディー（運転席ドアスイッチ） 　ミラー格納

　ボディー（運転席ドアスイッチ） 　ミラー左／右

　ボディー（運転席ドアスイッチ） 　ミラー上／下

　ボディー（運転席ドアスイッチ） 　リアウィンドウモーター

　ボディー（運転席ドアスイッチ） 　統合スイッチバックランプテスト

　ボディー（運転席ドアスイッチ） 　統合バックランプ

　ボディー（運転席ドアスイッチ） 　非統合バックランプ

　ボディー（運転席ドアスイッチ） 　非統合バックランプテスト

　ボディー（運転席ドアスイッチパネルコントロールモジュール） 　ウィンドウロックアウトスイッチインジケーター

　ボディー（運転席ドアスイッチパネルコントロールモジュール） 　すべてのドアロック／アンロック

　ボディー（運転席ドアスイッチパネルコントロールモジュール） 　バックランプディミング

　ボディー（運転席ドアスイッチパネルコントロールモジュール） 　運転席ウィンドウモーター

　ボディー（運転席ドアスイッチパネルコントロールモジュール） 　運転席ミラー格納（格納）

　ボディー（運転席ドアスイッチパネルコントロールモジュール） 　運転席ミラー格納（展開）

　ボディー（運転席ドアスイッチパネルコントロールモジュール） 　運転席ミラー動作（アップ）

　ボディー（運転席ドアスイッチパネルコントロールモジュール） 　運転席ミラー動作（ダウン）

　ボディー（運転席ドアスイッチパネルコントロールモジュール） 　運転席ミラー動作（右）

　ボディー（運転席ドアスイッチパネルコントロールモジュール） 　運転席ミラー動作（左）

　ボディー（運転席ドアスイッチパネルコントロールモジュール） 　外装ランプ

　ボディー（運転席ドアモジュール（ＳＵＴ）） 　インジケーターテスト

　ボディー（運転席ドアモジュール（ＳＵＴ）） 　ドアロック／アンロック

　ボディー（運転席ドアモジュール（ＳＵＴ）） 　パドルランプ

　ボディー（運転席ドアモジュール（ＳＵＴ）） 　ミッドゲートウィンドウ　アップ／ダウン

　ボディー（運転席ドアモジュール（ＳＵＴ）） 　ミラーヒート

　ボディー（運転席ドアモジュール（ＳＵＴ）） 　ミラー左／右

　ボディー（運転席ドアモジュール（ＳＵＴ）） 　ミラー上／下

　ボディー（運転席ドアモジュール（ＳＵＴ）） 　助手席ウィンドウロックアウトインジケーター

　ボディー（運転席ドアモジュール（ＳＵＶ）） 　インジケーターテスト

　ボディー（運転席ドアモジュール（ＳＵＶ）） 　ウィンドウ　アップ／ダウン

　ボディー（運転席ドアモジュール（ＳＵＶ）） 　ドアロック／アンロック

　ボディー（運転席ドアモジュール（ＳＵＶ）） 　パドルランプ

　ボディー（運転席ドアモジュール（ＳＵＶ）） 　ミラーヒート

　ボディー（運転席ドアモジュール（ＳＵＶ）） 　ミラー左／右

　ボディー（運転席ドアモジュール（ＳＵＶ）） 　ミラー上／下

　ボディー（運転席ドアモジュール（ＳＵＶ）） 　助手席ウィンドウロックアウトインジケーター

　ボディー（運転席ドアモジュール） 　インジケーターテスト

　ボディー（運転席ドアモジュール） 　ウィンドウ　アップ／ダウン

　ボディー（運転席ドアモジュール） 　ウィンドウエクスプレスダウン

　ボディー（運転席ドアモジュール） 　ウィンドウ下降ピーク検知

　ボディー（運転席ドアモジュール） 　シートヒーターＬＥＤ

　ボディー（運転席ドアモジュール） 　シートヒーターモード

　ボディー（運転席ドアモジュール） 　シートヒーター温度

　ボディー（運転席ドアモジュール） 　スイッチディミングフィード

　ボディー（運転席ドアモジュール） 　ドアスイッチバックランプ

　ボディー（運転席ドアモジュール） 　ドアデッドボルト　ロック／アンロック

　ボディー（運転席ドアモジュール） 　ドアバックランプテスト

　ボディー（運転席ドアモジュール） 　ドアロック／アンロック

　ボディー（運転席ドアモジュール） 　パドルランプ

　ボディー（運転席ドアモジュール） 　フロント左ラッチソレノイド

　ボディー（運転席ドアモジュール） 　ミラーヒーター

　ボディー（運転席ドアモジュール） 　ミラーヒート

　ボディー（運転席ドアモジュール） 　ミラー格納



●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2022.10)
システム 項目名

　ボディー（運転席ドアモジュール） 　ミラー格納／展開

　ボディー（運転席ドアモジュール） 　ミラー左／右

　ボディー（運転席ドアモジュール） 　ミラー上／下

　ボディー（運転席ドアモジュール） 　リア右ウィンドウ

　ボディー（運転席ドアモジュール） 　リア右ロック

　ボディー（運転席ドアモジュール） 　リア左ウィンドウ

　ボディー（運転席ドアモジュール） 　リア左ロック

　ボディー（運転席ドアモジュール） 　ロックスイッチインジケーター

　ボディー（運転席ドアモジュール） 　運転席ウィンドウ

　ボディー（運転席ドアモジュール） 　運転席ウィンドウモーター

　ボディー（運転席ドアモジュール） 　運転席ミラーアップ

　ボディー（運転席ドアモジュール） 　運転席ミラーダウン

　ボディー（運転席ドアモジュール） 　運転席ミラーヒーター

　ボディー（運転席ドアモジュール） 　運転席ミラー右

　ボディー（運転席ドアモジュール） 　運転席ミラー格納

　ボディー（運転席ドアモジュール） 　運転席ミラー左

　ボディー（運転席ドアモジュール） 　運転席ミラー垂直モーター

　ボディー（運転席ドアモジュール） 　運転席ミラー水平モーター

　ボディー（運転席ドアモジュール） 　運転席ロック

　ボディー（運転席ドアモジュール） 　外装カーテシーランプ

　ボディー（運転席ドアモジュール） 　助手席ウィンドウ

　ボディー（運転席ドアモジュール） 　助手席ウィンドウロックアウトインジケーター

　ボディー（運転席ドアモジュール） 　助手席ミラーアップ

　ボディー（運転席ドアモジュール） 　助手席ミラーダウン

　ボディー（運転席ドアモジュール） 　助手席ミラーヒーター

　ボディー（運転席ドアモジュール） 　助手席ミラー右

　ボディー（運転席ドアモジュール） 　助手席ミラー格納

　ボディー（運転席ドアモジュール） 　助手席ミラー左

　ボディー（運転席ドアモジュール） 　助手席ロック

　ボディー（運転席ドアモジュール） 　電力調整式ペダル

　ボディー（拡張範囲パッシブエントリー　キーレスリモートコントロール　（ＡＴＨ）） 　キーキャプチャーソレノイドアクチュエーター

　ボディー（拡張範囲パッシブエントリー　キーレスリモートコントロール　（ＡＴＨ）） 　キーフォブバッテリーテスト

　ボディー（拡張範囲パッシブエントリー　キーレスリモートコントロール　（ＡＴＨ）） 　キーフォブボタンテスト

　ボディー（距離感知クルーズコントロール） 　ＬＥＤディミング

　ボディー（距離感知クルーズコントロール） 　アクセサリー／ＲＡＰリレー

　ボディー（距離感知クルーズコントロール） 　カーテシーランプ

　ボディー（距離感知クルーズコントロール） 　シフトロックソレノイド

　ボディー（距離感知クルーズコントロール） 　トランクリリース

　ボディー（距離感知クルーズコントロール） 　パーキングランプ

　ボディー（距離感知クルーズコントロール） 　ハイビーム

　ボディー（距離感知クルーズコントロール） 　バックアップランプ

　ボディー（距離感知クルーズコントロール） 　フォグランプ

　ボディー（距離感知クルーズコントロール） 　フロント右ターンシグナル

　ボディー（距離感知クルーズコントロール） 　フロント左ターンシグナル

　ボディー（距離感知クルーズコントロール） 　ヘッドライトウォッシャーリレー

　ボディー（距離感知クルーズコントロール） 　ホーン

　ボディー（距離感知クルーズコントロール） 　ラン／クランクリレー

　ボディー（距離感知クルーズコントロール） 　リアドアアンロック

　ボディー（距離感知クルーズコントロール） 　リアドアロック

　ボディー（距離感知クルーズコントロール） 　リア右ターンシグナル

　ボディー（距離感知クルーズコントロール） 　リア左ターンシグナル

　ボディー（距離感知クルーズコントロール） 　ロービーム

　ボディー（距離感知クルーズコントロール） 　ワイパーウォッシャーモーター

　ボディー（距離感知クルーズコントロール） 　ワイパーリレー

　ボディー（距離感知クルーズコントロール） 　ワイパー高速リレー

　ボディー（距離感知クルーズコントロール） 　白熱灯調光

　ボディー（携帯電話コントロールモジュール） 　オーディオトーン

　ボディー（左ドアコントロールモジュール） 　ドアバックランプテスト

　ボディー（左ドアコントロールモジュール） 　ミラーアップ

　ボディー（左ドアコントロールモジュール） 　ミラーダウン

　ボディー（左ドアコントロールモジュール） 　ミラーヒーター

　ボディー（左ドアコントロールモジュール） 　メモリー１インジケーター

　ボディー（左ドアコントロールモジュール） 　メモリー２インジケーター

　ボディー（左ドアコントロールモジュール） 　右ミラー

　ボディー（左ドアコントロールモジュール） 　運転席ウィンドウ

　ボディー（左ドアコントロールモジュール） 　運転席ロック

　ボディー（左ドアコントロールモジュール） 　左ミラー

　ボディー（左ドアコントロールモジュール） 　助手席ミラーセレクトＬＥＤ

　ボディー（左パワースライドドアモジュール） 　ＰＳＤラッチテスト

　ボディー（左ヘッドランプレベリングモジュール） 　ヘッドライトモーターテスト

　ボディー（左側オブジェクト検知モジュール） 　強制静的警報ゾーン

　ボディー（左側障害物検出コントロールモジュール） 　リアクロストラフィックハプティックアラート

　ボディー（左側障害物検出コントロールモジュール） 　リアクロストラフィック音声警告

　ボディー（左側障害物検出コントロールモジュール） 　リアクロストラフィック視覚警告
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システム 項目名

　ボディー（左側障害物検出コントロールモジュール） 　物体検知警告インジケーター

　ボディー（車両通信　インターフェイスモジュール） 　赤色ＬＥＤ

　ボディー（車両通信　インターフェイスモジュール） 　通話テスト

　ボディー（車両通信　インターフェイスモジュール） 　緑色ＬＥＤ

　ボディー（車両方位カメラコントロールモジュール） 　ハイビーム

　ボディー（車両方位カメラコントロールモジュール） 　車線逸脱警報インジケーター

　ボディー（車両方位カメラコントロールモジュール） 　車線逸脱警報スイッチ

　ボディー（車両方位カメラコントロールモジュール） 　前方衝突警報スイッチ（遠い）

　ボディー（車両方位カメラコントロールモジュール） 　前方衝突警報スイッチ（近い）

　ボディー（車両方位カメラコントロールモジュール） 　前方衝突警報スイッチ（中間）

　ボディー（助手席シートメモリーコントロールモジュール）
　Ｐａｓｓｅｎｇｅｒ　Ｓｅａｔ　Ｂａｃｋ　Ｓｉｄｅ　Ｂｏｌｓｔｅｒ　Ｍｏｖｅｍｅｎｔ　（Ｄｅｆ
ｌａｔｅ）

　ボディー（助手席シートメモリーコントロールモジュール）
　Ｐａｓｓｅｎｇｅｒ　Ｓｅａｔ　Ｂａｃｋ　Ｓｉｄｅ　Ｂｏｌｓｔｅｒ　Ｍｏｖｅｍｅｎｔ　（Ｉｎｆ
ｌａｔｅ）

　ボディー（助手席シートメモリーコントロールモジュール） 　運転席シートクッションフロント垂直動作（アップ）

　ボディー（助手席シートメモリーコントロールモジュール） 　運転席シートクッションフロント垂直動作（ダウン）

　ボディー（助手席シートメモリーコントロールモジュール） 　運転席シートクッションリア垂直動作（アップ）

　ボディー（助手席シートメモリーコントロールモジュール） 　運転席シートクッションリア垂直動作（ダウン）

　ボディー（助手席シートメモリーコントロールモジュール） 　運転席シートバック水平動作（後）

　ボディー（助手席シートメモリーコントロールモジュール） 　運転席シートバック水平動作（前）

　ボディー（助手席シートメモリーコントロールモジュール） 　運転席シートランバーサポート垂直動作（アップ）

　ボディー（助手席シートメモリーコントロールモジュール） 　運転席シートランバーサポート垂直動作（ダウン）

　ボディー（助手席シートメモリーコントロールモジュール） 　運転席シートランバーサポート水平動作（後）

　ボディー（助手席シートメモリーコントロールモジュール） 　運転席シートランバーサポート水平動作（前）

　ボディー（助手席シートメモリーコントロールモジュール） 　運転席シート水平動作（後）

　ボディー（助手席シートメモリーコントロールモジュール） 　運転席シート水平動作（前）

　ボディー（助手席シートメモリーコントロールモジュール） 　助手席シートクッションフロント垂直動作（アップ）

　ボディー（助手席シートメモリーコントロールモジュール） 　助手席シートクッションフロント垂直動作（ダウン）

　ボディー（助手席シートメモリーコントロールモジュール） 　助手席シートクッションリア垂直動作（アップ）

　ボディー（助手席シートメモリーコントロールモジュール） 　助手席シートクッションリア垂直動作（ダウン）

　ボディー（助手席シートメモリーコントロールモジュール） 　助手席シートバック水平動作（後）

　ボディー（助手席シートメモリーコントロールモジュール） 　助手席シートバック水平動作（前）

　ボディー（助手席シートメモリーコントロールモジュール） 　助手席シートランバーサポート垂直動作（アップ）

　ボディー（助手席シートメモリーコントロールモジュール） 　助手席シートランバーサポート垂直動作（ダウン）

　ボディー（助手席シートメモリーコントロールモジュール） 　助手席シートランバーサポート水平動作（後）

　ボディー（助手席シートメモリーコントロールモジュール） 　助手席シートランバーサポート水平動作（前）

　ボディー（助手席シートメモリーコントロールモジュール） 　助手席シート水平動作（後）

　ボディー（助手席シートメモリーコントロールモジュール） 　助手席シート水平動作（前）

　ボディー（助手席シートメモリーコントロールモジュール） 　助手席上部シートバック（後）

　ボディー（助手席シートメモリーコントロールモジュール） 　助手席上部シートバック（前）

　ボディー（助手席シートモジュール） 　シート前／後

　ボディー（助手席シートモジュール） 　フロント上／下

　ボディー（助手席シートモジュール） 　ペダル前／後

　ボディー（助手席シートモジュール） 　ランバー前／後

　ボディー（助手席シートモジュール） 　リア上／下

　ボディー（助手席シートモジュール） 　リクライニング前／後

　ボディー（助手席シートモジュール） 　運転席シートヒーター

　ボディー（助手席シートモジュール） 　助手席シートヒーター

　ボディー（助手席ドアスイッチ） 　シートヒーター

　ボディー（助手席ドアスイッチ） 　シートヒーターインジケーター

　ボディー（助手席ドアスイッチ） 　ドアデッドボルト　ロック／アンロック

　ボディー（助手席ドアスイッチ） 　ドアロック／アンロック

　ボディー（助手席ドアスイッチ） 　パドル／カーテシーランプ

　ボディー（助手席ドアスイッチ） 　パドルランプ

　ボディー（助手席ドアスイッチ） 　フロントウィンドウモーター

　ボディー（助手席ドアスイッチ） 　フロントガラス

　ボディー（助手席ドアスイッチ） 　ミラーヒーター

　ボディー（助手席ドアスイッチ） 　ミラー格納

　ボディー（助手席ドアスイッチ） 　ミラー左／右

　ボディー（助手席ドアスイッチ） 　ミラー上／下

　ボディー（助手席ドアスイッチ） 　リアウィンドウモーター

　ボディー（助手席ドアスイッチ） 　統合スイッチバックランプテスト

　ボディー（助手席ドアスイッチ） 　統合バックランプ

　ボディー（助手席ドアスイッチ） 　非統合バックランプ

　ボディー（助手席ドアスイッチ） 　非統合バックランプテスト

　ボディー（助手席ドアスイッチパネルコントロールモジュール） 　すべてのドアロック／アンロック

　ボディー（助手席ドアスイッチパネルコントロールモジュール） 　バックランプディミング

　ボディー（助手席ドアスイッチパネルコントロールモジュール） 　フロント右ウィンドウモーター

　ボディー（助手席ドアスイッチパネルコントロールモジュール） 　外装ランプ

　ボディー（助手席ドアスイッチパネルコントロールモジュール） 　助手席ミラー格納（格納）

　ボディー（助手席ドアスイッチパネルコントロールモジュール） 　助手席ミラー格納（展開）

　ボディー（助手席ドアスイッチパネルコントロールモジュール） 　助手席ミラー動作（アップ）

　ボディー（助手席ドアスイッチパネルコントロールモジュール） 　助手席ミラー動作（ダウン）

　ボディー（助手席ドアスイッチパネルコントロールモジュール） 　助手席ミラー動作（右）

　ボディー（助手席ドアスイッチパネルコントロールモジュール） 　助手席ミラー動作（左）

　ボディー（助手席ドアモジュール） 　インジケーターテスト
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システム 項目名

　ボディー（助手席ドアモジュール） 　ウィンドウ　アップ／ダウン

　ボディー（助手席ドアモジュール） 　ウィンドウエクスプレスダウン

　ボディー（助手席ドアモジュール） 　ウィンドウ下降ピーク検知

　ボディー（助手席ドアモジュール） 　カーブミラービュー

　ボディー（助手席ドアモジュール） 　シートヒーターＬＥＤ

　ボディー（助手席ドアモジュール） 　シートヒーターモード

　ボディー（助手席ドアモジュール） 　シートヒーター温度

　ボディー（助手席ドアモジュール） 　スイッチディミングフィード

　ボディー（助手席ドアモジュール） 　ドアスイッチバックランプ

　ボディー（助手席ドアモジュール） 　ドアデッドボルト　ロック／アンロック

　ボディー（助手席ドアモジュール） 　ドアバックランプテスト

　ボディー（助手席ドアモジュール） 　ドアロック／アンロック

　ボディー（助手席ドアモジュール） 　パドルランプ

　ボディー（助手席ドアモジュール） 　フロント右ラッチソレノイド

　ボディー（助手席ドアモジュール） 　フロント助手席ウィンドウモーター

　ボディー（助手席ドアモジュール） 　ミラーヒーター

　ボディー（助手席ドアモジュール） 　ミラーヒート

　ボディー（助手席ドアモジュール） 　ミラー格納

　ボディー（助手席ドアモジュール） 　ミラー格納／展開

　ボディー（助手席ドアモジュール） 　ミラー左／右

　ボディー（助手席ドアモジュール） 　ミラー上／下

　ボディー（助手席ドアモジュール） 　ロックスイッチインジケーター

　ボディー（助手席ドアモジュール） 　外装カーテシーランプ

　ボディー（助手席ドアモジュール） 　助手席ミラー垂直モーター

　ボディー（助手席ドアモジュール） 　助手席ミラー水平モーター

　ボディー（多機能蓄電コンデンサコントロールモジュール） 　Ｄｉｓｃｈａｒｇｅ　Ｅｎｅｒｇｙ　Ｓｔｏｒａｇｅ　Ｃａｐａｃｉｔｏｒ

　ボディー（多機能蓄電コンデンサコントロールモジュール） 　コントロールモジュールセルフテスト

　ボディー（暖房　エアコン） 　Ａ／Ｃ許可

　ボディー（暖房　エアコン） 　インスタントＯＡＴアップデート

　ボディー（暖房　エアコン） 　エアーアップソレノイド異常

　ボディー（暖房　エアコン） 　エアーダウンソレノイド異常

　ボディー（暖房　エアコン） 　エアインレットドアポジション

　ボディー（暖房　エアコン） 　エアコンＬＥＤ

　ボディー（暖房　エアコン） 　エアコンデフロストソレノイド

　ボディー（暖房　エアコン） 　エアコン要求

　ボディー（暖房　エアコン） 　セカンドヘッドライトＬＥＤドライバー

　ボディー（暖房　エアコン） 　セレクトソレノイド１

　ボディー（暖房　エアコン） 　セレクトソレノイド２

　ボディー（暖房　エアコン） 　セレクトソレノイド３

　ボディー（暖房　エアコン） 　セレクトソレノイド４

　ボディー（暖房　エアコン） 　セレクトソレノイド５

　ボディー（暖房　エアコン） 　デフロストＬＥＤ

　ボディー（暖房　エアコン） 　デフロストモード

　ボディー（暖房　エアコン） 　ドアポジションモード

　ボディー（暖房　エアコン） 　パーキングブレーキ解放

　ボディー（暖房　エアコン） 　ヒーター／デフロスト／エアコンドアポジション

　ボディー（暖房　エアコン） 　ヒーターモード

　ボディー（暖房　エアコン） 　ブロワーモーター

　ボディー（暖房　エアコン） 　ベントモード

　ボディー（暖房　エアコン） 　ミックスモーター

　ボディー（暖房　エアコン） 　モード

　ボディー（暖房　エアコン） 　モード１ドアポジション

　ボディー（暖房　エアコン） 　リアデフォッガー

　ボディー（暖房　エアコン） 　右ミックスモーター

　ボディー（暖房　エアコン） 　右温度ドアポジション

　ボディー（暖房　エアコン） 　下部モーター

　ボディー（暖房　エアコン） 　外気モード

　ボディー（暖房　エアコン） 　吸入口ドア

　ボディー（暖房　エアコン） 　左ミックスモーター

　ボディー（暖房　エアコン） 　左温度ドアポジション

　ボディー（暖房　エアコン） 　再循環ＬＥＤ

　ボディー（暖房　エアコン） 　再循環ソレノイド

　ボディー（暖房　エアコン） 　再循環ドア

　ボディー（暖房　エアコン） 　再循環モード

　ボディー（暖房　エアコン） 　上部モーター

　ボディー（暖房　エアコン） 　内気温度ファン

　ボディー（暖房　エアコン） 　補助ブロワーモーター

　ボディー（暖房　エアコン） 　補助ミックスドア

　ボディー（暖房　エアコン） 　補助モードドア

　ボディー（中央右ドアモジュール） 　ウィンドウ　アップ／ダウン

　ボディー（中央右ドアモジュール） 　ウィンドウエクスプレスダウン

　ボディー（中央右ドアモジュール） 　ウィンドウ下降ピーク検知

　ボディー（中央右ドアモジュール） 　スイッチディミングフィード

　ボディー（中央右ドアモジュール） 　ドアロック／アンロック



●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2022.10)
システム 項目名

　ボディー（中央左ドアモジュール） 　ウィンドウ　アップ／ダウン

　ボディー（中央左ドアモジュール） 　ウィンドウエクスプレスダウン

　ボディー（中央左ドアモジュール） 　ウィンドウ下降ピーク検知

　ボディー（中央左ドアモジュール） 　スイッチディミングフィード

　ボディー（中央左ドアモジュール） 　ドアロック／アンロック

　ボディー（標準範囲キーレスリモートコントロール　（ＡＴＧ）） 　キーフォブボタンテスト

　ボディー（歩行者衝突検出モジュール） 　ホーンリレー

　ボディー（補助エアコンコントロールモジュール（ＣＪ４エアコンのみ）） 　セグメントチェック

　ボディー（補助エアコンコントロールモジュール（ＣＪ４エアコンのみ）） 　ディスプレーテスト

　ボディー（補助エアコンコントロールモジュール（ＣＪ４エアコンのみ）） 　バックランプ

　ボディー（補助エアコンコントロールモジュール（ＣＪ４エアコンのみ）） 　補助ブロワーモーター

　ボディー（補助エアコンコントロールモジュール） 　セグメントチェック

　ボディー（補助エアコンコントロールモジュール） 　ディスプレーテスト

　ボディー（補助エアコンコントロールモジュール） 　バックランプディミング

　ボディー（補助エアコンコントロールモジュール） 　補助ブロワーモーター

　ボディー（補助ゲージモジュール） 　補助ゲージイルミネーション

　ボディー（補助ゲージモジュール） 　補助ゲージスイープ


