
●オペル　アクティブテスト(Ver 2022.10)
システム名 項目名

　インフォテインメントシステム（３画面情報表示） 　ディスプレーテスト

　インフォテインメントシステム（マルチインフォディスプレー） 　ディスプレーテスト

　エンジン（１６　ＮＥ） 　Ｏ２ループブロック学習マップリセット

　エンジン（１６　ＮＥ） 　アイドルエアコントロールテスト

　エンジン（１６　ＮＥ） 　アイドルエアコントロールバルブブロック学習マップリセット

　エンジン（１６　ＮＥ） 　イグニッションコイルシリンダー１＋４テスト

　エンジン（１６　ＮＥ） 　イグニッションコイルシリンダー２＋３テスト

　エンジン（１６　ＮＥ） 　エアコンリレーテスト

　エンジン（１６　ＮＥ） 　クアッドドライバーモジュールＵ８テスト

　エンジン（１６　ＮＥ） 　クアッドドライバーモジュールＵ９テスト

　エンジン（１６　ＮＥ） 　フューエルインジェクター１＋４テスト

　エンジン（１６　ＮＥ） 　フューエルインジェクター２＋３テスト

　エンジン（１６　ＮＥ） 　学習値リセット

　エンジン（１６　ＮＥ） 　高速ファンリレーテスト

　エンジン（１６　ＮＥ） 　低速ファンリレーテスト

　エンジン（１６　ＮＥ） 　燃料タンクベンチレーションバルブテスト

　エンジン（１６　ＮＥ） 　燃料ポンプリレーテスト

　エンジン（２．０　Ｌ（ディーゼル）） 　ＥＧＲソレノイドテスト

　エンジン（２．０　Ｌ（ディーゼル）） 　ＭＩＬテスト

　エンジン（２．０　Ｌ（ディーゼル）） 　グロータイムランプテスト

　エンジン（２．０　Ｌ（ディーゼル）） 　グロータイムリレーテスト

　エンジン（２．０　Ｌ（ディーゼル）） 　スロットルソレノイドバルブテスト

　エンジン（２．０　Ｌ（ディーゼル）） 　ブースト圧力バルブテスト

　エンジン（２．０　Ｌ（ディーゼル）） 　燃料フィルターヒーターリレーテスト

　エンジン（２．０　Ｌ（ディーゼル）） 　燃料ポンプリレーテスト

　エンジン（２．０　Ｌ（ディーゼル）） 　補助ヒーターリレー１テスト

　エンジン（２．０　Ｌ（ディーゼル）） 　補助ヒーターリレー２テスト

　エンジン（Ａ　１２　ＸＥＲ） 　インストルメントパネルインジケーター

　エンジン（Ａ　１２　ＸＥＲ） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　エンジン（Ａ　１２　ＸＥＲ） 　エンジンクーラントサーモスタットヒーター

　エンジン（Ａ　１２　ＸＥＲ） 　クーリングファンリレー１

　エンジン（Ａ　１２　ＸＥＲ） 　クーリングファンリレー２

　エンジン（Ａ　１２　ＸＥＲ） 　ジェネレーターＬ－ターミナルテスト

　エンジン（Ａ　１２　ＸＥＲ） 　フューエルトリム

　エンジン（Ａ　１２　ＸＥＲ） 　フューエルポンプ

　エンジン（Ａ　１２　ＸＥＲ） 　圧縮テスト（ＭＴ）

　エンジン（Ａ　１２　ＸＥＲ） 　圧縮テスト（その他トランスミッション）

　エンジン（Ａ　１２　ＸＥＲ） 　吸気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　エンジン（Ａ　１２　ＸＥＲ） 　吸気マニホールドランナーコントロールソレノイド

　エンジン（Ａ　１２　ＸＥＲ） 　燃料制御ループステータス

　エンジン（Ａ　１２　ＸＥＲ） 　排気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　エンジン（Ａ　１３　ＤＴＥ） 　ＥＧＲクーラーバイパスソレノイドバルブテスト

　エンジン（Ａ　１３　ＤＴＥ） 　ＥＧＲソレノイドテスト

　エンジン（Ａ　１３　ＤＴＥ） 　Ｅｎｇｉｎｅ　Ｏｉｌ　Ｐｒｅｓｓｕｒｅ　Ｃｔｒｌ．Ｓｏｌ．Ｖａｌｖｅ

　エンジン（Ａ　１３　ＤＴＥ） 　Ｓｔｏｐ／Ｓｔａｒｔ　Ｏｖｅｒｒｉｄｅ

　エンジン（Ａ　１３　ＤＴＥ） 　エアコンリレーテスト

　エンジン（Ａ　１３　ＤＴＥ） 　クランクケースベンチレーションヒーター

　エンジン（Ａ　１３　ＤＴＥ） 　スロットルソレノイドバルブテスト

　エンジン（Ａ　１３　ＤＴＥ） 　ブースト圧力バルブテスト

　エンジン（Ａ　１３　ＤＴＥ） 　燃料ポンプリレーテスト

　エンジン（Ａ　１３　ＤＴＲ） 　ＥＧＲクーラーバイパスソレノイドバルブテスト

　エンジン（Ａ　１３　ＤＴＲ） 　ＥＧＲソレノイドテスト

　エンジン（Ａ　１３　ＤＴＲ） 　クランクケースベンチレーションヒーター

　エンジン（Ａ　１３　ＤＴＲ） 　スロットルソレノイドバルブテスト

　エンジン（Ａ　１３　ＤＴＲ） 　ブースト圧力バルブテスト

　エンジン（Ａ　１３　ＤＴＲ） 　燃料ポンプリレーテスト

　エンジン（Ａ　１４　ＸＥＲ） 　インストルメントパネルインジケーター

　エンジン（Ａ　１４　ＸＥＲ） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　エンジン（Ａ　１４　ＸＥＲ） 　エンジンクーラントサーモスタットヒーター

　エンジン（Ａ　１４　ＸＥＲ） 　クーリングファンリレー１

　エンジン（Ａ　１４　ＸＥＲ） 　クーリングファンリレー２

　エンジン（Ａ　１４　ＸＥＲ） 　ジェネレーターＬ－ターミナルテスト

　エンジン（Ａ　１４　ＸＥＲ） 　フューエルトリム

　エンジン（Ａ　１４　ＸＥＲ） 　フューエルポンプ

　エンジン（Ａ　１４　ＸＥＲ） 　圧縮テスト（ＭＴ）

　エンジン（Ａ　１４　ＸＥＲ） 　圧縮テスト（その他トランスミッション）

　エンジン（Ａ　１４　ＸＥＲ） 　吸気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　エンジン（Ａ　１４　ＸＥＲ） 　吸気マニホールドランナーコントロールソレノイド

　エンジン（Ａ　１４　ＸＥＲ） 　燃料制御ループステータス

　エンジン（Ａ　１４　ＸＥＲ） 　排気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　エンジン（Ａ　１６　ＸＥＲ） 　ＭＩＬテスト

　エンジン（Ａ　１６　ＸＥＲ） 　イグニッションコイルシリンダー１テスト

　エンジン（Ａ　１６　ＸＥＲ） 　イグニッションコイルシリンダー２テスト

　エンジン（Ａ　１６　ＸＥＲ） 　イグニッションコイルシリンダー３テスト

　エンジン（Ａ　１６　ＸＥＲ） 　イグニッションコイルシリンダー４テスト

　エンジン（Ａ　１６　ＸＥＲ） 　インジェクター１

　エンジン（Ａ　１６　ＸＥＲ） 　インジェクター２

　エンジン（Ａ　１６　ＸＥＲ） 　インジェクター３

　エンジン（Ａ　１６　ＸＥＲ） 　インジェクター４

　エンジン（Ａ　１６　ＸＥＲ） 　インテークマニホールドバルブ１テスト

　エンジン（Ａ　１６　ＸＥＲ） 　エアコンリレーテスト

　エンジン（Ａ　１６　ＸＥＲ） 　クーリングファンテスト０

　エンジン（Ａ　１６　ＸＥＲ） 　クーリングファンテスト１

　エンジン（Ａ　１６　ＸＥＲ） 　クーリングファンテスト２

　エンジン（Ａ　１６　ＸＥＲ） 　サービスインターバルランプテスト

　エンジン（Ａ　１６　ＸＥＲ） 　電子スロットル制御

　エンジン（Ａ　１６　ＸＥＲ） 　燃料タンクベンチレーションバルブテスト

　エンジン（Ａ　１６　ＸＥＲ） 　燃料ポンプリレーテスト

　エンジン（Ａ　１８　ＸＥＲ） 　ＭＩＬテスト

　エンジン（Ａ　１８　ＸＥＲ） 　イグニッションコイルシリンダー１テスト

　エンジン（Ａ　１８　ＸＥＲ） 　イグニッションコイルシリンダー２テスト

　エンジン（Ａ　１８　ＸＥＲ） 　イグニッションコイルシリンダー３テスト
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　エンジン（Ａ　１８　ＸＥＲ） 　イグニッションコイルシリンダー４テスト

　エンジン（Ａ　１８　ＸＥＲ） 　インテークマニホールドバルブ１テスト

　エンジン（Ａ　１８　ＸＥＲ） 　クーリングファンテスト

　エンジン（Ａ　１８　ＸＥＲ） 　サービスインターバルランプテスト

　エンジン（Ａ　１８　ＸＥＲ） 　燃料タンクベンチレーションバルブテスト

　エンジン（Ｃ　１４　ＮＥ） 　ＭＩＬテスト

　エンジン（Ｃ　１４　ＮＥ） 　Ｏ２ループブロック学習マップリセット

　エンジン（Ｃ　１４　ＮＥ） 　アイドルエアコントロールテスト

　エンジン（Ｃ　１４　ＮＥ） 　アイドルエアコントロールバルブブロック学習マップリセット

　エンジン（Ｃ　１４　ＮＥ） 　イグニッションコイルシリンダー１、４

　エンジン（Ｃ　１４　ＮＥ） 　イグニッションコイルシリンダー１＋４テスト

　エンジン（Ｃ　１４　ＮＥ） 　イグニッションコイルシリンダー２、３

　エンジン（Ｃ　１４　ＮＥ） 　イグニッションコイルシリンダー２＋３テスト

　エンジン（Ｃ　１４　ＮＥ） 　エアコンリレーテスト

　エンジン（Ｃ　１４　ＮＥ） 　クアッドドライバーモジュールＵ８テスト

　エンジン（Ｃ　１４　ＮＥ） 　クアッドドライバーモジュールＵ９テスト

　エンジン（Ｃ　１４　ＮＥ） 　クーリングファンテスト０

　エンジン（Ｃ　１４　ＮＥ） 　クーリングファンテスト１

　エンジン（Ｃ　１４　ＮＥ） 　クーリングファンテスト２

　エンジン（Ｃ　１４　ＮＥ） 　フューエルインジェクター１＋４テスト

　エンジン（Ｃ　１４　ＮＥ） 　フューエルインジェクター２＋３テスト

　エンジン（Ｃ　１４　ＮＥ） 　学習値リセット

　エンジン（Ｃ　１４　ＮＥ） 　高速ファンリレーテスト

　エンジン（Ｃ　１４　ＮＥ） 　低速ファンリレーテスト

　エンジン（Ｃ　１４　ＮＥ） 　燃料タンクベンチレーションバルブテスト

　エンジン（Ｃ　１４　ＮＥ） 　燃料ポンプリレーテスト

　エンジン（Ｃ　１４　ＳＥ） 　ＭＩＬテスト

　エンジン（Ｃ　１４　ＳＥ） 　アイドルエアコントロールテスト

　エンジン（Ｃ　１４　ＳＥ） 　イグニッションコイルシリンダー１／４テスト

　エンジン（Ｃ　１４　ＳＥ） 　イグニッションコイルシリンダー１＋４テスト

　エンジン（Ｃ　１４　ＳＥ） 　イグニッションコイルシリンダー２／３テスト

　エンジン（Ｃ　１４　ＳＥ） 　イグニッションコイルシリンダー２＋３テスト

　エンジン（Ｃ　１４　ＳＥ） 　エアコンリレーテスト

　エンジン（Ｃ　１４　ＳＥ） 　カットオフテスト（インジェクター１）

　エンジン（Ｃ　１４　ＳＥ） 　カットオフテスト（インジェクター２）

　エンジン（Ｃ　１４　ＳＥ） 　カットオフテスト（インジェクター３）

　エンジン（Ｃ　１４　ＳＥ） 　カットオフテスト（インジェクター４）

　エンジン（Ｃ　１４　ＳＥ） 　クアッドドライバーテスト

　エンジン（Ｃ　１４　ＳＥ） 　クーリングファンテスト

　エンジン（Ｃ　１４　ＳＥ） 　回転数コントロールテスト

　エンジン（Ｃ　１４　ＳＥ） 　燃料タンクベンチレーションコントロール

　エンジン（Ｃ　１４　ＳＥ） 　燃料タンクベンチレーションバルブテスト

　エンジン（Ｃ　１４　ＳＥ） 　燃料ポンプリレーテスト

　エンジン（Ｃ　１６　ＮＥ） 　Ｏ２ループブロック学習マップリセット

　エンジン（Ｃ　１６　ＮＥ） 　アイドルエアコントロールテスト

　エンジン（Ｃ　１６　ＮＥ） 　アイドルエアコントロールバルブブロック学習マップリセット

　エンジン（Ｃ　１６　ＮＥ） 　イグニッションコイルシリンダー１＋４テスト

　エンジン（Ｃ　１６　ＮＥ） 　イグニッションコイルシリンダー２＋３テスト

　エンジン（Ｃ　１６　ＮＥ） 　エアコンリレーテスト

　エンジン（Ｃ　１６　ＮＥ） 　クアッドドライバーモジュールＵ８テスト

　エンジン（Ｃ　１６　ＮＥ） 　クアッドドライバーモジュールＵ９テスト

　エンジン（Ｃ　１６　ＮＥ） 　フューエルインジェクター１＋４テスト

　エンジン（Ｃ　１６　ＮＥ） 　フューエルインジェクター２＋３テスト

　エンジン（Ｃ　１６　ＮＥ） 　学習値リセット

　エンジン（Ｃ　１６　ＮＥ） 　高速ファンリレーテスト

　エンジン（Ｃ　１６　ＮＥ） 　低速ファンリレーテスト

　エンジン（Ｃ　１６　ＮＥ） 　燃料タンクベンチレーションバルブテスト

　エンジン（Ｃ　１６　ＮＥ） 　燃料ポンプリレーテスト

　エンジン（Ｃ　１８　ＮＥ） 　ＭＩＬテスト

　エンジン（Ｃ　１８　ＮＥ） 　アイドルエアコントロールテスト

　エンジン（Ｃ　１８　ＮＥ） 　アイドルエア制御

　エンジン（Ｃ　１８　ＮＥ） 　イグニッションコイルシリンダー１、４

　エンジン（Ｃ　１８　ＮＥ） 　イグニッションコイルシリンダー１／４テスト

　エンジン（Ｃ　１８　ＮＥ） 　イグニッションコイルシリンダー２、３

　エンジン（Ｃ　１８　ＮＥ） 　イグニッションコイルシリンダー２／３テスト

　エンジン（Ｃ　１８　ＮＥ） 　エアコンリレーテスト

　エンジン（Ｃ　１８　ＮＥ） 　エンジン回転数コントロール

　エンジン（Ｃ　１８　ＮＥ） 　カットオフテスト（インジェクター１）

　エンジン（Ｃ　１８　ＮＥ） 　カットオフテスト（インジェクター２）

　エンジン（Ｃ　１８　ＮＥ） 　カットオフテスト（インジェクター３）

　エンジン（Ｃ　１８　ＮＥ） 　カットオフテスト（インジェクター４）

　エンジン（Ｃ　１８　ＮＥ） 　クーリングファンテスト０

　エンジン（Ｃ　１８　ＮＥ） 　クーリングファンテスト１

　エンジン（Ｃ　１８　ＮＥ） 　クーリングファンテスト２

　エンジン（Ｃ　１８　ＮＥ） 　クーリングファンテストＨｉｇｈ

　エンジン（Ｃ　１８　ＮＥ） 　クーリングファンテストＬｏｗ

　エンジン（Ｃ　１８　ＮＥ） 　警告灯テスト

　エンジン（Ｃ　１８　ＮＥ） 　燃料タンクベンチレーションバルブテスト

　エンジン（Ｃ　１８　ＮＥ） 　燃料ポンプリレーテスト

　エンジン（Ｃ　１８　ＳＥＬ） 　アイドルエアコントロールテスト

　エンジン（Ｃ　１８　ＳＥＬ） 　イグニッションコイルシリンダー１、４

　エンジン（Ｃ　１８　ＳＥＬ） 　イグニッションコイルシリンダー２、３

　エンジン（Ｃ　１８　ＳＥＬ） 　エアコンリレーテスト

　エンジン（Ｃ　１８　ＳＥＬ） 　警告灯テスト

　エンジン（Ｃ　１８　ＳＥＬ） 　燃料タンクベンチレーションバルブ

　エンジン（Ｃ　１８　ＳＥＬ） 　燃料ポンプリレーテスト

　エンジン（Ｃ　１８　ＹＥ） 　アイドルエアコントロールテスト

　エンジン（Ｃ　１８　ＹＥ） 　アイドルエア制御

　エンジン（Ｃ　１８　ＹＥ） 　イグニッションコイルシリンダー１／４テスト

　エンジン（Ｃ　１８　ＹＥ） 　イグニッションコイルシリンダー２／３テスト

　エンジン（Ｃ　１８　ＹＥ） 　エンジン回転数コントロール

　エンジン（Ｃ　１８　ＹＥ） 　カットオフテスト（インジェクター１）
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　エンジン（Ｃ　１８　ＹＥ） 　カットオフテスト（インジェクター２）

　エンジン（Ｃ　１８　ＹＥ） 　カットオフテスト（インジェクター３）

　エンジン（Ｃ　１８　ＹＥ） 　カットオフテスト（インジェクター４）

　エンジン（Ｃ　１８　ＹＥ） 　クーリングファンテストＨｉｇｈ

　エンジン（Ｃ　１８　ＹＥ） 　クーリングファンテストＬｏｗ

　エンジン（Ｃ　１８　ＹＥ） 　警告灯テスト

　エンジン（Ｃ　１８　ＹＥ） 　燃料ポンプリレーテスト

　エンジン（Ｃ　２０　ＮＥ　Ｃ　２０　ＳＥ（８Ｖ）） 　Ｏ２ループブロック学習マップリセット

　エンジン（Ｃ　２０　ＮＥ　Ｃ　２０　ＳＥ（８Ｖ）） 　アイドルエアコントロールテスト

　エンジン（Ｃ　２０　ＮＥ　Ｃ　２０　ＳＥ（８Ｖ）） 　アイドルエアコントロールバルブブロック学習マップリセット

　エンジン（Ｃ　２０　ＮＥ　Ｃ　２０　ＳＥ（８Ｖ）） 　アイドルエア制御

　エンジン（Ｃ　２０　ＮＥ　Ｃ　２０　ＳＥ（８Ｖ）） 　イグニッションコイルシリンダー１、４

　エンジン（Ｃ　２０　ＮＥ　Ｃ　２０　ＳＥ（８Ｖ）） 　イグニッションコイルシリンダー１／４テスト

　エンジン（Ｃ　２０　ＮＥ　Ｃ　２０　ＳＥ（８Ｖ）） 　イグニッションコイルシリンダー２、３

　エンジン（Ｃ　２０　ＮＥ　Ｃ　２０　ＳＥ（８Ｖ）） 　イグニッションコイルシリンダー２／３テスト

　エンジン（Ｃ　２０　ＮＥ　Ｃ　２０　ＳＥ（８Ｖ）） 　エンジン回転数コントロール

　エンジン（Ｃ　２０　ＮＥ　Ｃ　２０　ＳＥ（８Ｖ）） 　カットオフテスト（インジェクター１）

　エンジン（Ｃ　２０　ＮＥ　Ｃ　２０　ＳＥ（８Ｖ）） 　カットオフテスト（インジェクター２）

　エンジン（Ｃ　２０　ＮＥ　Ｃ　２０　ＳＥ（８Ｖ）） 　カットオフテスト（インジェクター３）

　エンジン（Ｃ　２０　ＮＥ　Ｃ　２０　ＳＥ（８Ｖ）） 　カットオフテスト（インジェクター４）

　エンジン（Ｃ　２０　ＮＥ　Ｃ　２０　ＳＥ（８Ｖ）） 　クーリングファンテストＨｉｇｈ

　エンジン（Ｃ　２０　ＮＥ　Ｃ　２０　ＳＥ（８Ｖ）） 　クーリングファンテストＬｏｗ

　エンジン（Ｃ　２０　ＮＥ　Ｃ　２０　ＳＥ（８Ｖ）） 　クーリングファンハイテスト

　エンジン（Ｃ　２０　ＮＥ　Ｃ　２０　ＳＥ（８Ｖ）） 　クーリングファンローテスト

　エンジン（Ｃ　２０　ＮＥ　Ｃ　２０　ＳＥ（８Ｖ）） 　警告灯テスト

　エンジン（Ｃ　２０　ＮＥ　Ｃ　２０　ＳＥ（８Ｖ）） 　燃料タンクベンチレーションバルブテスト

　エンジン（Ｃ　２０　ＮＥ　Ｃ　２０　ＳＥ（８Ｖ）） 　燃料ポンプリレーテスト

　エンジン（Ｃ　２０　ＳＥ） 　Ｏ２ループブロック学習マップリセット

　エンジン（Ｃ　２０　ＳＥ） 　アイドルエアコントロールテスト

　エンジン（Ｃ　２０　ＳＥ） 　アイドルエアコントロールバルブブロック学習マップリセット

　エンジン（Ｃ　２０　ＳＥ） 　イグニッションコイルシリンダー１、４

　エンジン（Ｃ　２０　ＳＥ） 　イグニッションコイルシリンダー２、３

　エンジン（Ｃ　２０　ＳＥ） 　クーリングファンハイテスト

　エンジン（Ｃ　２０　ＳＥ） 　クーリングファンローテスト

　エンジン（Ｃ　２０　ＳＥ） 　警告灯テスト

　エンジン（Ｃ　２０　ＳＥ） 　燃料タンクベンチレーションバルブテスト

　エンジン（Ｃ　２０　ＳＥ） 　燃料ポンプリレーテスト

　エンジン（Ｃ　２０　ＳＥＬ） 　ＥＧＲパルス比テスト

　エンジン（Ｃ　２０　ＳＥＬ） 　アイドルエアコントロールテスト

　エンジン（Ｃ　２０　ＳＥＬ） 　アイドルエア制御

　エンジン（Ｃ　２０　ＳＥＬ） 　イグニッションコイルシリンダー１、４

　エンジン（Ｃ　２０　ＳＥＬ） 　イグニッションコイルシリンダー１／４テスト

　エンジン（Ｃ　２０　ＳＥＬ） 　イグニッションコイルシリンダー２、３

　エンジン（Ｃ　２０　ＳＥＬ） 　イグニッションコイルシリンダー２／３テスト

　エンジン（Ｃ　２０　ＳＥＬ） 　インテークマニホールドバルブ

　エンジン（Ｃ　２０　ＳＥＬ） 　エアコンリレーテスト

　エンジン（Ｃ　２０　ＳＥＬ） 　エンジン回転数コントロール

　エンジン（Ｃ　２０　ＳＥＬ） 　カットオフテスト（インジェクター１）

　エンジン（Ｃ　２０　ＳＥＬ） 　カットオフテスト（インジェクター２）

　エンジン（Ｃ　２０　ＳＥＬ） 　カットオフテスト（インジェクター３）

　エンジン（Ｃ　２０　ＳＥＬ） 　カットオフテスト（インジェクター４）

　エンジン（Ｃ　２０　ＳＥＬ） 　クーリングファンテストＨｉｇｈ

　エンジン（Ｃ　２０　ＳＥＬ） 　クーリングファンテストＬｏｗ

　エンジン（Ｃ　２０　ＳＥＬ） 　セカンダリーエアポンプリレー

　エンジン（Ｃ　２０　ＳＥＬ） 　警告灯テスト

　エンジン（Ｃ　２０　ＳＥＬ） 　燃料タンクベンチレーションバルブ

　エンジン（Ｃ　２０　ＳＥＬ） 　燃料タンクベンチレーションバルブテスト

　エンジン（Ｃ　２０　ＳＥＬ） 　燃料ポンプリレーテスト

　エンジン（Ｃ　２２　ＳＥＬ） 　アイドルエアコントロールテスト

　エンジン（Ｃ　２２　ＳＥＬ） 　イグニッションコイルシリンダー１、４

　エンジン（Ｃ　２２　ＳＥＬ） 　イグニッションコイルシリンダー２、３

　エンジン（Ｃ　２２　ＳＥＬ） 　エアコンリレーテスト

　エンジン（Ｃ　２２　ＳＥＬ） 　警告灯テスト

　エンジン（Ｃ　２２　ＳＥＬ） 　燃料タンクベンチレーションバルブ

　エンジン（Ｃ　２２　ＳＥＬ） 　燃料ポンプリレーテスト

　エンジン（ＥＣＭ（２．４Ｄ）） 　ＥＧＲバルブ

　エンジン（ＥＣＭ（２．４Ｄ）） 　ＥＳＢＴテスト

　エンジン（ＥＣＭ（２．４Ｄ）） 　ＴＡＣ学習値リセット

　エンジン（ＥＣＭ（２．４Ｄ）） 　アイドル回転数コントロール

　エンジン（ＥＣＭ（２．４Ｄ）） 　イグニッションコイル１、４

　エンジン（ＥＣＭ（２．４Ｄ）） 　イグニッションコイル２、３

　エンジン（ＥＣＭ（２．４Ｄ）） 　エアコンクラッチ

　エンジン（ＥＣＭ（２．４Ｄ）） 　キャニスターパージバルブ

　エンジン（ＥＣＭ（２．４Ｄ）） 　クーリングファンリレー１

　エンジン（ＥＣＭ（２．４Ｄ）） 　クーリングファンリレー２

　エンジン（ＥＣＭ（２．４Ｄ）） 　フューエルポンプリレー

　エンジン（ＥＣＭ（２．４Ｄ）） 　電子スロットル制御

　エンジン（ＥＣＭ（２．４Ｄ）） 　燃料トリム学習値リセット

　エンジン（ＥＣＭ（３．２Ｄ）） 　ＭＩＬテスト

　エンジン（ＥＣＭ（３．２Ｄ）） 　インジェクター１テスト

　エンジン（ＥＣＭ（３．２Ｄ）） 　インジェクター２テスト

　エンジン（ＥＣＭ（３．２Ｄ）） 　インジェクター３テスト

　エンジン（ＥＣＭ（３．２Ｄ）） 　インジェクター４テスト

　エンジン（ＥＣＭ（３．２Ｄ）） 　インジェクター５テスト

　エンジン（ＥＣＭ（３．２Ｄ）） 　インジェクター６テスト

　エンジン（ＥＣＭ（３．２Ｄ）） 　インテークマニホールドランナーコントロールソレノイド

　エンジン（ＥＣＭ（３．２Ｄ）） 　エアコンリレー

　エンジン（ＥＣＭ（３．２Ｄ）） 　エバポレーターパージバルブ

　エンジン（ＥＣＭ（３．２Ｄ）） 　クーリングファンリレー１

　エンジン（ＥＣＭ（３．２Ｄ）） 　クーリングファンリレー２

　エンジン（ＥＣＭ（３．２Ｄ）） 　フューエルポンプリレー

　エンジン（ＥＣＭ（３．２Ｄ）） 　吸気カムシャフトフェーズソレノイド（バンク１）
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　エンジン（ＥＣＭ（３．２Ｄ）） 　吸気カムシャフトフェーズソレノイド（バンク２）

　エンジン（ＥＣＭ（３．２Ｄ）） 　電子スロットルコントロールテスト

　エンジン（ＥＣＭ（３．２Ｄ）） 　排気カムシャフトフェーズソレノイド（バンク１）

　エンジン（ＥＣＭ（３．２Ｄ）） 　排気カムシャフトフェーズソレノイド（バンク２）

　エンジン（ＥＣＭ（ディーゼル）） 　ＤＰＦ圧力センサー／ＤＰＦ／インジェクター交換

　エンジン（ＥＣＭ（ディーゼル）） 　ＥＧＲ作動

　エンジン（ＥＣＭ（ディーゼル）） 　ＭＩＬ

　エンジン（ＥＣＭ（ディーゼル）） 　ＰＴＣヒーターリレー１、２、３

　エンジン（ＥＣＭ（ディーゼル）） 　インジェクター交換

　エンジン（ＥＣＭ（ディーゼル）） 　エアコンリレー

　エンジン（ＥＣＭ（ディーゼル）） 　エンジンコントロールモジュール／コモンレール圧力センサー

　エンジン（ＥＣＭ（ディーゼル）） 　オイルクオリティーリセット

　エンジン（ＥＣＭ（ディーゼル）） 　オイル交換リセット

　エンジン（ＥＣＭ（ディーゼル）） 　オルタネーターＬターミナル

　エンジン（ＥＣＭ（ディーゼル）） 　グロープラグコントロール

　エンジン（ＥＣＭ（ディーゼル）） 　スロットルバルブアクチュエーター

　エンジン（ＥＣＭ（ディーゼル）） 　ファンリレー１（メイン）

　エンジン（ＥＣＭ（ディーゼル）） 　ファンリレー２（両方）

　エンジン（ＥＣＭ（ディーゼル）） 　ブースト圧力アクチュエーター

　エンジン（ＥＣＭ（ディーゼル）） 　フューエルポンプリレー

　エンジン（ＥＣＭ（ディーゼル）） 　燃料フィルターヒーターＯＮ

　エンジン（Ｖ８　ＧＥＮ　ＩＩＩ） 　エアコンクラッチ

　エンジン（Ｖ８　ＧＥＮ　ＩＩＩ） 　キャニスターパージ

　エンジン（Ｖ８　ＧＥＮ　ＩＩＩ） 　セルリセット

　エンジン（Ｖ８　ＧＥＮ　ＩＩＩ） 　パワーバランステスト（シリンダー１）

　エンジン（Ｖ８　ＧＥＮ　ＩＩＩ） 　パワーバランステスト（シリンダー２）

　エンジン（Ｖ８　ＧＥＮ　ＩＩＩ） 　パワーバランステスト（シリンダー３）

　エンジン（Ｖ８　ＧＥＮ　ＩＩＩ） 　パワーバランステスト（シリンダー４）

　エンジン（Ｖ８　ＧＥＮ　ＩＩＩ） 　パワーバランステスト（シリンダー５）

　エンジン（Ｖ８　ＧＥＮ　ＩＩＩ） 　パワーバランステスト（シリンダー６）

　エンジン（Ｖ８　ＧＥＮ　ＩＩＩ） 　パワーバランステスト（シリンダー７）

　エンジン（Ｖ８　ＧＥＮ　ＩＩＩ） 　パワーバランステスト（シリンダー８）

　エンジン（Ｖ８　ＧＥＮ　ＩＩＩ） 　フューエルポンプ

　エンジン（Ｖ８　ＧＥＮ　ＩＩＩ） 　高速ファン

　エンジン（Ｖ８　ＧＥＮ　ＩＶ） 　ＭＩ

　エンジン（Ｖ８　ＧＥＮ　ＩＶ） 　ＭＩＬ

　エンジン（Ｖ８　ＧＥＮ　ＩＶ） 　インジェクター１カットオフ

　エンジン（Ｖ８　ＧＥＮ　ＩＶ） 　インジェクター２カットオフ

　エンジン（Ｖ８　ＧＥＮ　ＩＶ） 　インジェクター３カットオフ

　エンジン（Ｖ８　ＧＥＮ　ＩＶ） 　インジェクター４カットオフ

　エンジン（Ｖ８　ＧＥＮ　ＩＶ） 　インジェクター５カットオフ

　エンジン（Ｖ８　ＧＥＮ　ＩＶ） 　インジェクター６カットオフ

　エンジン（Ｖ８　ＧＥＮ　ＩＶ） 　インジェクター７カットオフ

　エンジン（Ｖ８　ＧＥＮ　ＩＶ） 　インジェクター８カットオフ

　エンジン（Ｖ８　ＧＥＮ　ＩＶ） 　インジェクターカットオフ（シリンダー１）

　エンジン（Ｖ８　ＧＥＮ　ＩＶ） 　インジェクターカットオフ（シリンダー２）

　エンジン（Ｖ８　ＧＥＮ　ＩＶ） 　インジェクターカットオフ（シリンダー３）

　エンジン（Ｖ８　ＧＥＮ　ＩＶ） 　インジェクターカットオフ（シリンダー４）

　エンジン（Ｖ８　ＧＥＮ　ＩＶ） 　インジェクターカットオフ（シリンダー５）

　エンジン（Ｖ８　ＧＥＮ　ＩＶ） 　インジェクターカットオフ（シリンダー６）

　エンジン（Ｖ８　ＧＥＮ　ＩＶ） 　インジェクターカットオフ（シリンダー７）

　エンジン（Ｖ８　ＧＥＮ　ＩＶ） 　インジェクターカットオフ（シリンダー８）

　エンジン（Ｖ８　ＧＥＮ　ＩＶ） 　インテークマニホールドランナーコントロールソレノイド

　エンジン（Ｖ８　ＧＥＮ　ＩＶ） 　エアコンリレーテスト

　エンジン（Ｖ８　ＧＥＮ　ＩＶ） 　エバポレーターパージソレノイド

　エンジン（Ｖ８　ＧＥＮ　ＩＶ） 　エンジン回転数コントロール

　エンジン（Ｖ８　ＧＥＮ　ＩＶ） 　オルタネーターＬターミナル

　エンジン（Ｖ８　ＧＥＮ　ＩＶ） 　カムシャフトポジションアクチュエーターシステム（バンク１）

　エンジン（Ｖ８　ＧＥＮ　ＩＶ） 　カムシャフトポジションアクチュエーターシステム（バンク２）

　エンジン（Ｖ８　ＧＥＮ　ＩＶ） 　スターターリレーテスト

　エンジン（Ｖ８　ＧＥＮ　ＩＶ） 　ファンリレー１

　エンジン（Ｖ８　ＧＥＮ　ＩＶ） 　ファンリレー１、２、３

　エンジン（Ｖ８　ＧＥＮ　ＩＶ） 　ファンリレー２、３

　エンジン（Ｖ８　ＧＥＮ　ＩＶ） 　フューエルポンプリレー

　エンジン（Ｖ８　ＧＥＮ　ＩＶ） 　ループステータス

　エンジン（Ｖ８　ＧＥＮ　ＩＶ） 　電子スロットル制御

　エンジン（Ｖ８　ＧＥＮ　ＩＶ） 　燃料ポンプリレーテスト

　エンジン（Ｘ　１０　ＸＥ） 　ＥＧＲパルス比テスト

　エンジン（Ｘ　１０　ＸＥ） 　Ｆｕｅｌ　Ｐｅｍｐ　Ｒｅｌａｙ　Ｔｅｓｔ

　エンジン（Ｘ　１０　ＸＥ） 　アイドルエアコントロールテスト

　エンジン（Ｘ　１０　ＸＥ） 　イグニッションコイルシリンダー１テスト

　エンジン（Ｘ　１０　ＸＥ） 　イグニッションコイルシリンダー２テスト

　エンジン（Ｘ　１０　ＸＥ） 　イグニッションコイルシリンダー３テスト

　エンジン（Ｘ　１０　ＸＥ） 　エアコンリレーテスト

　エンジン（Ｘ　１０　ＸＥ） 　警告灯テスト

　エンジン（Ｘ　１０　ＸＥ） 　燃料タンクベンチレーションバルブテスト

　エンジン（Ｘ　１２　ＸＥ） 　ＥＧＲパルス比テスト

　エンジン（Ｘ　１２　ＸＥ） 　Ｆｕｅｌ　Ｐｅｍｐ　Ｒｅｌａｙ　Ｔｅｓｔ

　エンジン（Ｘ　１２　ＸＥ） 　アイドルエアコントロールテスト

　エンジン（Ｘ　１２　ＸＥ） 　イグニッションコイルシリンダー１テスト

　エンジン（Ｘ　１２　ＸＥ） 　イグニッションコイルシリンダー２テスト

　エンジン（Ｘ　１２　ＸＥ） 　イグニッションコイルシリンダー３テスト

　エンジン（Ｘ　１２　ＸＥ） 　イグニッションコイルシリンダー４テスト

　エンジン（Ｘ　１２　ＸＥ） 　エアコンリレーテスト

　エンジン（Ｘ　１２　ＸＥ） 　警告灯テスト

　エンジン（Ｘ　１２　ＸＥ） 　燃料タンクベンチレーションバルブテスト

　エンジン（Ｘ　１４　ＸＥ） 　ＥＧＲパルス比テスト

　エンジン（Ｘ　１４　ＸＥ） 　アイドルエアコントロールテスト

　エンジン（Ｘ　１４　ＸＥ） 　アイドルエア制御

　エンジン（Ｘ　１４　ＸＥ） 　イグニッションコイルシリンダー１テスト

　エンジン（Ｘ　１４　ＸＥ） 　イグニッションコイルシリンダー２テスト

　エンジン（Ｘ　１４　ＸＥ） 　イグニッションコイルシリンダー３テスト
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　エンジン（Ｘ　１４　ＸＥ） 　イグニッションコイルシリンダー４テスト

　エンジン（Ｘ　１４　ＸＥ） 　インジェクター系統テスト

　エンジン（Ｘ　１４　ＸＥ） 　エアコントロールソレノイドテスト

　エンジン（Ｘ　１４　ＸＥ） 　エアコンリレーテスト

　エンジン（Ｘ　１４　ＸＥ） 　エンジン回転数コントロール

　エンジン（Ｘ　１４　ＸＥ） 　警告灯テスト

　エンジン（Ｘ　１４　ＸＥ） 　燃料タンクベンチレーションバルブテスト

　エンジン（Ｘ　１４　ＸＥ） 　燃料ポンプリレーテスト

　エンジン（Ｘ　１６　ＳＺＲ） 　ＥＧＲコントロール

　エンジン（Ｘ　１６　ＳＺＲ） 　ＥＧＲパルス比テスト

　エンジン（Ｘ　１６　ＳＺＲ） 　アイドルエアコントロールテスト

　エンジン（Ｘ　１６　ＳＺＲ） 　アイドルエア制御

　エンジン（Ｘ　１６　ＳＺＲ） 　イグニッションコイルシリンダー１＋４テスト

　エンジン（Ｘ　１６　ＳＺＲ） 　イグニッションコイルシリンダー２＋３テスト

　エンジン（Ｘ　１６　ＳＺＲ） 　インジェクター系統テスト

　エンジン（Ｘ　１６　ＳＺＲ） 　エアコンリレーテスト

　エンジン（Ｘ　１６　ＳＺＲ） 　エンジン回転数コントロール

　エンジン（Ｘ　１６　ＳＺＲ） 　クアッドドライバーモジュールテスト

　エンジン（Ｘ　１６　ＳＺＲ） 　クーリングファンリレーテスト

　エンジン（Ｘ　１６　ＳＺＲ） 　警告灯テスト

　エンジン（Ｘ　１６　ＳＺＲ） 　燃料タンクベンチレーションバルブテスト

　エンジン（Ｘ　１６　ＳＺＲ） 　燃料ポンプリレーテスト

　エンジン（Ｘ　１６　ＸＥＬ） 　ＥＧＲパルス比テスト

　エンジン（Ｘ　１６　ＸＥＬ） 　アイドルエアコントロールテスト

　エンジン（Ｘ　１６　ＸＥＬ） 　アイドルエア制御

　エンジン（Ｘ　１６　ＸＥＬ） 　イグニッションコイルシリンダー１＋４テスト

　エンジン（Ｘ　１６　ＸＥＬ） 　イグニッションコイルシリンダー１テスト

　エンジン（Ｘ　１６　ＸＥＬ） 　イグニッションコイルシリンダー２＋３テスト

　エンジン（Ｘ　１６　ＸＥＬ） 　イグニッションコイルシリンダー２テスト

　エンジン（Ｘ　１６　ＸＥＬ） 　イグニッションコイルシリンダー３テスト

　エンジン（Ｘ　１６　ＸＥＬ） 　イグニッションコイルシリンダー４テスト

　エンジン（Ｘ　１６　ＸＥＬ） 　インジェクター系統テスト

　エンジン（Ｘ　１６　ＸＥＬ） 　エアコントロールソレノイドテスト

　エンジン（Ｘ　１６　ＸＥＬ） 　エアコンリレーテスト

　エンジン（Ｘ　１６　ＸＥＬ） 　エンジン回転数コントロール

　エンジン（Ｘ　１６　ＸＥＬ） 　クアッドドライバーモジュールテスト

　エンジン（Ｘ　１６　ＸＥＬ） 　クーリングファンリレーテスト

　エンジン（Ｘ　１６　ＸＥＬ） 　警告灯テスト

　エンジン（Ｘ　１６　ＸＥＬ） 　燃料タンクベンチレーションバルブテスト

　エンジン（Ｘ　１６　ＸＥＬ） 　燃料ポンプリレーテスト

　エンジン（Ｘ　１７　ＤＴＬ） 　ＥＧＲソレノイドテスト

　エンジン（Ｘ　１７　ＤＴＬ） 　エアコンリレーテスト

　エンジン（Ｘ　１７　ＤＴＬ） 　エンジン回転数コントロール

　エンジン（Ｘ　１７　ＤＴＬ） 　エンジン警告灯テスト

　エンジン（Ｘ　１７　ＤＴＬ） 　グロータイムランプテスト

　エンジン（Ｘ　１７　ＤＴＬ） 　グロータイムリレーテスト

　エンジン（Ｘ　１７　ＤＴＬ） 　フューエルカットオフソレノイドテスト

　エンジン（Ｘ　１８　ＸＥ） 　ＥＧＲコントロール

　エンジン（Ｘ　１８　ＸＥ） 　ＩＡＣ制御

　エンジン（Ｘ　１８　ＸＥ） 　アイドルエアコントロールテスト

　エンジン（Ｘ　１８　ＸＥ） 　インジェクタ切断

　エンジン（Ｘ　１８　ＸＥ） 　インテークマニホールドバルブ

　エンジン（Ｘ　１８　ＸＥ） 　エアコンリレーテスト

　エンジン（Ｘ　１８　ＸＥ） 　セカンダリーエアポンプリレーテスト

　エンジン（Ｘ　１８　ＸＥ） 　警告灯テスト

　エンジン（Ｘ　１８　ＸＥ） 　燃料タンクベンチレーションバルブテスト

　エンジン（Ｘ　１８　ＸＥ） 　燃料ポンプリレーテスト

　エンジン（Ｘ　１８　ＸＥ１） 　ＥＧＲコントロール

　エンジン（Ｘ　１８　ＸＥ１） 　ＥＧＲパルス比テスト

　エンジン（Ｘ　１８　ＸＥ１） 　ＥＧＲポンプリレーテスト

　エンジン（Ｘ　１８　ＸＥ１） 　ＥＧＲ制御

　エンジン（Ｘ　１８　ＸＥ１） 　アイドルエアコントロールテスト

　エンジン（Ｘ　１８　ＸＥ１） 　イグニッションコイルシリンダー１テスト

　エンジン（Ｘ　１８　ＸＥ１） 　イグニッションコイルシリンダー２テスト

　エンジン（Ｘ　１８　ＸＥ１） 　イグニッションコイルシリンダー３テスト

　エンジン（Ｘ　１８　ＸＥ１） 　イグニッションコイルシリンダー４テスト

　エンジン（Ｘ　１８　ＸＥ１） 　インジェクター１

　エンジン（Ｘ　１８　ＸＥ１） 　インジェクター２

　エンジン（Ｘ　１８　ＸＥ１） 　インジェクター３

　エンジン（Ｘ　１８　ＸＥ１） 　インジェクター４

　エンジン（Ｘ　１８　ＸＥ１） 　インテークマニホールドバルブ

　エンジン（Ｘ　１８　ＸＥ１） 　エアコンリレーテスト

　エンジン（Ｘ　１８　ＸＥ１） 　カットオフテスト（インジェクター１）

　エンジン（Ｘ　１８　ＸＥ１） 　カットオフテスト（インジェクター２）

　エンジン（Ｘ　１８　ＸＥ１） 　カットオフテスト（インジェクター３）

　エンジン（Ｘ　１８　ＸＥ１） 　カットオフテスト（インジェクター４）

　エンジン（Ｘ　１８　ＸＥ１） 　クーリングファンリレーテスト

　エンジン（Ｘ　１８　ＸＥ１） 　回転数制御

　エンジン（Ｘ　１８　ＸＥ１） 　警告灯テスト

　エンジン（Ｘ　１８　ＸＥ１） 　燃料タンクベンチレーションバルブテスト

　エンジン（Ｘ　１８　ＸＥ１） 　燃料ポンプリレーテスト

　エンジン（Ｘ　２０　ＤＴＨ） 　ＥＧＲソレノイドテスト

　エンジン（Ｘ　２０　ＤＴＨ） 　エアコンリレーテスト

　エンジン（Ｘ　２０　ＤＴＨ） 　エンジン回転数コントロール

　エンジン（Ｘ　２０　ＤＴＨ） 　エンジン警告灯テスト

　エンジン（Ｘ　２０　ＤＴＨ） 　グロータイムランプテスト

　エンジン（Ｘ　２０　ＤＴＨ） 　グロータイムリレーテスト

　エンジン（Ｘ　２０　ＤＴＨ） 　スワールレベルコントロールソレノイドテスト

　エンジン（Ｘ　２０　ＤＴＨ） 　ブースト圧力コントロールソレノイドテスト

　エンジン（Ｘ　２０　ＤＴＨ） 　フューエルカットオフソレノイドテスト

　エンジン（Ｘ　２０　ＤＴＬ） 　ＥＧＲソレノイドテスト

　エンジン（Ｘ　２０　ＤＴＬ） 　ＥＧＲポジションフィードバック



●オペル　アクティブテスト(Ver 2022.10)
システム名 項目名

　エンジン（Ｘ　２０　ＤＴＬ） 　インジェクター１

　エンジン（Ｘ　２０　ＤＴＬ） 　インジェクター２

　エンジン（Ｘ　２０　ＤＴＬ） 　インジェクター３

　エンジン（Ｘ　２０　ＤＴＬ） 　インジェクター４

　エンジン（Ｘ　２０　ＤＴＬ） 　エアコンリレーテスト

　エンジン（Ｘ　２０　ＤＴＬ） 　エンジン回転数コントロール

　エンジン（Ｘ　２０　ＤＴＬ） 　エンジン警告灯テスト

　エンジン（Ｘ　２０　ＤＴＬ） 　グロータイムランプテスト

　エンジン（Ｘ　２０　ＤＴＬ） 　グロータイムリレーテスト

　エンジン（Ｘ　２０　ＤＴＬ） 　スワールレベルコントロールソレノイドテスト

　エンジン（Ｘ　２０　ＤＴＬ） 　ブースト圧力コントロールソレノイドテスト

　エンジン（Ｘ　２０　ＤＴＬ） 　フューエルカットオフソレノイドテスト

　エンジン（Ｘ　２０　ＤＴＬ） 　冷却水温コントロール

　エンジン（Ｘ　２０　ＸＥＶ） 　ＥＧＲコントロール

　エンジン（Ｘ　２０　ＸＥＶ） 　ＥＧＲパルス比テスト

　エンジン（Ｘ　２０　ＸＥＶ） 　ＥＧＲポンプリレーテスト

　エンジン（Ｘ　２０　ＸＥＶ） 　ＩＡＣ制御

　エンジン（Ｘ　２０　ＸＥＶ） 　アイドルエアコントロールテスト

　エンジン（Ｘ　２０　ＸＥＶ） 　イグニッションコイルシリンダー１＋４テスト

　エンジン（Ｘ　２０　ＸＥＶ） 　イグニッションコイルシリンダー２＋３テスト

　エンジン（Ｘ　２０　ＸＥＶ） 　インジェクタ切断

　エンジン（Ｘ　２０　ＸＥＶ） 　インテークマニホールドバルブ

　エンジン（Ｘ　２０　ＸＥＶ） 　エアコンリレーテスト

　エンジン（Ｘ　２０　ＸＥＶ） 　セカンダリーエアポンプリレーテスト

　エンジン（Ｘ　２０　ＸＥＶ） 　警告灯テスト

　エンジン（Ｘ　２０　ＸＥＶ） 　燃料タンクベンチレーションバルブテスト

　エンジン（Ｘ　２０　ＸＥＶ） 　燃料ポンプリレーテスト

　エンジン（Ｘ　２４　ＳＥ） 　イグニッションコイルテスト１、４

　エンジン（Ｘ　２４　ＳＥ） 　イグニッションコイルテスト２、３

　エンジン（Ｘ　２４　ＳＥ） 　電子スロットルコントロールテスト

　エンジン（Ｘ　２４　ＳＥ） 　燃料タンクベンチレーションバルブテスト

　エンジン（Ｘ　２４　ＳＥ） 　燃料ポンプリレーテスト

　エンジン（Ｘ　２５　ＸＥ） 　ＥＧＲコントロールテスト

　エンジン（Ｘ　２５　ＸＥ） 　ＥＧＲパルス比テスト

　エンジン（Ｘ　２５　ＸＥ） 　アイドルエアコントロールテスト（エンジン停止）

　エンジン（Ｘ　２５　ＸＥ） 　イグニッションコイルシリンダー１＋４テスト

　エンジン（Ｘ　２５　ＸＥ） 　イグニッションコイルシリンダー２＋５テスト

　エンジン（Ｘ　２５　ＸＥ） 　イグニッションコイルシリンダー３＋６テスト

　エンジン（Ｘ　２５　ＸＥ） 　インテークマニホールドバルブ１テスト

　エンジン（Ｘ　２５　ＸＥ） 　インテークマニホールドバルブ２テスト

　エンジン（Ｘ　２５　ＸＥ） 　エンジン回転数コントロールテスト

　エンジン（Ｘ　２５　ＸＥ） 　セカンダリーエアポンプリレーテスト

　エンジン（Ｘ　２５　ＸＥ） 　警告灯テスト

　エンジン（Ｘ　２５　ＸＥ） 　燃料タンクベンチレーションバルブテスト

　エンジン（Ｘ　２５　ＸＥ） 　燃料ポンプリレーテスト

　エンジン（Ｙ　１３　ＤＴ） 　ＥＧＲパルス比テスト

　エンジン（Ｙ　１３　ＤＴ） 　アイドルエア制御

　エンジン（Ｙ　１３　ＤＴ） 　イグニッションコイルシリンダー１テスト

　エンジン（Ｙ　１３　ＤＴ） 　イグニッションコイルシリンダー２テスト

　エンジン（Ｙ　１３　ＤＴ） 　イグニッションコイルシリンダー３テスト

　エンジン（Ｙ　１３　ＤＴ） 　イグニッションコイルシリンダー４テスト

　エンジン（Ｙ　１３　ＤＴ） 　エンジン回転数コントロール

　エンジン（Ｙ　１３　ＤＴ） 　クーリングファンリレーテスト

　エンジン（Ｙ　１３　ＤＴ） 　警告灯テスト

　エンジン（Ｙ　１３　ＤＴ） 　燃料タンクベンチレーションバルブテスト

　エンジン（Ｙ　１３　ＤＴ） 　燃料ポンプリレーテスト

　エンジン（Ｙ　１７　ＤＴ） 　ＥＧＲパルス比テスト

　エンジン（Ｙ　１７　ＤＴ） 　ＥＧＲポジションフィードバック

　エンジン（Ｙ　１７　ＤＴ） 　アイドルエア制御

　エンジン（Ｙ　１７　ＤＴ） 　イグニッションコイルシリンダー１テスト

　エンジン（Ｙ　１７　ＤＴ） 　イグニッションコイルシリンダー２テスト

　エンジン（Ｙ　１７　ＤＴ） 　イグニッションコイルシリンダー３テスト

　エンジン（Ｙ　１７　ＤＴ） 　イグニッションコイルシリンダー４テスト

　エンジン（Ｙ　１７　ＤＴ） 　インジェクター１

　エンジン（Ｙ　１７　ＤＴ） 　インジェクター２

　エンジン（Ｙ　１７　ＤＴ） 　インジェクター３

　エンジン（Ｙ　１７　ＤＴ） 　インジェクター４

　エンジン（Ｙ　１７　ＤＴ） 　エアコンリレーテスト

　エンジン（Ｙ　１７　ＤＴ） 　エンジン回転数コントロール

　エンジン（Ｙ　１７　ＤＴ） 　クーリングファンリレーテスト

　エンジン（Ｙ　１７　ＤＴ） 　クーリングファンリレーテスト０

　エンジン（Ｙ　１７　ＤＴ） 　クーリングファンリレーテスト１

　エンジン（Ｙ　１７　ＤＴ） 　クーリングファンリレーテスト２

　エンジン（Ｙ　１７　ＤＴ） 　クーリングファンリレーテスト３

　エンジン（Ｙ　１７　ＤＴ） 　グロータイムランプテスト

　エンジン（Ｙ　１７　ＤＴ） 　グロータイムリレーテスト

　エンジン（Ｙ　１７　ＤＴ） 　スピルバルブリレーテスト

　エンジン（Ｙ　１７　ＤＴ） 　ブースト圧力コントロールソレノイドテスト

　エンジン（Ｙ　１７　ＤＴ） 　メインリレーテスト

　エンジン（Ｙ　１７　ＤＴ） 　警告灯テスト

　エンジン（Ｙ　１７　ＤＴ） 　算出スロットルポジション

　エンジン（Ｙ　１７　ＤＴ） 　燃料タンクベンチレーションバルブ

　エンジン（Ｙ　１７　ＤＴ） 　燃料タンクベンチレーションバルブテスト

　エンジン（Ｙ　１７　ＤＴ） 　燃料ポンプリレーテスト

　エンジン（Ｙ　１７　ＤＴＬ） 　ＥＧＲパルス比テスト

　エンジン（Ｙ　１７　ＤＴＬ） 　ＥＧＲポジションフィードバック

　エンジン（Ｙ　１７　ＤＴＬ） 　インジェクター１

　エンジン（Ｙ　１７　ＤＴＬ） 　インジェクター２

　エンジン（Ｙ　１７　ＤＴＬ） 　インジェクター３

　エンジン（Ｙ　１７　ＤＴＬ） 　インジェクター４

　エンジン（Ｙ　１７　ＤＴＬ） 　エアコンリレーテスト

　エンジン（Ｙ　１７　ＤＴＬ） 　クーリングファンリレーテスト０



●オペル　アクティブテスト(Ver 2022.10)
システム名 項目名

　エンジン（Ｙ　１７　ＤＴＬ） 　クーリングファンリレーテスト１

　エンジン（Ｙ　１７　ＤＴＬ） 　クーリングファンリレーテスト２

　エンジン（Ｙ　１７　ＤＴＬ） 　クーリングファンリレーテスト３

　エンジン（Ｙ　１７　ＤＴＬ） 　グロータイムランプテスト

　エンジン（Ｙ　１７　ＤＴＬ） 　グロータイムリレーテスト

　エンジン（Ｙ　１７　ＤＴＬ） 　スピルバルブリレーテスト

　エンジン（Ｙ　１７　ＤＴＬ） 　ブースト圧力コントロールソレノイドテスト

　エンジン（Ｙ　１７　ＤＴＬ） 　メインリレーテスト

　エンジン（Ｙ　１７　ＤＴＬ） 　警告灯テスト

　エンジン（Ｙ　１７　ＤＴＬ） 　算出スロットルポジション

　エンジン（Ｙ　１７　ＤＴＬ） 　燃料タンクベンチレーションバルブ

　エンジン（Ｙ　２０　ＤＴＨ） 　ＥＧＲソレノイドテスト

　エンジン（Ｙ　２０　ＤＴＨ） 　ＥＧＲ調整

　エンジン（Ｙ　２０　ＤＴＨ） 　ＭＩＬテスト

　エンジン（Ｙ　２０　ＤＴＨ） 　アイドル回転数調整

　エンジン（Ｙ　２０　ＤＴＨ） 　エアコンリレーテスト

　エンジン（Ｙ　２０　ＤＴＨ） 　エアコン要求テスト

　エンジン（Ｙ　２０　ＤＴＨ） 　エンジン回転数コントロール

　エンジン（Ｙ　２０　ＤＴＨ） 　エンジン警告灯テスト

　エンジン（Ｙ　２０　ＤＴＨ） 　グロータイムランプテスト

　エンジン（Ｙ　２０　ＤＴＨ） 　グロータイムリレーテスト

　エンジン（Ｙ　２０　ＤＴＨ） 　サービスインターバルテスト

　エンジン（Ｙ　２０　ＤＴＨ） 　スワールレベルコントロールソレノイドテスト

　エンジン（Ｙ　２０　ＤＴＨ） 　ブースト圧力コントロールソレノイドテスト

　エンジン（Ｙ　２０　ＤＴＨ） 　ブースト圧力バルブテスト

　エンジン（Ｙ　２０　ＤＴＨ） 　フューエルカットオフソレノイドテスト

　エンジン（Ｙ　２０　ＤＴＨ） 　最大燃料油量オフセット

　エンジン（Ｙ　２０　ＤＴＨ） 　始動燃料油量オフセット

　エンジン（Ｙ　２０　ＤＴＨ） 　冷却水温コントロール

　エンジン（Ｙ　２２　ＤＴＲ） 　ＥＧＲソレノイドテスト

　エンジン（Ｙ　２２　ＤＴＲ） 　ＭＩＬテスト

　エンジン（Ｙ　２２　ＤＴＲ） 　エアコン要求テスト

　エンジン（Ｙ　２２　ＤＴＲ） 　グロータイムランプテスト

　エンジン（Ｙ　２２　ＤＴＲ） 　グロータイムリレーテスト

　エンジン（Ｙ　２２　ＤＴＲ） 　サービスインターバルランプテスト

　エンジン（Ｙ　２２　ＤＴＲ） 　スロットルソレノイドバルブテスト

　エンジン（Ｙ　２２　ＤＴＲ） 　スワールレベルコントロールソレノイドテスト

　エンジン（Ｙ　２２　ＤＴＲ） 　ブースト圧力バルブテスト

　エンジン（Ｙ　２６　ＳＥ） 　ＭＩＬテスト

　エンジン（Ｙ　２６　ＳＥ） 　インテークマニホールドバルブ１テスト

　エンジン（Ｙ　２６　ＳＥ） 　インテークマニホールドバルブ２テスト

　エンジン（Ｙ　２６　ＳＥ） 　エアコンリレーテスト

　エンジン（Ｙ　２６　ＳＥ） 　サービスインターバルテスト

　エンジン（Ｙ　２６　ＳＥ） 　電子スロットルコントロールテスト

　エンジン（Ｙ　２６　ＳＥ） 　電子スロットル制御

　エンジン（Ｙ　２６　ＳＥ） 　燃料タンクベンチレーションコントロール

　エンジン（Ｙ　２６　ＳＥ） 　燃料タンクベンチレーションバルブテスト

　エンジン（Ｙ　２６　ＳＥ） 　燃料ポンプリレーテスト

　エンジン（Ｚ　１０　ＸＥＰ） 　ＥＧＲポンプリレーテスト

　エンジン（Ｚ　１０　ＸＥＰ） 　ＭＩＬテスト

　エンジン（Ｚ　１０　ＸＥＰ） 　イグニッションコイルシリンダー１テスト

　エンジン（Ｚ　１０　ＸＥＰ） 　イグニッションコイルシリンダー２テスト

　エンジン（Ｚ　１０　ＸＥＰ） 　イグニッションコイルシリンダー３テスト

　エンジン（Ｚ　１０　ＸＥＰ） 　イグニッションコイルシリンダー４テスト

　エンジン（Ｚ　１０　ＸＥＰ） 　エアコンリレーテスト

　エンジン（Ｚ　１０　ＸＥＰ） 　クーリングファン１テスト

　エンジン（Ｚ　１０　ＸＥＰ） 　クーリングファン２テスト

　エンジン（Ｚ　１０　ＸＥＰ） 　クーリングファン３テスト

　エンジン（Ｚ　１０　ＸＥＰ） 　ポートディアクティベーションテスト

　エンジン（Ｚ　１０　ＸＥＰ） 　電子スロットルコントロールテスト

　エンジン（Ｚ　１０　ＸＥＰ） 　燃料タンクベンチレーションバルブテスト

　エンジン（Ｚ　１０　ＸＥＰ） 　燃料ポンプリレーテスト

　エンジン（Ｚ　１２　ＸＥ） 　ＥＧＲソレノイドテスト

　エンジン（Ｚ　１２　ＸＥ） 　ＥＧＲポジションフィードバック

　エンジン（Ｚ　１２　ＸＥ） 　ＭＩＬテスト

　エンジン（Ｚ　１２　ＸＥ） 　イグニッションコイルシリンダー１＋４テスト

　エンジン（Ｚ　１２　ＸＥ） 　イグニッションコイルシリンダー１テスト

　エンジン（Ｚ　１２　ＸＥ） 　イグニッションコイルシリンダー２＋３テスト

　エンジン（Ｚ　１２　ＸＥ） 　イグニッションコイルシリンダー２テスト

　エンジン（Ｚ　１２　ＸＥ） 　イグニッションコイルシリンダー３テスト

　エンジン（Ｚ　１２　ＸＥ） 　イグニッションコイルシリンダー４テスト

　エンジン（Ｚ　１２　ＸＥ） 　インジェクター１

　エンジン（Ｚ　１２　ＸＥ） 　インジェクター２

　エンジン（Ｚ　１２　ＸＥ） 　インジェクター３

　エンジン（Ｚ　１２　ＸＥ） 　インジェクター４

　エンジン（Ｚ　１２　ＸＥ） 　エアコンリレーテスト

　エンジン（Ｚ　１２　ＸＥ） 　クーリングファンリレーテスト０

　エンジン（Ｚ　１２　ＸＥ） 　クーリングファンリレーテスト１

　エンジン（Ｚ　１２　ＸＥ） 　サービスインターバルテスト

　エンジン（Ｚ　１２　ＸＥ） 　サービスインターバルランプテスト

　エンジン（Ｚ　１２　ＸＥ） 　ファンリレー１テスト

　エンジン（Ｚ　１２　ＸＥ） 　ファンリレー２テスト

　エンジン（Ｚ　１２　ＸＥ） 　メインリレーテスト

　エンジン（Ｚ　１２　ＸＥ） 　算出スロットルポジション

　エンジン（Ｚ　１２　ＸＥ） 　電子スロットルコントロール

　エンジン（Ｚ　１２　ＸＥ） 　電子スロットルコントロールテスト

　エンジン（Ｚ　１２　ＸＥ） 　電子スロットル制御

　エンジン（Ｚ　１２　ＸＥ） 　燃料タンクベンチレーションコントロール

　エンジン（Ｚ　１２　ＸＥ） 　燃料タンクベンチレーションバルブ

　エンジン（Ｚ　１２　ＸＥ） 　燃料タンクベンチレーションバルブテスト

　エンジン（Ｚ　１２　ＸＥ） 　燃料ポンプリレーテスト

　エンジン（Ｚ　１２　ＸＥＰ） 　ＥＧＲソレノイドテスト



●オペル　アクティブテスト(Ver 2022.10)
システム名 項目名

　エンジン（Ｚ　１２　ＸＥＰ） 　ＭＩＬテスト

　エンジン（Ｚ　１２　ＸＥＰ） 　イグニッションコイルシリンダー１テスト

　エンジン（Ｚ　１２　ＸＥＰ） 　イグニッションコイルシリンダー２テスト

　エンジン（Ｚ　１２　ＸＥＰ） 　イグニッションコイルシリンダー３テスト

　エンジン（Ｚ　１２　ＸＥＰ） 　イグニッションコイルシリンダー４テスト

　エンジン（Ｚ　１２　ＸＥＰ） 　エアコンリレーテスト

　エンジン（Ｚ　１２　ＸＥＰ） 　クーリングファン１テスト

　エンジン（Ｚ　１２　ＸＥＰ） 　クーリングファン２テスト

　エンジン（Ｚ　１２　ＸＥＰ） 　クーリングファン３テスト

　エンジン（Ｚ　１２　ＸＥＰ） 　クーリングファンテスト１

　エンジン（Ｚ　１２　ＸＥＰ） 　クーリングファンテスト２

　エンジン（Ｚ　１２　ＸＥＰ） 　ポートディアクティベーションテスト

　エンジン（Ｚ　１２　ＸＥＰ） 　電子スロットルコントロールテスト

　エンジン（Ｚ　１２　ＸＥＰ） 　電子スロットル制御

　エンジン（Ｚ　１２　ＸＥＰ） 　燃料タンクベンチレーションバルブテスト

　エンジン（Ｚ　１２　ＸＥＰ） 　燃料ポンプリレーテスト

　エンジン（Ｚ　１３　ＤＴ） 　ＥＧＲソレノイドテスト

　エンジン（Ｚ　１３　ＤＴ） 　ＭＩＬテスト

　エンジン（Ｚ　１３　ＤＴ） 　エアコンリレーテスト

　エンジン（Ｚ　１３　ＤＴ） 　クーリングファンテスト１

　エンジン（Ｚ　１３　ＤＴ） 　クーリングファンテスト２

　エンジン（Ｚ　１３　ＤＴ） 　グロータイムランプテスト

　エンジン（Ｚ　１３　ＤＴ） 　グロータイムリレーテスト

　エンジン（Ｚ　１３　ＤＴ） 　サービスインターバルランプテスト

　エンジン（Ｚ　１３　ＤＴ） 　燃料フィルターヒーターリレーテスト

　エンジン（Ｚ　１３　ＤＴ） 　燃料ポンプリレーテスト

　エンジン（Ｚ　１３　ＤＴＨ） 　ＥＧＲソレノイドテスト

　エンジン（Ｚ　１３　ＤＴＨ） 　カットオフテスト（インジェクター１）

　エンジン（Ｚ　１３　ＤＴＨ） 　カットオフテスト（インジェクター２）

　エンジン（Ｚ　１３　ＤＴＨ） 　カットオフテスト（インジェクター３）

　エンジン（Ｚ　１３　ＤＴＨ） 　カットオフテスト（インジェクター４）

　エンジン（Ｚ　１３　ＤＴＨ） 　クーリングファンテスト

　エンジン（Ｚ　１３　ＤＴＨ） 　クーリングファンテスト１

　エンジン（Ｚ　１３　ＤＴＨ） 　クーリングファンテスト２

　エンジン（Ｚ　１３　ＤＴＨ） 　クーリングファンテスト３

　エンジン（Ｚ　１３　ＤＴＨ） 　グロータイムリレーテスト

　エンジン（Ｚ　１３　ＤＴＨ） 　スロットルソレノイドバルブテスト

　エンジン（Ｚ　１３　ＤＴＨ） 　ブースト圧力バルブテスト

　エンジン（Ｚ　１３　ＤＴＨ） 　燃料フィルターヒーターリレーテスト

　エンジン（Ｚ　１３　ＤＴＨ） 　燃料ポンプリレーテスト

　エンジン（Ｚ　１３　ＤＴＪ） 　ＥＧＲソレノイドテスト

　エンジン（Ｚ　１３　ＤＴＪ） 　ＥＧＲパルス比テスト

　エンジン（Ｚ　１３　ＤＴＪ） 　ＭＩＬテスト

　エンジン（Ｚ　１３　ＤＴＪ） 　アイドルエア制御

　エンジン（Ｚ　１３　ＤＴＪ） 　イグニッションコイルシリンダー１テスト

　エンジン（Ｚ　１３　ＤＴＪ） 　イグニッションコイルシリンダー２テスト

　エンジン（Ｚ　１３　ＤＴＪ） 　イグニッションコイルシリンダー３テスト

　エンジン（Ｚ　１３　ＤＴＪ） 　イグニッションコイルシリンダー４テスト

　エンジン（Ｚ　１３　ＤＴＪ） 　エアコンリレーテスト

　エンジン（Ｚ　１３　ＤＴＪ） 　エンジン回転数コントロール

　エンジン（Ｚ　１３　ＤＴＪ） 　カットオフテスト（インジェクター１）

　エンジン（Ｚ　１３　ＤＴＪ） 　カットオフテスト（インジェクター２）

　エンジン（Ｚ　１３　ＤＴＪ） 　カットオフテスト（インジェクター３）

　エンジン（Ｚ　１３　ＤＴＪ） 　カットオフテスト（インジェクター４）

　エンジン（Ｚ　１３　ＤＴＪ） 　クーリングファンテスト１

　エンジン（Ｚ　１３　ＤＴＪ） 　クーリングファンテスト２

　エンジン（Ｚ　１３　ＤＴＪ） 　クーリングファンテスト３

　エンジン（Ｚ　１３　ＤＴＪ） 　クーリングファンリレーテスト

　エンジン（Ｚ　１３　ＤＴＪ） 　グロータイムランプテスト

　エンジン（Ｚ　１３　ＤＴＪ） 　グロータイムリレーテスト

　エンジン（Ｚ　１３　ＤＴＪ） 　サービスインターバルテスト

　エンジン（Ｚ　１３　ＤＴＪ） 　スロットルソレノイドバルブテスト

　エンジン（Ｚ　１３　ＤＴＪ） 　ブースト圧力バルブテスト

　エンジン（Ｚ　１３　ＤＴＪ） 　警告灯テスト

　エンジン（Ｚ　１３　ＤＴＪ） 　燃料タンクベンチレーションバルブテスト

　エンジン（Ｚ　１３　ＤＴＪ） 　燃料ポンプリレーテスト

　エンジン（Ｚ　１４　ＸＥ） 　ＥＧＲソレノイドテスト

　エンジン（Ｚ　１４　ＸＥ） 　ＥＧＲ制御

　エンジン（Ｚ　１４　ＸＥ） 　ＭＩＬテスト

　エンジン（Ｚ　１４　ＸＥ） 　イグニッションコイルシリンダー１テスト

　エンジン（Ｚ　１４　ＸＥ） 　イグニッションコイルシリンダー２テスト

　エンジン（Ｚ　１４　ＸＥ） 　イグニッションコイルシリンダー３テスト

　エンジン（Ｚ　１４　ＸＥ） 　イグニッションコイルシリンダー４テスト

　エンジン（Ｚ　１４　ＸＥ） 　インジェクター１

　エンジン（Ｚ　１４　ＸＥ） 　インジェクター２

　エンジン（Ｚ　１４　ＸＥ） 　インジェクター３

　エンジン（Ｚ　１４　ＸＥ） 　インジェクター４

　エンジン（Ｚ　１４　ＸＥ） 　エアコンリレーテスト

　エンジン（Ｚ　１４　ＸＥ） 　クーリングファン１リレーテスト

　エンジン（Ｚ　１４　ＸＥ） 　クーリングファン２リレーテスト

　エンジン（Ｚ　１４　ＸＥ） 　クーリングファン３リレーテスト

　エンジン（Ｚ　１４　ＸＥ） 　サービスインターバルテスト

　エンジン（Ｚ　１４　ＸＥ） 　サービスインターバルランプテスト

　エンジン（Ｚ　１４　ＸＥ） 　ファンリレー１テスト

　エンジン（Ｚ　１４　ＸＥ） 　ファンリレー２テスト

　エンジン（Ｚ　１４　ＸＥ） 　メインリレーテスト

　エンジン（Ｚ　１４　ＸＥ） 　電子スロットルコントロールテスト

　エンジン（Ｚ　１４　ＸＥ） 　電子スロットル制御

　エンジン（Ｚ　１４　ＸＥ） 　燃料タンクベンチレーションコントロール

　エンジン（Ｚ　１４　ＸＥ） 　燃料タンクベンチレーションバルブテスト

　エンジン（Ｚ　１４　ＸＥ） 　燃料ポンプリレーテスト

　エンジン（Ｚ　１４　ＸＥＰ） 　ＥＧＲソレノイドテスト



●オペル　アクティブテスト(Ver 2022.10)
システム名 項目名

　エンジン（Ｚ　１４　ＸＥＰ） 　ＥＧＲパルス比テスト

　エンジン（Ｚ　１４　ＸＥＰ） 　ＥＧＲポンプリレーテスト

　エンジン（Ｚ　１４　ＸＥＰ） 　ＥＧＲ制御

　エンジン（Ｚ　１４　ＸＥＰ） 　ＭＩＬテスト

　エンジン（Ｚ　１４　ＸＥＰ） 　アイドルエア制御

　エンジン（Ｚ　１４　ＸＥＰ） 　イグニッションコイルシリンダー１テスト

　エンジン（Ｚ　１４　ＸＥＰ） 　イグニッションコイルシリンダー２テスト

　エンジン（Ｚ　１４　ＸＥＰ） 　イグニッションコイルシリンダー３テスト

　エンジン（Ｚ　１４　ＸＥＰ） 　イグニッションコイルシリンダー４テスト

　エンジン（Ｚ　１４　ＸＥＰ） 　インジェクター１

　エンジン（Ｚ　１４　ＸＥＰ） 　インジェクター２

　エンジン（Ｚ　１４　ＸＥＰ） 　インジェクター３

　エンジン（Ｚ　１４　ＸＥＰ） 　インジェクター４

　エンジン（Ｚ　１４　ＸＥＰ） 　エアコンリレーテスト

　エンジン（Ｚ　１４　ＸＥＰ） 　エンジン回転数コントロール

　エンジン（Ｚ　１４　ＸＥＰ） 　クーリングファン１テスト

　エンジン（Ｚ　１４　ＸＥＰ） 　クーリングファン２テスト

　エンジン（Ｚ　１４　ＸＥＰ） 　クーリングファン３テスト

　エンジン（Ｚ　１４　ＸＥＰ） 　クーリングファンテスト０

　エンジン（Ｚ　１４　ＸＥＰ） 　クーリングファンテスト１

　エンジン（Ｚ　１４　ＸＥＰ） 　クーリングファンテスト２

　エンジン（Ｚ　１４　ＸＥＰ） 　クーリングファンリレーテスト

　エンジン（Ｚ　１４　ＸＥＰ） 　ポートディアクティベーションテスト

　エンジン（Ｚ　１４　ＸＥＰ） 　警告灯テスト

　エンジン（Ｚ　１４　ＸＥＰ） 　電子スロットルコントロールテスト

　エンジン（Ｚ　１４　ＸＥＰ） 　電子スロットル制御

　エンジン（Ｚ　１４　ＸＥＰ） 　燃料タンクベンチレーションバルブテスト

　エンジン（Ｚ　１４　ＸＥＰ） 　燃料ポンプリレーテスト

　エンジン（Ｚ　１６　ＬＥＴ） 　ＥＧＲパルス比テスト

　エンジン（Ｚ　１６　ＬＥＴ） 　アイドルエア制御

　エンジン（Ｚ　１６　ＬＥＴ） 　イグニッションコイルシリンダー１テスト

　エンジン（Ｚ　１６　ＬＥＴ） 　イグニッションコイルシリンダー２テスト

　エンジン（Ｚ　１６　ＬＥＴ） 　イグニッションコイルシリンダー３テスト

　エンジン（Ｚ　１６　ＬＥＴ） 　イグニッションコイルシリンダー４テスト

　エンジン（Ｚ　１６　ＬＥＴ） 　エンジン回転数コントロール

　エンジン（Ｚ　１６　ＬＥＴ） 　クーリングファンテスト０

　エンジン（Ｚ　１６　ＬＥＴ） 　クーリングファンテスト１

　エンジン（Ｚ　１６　ＬＥＴ） 　クーリングファンテスト２

　エンジン（Ｚ　１６　ＬＥＴ） 　クーリングファンリレーテスト

　エンジン（Ｚ　１６　ＬＥＴ） 　警告灯テスト

　エンジン（Ｚ　１６　ＬＥＴ） 　燃料タンクベンチレーションバルブテスト

　エンジン（Ｚ　１６　ＬＥＴ） 　燃料ポンプリレーテスト

　エンジン（Ｚ　１６　ＳＥ） 　ＥＧＲソレノイドテスト

　エンジン（Ｚ　１６　ＳＥ） 　ＥＧＲパルス比テスト

　エンジン（Ｚ　１６　ＳＥ） 　ＥＧＲ制御

　エンジン（Ｚ　１６　ＳＥ） 　ＭＩＬテスト

　エンジン（Ｚ　１６　ＳＥ） 　アイドルエア制御

　エンジン（Ｚ　１６　ＳＥ） 　イグニッションコイルシリンダー１＋４テスト

　エンジン（Ｚ　１６　ＳＥ） 　イグニッションコイルシリンダー１テスト

　エンジン（Ｚ　１６　ＳＥ） 　イグニッションコイルシリンダー２＋３テスト

　エンジン（Ｚ　１６　ＳＥ） 　イグニッションコイルシリンダー２テスト

　エンジン（Ｚ　１６　ＳＥ） 　イグニッションコイルシリンダー３テスト

　エンジン（Ｚ　１６　ＳＥ） 　イグニッションコイルシリンダー４テスト

　エンジン（Ｚ　１６　ＳＥ） 　インジェクター１

　エンジン（Ｚ　１６　ＳＥ） 　インジェクター２

　エンジン（Ｚ　１６　ＳＥ） 　インジェクター３

　エンジン（Ｚ　１６　ＳＥ） 　インジェクター４

　エンジン（Ｚ　１６　ＳＥ） 　エアコンリレーテスト

　エンジン（Ｚ　１６　ＳＥ） 　エンジン回転数コントロール

　エンジン（Ｚ　１６　ＳＥ） 　クーリングファン１リレーテスト

　エンジン（Ｚ　１６　ＳＥ） 　クーリングファン２リレーテスト

　エンジン（Ｚ　１６　ＳＥ） 　クーリングファン３リレーテスト

　エンジン（Ｚ　１６　ＳＥ） 　クーリングファンリレーテスト

　エンジン（Ｚ　１６　ＳＥ） 　クーリングファンリレーテスト０

　エンジン（Ｚ　１６　ＳＥ） 　クーリングファンリレーテスト１

　エンジン（Ｚ　１６　ＳＥ） 　クーリングファンリレーテスト２

　エンジン（Ｚ　１６　ＳＥ） 　サービスインターバルテスト

　エンジン（Ｚ　１６　ＳＥ） 　ファンリレー１テスト

　エンジン（Ｚ　１６　ＳＥ） 　ファンリレー２テスト

　エンジン（Ｚ　１６　ＳＥ） 　メインリレーテスト

　エンジン（Ｚ　１６　ＳＥ） 　警告灯テスト

　エンジン（Ｚ　１６　ＳＥ） 　電子スロットルコントロールテスト

　エンジン（Ｚ　１６　ＳＥ） 　電子スロットル制御

　エンジン（Ｚ　１６　ＳＥ） 　燃料タンクベンチレーションコントロール

　エンジン（Ｚ　１６　ＳＥ） 　燃料タンクベンチレーションバルブテスト

　エンジン（Ｚ　１６　ＳＥ） 　燃料ポンプリレーテスト

　エンジン（Ｚ　１６　ＸＥ） 　ＥＧＲソレノイドテスト

　エンジン（Ｚ　１６　ＸＥ） 　ＥＧＲパルス比テスト

　エンジン（Ｚ　１６　ＸＥ） 　ＥＧＲ制御

　エンジン（Ｚ　１６　ＸＥ） 　ＭＩＬテスト

　エンジン（Ｚ　１６　ＸＥ） 　アイドルエア制御

　エンジン（Ｚ　１６　ＸＥ） 　イグニッションコイルシリンダー１テスト

　エンジン（Ｚ　１６　ＸＥ） 　イグニッションコイルシリンダー２テスト

　エンジン（Ｚ　１６　ＸＥ） 　イグニッションコイルシリンダー３テスト

　エンジン（Ｚ　１６　ＸＥ） 　イグニッションコイルシリンダー４テスト

　エンジン（Ｚ　１６　ＸＥ） 　インジェクター１

　エンジン（Ｚ　１６　ＸＥ） 　インジェクター２

　エンジン（Ｚ　１６　ＸＥ） 　インジェクター３

　エンジン（Ｚ　１６　ＸＥ） 　インジェクター４

　エンジン（Ｚ　１６　ＸＥ） 　エアコンリレーテスト

　エンジン（Ｚ　１６　ＸＥ） 　エンジン回転数コントロール

　エンジン（Ｚ　１６　ＸＥ） 　カットオフテスト（インジェクター１）



●オペル　アクティブテスト(Ver 2022.10)
システム名 項目名

　エンジン（Ｚ　１６　ＸＥ） 　カットオフテスト（インジェクター２）

　エンジン（Ｚ　１６　ＸＥ） 　カットオフテスト（インジェクター３）

　エンジン（Ｚ　１６　ＸＥ） 　カットオフテスト（インジェクター４）

　エンジン（Ｚ　１６　ＸＥ） 　クーリングファンリレーテスト

　エンジン（Ｚ　１６　ＸＥ） 　クーリングファンリレーテスト１

　エンジン（Ｚ　１６　ＸＥ） 　クーリングファンリレーテスト２

　エンジン（Ｚ　１６　ＸＥ） 　クーリングファンリレーテスト３

　エンジン（Ｚ　１６　ＸＥ） 　サービスインターバルテスト

　エンジン（Ｚ　１６　ＸＥ） 　サービスインターバルランプテスト

　エンジン（Ｚ　１６　ＸＥ） 　ファンリレー１テスト

　エンジン（Ｚ　１６　ＸＥ） 　ファンリレー２テスト

　エンジン（Ｚ　１６　ＸＥ） 　メインリレーテスト

　エンジン（Ｚ　１６　ＸＥ） 　警告灯テスト

　エンジン（Ｚ　１６　ＸＥ） 　電子スロットルコントロールテスト

　エンジン（Ｚ　１６　ＸＥ） 　電子スロットル制御

　エンジン（Ｚ　１６　ＸＥ） 　燃料タンクベンチレーションコントロール

　エンジン（Ｚ　１６　ＸＥ） 　燃料タンクベンチレーションバルブテスト

　エンジン（Ｚ　１６　ＸＥ） 　燃料ポンプリレーテスト

　エンジン（Ｚ　１６　ＸＥＰ） 　ＥＧＲソレノイドテスト

　エンジン（Ｚ　１６　ＸＥＰ） 　ＥＧＲパルス比テスト

　エンジン（Ｚ　１６　ＸＥＰ） 　ＥＧＲ制御

　エンジン（Ｚ　１６　ＸＥＰ） 　ＭＩＬテスト

　エンジン（Ｚ　１６　ＸＥＰ） 　アイドルエア制御

　エンジン（Ｚ　１６　ＸＥＰ） 　イグニッションコイルシリンダー１テスト

　エンジン（Ｚ　１６　ＸＥＰ） 　イグニッションコイルシリンダー２テスト

　エンジン（Ｚ　１６　ＸＥＰ） 　イグニッションコイルシリンダー３テスト

　エンジン（Ｚ　１６　ＸＥＰ） 　イグニッションコイルシリンダー４テスト

　エンジン（Ｚ　１６　ＸＥＰ） 　インジェクター１

　エンジン（Ｚ　１６　ＸＥＰ） 　インジェクター２

　エンジン（Ｚ　１６　ＸＥＰ） 　インジェクター３

　エンジン（Ｚ　１６　ＸＥＰ） 　インジェクター４

　エンジン（Ｚ　１６　ＸＥＰ） 　エアコンリレーテスト

　エンジン（Ｚ　１６　ＸＥＰ） 　エンジン回転数コントロール

　エンジン（Ｚ　１６　ＸＥＰ） 　クーリングファンテスト１

　エンジン（Ｚ　１６　ＸＥＰ） 　クーリングファンテスト２

　エンジン（Ｚ　１６　ＸＥＰ） 　クーリングファンリレーテスト

　エンジン（Ｚ　１６　ＸＥＰ） 　クーリングファンリレーテスト０

　エンジン（Ｚ　１６　ＸＥＰ） 　クーリングファンリレーテスト１

　エンジン（Ｚ　１６　ＸＥＰ） 　クーリングファンリレーテスト２

　エンジン（Ｚ　１６　ＸＥＰ） 　クーリングファンリレーテスト３

　エンジン（Ｚ　１６　ＸＥＰ） 　サービスインターバルテスト

　エンジン（Ｚ　１６　ＸＥＰ） 　ポートディアクティベーションテスト

　エンジン（Ｚ　１６　ＸＥＰ） 　警告灯テスト

　エンジン（Ｚ　１６　ＸＥＰ） 　電子スロットルコントロールテスト

　エンジン（Ｚ　１６　ＸＥＰ） 　電子スロットル制御

　エンジン（Ｚ　１６　ＸＥＰ） 　燃料タンクベンチレーションコントロール

　エンジン（Ｚ　１６　ＸＥＰ） 　燃料タンクベンチレーションバルブテスト

　エンジン（Ｚ　１６　ＸＥＰ） 　燃料ポンプリレーテスト

　エンジン（Ｚ　１６　ＸＥＲ） 　ＭＩＬテスト

　エンジン（Ｚ　１６　ＸＥＲ） 　イグニッションコイルシリンダー１テスト

　エンジン（Ｚ　１６　ＸＥＲ） 　イグニッションコイルシリンダー２テスト

　エンジン（Ｚ　１６　ＸＥＲ） 　イグニッションコイルシリンダー３テスト

　エンジン（Ｚ　１６　ＸＥＲ） 　イグニッションコイルシリンダー４テスト

　エンジン（Ｚ　１６　ＸＥＲ） 　インジェクター１

　エンジン（Ｚ　１６　ＸＥＲ） 　インジェクター２

　エンジン（Ｚ　１６　ＸＥＲ） 　インジェクター３

　エンジン（Ｚ　１６　ＸＥＲ） 　インジェクター４

　エンジン（Ｚ　１６　ＸＥＲ） 　インテークマニホールドバルブ１テスト

　エンジン（Ｚ　１６　ＸＥＲ） 　エアコンリレーテスト

　エンジン（Ｚ　１６　ＸＥＲ） 　クーリングファンテスト０

　エンジン（Ｚ　１６　ＸＥＲ） 　クーリングファンテスト１

　エンジン（Ｚ　１６　ＸＥＲ） 　クーリングファンテスト２

　エンジン（Ｚ　１６　ＸＥＲ） 　クルーズコントロール警告灯テスト

　エンジン（Ｚ　１６　ＸＥＲ） 　サービスインターバルランプテスト

　エンジン（Ｚ　１６　ＸＥＲ） 　電子スロットル制御

　エンジン（Ｚ　１６　ＸＥＲ） 　燃料タンクベンチレーションバルブテスト

　エンジン（Ｚ　１６　ＸＥＲ） 　燃料ポンプリレーテスト

　エンジン（Ｚ　１７　ＤＴ） 　ＥＧＲパルス比テスト

　エンジン（Ｚ　１７　ＤＴ） 　アイドルエア制御

　エンジン（Ｚ　１７　ＤＴ） 　イグニッションコイルシリンダー１テスト

　エンジン（Ｚ　１７　ＤＴ） 　イグニッションコイルシリンダー２テスト

　エンジン（Ｚ　１７　ＤＴ） 　イグニッションコイルシリンダー３テスト

　エンジン（Ｚ　１７　ＤＴ） 　イグニッションコイルシリンダー４テスト

　エンジン（Ｚ　１７　ＤＴ） 　エンジン回転数コントロール

　エンジン（Ｚ　１７　ＤＴ） 　クーリングファンリレーテスト

　エンジン（Ｚ　１７　ＤＴ） 　警告灯テスト

　エンジン（Ｚ　１７　ＤＴ） 　燃料タンクベンチレーションバルブテスト

　エンジン（Ｚ　１７　ＤＴ） 　燃料ポンプリレーテスト

　エンジン（Ｚ　１７　ＤＴＨ） 　ＥＧＲソレノイドテスト

　エンジン（Ｚ　１７　ＤＴＨ） 　ＥＧＲパルス比テスト

　エンジン（Ｚ　１７　ＤＴＨ） 　ＭＩＬテスト

　エンジン（Ｚ　１７　ＤＴＨ） 　アイドルエア制御

　エンジン（Ｚ　１７　ＤＴＨ） 　イグニッションコイルシリンダー１テスト

　エンジン（Ｚ　１７　ＤＴＨ） 　イグニッションコイルシリンダー２テスト

　エンジン（Ｚ　１７　ＤＴＨ） 　イグニッションコイルシリンダー３テスト

　エンジン（Ｚ　１７　ＤＴＨ） 　イグニッションコイルシリンダー４テスト

　エンジン（Ｚ　１７　ＤＴＨ） 　エアコンリレーテスト

　エンジン（Ｚ　１７　ＤＴＨ） 　エンジン回転数コントロール

　エンジン（Ｚ　１７　ＤＴＨ） 　クーリングファンテスト０

　エンジン（Ｚ　１７　ＤＴＨ） 　クーリングファンテスト１

　エンジン（Ｚ　１７　ＤＴＨ） 　クーリングファンテスト２

　エンジン（Ｚ　１７　ＤＴＨ） 　クーリングファンリレーテスト
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　エンジン（Ｚ　１７　ＤＴＨ） 　クルーズコントロール警告灯テスト

　エンジン（Ｚ　１７　ＤＴＨ） 　グロータイムランプテスト

　エンジン（Ｚ　１７　ＤＴＨ） 　グロータイムリレーテスト

　エンジン（Ｚ　１７　ＤＴＨ） 　サービスインターバルランプテスト

　エンジン（Ｚ　１７　ＤＴＨ） 　スロットルソレノイドバルブテスト

　エンジン（Ｚ　１７　ＤＴＨ） 　スワールレベルコントロールソレノイドテスト

　エンジン（Ｚ　１７　ＤＴＨ） 　ブースト圧力バルブテスト

　エンジン（Ｚ　１７　ＤＴＨ） 　警告灯テスト

　エンジン（Ｚ　１７　ＤＴＨ） 　電子スロットルコントロールテスト

　エンジン（Ｚ　１７　ＤＴＨ） 　燃料タンクベンチレーションバルブテスト

　エンジン（Ｚ　１７　ＤＴＨ） 　燃料フィルターヒーターリレーテスト

　エンジン（Ｚ　１７　ＤＴＨ） 　燃料ポンプリレーテスト

　エンジン（Ｚ　１７　ＤＴＨ） 　燃料リークテスト

　エンジン（Ｚ　１７　ＤＴＪ） 　ＥＧＲクーラーバイパスソレノイドバルブテスト

　エンジン（Ｚ　１７　ＤＴＪ） 　ＥＧＲソレノイドテスト

　エンジン（Ｚ　１７　ＤＴＪ） 　グロータイムリレーテスト

　エンジン（Ｚ　１７　ＤＴＪ） 　スロットルソレノイドバルブテスト

　エンジン（Ｚ　１７　ＤＴＪ） 　スワールレベルコントロールソレノイドテスト

　エンジン（Ｚ　１７　ＤＴＪ） 　ブースト圧力バルブテスト

　エンジン（Ｚ　１７　ＤＴＪ） 　ブロワーファン回転数［０］

　エンジン（Ｚ　１７　ＤＴＪ） 　ブロワーファン回転数［１］

　エンジン（Ｚ　１７　ＤＴＪ） 　ブロワーファン回転数［２］

　エンジン（Ｚ　１７　ＤＴＪ） 　燃料フィルターヒーターリレーテスト

　エンジン（Ｚ　１７　ＤＴＲ） 　ＥＧＲパルス比テスト

　エンジン（Ｚ　１７　ＤＴＲ） 　アイドルエア制御

　エンジン（Ｚ　１７　ＤＴＲ） 　イグニッションコイルシリンダー１テスト

　エンジン（Ｚ　１７　ＤＴＲ） 　イグニッションコイルシリンダー２テスト

　エンジン（Ｚ　１７　ＤＴＲ） 　イグニッションコイルシリンダー３テスト

　エンジン（Ｚ　１７　ＤＴＲ） 　イグニッションコイルシリンダー４テスト

　エンジン（Ｚ　１７　ＤＴＲ） 　エンジン回転数コントロール

　エンジン（Ｚ　１７　ＤＴＲ） 　クーリングファンリレーテスト

　エンジン（Ｚ　１７　ＤＴＲ） 　警告灯テスト

　エンジン（Ｚ　１７　ＤＴＲ） 　燃料タンクベンチレーションバルブテスト

　エンジン（Ｚ　１７　ＤＴＲ） 　燃料ポンプリレーテスト

　エンジン（Ｚ　１８　ＸＥ） 　ＥＧＲパルス比テスト

　エンジン（Ｚ　１８　ＸＥ） 　ＭＩＬテスト

　エンジン（Ｚ　１８　ＸＥ） 　アイドルエア制御

　エンジン（Ｚ　１８　ＸＥ） 　イグニッションコイル１テスト

　エンジン（Ｚ　１８　ＸＥ） 　イグニッションコイル２テスト

　エンジン（Ｚ　１８　ＸＥ） 　イグニッションコイル３テスト

　エンジン（Ｚ　１８　ＸＥ） 　イグニッションコイル４テスト

　エンジン（Ｚ　１８　ＸＥ） 　イグニッションコイルシリンダー１テスト

　エンジン（Ｚ　１８　ＸＥ） 　イグニッションコイルシリンダー２テスト

　エンジン（Ｚ　１８　ＸＥ） 　イグニッションコイルシリンダー３テスト

　エンジン（Ｚ　１８　ＸＥ） 　イグニッションコイルシリンダー４テスト

　エンジン（Ｚ　１８　ＸＥ） 　インテークマニホールドバルブ

　エンジン（Ｚ　１８　ＸＥ） 　インテークマニホールドバルブ１テスト

　エンジン（Ｚ　１８　ＸＥ） 　エアコンリレーテスト

　エンジン（Ｚ　１８　ＸＥ） 　エンジン回転数コントロール

　エンジン（Ｚ　１８　ＸＥ） 　クーリングファン１テスト

　エンジン（Ｚ　１８　ＸＥ） 　クーリングファン２テスト

　エンジン（Ｚ　１８　ＸＥ） 　クーリングファンリレーテスト

　エンジン（Ｚ　１８　ＸＥ） 　サービスインターバルテスト

　エンジン（Ｚ　１８　ＸＥ） 　サービスインターバルランプテスト

　エンジン（Ｚ　１８　ＸＥ） 　警告灯テスト

　エンジン（Ｚ　１８　ＸＥ） 　電子スロットルコントロールテスト

　エンジン（Ｚ　１８　ＸＥ） 　燃料タンクベンチレーションバルブテスト

　エンジン（Ｚ　１８　ＸＥ） 　燃料ポンプリレーテスト

　エンジン（Ｚ　１８　ＸＥＲ） 　ＥＧＲソレノイドテスト

　エンジン（Ｚ　１８　ＸＥＲ） 　ＭＩＬテスト

　エンジン（Ｚ　１８　ＸＥＲ） 　イグニッションコイル１テスト

　エンジン（Ｚ　１８　ＸＥＲ） 　イグニッションコイル２テスト

　エンジン（Ｚ　１８　ＸＥＲ） 　イグニッションコイル３テスト

　エンジン（Ｚ　１８　ＸＥＲ） 　イグニッションコイル４テスト

　エンジン（Ｚ　１８　ＸＥＲ） 　イグニッションコイルシリンダー１テスト

　エンジン（Ｚ　１８　ＸＥＲ） 　イグニッションコイルシリンダー２テスト

　エンジン（Ｚ　１８　ＸＥＲ） 　イグニッションコイルシリンダー３テスト

　エンジン（Ｚ　１８　ＸＥＲ） 　イグニッションコイルシリンダー４テスト

　エンジン（Ｚ　１８　ＸＥＲ） 　インテークマニホールドバルブ１テスト

　エンジン（Ｚ　１８　ＸＥＲ） 　エアコンリレーテスト

　エンジン（Ｚ　１８　ＸＥＲ） 　クーリングファン１テスト

　エンジン（Ｚ　１８　ＸＥＲ） 　クーリングファン２テスト

　エンジン（Ｚ　１８　ＸＥＲ） 　クーリングファンテスト

　エンジン（Ｚ　１８　ＸＥＲ） 　クルーズコントロール警告灯テスト

　エンジン（Ｚ　１８　ＸＥＲ） 　グロータイムランプテスト

　エンジン（Ｚ　１８　ＸＥＲ） 　グロータイムリレーテスト

　エンジン（Ｚ　１８　ＸＥＲ） 　サービスインターバルランプテスト

　エンジン（Ｚ　１８　ＸＥＲ） 　スロットルソレノイドバルブテスト

　エンジン（Ｚ　１８　ＸＥＲ） 　スワールレベルコントロールソレノイドテスト

　エンジン（Ｚ　１８　ＸＥＲ） 　ブースト圧力バルブテスト

　エンジン（Ｚ　１８　ＸＥＲ） 　燃料タンクベンチレーションバルブテスト

　エンジン（Ｚ　１８　ＸＥＲ） 　燃料フィルターヒーターリレーテスト

　エンジン（Ｚ　１９　ＤＴ） 　ＥＧＲソレノイドテスト

　エンジン（Ｚ　１９　ＤＴ） 　エアコンリレーテスト

　エンジン（Ｚ　１９　ＤＴ） 　グロータイムリレーテスト

　エンジン（Ｚ　１９　ＤＴ） 　シリンダーバランスコントロール

　エンジン（Ｚ　１９　ＤＴ） 　スロットルソレノイドバルブテスト

　エンジン（Ｚ　１９　ＤＴ） 　ブースト圧力バルブテスト

　エンジン（Ｚ　１９　ＤＴ） 　燃料フィルターヒーターリレーテスト

　エンジン（Ｚ　１９　ＤＴ） 　燃料ポンプリレーテスト

　エンジン（Ｚ　１９　ＤＴＨ） 　ＥＧＲソレノイドテスト

　エンジン（Ｚ　１９　ＤＴＨ） 　ＭＩＬテスト
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　エンジン（Ｚ　１９　ＤＴＨ） 　クーリングファンリレーテスト０

　エンジン（Ｚ　１９　ＤＴＨ） 　クーリングファンリレーテスト１

　エンジン（Ｚ　１９　ＤＴＨ） 　クーリングファンリレーテスト２

　エンジン（Ｚ　１９　ＤＴＨ） 　クーリングファンリレーテスト３

　エンジン（Ｚ　１９　ＤＴＨ） 　グロータイムランプテスト

　エンジン（Ｚ　１９　ＤＴＨ） 　グロータイムリレーテスト

　エンジン（Ｚ　１９　ＤＴＨ） 　スロットルソレノイドバルブテスト

　エンジン（Ｚ　１９　ＤＴＨ） 　スワールレベルコントロールソレノイドテスト

　エンジン（Ｚ　１９　ＤＴＨ） 　ブースト圧力バルブテスト

　エンジン（Ｚ　１９　ＤＴＨ） 　燃料フィルターヒーターリレーテスト

　エンジン（Ｚ　２０　ＬＥＨ） 　イグニッションコイル１テスト

　エンジン（Ｚ　２０　ＬＥＨ） 　イグニッションコイル２テスト

　エンジン（Ｚ　２０　ＬＥＨ） 　イグニッションコイル３テスト

　エンジン（Ｚ　２０　ＬＥＨ） 　イグニッションコイル４テスト

　エンジン（Ｚ　２０　ＬＥＨ） 　イグニッションコイルシリンダー１テスト

　エンジン（Ｚ　２０　ＬＥＨ） 　イグニッションコイルシリンダー２テスト

　エンジン（Ｚ　２０　ＬＥＨ） 　イグニッションコイルシリンダー３テスト

　エンジン（Ｚ　２０　ＬＥＨ） 　イグニッションコイルシリンダー４テスト

　エンジン（Ｚ　２０　ＬＥＨ） 　クーリングファン１テスト

　エンジン（Ｚ　２０　ＬＥＨ） 　クーリングファン２テスト

　エンジン（Ｚ　２０　ＬＥＨ） 　クーリングファン３テスト

　エンジン（Ｚ　２０　ＬＥＨ） 　燃料タンクベンチレーションバルブテスト

　エンジン（Ｚ　２０　ＬＥＲ） 　イグニッションコイル１テスト

　エンジン（Ｚ　２０　ＬＥＲ） 　イグニッションコイル２テスト

　エンジン（Ｚ　２０　ＬＥＲ） 　イグニッションコイル３テスト

　エンジン（Ｚ　２０　ＬＥＲ） 　イグニッションコイル４テスト

　エンジン（Ｚ　２０　ＬＥＲ） 　イグニッションコイルシリンダー１テスト

　エンジン（Ｚ　２０　ＬＥＲ） 　イグニッションコイルシリンダー２テスト

　エンジン（Ｚ　２０　ＬＥＲ） 　イグニッションコイルシリンダー３テスト

　エンジン（Ｚ　２０　ＬＥＲ） 　イグニッションコイルシリンダー４テスト

　エンジン（Ｚ　２０　ＬＥＲ） 　クーリングファン１テスト

　エンジン（Ｚ　２０　ＬＥＲ） 　クーリングファン２テスト

　エンジン（Ｚ　２０　ＬＥＲ） 　クーリングファン３テスト

　エンジン（Ｚ　２０　ＬＥＲ） 　クーリングファンテスト１

　エンジン（Ｚ　２０　ＬＥＲ） 　クーリングファンテスト２

　エンジン（Ｚ　２０　ＬＥＲ） 　クーリングファンテスト３

　エンジン（Ｚ　２０　ＬＥＲ） 　クーリングファンテスト４

　エンジン（Ｚ　２０　ＬＥＲ） 　燃料タンクベンチレーションバルブテスト

　エンジン（Ｚ　２０　ＬＥＴ） 　ＭＩＬテスト

　エンジン（Ｚ　２０　ＬＥＴ） 　イグニッションコイルシリンダー１テスト

　エンジン（Ｚ　２０　ＬＥＴ） 　イグニッションコイルシリンダー２テスト

　エンジン（Ｚ　２０　ＬＥＴ） 　イグニッションコイルシリンダー３テスト

　エンジン（Ｚ　２０　ＬＥＴ） 　イグニッションコイルシリンダー４テスト

　エンジン（Ｚ　２０　ＬＥＴ） 　インジェクター１

　エンジン（Ｚ　２０　ＬＥＴ） 　インジェクター２

　エンジン（Ｚ　２０　ＬＥＴ） 　インジェクター３

　エンジン（Ｚ　２０　ＬＥＴ） 　インジェクター４

　エンジン（Ｚ　２０　ＬＥＴ） 　エアコンリレーテスト

　エンジン（Ｚ　２０　ＬＥＴ） 　サービスインターバルテスト

　エンジン（Ｚ　２０　ＬＥＴ） 　ターボチャージャーバイパスソレノイドテスト

　エンジン（Ｚ　２０　ＬＥＴ） 　ブースト圧力バルブテスト

　エンジン（Ｚ　２０　ＬＥＴ） 　圧縮テスト

　エンジン（Ｚ　２０　ＬＥＴ） 　回転数制御

　エンジン（Ｚ　２０　ＬＥＴ） 　電子スロットルコントロールテスト

　エンジン（Ｚ　２０　ＬＥＴ） 　電子スロットル制御

　エンジン（Ｚ　２０　ＬＥＴ） 　燃料タンクベンチレーションコントロール

　エンジン（Ｚ　２０　ＬＥＴ） 　燃料タンクベンチレーションバルブテスト

　エンジン（Ｚ　２０　ＬＥＴ） 　燃料ポンプリレーテスト

　エンジン（Ｚ　２０　ＬＥＴ） 　補助冷却ポンプリレーテスト

　エンジン（Ｚ　２２　ＳＥ） 　ＥＧＲソレノイドテスト

　エンジン（Ｚ　２２　ＳＥ） 　ＥＧＲポンプリレーテスト

　エンジン（Ｚ　２２　ＳＥ） 　ＥＧＲ制御

　エンジン（Ｚ　２２　ＳＥ） 　ＭＩＬテスト

　エンジン（Ｚ　２２　ＳＥ） 　エアコンリレーテスト

　エンジン（Ｚ　２２　ＳＥ） 　サービスインターバルテスト

　エンジン（Ｚ　２２　ＳＥ） 　サービスインターバルランプテスト

　エンジン（Ｚ　２２　ＳＥ） 　ファンリレー１テスト

　エンジン（Ｚ　２２　ＳＥ） 　ファンリレー２テスト

　エンジン（Ｚ　２２　ＳＥ） 　電子スロットルコントロールテスト

　エンジン（Ｚ　２２　ＳＥ） 　電子スロットル制御

　エンジン（Ｚ　２２　ＳＥ） 　燃料タンクベンチレーションコントロール

　エンジン（Ｚ　２２　ＳＥ） 　燃料タンクベンチレーションバルブテスト

　エンジン（Ｚ　２２　ＳＥ） 　燃料ポンプリレーテスト

　エンジン（Ｚ　２２　ＹＨ） 　ＭＩＬテスト

　エンジン（Ｚ　２２　ＹＨ） 　イグニッションコイル１テスト

　エンジン（Ｚ　２２　ＹＨ） 　イグニッションコイル２テスト

　エンジン（Ｚ　２２　ＹＨ） 　イグニッションコイル３テスト

　エンジン（Ｚ　２２　ＹＨ） 　イグニッションコイル４テスト

　エンジン（Ｚ　２２　ＹＨ） 　エアコンリレーテスト

　エンジン（Ｚ　２２　ＹＨ） 　燃料タンクベンチレーションバルブテスト

　エンジン（Ｚ　３２　ＳＥ） 　ＭＩＬテスト

　エンジン（Ｚ　３２　ＳＥ） 　エアコンリレーテスト

　エンジン（Ｚ　３２　ＳＥ） 　エバポレーターパージソレノイド

　エンジン（Ｚ　３２　ＳＥ） 　カットオフテスト（インジェクター１）

　エンジン（Ｚ　３２　ＳＥ） 　カットオフテスト（インジェクター２）

　エンジン（Ｚ　３２　ＳＥ） 　カットオフテスト（インジェクター３）

　エンジン（Ｚ　３２　ＳＥ） 　カットオフテスト（インジェクター４）

　エンジン（Ｚ　３２　ＳＥ） 　カットオフテスト（インジェクター５）

　エンジン（Ｚ　３２　ＳＥ） 　カットオフテスト（インジェクター６）

　エンジン（Ｚ　３２　ＳＥ） 　クーリングファンリレー１

　エンジン（Ｚ　３２　ＳＥ） 　クーリングファンリレー２

　エンジン（Ｚ　３２　ＳＥ） 　クーリングファンリレー３
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　エンジン（Ｚ　３２　ＳＥ） 　クーリングファンリレー４

　エンジン（Ｚ　３２　ＳＥ） 　ファンリレー１

　エンジン（Ｚ　３２　ＳＥ） 　ファンリレー１、２、３

　エンジン（Ｚ　３２　ＳＥ） 　ループステータス

　エンジン（Ｚ　３２　ＳＥ） 　吸気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイド（バンク１）

　エンジン（Ｚ　３２　ＳＥ） 　吸気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイド（バンク２）

　エンジン（Ｚ　３２　ＳＥ） 　吸気マニホールドランナーコントロールソレノイド

　エンジン（Ｚ　３２　ＳＥ） 　燃料タンクベンチレーションバルブテスト

　エンジン（Ｚ　３２　ＳＥ） 　燃料ポンプリレーテスト

　エンジン（Ｚ　３２　ＳＥ） 　排気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイド（バンク１）

　エンジン（Ｚ　３２　ＳＥ） 　排気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイド（バンク２）

　エンジン（エンジン（ディーゼル）） 　ＥＧＲクーラーバイパスソレノイドバルブテスト

　エンジン（エンジン（ディーゼル）） 　ＥＧＲソレノイドテスト

　エンジン（エンジン（ディーゼル）） 　ＥＧＲバルブテスト

　エンジン（エンジン（ディーゼル）） 　エアコンリレーテスト

　エンジン（エンジン（ディーゼル）） 　クーリングファンリレー１出力テスト

　エンジン（エンジン（ディーゼル）） 　クーリングファンリレー２出力テスト

　エンジン（エンジン（ディーゼル）） 　グロータイムランプテスト

　エンジン（エンジン（ディーゼル）） 　グロータイムリレーテスト

　エンジン（エンジン（ディーゼル）） 　ブースト圧力バルブテスト

　エンジン（エンジン（ディーゼル）） 　フューエルメータリングソレノイドバルブテスト

　エンジン（エンジン（ディーゼル）） 　警告灯テスト

　エンジン（エンジン（ディーゼル）） 　高水温警告灯テスト

　エンジン（エンジン（ディーゼル）） 　燃料ポンプリレーテスト

　エンジン（エンジン（ディーゼル）） 　燃料圧力ソレノイドバルブテスト

　エンジン（エンジン（ディーゼル）） 　補助ヒーターリレー１テスト

　エンジン（エンジン（ディーゼル）） 　補助ヒーターリレー２テスト

　エンジン（エンジン（ディーゼル）） 　補助ヒーターリレー３テスト

　エンジン（エンジン冷却） 　クーリングファンリレーテスト０

　エンジン（エンジン冷却） 　クーリングファンリレーテスト１

　エンジン（エンジン冷却） 　クーリングファンリレーテスト２

　エンジン（エンジン冷却） 　クーリングファンリレーテスト３

　シャーシ（ＡＢＳ　４３０） 　バルブリレーテスト

　シャーシ（ＡＢＳ　４３０） 　リターンポンプテスト

　シャーシ（ＡＢＳ　４３０） 　警告灯テスト

　シャーシ（ＡＢＳ　５．３） 　ＡＢＳ警告灯テスト

　シャーシ（ＡＢＳ　５．３） 　リターンポンプリレーテスト

　シャーシ（ＡＢＳ　５．３　５．４　＋ＴＣ） 　ＡＢＳ警告灯テスト

　シャーシ（ＡＢＳ　５．３　５．４　＋ＴＣ） 　トラクションコントロール警告灯テスト

　シャーシ（ＡＢＳ　５．３　５．４　＋ＴＣ） 　リターンポンプリレーテスト

　シャーシ（ＡＢＳ） 　ＡＢＳ警告灯テスト

　シャーシ（ＡＢＳ） 　トラクションコントロール警告灯テスト

　シャーシ（ＡＢＳ） 　リターンポンプリレーテスト

　シャーシ（ＡＢＳ　ＥＳＰ） 　ＥＳＰ警告灯テスト

　シャーシ（ＡＢＳ　ＥＳＰ） 　リターンポンプリレーテスト

　シャーシ（ＡＢＳ　ＥＳＰ８） 　ＡＢＳ警告灯テスト

　シャーシ（ＡＢＳ　ＥＳＰ８） 　エンジン回転数テスト

　シャーシ（ＡＢＳ　ＥＳＰ８） 　トラクションコントロールテスト

　シャーシ（ＡＢＳ　ＥＳＰ８） 　トラクションコントロール警告灯テスト

　シャーシ（ＡＢＳ　ＥＳＰ８） 　リターンポンプリレーテスト

　シャーシ（ＡＢＳ　ＥＴＣ） 　フロント右：ホールド

　シャーシ（ＡＢＳ　ＥＴＣ） 　フロント右：リリース

　シャーシ（ＡＢＳ　ＥＴＣ） 　フロント左：ホールド

　シャーシ（ＡＢＳ　ＥＴＣ） 　フロント左：リリース

　シャーシ（ＡＢＳ　ＥＴＣ） 　リア：リリース

　シャーシ（ＡＢＳ　ＴＣ　ＥＳＰ　ＥＣＵ（電子コントロールユニット）） 　ＡＢＳ警告灯テスト

　シャーシ（ＡＢＳ　ＴＣ　ＥＳＰ　ＥＣＵ（電子コントロールユニット）） 　ＥＳＰ警告灯テスト

　シャーシ（ＡＢＳ　ＴＣ　ＥＳＰ　ＥＣＵ（電子コントロールユニット）） 　リターンポンプリレーテスト

　シャーシ（ＡＢＳ　ＴＣ　ＥＳＰ（ビークルダイナミックシステム）） 　ＡＢＳ警告灯テスト

　シャーシ（ＡＢＳ　ＴＣ　ＥＳＰ（ビークルダイナミックシステム）） 　ＥＳＰ警告灯テスト

　シャーシ（ＡＢＳ　ＴＣ　ＥＳＰ（ビークルダイナミックシステム）） 　リターンポンプリレーテスト

　シャーシ（ＡＢＳ　ＴＣ　ＥＳＰ８．０） 　ＡＢＳ警告灯テスト

　シャーシ（ＡＢＳ　ＴＣ　ＥＳＰ８．０） 　ＥＢＤ表示灯テスト

　シャーシ（ＡＢＳ　ＴＣ　ＥＳＰ８．０） 　フロント右ソレノイド

　シャーシ（ＡＢＳ　ＴＣ　ＥＳＰ８．０） 　フロント左ソレノイド

　シャーシ（ＡＢＳ　ＴＣ　ＥＳＰ８．０） 　リア右ソレノイド

　シャーシ（ＡＢＳ　ＴＣ　ＥＳＰ８．０） 　リア左ソレノイド

　シャーシ（ＡＢＳ－５．３　５．４（＋ＴＣ）） 　ＡＢＳ警告灯テスト

　シャーシ（ＡＢＳ－５．３　５．４（＋ＴＣ）） 　エンジン回転数テスト

　シャーシ（ＡＢＳ－５．３　５．４（＋ＴＣ）） 　トラクションコントロールテスト

　シャーシ（ＡＢＳ－５．３　５．４（＋ＴＣ）） 　トラクションコントロール警告灯テスト

　シャーシ（ＡＢＳ－５．３　５．４（＋ＴＣ）） 　リターンポンプリレーテスト

　シャーシ（ＡＢＳ８　ＥＳＰ８） 　ＡＢＳ警告灯テスト

　シャーシ（ＡＢＳ８　ＥＳＰ８） 　リターンポンプリレーテスト

　シャーシ（ＣＤＣ（連続ダンピングコントロール）） 　スポーツプログラムテスト

　シャーシ（ＥＨＰＳ（電子油圧パワーステアリング）） 　モーターテスト

　シャーシ（ＥＳＰ） 　ＡＢＳ警告灯テスト

　シャーシ（ＥＳＰ） 　ＥＳＰ警告灯テスト

　シャーシ（ＥＳＰ） 　リターンポンプリレーテスト

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

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

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

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

　シャーシ（サスペンションコントロールモジュール） 　Ｓｕｓｐｅｎｓｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ　Ｍｏｄｅ（Ｃｏｍｆｏｒｔ）

　シャーシ（サスペンションコントロールモジュール） 　Ｓｕｓｐｅｎｓｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ　Ｍｏｄｅ（Ｎｏｒｍａｌ）

　シャーシ（サスペンションコントロールモジュール） 　Ｓｕｓｐｅｎｓｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ　Ｍｏｄｅ（Ｓｐｏｒｔ　Ｍｏｄｅ）

　シャーシ（シャーシコントロールモジュール） 　燃料圧力

　シャーシ（シャーシコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　シャーシ（ステアリングホイールアングルセンサーモジュール） 　アクセサリー／保持アクセサリー電源リレー

　シャーシ（ステアリングホイールアングルセンサーモジュール） 　すべてのドアロック／アンロック（すべてのドアロック）

　シャーシ（ステアリングホイールアングルセンサーモジュール） 　すべてのドアロック／アンロック（運転席ドアアンロック）

　シャーシ（ステアリングホイールアングルセンサーモジュール） 　すべてのドアロック／アンロック（助手席ドアアンロック）
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　シャーシ（ステアリングホイールアングルセンサーモジュール） 　補助イグニッションランリレー

　シャーシ（ステアリングホイールアングルセンサーモジュール） 　バックアップランプ

　シャーシ（ステアリングホイールアングルセンサーモジュール） 　バッテリーセーバーリレー

　シャーシ（ステアリングホイールアングルセンサーモジュール） 　カーゴランプ

　シャーシ（ステアリングホイールアングルセンサーモジュール） 　センターストップランプ

　シャーシ（ステアリングホイールアングルセンサーモジュール） 　カーテシーランプ

　シャーシ（ステアリングホイールアングルセンサーモジュール） 　ドアデッドロック：ロック／アンロック

　シャーシ（ステアリングホイールアングルセンサーモジュール） 　運転席ウィンドウモーター（ダウン）

　シャーシ（ステアリングホイールアングルセンサーモジュール） 　運転席ウィンドウモーター（エクスプレスダウン）

　シャーシ（ステアリングホイールアングルセンサーモジュール） 　運転席ウィンドウモーター（エクスプレスアップ）

　シャーシ（ステアリングホイールアングルセンサーモジュール） 　運転席ウィンドウモーター（アップ）

　シャーシ（ステアリングホイールアングルセンサーモジュール） 　フロントフォグランプ

　シャーシ（ステアリングホイールアングルセンサーモジュール） 　燃料モードセレクトスイッチインジケーター

　シャーシ（ステアリングホイールアングルセンサーモジュール） 　ジェネレーターレギュレーター設定値

　シャーシ（ステアリングホイールアングルセンサーモジュール） 　ハザードランプスイッチバックランプ

　シャーシ（ステアリングホイールアングルセンサーモジュール） 　ヘッドライトウォッシャーリレー

　シャーシ（ステアリングホイールアングルセンサーモジュール） 　ホーンリレー

　シャーシ（ステアリングホイールアングルセンサーモジュール） 　想定外の負荷

　シャーシ（ステアリングホイールアングルセンサーモジュール） 　白熱灯調光

　シャーシ（ステアリングホイールアングルセンサーモジュール） 　ＬＥＤバックランプディミング

　シャーシ（ステアリングホイールアングルセンサーモジュール） 　フロント左ターンシグナルランプ

　シャーシ（ステアリングホイールアングルセンサーモジュール） 　リア左ターンシグナルランプ

　シャーシ（ステアリングホイールアングルセンサーモジュール） 　リア左ウィンドウモーター（ダウン）

　シャーシ（ステアリングホイールアングルセンサーモジュール） 　リア左ウィンドウモーター（エクスプレスダウン）

　シャーシ（ステアリングホイールアングルセンサーモジュール） 　Ｌｅｆｔ　Ｒｅａｒ　Ｗｉｎｄｏｗ　Ｍｏｔｏｒ　（Ｅｘｐｒｅｓｓ　Ｕｐ）

　シャーシ（ステアリングホイールアングルセンサーモジュール） 　リア左ウィンドウモーター（アップ）

　シャーシ（ステアリングホイールアングルセンサーモジュール） 　ナンバープレートランプ

　シャーシ（ステアリングホイールアングルセンサーモジュール） 　助手席ウィンドウモーター（エクスプレスアップ）

　シャーシ（ステアリングホイールアングルセンサーモジュール） 　助手席ウィンドウモーター（ダウン）

　シャーシ（ステアリングホイールアングルセンサーモジュール） 　助手席ウィンドウモーター（エクスプレスダウン）

　シャーシ（ステアリングホイールアングルセンサーモジュール） 　助手席ウィンドウモーター（アップ）

　シャーシ（ステアリングホイールアングルセンサーモジュール） 　リアボディークロージャーアンラッチ

　シャーシ（ステアリングホイールアングルセンサーモジュール） 　リアフォグランプリレー

　シャーシ（ステアリングホイールアングルセンサーモジュール） 　リアウォッシャーリレー

　シャーシ（ステアリングホイールアングルセンサーモジュール） 　フロント右ターンシグナルランプ

　シャーシ（ステアリングホイールアングルセンサーモジュール） 　リア右ターンシグナルランプ

　シャーシ（ステアリングホイールアングルセンサーモジュール） 　リア右ウィンドウモーター（ダウン）

　シャーシ（ステアリングホイールアングルセンサーモジュール） 　リア右ウィンドウモーター（エクスプレスダウン）

　シャーシ（ステアリングホイールアングルセンサーモジュール） 　Ｒｉｇｈｔ　Ｒｅａｒ　Ｗｉｎｄｏｗ　Ｍｏｔｏｒ　（Ｅｘｐｒｅｓｓ　Ｕｐ）

　シャーシ（ステアリングホイールアングルセンサーモジュール） 　リア右ウィンドウモーター（アップ）

　シャーシ（ステアリングホイールアングルセンサーモジュール） 　ラン／クランクリレー

　シャーシ（ステアリングホイールアングルセンサーモジュール） 　ウィンドウロックアウトスイッチインジケーター

　シャーシ（ステアリングホイールアングルセンサーモジュール） 　フロントガラスウォッシャーリレー

　シャーシ（ステアリングホイールアングルセンサーモジュール） 　フロントガラスワイパーモーターリレー（ハイ）

　シャーシ（ステアリングホイールアングルセンサーモジュール） 　フロントガラスワイパーモーターリレー（ロー）

　シャーシ（ステアリングホイールアングルセンサーモジュール） 　フロントガラスワイパーモーターリレー（パーキング）

　シャーシ（ステアリングホイールアングルセンサーモジュール） 　セキュリティーインジケーター

　シャーシ（ステアリングホイールアングルセンサーモジュール） 　リアワイパー

　シャーシ（トランスファーケースコントロールモジュール） 　トルクカップリングコントロール

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

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

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

　シャーシ（フューエルポンプコントロール） 　フューエルポンプ

　シャーシ（フューエルポンプコントロール） 　フューエルポンプトリムリセット

　シャーシ（フューエルポンプコントロール） 　燃料コントロール

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール） 　ＡＢＳポンプモーター

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール） 　Ｖｅｈｉｃｌｅ　Ｓｔａｂｉｌｉｔｙ　Ｓｙｓｔｅｍ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール） 　フロント右吸気バルブ

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール） 　フロント右排気バルブ

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール） 　フロント左吸気バルブ

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール） 　フロント左排気バルブ

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール） 　ポンプモーター

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール） 　リア右吸気バルブ

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール） 　リア右排気バルブ

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール） 　リア左吸気バルブ

　シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール） 　リア左排気バルブ

　シャーシ（電動パワーステアリング） 　モーターテスト

　シャーシ（電動パワーステアリング） 　警告灯テスト

　トランスミッション（ＡＦ　１３　１４　２０） 　ウインターモード表示灯テスト

　トランスミッション（ＡＦ　１３　１４　２０） 　エコノミー／スポーツテスト

　トランスミッション（ＡＦ　１３　１４　２０） 　ソレノイド１－２／３－４テスト

　トランスミッション（ＡＦ　１３　１４　２０） 　ソレノイド２－３テスト

　トランスミッション（ＡＦ　１３　１４　２０） 　トルクコンバータークラッチソレノイドテスト

　トランスミッション（ＡＦ　１３　１４　２０） 　圧力レギュレーターソレノイドテスト

　トランスミッション（ＡＦ　１３－４） 　クラッチテスト

　トランスミッション（ＡＦ　１３－ＩＩ　１７　２０　２２　ＣＡＮ） 　１－２／３－４シフトソレノイドバルブテスト

　トランスミッション（ＡＦ　１３－ＩＩ　１７　２０　２２　ＣＡＮ） 　２－３シフトソレノイドバルブテスト

　トランスミッション（ＡＦ　１３－ＩＩ　１７　２０　２２　ＣＡＮ） 　ウインターモード表示灯テスト

　トランスミッション（ＡＦ　１３－ＩＩ　１７　２０　２２　ＣＡＮ） 　エコノミー／スポーツインジケーターテスト

　トランスミッション（ＡＦ　１３－ＩＩ　１７　２０　２２　ＣＡＮ） 　サービスインターバルランプテスト

　トランスミッション（ＡＦ　１３－ＩＩ　１７　２０　２２　ＣＡＮ） 　トルクコンバータークラッチソレノイドバルブテスト

　トランスミッション（ＡＦ　１３－ＩＩ　１７　２０　２２　ＣＡＮ） 　ニュートラルコントロールソレノイドテスト
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　トランスミッション（ＡＦ　１３－ＩＩ　１７　２０　２２　ＣＡＮ） 　圧力レギュレーターソレノイドバルブテスト

　トランスミッション（ＡＦ　１３－ＩＩ　１７　２０　２２） 　１－２／３－４シフトソレノイドバルブテスト

　トランスミッション（ＡＦ　１３－ＩＩ　１７　２０　２２） 　２－３シフトソレノイドバルブテスト

　トランスミッション（ＡＦ　１３－ＩＩ　１７　２０　２２） 　Ｐ／Ｎ信号テスト

　トランスミッション（ＡＦ　１３－ＩＩ　１７　２０　２２） 　ウインターモード表示灯テスト

　トランスミッション（ＡＦ　１３－ＩＩ　１７　２０　２２） 　エコノミー／スポーツインジケーターテスト

　トランスミッション（ＡＦ　１３－ＩＩ　１７　２０　２２） 　トルクコントロールテスト

　トランスミッション（ＡＦ　１３－ＩＩ　１７　２０　２２） 　トルクコンバータークラッチソレノイドバルブテスト

　トランスミッション（ＡＦ　１３－ＩＩ　１７　２０　２２） 　ニュートラルコントロールソレノイドテスト

　トランスミッション（ＡＦ　１３－ＩＩ　１７　２０　２２） 　圧力レギュレーターソレノイドバルブテスト

　トランスミッション（ＡＦ　１３－ＩＩ　１７　２０　２２） 　警告灯テスト

　トランスミッション（ＡＦ　１３ＩＩ　２０　２２　３０） 　Ｐ／Ｎスイッチテスト

　トランスミッション（ＡＦ　１３ＩＩ　２０　２２　３０） 　ウインターモード表示灯テスト

　トランスミッション（ＡＦ　１３ＩＩ　２０　２２　３０） 　スポーツＬＥＤテスト

　トランスミッション（ＡＦ　１３ＩＩ　２０　２２　３０） 　ソレノイド１－２／３－４テスト

　トランスミッション（ＡＦ　１３ＩＩ　２０　２２　３０） 　ソレノイド２－３テスト

　トランスミッション（ＡＦ　１３ＩＩ　２０　２２　３０） 　トルクコンバータークラッチソレノイドテスト

　トランスミッション（ＡＦ　１３ＩＩ　２０　２２　３０） 　圧力レギュレーターソレノイドテスト

　トランスミッション（ＡＦ　１７－４） 　１－２／３－４シフトソレノイドバルブテスト

　トランスミッション（ＡＦ　１７－４） 　２－３シフトソレノイドバルブテスト

　トランスミッション（ＡＦ　１７－４） 　ウインターモード表示灯テスト

　トランスミッション（ＡＦ　１７－４） 　トルクコンバータークラッチソレノイドバルブテスト

　トランスミッション（ＡＦ　１７－４） 　圧力レギュレーターソレノイドバルブテスト

　トランスミッション（ＡＦ　２２－４） 　１－２／３－４シフトソレノイドバルブテスト

　トランスミッション（ＡＦ　２２－４） 　２－３シフトソレノイドバルブテスト

　トランスミッション（ＡＦ　２２－４） 　ウインターモード表示灯テスト

　トランスミッション（ＡＦ　２２－４） 　クラッチテスト

　トランスミッション（ＡＦ　２２－４） 　トルクコンバータークラッチソレノイドバルブテスト

　トランスミッション（ＡＦ　２２－４） 　圧力レギュレーターソレノイドバルブテスト

　トランスミッション（ＡＦ　２３－５　３３－５　４０－６） 　ウインターモード表示灯テスト

　トランスミッション（ＡＦ　２３－５　３３－５　４０－６） 　シフトソレノイドバルブ１テスト

　トランスミッション（ＡＦ　２３－５　３３－５　４０－６） 　シフトソレノイドバルブ２テスト

　トランスミッション（ＡＦ　２３－５　３３－５　４０－６） 　シフトソレノイドバルブ３テスト

　トランスミッション（ＡＦ　２３－５　３３－５　４０－６） 　シフトソレノイドバルブ４テスト

　トランスミッション（ＡＦ　２３－５　３３－５　４０－６） 　シフトソレノイドバルブ５テスト

　トランスミッション（ＡＦ　２３－５　３３－５　４０－６） 　ブレーキモードテスト

　トランスミッション（ＡＦ　２３－５　３３－５　４０－６） 　マニュアルシフトテスト

　トランスミッション（ＡＦ　２３－５　３３－５　４０－６） 　マニュアルシフトモードテスト

　トランスミッション（ＡＦ　４０－６） 　ウインターモードテスト

　トランスミッション（ＡＦ　４０－６） 　ウインターモード表示灯テスト

　トランスミッション（ＡＦ　４０－６） 　シフトソレノイドバルブ１テスト

　トランスミッション（ＡＦ　４０－６） 　シフトソレノイドバルブ２テスト

　トランスミッション（ＡＦ　４０－６） 　スポーツモードテスト

　トランスミッション（ＡＦ　４０－６） 　ブレーキモードテスト

　トランスミッション（ＡＦ　４０－６） 　マニュアルシフトモード

　トランスミッション（ＡＴ　ＧＥＮ　ＩＩＩ） 　１－２シフトソレノイド

　トランスミッション（ＡＴ　ＧＥＮ　ＩＩＩ） 　２－３シフトソレノイド

　トランスミッション（ＡＴ　ＧＥＮ　ＩＩＩ） 　３／２ダウンシフトソレノイド

　トランスミッション（ＡＴ　ＧＥＮ　ＩＩＩ） 　トルクコンバータークラッチＰＷＭソレノイド

　トランスミッション（ＡＴ　ＧＥＮ　ＩＩＩ） 　トルクコンバータークラッチソレノイド

　トランスミッション（ＭＴＡ（イージートロニック）） 　バックランプリレーテスト

　トランスミッション（ＴＣＭ） 　ＳＬＳリニアソレノイド

　トランスミッション（ＴＣＭ） 　ＳＬＴリニアソレノイド

　トランスミッション（ＴＣＭ） 　ＳＬＵリニアソレノイド

　トランスミッション（ＴＣＭ） 　ウインターモード表示灯

　トランスミッション（ＴＣＭ） 　シフトソレノイド１コントロール

　トランスミッション（ＴＣＭ） 　シフトソレノイド２コントロール

　トランスミッション（ＴＣＭ） 　シフトソレノイド３コントロール

　トランスミッション（ＴＣＭ） 　シフトソレノイド４コントロール

　トランスミッション（ＴＣＭ） 　シフトソレノイド５コントロール

　トランスミッション（ＴＣＭ） 　トルクコンバータークラッチロックアップファンクション

　トランスミッション（オートマチックトランスミッション） 　シフトソレノイドバルブ１テスト

　トランスミッション（オートマチックトランスミッション） 　シフトソレノイドバルブ２テスト

　トランスミッション（オートマチックトランスミッション） 　シフトソレノイドバルブ３テスト

　トランスミッション（オートマチックトランスミッション） 　シフトソレノイドバルブ４テスト

　トランスミッション（オートマチックトランスミッション） 　シフトソレノイドバルブ５テスト

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．０Ｌ　（ＬＥ１））） 　クーリングファン

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．０Ｌ　（ＬＥ１））） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．０Ｌ　（ＬＥ１））） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．０Ｌ　（ＬＥ１））） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．０Ｌ　（ＬＥ１））） 　燃料システム減圧

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．０Ｌ　（ＬＥ１））） 　Ｅｎｇｉｎｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｔｈｅｒｍｏｓｔａｔ　Ｈｅａｔｅｒ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．０Ｌ　（ＬＥ１））） 　エンジン油圧制御ソレノイドバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．０Ｌ　（ＬＥ１））） 　エンジン回転数

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．０Ｌ　（ＬＥ１））） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．０Ｌ　（ＬＥ１））） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．０Ｌ　（ＬＥ１））） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．０Ｌ　（ＬＥ１））） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．０Ｌ　（ＬＥ１））） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．０Ｌ　（ＬＥ１））） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．０Ｌ　（ＬＥ１））） 　燃料レール圧力

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．０Ｌ　（ＬＥ１））） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．０Ｌ　（ＬＥ１））） 　ヒータークーラントポンプ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．０Ｌ　（ＬＥ１））） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．０Ｌ　（ＬＥ１））） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．０Ｌ　（ＬＥ１））） 　Ｏ２センサーテスト

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．０Ｌ　（ＬＥ１））） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．０Ｌ　（ＬＥ１））） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．０Ｌ　（ＬＥ１））） 　スロットルポジション

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．０Ｌ　（ＬＥ１））） 　ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．０Ｌ　（ＬＥ１））） 　ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．０Ｌ　（ＬＥ１））） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー
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　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．０Ｌ　（ＬＥ１））） 　フューエルトリム

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．０Ｌ　（ＬＥ１））） 　圧縮テスト

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．０Ｌ　（ＬＥ１））） 　吸気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．０Ｌ　（ＬＥ１））） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．０Ｌ　（ＬＥ１））） 　排気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．２Ｌ　（ＬＷＤ））） 　クーリングファンリレー１、２

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．２Ｌ　（ＬＷＤ））） 　Ｃｙｌｉｎｄｅｒ　Ｂａｌａｎｃｅ　１　Ｉｎｊｅｃｔｏｒ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．２Ｌ　（ＬＷＤ））） 　Ｃｙｌｉｎｄｅｒ　Ｂａｌａｎｃｅ　２　Ｉｎｊｅｃｔｏｒ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．２Ｌ　（ＬＷＤ））） 　Ｃｙｌｉｎｄｅｒ　Ｂａｌａｎｃｅ　３　Ｉｎｊｅｃｔｏｒ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．２Ｌ　（ＬＷＤ））） 　Ｃｙｌｉｎｄｅｒ　Ｂａｌａｎｃｅ　４　Ｉｎｊｅｃｔｏｒ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．２Ｌ　（ＬＷＤ））） 　燃料システム減圧

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．２Ｌ　（ＬＷＤ））） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．２Ｌ　（ＬＷＤ））） 　Ｅｎｇｉｎｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｔｈｅｒｍｏｓｔａｔ　Ｈｅａｔｅｒ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．２Ｌ　（ＬＷＤ））） 　エンジン回転数

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．２Ｌ　（ＬＷＤ））） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．２Ｌ　（ＬＷＤ））） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．２Ｌ　（ＬＷＤ））） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．２Ｌ　（ＬＷＤ））） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．２Ｌ　（ＬＷＤ））） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．２Ｌ　（ＬＷＤ））） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

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

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．２Ｌ　（ＬＷＤ））） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．２Ｌ　（ＬＷＤ））） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．２Ｌ　（ＬＷＤ））） 　スロットルポジション

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．２Ｌ　（ＬＷＤ））） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．２Ｌ　（ＬＷＤ））） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．２Ｌ　（ＬＷＤ））） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．２Ｌ　（ＬＷＤ））） 　フューエルトリム

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．２Ｌ　（ＬＷＤ））） 　フューエルポンプリレー

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．２Ｌ　（ＬＷＤ））） 　圧縮テスト

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．２Ｌ　（ＬＷＤ））） 　吸気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．２Ｌ　（ＬＷＤ））） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．２Ｌ　（ＬＷＤ））） 　排気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

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

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

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

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．３Ｌ　（ＬＳＦ））） 　ＥＧＲクーラーバイパスバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．３Ｌ　（ＬＳＦ））） 　ＥＧＲバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．３Ｌ　（ＬＳＦ））） 　エンジン油圧制御ソレノイドバルブ

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．３Ｌ　（ＬＳＦ））） 　燃料システム

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．３Ｌ　（ＬＳＦ））） 　グロープラグ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．３Ｌ　（ＬＳＦ））） 　ターボチャージャー１ウェストゲートソレノイドバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．３Ｌ　（ＬＳＦ））） 　ターボチャージャー２ウェストゲートソレノイドバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．３Ｌ　（ＬＳＦ））） 　ターボチャージャーベーン位置

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．３Ｌ　（ＬＳＦ））） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．３Ｌ　（ＬＳＦ））） 　クーリングファンリレー２

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．３Ｌ　（ＬＳＦ））） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（Ｌ２Ｚ））） 　クーリングファンリレー１、２

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（Ｌ２Ｚ））） 　Ｃｙｌｉｎｄｅｒ　Ｂａｌａｎｃｅ　１　Ｉｎｊｅｃｔｏｒ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（Ｌ２Ｚ））） 　Ｃｙｌｉｎｄｅｒ　Ｂａｌａｎｃｅ　２　Ｉｎｊｅｃｔｏｒ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（Ｌ２Ｚ））） 　Ｃｙｌｉｎｄｅｒ　Ｂａｌａｎｃｅ　３　Ｉｎｊｅｃｔｏｒ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（Ｌ２Ｚ））） 　Ｃｙｌｉｎｄｅｒ　Ｂａｌａｎｃｅ　４　Ｉｎｊｅｃｔｏｒ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（Ｌ２Ｚ））） 　燃料システム減圧

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（Ｌ２Ｚ））） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（Ｌ２Ｚ））） 　Ｅｎｇｉｎｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｔｈｅｒｍｏｓｔａｔ　Ｈｅａｔｅｒ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（Ｌ２Ｚ））） 　エンジン回転数

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（Ｌ２Ｚ））） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（Ｌ２Ｚ））） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（Ｌ２Ｚ））） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（Ｌ２Ｚ））） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（Ｌ２Ｚ））） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（Ｌ２Ｚ））） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（Ｌ２Ｚ））） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（Ｌ２Ｚ））） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（Ｌ２Ｚ））） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（Ｌ２Ｚ））） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（Ｌ２Ｚ））） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（Ｌ２Ｚ））） 　スロットルポジション

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（Ｌ２Ｚ））） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（Ｌ２Ｚ））） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（Ｌ２Ｚ））） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（Ｌ２Ｚ））） 　スターターリレー

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（Ｌ２Ｚ））） 　フューエルトリム

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（Ｌ２Ｚ））） 　フューエルポンプリレー

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（Ｌ２Ｚ））） 　圧縮テスト

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（Ｌ２Ｚ））） 　吸気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（Ｌ２Ｚ））） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（Ｌ２Ｚ））） 　排気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＤＤ））） 　クーリングファンリレー１、２

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＤＤ））） 　クーリングファンリレー１、２、３

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＤＤ））） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＤＤ））） 　インジェクター（シリンダー１）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＤＤ））） 　インジェクター（シリンダー２）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＤＤ））） 　インジェクター（シリンダー３）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＤＤ））） 　インジェクター（シリンダー４）
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　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＤＤ））） 　Ｃｙｌｉｎｄｅｒ　Ｂａｌａｎｃｅ　１　Ｉｎｊｅｃｔｏｒ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＤＤ））） 　Ｃｙｌｉｎｄｅｒ　Ｂａｌａｎｃｅ　２　Ｉｎｊｅｃｔｏｒ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＤＤ））） 　Ｃｙｌｉｎｄｅｒ　Ｂａｌａｎｃｅ　３　Ｉｎｊｅｃｔｏｒ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＤＤ））） 　Ｃｙｌｉｎｄｅｒ　Ｂａｌａｎｃｅ　４　Ｉｎｊｅｃｔｏｒ

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

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

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

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＤＤ））） 　燃料システム減圧

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＤＤ））） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＤＤ））） 　Ｅｎｇｉｎｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｔｈｅｒｍｏｓｔａｔ　Ｈｅａｔｅｒ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＤＤ））） 　エンジン回転数

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＤＤ））） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＤＤ））） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＤＤ））） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＤＤ））） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＤＤ））） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＤＤ））） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＤＤ））） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＤＤ））） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＤＤ））） 　アイドル点火時期

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＤＤ））） 　点火時期遅延

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＤＤ））） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＤＤ））） 　インテークマニホールドランナーコントロールバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＤＤ））） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＤＤ））） 　スロットルポジション

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＤＤ））） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＤＤ））） 　エンジンクーラントサーモスタットヒーター

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＤＤ））） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＤＤ））） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＤＤ））） 　スターターリレー

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＤＤ））） 　フューエルトリム

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＤＤ））） 　フューエルポンプリレー

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＤＤ））） 　圧縮テスト

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＤＤ））） 　吸気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＤＤ））） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＤＤ））） 　排気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＥ２））） 　クーリングファンモーター

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＥ２））） 　クーリングファンリレー１、２、３

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＥ２））） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＥ２））） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＥ２））） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＥ２））） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＥ２））） 　燃料システム減圧

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＥ２））） 　エンジン油圧制御ソレノイドバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＥ２））） 　エンジン回転数

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＥ２））） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＥ２））） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＥ２））） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＥ２））） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＥ２））） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＥ２））） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＥ２））） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＥ２））） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＥ２））） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＥ２））） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＥ２））） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＥ２））） 　マスエアフローセンサー供給電圧

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＥ２））） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＥ２））） 　スロットルポジション

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＥ２））） 　ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＥ２））） 　ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＥ２））） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＥ２））） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＥ２））） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＥ２））） 　フューエルトリム

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＥ２））） 　吸気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＥ２））） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＥ２））） 　排気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＵＪ））） 　触媒テスト

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＵＪ））） 　クーリングファン

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＵＪ））） 　クーリングファンリレー１、２

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＵＪ））） 　クーリングファンリレー１、２、３

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＵＪ））） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＵＪ））） 　Ｃｙｌｉｎｄｅｒ　Ｂａｌａｎｃｅ　１　Ｉｎｊｅｃｔｏｒ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＵＪ））） 　Ｃｙｌｉｎｄｅｒ　Ｂａｌａｎｃｅ　２　Ｉｎｊｅｃｔｏｒ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＵＪ））） 　Ｃｙｌｉｎｄｅｒ　Ｂａｌａｎｃｅ　３　Ｉｎｊｅｃｔｏｒ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＵＪ））） 　Ｃｙｌｉｎｄｅｒ　Ｂａｌａｎｃｅ　４　Ｉｎｊｅｃｔｏｒ

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

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

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

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＵＪ））） 　燃料システム減圧

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＵＪ））） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＵＪ））） 　Ｅｎｇｉｎｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｔｈｅｒｍｏｓｔａｔ　Ｈｅａｔｅｒ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＵＪ））） 　エンジン回転数

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＵＪ））） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＵＪ））） 　ＥＶＡＰサービスベイテスト

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＵＪ））） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＵＪ））） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＵＪ））） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）
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　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＵＪ））） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＵＪ））） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＵＪ））） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＵＪ））） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＵＪ））） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＵＪ））） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＵＪ））） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＵＪ））） 　スロットルポジション

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＵＪ））） 　ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＵＪ））） 　ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＵＪ））） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＵＪ））） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＵＪ））） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＵＪ））） 　フューエルトリム

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＵＪ））） 　フューエルポンプリレー

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＵＪ））） 　圧縮テスト

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＵＪ））） 　吸気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＵＪ））） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．４Ｌ　（ＬＵＪ））） 　排気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＤＥ））） 　クーリングファンリレー１、２、３

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＤＥ））） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＤＥ））） 　インジェクター（シリンダー１）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＤＥ））） 　インジェクター（シリンダー２）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＤＥ））） 　インジェクター（シリンダー３）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＤＥ））） 　インジェクター（シリンダー４）

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＤＥ））） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＤＥ））） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＤＥ））） 　燃料システム減圧

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＤＥ））） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＤＥ））） 　エンジン回転数

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＤＥ））） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＤＥ））） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＤＥ））） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＤＥ））） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＤＥ））） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＤＥ））） 　アイドル点火時期

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＤＥ））） 　点火時期遅延

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＤＥ））） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＤＥ））） 　インテークマニホールドランナーコントロールバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＤＥ））） 　インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＤＥ））） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＤＥ））） 　スロットルポジション

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＤＥ））） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＤＥ））） 　エンジンクーラントサーモスタットヒーター

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＤＥ））） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＤＥ））） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＤＥ））） 　スターターリレー

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＤＥ））） 　フューエルトリム

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＤＥ））） 　フューエルポンプリレー

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＤＥ））） 　圧縮テスト

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＤＥ））） 　吸気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＤＥ））） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＤＥ））） 　排気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＧＥ））） 　Ａｌｔｅｒｎａｔｉｖｅ　Ｆｕｅｌ　Ｃｕｔ－Ｏｆｆ　Ｓｏｌｅｎｏｉｄ　Ｖａｌｖｅ　Ｒｅｌａｙ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＧＥ））） 　Ａｌｔｅｒｎａｔｉｖｅ　Ｆｕｅｌ　Ｉｎｊｅｃｔｏｒ　Ｒｅｌａｙ

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＧＥ））） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＧＥ））） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＧＥ））） 　エンジン回転数

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＧＥ））） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＧＥ））） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＧＥ））） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＧＥ））） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＧＥ））） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＧＥ））） 　スロットルポジション

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＧＥ））） 　ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＧＥ））） 　ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＧＥ））） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＧＥ））） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＧＥ））） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＧＥ））） 　フューエルポンプリレー

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＧＥ））） 　圧縮テスト

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　１９０１）） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　１９０１）） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　１９０１）） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　１９０１）） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　１９０１）） 　エンジン回転数

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　１９０１）） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　１９０１）） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　１９０１）） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　１９０１）） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　１９０１）） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　１９０１）） 　スロットルポジション

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　１９０１）） 　ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　１９０１）） 　ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　１９０１）） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　１９０１）） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　１９０１）） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　１９０１）） 　フューエルポンプリレー
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　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　１９０１）） 　圧縮テスト

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　１９０２）） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　１９０２）） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　１９０２）） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　１９０２）） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　１９０２）） 　エンジン回転数

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　１９０２）） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　１９０２）） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　１９０２）） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　１９０２）） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　１９０２）） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　１９０２）） 　スロットルポジション

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　１９０２）） 　ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　１９０２）） 　ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　１９０２）） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　１９０２）） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　１９０２）） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　１９０２）） 　フューエルポンプリレー

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　１９０２）） 　圧縮テスト

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　１９０３）） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　１９０３）） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　１９０３）） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　１９０３）） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　１９０３）） 　エンジン回転数

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　１９０３）） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　１９０３）） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　１９０３）） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　１９０３）） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　１９０３）） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　１９０３）） 　スロットルポジション

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　１９０３）） 　ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　１９０３）） 　ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　１９０３）） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　１９０３）） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　１９０３）） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　１９０３）） 　フューエルポンプリレー

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　１９０３）） 　圧縮テスト

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　１９０４）） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　１９０４）） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　１９０４）） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　１９０４）） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　１９０４）） 　エンジン回転数

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　１９０４）） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　１９０４）） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　１９０４）） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　１９０４）） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　１９０４）） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　１９０４）） 　スロットルポジション

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　１９０４）） 　ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　１９０４）） 　ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　１９０４）） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　１９０４）） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　１９０４）） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　１９０４）） 　フューエルポンプリレー

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　１９０４）） 　圧縮テスト

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　１９０５）） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　１９０５）） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　１９０５）） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　１９０５）） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　１９０５）） 　エンジン回転数

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　１９０５）） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　１９０５）） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　１９０５）） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　１９０５）） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　１９０５）） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　１９０５）） 　スロットルポジション

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　１９０５）） 　ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　１９０５）） 　ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　１９０５）） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　１９０５）） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　１９０５）） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　１９０５）） 　フューエルポンプリレー

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　１９０５）） 　圧縮テスト

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　その他）） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　その他）） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　その他）） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　その他）） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　その他）） 　エンジン回転数

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　その他）） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　その他）） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　その他）） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　その他）） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　その他）） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　その他）） 　スロットルポジション

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　その他）） 　ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　その他）） 　ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　その他）） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　その他）） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　その他）） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　その他）） 　フューエルポンプリレー

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ）　その他）） 　圧縮テスト

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ））） 　クーリングファンリレー１、２、３
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　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ））） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ））） 　インジェクター（シリンダー１）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ））） 　インジェクター（シリンダー２）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ））） 　インジェクター（シリンダー３）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ））） 　インジェクター（シリンダー４）

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ））） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ））） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ））） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ））） 　エンジン回転数

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ））） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ））） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ））） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ））） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ））） 　アイドル点火時期

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ））） 　インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ））） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ））） 　スロットルポジション

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ））） 　ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ））） 　ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ））） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ））） 　エンジンクーラントサーモスタットヒーター

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ））） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ））） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ））） 　スターターリレー

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ））） 　フューエルトリム

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ））） 　フューエルポンプリレー

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ））） 　圧縮テスト

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＬＵ））） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＶＬ））） 　クーリングファン

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＶＬ））） 　Ｃｏｏｌｉｎｇ　Ｆａｎ　Ｒｅｌａｙ１

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＶＬ））） 　Ｃｏｏｌｉｎｇ　Ｆａｎ　Ｒｅｌａｙ２

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＶＬ））） 　Ｃｏｏｌｉｎｇ　Ｆａｎ　Ｒｅｌａｙ３

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＶＬ））） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＶＬ））） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＶＬ））） 　ＥＧＲクーラーバイパスバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＶＬ））） 　ＥＧＲバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＶＬ））） 　エンジンクーラントポンプクラッチリレー

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＶＬ））） 　Ｅｎｇｉｎｅ　Ｃｏｏｌａｎｔ　Ｔｈｅｍｏｓｔａｔ　Ｈｅａｔｅｒ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＶＬ））） 　エンジン油圧制御ソレノイドバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＶＬ））） 　Ｅｎｇｉｎｅ　Ｓｐｅｅｄ／Ｔｈｒｏｔｈｌｅ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＶＬ））） 　Ｅｎｉｇｎｅ　Ｓｐｅｅｄ／Ｔｈｒｏｔｔｌｅ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＶＬ））） 　燃料ヒーターリレー

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＶＬ））） 　燃料圧力レギュレーター

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＶＬ））） 　燃料レール圧力

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＶＬ））） 　燃料システム高圧テスト（エンジン作動）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＶＬ））） 　Ｆｕｅｌ　Ｓｙｓｔｅｍ　Ｈｉｇｈｔ　Ｐｒｅｓｓｕｒｅ　Ｔｅｓｔ　（Ｅｎｇｉｎｅ　Ｒｕｎｓ）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＶＬ））） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＶＬ））） 　Ｈｉｇｈ　Ｓｉｄｅ　Ｄｉｒｖｅｒ　１

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＶＬ））） 　Ｈｉｇｈ　Ｓｉｄｅ　Ｄｉｒｖｅｒ　２

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＶＬ））） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＶＬ））） 　ハイサイドドライバー２

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＶＬ））） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＶＬ））） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＶＬ））） 　吸気フローバルブモーター

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＶＬ））） 　吸気フローバルブ位置

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＶＬ））） 　インテークマニホールドランナーコントロールバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＶＬ））） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＶＬ））） 　Ｍａｌｆｕｎｃｔｉｏｎ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ　Ｌｍａｐ　（ＭＩＬ）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＶＬ））） 　ピストンクーリングオイルジェットソレノイドバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＶＬ））） 　プライムフューエルポンプ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＶＬ））） 　ターボチャージャーベーン位置

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＶＬ））） 　ターボチャージャーベーンポジションアクチュエーター

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＶＬ））） 　ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＶＬ））） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＶＬ））） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＶＬ））） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＶＬ））） 　クーリングファンリレー３

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＶＬ））） 　フューエルポンプリレー

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＶＭ））） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＶＭ））） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＶＭ））） 　ＥＧＲクーラーバイパスバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＶＭ））） 　ＥＧＲバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＶＭ））） 　エンジンクーラントポンプクラッチリレー

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＶＭ））） 　エンジン油圧制御ソレノイドバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＶＭ））） 　Ｅｎｉｇｎｅ　Ｓｐｅｅｄ／Ｔｈｒｏｔｔｌｅ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＶＭ））） 　燃料ヒーターリレー

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＶＭ））） 　燃料圧力レギュレーター

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＶＭ））） 　燃料レール圧力

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＶＭ））） 　燃料システム高圧テスト（エンジン作動）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＶＭ））） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＶＭ））） 　Ｈｉｇｈ　Ｓｉｄｅ　Ｄｉｒｖｅｒ　１

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＶＭ））） 　Ｈｉｇｈ　Ｓｉｄｅ　Ｄｉｒｖｅｒ　２

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＶＭ））） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＶＭ））） 　吸気フローバルブモーター

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＶＭ））） 　Ｍａｌｆｕｎｃｔｉｏｎ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ　Ｌｍａｐ　（ＭＩＬ）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＶＭ））） 　ピストンクーリングオイルジェットソレノイドバルブ
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　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＶＭ））） 　ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＶＭ））） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＶＭ））） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＶＭ））） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＶＭ））） 　クーリングファンリレー３

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＶＭ））） 　フューエルポンプリレー

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＶＰ））） 　クーリングファンリレー１、２、３

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＶＰ））） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＶＰ））） 　インジェクター（シリンダー１）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＶＰ））） 　インジェクター（シリンダー２）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＶＰ））） 　インジェクター（シリンダー３）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＶＰ））） 　インジェクター（シリンダー４）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＶＰ））） 　燃料システム減圧

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＶＰ））） 　エンジン回転数

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＶＰ））） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＶＰ））） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＶＰ））） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＶＰ））） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＶＰ））） 　Ｆｕｅｌ　Ｉｎｊｅｃｔｏｒ　Ｂａｌａｎｃｅ－Ｃｙｌｉｎｄｅｒ　１　Ｉｎｊｅｃｔｏｒ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＶＰ））） 　Ｆｕｅｌ　Ｉｎｊｅｃｔｏｒ　Ｂａｌａｎｃｅ－Ｃｙｌｉｎｄｅｒ　２　Ｉｎｊｅｃｔｏｒ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＶＰ））） 　Ｆｕｅｌ　Ｉｎｊｅｃｔｏｒ　Ｂａｌａｎｃｅ－Ｃｙｌｉｎｄｅｒ　３　Ｉｎｊｅｃｔｏｒ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＶＰ））） 　Ｆｕｅｌ　Ｉｎｊｅｃｔｏｒ　Ｂａｌａｎｃｅ－Ｃｙｌｉｎｄｅｒ　４　Ｉｎｊｅｃｔｏｒ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＶＰ））） 　燃料圧力

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＶＰ））） 　Ｆｕｅｌ　Ｐｒｅｓｓｕｒｅ　Ｄｒｏｐ　－Ｃｙｌｉｎｄｅｒ　１　Ｉｎｊｅｃｔｏｒ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＶＰ））） 　Ｆｕｅｌ　Ｐｒｅｓｓｕｒｅ　Ｄｒｏｐ　－Ｃｙｌｉｎｄｅｒ　２　Ｉｎｊｅｃｔｏｒ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＶＰ））） 　Ｆｕｅｌ　Ｐｒｅｓｓｕｒｅ　Ｄｒｏｐ　－Ｃｙｌｉｎｄｅｒ　３　Ｉｎｊｅｃｔｏｒ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＶＰ））） 　Ｆｕｅｌ　Ｐｒｅｓｓｕｒｅ　Ｄｒｏｐ　－Ｃｙｌｉｎｄｅｒ　４　Ｉｎｊｅｃｔｏｒ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＶＰ））） 　燃料圧力レギュレーター

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＶＰ））） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＶＰ））） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＶＰ））） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＶＰ））） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＶＰ））） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＶＰ））） 　マスエアフローセンサー供給電圧

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＶＰ））） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＶＰ））） 　スロットルポジション

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＶＰ））） 　ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＶＰ））） 　ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＶＰ））） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＶＰ））） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＶＰ））） 　スターターリレー

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＶＰ））） 　フューエルトリム

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＶＰ））） 　フューエルポンプリレー

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＶＰ））） 　圧縮テスト

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＶＰ））） 　吸気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＶＰ））） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＶＰ））） 　排気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＷＣ））） 　クーリングファンリレー１、２、３

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＷＣ））） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＷＣ））） 　シリンダーパワーバランス１インジェクター

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＷＣ））） 　シリンダーパワーバランス２インジェクター

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＷＣ））） 　シリンダーパワーバランス３インジェクター

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＷＣ））） 　シリンダーパワーバランス４インジェクター

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＷＣ））） 　燃料システム減圧

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＷＣ））） 　Ｅｎｇｉｎｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｔｈｅｒｍｏｓｔａｔ　Ｈｅａｔｅｒ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＷＣ））） 　エンジン油圧制御ソレノイドバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＷＣ））） 　エンジン回転数

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＷＣ））） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＷＣ））） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＷＣ））） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＷＣ））） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＷＣ））） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＷＣ））） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＷＣ））） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＷＣ））） 　Ｆｕｅｌ　Ｉｎｊｅｃｔｏｒ　Ｂａｌａｎｃｅ－Ｃｙｌｉｎｄｅｒ　１　Ｉｎｊｅｃｔｏｒ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＷＣ））） 　Ｆｕｅｌ　Ｉｎｊｅｃｔｏｒ　Ｂａｌａｎｃｅ－Ｃｙｌｉｎｄｅｒ　２　Ｉｎｊｅｃｔｏｒ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＷＣ））） 　Ｆｕｅｌ　Ｉｎｊｅｃｔｏｒ　Ｂａｌａｎｃｅ－Ｃｙｌｉｎｄｅｒ　３　Ｉｎｊｅｃｔｏｒ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＷＣ））） 　Ｆｕｅｌ　Ｉｎｊｅｃｔｏｒ　Ｂａｌａｎｃｅ－Ｃｙｌｉｎｄｅｒ　４　Ｉｎｊｅｃｔｏｒ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＷＣ））） 　燃料圧力

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＷＣ））） 　Ｆｕｅｌ　Ｐｒｅｓｓｕｒｅ　Ｄｒｏｐ　－Ｃｙｌｉｎｄｅｒ　１　Ｉｎｊｅｃｔｏｒ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＷＣ））） 　Ｆｕｅｌ　Ｐｒｅｓｓｕｒｅ　Ｄｒｏｐ　－Ｃｙｌｉｎｄｅｒ　２　Ｉｎｊｅｃｔｏｒ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＷＣ））） 　Ｆｕｅｌ　Ｐｒｅｓｓｕｒｅ　Ｄｒｏｐ　－Ｃｙｌｉｎｄｅｒ　３　Ｉｎｊｅｃｔｏｒ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＷＣ））） 　Ｆｕｅｌ　Ｐｒｅｓｓｕｒｅ　Ｄｒｏｐ　－Ｃｙｌｉｎｄｅｒ　４　Ｉｎｊｅｃｔｏｒ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＷＣ））） 　Ｆｕｅｌ　Ｐｒｅｓｓｕｒｅ　Ｅｎａｂｌｅ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＷＣ））） 　燃料圧力レギュレーター

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＷＣ））） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＷＣ））） 　燃料レール圧力

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＷＣ））） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＷＣ））） 　ヒータークーラントポンプ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＷＣ））） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＷＣ））） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＷＣ））） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＷＣ））） 　マスエアフローセンサー供給電圧

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＷＣ））） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＷＣ））） 　スロットルポジション

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＷＣ））） 　ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＷＣ））） 　ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＷＣ））） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＷＣ））） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＷＣ））） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＷＣ））） 　フューエルトリム

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＷＣ））） 　フューエルポンプリレー
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システム名 項目名

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＷＣ））） 　圧縮テスト

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＷＣ））） 　吸気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＷＣ））） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＷＣ））） 　排気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＷＶ））） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＷＶ））） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＷＶ））） 　ＥＧＲクーラーバイパスバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＷＶ））） 　ＥＧＲバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＷＶ））） 　エンジンクーラントポンプクラッチリレー

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＷＶ））） 　エンジン油圧制御ソレノイドバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＷＶ））） 　Ｅｎｉｇｎｅ　Ｓｐｅｅｄ／Ｔｈｒｏｔｔｌｅ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＷＶ））） 　燃料ヒーターリレー

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＷＶ））） 　燃料圧力レギュレーター

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＷＶ））） 　燃料レール圧力

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＷＶ））） 　燃料システム高圧テスト（エンジン作動）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＷＶ））） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＷＶ））） 　Ｈｉｇｈ　Ｓｉｄｅ　Ｄｉｒｖｅｒ　１

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＷＶ））） 　Ｈｉｇｈ　Ｓｉｄｅ　Ｄｉｒｖｅｒ　２

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＷＶ））） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＷＶ））） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＷＶ））） 　吸気フローバルブモーター

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＷＶ））） 　Ｍａｌｆｕｎｃｔｉｏｎ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ　Ｌｍａｐ　（ＭＩＬ）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＷＶ））） 　ピストンクーリングオイルジェットソレノイドバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＷＶ））） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＷＶ））） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＷＶ））） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＷＶ））） 　クーリングファンリレー３

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．６Ｌ　（ＬＷＶ））） 　フューエルポンプリレー

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．７Ｌ　（ＬＫＲ））） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．７Ｌ　（ＬＫＲ））） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．７Ｌ　（ＬＫＲ））） 　ＥＧＲクーラーバイパスバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．７Ｌ　（ＬＫＲ））） 　ＥＧＲクーラー冷却ポンプ１

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．７Ｌ　（ＬＫＲ））） 　ＥＧＲバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．７Ｌ　（ＬＫＲ））） 　エンジン回転数／スロットル

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．７Ｌ　（ＬＫＲ））） 　燃料ヒーターリレー

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．７Ｌ　（ＬＫＲ））） 　燃料圧力

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．７Ｌ　（ＬＫＲ））） 　燃料圧力レギュレーター

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．７Ｌ　（ＬＫＲ））） 　Ｆｕｅｌ　Ｐｕｍｐ　Ｒｅａｌｙ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．７Ｌ　（ＬＫＲ））） 　燃料レール圧力リリーフバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．７Ｌ　（ＬＫＲ））） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．７Ｌ　（ＬＫＲ））） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．７Ｌ　（ＬＫＲ））） 　吸気フローバルブ位置

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．７Ｌ　（ＬＫＲ））） 　インテークマニホールドランナーコントロールバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．７Ｌ　（ＬＫＲ））） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．７Ｌ　（ＬＫＲ））） 　ターボチャージャーベーン位置

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．７Ｌ　（ＬＫＲ））） 　ターボチャージャーベーンポジションソレノイドバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．７Ｌ　（ＬＫＲ））） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．７Ｌ　（ＬＫＲ））） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．７Ｌ　（ＬＫＲ））） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．７Ｌ　（ＬＫＲ））） 　クーリングファンリレー３

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．７Ｌ　（ＬＰＬ））） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．７Ｌ　（ＬＰＬ））） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．７Ｌ　（ＬＰＬ））） 　ＥＧＲバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．７Ｌ　（ＬＰＬ））） 　燃料ヒーターリレー

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．７Ｌ　（ＬＰＬ））） 　燃料圧力降下テスト

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．７Ｌ　（ＬＰＬ））） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．７Ｌ　（ＬＰＬ））） 　グロープラグ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．７Ｌ　（ＬＰＬ））） 　吸気フローバルブ位置

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．７Ｌ　（ＬＰＬ））） 　インテークマニホールドランナーコントロールバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．７Ｌ　（ＬＰＬ））） 　ターボチャージャーベーンポジションソレノイドバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．７Ｌ　（ＬＰＬ））） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．７Ｌ　（ＬＰＬ））） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．７Ｌ　（ＬＰＬ））） 　クーリングファンリレー３

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．７Ｌ　（ＬＰＶ））） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．７Ｌ　（ＬＰＶ））） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．７Ｌ　（ＬＰＶ））） 　ＥＧＲバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．７Ｌ　（ＬＰＶ））） 　燃料ヒーターリレー

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．７Ｌ　（ＬＰＶ））） 　燃料圧力降下テスト

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．７Ｌ　（ＬＰＶ））） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．７Ｌ　（ＬＰＶ））） 　グロープラグ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．７Ｌ　（ＬＰＶ））） 　吸気フローバルブ位置

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．７Ｌ　（ＬＰＶ））） 　インテークマニホールドランナーコントロールバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．７Ｌ　（ＬＰＶ））） 　ターボチャージャーベーンポジションソレノイドバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．７Ｌ　（ＬＰＶ））） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．７Ｌ　（ＬＰＶ））） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．７Ｌ　（ＬＰＶ））） 　クーリングファンリレー３

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．７Ｌ　（ＬＵＤ））） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．７Ｌ　（ＬＵＤ））） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．７Ｌ　（ＬＵＤ））） 　ＥＧＲクーラーバイパスバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．７Ｌ　（ＬＵＤ））） 　ＥＧＲバルブ
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システム名 項目名

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．７Ｌ　（ＬＵＤ））） 　エンジン回転数／スロットル

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．７Ｌ　（ＬＵＤ））） 　燃料ヒーターリレー

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．７Ｌ　（ＬＵＤ））） 　燃料圧力

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．７Ｌ　（ＬＵＤ））） 　燃料圧力レギュレーター

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．７Ｌ　（ＬＵＤ））） 　Ｆｕｅｌ　Ｐｕｍｐ　Ｒｅａｌｙ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．７Ｌ　（ＬＵＤ））） 　燃料レール圧力リリーフバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．７Ｌ　（ＬＵＤ））） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．７Ｌ　（ＬＵＤ））） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．７Ｌ　（ＬＵＤ））） 　吸気フローバルブ位置

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．７Ｌ　（ＬＵＤ））） 　インテークマニホールドランナーコントロールバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．７Ｌ　（ＬＵＤ））） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．７Ｌ　（ＬＵＤ））） 　ターボチャージャーベーン位置

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．７Ｌ　（ＬＵＤ））） 　ターボチャージャーベーンポジションソレノイドバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．７Ｌ　（ＬＵＤ））） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．７Ｌ　（ＬＵＤ））） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．７Ｌ　（ＬＵＤ））） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．７Ｌ　（ＬＵＤ））） 　クーリングファンリレー３

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．７Ｌ　（ＬＵＥ））） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．７Ｌ　（ＬＵＥ））） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．７Ｌ　（ＬＵＥ））） 　ＥＧＲクーラーバイパスバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．７Ｌ　（ＬＵＥ））） 　ＥＧＲバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．７Ｌ　（ＬＵＥ））） 　エンジン回転数／スロットル

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．７Ｌ　（ＬＵＥ））） 　燃料ヒーターリレー

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．７Ｌ　（ＬＵＥ））） 　燃料圧力

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．７Ｌ　（ＬＵＥ））） 　燃料圧力レギュレーター

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．７Ｌ　（ＬＵＥ））） 　Ｆｕｅｌ　Ｐｕｍｐ　Ｒｅａｌｙ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．７Ｌ　（ＬＵＥ））） 　燃料レール圧力リリーフバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．７Ｌ　（ＬＵＥ））） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．７Ｌ　（ＬＵＥ））） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．７Ｌ　（ＬＵＥ））） 　吸気フローバルブ位置

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．７Ｌ　（ＬＵＥ））） 　インテークマニホールドランナーコントロールバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．７Ｌ　（ＬＵＥ））） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．７Ｌ　（ＬＵＥ））） 　ターボチャージャーベーン位置

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．７Ｌ　（ＬＵＥ））） 　ターボチャージャーベーンポジションソレノイドバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．７Ｌ　（ＬＵＥ））） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．７Ｌ　（ＬＵＥ））） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．７Ｌ　（ＬＵＥ））） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．７Ｌ　（ＬＵＥ））） 　クーリングファンリレー３

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．８Ｌ　（２Ｈ０））） 　クーリングファンリレー１、２、３

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．８Ｌ　（２Ｈ０））） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．８Ｌ　（２Ｈ０））） 　インジェクター（シリンダー１）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．８Ｌ　（２Ｈ０））） 　インジェクター（シリンダー２）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．８Ｌ　（２Ｈ０））） 　インジェクター（シリンダー３）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．８Ｌ　（２Ｈ０））） 　インジェクター（シリンダー４）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．８Ｌ　（２Ｈ０））） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．８Ｌ　（２Ｈ０））） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．８Ｌ　（２Ｈ０））） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．８Ｌ　（２Ｈ０））） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．８Ｌ　（２Ｈ０））） 　燃料システム減圧

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．８Ｌ　（２Ｈ０））） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．８Ｌ　（２Ｈ０））） 　エンジン回転数

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．８Ｌ　（２Ｈ０））） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．８Ｌ　（２Ｈ０））） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．８Ｌ　（２Ｈ０））） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．８Ｌ　（２Ｈ０））） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．８Ｌ　（２Ｈ０））） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．８Ｌ　（２Ｈ０））） 　アイドル点火時期

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．８Ｌ　（２Ｈ０））） 　点火時期遅延

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．８Ｌ　（２Ｈ０））） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．８Ｌ　（２Ｈ０））） 　インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．８Ｌ　（２Ｈ０））） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．８Ｌ　（２Ｈ０））） 　スロットルポジション

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．８Ｌ　（２Ｈ０））） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．８Ｌ　（２Ｈ０））） 　エンジンクーラントサーモスタットヒーター

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．８Ｌ　（２Ｈ０））） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．８Ｌ　（２Ｈ０））） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．８Ｌ　（２Ｈ０））） 　スターターリレー

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．８Ｌ　（２Ｈ０））） 　フューエルトリム

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．８Ｌ　（２Ｈ０））） 　フューエルポンプリレー

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．８Ｌ　（２Ｈ０））） 　圧縮テスト

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．８Ｌ　（２Ｈ０））） 　吸気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．８Ｌ　（２Ｈ０））） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（１．８Ｌ　（２Ｈ０））） 　排気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＱ）　バリアント１）） 　Ａｌｌ　Ｉｎｊｅｃｔｏｒｓ　Ｏｎ

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

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

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

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＱ）　バリアント１）） 　ＥＧＲクーラーバイパスバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＱ）　バリアント１）） 　ＥＧＲバルブ

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＱ）　バリアント１）） 　燃料システム

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＱ）　バリアント１）） 　グロープラグ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＱ）　バリアント１）） 　ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＱ）　バリアント１）） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＱ）　バリアント１）） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＱ）　バリアント１）） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＱ）　バリアント１）） 　クーリングファンリレー３

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＱ）　バリアント１）） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＱ）　バリアント２）） 　Ａｌｌ　Ｉｎｊｅｃｔｏｒｓ　Ｏｎ
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　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＱ）　バリアント２）） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

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

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

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＱ）　バリアント２）） 　ＥＧＲクーラーバイパスバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＱ）　バリアント２）） 　ＥＧＲバルブ

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＱ）　バリアント２）） 　燃料システム

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＱ）　バリアント２）） 　グロープラグ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＱ）　バリアント２）） 　ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＱ）　バリアント２）） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＱ）　バリアント２）） 　クーリングファンリレー１

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

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＱ）　バリアント２）） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＱ））） 　Ａｌｌ　Ｉｎｊｅｃｔｏｒｓ　Ｏｎ

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

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

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

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＱ））） 　ＥＧＲクーラーバイパスバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＱ））） 　ＥＧＲバルブ

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＱ））） 　燃料システム

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＱ））） 　グロープラグ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＱ））） 　ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＱ））） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＱ））） 　クーリングファンリレー１

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

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＱ））） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＲ）　バリアント１）） 　Ａｌｌ　Ｉｎｊｅｃｔｏｒｓ　Ｏｎ

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

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

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

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＲ）　バリアント１）） 　ＥＧＲクーラーバイパスバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＲ）　バリアント１）） 　ＥＧＲバルブ

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＲ）　バリアント１）） 　燃料システム

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＲ）　バリアント１）） 　グロープラグ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＲ）　バリアント１）） 　ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＲ）　バリアント１）） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＲ）　バリアント１）） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＲ）　バリアント１）） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＲ）　バリアント１）） 　クーリングファンリレー３

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＲ）　バリアント１）） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＲ）　バリアント２）） 　Ａｌｌ　Ｉｎｊｅｃｔｏｒｓ　Ｏｎ

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

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

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

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＲ）　バリアント２）） 　ＥＧＲクーラーバイパスバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＲ）　バリアント２）） 　ＥＧＲバルブ

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＲ）　バリアント２）） 　燃料システム

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＲ）　バリアント２）） 　グロープラグ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＲ）　バリアント２）） 　ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＲ）　バリアント２）） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＲ）　バリアント２）） 　クーリングファンリレー１

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

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＲ）　バリアント２）） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＲ））） 　Ａｌｌ　Ｉｎｊｅｃｔｏｒｓ　Ｏｎ

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

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

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

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＲ））） 　ＥＧＲクーラーバイパスバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＲ））） 　ＥＧＲバルブ

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＲ））） 　燃料システム

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＲ））） 　グロープラグ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＲ））） 　ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＲ））） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＲ））） 　クーリングファンリレー１

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

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＲ））） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＳ）　バリアント１）） 　Ａｌｌ　Ｉｎｊｅｃｔｏｒｓ　Ｏｎ

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

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

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

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＳ）　バリアント１）） 　ＥＧＲクーラーバイパスバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＳ）　バリアント１）） 　ＥＧＲバルブ

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＳ）　バリアント１）） 　燃料システム

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＳ）　バリアント１）） 　グロープラグ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＳ）　バリアント１）） 　ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ
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　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＳ）　バリアント１）） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＳ）　バリアント１）） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＳ）　バリアント１）） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＳ）　バリアント１）） 　クーリングファンリレー３

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＳ）　バリアント１）） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＳ）　バリアント２）） 　Ａｌｌ　Ｉｎｊｅｃｔｏｒｓ　Ｏｎ

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

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

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

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＳ）　バリアント２）） 　ＥＧＲクーラーバイパスバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＳ）　バリアント２）） 　ＥＧＲバルブ

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＳ）　バリアント２）） 　燃料システム

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＳ）　バリアント２）） 　グロープラグ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＳ）　バリアント２）） 　ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＳ）　バリアント２）） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＳ）　バリアント２）） 　クーリングファンリレー１

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

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＳ）　バリアント２）） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＳ））） 　Ａｌｌ　Ｉｎｊｅｃｔｏｒｓ　Ｏｎ

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

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

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

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＳ））） 　ＥＧＲクーラーバイパスバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＳ））） 　ＥＧＲバルブ

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＳ））） 　燃料システム

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＳ））） 　グロープラグ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＳ））） 　ターボチャージャー１ウェストゲートソレノイドバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＳ））） 　ターボチャージャー２ウェストゲートソレノイドバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＳ））） 　Ｔｕｒｂｏｃｈａｒｇｅｒ　Ｖａｎ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＳ））） 　ターボチャージャーベーン位置

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＳ））） 　ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＳ））） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＳ））） 　クーリングファンリレー１

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

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＳ））） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＸ）　バリアント１）） 　Ａｌｌ　Ｉｎｊｅｃｔｏｒｓ　Ｏｎ

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

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

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

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＸ）　バリアント１）） 　ＥＧＲクーラーバイパスバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＸ）　バリアント１）） 　ＥＧＲバルブ

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＸ）　バリアント１）） 　燃料システム

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＸ）　バリアント１）） 　グロープラグ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＸ）　バリアント１）） 　ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＸ）　バリアント１）） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＸ）　バリアント１）） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＸ）　バリアント１）） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＸ）　バリアント１）） 　クーリングファンリレー３

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＸ）　バリアント１）） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＸ）　バリアント２）） 　Ａｌｌ　Ｉｎｊｅｃｔｏｒｓ　Ｏｎ

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

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

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

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＸ）　バリアント２）） 　ＥＧＲクーラーバイパスバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＸ）　バリアント２）） 　ＥＧＲバルブ

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＸ）　バリアント２）） 　燃料システム

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＸ）　バリアント２）） 　グロープラグ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＸ）　バリアント２）） 　ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＸ）　バリアント２）） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＸ）　バリアント２）） 　クーリングファンリレー１

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

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＸ）　バリアント２）） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＸ））） 　Ａｌｌ　Ｉｎｊｅｃｔｏｒｓ　Ｏｎ

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

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

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

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＸ））） 　ＥＧＲクーラーバイパスバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＸ））） 　ＥＧＲバルブ

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＸ））） 　燃料システム

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＸ））） 　グロープラグ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＸ））） 　ターボチャージャー１ウェストゲートソレノイドバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＸ））） 　ターボチャージャー２ウェストゲートソレノイドバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＸ））） 　ターボチャージャーベーン位置

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＸ））） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＸ））） 　クーリングファンリレー１

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＸ））） 　クーリングファンリレー３
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システム名 項目名

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＸ））） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＹ）　バリアント１）） 　Ａｌｌ　Ｉｎｊｅｃｔｏｒｓ　Ｏｎ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＹ）　バリアント１）） 　Ｃｈａｒｇｅ　Ａｉｒ　Ｃｏｏｌｅｒ　Ｃｏｏｉｎｇ　Ｆａｎ

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

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

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

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＹ）　バリアント１）） 　ＥＧＲクーラーバイパスバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＹ）　バリアント１）） 　ＥＧＲバルブ

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＹ）　バリアント１）） 　燃料システム

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＹ）　バリアント１）） 　グロープラグ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＹ）　バリアント１）） 　ターボチャージャー１ウェストゲートソレノイドバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＹ）　バリアント１）） 　ターボチャージャー２ウェストゲートソレノイドバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＹ）　バリアント１）） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＹ）　バリアント１）） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＹ）　バリアント１）） 　クーリングファンリレー２

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＹ）　バリアント１）） 　クーリングファンリレー３

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＹ）　バリアント１）） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＹ）　バリアント２）） 　Ａｌｌ　Ｉｎｊｅｃｔｏｒｓ　Ｏｎ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＹ）　バリアント２）） 　Ｃｈａｒｇｅ　Ａｉｒ　Ｃｏｏｌｅｒ　Ｃｏｏｉｎｇ　Ｆａｎ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＹ）　バリアント２）） 　チャージエアクーラークーリングファン

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

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

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

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＹ）　バリアント２）） 　ＥＧＲクーラーバイパスバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＹ）　バリアント２）） 　ＥＧＲバルブ

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＹ）　バリアント２）） 　燃料システム

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＹ）　バリアント２）） 　グロープラグ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＹ）　バリアント２）） 　ターボチャージャー１ウェストゲートソレノイドバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＹ）　バリアント２）） 　ターボチャージャー２ウェストゲートソレノイドバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＹ）　バリアント２）） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＹ）　バリアント２）） 　クーリングファンリレー１

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

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＹ）　バリアント２）） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＹ））） 　Ａｌｌ　Ｉｎｊｅｃｔｏｒｓ　Ｏｎ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＹ））） 　チャージエアクーラークーリングファン

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

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

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

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＹ））） 　ＥＧＲクーラーバイパスバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＹ））） 　ＥＧＲバルブ

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＹ））） 　燃料システム

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＹ））） 　グロープラグ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＹ））） 　ターボチャージャー１ウェストゲートソレノイドバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＹ））） 　ターボチャージャー２ウェストゲートソレノイドバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＹ））） 　ターボチャージャーベーン位置

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＹ））） 　ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＹ））） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＹ））） 　クーリングファンリレー１

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

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＢＹ））） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＣＤ））） 　Ａｌｌ　Ｉｎｊｅｃｔｏｒｓ　Ｏｎ

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

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

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

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＣＤ））） 　ＥＧＲクーラーバイパスバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＣＤ））） 　ＥＧＲバルブ

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＣＤ））） 　燃料システム

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＣＤ））） 　グロープラグ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＣＤ））） 　ターボチャージャーベーン位置

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＣＤ））） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＣＤ））） 　クーリングファンリレー１

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

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＣＤ））） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＤＫ））） 　クーリングファンリレー１、２、３

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

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

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

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

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＤＫ））） 　燃料システム減圧

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

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

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

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

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＤＫ））） 　燃料成分リセット

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

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

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

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

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

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

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＤＫ））） 　燃料圧力

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＤＫ））） 　燃料圧力レギュレーター

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＤＫ））） 　フューエルポンプ有効

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

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

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

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

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

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＤＫ））） 　ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＤＫ））） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＤＫ））） 　クーリングファンリレー１

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＤＫ））） 　フューエルトリム

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＤＫ））） 　圧縮テスト

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＤＫ））） 　吸気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＤＫ））） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＤＫ））） 　排気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＦＳ））） 　ＥＧＲクーラーバイパスバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＦＳ））） 　ＥＧＲバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＦＳ））） 　エンジンクーラントポンプクラッチリレー

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＦＳ））） 　Ｅｎｇｉｎｅ　Ｃｏｏｌａｎｔ　Ｔｈｅｍｏｓｔａｔ　Ｈｅａｔｅｒ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＦＳ））） 　エンジン油圧制御ソレノイドバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＦＳ））） 　Ｅｎｇｉｎｅ　Ｓｐｅｅｄ／Ｔｈｒｏｔｈｌｅ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＦＳ））） 　燃料ヒーターリレー

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＦＳ））） 　燃料圧力レギュレーター１

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＦＳ））） 　燃料圧力レギュレーター２

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＦＳ））） 　Ｆｕｅｌ　Ｓｙｓｔｅｍ　Ｈｉｇｈｔ　Ｐｒｅｓｓｕｒｅ　Ｔｅｓｔ　（Ｅｎｇｉｎｅ　Ｒｕｎｓ）

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＦＳ））） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＦＳ））） 　ハイサイドドライバー２

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＦＳ））） 　吸気フローバルブモーター

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＦＳ））） 　吸気フローバルブ位置

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＦＳ））） 　インテークマニホールドランナーコントロールバルブ

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＦＳ））） 　ピストンクーリングオイルジェットソレノイドバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＦＳ））） 　プライムフューエルポンプ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＦＳ））） 　ターボチャージャーベーン位置

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＦＳ））） 　ターボチャージャーベーンポジションアクチュエーター

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＦＳ））） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＦＳ））） 　クーリングファンリレー１

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

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＦＳ））） 　フューエルポンプリレー

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＨＵ））） 　クーリングファンリレー１、２、３

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

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

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

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

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＨＵ））） 　燃料システム減圧

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＨＵ））） 　Ｅｎｇｉｎｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌｓ　Ｉｇｎｉｔｉｏｎｓ　Ｒｅｌａｙ

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

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

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

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＨＵ））） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＨＵ））） 　Ｆｕｅｌ　Ｉｎｊｅｃｔｏｒ　Ｂａｌａｎｃｅ　－　Ｃｙｌｉｎｄｅｒ　１　Ｉｎｊｅｃｔｏｒ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＨＵ））） 　Ｆｕｅｌ　Ｉｎｊｅｃｔｏｒ　Ｂａｌａｎｃｅ　－　Ｃｙｌｉｎｄｅｒ　２　Ｉｎｊｅｃｔｏｒ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＨＵ））） 　Ｆｕｅｌ　Ｉｎｊｅｃｔｏｒ　Ｂａｌａｎｃｅ　－　Ｃｙｌｉｎｄｅｒ　３　Ｉｎｊｅｃｔｏｒ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＨＵ））） 　Ｆｕｅｌ　Ｉｎｊｅｃｔｏｒ　Ｂａｌａｎｃｅ　－　Ｃｙｌｉｎｄｅｒ　４　Ｉｎｊｅｃｔｏｒ

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

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

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

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＨＵ））） 　燃料圧力

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＨＵ））） 　Ｆｕｅｌ　Ｐｒｅｓｓｕｒｅ　Ｄｒｏｐ　－Ｃｙｌｉｎｄｅｒ　１　Ｉｎｊｅｃｔｏｒ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＨＵ））） 　Ｆｕｅｌ　Ｐｒｅｓｓｕｒｅ　Ｄｒｏｐ　－Ｃｙｌｉｎｄｅｒ　２　Ｉｎｊｅｃｔｏｒ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＨＵ））） 　Ｆｕｅｌ　Ｐｒｅｓｓｕｒｅ　Ｄｒｏｐ　－Ｃｙｌｉｎｄｅｒ　３　Ｉｎｊｅｃｔｏｒ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＨＵ））） 　Ｆｕｅｌ　Ｐｒｅｓｓｕｒｅ　Ｄｒｏｐ　－Ｃｙｌｉｎｄｅｒ　４　Ｉｎｊｅｃｔｏｒ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＨＵ））） 　燃料圧力レギュレーター

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＨＵ））） 　フューエルポンプ有効

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

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

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

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＨＵ））） 　マスエアフローセンサー供給電圧

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＨＵ））） 　Ｓｔａｒｔｅｒ　Ｒｅａｌｙ

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＨＵ））） 　ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＨＵ））） 　ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＨＵ））） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＨＵ））） 　クーリングファンリレー１

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＨＵ））） 　フューエルトリム



●オペル　アクティブテスト(Ver 2022.10)
システム名 項目名

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＨＵ））） 　フューエルポンプリレー

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＨＵ））） 　圧縮テスト

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＨＵ））） 　吸気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＨＵ））） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＨＵ））） 　排気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＨＶ））） 　Ａｌｌ　Ｉｎｊｅｃｔｏｒｓ　Ｏｎ

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

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

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

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＨＶ））） 　ＥＧＲクーラーバイパスバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＨＶ））） 　ＥＧＲバルブ

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

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＨＶ））） 　グロープラグ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＨＶ））） 　Ｔｕｒｂｏｃｈａｒｇｅｒ　Ｖａｎ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＨＶ））） 　ターボチャージャーベーン位置

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＨＶ））） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＨＶ））） 　クーリングファンリレー１

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

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＨＶ））） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＮＰ））） 　追加ヒーターリレー１

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＮＰ））） 　追加ヒーターリレー２

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＮＰ））） 　ＥＧＲクーラーバイパスバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＮＰ））） 　ＥＧＲバルブ

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＮＰ））） 　エンジン油圧制御ソレノイドバルブ

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＮＰ））） 　燃料圧力

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＮＰ））） 　燃料圧力降下テスト

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＮＰ））） 　燃料圧力レギュレーター

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＮＰ））） 　燃料圧力レギュレーター１

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＮＰ））） 　燃料圧力レギュレーター１バズテスト

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＮＰ））） 　Ｆｕｅｌ　Ｓｙｓｔｅｍ　Ｈｉｇｈ　Ｐｒｅｓｓｕｒｅ　Ｔｅｓｔ　（Ｅｎｉｇｎｅ　Ｄｏｅｓ　ｎｏｔ　Ｒｕｎ）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＮＰ））） 　Ｆｕｅｌ　Ｓｙｓｔｅｍ　Ｈｉｇｈ　Ｐｒｅｓｓｕｒｅ　Ｔｅｓｔ　（Ｅｎｉｇｎｅ　Ｒｕｎｓ）

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＮＰ））） 　グロープラグ

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＮＰ））） 　Ｉｎｊｅｃｔｏｒ　Ｂｕｚｚ　Ｔｅｓｔ（Ｃｙｌｉｎｄｅｒ　１　Ｉｎｊｅｃｔｏｒ）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＮＰ））） 　Ｉｎｊｅｃｔｏｒ　Ｂｕｚｚ　Ｔｅｓｔ（Ｃｙｌｉｎｄｅｒ　２　Ｉｎｊｅｃｔｏｒ）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＮＰ））） 　Ｉｎｊｅｃｔｏｒ　Ｂｕｚｚ　Ｔｅｓｔ（Ｃｙｌｉｎｄｅｒ　３　Ｉｎｊｅｃｔｏｒ）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＮＰ））） 　Ｉｎｊｅｃｔｏｒ　Ｂｕｚｚ　Ｔｅｓｔ（Ｃｙｌｉｎｄｅｒ　４　Ｉｎｊｅｃｔｏｒ）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＮＰ））） 　インテークマニホールドランナーコントロールバルブ

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＮＰ））） 　ターボチャージャーベーンポジションソレノイドバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＮＰ））） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＮＰ））） 　フューエルポンプリレー

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＴＧ））） 　クーリングファンリレー１、２、３

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＴＧ））） 　燃料システム減圧

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

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

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

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＴＧ））） 　Ｆｕｅｌ　Ｉｎｊｅｃｔｏｒ　Ｂａｌａｎｃｅ　－　Ｃｙｌｉｎｄｅｒ　１　Ｉｎｊｅｃｔｏｒ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＴＧ））） 　Ｆｕｅｌ　Ｉｎｊｅｃｔｏｒ　Ｂａｌａｎｃｅ　－　Ｃｙｌｉｎｄｅｒ　２　Ｉｎｊｅｃｔｏｒ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＴＧ））） 　Ｆｕｅｌ　Ｉｎｊｅｃｔｏｒ　Ｂａｌａｎｃｅ　－　Ｃｙｌｉｎｄｅｒ　３　Ｉｎｊｅｃｔｏｒ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＴＧ））） 　Ｆｕｅｌ　Ｉｎｊｅｃｔｏｒ　Ｂａｌａｎｃｅ　－　Ｃｙｌｉｎｄｅｒ　４　Ｉｎｊｅｃｔｏｒ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＴＧ））） 　燃料圧力

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＴＧ））） 　燃料圧力レギュレーター

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＴＧ））） 　フューエルポンプ有効

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

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

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

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＴＧ））） 　マスエアフローセンサー供給電圧

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

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＴＧ））） 　ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＴＧ））） 　ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＴＧ））） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＴＧ））） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＴＧ））） 　フューエルトリム

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＴＧ））） 　圧縮テスト

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＴＧ））） 　吸気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＴＧ））） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．０Ｌ　（ＬＴＧ））） 　排気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．２Ｌ　（ＬＮＱ））） 　追加ヒーターリレー１

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．２Ｌ　（ＬＮＱ））） 　追加ヒーターリレー２

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．２Ｌ　（ＬＮＱ））） 　クーリングファン

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．２Ｌ　（ＬＮＱ））） 　ＥＧＲクーラーバイパスバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．２Ｌ　（ＬＮＱ））） 　ＥＧＲバルブ

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．２Ｌ　（ＬＮＱ））） 　エンジンクーラントポンプクラッチリレー

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．２Ｌ　（ＬＮＱ））） 　エンジン油圧制御ソレノイドバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．２Ｌ　（ＬＮＱ））） 　燃料ヒーターリレー

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．２Ｌ　（ＬＮＱ））） 　燃料圧力

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．２Ｌ　（ＬＮＱ））） 　燃料圧力降下テスト
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システム名 項目名

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．２Ｌ　（ＬＮＱ））） 　燃料圧力レギュレーター

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．２Ｌ　（ＬＮＱ））） 　燃料圧力レギュレーター１

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．２Ｌ　（ＬＮＱ））） 　燃料圧力レギュレーター１バズテスト

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．２Ｌ　（ＬＮＱ））） 　Ｆｕｅｌ　Ｓｙｓｔｅｍ　Ｈｉｇｈ　Ｐｒｅｓｓｕｒｅ　Ｔｅｓｔ　（Ｅｎｉｇｎｅ　Ｄｏｅｓ　ｎｏｔ　Ｒｕｎ）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．２Ｌ　（ＬＮＱ））） 　Ｆｕｅｌ　Ｓｙｓｔｅｍ　Ｈｉｇｈ　Ｐｒｅｓｓｕｒｅ　Ｔｅｓｔ　（Ｅｎｉｇｎｅ　Ｒｕｎｓ）

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．２Ｌ　（ＬＮＱ））） 　グロープラグ

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．２Ｌ　（ＬＮＱ））） 　Ｉｎｊｅｃｔｏｒ　Ｂｕｚｚ　Ｔｅｓｔ（Ｃｙｌｉｎｄｅｒ　１　Ｉｎｊｅｃｔｏｒ）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．２Ｌ　（ＬＮＱ））） 　Ｉｎｊｅｃｔｏｒ　Ｂｕｚｚ　Ｔｅｓｔ（Ｃｙｌｉｎｄｅｒ　２　Ｉｎｊｅｃｔｏｒ）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．２Ｌ　（ＬＮＱ））） 　Ｉｎｊｅｃｔｏｒ　Ｂｕｚｚ　Ｔｅｓｔ（Ｃｙｌｉｎｄｅｒ　３　Ｉｎｊｅｃｔｏｒ）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．２Ｌ　（ＬＮＱ））） 　Ｉｎｊｅｃｔｏｒ　Ｂｕｚｚ　Ｔｅｓｔ（Ｃｙｌｉｎｄｅｒ　４　Ｉｎｊｅｃｔｏｒ）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．２Ｌ　（ＬＮＱ））） 　インテークマニホールドランナーコントロールバルブ

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．２Ｌ　（ＬＮＱ））） 　ターボチャージャーベーンポジションソレノイドバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．２Ｌ　（ＬＮＱ））） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．２Ｌ　（ＬＮＱ））） 　フューエルポンプリレー

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

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

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

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

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

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．４Ｌ　（ＬＥ５））） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．４Ｌ　（ＬＥ５））） 　Ｆｕｅｌ　Ｉｎｊｅｃｔｏｒ　Ｂａｌａｎｃｅ　－　Ｃｙｌｉｎｄｅｒ　１　Ｉｎｊｅｃｔｏｒ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．４Ｌ　（ＬＥ５））） 　Ｆｕｅｌ　Ｉｎｊｅｃｔｏｒ　Ｂａｌａｎｃｅ　－　Ｃｙｌｉｎｄｅｒ　２　Ｉｎｊｅｃｔｏｒ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．４Ｌ　（ＬＥ５））） 　Ｆｕｅｌ　Ｉｎｊｅｃｔｏｒ　Ｂａｌａｎｃｅ　－　Ｃｙｌｉｎｄｅｒ　３　Ｉｎｊｅｃｔｏｒ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．４Ｌ　（ＬＥ５））） 　Ｆｕｅｌ　Ｉｎｊｅｃｔｏｒ　Ｂａｌａｎｃｅ　－　Ｃｙｌｉｎｄｅｒ　４　Ｉｎｊｅｃｔｏｒ

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．４Ｌ　（ＬＥ５））） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．４Ｌ　（ＬＥ５））） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．４Ｌ　（ＬＥ５））） 　アイドル点火時期

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．４Ｌ　（ＬＥ５））） 　点火時期遅延

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．４Ｌ　（ＬＥ５））） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

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

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．４Ｌ　（ＬＥ５））） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

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

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．４Ｌ　（ＬＥ５））） 　フューエルトリム

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．４Ｌ　（ＬＥ５））） 　フューエルポンプリレー

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．４Ｌ　（ＬＥ５））） 　燃料制御ループステータス

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

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

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

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

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

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

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．４Ｌ　（ＬＥ９））） 　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．４Ｌ　（ＬＥ９））） 　Ｆｕｅｌ　Ｉｎｊｅｃｔｏｒ　Ｂａｌａｎｃｅ　－　Ｃｙｌｉｎｄｅｒ　１　Ｉｎｊｅｃｔｏｒ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．４Ｌ　（ＬＥ９））） 　Ｆｕｅｌ　Ｉｎｊｅｃｔｏｒ　Ｂａｌａｎｃｅ　－　Ｃｙｌｉｎｄｅｒ　２　Ｉｎｊｅｃｔｏｒ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．４Ｌ　（ＬＥ９））） 　Ｆｕｅｌ　Ｉｎｊｅｃｔｏｒ　Ｂａｌａｎｃｅ　－　Ｃｙｌｉｎｄｅｒ　３　Ｉｎｊｅｃｔｏｒ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．４Ｌ　（ＬＥ９））） 　Ｆｕｅｌ　Ｉｎｊｅｃｔｏｒ　Ｂａｌａｎｃｅ　－　Ｃｙｌｉｎｄｅｒ　４　Ｉｎｊｅｃｔｏｒ

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．４Ｌ　（ＬＥ９））） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．４Ｌ　（ＬＥ９））） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．４Ｌ　（ＬＥ９））） 　アイドル点火時期

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．４Ｌ　（ＬＥ９））） 　点火時期遅延

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．４Ｌ　（ＬＥ９））） 　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

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

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．４Ｌ　（ＬＥ９））） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

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

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．４Ｌ　（ＬＥ９））） 　フューエルトリム

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．４Ｌ　（ＬＥ９））） 　フューエルポンプリレー

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．４Ｌ　（ＬＥ９））） 　燃料制御ループステータス

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．８Ｌ　（ＬＡＵ））） 　クーリングファンリレー１、２、３

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．８Ｌ　（ＬＡＵ））） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．８Ｌ　（ＬＡＵ））） 　インジェクター（シリンダー１）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．８Ｌ　（ＬＡＵ））） 　インジェクター（シリンダー２）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．８Ｌ　（ＬＡＵ））） 　インジェクター（シリンダー３）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．８Ｌ　（ＬＡＵ））） 　インジェクター（シリンダー４）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．８Ｌ　（ＬＡＵ））） 　Ｃｙｌｉｎｄｅｒ　５　Ｉｎｊｅｃｔｏｒ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．８Ｌ　（ＬＡＵ））） 　Ｃｙｌｉｎｄｅｒ　６　Ｉｎｊｅｃｔｏｒ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．８Ｌ　（ＬＡＵ））） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー１）

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

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．８Ｌ　（ＬＡＵ））） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー４）

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．８Ｌ　（ＬＡＵ））） 　シリンダーパワーバランス（シリンダー６）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．８Ｌ　（ＬＡＵ））） 　エンジン回転数

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．８Ｌ　（ＬＡＵ））） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．８Ｌ　（ＬＡＵ））） 　Ｅｘｈａｕｓｔ　Ｃａｍｓｈａｆｔ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎ　Ａｃｔｕａｔｏｒ　Ｂａｎｋ　１

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．８Ｌ　（ＬＡＵ））） 　Ｅｘｈａｕｓｔ　Ｃａｍｓｈａｆｔ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎ　Ａｃｔｕａｔｏｒ　Ｂａｎｋ　２

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．８Ｌ　（ＬＡＵ））） 　Ｅｘｈａｕｓｔ　Ｃａｍｓｈａｆｔ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎ　Ａｃｔｕａｔｏｒ　Ｓｏｌｅｎｏｉｄ　Ｖａｌｖｅ　１

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．８Ｌ　（ＬＡＵ））） 　Ｅｘｈａｕｓｔ　Ｃａｍｓｈａｆｔ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎ　Ａｃｔｕａｔｏｒ　Ｓｏｌｅｎｏｉｄ　Ｖａｌｖｅ　２
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システム名 項目名

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．８Ｌ　（ＬＡＵ）））
　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
ソレノイドバルブ（バンク１）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．８Ｌ　（ＬＡＵ）））
　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
ソレノイドバルブ（バンク２）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．８Ｌ　（ＬＡＵ））） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．８Ｌ　（ＬＡＵ））） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．８Ｌ　（ＬＡＵ））） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．８Ｌ　（ＬＡＵ））） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．８Ｌ　（ＬＡＵ））） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー５）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．８Ｌ　（ＬＡＵ））） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー６）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．８Ｌ　（ＬＡＵ））） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．８Ｌ　（ＬＡＵ））） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．８Ｌ　（ＬＡＵ））） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．８Ｌ　（ＬＡＵ））） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．８Ｌ　（ＬＡＵ））） 　アイドル点火時期

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．８Ｌ　（ＬＡＵ））） 　Ｉｎｔａｋｅ　Ｃａｍｓｈａｆｔ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎ　Ａｃｔｕａｔｏｒ　Ｂａｎｋ　１

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．８Ｌ　（ＬＡＵ））） 　Ｉｎｔａｋｅ　Ｃａｍｓｈａｆｔ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎ　Ａｃｔｕａｔｏｒ　Ｂａｎｋ　２

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．８Ｌ　（ＬＡＵ））） 　Ｉｎｔａｋｅ　Ｃａｍｓｈａｆｔ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎ　Ａｃｔｕａｔｏｒ　Ｓｏｌｅｎｏｉｄ　Ｖａｌｖｅ　１

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．８Ｌ　（ＬＡＵ））） 　Ｉｎｔａｋｅ　Ｃａｍｓｈａｆｔ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎ　Ａｃｔｕａｔｏｒ　Ｓｏｌｅｎｏｉｄ　Ｖａｌｖｅ　２

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．８Ｌ　（ＬＡＵ）））
　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
ソレノイドバルブ（バンク１）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．８Ｌ　（ＬＡＵ）））
　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
ソレノイドバルブ（バンク２）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．８Ｌ　（ＬＡＵ））） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．８Ｌ　（ＬＡＵ））） 　セカンダリーエアインジェクションポンプリレー

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．８Ｌ　（ＬＡＵ））） 　セカンダリーエアインジェクションソレノイドバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．８Ｌ　（ＬＡＵ））） 　Ｓｅｃｏｎｄａｒｙ　Ａｉｒ　Ｉｎｊｅｃｔｉｏｎ　Ｔｅｓｔ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．８Ｌ　（ＬＡＵ））） 　スロットルポジション

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．８Ｌ　（ＬＡＵ））） 　ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．８Ｌ　（ＬＡＵ））） 　Ｔｕｒｏｃｈａｒｇｅｒ　Ｂｙｐａｓｓ　Ｓｏｌｅｎｏｉｄ　Ｖａｌｖｅ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．８Ｌ　（ＬＡＵ））） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．８Ｌ　（ＬＡＵ））） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．８Ｌ　（ＬＡＵ））） 　スターターリレー

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．８Ｌ　（ＬＡＵ））） 　フューエルトリム

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．８Ｌ　（ＬＡＵ））） 　フューエルポンプリレー

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．８Ｌ　（ＬＡＵ））） 　圧縮テスト

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．８Ｌ　（ＬＡＵ））） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．８Ｌ　（ＬＢＷ））） 　クーリングファンリレー１、２、３

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．８Ｌ　（ＬＢＷ））） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．８Ｌ　（ＬＢＷ））） 　インジェクター（シリンダー１）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．８Ｌ　（ＬＢＷ））） 　インジェクター（シリンダー２）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．８Ｌ　（ＬＢＷ））） 　インジェクター（シリンダー３）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．８Ｌ　（ＬＢＷ））） 　インジェクター（シリンダー４）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．８Ｌ　（ＬＢＷ））） 　Ｃｙｌｉｎｄｅｒ　５　Ｉｎｊｅｃｔｏｒ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．８Ｌ　（ＬＢＷ））） 　Ｃｙｌｉｎｄｅｒ　６　Ｉｎｊｅｃｔｏｒ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．８Ｌ　（ＬＢＷ））） 　エンジン回転数

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．８Ｌ　（ＬＢＷ））） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．８Ｌ　（ＬＢＷ））） 　Ｅｘｈａｕｓｔ　Ｃａｍｓｈａｆｔ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎ　Ａｃｔｕａｔｏｒ　Ｂａｎｋ　１

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．８Ｌ　（ＬＢＷ））） 　Ｅｘｈａｕｓｔ　Ｃａｍｓｈａｆｔ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎ　Ａｃｔｕａｔｏｒ　Ｂａｎｋ　２

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．８Ｌ　（ＬＢＷ）））
　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
ソレノイドバルブ（バンク１）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．８Ｌ　（ＬＢＷ）））
　排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
ソレノイドバルブ（バンク２）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．８Ｌ　（ＬＢＷ））） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー１）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．８Ｌ　（ＬＢＷ））） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー２）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．８Ｌ　（ＬＢＷ））） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー３）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．８Ｌ　（ＬＢＷ））） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー４）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．８Ｌ　（ＬＢＷ））） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー５）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．８Ｌ　（ＬＢＷ））） 　燃料インジェクターバランス（シリンダー６）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．８Ｌ　（ＬＢＷ））） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．８Ｌ　（ＬＢＷ））） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．８Ｌ　（ＬＢＷ））） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．８Ｌ　（ＬＢＷ））） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー２）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．８Ｌ　（ＬＢＷ））） 　アイドル点火時期

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．８Ｌ　（ＬＢＷ））） 　Ｉｎｔａｋｅ　Ｃａｍｓｈａｆｔ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎ　Ａｃｔｕａｔｏｒ　Ｂａｎｋ　１

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．８Ｌ　（ＬＢＷ））） 　Ｉｎｔａｋｅ　Ｃａｍｓｈａｆｔ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎ　Ａｃｔｕａｔｏｒ　Ｂａｎｋ　２

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．８Ｌ　（ＬＢＷ）））
　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
ソレノイドバルブ（バンク１）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．８Ｌ　（ＬＢＷ）））
　吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
ソレノイドバルブ（バンク２）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．８Ｌ　（ＬＢＷ））） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．８Ｌ　（ＬＢＷ））） 　セカンダリーエアインジェクションポンプリレー

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．８Ｌ　（ＬＢＷ））） 　セカンダリーエアインジェクションソレノイドバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．８Ｌ　（ＬＢＷ））） 　Ｓｅｃｏｎｄａｒｙ　Ａｉｒ　Ｉｎｊｅｃｔｉｏｎ　Ｔｅｓｔ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．８Ｌ　（ＬＢＷ））） 　スロットルポジション

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．８Ｌ　（ＬＢＷ））） 　ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．８Ｌ　（ＬＢＷ））） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．８Ｌ　（ＬＢＷ））） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．８Ｌ　（ＬＢＷ））） 　スターターリレー

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．８Ｌ　（ＬＢＷ））） 　フューエルトリム

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．８Ｌ　（ＬＢＷ））） 　圧縮テスト

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（２．８Ｌ　（ＬＢＷ））） 　燃料制御ループステータス

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（３．０Ｌ　（ＬＦ１））） 　クーリングファンリレー１、２、３

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（３．０Ｌ　（ＬＦ１））） 　クーリングファンリレー２、３

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（３．０Ｌ　（ＬＦ１））） 　燃料システム減圧

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（３．０Ｌ　（ＬＦ１））） 　エンジンコントロールイグニッションリレー

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（３．０Ｌ　（ＬＦ１））） 　エンジン回転数

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（３．０Ｌ　（ＬＦ１））） 　ＥＶＡＰパージソレノイドバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（３．０Ｌ　（ＬＦ１））） 　ＥＶＡＰベントソレノイドバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（３．０Ｌ　（ＬＦ１））） 　Ｅｘｈａｕｓｔ　Ｃａｍｓｈａｆｔ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎ　Ａｃｔｕａｔｏｒ　Ｓｏｌｅｎｏｉｄ　Ｖａｌｖｅ　Ｂａｎｋ１

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（３．０Ｌ　（ＬＦ１））） 　Ｅｘｈａｕｓｔ　Ｃａｍｓｈａｆｔ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎ　Ａｃｔｕａｔｏｒ　Ｓｏｌｅｎｏｉｄ　Ｖａｌｖｅ　Ｂａｎｋ２

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（３．０Ｌ　（ＬＦ１））） 　燃料成分リセット

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（３．０Ｌ　（ＬＦ１））） 　Ｆｕｅｌ　Ｉｎｊｅｃｔｏｒ　Ｂａｌａｎｃｅ　－　Ｃｙｌｉｎｄｅｒ　１　Ｉｎｊｅｃｔｏｒ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（３．０Ｌ　（ＬＦ１））） 　Ｆｕｅｌ　Ｉｎｊｅｃｔｏｒ　Ｂａｌａｎｃｅ　－　Ｃｙｌｉｎｄｅｒ　２　Ｉｎｊｅｃｔｏｒ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（３．０Ｌ　（ＬＦ１））） 　Ｆｕｅｌ　Ｉｎｊｅｃｔｏｒ　Ｂａｌａｎｃｅ　－　Ｃｙｌｉｎｄｅｒ　３　Ｉｎｊｅｃｔｏｒ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（３．０Ｌ　（ＬＦ１））） 　Ｆｕｅｌ　Ｉｎｊｅｃｔｏｒ　Ｂａｌａｎｃｅ　－　Ｃｙｌｉｎｄｅｒ　４　Ｉｎｊｅｃｔｏｒ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（３．０Ｌ　（ＬＦ１））） 　Ｆｕｅｌ　Ｉｎｊｅｃｔｏｒ　Ｂａｌａｎｃｅ　－　Ｃｙｌｉｎｄｅｒ　５　Ｉｎｊｅｃｔｏｒ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（３．０Ｌ　（ＬＦ１））） 　Ｆｕｅｌ　Ｉｎｊｅｃｔｏｒ　Ｂａｌａｎｃｅ　－　Ｃｙｌｉｎｄｅｒ　６　Ｉｎｊｅｃｔｏｒ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（３．０Ｌ　（ＬＦ１））） 　燃料圧力

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（３．０Ｌ　（ＬＦ１））） 　燃料圧力レギュレーター



●オペル　アクティブテスト(Ver 2022.10)
システム名 項目名

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（３．０Ｌ　（ＬＦ１））） 　フューエルポンプ有効

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（３．０Ｌ　（ＬＦ１））） 　ジェネレーターＬ：ターミナル

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（３．０Ｌ　（ＬＦ１））） 　ＨＯ２Ｓ　Ｈｅａｔｅｒ　Ｓｅｎｓｏｒ　１　Ｂａｎｋ　１

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（３．０Ｌ　（ＬＦ１））） 　ＨＯ２Ｓ　Ｈｅａｔｅｒ　Ｓｅｎｓｏｒ　１　Ｂａｎｋ　２

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（３．０Ｌ　（ＬＦ１））） 　ＨＯ２Ｓ　Ｈｅａｔｅｒ　Ｓｅｎｓｏｒ　２　Ｂａｎｋ　１

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（３．０Ｌ　（ＬＦ１））） 　ＨＯ２Ｓ　Ｈｅａｔｅｒ　Ｓｅｎｓｏｒ　２　Ｂａｎｋ　２

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（３．０Ｌ　（ＬＦ１））） 　アイドル点火時期

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（３．０Ｌ　（ＬＦ１））） 　点火時期遅延

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（３．０Ｌ　（ＬＦ１））） 　Ｉｎｔａｋｅ　Ｃａｍｓｈａｆｔ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎ　Ａｃｔｕａｔｏｒ　Ｓｏｌｅｎｏｉｄ　Ｖａｌｖｅ　Ｂａｎｋ１

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（３．０Ｌ　（ＬＦ１））） 　Ｉｎｔａｋｅ　Ｃａｍｓｈａｆｔ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎ　Ａｃｔｕａｔｏｒ　Ｓｏｌｅｎｏｉｄ　Ｖａｌｖｅ　Ｂａｎｋ２

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（３．０Ｌ　（ＬＦ１））） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（３．０Ｌ　（ＬＦ１））） 　スロットルポジション

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（３．０Ｌ　（ＬＦ１））） 　エアコンコンプレッサークラッチリレー

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（３．０Ｌ　（ＬＦ１））） 　クーリングファンリレー１

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（３．０Ｌ　（ＬＦ１））） 　スターターリレー

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（３．０Ｌ　（ＬＦ１））） 　フューエルトリム

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（３．０Ｌ　（ＬＦ１））） 　圧縮テスト

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（３．０Ｌ　（ＬＦ１））） 　燃料制御ループステータス

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

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

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（３．０Ｌ　（ＬＦＷ））） 　クーリングファン４

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（３．０Ｌ　（ＬＦＷ））） 　クーリングファンリレー１、２、３

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（３．０Ｌ　（ＬＦＷ））） 　燃料システム減圧

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

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

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

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（３．０Ｌ　（ＬＦＷ））） 　Ｅｘｈａｕｓｔ　Ｃａｍｓｈａｆｔ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎ　Ａｃｔｕａｔｏｒ　Ｓｏｌｅｎｏｉｄ　Ｖａｌｖｅ　Ｂａｎｋ１

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（３．０Ｌ　（ＬＦＷ））） 　Ｅｘｈａｕｓｔ　Ｃａｍｓｈａｆｔ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎ　Ａｃｔｕａｔｏｒ　Ｓｏｌｅｎｏｉｄ　Ｖａｌｖｅ　Ｂａｎｋ２

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（３．０Ｌ　（ＬＦＷ））） 　Ｆｕｅｌ　Ｉｎｊｅｃｔｏｒ　Ｂａｌａｎｃｅ　－　Ｃｙｌｉｎｄｅｒ　１　Ｉｎｊｅｃｔｏｒ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（３．０Ｌ　（ＬＦＷ））） 　Ｆｕｅｌ　Ｉｎｊｅｃｔｏｒ　Ｂａｌａｎｃｅ　－　Ｃｙｌｉｎｄｅｒ　２　Ｉｎｊｅｃｔｏｒ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（３．０Ｌ　（ＬＦＷ））） 　Ｆｕｅｌ　Ｉｎｊｅｃｔｏｒ　Ｂａｌａｎｃｅ　－　Ｃｙｌｉｎｄｅｒ　３　Ｉｎｊｅｃｔｏｒ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（３．０Ｌ　（ＬＦＷ））） 　Ｆｕｅｌ　Ｉｎｊｅｃｔｏｒ　Ｂａｌａｎｃｅ　－　Ｃｙｌｉｎｄｅｒ　４　Ｉｎｊｅｃｔｏｒ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（３．０Ｌ　（ＬＦＷ））） 　Ｆｕｅｌ　Ｉｎｊｅｃｔｏｒ　Ｂａｌａｎｃｅ　－　Ｃｙｌｉｎｄｅｒ　５　Ｉｎｊｅｃｔｏｒ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（３．０Ｌ　（ＬＦＷ））） 　Ｆｕｅｌ　Ｉｎｊｅｃｔｏｒ　Ｂａｌａｎｃｅ　－　Ｃｙｌｉｎｄｅｒ　６　Ｉｎｊｅｃｔｏｒ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（３．０Ｌ　（ＬＦＷ））） 　燃料圧力

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（３．０Ｌ　（ＬＦＷ））） 　燃料圧力レギュレーター

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（３．０Ｌ　（ＬＦＷ））） 　フューエルポンプ有効

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（３．０Ｌ　（ＬＦＷ））） 　ＨＯ２Ｓ　Ｈｅａｔｅｒ　Ｓｅｎｓｏｒ　１　Ｂａｎｋ　１

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（３．０Ｌ　（ＬＦＷ））） 　ＨＯ２Ｓ　Ｈｅａｔｅｒ　Ｓｅｎｓｏｒ　１　Ｂａｎｋ　２

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（３．０Ｌ　（ＬＦＷ））） 　ＨＯ２Ｓ　Ｈｅａｔｅｒ　Ｓｅｎｓｏｒ　２　Ｂａｎｋ　１

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（３．０Ｌ　（ＬＦＷ））） 　ＨＯ２Ｓ　Ｈｅａｔｅｒ　Ｓｅｎｓｏｒ　２　Ｂａｎｋ　２

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（３．０Ｌ　（ＬＦＷ））） 　アイドル点火時期

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（３．０Ｌ　（ＬＦＷ））） 　点火時期遅延

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（３．０Ｌ　（ＬＦＷ））） 　Ｉｎｔａｋｅ　Ｃａｍｓｈａｆｔ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎ　Ａｃｔｕａｔｏｒ　Ｓｏｌｅｎｏｉｄ　Ｖａｌｖｅ　Ｂａｎｋ１

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（３．０Ｌ　（ＬＦＷ））） 　Ｉｎｔａｋｅ　Ｃａｍｓｈａｆｔ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎ　Ａｃｔｕａｔｏｒ　Ｓｏｌｅｎｏｉｄ　Ｖａｌｖｅ　Ｂａｎｋ２

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（３．０Ｌ　（ＬＦＷ））） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（３．０Ｌ　（ＬＦＷ））） 　セカンダリーエアインジェクションポンプリレー

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（３．０Ｌ　（ＬＦＷ））） 　Ｓｅｃｏｎｄａｒｙ　Ａｉｒ　Ｉｎｊｅｃｔｉｏｎ　Ｓｏｌｅｎｏｉｄ　Ｓｙｓｔｅｍ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（３．０Ｌ　（ＬＦＷ））） 　セカンダリーエアインジェクションソレノイドバルブ

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

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

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

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（３．０Ｌ　（ＬＦＷ））） 　フューエルトリム

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（３．０Ｌ　（ＬＦＷ））） 　圧縮テスト

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　クーリングファン

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　ＥＧＲクーラーバイパスバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　ＥＧＲバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　エンジンクーラントポンプクラッチリレー

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　Ｅｎｇｉｎｅ　Ｃｏｏｌａｎｔ　Ｔｈｅｍｏｓｔａｔ　Ｈｅａｔｅｒ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　エンジン油圧制御ソレノイドバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　Ｅｎｇｉｎｅ　Ｓｐｅｅｄ／Ｔｈｒｏｔｈｌｅ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　燃料ヒーターリレー

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　燃料圧力レギュレーター１

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　燃料圧力レギュレーター２

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　Ｆｕｅｌ　Ｓｙｓｔｅｍ　Ｈｉｇｈｔ　Ｐｒｅｓｓｕｒｅ　Ｔｅｓｔ　（Ｅｎｇｉｎｅ　Ｒｕｎｓ）

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー１

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　ハイサイドドライバー２

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　Ｏ２センサーヒーター（センサー１）

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　吸気フローバルブモーター

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　吸気フローバルブ位置

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　インテークマニホールドランナーコントロールバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　ＭＩＬ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　ピストンクーリングオイルジェットソレノイドバルブ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　プライムフューエルポンプ

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　ターボチャージャーベーン位置

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　ターボチャージャーベーンポジションアクチュエーター

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

　パワートレイン（エンジンコントロールモジュール） 　フューエルポンプリレー

　パワートレイン（シャーシコントロールモジュール） 　燃料圧力

　パワートレイン（シャーシコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール） 　ブレーキバンドプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール） 　クラッチプレッシャーコントロールソレノイドバルブ１

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール） 　Ｓｈｉｆｔ　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｇｅａｒ　１

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール） 　Ｓｈｉｆｔ　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｇｅａｒ　２

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール） 　Ｓｈｉｆｔ　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｇｅａｒ　３

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール） 　Ｓｈｉｆｔ　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｇｅａｒ　４

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール） 　Ｓｈｉｆｔ　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｇｅａｒ　５

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール） 　Ｓｈｉｆｔ　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｇｅａｒ　６

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

　パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール） 　ＴＣＣソレノイドバルブ

　パワートレイン（フューエルインジェクターコントロールモジュール） 　燃料モードセレクトオーバーライド（バイフューエル／ガソリン）

　パワートレイン（フューエルインジェクターコントロールモジュール） 　高圧燃料カットオフソレノイドバルブ

　パワートレイン（フューエルインジェクターコントロールモジュール） 　低圧燃料カットオフソレノイドバルブ

　パワートレイン（フューエルポンプコントロールモジュール） 　燃料圧力

　パワートレイン（フューエルポンプコントロールモジュール） 　フューエルポンプ

　パワートレイン（リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール） 　リアデフクラッチソレノイドバルブ

　パワートレイン（リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール） 　リアデフクラッチトルク

　パワートレイン（リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール） 　リアドライブクラッチソレノイドバルブ

　パワートレイン（リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール） 　ポンプモーター

　ボディー（ＡＦＬ（アダプティブフォワードライティング）） 　ロービームテスト

　ボディー（ＡＦＬ（アダプティブフォワードライティング）） 　右側スタティックコーナリングライトテスト

　ボディー（ＡＦＬ（アダプティブフォワードライティング）） 　左側スタティックコーナリングライトテスト

　ボディー（ＡＨＬ　ＡＦＬ（ヘッドランプレベリング）） 　ＡＨＬ警告灯テスト

　ボディー（ＡＨＬ　ＡＦＬ（ヘッドランプレベリング）） 　ダイナミックカーブランプテスト

　ボディー（ＡＨＬ　ＡＦＬ（ヘッドランプレベリング）） 　ロービームテスト

　ボディー（ＡＨＬ　ＡＦＬ（ヘッドランプレベリング）） 　右側スタティックコーナリングライトテスト

　ボディー（ＡＨＬ　ＡＦＬ（ヘッドランプレベリング）） 　警告灯表示テスト

　ボディー（ＡＨＬ　ＡＦＬ（ヘッドランプレベリング）） 　左側スタティックコーナリングライトテスト

　ボディー（ＢＣＭ（ボディーコントロールモジュール）） 　Ａｌａｒｍ　Ｓｉｒｅｎ　Ｔｅｓｔ

　ボディー（ＢＣＭ（ボディーコントロールモジュール）） 　ＢＴＳＩ：パーキングロック

　ボディー（ＢＣＭ（ボディーコントロールモジュール）） 　ＣＤＬ／盗難防止警告システム警告灯テスト

　ボディー（ＢＣＭ（ボディーコントロールモジュール）） 　Ｃｏｍｆｏｒｔ　Ｃｌｏｓｉｎｇ　Ｔｅｓｔ（Ｃｌｏｓｅ）

　ボディー（ＢＣＭ（ボディーコントロールモジュール）） 　Ｃｏｍｆｏｒｔ　Ｃｌｏｓｉｎｇ　Ｔｅｓｔ（Ｉｎａｃｔｉｖｅ）

　ボディー（ＢＣＭ（ボディーコントロールモジュール）） 　Ｃｏｍｆｏｒｔ　Ｃｌｏｓｉｎｇ　Ｔｅｓｔ（Ｏｐｅｎ）

　ボディー（ＢＣＭ（ボディーコントロールモジュール）） 　Ｆｒｏｎｔ　Ｗｉｐｅｒｓ　Ｔｅｓｔ（Ｈｉｇｈ）

　ボディー（ＢＣＭ（ボディーコントロールモジュール）） 　Ｆｒｏｎｔ　Ｗｉｐｅｒｓ　Ｔｅｓｔ（Ｌｏｗ）

　ボディー（ＢＣＭ（ボディーコントロールモジュール）） 　Ｉｎｔｅｒｉｏｒ　Ｌｉｇｈｔｓ　Ｃｕｔ－Ｏｆｆ　Ｒｅｌａｙ　Ｔｅｓｔ

　ボディー（ＢＣＭ（ボディーコントロールモジュール）） 　Ｐａｒｋｉｎｇ　Ｌｉｇｈｔ　Ｔｅｓｔ（Ｌｅｆｔ）

　ボディー（ＢＣＭ（ボディーコントロールモジュール）） 　Ｐａｒｋｉｎｇ　Ｌｉｇｈｔ　Ｔｅｓｔ（Ｒｉｇｈｔ）

　ボディー（ＢＣＭ（ボディーコントロールモジュール）） 　ＰＡＳ　／　ＥＳＰ　Ｓｗｉｔｃｈ　ＬＥＤ　Ｔｅｓｔ

　ボディー（ＢＣＭ（ボディーコントロールモジュール）） 　ラン／クランクリレー

　ボディー（ＢＣＭ（ボディーコントロールモジュール）） 　Ｕｎｌｏｃｋ／Ｌｏｃｋ　Ｔｅｓｔ（Ｄｅａｄ　Ｌｏｃｋ）

　ボディー（ＢＣＭ（ボディーコントロールモジュール）） 　Ｕｎｌｏｃｋ／Ｌｏｃｋ　Ｔｅｓｔ（Ｌｏｃｋ）

　ボディー（ＢＣＭ（ボディーコントロールモジュール）） 　Ｕｎｌｏｃｋ／Ｌｏｃｋ　Ｔｅｓｔ（Ｕｎｌｏｃｋ）

　ボディー（ＢＣＭ（ボディーコントロールモジュール）） 　アクセサリー／ＲＡＰリレー

　ボディー（ＢＣＭ（ボディーコントロールモジュール）） 　アクセサリーリレー

　ボディー（ＢＣＭ（ボディーコントロールモジュール）） 　イルミネーション減光（ハイ）

　ボディー（ＢＣＭ（ボディーコントロールモジュール）） 　イルミネーション減光（ミドル）

　ボディー（ＢＣＭ（ボディーコントロールモジュール）） 　イルミネーション減光（ロー）

　ボディー（ＢＣＭ（ボディーコントロールモジュール）） 　インジケーターランプ

　ボディー（ＢＣＭ（ボディーコントロールモジュール）） 　インテリアイルミネーションリレー

　ボディー（ＢＣＭ（ボディーコントロールモジュール）） 　インテリアランプ

　ボディー（ＢＣＭ（ボディーコントロールモジュール）） 　エアコンＬＥＤ

　ボディー（ＢＣＭ（ボディーコントロールモジュール）） 　すべてのドア

　ボディー（ＢＣＭ（ボディーコントロールモジュール）） 　セキュリティーシステム：ＬＥＤ

　ボディー（ＢＣＭ（ボディーコントロールモジュール）） 　センターブレーキランプテスト

　ボディー（ＢＣＭ（ボディーコントロールモジュール）） 　セントラルロッキング：すべてアンロック

　ボディー（ＢＣＭ（ボディーコントロールモジュール）） 　セントラルロッキング：デッドロック

　ボディー（ＢＣＭ（ボディーコントロールモジュール）） 　セントラルロッキング：ロック

　ボディー（ＢＣＭ（ボディーコントロールモジュール）） 　セントラルロッキング：運転席アンロック

　ボディー（ＢＣＭ（ボディーコントロールモジュール）） 　データバスアイソレーター

　ボディー（ＢＣＭ（ボディーコントロールモジュール）） 　トランクリリース

　ボディー（ＢＣＭ（ボディーコントロールモジュール）） 　トランクリリーステスト

　ボディー（ＢＣＭ（ボディーコントロールモジュール）） 　パーキングランプ

　ボディー（ＢＣＭ（ボディーコントロールモジュール）） 　ハイビームテスト

　ボディー（ＢＣＭ（ボディーコントロールモジュール）） 　ハザードＬＥＤテスト

　ボディー（ＢＣＭ（ボディーコントロールモジュール）） 　バックランプ

　ボディー（ＢＣＭ（ボディーコントロールモジュール）） 　バックランプテスト

　ボディー（ＢＣＭ（ボディーコントロールモジュール）） 　パドルランプ

　ボディー（ＢＣＭ（ボディーコントロールモジュール）） 　パワーウィンドウリレー

　ボディー（ＢＣＭ（ボディーコントロールモジュール）） 　ヒーター付きリアガラステスト

　ボディー（ＢＣＭ（ボディーコントロールモジュール）） 　ブレーキランプ

　ボディー（ＢＣＭ（ボディーコントロールモジュール）） 　ブレーキランプテスト

　ボディー（ＢＣＭ（ボディーコントロールモジュール）） 　フロントガラスウォッシャー

　ボディー（ＢＣＭ（ボディーコントロールモジュール）） 　フロントガラスウォッシャーテスト

　ボディー（ＢＣＭ（ボディーコントロールモジュール）） 　フロントターンシグナル

　ボディー（ＢＣＭ（ボディーコントロールモジュール）） 　フロントハイビーム

　ボディー（ＢＣＭ（ボディーコントロールモジュール）） 　フロントフォグランプ

　ボディー（ＢＣＭ（ボディーコントロールモジュール）） 　フロントフォグランプテスト

　ボディー（ＢＣＭ（ボディーコントロールモジュール）） 　フロントロービーム

　ボディー（ＢＣＭ（ボディーコントロールモジュール）） 　フロントワイパー

　ボディー（ＢＣＭ（ボディーコントロールモジュール）） 　ヘッドライトウォッシャー
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　ボディー（ＢＣＭ（ボディーコントロールモジュール）） 　ホーン

　ボディー（ＢＣＭ（ボディーコントロールモジュール）） 　ホーンテスト

　ボディー（ＢＣＭ（ボディーコントロールモジュール）） 　ライセンスプレートランプテスト

　ボディー（ＢＣＭ（ボディーコントロールモジュール）） 　ランプ：インテリアランプ

　ボディー（ＢＣＭ（ボディーコントロールモジュール）） 　ランプ：オートランプＯＮ

　ボディー（ＢＣＭ（ボディーコントロールモジュール）） 　リアウィンドウヒーター

　ボディー（ＢＣＭ（ボディーコントロールモジュール）） 　リアガラスウォッシャーテスト

　ボディー（ＢＣＭ（ボディーコントロールモジュール）） 　リアガラスデフォッガーＬＥＤテスト

　ボディー（ＢＣＭ（ボディーコントロールモジュール）） 　リアコンパートメント

　ボディー（ＢＣＭ（ボディーコントロールモジュール）） 　リアターンシグナル

　ボディー（ＢＣＭ（ボディーコントロールモジュール）） 　リアフォグランプテスト

　ボディー（ＢＣＭ（ボディーコントロールモジュール）） 　リアランプヒューズ異常

　ボディー（ＢＣＭ（ボディーコントロールモジュール）） 　リアワイパーテスト

　ボディー（ＢＣＭ（ボディーコントロールモジュール）） 　ロービームテスト

　ボディー（ＢＣＭ（ボディーコントロールモジュール）） 　ワイパーテスト：フロントワイパー

　ボディー（ＢＣＭ（ボディーコントロールモジュール）） 　右側ターンシグナルテスト

　ボディー（ＢＣＭ（ボディーコントロールモジュール）） 　運転席ドア

　ボディー（ＢＣＭ（ボディーコントロールモジュール）） 　運転席パワーウィンドウ

　ボディー（ＢＣＭ（ボディーコントロールモジュール）） 　左側ターンシグナルテスト

　ボディー（ＢＣＭ（ボディーコントロールモジュール）） 　助手席パワーウィンドウ

　ボディー（ＢＣＭ（ボディーコントロールモジュール）） 　盗難防止ホーン

　ボディー（ＣＩＭ（ステアリングコラムモジュール）） 　ブザーサウンド１テスト

　ボディー（ＣＩＭ（ステアリングコラムモジュール）） 　ブザーサウンド２テスト

　ボディー（ＣＩＭ（ステアリングコラムモジュール）） 　ブザーサウンド３テスト

　ボディー（ＣＩＭ（ステアリングコラムモジュール）） 　ブザーサウンド４テスト

　ボディー（ＣＩＭ（ステアリングコラムモジュール）） 　ブザーサウンド５テスト

　ボディー（ＣＩＭ（ステアリングコラムモジュール）） 　ブザーサウンド６テスト

　ボディー（ＣＩＭ（ステアリングコラムモジュール）） 　ブザーサウンド７テスト

　ボディー（ＤＤＭ（運転席ドアモジュール）） 　ウィンドウリフターテスト（アップ）

　ボディー（ＤＤＭ（運転席ドアモジュール）） 　ウィンドウリフターテスト（ダウン）

　ボディー（ＤＤＭ（運転席ドアモジュール）） 　デッドロックテスト

　ボディー（ＤＤＭ（運転席ドアモジュール）） 　ドアロックテスト

　ボディー（ＥＣＣ（電子クライメートコントロール）） 　ＬＥＤ照明テスト

　ボディー（ＥＣＣ（電子クライメートコントロール）） 　エアミックスフラップモーターテスト

　ボディー（ＥＣＣ（電子クライメートコントロール）） 　エア配分フラップモーターテスト

　ボディー（ＥＣＣ（電子クライメートコントロール）） 　リアガラスデフォッガーテスト

　ボディー（ＥＣＣ（電子クライメートコントロール）） 　内気循環フラップモーターテスト

　ボディー（ＥＣＣ　ＳＡＣ（電子クライメートコントロール）） 　ＬＥＤ照明テスト

　ボディー（ＥＣＣ　ＳＡＣ（電子クライメートコントロール）） 　エアコンリレーテスト

　ボディー（ＥＣＣ　ＳＡＣ（電子クライメートコントロール）） 　内気循環フラップモーターテスト

　ボディー（ＥＨＳ（電気ヒーターシステム）） 　ヒーターエレメント１テスト

　ボディー（ＥＨＳ（電気ヒーターシステム）） 　ヒーターエレメント２テスト

　ボディー（ＥＨＳ（電気ヒーターシステム）） 　ヒーターエレメント３テスト

　ボディー（ＨＶＡＣ（エアコン）） 　インレットモード（外気）

　ボディー（ＨＶＡＣ（エアコン）） 　インレットモード（内気）

　ボディー（ＨＶＡＣ（エアコン）） 　エアコンコンプレッサー

　ボディー（ＨＶＡＣ（エアコン）） 　エアミックスドア

　ボディー（ＨＶＡＣ（エアコン）） 　ブロワー回転数

　ボディー（ＨＶＡＣ（エアコン）） 　フロントアウトレットモード：コンパートメント

　ボディー（ＨＶＡＣ（エアコン）） 　フロントアウトレットモード：コンパートメント／フロア

　ボディー（ＨＶＡＣ（エアコン）） 　フロントアウトレットモード：デフロスト

　ボディー（ＨＶＡＣ（エアコン）） 　フロントアウトレットモード：デフロスト／フロア

　ボディー（ＨＶＡＣ（エアコン）） 　フロントアウトレットモード：フロア

　ボディー（ＨＶＡＣ（エアコン）） 　フロントデフロスト

　ボディー（ＨＶＡＣ（エアコン）） 　ベント／フロアアウトレットドア

　ボディー（ＨＶＡＣ（エアコン）） 　内気循環ドア（外気）

　ボディー（ＨＶＡＣ（エアコン）） 　内気循環ドア（内気）

　ボディー（ＩＰＣ　ＥＣＵ（インストルメントコントロールユニット）） 　ＡＢＳ警告灯テスト

　ボディー（ＩＰＣ　ＥＣＵ（インストルメントコントロールユニット）） 　ＡＦＬ警告灯テスト

　ボディー（ＩＰＣ　ＥＣＵ（インストルメントコントロールユニット）） 　ＡＨＬ警告灯テスト

　ボディー（ＩＰＣ　ＥＣＵ（インストルメントコントロールユニット）） 　ＣＤＣ／スポーツモードＬＥＤテスト

　ボディー（ＩＰＣ　ＥＣＵ（インストルメントコントロールユニット）） 　ＣＤＣ警告灯テスト

　ボディー（ＩＰＣ　ＥＣＵ（インストルメントコントロールユニット）） 　ＤＤＳ警告灯テスト（黄）

　ボディー（ＩＰＣ　ＥＣＵ（インストルメントコントロールユニット）） 　ＤＤＳ警告灯テスト（赤）

　ボディー（ＩＰＣ　ＥＣＵ（インストルメントコントロールユニット）） 　ＤＤＳ警告灯テスト１

　ボディー（ＩＰＣ　ＥＣＵ（インストルメントコントロールユニット）） 　ＤＤＳ警告灯テスト２

　ボディー（ＩＰＣ　ＥＣＵ（インストルメントコントロールユニット）） 　ＤＤＳ警告灯テスト３

　ボディー（ＩＰＣ　ＥＣＵ（インストルメントコントロールユニット）） 　ＬＥＤ照明調光テスト

　ボディー（ＩＰＣ　ＥＣＵ（インストルメントコントロールユニット）） 　ＭＩＬテスト

　ボディー（ＩＰＣ　ＥＣＵ（インストルメントコントロールユニット）） 　インストルメント調光テスト

　ボディー（ＩＰＣ　ＥＣＵ（インストルメントコントロールユニット）） 　エアコンテスト

　ボディー（ＩＰＣ　ＥＣＵ（インストルメントコントロールユニット）） 　エアバッグ警告灯テスト

　ボディー（ＩＰＣ　ＥＣＵ（インストルメントコントロールユニット）） 　エコノミー／スポーツテスト

　ボディー（ＩＰＣ　ＥＣＵ（インストルメントコントロールユニット）） 　エンジン回転数コントロール

　ボディー（ＩＰＣ　ＥＣＵ（インストルメントコントロールユニット）） 　オイルレベル警告灯テスト

　ボディー（ＩＰＣ　ＥＣＵ（インストルメントコントロールユニット）） 　オートライトテスト

　ボディー（ＩＰＣ　ＥＣＵ（インストルメントコントロールユニット）） 　オドメーター液晶テスト

　ボディー（ＩＰＣ　ＥＣＵ（インストルメントコントロールユニット）） 　クルーズコントロール警告灯テスト

　ボディー（ＩＰＣ　ＥＣＵ（インストルメントコントロールユニット）） 　コールドエンジン警告灯テスト

　ボディー（ＩＰＣ　ＥＣＵ（インストルメントコントロールユニット）） 　サービスインターバルランプテスト

　ボディー（ＩＰＣ　ＥＣＵ（インストルメントコントロールユニット）） 　シートベルト警告灯テスト

　ボディー（ＩＰＣ　ＥＣＵ（インストルメントコントロールユニット）） 　スマートキーシステム警告灯テスト

　ボディー（ＩＰＣ　ＥＣＵ（インストルメントコントロールユニット）） 　セントラルドアロックテスト

　ボディー（ＩＰＣ　ＥＣＵ（インストルメントコントロールユニット）） 　チャイルドシート表示灯テスト

　ボディー（ＩＰＣ　ＥＣＵ（インストルメントコントロールユニット）） 　トラクションコントロール警告灯テスト

　ボディー（ＩＰＣ　ＥＣＵ（インストルメントコントロールユニット）） 　トレーラーターンシグナルテスト

　ボディー（ＩＰＣ　ＥＣＵ（インストルメントコントロールユニット）） 　パーキングランプテスト

　ボディー（ＩＰＣ　ＥＣＵ（インストルメントコントロールユニット）） 　パークパイロットスイッチＬＥＤテスト

　ボディー（ＩＰＣ　ＥＣＵ（インストルメントコントロールユニット）） 　パークパイロットスイッチテスト

　ボディー（ＩＰＣ　ＥＣＵ（インストルメントコントロールユニット）） 　パークパイロットスイッチ警告灯テスト

　ボディー（ＩＰＣ　ＥＣＵ（インストルメントコントロールユニット）） 　ハイビーム表示灯テスト

　ボディー（ＩＰＣ　ＥＣＵ（インストルメントコントロールユニット）） 　ハザードＬＥＤテスト
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　ボディー（ＩＰＣ　ＥＣＵ（インストルメントコントロールユニット）） 　ハザードテスト

　ボディー（ＩＰＣ　ＥＣＵ（インストルメントコントロールユニット）） 　バッテリー充電警告灯テスト

　ボディー（ＩＰＣ　ＥＣＵ（インストルメントコントロールユニット）） 　ブレーキ警告灯テスト

　ボディー（ＩＰＣ　ＥＣＵ（インストルメントコントロールユニット）） 　フロントフォグランプテスト

　ボディー（ＩＰＣ　ＥＣＵ（インストルメントコントロールユニット）） 　フロントフォグランプリレーテスト

　ボディー（ＩＰＣ　ＥＣＵ（インストルメントコントロールユニット）） 　フロントフォグランプ表示灯テスト

　ボディー（ＩＰＣ　ＥＣＵ（インストルメントコントロールユニット）） 　リアガラスデフォッガーＬＥＤテスト

　ボディー（ＩＰＣ　ＥＣＵ（インストルメントコントロールユニット）） 　リアフォグランプテスト

　ボディー（ＩＰＣ　ＥＣＵ（インストルメントコントロールユニット）） 　リアフォグランプ表示灯テスト

　ボディー（ＩＰＣ　ＥＣＵ（インストルメントコントロールユニット）） 　ロービームテスト

　ボディー（ＩＰＣ　ＥＣＵ（インストルメントコントロールユニット）） 　ロービーム表示灯テスト

　ボディー（ＩＰＣ　ＥＣＵ（インストルメントコントロールユニット）） 　右側ターンシグナルテスト

　ボディー（ＩＰＣ　ＥＣＵ（インストルメントコントロールユニット）） 　液晶ディスプレー調光テスト

　ボディー（ＩＰＣ　ＥＣＵ（インストルメントコントロールユニット）） 　左側ターンシグナルテスト

　ボディー（ＩＰＣ　ＥＣＵ（インストルメントコントロールユニット）） 　車速コントロール

　ボディー（ＩＰＣ　ＥＣＵ（インストルメントコントロールユニット）） 　瞬間タンク容量

　ボディー（ＩＰＣ　ＥＣＵ（インストルメントコントロールユニット）） 　瞬間タンク容量制御１

　ボディー（ＩＰＣ　ＥＣＵ（インストルメントコントロールユニット）） 　瞬間タンク容量制御２

　ボディー（ＩＰＣ　ＥＣＵ（インストルメントコントロールユニット）） 　瞬間タンク容量制御３

　ボディー（ＩＰＣ　ＥＣＵ（インストルメントコントロールユニット）） 　調光コントロール（暗く）

　ボディー（ＩＰＣ　ＥＣＵ（インストルメントコントロールユニット）） 　調光コントロール（明るく）

　ボディー（ＩＰＣ　ＥＣＵ（インストルメントコントロールユニット）） 　調光コントロール１

　ボディー（ＩＰＣ　ＥＣＵ（インストルメントコントロールユニット）） 　調光コントロール２

　ボディー（ＩＰＣ　ＥＣＵ（インストルメントコントロールユニット）） 　調光コントロール３

　ボディー（ＩＰＣ　ＥＣＵ（インストルメントコントロールユニット）） 　燃料レベル警告灯テスト

　ボディー（ＩＰＣ　ＥＣＵ（インストルメントコントロールユニット）） 　油圧警告灯テスト

　ボディー（ＩＰＣ　ＥＣＵ（インストルメントコントロールユニット）） 　冷却水温警告灯テスト

　ボディー（ＩＰＣ（インストルメント）） 　ＡＢＳ警告灯テスト

　ボディー（ＩＰＣ（インストルメント）） 　ＡＦＬ警告灯テスト

　ボディー（ＩＰＣ（インストルメント）） 　ＤＤＳ警告灯テスト１

　ボディー（ＩＰＣ（インストルメント）） 　ＤＤＳ警告灯テスト２

　ボディー（ＩＰＣ（インストルメント）） 　ＤＤＳ警告灯テスト３

　ボディー（ＩＰＣ（インストルメント）） 　ＥＰＳ警告灯テスト

　ボディー（ＩＰＣ（インストルメント）） 　ＭＩＬテスト

　ボディー（ＩＰＣ（インストルメント）） 　ＭＴＡ警告灯テスト

　ボディー（ＩＰＣ（インストルメント）） 　ウインターモード表示灯テスト

　ボディー（ＩＰＣ（インストルメント）） 　エアバッグ警告灯テスト

　ボディー（ＩＰＣ（インストルメント）） 　オイルレベル警告灯テスト

　ボディー（ＩＰＣ（インストルメント）） 　オートマチックトランスミッションギアインジケーターテスト

　ボディー（ＩＰＣ（インストルメント）） 　オドメーター液晶テスト

　ボディー（ＩＰＣ（インストルメント）） 　クルーズコントロール警告灯テスト

　ボディー（ＩＰＣ（インストルメント）） 　グロータイムランプテスト

　ボディー（ＩＰＣ（インストルメント）） 　サービスインターバルランプテスト

　ボディー（ＩＰＣ（インストルメント）） 　シートベルト警告灯テスト

　ボディー（ＩＰＣ（インストルメント）） 　スピードメーター

　ボディー（ＩＰＣ（インストルメント）） 　スポーツインジケーターテスト

　ボディー（ＩＰＣ（インストルメント）） 　ダイヤル照明

　ボディー（ＩＰＣ（インストルメント）） 　タコメーター

　ボディー（ＩＰＣ（インストルメント）） 　トラクションコントロール警告灯テスト

　ボディー（ＩＰＣ（インストルメント）） 　トレーラーターンシグナルテスト

　ボディー（ＩＰＣ（インストルメント）） 　パークパイロットスイッチ警告灯テスト

　ボディー（ＩＰＣ（インストルメント）） 　ハイビーム表示灯テスト

　ボディー（ＩＰＣ（インストルメント）） 　バッテリー充電警告灯テスト

　ボディー（ＩＰＣ（インストルメント）） 　ブレーキ警告灯テスト

　ボディー（ＩＰＣ（インストルメント）） 　フロントフォグランプビーム表示灯テスト

　ボディー（ＩＰＣ（インストルメント）） 　フロントフォグランプ表示灯テスト

　ボディー（ＩＰＣ（インストルメント）） 　ポインターイルミネーション

　ボディー（ＩＰＣ（インストルメント）） 　リアフォグランプビーム表示灯テスト

　ボディー（ＩＰＣ（インストルメント）） 　リアフォグランプ表示灯テスト

　ボディー（ＩＰＣ（インストルメント）） 　ロービーム表示灯テスト

　ボディー（ＩＰＣ（インストルメント）） 　右側ターンシグナルテスト

　ボディー（ＩＰＣ（インストルメント）） 　液晶ディスプレー照明

　ボディー（ＩＰＣ（インストルメント）） 　左側ターンシグナルテスト

　ボディー（ＩＰＣ（インストルメント）） 　瞬間タンク容量制御（Ｅｍｐｔｙ）

　ボディー（ＩＰＣ（インストルメント）） 　瞬間タンク容量制御（Ｆｕｌｌ）

　ボディー（ＩＰＣ（インストルメント）） 　瞬間タンク容量制御（Ｈａｌｆ）

　ボディー（ＩＰＣ（インストルメント）） 　全警告灯テスト

　ボディー（ＩＰＣ（インストルメント）） 　燃料レベル警告灯テスト

　ボディー（ＩＰＣ（インストルメント）） 　油圧警告灯テスト

　ボディー（ＩＰＣ（インストルメント）） 　冷却水温警告灯テスト

　ボディー（ＩＰＣ（インストルメントパネルクラスター）） 　ＡＢＳ

　ボディー（ＩＰＣ（インストルメントパネルクラスター）） 　ＳＲＳエアバッグ

　ボディー（ＩＰＣ（インストルメントパネルクラスター）） 　オルタネーター

　ボディー（ＩＰＣ（インストルメントパネルクラスター）） 　シフトアップ

　ボディー（ＩＰＣ（インストルメントパネルクラスター）） 　スピードメーター

　ボディー（ＩＰＣ（インストルメントパネルクラスター）） 　セルフテスト

　ボディー（ＩＰＣ（インストルメントパネルクラスター）） 　タコメーター

　ボディー（ＩＰＣ（インストルメントパネルクラスター）） 　ハイビーム

　ボディー（ＩＰＣ（インストルメントパネルクラスター）） 　ブレーキシステム

　ボディー（ＩＰＣ（インストルメントパネルクラスター）） 　フロントフォグランプ

　ボディー（ＩＰＣ（インストルメントパネルクラスター）） 　リアフォグランプ

　ボディー（ＩＰＣ（インストルメントパネルクラスター）） 　右ＬＣＤ

　ボディー（ＩＰＣ（インストルメントパネルクラスター）） 　右ターンシグナル

　ボディー（ＩＰＣ（インストルメントパネルクラスター）） 　運転席シートベルト

　ボディー（ＩＰＣ（インストルメントパネルクラスター）） 　温度計

　ボディー（ＩＰＣ（インストルメントパネルクラスター）） 　左ＬＣＤ

　ボディー（ＩＰＣ（インストルメントパネルクラスター）） 　左ターンシグナル

　ボディー（ＩＰＣ（インストルメントパネルクラスター）） 　中央ＬＣＤ

　ボディー（ＩＰＣ（インストルメントパネルクラスター）） 　燃料計

　ボディー（ＩＰＣ（インストルメントパネルクラスター）） 　半ドア

　ボディー（ＰＡＳ（パークパイロット）） 　センサーテスト

　ボディー（ＰＡＳ（パークパイロット）） 　リアサウンド出力テスト
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　ボディー（ＰＩＭ（パワートレインインターフェイスモジュール）） 　ＨＤＣブレーキランプリレー（ヒルディセント）

　ボディー（ＰＩＭ（パワートレインインターフェイスモジュール）） 　バックランプリレー

　ボディー（ＰＩＭ（パワートレインインターフェイスモジュール）） 　クルーズコントロール

　ボディー（ＰＩＭ（パワートレインインターフェイスモジュール）） 　クルーズコントロールキャンセル

　ボディー（ＰＩＭ（パワートレインインターフェイスモジュール）） 　シフトパターン

　ボディー（ＰＩＭ（パワートレインインターフェイスモジュール）） 　スターターリレー

　ボディー（ＰＩＭ（パワートレインインターフェイスモジュール）） 　トラクションコントロール／ＥＳＰ

　ボディー（ＰＩＭ（パワートレインインターフェイスモジュール）） 　ヒルディセントコントロール

　ボディー（ＰＩＭ（パワートレインインターフェイスモジュール）） 　フロントパーキングエイド

　ボディー（ＲＥＣ（リアリレーボックス）） 　ＣＤＬ／盗難防止警告システム警告灯テスト

　ボディー（ＲＥＣ（リアリレーボックス）） 　ＲＥＣターミナル１５Ａリレーテスト

　ボディー（ＲＥＣ（リアリレーボックス）） 　ＲＥＣヒーター付きリアガラステスト

　ボディー（ＲＥＣ（リアリレーボックス）） 　アンロック／デッドロックテスト

　ボディー（ＲＥＣ（リアリレーボックス）） 　アンロック／ロックテスト

　ボディー（ＲＥＣ（リアリレーボックス）） 　インアドバーテントロードリレーテスト

　ボディー（ＲＥＣ（リアリレーボックス）） 　インテリアランプテスト

　ボディー（ＲＥＣ（リアリレーボックス）） 　クロージングサポート動作テスト

　ボディー（ＲＥＣ（リアリレーボックス）） 　センターブレーキランプテスト

　ボディー（ＲＥＣ（リアリレーボックス）） 　トランクランプテスト

　ボディー（ＲＥＣ（リアリレーボックス）） 　トランクリリーステスト

　ボディー（ＲＥＣ（リアリレーボックス）） 　トレーラーターンシグナルテスト

　ボディー（ＲＥＣ（リアリレーボックス）） 　トレーラーテールランプテスト

　ボディー（ＲＥＣ（リアリレーボックス）） 　トレーラーバックランプテスト

　ボディー（ＲＥＣ（リアリレーボックス）） 　トレーラーフォグランプテスト

　ボディー（ＲＥＣ（リアリレーボックス）） 　トレーラーブレーキランプテスト

　ボディー（ＲＥＣ（リアリレーボックス）） 　バックランプテスト

　ボディー（ＲＥＣ（リアリレーボックス）） 　ブレーキランプテスト

　ボディー（ＲＥＣ（リアリレーボックス）） 　ホーンテスト

　ボディー（ＲＥＣ（リアリレーボックス）） 　ライセンスプレートランプテスト

　ボディー（ＲＥＣ（リアリレーボックス）） 　リアターンシグナルテスト

　ボディー（ＲＥＣ（リアリレーボックス）） 　リアフォグランプテスト

　ボディー（ＲＥＣ（リアリレーボックス）） 　リアワイパーテスト

　ボディー（ＲＦＡ（リモートファンクションアクチュエーター）） 　テスト

　ボディー（ＳＤＭ（ＳＲＳエアバッグ）） 　ＡＢＳ

　ボディー（ＳＤＭ（ＳＲＳエアバッグ）） 　ＡＷＤ

　ボディー（ＳＤＭ（ＳＲＳエアバッグ）） 　ＥＳＰ　ＯＦＦ

　ボディー（ＳＤＭ（ＳＲＳエアバッグ）） 　ＥＳＰ作動

　ボディー（ＳＤＭ（ＳＲＳエアバッグ）） 　ＥＳＰ準備未完了

　ボディー（ＳＤＭ（ＳＲＳエアバッグ）） 　ウインターモード

　ボディー（ＳＤＭ（ＳＲＳエアバッグ）） 　ウォッシャーフルードレベル

　ボディー（ＳＤＭ（ＳＲＳエアバッグ）） 　エアバッグ

　ボディー（ＳＤＭ（ＳＲＳエアバッグ）） 　エンジンチェックランプ

　ボディー（ＳＤＭ（ＳＲＳエアバッグ）） 　オイル交換

　ボディー（ＳＤＭ（ＳＲＳエアバッグ）） 　クルーズ係合

　ボディー（ＳＤＭ（ＳＲＳエアバッグ）） 　グロープラグ

　ボディー（ＳＤＭ（ＳＲＳエアバッグ）） 　サービスインターバル

　ボディー（ＳＤＭ（ＳＲＳエアバッグ）） 　シートベルト

　ボディー（ＳＤＭ（ＳＲＳエアバッグ）） 　セキュリティーインジケーター

　ボディー（ＳＤＭ（ＳＲＳエアバッグ）） 　ディーゼルフィルター

　ボディー（ＳＤＭ（ＳＲＳエアバッグ）） 　テールゲート半ドア

　ボディー（ＳＤＭ（ＳＲＳエアバッグ）） 　トランスミッション表示（１速）

　ボディー（ＳＤＭ（ＳＲＳエアバッグ）） 　トランスミッション表示（２速）

　ボディー（ＳＤＭ（ＳＲＳエアバッグ）） 　トランスミッション表示（３速）

　ボディー（ＳＤＭ（ＳＲＳエアバッグ）） 　トランスミッション表示（４速）

　ボディー（ＳＤＭ（ＳＲＳエアバッグ）） 　トランスミッション表示（５速）

　ボディー（ＳＤＭ（ＳＲＳエアバッグ）） 　トランスミッション表示（Ｄ）

　ボディー（ＳＤＭ（ＳＲＳエアバッグ）） 　トランスミッション表示（Ｎ）

　ボディー（ＳＤＭ（ＳＲＳエアバッグ）） 　トランスミッション表示（Ｐ）

　ボディー（ＳＤＭ（ＳＲＳエアバッグ）） 　トランスミッション表示（Ｒ）

　ボディー（ＳＤＭ（ＳＲＳエアバッグ）） 　パーキングブレーキ

　ボディー（ＳＤＭ（ＳＲＳエアバッグ）） 　ハイビーム

　ボディー（ＳＤＭ（ＳＲＳエアバッグ）） 　バッテリー

　ボディー（ＳＤＭ（ＳＲＳエアバッグ）） 　ヒルディセントコントロール作動

　ボディー（ＳＤＭ（ＳＲＳエアバッグ）） 　ヒルディセントコントロール準備未完了

　ボディー（ＳＤＭ（ＳＲＳエアバッグ）） 　フロントフォグ

　ボディー（ＳＤＭ（ＳＲＳエアバッグ）） 　リアフォグ

　ボディー（ＳＤＭ（ＳＲＳエアバッグ）） 　右側ターンシグナル

　ボディー（ＳＤＭ（ＳＲＳエアバッグ）） 　左側ターンシグナル

　ボディー（ＳＤＭ（ＳＲＳエアバッグ）） 　侵入検知ＯＦＦ

　ボディー（ＳＤＭ（ＳＲＳエアバッグ）） 　燃料レベルＬｏｗ

　ボディー（ＳＤＭ（ＳＲＳエアバッグ）） 　燃料内水検出

　ボディー（ＳＤＭ（ＳＲＳエアバッグ）） 　半ドア

　ボディー（ＳＤＭ（ＳＲＳエアバッグ）） 　油圧

　ボディー（ＳＤＭ（ＳＲＳエアバッグ）） 　冷却水温

　ボディー（ＳＤＭ（センシングアンドダイアグノシスモジュール）） 　ＡＢＳ

　ボディー（ＳＤＭ（センシングアンドダイアグノシスモジュール）） 　ＡＷＤ

　ボディー（ＳＤＭ（センシングアンドダイアグノシスモジュール）） 　ＥＳＰ　ＯＦＦ

　ボディー（ＳＤＭ（センシングアンドダイアグノシスモジュール）） 　ＥＳＰ作動

　ボディー（ＳＤＭ（センシングアンドダイアグノシスモジュール）） 　ＥＳＰ準備未完了

　ボディー（ＳＤＭ（センシングアンドダイアグノシスモジュール）） 　ウインターモード

　ボディー（ＳＤＭ（センシングアンドダイアグノシスモジュール）） 　ウォッシャーフルードレベル

　ボディー（ＳＤＭ（センシングアンドダイアグノシスモジュール）） 　エアバッグ

　ボディー（ＳＤＭ（センシングアンドダイアグノシスモジュール）） 　オイル交換

　ボディー（ＳＤＭ（センシングアンドダイアグノシスモジュール）） 　クルーズ係合

　ボディー（ＳＤＭ（センシングアンドダイアグノシスモジュール）） 　グロープラグ

　ボディー（ＳＤＭ（センシングアンドダイアグノシスモジュール）） 　ディーゼルフィルター

　ボディー（ＳＤＭ（センシングアンドダイアグノシスモジュール）） 　トランスミッション表示（１速）

　ボディー（ＳＤＭ（センシングアンドダイアグノシスモジュール）） 　トランスミッション表示（２速）

　ボディー（ＳＤＭ（センシングアンドダイアグノシスモジュール）） 　トランスミッション表示（３速）

　ボディー（ＳＤＭ（センシングアンドダイアグノシスモジュール）） 　トランスミッション表示（４速）

　ボディー（ＳＤＭ（センシングアンドダイアグノシスモジュール）） 　トランスミッション表示（５速）

　ボディー（ＳＤＭ（センシングアンドダイアグノシスモジュール）） 　トランスミッション表示（Ｄ）
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システム名 項目名

　ボディー（ＳＤＭ（センシングアンドダイアグノシスモジュール）） 　トランスミッション表示（Ｎ）

　ボディー（ＳＤＭ（センシングアンドダイアグノシスモジュール）） 　トランスミッション表示（Ｐ）

　ボディー（ＳＤＭ（センシングアンドダイアグノシスモジュール）） 　トランスミッション表示（Ｒ）

　ボディー（ＳＤＭ（センシングアンドダイアグノシスモジュール）） 　ハイビーム

　ボディー（ＳＤＭ（センシングアンドダイアグノシスモジュール）） 　バッテリー

　ボディー（ＳＤＭ（センシングアンドダイアグノシスモジュール）） 　ヒルディセントコントロール作動

　ボディー（ＳＤＭ（センシングアンドダイアグノシスモジュール）） 　ヒルディセントコントロール準備未完了

　ボディー（ＳＤＭ（センシングアンドダイアグノシスモジュール）） 　フロントフォグ

　ボディー（ＳＤＭ（センシングアンドダイアグノシスモジュール）） 　リアフォグ

　ボディー（ＳＤＭ（センシングアンドダイアグノシスモジュール）） 　侵入検知ＯＦＦ

　ボディー（ＳＤＭ（センシングアンドダイアグノシスモジュール）） 　燃料内水検出

　ボディー（ＳＬＭ（シフトレバーモジュール）） 　ＬＥＤ表示テスト

　ボディー（ＳＬＭ（シフトレバーモジュール）） 　ウインターモード表示灯テスト

　ボディー（ＳＬＭ（シフトレバーモジュール）） 　シフトロックソレノイドテスト

　ボディー（ＴＩＭ（トレーラーインターフェイスモジュール）） 　バックランプテスト

　ボディー（ＴＩＭ（トレーラーインターフェイスモジュール）） 　ブレーキランプテスト

　ボディー（ＴＩＭ（トレーラーインターフェイスモジュール）） 　リアフォグランプテスト

　ボディー（ＴＩＭ（トレーラーインターフェイスモジュール）） 　右側ターンシグナルテスト

　ボディー（ＴＩＭ（トレーラーインターフェイスモジュール）） 　右側パーキングランプテスト

　ボディー（ＴＩＭ（トレーラーインターフェイスモジュール）） 　左側ターンシグナルテスト

　ボディー（ＴＩＭ（トレーラーインターフェイスモジュール）） 　左側パーキングランプテスト

　ボディー（ＵＥＣ（アンダーフードリレーボックス）） 　ＣＤＬ／盗難防止警告システム警告灯テスト

　ボディー（ＵＥＣ（アンダーフードリレーボックス）） 　インテリアランプテスト

　ボディー（ＵＥＣ（アンダーフードリレーボックス）） 　サイドリピーターテスト

　ボディー（ＵＥＣ（アンダーフードリレーボックス）） 　ターンシグナルテスト

　ボディー（ＵＥＣ（アンダーフードリレーボックス）） 　パーク－ライセンスプレートランプテスト

　ボディー（ＵＥＣ（アンダーフードリレーボックス）） 　ブレーキテールランプテスト

　ボディー（ＵＥＣ（アンダーフードリレーボックス）） 　フロントガラスウォッシャーテスト

　ボディー（ＵＥＣ（アンダーフードリレーボックス）） 　フロントターンシグナルテスト

　ボディー（ＵＥＣ（アンダーフードリレーボックス）） 　フロントパーキングランプテスト

　ボディー（ＵＥＣ（アンダーフードリレーボックス）） 　フロントハイビームテスト

　ボディー（ＵＥＣ（アンダーフードリレーボックス）） 　フロントロービームテスト

　ボディー（ＵＥＣ（アンダーフードリレーボックス）） 　フロントワイパーテスト

　ボディー（ＵＥＣ（アンダーフードリレーボックス）） 　フロントワイパーテスト高速

　ボディー（ＵＥＣ（アンダーフードリレーボックス）） 　フロントワイパーテスト低速

　ボディー（ＵＥＣ（アンダーフードリレーボックス）） 　ホーンテスト

　ボディー（ＵＥＣ（アンダーフードリレーボックス）） 　リアガラスウォッシャーテスト

　ボディー（ＵＥＣ（アンダーフードリレーボックス）） 　リアフォグランプテスト

　ボディー（ＵＥＣ（アンダーフードリレーボックス）） 　リアワイパーテスト

　ボディー（ＶＴＭ） 　ＡＢＳ

　ボディー（ＶＴＭ） 　ＡＷＤ

　ボディー（ＶＴＭ） 　ＥＳＰ　ＯＦＦ

　ボディー（ＶＴＭ） 　ＥＳＰ作動

　ボディー（ＶＴＭ） 　ＥＳＰ準備未完了

　ボディー（ＶＴＭ） 　ウインターモード

　ボディー（ＶＴＭ） 　ウォッシャーフルードレベル

　ボディー（ＶＴＭ） 　エアバッグ

　ボディー（ＶＴＭ） 　オイル交換

　ボディー（ＶＴＭ） 　クルーズ係合

　ボディー（ＶＴＭ） 　グロープラグ

　ボディー（ＶＴＭ） 　ディーゼルフィルター

　ボディー（ＶＴＭ） 　トランスミッション表示（１速）

　ボディー（ＶＴＭ） 　トランスミッション表示（２速）

　ボディー（ＶＴＭ） 　トランスミッション表示（３速）

　ボディー（ＶＴＭ） 　トランスミッション表示（４速）

　ボディー（ＶＴＭ） 　トランスミッション表示（５速）

　ボディー（ＶＴＭ） 　トランスミッション表示（Ｄ）

　ボディー（ＶＴＭ） 　トランスミッション表示（Ｎ）

　ボディー（ＶＴＭ） 　トランスミッション表示（Ｐ）

　ボディー（ＶＴＭ） 　トランスミッション表示（Ｒ）

　ボディー（ＶＴＭ） 　ハイビーム

　ボディー（ＶＴＭ） 　バッテリー

　ボディー（ＶＴＭ） 　ヒルディセントコントロール作動

　ボディー（ＶＴＭ） 　ヒルディセントコントロール準備未完了

　ボディー（ＶＴＭ） 　フロントフォグ

　ボディー（ＶＴＭ） 　リアフォグ

　ボディー（ＶＴＭ） 　侵入検知ＯＦＦ

　ボディー（ＶＴＭ） 　燃料内水検出

　ボディー（アドオンヒーター） 　グロープラグテスト

　ボディー（アドオンヒーター） 　ヒーターテスト

　ボディー（アドオンヒーター） 　ブロワーモーターテスト

　ボディー（イモビライザー） 　エンジンイモビライザー警告灯

　ボディー（インストルメント） 　チャイム

　ボディー（インストルメント） 　ＬＣＤテスト

　ボディー（インストルメント） 　ＭＦＤテスト

　ボディー（インストルメント） 　イルミネーション：ＭＦＤ／ＬＣＤ

　ボディー（インストルメント） 　イルミネーション：ダイヤル

　ボディー（インストルメント） 　イルミネーション：ポインター

　ボディー（インストルメント） 　エンジン回転数テスト

　ボディー（インストルメント） 　オドメーター液晶テスト

　ボディー（インストルメント） 　キー警告テスト

　ボディー（インストルメント） 　ゲージコントロールテスト：タコメーター

　ボディー（インストルメント） 　ゲージコントロールテスト：温度計

　ボディー（インストルメント） 　ゲージコントロールテスト：速度計

　ボディー（インストルメント） 　ゲージコントロールテスト：燃料計

　ボディー（インストルメント） 　シートベルト警告灯テスト

　ボディー（インストルメント） 　ブレーキ警告灯テスト

　ボディー（インストルメント） 　給油ランプ

　ボディー（インストルメント） 　警告灯テストランプＯＮ

　ボディー（インストルメント） 　車速テスト

　ボディー（インストルメント） 　瞬間タンク容量テスト

　ボディー（インストルメント） 　全警告灯テスト
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システム名 項目名

　ボディー（インストルメント） 　冷却水温テスト

　ボディー（インストルメントクラスター） 　バックランプディミング

　ボディー（インストルメントクラスター） 　ドライバーインフォメーションセンターディミング

　ボディー（インストルメントクラスター） 　ドライバーインフォメーションセンターオプション（ダウン）

　ボディー（インストルメントクラスター） 　ドライバーインフォメーションセンターオプション（メニュー）

　ボディー（インストルメントクラスター） 　ドライバーインフォメーションセンターオプション（設定）

　ボディー（インストルメントクラスター） 　ドライバーインフォメーションセンターオプション（アップ）

　ボディー（インストルメントクラスター） 　Ｄｒｉｖｅｒ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｃｅｎｔｅｒ　Ｏｐｔｉｏｎｓ（Ｄｏｗｎ）

　ボディー（インストルメントクラスター） 　Ｄｒｉｖｅｒ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｃｅｎｔｅｒ　Ｏｐｔｉｏｎｓ（Ｍｅｎｕ）

　ボディー（インストルメントクラスター） 　Ｄｒｉｖｅｒ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｃｅｎｔｅｒ　Ｏｐｔｉｏｎｓ（Ｓｅｔ）

　ボディー（インストルメントクラスター） 　Ｄｒｉｖｅｒ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｃｅｎｔｅｒ　Ｏｐｔｉｏｎｓ（Ｕｐ）

　ボディー（インストルメントクラスター） 　ドライバーインフォメーションセンターセグメント

　ボディー（インストルメントクラスター） 　Ｈｅａｄｌａｍｐ　Ｌｉｇｈｔ　Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎ（Ｂａｄ　Ｗｅａｔｈｅｒ）

　ボディー（インストルメントクラスター） 　Ｈｅａｄｌａｍｐ　Ｌｉｇｈｔ　Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎ（Ｃｉｔｙ　Ｓｔｒｅｅｔ）

　ボディー（インストルメントクラスター） 　Ｈｅａｄｌａｍｐ　Ｌｉｇｈｔ　Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎ（Ｃｏｕｎｔｒｙ　Ｒｏａｄ）

　ボディー（インストルメントクラスター） 　Ｈｅａｄｌａｍｐ　Ｌｉｇｈｔ　Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎ（Ｅｘｐｒｅｓｓｗａｙ）

　ボディー（インストルメントクラスター） 　Ｈｅａｄｌａｍｐ　Ｌｉｇｈｔ　Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎ（Ｈｉｇｈ　Ｂｅａｍ）

　ボディー（インストルメントクラスター） 　インストルメントクラスターディミング

　ボディー（インストルメントクラスター） 　インストルメントクラスターゲージ／インジケーターチェック

　ボディー（インストルメントクラスター） 　左コーナリングランプ

　ボディー（インストルメントクラスター） 　左ヘッドライト水平モーター

　ボディー（インストルメントクラスター） 　左ヘッドライト垂直モーター

　ボディー（インストルメントクラスター） 　ポインターディミング

　ボディー（インストルメントクラスター） 　右コーナリングランプ

　ボディー（インストルメントクラスター） 　右ヘッドライト水平モーター

　ボディー（インストルメントクラスター） 　右ヘッドライト垂直モーター

　ボディー（インストルメントクラスター） 　インストルメントクラスターゲージスイープ

　ボディー（インストルメントクラスター） 　全インジケーター

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　ＡＢＳ

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　ＡＷＤ

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　ＥＳＰ　ＯＦＦ

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　ＥＳＰ作動

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　ＥＳＰ準備未完了

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　ウインターモード

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　ウォッシャーフルードレベル

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　エアバッグ

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　エンジンチェックランプ

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　オイル交換

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　クルーズ係合

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　グロープラグ

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　サービスインターバル

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　シートベルト

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　セキュリティーインジケーター

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　ディーゼルフィルター

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　テールゲート半ドア

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　トランスミッション表示（１速）

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　トランスミッション表示（２速）

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　トランスミッション表示（３速）

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　トランスミッション表示（４速）

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　トランスミッション表示（５速）

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　トランスミッション表示（Ｄ）

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　トランスミッション表示（Ｎ）

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　トランスミッション表示（Ｐ）

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　トランスミッション表示（Ｒ）

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　パーキングブレーキ

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　ハイビーム

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　バッテリー

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　ヒルディセントコントロール作動

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　ヒルディセントコントロール準備未完了

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　フロントフォグ

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　リアフォグ

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　右側ターンシグナル

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　左側ターンシグナル

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　侵入検知ＯＦＦ

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　燃料レベルＬｏｗ

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　燃料内水検出

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　半ドア

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　油圧

　ボディー（インストルメントパネルクラスター） 　冷却水温

　ボディー（インフォティメイントコントロールタッチパッド） 　Ｉｎｆｏｔａｉｎｍｅｎｔ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｔｏｕｃｈｐａｄ　Ｈａｐｔｉｃ　Ａｃｃｅｎｔ　Ｌａｍｐ　Ｄｉｍｍｉｎｇ

　ボディー（インフォティメイントコントロールタッチパッド） 　Ｉｎｆｏｔａｉｎｍｅｎｔ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｔｏｕｃｈｐａｄ　Ｈａｐｔｉｃ　Ｂｕｔｔｏｎｓ　Ｂａｃｋｌｉｇｈｔ　Ｄｉｍｍｉｎｇ

　ボディー（インフォティメイントコントロールタッチパッド） 　Ｉｎｆｏｔａｉｎｍｅｎｔ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｔｏｕｃｈｐａｄ　Ｈａｐｔｉｃ　ＦｅｅｄＢａｃｋ

　ボディー（インフォティメイントコントロールタッチパッド） 　Ｉｎｆｏｔａｉｎｍｅｎｔ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｔｏｕｃｈｐａｄ　Ｈａｐｔｉｃ　Ｓｅｌｆ－Ｔｅｓｔ

　ボディー（インフレータブルレストレイントセンシング　診断モジュール） 　Ｄｒｉｖｅｒ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｃｅｎｔｅｒ　Ｏｐｔｉｏｎｓ（Ｄｏｗｎ）

　ボディー（インフレータブルレストレイントセンシング　診断モジュール） 　Ｄｒｉｖｅｒ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｃｅｎｔｅｒ　Ｏｐｔｉｏｎｓ（Ｍｅｎｕ）

　ボディー（インフレータブルレストレイントセンシング　診断モジュール） 　Ｄｒｉｖｅｒ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｃｅｎｔｅｒ　Ｏｐｔｉｏｎｓ（Ｓｅｔ）

　ボディー（インフレータブルレストレイントセンシング　診断モジュール） 　Ｄｒｉｖｅｒ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｃｅｎｔｅｒ　Ｏｐｔｉｏｎｓ（Ｕｐ）

　ボディー（インフレータブルレストレイントセンシング　診断モジュール） 　ドライバーインフォメーションセンターセグメント

　ボディー（インフレータブルレストレイントセンシング　診断モジュール） 　インストルメントクラスターディミング

　ボディー（インフレータブルレストレイントセンシング　診断モジュール） 　助手席エアバッグＯＦＦインジケーター

　ボディー（インフレータブルレストレイントセンシング　診断モジュール） 　助手席エアバッグＯＮインジケーター

　ボディー（インフレータブルレストレイントセンシング　診断モジュール） 　助手席シートベルトリマインダーインジケーター

　ボディー（インフレータブルレストレイントセンシング　診断モジュール） 　インストルメントクラスターゲージスイープ

　ボディー（インフレータブルレストレイントセンシング　診断モジュール） 　全インジケーター

　ボディー（エアコンコントロール） 　ＨＶＡＣ　Ｃｏｎｔｒｏｌｓ　Ｄｉｍｍｉｎｇ

　ボディー（エアコンコントロール） 　ＨＶＡＣ　Ｄｉｓｐｌａｙ　Ｄｉｍｍｉｎｇ

　ボディー（エアコンコントロール） 　ＨＶＡＣ　Ｄｉｓｐｌａｙ　Ｓｅｇｍｅｎｔｓ

　ボディー（エアコンコントロール） 　ＨＶＡＣ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ　Ｄｉｍｍｉｎｇ

　ボディー（エアコンコントロール） 　すべてのインジケーター点灯

　ボディー（エアコンコントロールモジュール　オートデュアルゾーン（ＣＪ２）） 　Ａｉｒ　Ｒｅｃｉｒｃｕｌａｔｉｏｎ　Ｄｏｏｒ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎ

　ボディー（エアコンコントロールモジュール　オートデュアルゾーン（ＣＪ２）） 　Ａｕｘｉｌｉａｒｙ　Ｈｅａｔｅｒ　Ｒｅｑｕｅｓｔ

　ボディー（エアコンコントロールモジュール　オートデュアルゾーン（ＣＪ２）） 　ブロワーモーター回転数コマンド



●オペル　アクティブテスト(Ver 2022.10)
システム名 項目名

　ボディー（エアコンコントロールモジュール　オートデュアルゾーン（ＣＪ２）） 　Ｆｒｏｎｔ　Ｓｐｏｉｌｅｒ　Ａｉｒ　Ｉｎｌｅｔ　Ｍｏｔｏｒ

　ボディー（エアコンコントロールモジュール　オートデュアルゾーン（ＣＪ２）） 　すべてのインジケーター点灯

　ボディー（エアコンコントロールモジュール　オートデュアルゾーン（ＣＪ２）） 　左温度ドアアクチュエーター方向

　ボディー（エアコンコントロールモジュール　オートデュアルゾーン（ＣＪ２）） 　ドアポジションモード

　ボディー（エアコンコントロールモジュール　オートデュアルゾーン（ＣＪ２）） 　リアデフォッガー

　ボディー（エアコンコントロールモジュール　オートデュアルゾーン（ＣＪ２）） 　右温度ドアアクチュエーター方向

　ボディー（エアコンコントロールモジュール
マニュアルヒーターオンリー（Ｃ４２）　シングルゾーン（Ｃ６７））

　Ａｉｒ　Ｒｅｃｉｒｃｕｌａｔｉｏｎ　Ｄｏｏｒ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎ

　ボディー（エアコンコントロールモジュール
マニュアルヒーターオンリー（Ｃ４２）　シングルゾーン（Ｃ６７））

　Ａｕｘｉｌｉａｒｙ　Ｈｅａｔｅｒ　Ｒｅｑｕｅｓｔ

　ボディー（エアコンコントロールモジュール
マニュアルヒーターオンリー（Ｃ４２）　シングルゾーン（Ｃ６７））

　ブロワーモーター回転数コマンド

　ボディー（エアコンコントロールモジュール
マニュアルヒーターオンリー（Ｃ４２）　シングルゾーン（Ｃ６７））

　Ｆｒｏｎｔ　Ｓｐｏｉｌｅｒ　Ａｉｒ　Ｉｎｌｅｔ　Ｍｏｔｏｒ

　ボディー（エアコンコントロールモジュール
マニュアルヒーターオンリー（Ｃ４２）　シングルゾーン（Ｃ６７））

　すべてのインジケーター点灯

　ボディー（エアコンコントロールモジュール
マニュアルヒーターオンリー（Ｃ４２）　シングルゾーン（Ｃ６７））

　左温度ドアアクチュエーター方向

　ボディー（エアコンコントロールモジュール
マニュアルヒーターオンリー（Ｃ４２）　シングルゾーン（Ｃ６７））

　ドアポジションモード

　ボディー（エアコンコントロールモジュール
マニュアルヒーターオンリー（Ｃ４２）　シングルゾーン（Ｃ６７））

　リアデフォッガー

　ボディー（エアコンコントロールモジュール
マニュアルヒーターオンリー（Ｃ４２）　シングルゾーン（Ｃ６７））

　右温度ドアアクチュエーター方向

　ボディー（エアコンコントロールモジュール（オートコントロールデュアルゾーン（ＣＪ２））） 　Ａｉｒ　Ｒｅｃｉｒｃｕｌａｔｉｏｎ　Ｄｏｏｒ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎ

　ボディー（エアコンコントロールモジュール（オートコントロールデュアルゾーン（ＣＪ２））） 　Ａｕｘｉｌｉａｒｙ　Ｈｅａｔｅｒ　Ｒｅｑｕｅｓｔ

　ボディー（エアコンコントロールモジュール（オートコントロールデュアルゾーン（ＣＪ２））） 　ブロワーモーター回転数

　ボディー（エアコンコントロールモジュール（オートコントロールデュアルゾーン（ＣＪ２））） 　Ｆｒｏｎｔ　Ｓｐｏｉｌｅｒ　Ａｉｒ　Ｉｎｌｅｔ　Ｍｏｔｏｒ

　ボディー（エアコンコントロールモジュール（オートコントロールデュアルゾーン（ＣＪ２））） 　すべてのインジケーター点灯

　ボディー（エアコンコントロールモジュール（オートコントロールデュアルゾーン（ＣＪ２））） 　左温度ドアアクチュエーター方向

　ボディー（エアコンコントロールモジュール（オートコントロールデュアルゾーン（ＣＪ２））） 　ドアポジションモード

　ボディー（エアコンコントロールモジュール（オートコントロールデュアルゾーン（ＣＪ２））） 　リアデフォッガー

　ボディー（エアコンコントロールモジュール（オートコントロールデュアルゾーン（ＣＪ２））） 　右温度ドアアクチュエーター方向

　ボディー（エアコンコントロールモジュール（オートデュアルゾーン（ＣＪ２））） 　エアインテークドア位置

　ボディー（エアコンコントロールモジュール（オートデュアルゾーン（ＣＪ２））） 　Ａｉｒ　Ｒｅｃｉｒｃｕｌａｔｉｏｎ　Ｄｏｏｒ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎ

　ボディー（エアコンコントロールモジュール（オートデュアルゾーン（ＣＪ２））） 　Ａｕｘｉｌｉａｒｙ　Ｈｅａｔｅｒ　Ｒｅｑｕｅｓｔ

　ボディー（エアコンコントロールモジュール（オートデュアルゾーン（ＣＪ２））） 　ブロワーモーター回転数

　ボディー（エアコンコントロールモジュール（オートデュアルゾーン（ＣＪ２））） 　ブロワーモーター回転数コマンド

　ボディー（エアコンコントロールモジュール（オートデュアルゾーン（ＣＪ２））） 　Ｆｒｏｎｔ　Ｓｐｏｉｌｅｒ　Ａｉｒ　Ｉｎｌｅｔ　Ｍｏｔｏｒ

　ボディー（エアコンコントロールモジュール（オートデュアルゾーン（ＣＪ２））） 　すべてのインジケーター点灯

　ボディー（エアコンコントロールモジュール（オートデュアルゾーン（ＣＪ２））） 　左温度ドアアクチュエーター方向

　ボディー（エアコンコントロールモジュール（オートデュアルゾーン（ＣＪ２））） 　ドアポジションモード

　ボディー（エアコンコントロールモジュール（オートデュアルゾーン（ＣＪ２））） 　リアデフォッガー

　ボディー（エアコンコントロールモジュール（オートデュアルゾーン（ＣＪ２））） 　右温度ドアアクチュエーター方向

　ボディー（エアコンコントロールモジュール（マニュアルコントロールヒーターオンリー（Ｃ４２））） 　Ａｉｒ　Ｒｅｃｉｒｃｕｌａｔｉｏｎ　Ｄｏｏｒ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎ

　ボディー（エアコンコントロールモジュール（マニュアルコントロールヒーターオンリー（Ｃ４２））） 　Ａｕｘｉｌｉａｒｙ　Ｈｅａｔｅｒ　Ｒｅｑｕｅｓｔ

　ボディー（エアコンコントロールモジュール（マニュアルコントロールヒーターオンリー（Ｃ４２））） 　ブロワーモーター回転数

　ボディー（エアコンコントロールモジュール（マニュアルコントロールヒーターオンリー（Ｃ４２））） 　Ｆｒｏｎｔ　Ｓｐｏｉｌｅｒ　Ａｉｒ　Ｉｎｌｅｔ　Ｍｏｔｏｒ

　ボディー（エアコンコントロールモジュール（マニュアルコントロールヒーターオンリー（Ｃ４２））） 　すべてのインジケーター点灯

　ボディー（エアコンコントロールモジュール（マニュアルコントロールヒーターオンリー（Ｃ４２））） 　左温度ドアアクチュエーター方向

　ボディー（エアコンコントロールモジュール（マニュアルコントロールヒーターオンリー（Ｃ４２））） 　ドアポジションモード

　ボディー（エアコンコントロールモジュール（マニュアルコントロールヒーターオンリー（Ｃ４２））） 　リアデフォッガー

　ボディー（エアコンコントロールモジュール（マニュアルコントロールヒーターオンリー（Ｃ４２））） 　右温度ドアアクチュエーター方向

　ボディー（エアコンコントロールモジュール
（マニュアルヒーターオンリー　（Ｃ４２）　シングルゾーン　（Ｃ６７）））

　Ａｉｒ　Ｒｅｃｉｒｃｕｌａｔｉｏｎ　Ｄｏｏｒ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎ

　ボディー（エアコンコントロールモジュール
（マニュアルヒーターオンリー　（Ｃ４２）　シングルゾーン　（Ｃ６７）））

　Ａｕｘｉｌｉａｒｙ　Ｈｅａｔｅｒ　Ｒｅｑｕｅｓｔ

　ボディー（エアコンコントロールモジュール
（マニュアルヒーターオンリー　（Ｃ４２）　シングルゾーン　（Ｃ６７）））

　ブロワーモーター回転数

　ボディー（エアコンコントロールモジュール
（マニュアルヒーターオンリー　（Ｃ４２）　シングルゾーン　（Ｃ６７）））

　ブロワーモーター回転数コマンド

　ボディー（エアコンコントロールモジュール
（マニュアルヒーターオンリー　（Ｃ４２）　シングルゾーン　（Ｃ６７）））

　Ｆｒｏｎｔ　Ｓｐｏｉｌｅｒ　Ａｉｒ　Ｉｎｌｅｔ　Ｍｏｔｏｒ

　ボディー（エアコンコントロールモジュール
（マニュアルヒーターオンリー　（Ｃ４２）　シングルゾーン　（Ｃ６７）））

　すべてのインジケーター点灯

　ボディー（エアコンコントロールモジュール
（マニュアルヒーターオンリー　（Ｃ４２）　シングルゾーン　（Ｃ６７）））

　左温度ドアアクチュエーター方向

　ボディー（エアコンコントロールモジュール
（マニュアルヒーターオンリー　（Ｃ４２）　シングルゾーン　（Ｃ６７）））

　ドアポジションモード

　ボディー（エアコンコントロールモジュール
（マニュアルヒーターオンリー　（Ｃ４２）　シングルゾーン　（Ｃ６７）））

　リアデフォッガー

　ボディー（エアコンコントロールモジュール
（マニュアルヒーターオンリー　（Ｃ４２）　シングルゾーン　（Ｃ６７）））

　右温度ドアアクチュエーター方向

　ボディー（エアコンコントロールモジュール（マニュアルヒーターオンリー（Ｃ４２））） 　Ａｉｒ　Ｒｅｃｉｒｃｕｌａｔｉｏｎ　Ｄｏｏｒ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎ

　ボディー（エアコンコントロールモジュール（マニュアルヒーターオンリー（Ｃ４２））） 　Ａｕｘｉｌｉａｒｙ　Ｈｅａｔｅｒ　Ｒｅｑｕｅｓｔ

　ボディー（エアコンコントロールモジュール（マニュアルヒーターオンリー（Ｃ４２））） 　ブロワーモーター回転数

　ボディー（エアコンコントロールモジュール（マニュアルヒーターオンリー（Ｃ４２））） 　Ｆｒｏｎｔ　Ｓｐｏｉｌｅｒ　Ａｉｒ　Ｉｎｌｅｔ　Ｍｏｔｏｒ

　ボディー（エアコンコントロールモジュール（マニュアルヒーターオンリー（Ｃ４２））） 　すべてのインジケーター点灯

　ボディー（エアコンコントロールモジュール（マニュアルヒーターオンリー（Ｃ４２））） 　左温度ドアアクチュエーター方向

　ボディー（エアコンコントロールモジュール（マニュアルヒーターオンリー（Ｃ４２））） 　ドアポジションモード

　ボディー（エアコンコントロールモジュール（マニュアルヒーターオンリー（Ｃ４２））） 　リアデフォッガー

　ボディー（エアコンコントロールモジュール（マニュアルヒーターオンリー（Ｃ４２））） 　右温度ドアアクチュエーター方向

　ボディー（エアコンコントロールモジュール） 　エアインテークドア位置

　ボディー（エアコンコントロールモジュール） 　Ａｉｒ　Ｒｅｃｉｒｃｕｌａｔｉｏｎ　Ｄｏｏｒ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎ

　ボディー（エアコンコントロールモジュール） 　外気温度インスタントアップデート

　ボディー（エアコンコントロールモジュール） 　Ａｕｘｉｌｉａｒｙ　Ｈｅａｔｅｒ　Ｒｅｑｕｅｓｔ

　ボディー（エアコンコントロールモジュール） 　ブロワーモーター回転数

　ボディー（エアコンコントロールモジュール） 　運転席温度ドアポジション

　ボディー（エアコンコントロールモジュール） 　すべてのインジケーター点灯

　ボディー（エアコンコントロールモジュール） 　ＬＥＤディミング

　ボディー（エアコンコントロールモジュール） 　左温度ドアアクチュエーター方向

　ボディー（エアコンコントロールモジュール） 　左温度ドアポジション

　ボディー（エアコンコントロールモジュール） 　ドアポジションモード

　ボディー（エアコンコントロールモジュール） 　リアデフォッガー

　ボディー（エアコンコントロールモジュール） 　右温度ドアアクチュエーター方向

　ボディー（エンジン冷却モジュール） 　パワーステージ１

　ボディー（エンジン冷却モジュール） 　パワーステージ２

　ボディー（エンジン冷却モジュール） 　パワーステージ３

　ボディー（エンジン冷却モジュール） 　圧力センサー信号２０％

　ボディー（エンジン冷却モジュール） 　圧力センサー信号４０％

　ボディー（エンジン冷却モジュール） 　圧力センサー信号６０％

　ボディー（エンジン冷却モジュール） 　圧力センサー信号８０％

　ボディー（エンジン冷却モジュール） 　冷媒圧力センサー値２０％

　ボディー（エンジン冷却モジュール） 　冷媒圧力センサー値４０％

　ボディー（エンジン冷却モジュール） 　冷媒圧力センサー値６０％

　ボディー（エンジン冷却モジュール） 　冷媒圧力センサー値８０％

　ボディー（キーレスエントリーコントロールモジュール） 　Ｅｘｔｅｒｉｏｒ　Ｄｉｒｖｅｒ　Ｄｏｏｒ　Ｈａｎｄｌｅ　Ｓｗｉｔｃｈ

　ボディー（キーレスエントリーコントロールモジュール） 　外装リア左ドアハンドルスイッチ

　ボディー（キーレスエントリーコントロールモジュール） 　外装助手席ドアハンドルスイッチ

　ボディー（キーレスエントリーコントロールモジュール） 　外装リア右ドアハンドルスイッチ

　ボディー（ソフトトップコントローラー） 　ソフトトップオープン／クローズテスト
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システム名 項目名

　ボディー（ソフトトップコントローラー） 　ソフトトップオープンテスト

　ボディー（ソフトトップコントローラー） 　ソフトトップクローズテスト

　ボディー（ソフトトップコントローラー） 　テンションボウシリンダーバルブテスト

　ボディー（ソフトトップコントローラー） 　トノーシリンダーバルブテスト

　ボディー（ソフトトップコントローラー） 　トランクリッドロックアクチュエーターテスト

　ボディー（ソフトトップコントローラー） 　トランクリッドロックオープンテスト

　ボディー（ソフトトップコントローラー） 　トランクリッドロッククローズテスト

　ボディー（ソフトトップコントローラー） 　ブザーテスト

　ボディー（ソフトトップコントローラー） 　フロントウィンドウアップ／ダウンテスト

　ボディー（ソフトトップコントローラー） 　フロントウィンドウオープンテスト

　ボディー（ソフトトップコントローラー） 　フロントウィンドウクローズテスト

　ボディー（ソフトトップコントローラー） 　メインシリンダーバルブテスト

　ボディー（ソフトトップコントローラー） 　ラッチ信号テスト

　ボディー（ソフトトップコントローラー） 　リアガラスアップ／ダウンテスト

　ボディー（ソフトトップコントローラー） 　リアガラスオープンテスト

　ボディー（ソフトトップコントローラー） 　リアガラスクローズテスト

　ボディー（チャイムアラームコントロールモジュール） 　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｆｕｎｃｔｉｏｎｓ

　ボディー（テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュール） 　緑色インジケーター

　ボディー（テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュール） 　通話テスト

　ボディー（テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュール） 　Ｒｅａｄ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ

　ボディー（トレイラーインターフェイスコントロールモジュール） 　左補助テールおよびストップランプ

　ボディー（トレイラーインターフェイスコントロールモジュール） 　リア左補助ターンシグナルランプ

　ボディー（トレイラーインターフェイスコントロールモジュール） 　左テールランプ

　ボディー（トレイラーインターフェイスコントロールモジュール） 　Ｌｅｆｔ　Ｔａｒｉｌｅｒ　Ｔａｉｌ　Ｌａｍｐ

　ボディー（トレイラーインターフェイスコントロールモジュール） 　左トレーラーターンシグナルランプ

　ボディー（トレイラーインターフェイスコントロールモジュール） 　右補助テールおよびストップランプ

　ボディー（トレイラーインターフェイスコントロールモジュール） 　リア右補助ターンシグナルランプ

　ボディー（トレイラーインターフェイスコントロールモジュール） 　右テールランプ

　ボディー（トレイラーインターフェイスコントロールモジュール） 　右トレーラーテールランプ

　ボディー（トレイラーインターフェイスコントロールモジュール） 　右トレーラーターンシグナルランプ

　ボディー（トレイラーインターフェイスコントロールモジュール） 　トレーラーバックアップランプ

　ボディー（トレイラーインターフェイスコントロールモジュール） 　Ｔｒａｉｌｅｒ　Ｆｏｇ　Ｌａｍｐｓ（ｓ）

　ボディー（トレイラーインターフェイスコントロールモジュール） 　トレーラーストップランプ

　ボディー（パーキングアシストコントロールモジュール） 　無効履歴データ消去

　ボディー（パーキングアシストコントロールモジュール） 　左側障害物検知インジケーター

　ボディー（パーキングアシストコントロールモジュール） 　パーキングアシストスイッチＬＥＤ

　ボディー（パーキングアシストコントロールモジュール） 　右側障害物検知インジケーター

　ボディー（ヒューマンマシーンインターフェイスコントロールモジュール） 　クーリングファン

　ボディー（ヒューマンマシーンインターフェイスコントロールモジュール） 　インフォメーションディスプレーディミング

　ボディー（ヒューマンマシーンインターフェイスコントロールモジュール） 　インフォメーションディスプレーテスト

　ボディー（フロントシート　暖房　通気　冷却メモリーコントロールモジュール） 　運転席シートクッションヒーティング

　ボディー（フロントシート　暖房　通気　冷却メモリーコントロールモジュール） 　助手席シートクッションヒーティング

　ボディー（フロントシートヒーティングコントロールモジュール） 　運転席シートクッションヒーティング

　ボディー（フロントシートヒーティングコントロールモジュール） 　助手席シートクッションヒーティング

　ボディー（フロントビューカメラモジュール　Ｍａｇｎａ　（ＵＦＬ）） 　前方衝突警報スイッチ（遠い）

　ボディー（フロントビューカメラモジュール　Ｍａｇｎａ　（ＵＦＬ）） 　前方衝突警報スイッチ（中間）

　ボディー（フロントビューカメラモジュール　Ｍａｇｎａ　（ＵＦＬ）） 　前方衝突警報スイッチ（近い）

　ボディー（フロントビューカメラモジュール　ヘッドランプハイビーム　－　Ｇｅｎｔｅｘ） 　内部リアビューミラーディミング

　ボディー（フロントビューカメラモジュール　ヘッドランプハイビームコントロールモジュール　－　Ｇｅｎｔｅｘ） 　内部リアビューミラーディミング

　ボディー（ヘッドランプコントロールモジュール） 　ヘッドライトレベリングモーター

　ボディー（ヘッドランプコントロールモジュール） 　Ｈｅａｄｌａｍｐ　Ｌｉｇｈｔ　Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎ（Ｂａｄ　Ｗｅａｔｈｅｒ）

　ボディー（ヘッドランプコントロールモジュール） 　Ｈｅａｄｌａｍｐ　Ｌｉｇｈｔ　Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎ（Ｃｉｔｙ　Ｓｔｒｅｅｔ）

　ボディー（ヘッドランプコントロールモジュール） 　Ｈｅａｄｌａｍｐ　Ｌｉｇｈｔ　Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎ（Ｃｏｕｎｔｒｙ　Ｒｏａｄ）

　ボディー（ヘッドランプコントロールモジュール） 　Ｈｅａｄｌａｍｐ　Ｌｉｇｈｔ　Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎ（Ｅｘｐｒｅｓｓｗａｙ）

　ボディー（ヘッドランプコントロールモジュール） 　Ｈｅａｄｌａｍｐ　Ｌｉｇｈｔ　Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎ（Ｈｉｇｈ　Ｂｅａｍ）

　ボディー（ヘッドランプコントロールモジュール） 　Ｈｅａｄｌａｍｐｓ　Ｈｉｇｈ　Ｉｎｔｅｎｓｉｔｙ　Ｄｉｓｃａｒｇｅ　Ｐｏｗｅｒ　Ｉｎｃｒｅａｓｅ

　ボディー（ヘッドランプコントロールモジュール） 　左コーナリングランプ

　ボディー（ヘッドランプコントロールモジュール） 　左ヘッドライト水平モーター

　ボディー（ヘッドランプコントロールモジュール） 　左ヘッドライト垂直モーター

　ボディー（ヘッドランプコントロールモジュール） 　Ｌｅｆｔ　Ｔａｒｉｌｅｒ　Ｔａｉｌ　Ｌａｍｐ

　ボディー（ヘッドランプコントロールモジュール） 　左トレーラーターンシグナルランプ

　ボディー（ヘッドランプコントロールモジュール） 　右コーナリングランプ

　ボディー（ヘッドランプコントロールモジュール） 　右ヘッドライト水平モーター

　ボディー（ヘッドランプコントロールモジュール） 　右ヘッドライト垂直モーター

　ボディー（ヘッドランプコントロールモジュール） 　右トレーラーテールランプ

　ボディー（ヘッドランプコントロールモジュール） 　右トレーラーターンシグナルランプ

　ボディー（ヘッドランプコントロールモジュール） 　トレーラーバックアップランプ

　ボディー（ヘッドランプコントロールモジュール） 　Ｔｒａｉｌｅｒ　Ｆｏｇ　Ｌａｍｐｓ（ｓ）

　ボディー（ヘッドランプコントロールモジュール） 　トレーラーストップランプ

　ボディー（ヘッドランプレベリングデバイス） 　ロービームテスト

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（１．６　（ＬＧＥ））） 　アクセントランプ１

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（１．６　（ＬＧＥ））） 　アクセントランプ２

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（１．６　（ＬＧＥ））） 　アクセサリー電源リレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（１．６　（ＬＧＥ））） 　アクセサリー／保持アクセサリー電源リレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（１．６　（ＬＧＥ））） 　すべてのドアロック／アンロック（すべてのドアロック）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（１．６　（ＬＧＥ））） 　すべてのドアロック／アンロック（運転席ドアアンロック）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（１．６　（ＬＧＥ））） 　すべてのドアロック／アンロック（助手席ドアアンロック）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（１．６　（ＬＧＥ））） 　補助イグニッションランリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（１．６　（ＬＧＥ））） 　バックアップランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（１．６　（ＬＧＥ））） 　バッテリーセーバーリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（１．６　（ＬＧＥ））） 　カーゴランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（１．６　（ＬＧＥ））） 　センターストップランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（１．６　（ＬＧＥ））） 　カーテシーランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（１．６　（ＬＧＥ））） 　ドアデッドロック：ロック／アンロック

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（１．６　（ＬＧＥ））） 　運転席ウィンドウモーター（ダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（１．６　（ＬＧＥ））） 　運転席ウィンドウモーター（エクスプレスダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（１．６　（ＬＧＥ））） 　運転席ウィンドウモーター（エクスプレスアップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（１．６　（ＬＧＥ））） 　運転席ウィンドウモーター（アップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（１．６　（ＬＧＥ））） 　フロントフォグランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（１．６　（ＬＧＥ））） 　燃料モードセレクトスイッチインジケーター

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（１．６　（ＬＧＥ））） 　ハザードランプスイッチバックランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（１．６　（ＬＧＥ））） 　ヘッドライトウォッシャーリレー
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システム名 項目名

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（１．６　（ＬＧＥ））） 　ハイビーム

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（１．６　（ＬＧＥ））） 　ホーンリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（１．６　（ＬＧＥ））） 　想定外の負荷

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（１．６　（ＬＧＥ））） 　ＬＥＤバックランプディミング

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（１．６　（ＬＧＥ））） 　フロント左ターンシグナルランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（１．６　（ＬＧＥ））） 　リア左ターンシグナルランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（１．６　（ＬＧＥ））） 　リア左ウィンドウモーター（エクスプレスアップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（１．６　（ＬＧＥ））） 　リア左ウィンドウモーター（ダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（１．６　（ＬＧＥ））） 　リア左ウィンドウモーター（エクスプレスダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（１．６　（ＬＧＥ））） 　リア左ウィンドウモーター（アップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（１．６　（ＬＧＥ））） 　ナンバープレートランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（１．６　（ＬＧＥ））） 　助手席ウィンドウモーター（エクスプレスアップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（１．６　（ＬＧＥ））） 　助手席ウィンドウモーター（ダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（１．６　（ＬＧＥ））） 　助手席ウィンドウモーター（エクスプレスダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（１．６　（ＬＧＥ））） 　助手席ウィンドウモーター（アップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（１．６　（ＬＧＥ））） 　リアボディークロージャーアンラッチ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（１．６　（ＬＧＥ））） 　リアフォグランプリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（１．６　（ＬＧＥ））） 　リアウォッシャーリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（１．６　（ＬＧＥ））） 　フロント右ターンシグナルランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（１．６　（ＬＧＥ））） 　リア右ターンシグナルランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（１．６　（ＬＧＥ））） 　リア右ウィンドウモーター（エクスプレスアップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（１．６　（ＬＧＥ））） 　リア右ウィンドウモーター（ダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（１．６　（ＬＧＥ））） 　リア右ウィンドウモーター（エクスプレスダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（１．６　（ＬＧＥ））） 　リア右ウィンドウモーター（アップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（１．６　（ＬＧＥ））） 　ラン／クランクリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（１．６　（ＬＧＥ））） 　Ｔｒｕｎｃｋ　Ｌｉｄ　Ｕｎｌａｔｃｈ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（１．６　（ＬＧＥ））） 　Ｗｉｎｄｏｗ　Ｌｏｃｋ　ｏｕｔ　Ｓｗｉｔｃｈ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（１．６　（ＬＧＥ））） 　フロントガラスウォッシャーリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（１．６　（ＬＧＥ））） 　フロントガラスワイパーモーターリレー（ハイ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（１．６　（ＬＧＥ））） 　フロントガラスワイパーモーターリレー（ロー）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（１．６　（ＬＧＥ））） 　フロントガラスワイパーモーターリレー（パーキング）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（１．６　（ＬＧＥ））） 　セキュリティーインジケーター

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（１．６　（ＬＧＥ））） 　リアワイパー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ＥＴＣ）） 　アクセントランプ１

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ＥＴＣ）） 　アクセントランプ２

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ＥＴＣ）） 　アクセサリー電源リレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ＥＴＣ）） 　アクセサリー／保持アクセサリー電源リレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ＥＴＣ）） 　すべてのドアロック／アンロック（すべてのドアロック）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ＥＴＣ）） 　すべてのドアロック／アンロック（運転席ドアアンロック）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ＥＴＣ）） 　すべてのドアロック／アンロック（助手席ドアアンロック）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ＥＴＣ）） 　補助イグニッションランリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ＥＴＣ）） 　バックアップランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ＥＴＣ）） 　バッテリーセーバーリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ＥＴＣ）） 　カーゴランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ＥＴＣ）） 　センターストップランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ＥＴＣ）） 　カーテシーランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ＥＴＣ）） 　ドアデッドロック：　ロック／アンロック

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ＥＴＣ）） 　運転席ウィンドウモーター（ダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ＥＴＣ）） 　運転席ウィンドウモーター（エクスプレスダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ＥＴＣ）） 　運転席ウィンドウモーター（エクスプレスアップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ＥＴＣ）） 　運転席ウィンドウモーター（アップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ＥＴＣ）） 　フロントフォグランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ＥＴＣ）） 　ハザードランプスイッチバックランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ＥＴＣ）） 　ヘッドライトウォッシャーリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ＥＴＣ）） 　ハイビーム

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ＥＴＣ）） 　ホーンリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ＥＴＣ）） 　想定外の負荷

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ＥＴＣ）） 　ＬＥＤバックランプディミング

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ＥＴＣ）） 　フロント左ターンシグナルランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ＥＴＣ）） 　リア左ターンシグナルランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ＥＴＣ）） 　リア左ウィンドウモーター（エクスプレスアップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ＥＴＣ）） 　リア左ウィンドウモーター（ダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ＥＴＣ）） 　リア左ウィンドウモーター（エクスプレスダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ＥＴＣ）） 　リア左ウィンドウモーター（アップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ＥＴＣ）） 　ナンバープレートランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ＥＴＣ）） 　助手席ウィンドウモーター（エクスプレスアップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ＥＴＣ）） 　助手席ウィンドウモーター（ダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ＥＴＣ）） 　助手席ウィンドウモーター（エクスプレスダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ＥＴＣ）） 　助手席ウィンドウモーター（アップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ＥＴＣ）） 　リアボディークロージャーアンラッチ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ＥＴＣ）） 　リアフォグランプリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ＥＴＣ）） 　リアウォッシャーリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ＥＴＣ）） 　フロント右ターンシグナルランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ＥＴＣ）） 　リア右ターンシグナルランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ＥＴＣ）） 　リア右ウィンドウモーター（エクスプレスアップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ＥＴＣ）） 　リア右ウィンドウモーター（ダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ＥＴＣ）） 　リア右ウィンドウモーター（エクスプレスダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ＥＴＣ）） 　リア右ウィンドウモーター（アップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ＥＴＣ）） 　ラン／クランクリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ＥＴＣ）） 　Ｗｉｎｄｏｗ　Ｌｏｃｋ　ｏｕｔ　Ｓｗｉｔｃｈ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ＥＴＣ）） 　フロントガラスウォッシャーリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ＥＴＣ）） 　フロントガラスワイパーモーターリレー（ハイ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ＥＴＣ）） 　フロントガラスワイパーモーターリレー（ロー）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ＥＴＣ）） 　フロントガラスワイパーモーターリレー（パーキング）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ＥＴＣ）） 　セキュリティーインジケーター

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ＥＴＣ）） 　リアワイパー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ＧＴＣ）） 　アクセントランプ１

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ＧＴＣ）） 　アクセサリー／保持アクセサリー電源リレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ＧＴＣ）） 　すべてのドアロック／アンロック（すべてのドアロック）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ＧＴＣ）） 　すべてのドアロック／アンロック（運転席ドアアンロック）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ＧＴＣ）） 　すべてのドアロック／アンロック（助手席ドアアンロック）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ＧＴＣ）） 　補助イグニッションランリレー



●オペル　アクティブテスト(Ver 2022.10)
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　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ＧＴＣ）） 　バックアップランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ＧＴＣ）） 　バッテリーセーバーリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ＧＴＣ）） 　カーゴランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ＧＴＣ）） 　センターストップランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ＧＴＣ）） 　カーテシーランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ＧＴＣ）） 　ドアデッドロック：　ロック／アンロック

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ＧＴＣ）） 　運転席ウィンドウモーター（ダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ＧＴＣ）） 　運転席ウィンドウモーター（エクスプレスダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ＧＴＣ）） 　運転席ウィンドウモーター（エクスプレスアップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ＧＴＣ）） 　運転席ウィンドウモーター（アップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ＧＴＣ）） 　フロントフォグランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ＧＴＣ）） 　ハザードランプスイッチバックランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ＧＴＣ）） 　ヘッドライトウォッシャーリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ＧＴＣ）） 　ハイビーム

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ＧＴＣ）） 　ホーンリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ＧＴＣ）） 　想定外の負荷

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ＧＴＣ）） 　白熱灯調光

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ＧＴＣ）） 　ＬＥＤバックランプディミング

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ＧＴＣ）） 　フロント左ターンシグナルランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ＧＴＣ）） 　リア左ターンシグナルランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ＧＴＣ）） 　ナンバープレートランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ＧＴＣ）） 　助手席ウィンドウモーター（エクスプレスアップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ＧＴＣ）） 　助手席ウィンドウモーター（ダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ＧＴＣ）） 　助手席ウィンドウモーター（エクスプレスダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ＧＴＣ）） 　助手席ウィンドウモーター（アップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ＧＴＣ）） 　リアフォグランプリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ＧＴＣ）） 　リアウォッシャーリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ＧＴＣ）） 　フロント右ターンシグナルランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ＧＴＣ）） 　リア右ターンシグナルランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ＧＴＣ）） 　ラン／クランクリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ＧＴＣ）） 　Ｔｒｕｎｃｋ　Ｌｉｄ　Ｕｎｌａｔｃｈ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ＧＴＣ）） 　Ｗｉｎｄｏｗ　Ｌｏｃｋ　ｏｕｔ　Ｓｗｉｔｃｈ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ＧＴＣ）） 　フロントガラスウォッシャーリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ＧＴＣ）） 　フロントガラスワイパーモーターリレー（ハイ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ＧＴＣ）） 　フロントガラスワイパーモーターリレー（ロー）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ＧＴＣ）） 　フロントガラスワイパーモーターリレー（パーキング）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ＧＴＣ）） 　セキュリティーインジケーター

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ＧＴＣ）） 　リアワイパー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（オートシングルゾーン（Ｃ６８））） 　アクセントランプ２

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（オートシングルゾーン（Ｃ６８））） 　アクセサリー電源リレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（オートシングルゾーン（Ｃ６８））） 　アクセサリー／保持アクセサリー電源リレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（オートシングルゾーン（Ｃ６８））） 　すべてのドアロック／アンロック（すべてのドアロック）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（オートシングルゾーン（Ｃ６８））） 　すべてのドアロック／アンロック（運転席ドアアンロック）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（オートシングルゾーン（Ｃ６８））） 　すべてのドアロック／アンロック（助手席ドアアンロック）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（オートシングルゾーン（Ｃ６８））） 　補助イグニッションランリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（オートシングルゾーン（Ｃ６８））） 　バックアップランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（オートシングルゾーン（Ｃ６８））） 　バッテリーセーバーリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（オートシングルゾーン（Ｃ６８））） 　センターストップランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（オートシングルゾーン（Ｃ６８））） 　Ｃｉｔｙ　Ｍｏｄｅ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（オートシングルゾーン（Ｃ６８））） 　カーテシーランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（オートシングルゾーン（Ｃ６８））） 　ドアデッドロック：　ロック／アンロック

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（オートシングルゾーン（Ｃ６８））） 　運転席ウィンドウモーター（ダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（オートシングルゾーン（Ｃ６８））） 　運転席ウィンドウモーター（エクスプレスダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（オートシングルゾーン（Ｃ６８））） 　運転席ウィンドウモーター（エクスプレスアップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（オートシングルゾーン（Ｃ６８））） 　運転席ウィンドウモーター（アップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（オートシングルゾーン（Ｃ６８））） 　フロントフォグランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（オートシングルゾーン（Ｃ６８））） 　ハザードランプスイッチバックランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（オートシングルゾーン（Ｃ６８））） 　ハイビーム

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（オートシングルゾーン（Ｃ６８））） 　ホーンリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（オートシングルゾーン（Ｃ６８））） 　想定外の負荷

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（オートシングルゾーン（Ｃ６８））） 　ＬＥＤバックランプディミング

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（オートシングルゾーン（Ｃ６８））） 　フロント左ターンシグナルランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（オートシングルゾーン（Ｃ６８））） 　リア左ターンシグナルランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（オートシングルゾーン（Ｃ６８））） 　ナンバープレートランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（オートシングルゾーン（Ｃ６８））） 　助手席ウィンドウモーター（エクスプレスアップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（オートシングルゾーン（Ｃ６８））） 　助手席ウィンドウモーター（ダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（オートシングルゾーン（Ｃ６８））） 　助手席ウィンドウモーター（エクスプレスダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（オートシングルゾーン（Ｃ６８））） 　助手席ウィンドウモーター（アップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（オートシングルゾーン（Ｃ６８））） 　リアボディークロージャーアンラッチ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（オートシングルゾーン（Ｃ６８））） 　リアフォグランプリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（オートシングルゾーン（Ｃ６８））） 　リアウォッシャーリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（オートシングルゾーン（Ｃ６８））） 　フロント右ターンシグナルランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（オートシングルゾーン（Ｃ６８））） 　リア右ターンシグナルランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（オートシングルゾーン（Ｃ６８））） 　ラン／クランクリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（オートシングルゾーン（Ｃ６８））） 　セキュリティー警告音

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（オートシングルゾーン（Ｃ６８））） 　トランクランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（オートシングルゾーン（Ｃ６８））） 　フロントガラスワイパーモーターリレー（ハイ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（オートシングルゾーン（Ｃ６８））） 　フロントガラスワイパーモーターリレー（ロー）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（オートシングルゾーン（Ｃ６８））） 　フロントガラスワイパーモーターリレー（パーキング）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（オートシングルゾーン（Ｃ６８））） 　セキュリティーインジケーター

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（オートシングルゾーン（Ｃ６８））） 　リアワイパー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ステーションワゴン）） 　アクセントランプ１

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ステーションワゴン）） 　アクセントランプ２

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ステーションワゴン）） 　アクセサリー電源リレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ステーションワゴン）） 　アクセサリー／保持アクセサリー電源リレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ステーションワゴン）） 　すべてのドアロック／アンロック（すべてのドアロック）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ステーションワゴン）） 　すべてのドアロック／アンロック（運転席ドアアンロック）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ステーションワゴン）） 　すべてのドアロック／アンロック（助手席ドアアンロック）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ステーションワゴン）） 　補助イグニッションランリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ステーションワゴン）） 　バックアップランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ステーションワゴン）） 　バッテリーセーバーリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ステーションワゴン）） 　カーゴランプ
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　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ステーションワゴン）） 　センターストップランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ステーションワゴン）） 　カーテシーランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ステーションワゴン）） 　ドアデッドロック：　ロック／アンロック

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ステーションワゴン）） 　運転席ウィンドウモーター（ダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ステーションワゴン）） 　運転席ウィンドウモーター（エクスプレスダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ステーションワゴン）） 　運転席ウィンドウモーター（エクスプレスアップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ステーションワゴン）） 　運転席ウィンドウモーター（アップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ステーションワゴン）） 　フロントフォグランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ステーションワゴン）） 　ジェネレーターレギュレーター設定値

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ステーションワゴン）） 　ハザードランプスイッチバックランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ステーションワゴン）） 　ヘッドライトウォッシャーリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ステーションワゴン）） 　ハイビーム

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ステーションワゴン）） 　ホーンリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ステーションワゴン）） 　想定外の負荷

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ステーションワゴン）） 　白熱灯調光

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ステーションワゴン）） 　ＬＥＤバックランプディミング

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ステーションワゴン）） 　フロント左ターンシグナルランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ステーションワゴン）） 　リア左ターンシグナルランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ステーションワゴン）） 　リア左ウィンドウモーター（エクスプレスアップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ステーションワゴン）） 　リア左ウィンドウモーター（ダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ステーションワゴン）） 　リア左ウィンドウモーター（エクスプレスダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ステーションワゴン）） 　リア左ウィンドウモーター（アップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ステーションワゴン）） 　左ストップランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ステーションワゴン）） 　ナンバープレートランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ステーションワゴン）） 　助手席ウィンドウモーター（エクスプレスアップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ステーションワゴン）） 　助手席ウィンドウモーター（ダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ステーションワゴン）） 　助手席ウィンドウモーター（エクスプレスダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ステーションワゴン）） 　助手席ウィンドウモーター（アップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ステーションワゴン）） 　リアボディークロージャーアンラッチ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ステーションワゴン）） 　リアフォグランプリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ステーションワゴン）） 　リアウォッシャーリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ステーションワゴン）） 　フロント右ターンシグナルランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ステーションワゴン）） 　リア右ターンシグナルランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ステーションワゴン）） 　リア右ウィンドウモーター（エクスプレスアップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ステーションワゴン）） 　リア右ウィンドウモーター（ダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ステーションワゴン）） 　リア右ウィンドウモーター（エクスプレスダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ステーションワゴン）） 　リア右ウィンドウモーター（アップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ステーションワゴン）） 　右ストップランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ステーションワゴン）） 　ラン／クランクリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ステーションワゴン）） 　Ｔｒｕｎｃｋ　Ｌｉｄ　Ｕｎｌａｔｃｈ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ステーションワゴン）） 　トランクランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ステーションワゴン）） 　Ｗｉｎｄｏｗ　Ｌｏｃｋ　ｏｕｔ　Ｓｗｉｔｃｈ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ステーションワゴン）） 　フロントガラスウォッシャーリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ステーションワゴン）） 　フロントガラスワイパーモーターリレー（ハイ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ステーションワゴン）） 　フロントガラスワイパーモーターリレー（ロー）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ステーションワゴン）） 　フロントガラスワイパーモーターリレー（パーキング）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ステーションワゴン）） 　セキュリティーインジケーター

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ステーションワゴン）） 　リアワイパー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（セダン）） 　アクセントランプ１

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（セダン）） 　アクセントランプ２

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（セダン）） 　アクセサリー／保持アクセサリー電源リレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（セダン）） 　すべてのドアロック／アンロック（すべてのドアロック）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（セダン）） 　すべてのドアロック／アンロック（運転席ドアアンロック）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（セダン）） 　すべてのドアロック／アンロック（助手席ドアアンロック）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（セダン）） 　補助イグニッションランリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（セダン）） 　バックアップランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（セダン）） 　バッテリーセーバーリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（セダン）） 　カーゴランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（セダン）） 　センターストップランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（セダン）） 　カーテシーランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（セダン）） 　ドアデッドロック：　ロック／アンロック

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（セダン）） 　運転席ウィンドウモーター（ダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（セダン）） 　運転席ウィンドウモーター（エクスプレスダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（セダン）） 　運転席ウィンドウモーター（エクスプレスアップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（セダン）） 　運転席ウィンドウモーター（アップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（セダン）） 　フロントフォグランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（セダン）） 　ジェネレーターレギュレーター設定値

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（セダン）） 　ハザードランプスイッチバックランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（セダン）） 　ヘッドライトウォッシャーリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（セダン）） 　ハイビーム

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（セダン）） 　ホーンリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（セダン）） 　想定外の負荷

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（セダン）） 　白熱灯調光

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（セダン）） 　ＬＥＤバックランプディミング

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（セダン）） 　フロント左ターンシグナルランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（セダン）） 　リア左ターンシグナルランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（セダン）） 　リア左ウィンドウモーター（エクスプレスアップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（セダン）） 　リア左ウィンドウモーター（ダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（セダン）） 　リア左ウィンドウモーター（エクスプレスダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（セダン）） 　リア左ウィンドウモーター（アップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（セダン）） 　左ストップランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（セダン）） 　ナンバープレートランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（セダン）） 　助手席ウィンドウモーター（エクスプレスアップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（セダン）） 　助手席ウィンドウモーター（ダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（セダン）） 　助手席ウィンドウモーター（エクスプレスダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（セダン）） 　助手席ウィンドウモーター（アップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（セダン）） 　リアボディークロージャーアンラッチ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（セダン）） 　リアフォグランプリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（セダン）） 　リアウォッシャーリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（セダン）） 　フロント右ターンシグナルランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（セダン）） 　リア右ターンシグナルランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（セダン）） 　リア右ウィンドウモーター（エクスプレスアップ）



●オペル　アクティブテスト(Ver 2022.10)
システム名 項目名

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（セダン）） 　リア右ウィンドウモーター（ダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（セダン）） 　リア右ウィンドウモーター（エクスプレスダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（セダン）） 　リア右ウィンドウモーター（アップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（セダン）） 　右ストップランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（セダン）） 　ラン／クランクリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（セダン）） 　Ｔｒｕｎｃｋ　Ｌｉｄ　Ｕｎｌａｔｃｈ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（セダン）） 　トランクランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（セダン）） 　Ｗｉｎｄｏｗ　Ｌｏｃｋ　ｏｕｔ　Ｓｗｉｔｃｈ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（セダン）） 　フロントガラスウォッシャーリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（セダン）） 　フロントガラスワイパーモーターリレー（ハイ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（セダン）） 　フロントガラスワイパーモーターリレー（ロー）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（セダン）） 　フロントガラスワイパーモーターリレー（パーキング）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（セダン）） 　セキュリティーインジケーター

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（セダン）） 　リアワイパー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ハッチバック）） 　アクセントランプ１

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ハッチバック）） 　アクセントランプ２

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ハッチバック）） 　アクセサリー電源リレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ハッチバック）） 　アクセサリー／保持アクセサリー電源リレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ハッチバック）） 　すべてのドアロック／アンロック（すべてのドアロック）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ハッチバック）） 　すべてのドアロック／アンロック（運転席ドアアンロック）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ハッチバック）） 　すべてのドアロック／アンロック（助手席ドアアンロック）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ハッチバック）） 　補助イグニッションランリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ハッチバック）） 　バックアップランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ハッチバック）） 　バッテリーセーバーリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ハッチバック）） 　カーゴランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ハッチバック）） 　センターストップランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ハッチバック）） 　カーテシーランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ハッチバック）） 　ドアデッドロック：　ロック／アンロック

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ハッチバック）） 　運転席ウィンドウモーター（ダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ハッチバック）） 　運転席ウィンドウモーター（エクスプレスダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ハッチバック）） 　運転席ウィンドウモーター（エクスプレスアップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ハッチバック）） 　運転席ウィンドウモーター（アップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ハッチバック）） 　フロントフォグランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ハッチバック）） 　ジェネレーターレギュレーター設定値

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ハッチバック）） 　ハザードランプスイッチバックランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ハッチバック）） 　ヘッドライトウォッシャーリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ハッチバック）） 　ハイビーム

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ハッチバック）） 　ホーンリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ハッチバック）） 　想定外の負荷

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ハッチバック）） 　白熱灯調光

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ハッチバック）） 　ＬＥＤバックランプディミング

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ハッチバック）） 　フロント左ターンシグナルランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ハッチバック）） 　リア左ターンシグナルランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ハッチバック）） 　リア左ウィンドウモーター（エクスプレスアップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ハッチバック）） 　リア左ウィンドウモーター（ダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ハッチバック）） 　リア左ウィンドウモーター（エクスプレスダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ハッチバック）） 　リア左ウィンドウモーター（アップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ハッチバック）） 　左ストップランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ハッチバック）） 　ナンバープレートランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ハッチバック）） 　助手席ウィンドウモーター（エクスプレスアップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ハッチバック）） 　助手席ウィンドウモーター（ダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ハッチバック）） 　助手席ウィンドウモーター（エクスプレスダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ハッチバック）） 　助手席ウィンドウモーター（アップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ハッチバック）） 　リアボディークロージャーアンラッチ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ハッチバック）） 　リアフォグランプリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ハッチバック）） 　リアウォッシャーリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ハッチバック）） 　フロント右ターンシグナルランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ハッチバック）） 　リア右ターンシグナルランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ハッチバック）） 　リア右ウィンドウモーター（エクスプレスアップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ハッチバック）） 　リア右ウィンドウモーター（ダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ハッチバック）） 　リア右ウィンドウモーター（エクスプレスダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ハッチバック）） 　リア右ウィンドウモーター（アップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ハッチバック）） 　右ストップランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ハッチバック）） 　ラン／クランクリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ハッチバック）） 　Ｔｒｕｎｃｋ　Ｌｉｄ　Ｕｎｌａｔｃｈ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ハッチバック）） 　トランクランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ハッチバック）） 　Ｗｉｎｄｏｗ　Ｌｏｃｋ　ｏｕｔ　Ｓｗｉｔｃｈ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ハッチバック）） 　フロントガラスウォッシャーリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ハッチバック）） 　フロントガラスワイパーモーターリレー（ハイ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ハッチバック）） 　フロントガラスワイパーモーターリレー（ロー）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ハッチバック）） 　フロントガラスワイパーモーターリレー（パーキング）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ハッチバック）） 　セキュリティーインジケーター

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（ハッチバック）） 　リアワイパー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（マニュアルヒーターオンリー（Ｃ４１）　シングルゾーン（Ｃ６０））） 　アクセントランプ２

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（マニュアルヒーターオンリー（Ｃ４１）　シングルゾーン（Ｃ６０））） 　アクセサリー電源リレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（マニュアルヒーターオンリー（Ｃ４１）　シングルゾーン（Ｃ６０））） 　アクセサリー／保持アクセサリー電源リレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（マニュアルヒーターオンリー（Ｃ４１）　シングルゾーン（Ｃ６０））） 　すべてのドアロック／アンロック（すべてのドアロック）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（マニュアルヒーターオンリー（Ｃ４１）　シングルゾーン（Ｃ６０））） 　すべてのドアロック／アンロック（運転席ドアアンロック）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（マニュアルヒーターオンリー（Ｃ４１）　シングルゾーン（Ｃ６０））） 　すべてのドアロック／アンロック（助手席ドアアンロック）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（マニュアルヒーターオンリー（Ｃ４１）　シングルゾーン（Ｃ６０））） 　補助イグニッションランリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（マニュアルヒーターオンリー（Ｃ４１）　シングルゾーン（Ｃ６０））） 　バックアップランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（マニュアルヒーターオンリー（Ｃ４１）　シングルゾーン（Ｃ６０））） 　バッテリーセーバーリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（マニュアルヒーターオンリー（Ｃ４１）　シングルゾーン（Ｃ６０））） 　センターストップランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（マニュアルヒーターオンリー（Ｃ４１）　シングルゾーン（Ｃ６０））） 　Ｃｉｔｙ　Ｍｏｄｅ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（マニュアルヒーターオンリー（Ｃ４１）　シングルゾーン（Ｃ６０））） 　カーテシーランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（マニュアルヒーターオンリー（Ｃ４１）　シングルゾーン（Ｃ６０））） 　ドアデッドロック：　ロック／アンロック

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（マニュアルヒーターオンリー（Ｃ４１）　シングルゾーン（Ｃ６０））） 　運転席ウィンドウモーター（ダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（マニュアルヒーターオンリー（Ｃ４１）　シングルゾーン（Ｃ６０））） 　運転席ウィンドウモーター（エクスプレスダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（マニュアルヒーターオンリー（Ｃ４１）　シングルゾーン（Ｃ６０））） 　運転席ウィンドウモーター（エクスプレスアップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（マニュアルヒーターオンリー（Ｃ４１）　シングルゾーン（Ｃ６０））） 　運転席ウィンドウモーター（アップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（マニュアルヒーターオンリー（Ｃ４１）　シングルゾーン（Ｃ６０））） 　フロントフォグランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（マニュアルヒーターオンリー（Ｃ４１）　シングルゾーン（Ｃ６０））） 　ハザードランプスイッチバックランプ
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システム名 項目名

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（マニュアルヒーターオンリー（Ｃ４１）　シングルゾーン（Ｃ６０））） 　ハイビーム

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（マニュアルヒーターオンリー（Ｃ４１）　シングルゾーン（Ｃ６０））） 　ホーンリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（マニュアルヒーターオンリー（Ｃ４１）　シングルゾーン（Ｃ６０））） 　想定外の負荷

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（マニュアルヒーターオンリー（Ｃ４１）　シングルゾーン（Ｃ６０））） 　ＬＥＤバックランプディミング

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（マニュアルヒーターオンリー（Ｃ４１）　シングルゾーン（Ｃ６０））） 　フロント左ターンシグナルランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（マニュアルヒーターオンリー（Ｃ４１）　シングルゾーン（Ｃ６０））） 　リア左ターンシグナルランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（マニュアルヒーターオンリー（Ｃ４１）　シングルゾーン（Ｃ６０））） 　ナンバープレートランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（マニュアルヒーターオンリー（Ｃ４１）　シングルゾーン（Ｃ６０））） 　助手席ウィンドウモーター（エクスプレスアップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（マニュアルヒーターオンリー（Ｃ４１）　シングルゾーン（Ｃ６０））） 　助手席ウィンドウモーター（ダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（マニュアルヒーターオンリー（Ｃ４１）　シングルゾーン（Ｃ６０））） 　助手席ウィンドウモーター（エクスプレスダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（マニュアルヒーターオンリー（Ｃ４１）　シングルゾーン（Ｃ６０））） 　助手席ウィンドウモーター（アップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（マニュアルヒーターオンリー（Ｃ４１）　シングルゾーン（Ｃ６０））） 　リアボディークロージャーアンラッチ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（マニュアルヒーターオンリー（Ｃ４１）　シングルゾーン（Ｃ６０））） 　リアデフォッガーインジケーター

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（マニュアルヒーターオンリー（Ｃ４１）　シングルゾーン（Ｃ６０））） 　リアフォグランプリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（マニュアルヒーターオンリー（Ｃ４１）　シングルゾーン（Ｃ６０））） 　リアウォッシャーリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（マニュアルヒーターオンリー（Ｃ４１）　シングルゾーン（Ｃ６０））） 　フロント右ターンシグナルランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（マニュアルヒーターオンリー（Ｃ４１）　シングルゾーン（Ｃ６０））） 　リア右ターンシグナルランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（マニュアルヒーターオンリー（Ｃ４１）　シングルゾーン（Ｃ６０））） 　ラン／クランクリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（マニュアルヒーターオンリー（Ｃ４１）　シングルゾーン（Ｃ６０））） 　セキュリティー警告音

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（マニュアルヒーターオンリー（Ｃ４１）　シングルゾーン（Ｃ６０））） 　トランクランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（マニュアルヒーターオンリー（Ｃ４１）　シングルゾーン（Ｃ６０））） 　フロントガラスワイパーモーターリレー（ハイ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（マニュアルヒーターオンリー（Ｃ４１）　シングルゾーン（Ｃ６０））） 　フロントガラスワイパーモーターリレー（ロー）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（マニュアルヒーターオンリー（Ｃ４１）　シングルゾーン（Ｃ６０））） 　フロントガラスワイパーモーターリレー（パーキング）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（マニュアルヒーターオンリー（Ｃ４１）　シングルゾーン（Ｃ６０））） 　セキュリティーインジケーター

　ボディー（ボディーコントロールモジュール（マニュアルヒーターオンリー（Ｃ４１）　シングルゾーン（Ｃ６０））） 　リアワイパー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　アクセントランプ１

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　アクセントランプ２

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　アクセサリー／保持アクセサリー電源リレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　Ａｌａｒｍ　Ｓｉｒｅｎ　Ｔｅｓｔ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　すべてのドアロック

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　すべてのドアロック／アンロック（すべてのドアロック）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　すべてのドアロック／アンロック（運転席ドアアンロック）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　すべてのドアロック／アンロック（助手席ドアアンロック）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　Ａｎｔｉ　Ｔｈｅｆｔ　Ｈｏｒｎ　Ｒｅｌａｙ　Ｔｅｓｔ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　補助イグニッションランリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　バックアップランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　バッテリーセーバーリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　ＢＴＳＩソレノイド

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　カーゴランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　センターストップランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　Ｃｏｍｆｏｒｔ　Ｃｌｏｓｉｎｇ　Ｔｅｓｔ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　カーテシーランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　ドアデッドロック：　ロック／アンロック

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　運転席ドアアンロック

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　運転席ウィンドウモーター（ダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　運転席ウィンドウモーター（エクスプレスダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　運転席ウィンドウモーター（エクスプレスアップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　運転席ウィンドウモーター（アップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　フロントフォグランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　燃料モードセレクトスイッチインジケーター

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　ジェネレーターレギュレーター設定値

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　ハザードランプスイッチバックランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　ヘッドライトウォッシャーリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　ハイビーム

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　ホーンリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　想定外の負荷

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　白熱灯調光

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　ＬＥＤバックランプディミング

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　ＬＥＤバックライト調光（１０５）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　フロント左パーキングランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　フロント左ターンシグナルランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　リア左パーキングランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　リア左ターンシグナルランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　リア左ウィンドウモーター（エクスプレスアップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　リア左ウィンドウモーター（ダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　リア左ウィンドウモーター（エクスプレスダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　Ｌｅｆｔ　Ｒｅａｒ　Ｗｉｎｄｏｗ　Ｍｏｔｏｒ　（Ｅｘｐｒｅｓｓ　Ｕｐ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　リア左ウィンドウモーター（アップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　ナンバープレートランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　ロービームランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　パーキングランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　助手席エアバッグＯＦＦインジケーター

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　助手席エアバッグＯＮインジケーター

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　助手席ドアアンロック

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　助手席シートベルトリマインダーインジケーター

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　助手席ウィンドウモーター（エクスプレスアップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　助手席ウィンドウモーター（ダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　助手席ウィンドウモーター（エクスプレスダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　助手席ウィンドウモーター（アップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　リアボディークロージャーアンラッチ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　リアデフォッガー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　リアフォグランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　リアフォグランプリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　リアウォッシャーリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　フロント右パーキングランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　フロント右ターンシグナルランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　リア右パーキングランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　リア右ターンシグナルランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　リア右ウィンドウモーター（エクスプレスアップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　リア右ウィンドウモーター（ダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　リア右ウィンドウモーター（エクスプレスダウン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　Ｒｉｇｈｔ　Ｒｅａｒ　Ｗｉｎｄｏｗ　Ｍｏｔｏｒ　（Ｅｘｐｒｅｓｓ　Ｕｐ）
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　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　リア右ウィンドウモーター（アップ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　ラン／クランクリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　シフトロックソレノイドアクチュエーター

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　Ｕｌｔｒａ　Ｓｏｕｎｄ　Ｍｏｄｕｌｅ　Ｔｅｓｔ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　Ｗｉｎｄｏｗ　Ｌｏｃｋ　ｏｕｔ　Ｓｗｉｔｃｈ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　ウィンドウロックアウトスイッチインジケーター

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　フロントガラスウォッシャーポンプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　フロントガラスウォッシャーリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　フロントガラスワイパー高速リレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　フロントガラスワイパーモーターリレー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　フロントガラスワイパーモーターリレー（ハイ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　フロントガラスワイパーモーターリレー（ロー）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　フロントガラスワイパーモーターリレー（パーキング）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　アンロック／デッドロックテスト

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　アンロック／ロックテスト

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　インジケーター／ディスプレー調光（１０５）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　インストルメント調光テスト

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　インテリアランプテスト

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　セキュリティーインジケーター

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　セントラルドアロック表示灯テスト

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　ターンシグナルテスト

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　ダブルロック（オプション）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　ドアツーステップアンロック

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　ドアロック

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　パーキングランプテスト

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　ハイビームテスト

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　ハザードランプテスト

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　バッテリーセービングテスト

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　フォローミーホームテスト

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　ブロワーモーターテスト

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　フロントカーテシーランプテスト

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　フロントガラスウォッシャー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　フロントハイビームテスト

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　フロントフォグランプテスト

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　フロントワイパー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　フロントワイパーＨｉｇｈ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　フロントワイパードライブ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　ヘッドライトウォッシャー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　ヘッドライトウォッシャーテスト

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　ホーン

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　ホーンテスト

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　リアカーテシーランプテスト

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　リアガラスデフォッガーテスト

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　リアデフォッガーＬＥＤ（マニュアルエアコン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　リアデフォッガーリレー（マニュアルエアコン）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　リアフォグランプテスト

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　リアワイパー

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　リアワイパーＯＮ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　リアワイパーデフォッガーテスト

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　リフトゲートガラスリリース

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　リフトゲート作動（１０５）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　ロービーム

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　ロービームテスト

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　ワイパーテスト（高速）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　ワイパーテスト（低速）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　右側／全パーキングランプ（１０５のみ）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　右側ターンシグナルテスト

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　右側ターンシグナルランプ（トレーラー）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　運転席側パワーウィンドウリフターテスト

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　左側／全パーキングランプ

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　左側ターンシグナルテスト

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　左側ターンシグナルランプ（トレーラー）

　ボディー（ボディーコントロールモジュール） 　補助電源センサー（ＴＨＡＴＣＨＡＭ）

　ボディー（ラジオ（ＩＯＡ）） 　フロント左スピーカー

　ボディー（ラジオ（ＩＯＡ）） 　リア左スピーカー

　ボディー（ラジオ（ＩＯＡ）） 　フロント右スピーカー

　ボディー（ラジオ（ＩＯＡ）） 　リア右スピーカー

　ボディー（ラジオ（ＵＦ７　ＵＭ７）） 　フロント左スピーカー

　ボディー（ラジオ（ＵＦ７　ＵＭ７）） 　リア左スピーカー

　ボディー（ラジオ（ＵＦ７　ＵＭ７）） 　フロント右スピーカー

　ボディー（ラジオ（ＵＦ７　ＵＭ７）） 　リア右スピーカー

　ボディー（ラジオ（ＵＨ７）） 　イジェクト

　ボディー（ラジオ（ＵＨ７）） 　フロント左スピーカー

　ボディー（ラジオ（ＵＨ７）） 　リア左スピーカー

　ボディー（ラジオ（ＵＨ７）） 　フロント右スピーカー

　ボディー（ラジオ（ＵＨ７）） 　リア右スピーカー

　ボディー（ラジオ（ＵＭ７）） 　フロント左スピーカー

　ボディー（ラジオ（ＵＭ７）） 　リア左スピーカー

　ボディー（ラジオ（ＵＭ７）） 　フロント右スピーカー

　ボディー（ラジオ（ＵＭ７）） 　リア右スピーカー

　ボディー（ラジオ（チャイム　（ＵＬ５））） 　チャイム

　ボディー（ラジオ（ラジオ）） 　インフォメーションディスプレー／インフォテイメントフェースプレートリセット

　ボディー（ラジオ（ラジオ）） 　インフォメーションディスプレー／インフォテイメントフェイスプレート起動

　ボディー（ラジオ（ラジオ）） 　フロント左スピーカー

　ボディー（ラジオ（ラジオ）） 　リア左スピーカー

　ボディー（ラジオ（ラジオ）） 　フロント右スピーカー

　ボディー（ラジオ（ラジオ）） 　リア右スピーカー

　ボディー（ラジオ） 　Ａｃｔｉｖｅ　ＡＭ／ＦＭ　Ａｎｔｅｎａ

　ボディー（ラジオ） 　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａｕｄｉｏ　Ｂｒｏａｄｃａｓｔ　Ａｎｔｅｎａ

　ボディー（ラジオコントロール） 　バックランプディミング

　ボディー（リモートコントロールドアロックレシーバー） 　キーフォブボタンテスト

　ボディー（リモートヒーターアンドエアコン（オートコントロールシングルゾーン（Ｃ６８））） 　Ａｉｒ　Ｒｅｃｉｒｃｕｌａｔｉｏｎ　Ｄｏｏｒ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎ



●オペル　アクティブテスト(Ver 2022.10)
システム名 項目名

　ボディー（リモートヒーターアンドエアコン（オートコントロールシングルゾーン（Ｃ６８））） 　Ａｕｘｉｌｉａｒｙ　Ｈｅａｔｅｒ　Ｒｅｑｕｅｓｔ

　ボディー（リモートヒーターアンドエアコン（オートコントロールシングルゾーン（Ｃ６８））） 　ブロワーモーター回転数

　ボディー（リモートヒーターアンドエアコン（オートコントロールシングルゾーン（Ｃ６８））） 　すべてのインジケーター点灯

　ボディー（リモートヒーターアンドエアコン（オートコントロールシングルゾーン（Ｃ６８））） 　左温度ドアアクチュエーター方向

　ボディー（リモートヒーターアンドエアコン（オートコントロールシングルゾーン（Ｃ６８））） 　ドアポジションモード

　ボディー（リモートヒーターアンドエアコン（オートコントロールシングルゾーン（Ｃ６８））） 　リアデフォッガー

　ボディー（リモートヒーターアンドエアコン（オートコントロールデュアルゾーン（ＣＪ２））） 　エアインテークドア位置

　ボディー（リモートヒーターアンドエアコン（オートコントロールデュアルゾーン（ＣＪ２））） 　Ａｉｒ　Ｒｅｃｉｒｃｕｌａｔｉｏｎ　Ｄｏｏｒ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎ

　ボディー（リモートヒーターアンドエアコン（オートコントロールデュアルゾーン（ＣＪ２））） 　Ａｕｘｉｌｉａｒｙ　Ｈｅａｔｅｒ　Ｒｅｑｕｅｓｔ

　ボディー（リモートヒーターアンドエアコン（オートコントロールデュアルゾーン（ＣＪ２））） 　ブロワーモーター回転数

　ボディー（リモートヒーターアンドエアコン（オートコントロールデュアルゾーン（ＣＪ２））） 　Ｆｒｏｎｔ　Ｓｐｏｉｌｅｒ　Ａｉｒ　Ｉｎｌｅｔ　Ｍｏｔｏｒ

　ボディー（リモートヒーターアンドエアコン（オートコントロールデュアルゾーン（ＣＪ２））） 　すべてのインジケーター点灯

　ボディー（リモートヒーターアンドエアコン（オートコントロールデュアルゾーン（ＣＪ２））） 　左温度ドアアクチュエーター方向

　ボディー（リモートヒーターアンドエアコン（オートコントロールデュアルゾーン（ＣＪ２））） 　ドアポジションモード

　ボディー（リモートヒーターアンドエアコン（オートコントロールデュアルゾーン（ＣＪ２））） 　リアデフォッガー

　ボディー（リモートヒーターアンドエアコン（オートコントロールデュアルゾーン（ＣＪ２））） 　右温度ドアアクチュエーター方向

　ボディー（リモートヒーターアンドエアコン（オートデュアルゾーン（ＣＪ２））） 　エアインテークドア位置

　ボディー（リモートヒーターアンドエアコン（オートデュアルゾーン（ＣＪ２））） 　Ａｉｒ　Ｒｅｃｉｒｃｕｌａｔｉｏｎ　Ｄｏｏｒ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎ

　ボディー（リモートヒーターアンドエアコン（オートデュアルゾーン（ＣＪ２））） 　Ａｕｘｉｌｉａｒｙ　Ｈｅａｔｅｒ　Ｒｅｑｕｅｓｔ

　ボディー（リモートヒーターアンドエアコン（オートデュアルゾーン（ＣＪ２））） 　ブロワーモーター回転数

　ボディー（リモートヒーターアンドエアコン（オートデュアルゾーン（ＣＪ２））） 　すべてのインジケーター点灯

　ボディー（リモートヒーターアンドエアコン（オートデュアルゾーン（ＣＪ２））） 　左温度ドアアクチュエーター方向

　ボディー（リモートヒーターアンドエアコン（オートデュアルゾーン（ＣＪ２））） 　ドアポジションモード

　ボディー（リモートヒーターアンドエアコン（オートデュアルゾーン（ＣＪ２））） 　リアデフォッガー

　ボディー（リモートヒーターアンドエアコン（オートデュアルゾーン（ＣＪ２））） 　右温度ドアアクチュエーター方向

　ボディー（リモートヒーターアンドエアコン
（マニュアルコントロールシングルゾーン（Ｃ６７）））

　エアインテークドア位置

　ボディー（リモートヒーターアンドエアコン
（マニュアルコントロールシングルゾーン（Ｃ６７）））

　Ａｉｒ　Ｒｅｃｉｒｃｕｌａｔｉｏｎ　Ｄｏｏｒ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎ

　ボディー（リモートヒーターアンドエアコン
（マニュアルコントロールシングルゾーン（Ｃ６７）））

　Ａｕｘｉｌｉａｒｙ　Ｈｅａｔｅｒ　Ｒｅｑｕｅｓｔ

　ボディー（リモートヒーターアンドエアコン
（マニュアルコントロールシングルゾーン（Ｃ６７）））

　ブロワーモーター回転数

　ボディー（リモートヒーターアンドエアコン
（マニュアルコントロールシングルゾーン（Ｃ６７）））

　Ｆｒｏｎｔ　Ｓｐｏｉｌｅｒ　Ａｉｒ　Ｉｎｌｅｔ　Ｍｏｔｏｒ

　ボディー（リモートヒーターアンドエアコン
（マニュアルコントロールシングルゾーン（Ｃ６７）））

　すべてのインジケーター点灯

　ボディー（リモートヒーターアンドエアコン
（マニュアルコントロールシングルゾーン（Ｃ６７）））

　左温度ドアアクチュエーター方向

　ボディー（リモートヒーターアンドエアコン
（マニュアルコントロールシングルゾーン（Ｃ６７）））

　ドアポジションモード

　ボディー（リモートヒーターアンドエアコン
（マニュアルコントロールシングルゾーン（Ｃ６７）））

　リアデフォッガー

　ボディー（リモートヒーターアンドエアコン
（マニュアルコントロールシングルゾーン（Ｃ６７）））

　右温度ドアアクチュエーター方向

　ボディー（リモートヒーターアンドエアコン
（マニュアルコントロールヒーターオンリー（Ｃ４２）））

　Ａｉｒ　Ｒｅｃｉｒｃｕｌａｔｉｏｎ　Ｄｏｏｒ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎ

　ボディー（リモートヒーターアンドエアコン
（マニュアルコントロールヒーターオンリー（Ｃ４２）））

　Ａｕｘｉｌｉａｒｙ　Ｈｅａｔｅｒ　Ｒｅｑｕｅｓｔ

　ボディー（リモートヒーターアンドエアコン
（マニュアルコントロールヒーターオンリー（Ｃ４２）））

　ブロワーモーター回転数

　ボディー（リモートヒーターアンドエアコン
（マニュアルコントロールヒーターオンリー（Ｃ４２）））

　すべてのインジケーター点灯

　ボディー（リモートヒーターアンドエアコン
（マニュアルコントロールヒーターオンリー（Ｃ４２）））

　左温度ドアアクチュエーター方向

　ボディー（リモートヒーターアンドエアコン
（マニュアルコントロールヒーターオンリー（Ｃ４２）））

　ドアポジションモード

　ボディー（リモートヒーターアンドエアコン
（マニュアルコントロールヒーターオンリー（Ｃ４２）））

　リアデフォッガー

　ボディー（リモートヒーターアンドエアコン
（マニュアルヒーターオンリー　（Ｃ４２）　シングルゾーン　（Ｃ６７）））

　Ａｉｒ　Ｒｅｃｉｒｃｕｌａｔｉｏｎ　Ｄｏｏｒ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎ

　ボディー（リモートヒーターアンドエアコン
（マニュアルヒーターオンリー　（Ｃ４２）　シングルゾーン　（Ｃ６７）））

　Ａｕｘｉｌｉａｒｙ　Ｈｅａｔｅｒ　Ｒｅｑｕｅｓｔ

　ボディー（リモートヒーターアンドエアコン
（マニュアルヒーターオンリー　（Ｃ４２）　シングルゾーン　（Ｃ６７）））

　ブロワーモーター回転数

　ボディー（リモートヒーターアンドエアコン
（マニュアルヒーターオンリー　（Ｃ４２）　シングルゾーン　（Ｃ６７）））

　すべてのインジケーター点灯

　ボディー（リモートヒーターアンドエアコン
（マニュアルヒーターオンリー　（Ｃ４２）　シングルゾーン　（Ｃ６７）））

　左温度ドアアクチュエーター方向

　ボディー（リモートヒーターアンドエアコン
（マニュアルヒーターオンリー　（Ｃ４２）　シングルゾーン　（Ｃ６７）））

　ドアポジションモード

　ボディー（リモートヒーターアンドエアコン
（マニュアルヒーターオンリー　（Ｃ４２）　シングルゾーン　（Ｃ６７）））

　リアデフォッガー

　ボディー（左側オブジェクト検出コントロールモジュール） 　物体検知警告インジケーター

　ボディー（左側オブジェクト検出コントロールモジュール） 　リアクロストラフィック音声警告

　ボディー（左側オブジェクト検出コントロールモジュール） 　リアクロストラフィック視覚警告

　ボディー（車両方向カメラコントロールモジュール　Ｈｅｌｌａ　（ＵＶＬ　ＵＶＴ　ＵＶＷ）） 　Ｔｒａｆｆｉｃ　Ｓｉｇｎ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ　Ｔｅｓｔ

　ボディー（車両方向カメラコントロールモジュール　Ｍａｇｎａ　（ＵＦＬ）） 　前方衝突警報スイッチ（遠い）

　ボディー（車両方向カメラコントロールモジュール　Ｍａｇｎａ　（ＵＦＬ）） 　前方衝突警報スイッチ（中間）

　ボディー（車両方向カメラコントロールモジュール　Ｍａｇｎａ　（ＵＦＬ）） 　前方衝突警報スイッチ（近い）

　ボディー（車両方向カメラコントロールモジュール　Ｍａｇｎａ　（ＵＦＬ）） 　Ｆｏｒｗａｒｄ　Ｃｏｌｌｉｓｉｏｎ　Ａｌｅｒｔ　Ｓｗｉｔｃｈ（Ｆａｒ）

　ボディー（車両方向カメラコントロールモジュール　Ｍａｇｎａ　（ＵＦＬ）） 　Ｆｏｒｗａｒｄ　Ｃｏｌｌｉｓｉｏｎ　Ａｌｅｒｔ　Ｓｗｉｔｃｈ（Ｍｅｄｉｕｍ）

　ボディー（車両方向カメラコントロールモジュール　Ｍａｇｎａ　（ＵＦＬ）） 　Ｆｏｒｗａｒｄ　Ｃｏｌｌｉｓｉｏｎ　Ａｌｅｒｔ　Ｓｗｉｔｃｈ（Ｎｅａｒ）

　ボディー（車両方向カメラコントロールモジュール　Ｍａｇｎａ　（ＵＦＬ）） 　ハイビーム

　ボディー（車両方向カメラコントロールモジュール　Ｍａｇｎａ　（ＵＦＬ）） 　車線逸脱警報インジケーター

　ボディー（車両方向カメラコントロールモジュール　Ｍａｇｎａ　（ＵＦＬ）） 　車線逸脱警報スイッチ

　ボディー（車両方向カメラコントロールモジュール　ヘッドランプハイビーム　－　Ｇｅｎｔｅｘ　（ＴＱ５）） 　内部リアビューミラーディミング

　ボディー（車両方向カメラコントロールモジュール　ヘッドランプハイビーム　－　Ｇｅｎｔｅｘ） 　内部リアビューミラーディミング

　ボディー（車両方向カメラコントロールモジュール　ヘッドランプハイビームコントロールモジュール　－　Ｇｅｎｔｅｘ　（ＴＱ５）） 　内部リアビューミラーディミング

　ボディー（車両方向カメラコントロールモジュール　ヘッドランプハイビームコントロールモジュール　－　Ｇｅｎｔｅｘ） 　内部リアビューミラーディミング

　ボディー（中央ドアロック） 　ＣＤＬ／盗難防止警告システム警告灯テスト

　ボディー（中央ドアロック） 　Ｃｏｍｆｏｒｔ　Ｃｌｏｓｉｎｇ　Ｔｅｓｔ（Ｃｌｏｓｅ）

　ボディー（中央ドアロック） 　Ｃｏｍｆｏｒｔ　Ｃｌｏｓｉｎｇ　Ｔｅｓｔ（Ｉｎａｃｔｉｖｅ）

　ボディー（中央ドアロック） 　Ｃｏｍｆｏｒｔ　Ｃｌｏｓｉｎｇ　Ｔｅｓｔ（Ｏｐｅｎ）

　ボディー（中央ドアロック） 　Ｕｎｌｏｃｋ／Ｌｏｃｋ　Ｔｅｓｔ（Ｄｅａｄ　Ｌｏｃｋ）

　ボディー（中央ドアロック） 　Ｕｎｌｏｃｋ／Ｌｏｃｋ　Ｔｅｓｔ（Ｌｏｃｋ）

　ボディー（中央ドアロック） 　Ｕｎｌｏｃｋ／Ｌｏｃｋ　Ｔｅｓｔ（Ｕｎｌｏｃｋ）

　ボディー（中央ドアロック） 　アンロック／デッドロックテスト

　ボディー（中央ドアロック） 　アンロック／ロックテスト

　ボディー（中央ドアロック） 　イグニッションコイルシリンダー１テスト

　ボディー（中央ドアロック） 　イグニッションコイルシリンダー２テスト

　ボディー（中央ドアロック） 　イグニッションコイルシリンダー３テスト

　ボディー（中央ドアロック） 　サンルーフ／ウィンドウテスト

　ボディー（中央ドアロック） 　ターンシグナルテスト

　ボディー（中央ドアロック） 　トランクリリーステスト

　ボディー（通信ユニット） 　デッドロック

　ボディー（通信ユニット） 　ドアロック

　ボディー（通信ユニット） 　ドアロックランプ

　ボディー（通信ユニット） 　トランク／ドアアンロック

　ボディー（通信ユニット） 　ハザードランプＬＥＤ

　ボディー（通信ユニット） 　フロントインテリアランプ

　ボディー（通信ユニット） 　リアインテリアランプ

　ボディー（通信ユニット） 　リアガラスデミスター

　ボディー（通信ユニット） 　ワイパー（低速）

　ボディー（通信ユニット） 　右側インジケーターリレー

　ボディー（通信ユニット） 　左側インジケーターリレー



●オペル　アクティブテスト(Ver 2022.10)
システム名 項目名

　ボディー（電子クライメートコントロール） 　インテリアフラップモーターテスト

　ボディー（電子クライメートコントロール） 　エアコンインフォメーションシグナルテスト

　ボディー（電子クライメートコントロール） 　エアミックスフラップモーターテスト

　ボディー（電子クライメートコントロール） 　ディスプレーテスト

　ボディー（電子クライメートコントロール） 　デフロスターフラップモーターテスト

　ボディー（電子クライメートコントロール） 　フレッシュフラップモーターテスト

　ボディー（電子クライメートコントロール） 　ブロワーモーターテスト

　ボディー（電子クライメートコントロール） 　足元フラップモーターテスト

　ボディー（電子クライメートコントロール） 　内気循環フラップモーターテスト

　ボディー（電子油圧ハードトップ） 　セルフテスト

　ボディー（盗難防止警報システム） 　ＣＤＬ／盗難防止警告システム警告灯テスト

　ボディー（盗難防止警報システム） 　ホーンテスト

　ボディー（補助ボディーコントロールモジュール） 　リアフォグランプ

　ボディー（補助ボディーコントロールモジュール） 　トレーラーフォグランプ


