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2 12 832 516

Saab 9-3 CV M04-

1 DVD プレーヤー

2 操作パネル

3 光ファイバーケーブル

（長さ 455 mm、キット 12 832 506及び 12 832 507
内に 1 本）

（キット 12 832 520 及び 12 832 522 には 3 本）

– トランクルームブラケット内のユニットの間
をつなぐケーブル（全長 455 mm）

– アンプと DVDプレーヤーの間をつなぐケーブル
（全長 1850 mm）

– DVD プレーヤーとトーションボックスの間をつ
なぐケーブル（全長 1195 mm）

4 光ファイバーケーブル （A ピラーとトーション
ボックスの間をつなぐケーブル、全長 2770 mm）

（キット 12 832 520 及び 12 832 522 にのみ）

5 光ファイバーケーブル付きワイヤーハーネス

（キット 12 832 520 及び 12 832 522 にのみ）

6 ワイヤーハーネス

7 光ファイバーケーブルコネクター、2極

（キット 12 832 506 及び 12 832 507 には 1 本）

（キット 12 832 520 及び 12 832 522 には 2 本） 

8 光ファイバーケーブルコネクター、2極

（キット 12 832 506 及び 12 832 507 にのみ）

9 テレマティークユニット用ブラケット

（キット 12 832 520 及び 12 832 522 にのみ）

10 テレマティークユニット

（キット 12 832 520 及び 12 832 522 にのみ）

11 ネジ（2 本）

（キット 12 832 520 及び 12 832 522 にのみ）

12 ケーブルタイ 

（キット 12 832 506 及び 12 832 507 には 1 本）

（キット 12 832 520 及び 12 832 522 には 17 本）

その他に以下のパーツが必要（別途発注のこと）その他に以下のパーツが必要（別途発注のこと）その他に以下のパーツが必要（別途発注のこと）その他に以下のパーツが必要（別途発注のこと）

� トランクルーム内の装置用ブラケット（該当車両
のみ）

� アンテナキット（該当車両のみ）

� マイクロフォン（該当車両のみ）
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12 832 516 3

Saab 9-3 CV M04-

バス通信バス通信バス通信バス通信

車の電気システムの多くの部分が、バスを使って相互
に通信を行う。バス通信には、P- バス（Powertrain
Bus、パワートレインバス）、I- バス（Instrument Bus、
計器バス）、O- バス（Optic bus、光バス）の 3種類が
ある。オーディオシステムは、ナビゲーションシステ
ムや電話システムなどと共に、O-バスを介して通信を
行う。

O-バスは光学式で、リングバスである。2 本の光ファ
イバーケーブルがバス上にあるそれぞれの制御モ
ジュールに接続されており、1 本は受信用、もう 1 本
は送信用となっている。受信したメッセージはそれぞ
れの制御モジュールで光信号から電気信号に変換さ
れ、送信時にはまた光信号に変換される。O-バスの
データ転送速度は、25 Mbps（メガビット毎秒）である。

AMP1 は、左側リアサイドトリムの後方のアンプである

AMP2 は REC（リアエレクトリカルセンター）のそばの
アンプである

CDC は RECのそばの CD チェンジャーである

DVD は RECのそばの DVD プレーヤーである

新たな装備を O- バスに接続する際には、必ず既存の
装備部品の正しい側に接続すること。

重要事項
O- バスに接続されている部品は全て特定の順序（図
を参照のこと）で接続されていること、そしてリン
グが常時閉じていることが非常に重要である。

この取り付け説明書に記載されている手順以外の方
法で接続を行うと、機能しないシステムが出てくる
恐れがある。

F930A100

1
2

CDC

1
2

DVD

1
2

AMP2

1
2

1
2

AMP2

CDC

1
2

1
2

AMP2

DVD

1
2

1
2

DVD

CDC

1
2

1
2

1
2

AMP2

DVD

CDC

2 1

重要事項
信号に歪みが出ないように、光ファイバーケーブル
は注意深く取り扱うこと。

� コネクター内の2本のリード線を取り違えないよ
うに注意すること。

� ケーブルをつなぎ合わせないこと。

� ケーブルを半径25 mm以下の円を描くように曲げ
てはならない。

� ケーブルを 85 ℃以上の高温にさらしてはなら
ない。

� ケーブルの両端に泥や汚れがつかないようにす
ること。

� ケーブルに衝撃を与えないこと。透明なプラス
チックの部分が白くなり、光度が低減して通信妨
害を引き起こす恐れがある。

� ファイバーケーブルが尖ったものに接触しない
ようにすること。信号が弱まる恐れがある。
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Saab 9-3 CV M04-

1 診断ツールを接続し、インフォティメントシステ
ムの操作パネルを車から分離する。

メニュー「ALL（全て）」に行き、「Add/Remove（追
加 / 削除）」の項で該当の制御モジュールを選択す
る。それから「Remove（削除）」を選択し、後は指
示に従う。このときイグニッションキーは ON の位
置にしておくこと。TIS 2000の使用が必要となる
場合がある。車から制御モジュールを分離すると
きには、イグニッションキーは OFF の位置でなけ
ればならない。この後なら、制御モジュールを取
り外すことができる。

重要事項
左フロントシートがパワーシートで、REC のそばに
ブラケットが無い車では、左フロントシートをでき
るだけ前に移動させて、バックレストを前方に倒す。

重要事項
この制御モジュールは、静電気放電に敏感である。
制御モジュール内部の構成部品が損傷しないよう
に、部品の交換は以下の手順に従って慎重に行う
こと。

� 手や衣服が絶対に制御モジュールのピンに触れ
ないようにすること。

� 車のボディ/ エンジンに触れることで、作業する
人自身の体をアースする。車の制御モジュールの
コネクターを外す。

� 車のボディ/ エンジンに触れることで、作業する
人自身の体をアースする。車の制御モジュールの
コネクターを接続する。

� 交換済の制御モジュールは、ピンに触れないよう
に注意しながら返品用の梱包箱に入れる。

� 新しい制御モジュールは、できるだけ包装された
ままの状態にしておく。
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Saab 9-3 CV M04-

2 ソフトトップを上げ、トランクリッドを開ける。

3 トランクルームフロアのカーペットを取り外す。
トランクルームのスカッフプレートも取り外す。

4 リベットを外し、トランクルームトリムのフロン
ト部分を持ち上げる。

5 左側のサイドスカッフプレートを取り外す。

6 左側サイドトリムのクリップを取り外し、トリム
を曲げて邪魔にならないようにする。サイドトリ
ム裏側のストラップを外し、トランクルームライ
トからのコネクターを取り外す。サイドトリムを
取り外す。 

7 トーションボックスの中央にアンテナ用の接続が
あるか、またテレマティークユニットがトーショ
ンボックスの中央に取り付けられているか、トラ
ンクルームを点検する。テレマティークユニット
が取り付けられている場合には、取り外さなけれ
ばならない。その際、コネクターを外さないこと。

アンテナケーブルの接続が無い場合 :アンテナケーブルの接続が無い場合 :アンテナケーブルの接続が無い場合 :アンテナケーブルの接続が無い場合 : アンテナを
トランクリッドに取り付ける。別個の取り付け方
法説明書を参照のこと。その後、ステップ8へ進む。

紫色のアンテナケーブル接続が 1 個だけあり、紫色のアンテナケーブル接続が 1 個だけあり、紫色のアンテナケーブル接続が 1 個だけあり、紫色のアンテナケーブル接続が 1 個だけあり、
テレマティークユニットが無い場合 :テレマティークユニットが無い場合 :テレマティークユニットが無い場合 :テレマティークユニットが無い場合 : ステップ 8
に進む。

青色のアンテナケーブル接続が 1 個だけあり、青色のアンテナケーブル接続が 1 個だけあり、青色のアンテナケーブル接続が 1 個だけあり、青色のアンテナケーブル接続が 1 個だけあり、
テレマティークユニットが無い場合:テレマティークユニットが無い場合:テレマティークユニットが無い場合:テレマティークユニットが無い場合: ステップ10
に進む。

紫色のアンテナケーブル接続が 1 個だけあり、紫色のアンテナケーブル接続が 1 個だけあり、紫色のアンテナケーブル接続が 1 個だけあり、紫色のアンテナケーブル接続が 1 個だけあり、
テレマティークユニットはあるが、REC のそばにテレマティークユニットはあるが、REC のそばにテレマティークユニットはあるが、REC のそばにテレマティークユニットはあるが、REC のそばに
ブラケットが無い場合 :ブラケットが無い場合 :ブラケットが無い場合 :ブラケットが無い場合 : ステップ 8に進む。

紫色のアンテナケーブル接続が 1 個だけあり、紫色のアンテナケーブル接続が 1 個だけあり、紫色のアンテナケーブル接続が 1 個だけあり、紫色のアンテナケーブル接続が 1 個だけあり、
テレマティークユニットがあり、REC のそばにブテレマティークユニットがあり、REC のそばにブテレマティークユニットがあり、REC のそばにブテレマティークユニットがあり、REC のそばにブ
ラケットがある場合 :ラケットがある場合 :ラケットがある場合 :ラケットがある場合 : トランクリッド上のアンテ
ナを交換する（別個の取り付け方法説明書参照）。
その後、ステップ 8に進む。

アンテナケーブル接続が2つあるが、テレマティーアンテナケーブル接続が2つあるが、テレマティーアンテナケーブル接続が2つあるが、テレマティーアンテナケーブル接続が2つあるが、テレマティー
クユニットが無い場合 :クユニットが無い場合 :クユニットが無い場合 :クユニットが無い場合 : ステップ 10に進む。

アンテナケーブル接続が 2 つあり、テレマティーアンテナケーブル接続が 2 つあり、テレマティーアンテナケーブル接続が 2 つあり、テレマティーアンテナケーブル接続が 2 つあり、テレマティー
クユニットもあるが、REC のそばにブラケットがクユニットもあるが、REC のそばにブラケットがクユニットもあるが、REC のそばにブラケットがクユニットもあるが、REC のそばにブラケットが
無い場合 :無い場合 :無い場合 :無い場合 : ステップ 10に進む。

アンテナケーブル接続が 2 つあり、テレマティーアンテナケーブル接続が 2 つあり、テレマティーアンテナケーブル接続が 2 つあり、テレマティーアンテナケーブル接続が 2 つあり、テレマティー
クユニットもあり、REC のそばにブラケットもあクユニットもあり、REC のそばにブラケットもあクユニットもあり、REC のそばにブラケットもあクユニットもあり、REC のそばにブラケットもあ
る場合 :る場合 :る場合 :る場合 : ステップ 106 に進む。
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6 12 832 516

Saab 9-3 CV M04-

8 右側のサイドスカッフプレートを取り外す。

9 右側サイドトリムのクリップを外し、トリムを折
り曲げて邪魔にならないようにする。サイドトリ
ム裏側のストラップを外し、サイドトリムを取り
外す。

10 ソフトトップを完全に下げるが、ソフトトップカ
バーは開いた状態としておく。

11 左側のリアサイドウインドーを完全に開く。 

F930A262
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Saab 9-3 CV M04-

12 リアシートの座面を前端で固定しているネジを取
り外す。

13 座面を持ち上げ、前方に引っ張って緩める。

14 リアシートのヘッドレストを両方共、最高位にな
るまで引き上げる。

15 ヘッドレストのスリーブにあるロックを押し込
む。ロックを押したままにしてヘッドレストを取
り外す。

16 シートベルトの下側固定部のネジを取り外す。

17 バックレストの上側固定部の 2 本のネジを取り
外す。

18 バックレストクッションの下部を前方に引き、
バックレストクッションを持ち上げる。

19 シートベルトガイドをバックレストクッションか
ら押し出し、シートベルトをガイド及びバックレ
ストクッションから取り出す。

F930A263
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8 12 832 516

Saab 9-3 CV M04-

20 スピーカーグリルを、左側リアサイドトリムから
注意深く取り外す。取り外しツール 82 93 474 を
使用すること。

21 左側のリアサイドトリムを固定しているネジを取
り外す。

22 サイドトリムを上に持ち上げる。ゴム製の保護材
は捨てないでとっておく。

23 制御モジュールをサイドトリムから外す。ただし
このとき制御モジュールのコネクターは外さない
こと。外されると故障コードが生成されてしまう。

24 スピーカーのコネクターを外し、サイドトリムを
取り外す。

低音スピーカーまたはカバーを取り外す。

25 ソフトトップを持ち上げ、トーションボックスの
中央にアンテナ用の接続があるか、またテレマ
ティークユニットがトーションボックスの中央に
取り付けられているか、もう 1 度トランクルーム
を点検する。

アンテナケーブルの接続が無い場合 :アンテナケーブルの接続が無い場合 :アンテナケーブルの接続が無い場合 :アンテナケーブルの接続が無い場合 : アンテナを
トランクリッドに取り付ける。別個の取り付け方
法説明書を参照のこと。その後、ステップ 39 へ
進む。

紫色のアンテナケーブル接続が 1 個だけあり、紫色のアンテナケーブル接続が 1 個だけあり、紫色のアンテナケーブル接続が 1 個だけあり、紫色のアンテナケーブル接続が 1 個だけあり、
テレマティークユニットが無い場合:テレマティークユニットが無い場合:テレマティークユニットが無い場合:テレマティークユニットが無い場合: ステップ26
に進む。

青色のアンテナケーブル接続が 1 個だけあり、青色のアンテナケーブル接続が 1 個だけあり、青色のアンテナケーブル接続が 1 個だけあり、青色のアンテナケーブル接続が 1 個だけあり、
テレマティークユニットが無い場合:テレマティークユニットが無い場合:テレマティークユニットが無い場合:テレマティークユニットが無い場合: ステップ39
に進む。

紫色のアンテナケーブル接続が 1 個だけあり、紫色のアンテナケーブル接続が 1 個だけあり、紫色のアンテナケーブル接続が 1 個だけあり、紫色のアンテナケーブル接続が 1 個だけあり、
テレマティークユニットがある場合:テレマティークユニットがある場合:テレマティークユニットがある場合:テレマティークユニットがある場合: ステップ26
に進む。

アンテナケーブル接続が2つあるが、テレマティーアンテナケーブル接続が2つあるが、テレマティーアンテナケーブル接続が2つあるが、テレマティーアンテナケーブル接続が2つあるが、テレマティー
クユニットが無い場合 :クユニットが無い場合 :クユニットが無い場合 :クユニットが無い場合 : ステップ 39に進む。

アンテナケーブル接続が 2 つあり、テレマティーアンテナケーブル接続が 2 つあり、テレマティーアンテナケーブル接続が 2 つあり、テレマティーアンテナケーブル接続が 2 つあり、テレマティー
クユニットもあるが、REC のそばにブラケットがクユニットもあるが、REC のそばにブラケットがクユニットもあるが、REC のそばにブラケットがクユニットもあるが、REC のそばにブラケットが
無い場合 :無い場合 :無い場合 :無い場合 : ステップ 84に進む。
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Saab 9-3 CV M04-

26 紫色のアンテナケーブル接続が 1つだけある場合 :紫色のアンテナケーブル接続が 1つだけある場合 :紫色のアンテナケーブル接続が 1つだけある場合 :紫色のアンテナケーブル接続が 1つだけある場合 :
以下の通りにトランクリッドトリムを取り外す。

– US: US: US: US: 非常用ハンドルを取り外す

– トランクリッド内側の閉鎖ハンドル、2段リベッ
ト及びトランクリッドトリムを取り外す。

– US:US:US:US: 非常用開放メカニズムのボルトを取り外し、
メカニズムを脇に除けておく。

27 紫色のアンテナケーブル接続が 1 つだけあり、紫色のアンテナケーブル接続が 1 つだけあり、紫色のアンテナケーブル接続が 1 つだけあり、紫色のアンテナケーブル接続が 1 つだけあり、
アアアアンテナがトランクリッドに取り付けられていンテナがトランクリッドに取り付けられていンテナがトランクリッドに取り付けられていンテナがトランクリッドに取り付けられてい
る場る場る場る場合 :合 :合 :合 : アンテナからアンテナケーブルを外し、
アンテナを取り外す。

28 トーションボックスの中央を超えてアンテナケートーションボックスの中央を超えてアンテナケートーションボックスの中央を超えてアンテナケートーションボックスの中央を超えてアンテナケー
ブルが配線されている車 :ブルが配線されている車 :ブルが配線されている車 :ブルが配線されている車 : ステップ 36 に進む。

アンテナケーブルがさらに車の前方向に配線されアンテナケーブルがさらに車の前方向に配線されアンテナケーブルがさらに車の前方向に配線されアンテナケーブルがさらに車の前方向に配線され
ている車 :ている車 :ている車 :ている車 : ステップ 29 に進む。
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Saab 9-3 CV M04-

29 アンテナケーブルがさらに車の前方向に配線されアンテナケーブルがさらに車の前方向に配線されアンテナケーブルがさらに車の前方向に配線されアンテナケーブルがさらに車の前方向に配線され
ている車 :ている車 :ている車 :ている車 : アンテナをキットから取り出し、アン
テナケーブルをトランクリッドの穴に通す。アン
テナを取り付ける。

締め付けトルク : 2 Nm（1.5 lbf ft）締め付けトルク : 2 Nm（1.5 lbf ft）締め付けトルク : 2 Nm（1.5 lbf ft）締め付けトルク : 2 Nm（1.5 lbf ft）

30 アンテナケーブルがさらに車の前方向に配線されアンテナケーブルがさらに車の前方向に配線されアンテナケーブルがさらに車の前方向に配線されアンテナケーブルがさらに車の前方向に配線され
ている車 :ている車 :ている車 :ている車 : 既存のアンテナケーブルを完全に取り
外す。

31 アンテナケーブルがさらに車の前方向に配線されアンテナケーブルがさらに車の前方向に配線されアンテナケーブルがさらに車の前方向に配線されアンテナケーブルがさらに車の前方向に配線され
ている車 :ている車 :ている車 :ている車 : アンテナをキットから取り出し、アン
テナケーブルをトランクリッドの穴に通す。キッ
トのアンテナケーブルをトーションボックスま
で、古いケーブルと同じルートで通す。

32 アンテナケーブルがさらに車の前方向に配線されアンテナケーブルがさらに車の前方向に配線されアンテナケーブルがさらに車の前方向に配線されアンテナケーブルがさらに車の前方向に配線され
ている車 :ている車 :ている車 :ている車 : ケーブルタイを使用して、アンテナ
ケーブルを既存のワイヤーハーネスに固定する。

33 アンテナケーブルがさらに車の前方向に配線されアンテナケーブルがさらに車の前方向に配線されアンテナケーブルがさらに車の前方向に配線されアンテナケーブルがさらに車の前方向に配線され
ている車 :ている車 :ている車 :ている車 : 2 本のアンテナケーブルをファスナー
のところまで分ける。 

注記
アンテナケーブル全体にアクセスするには、トラン
クリッドが閉じており、ソフトトップカバーが開い
ていなければならない。

注記
アンテナケーブル全体にアクセスするには、トラン
クリッドが閉じており、ソフトトップカバーが開い
ていなければならない。
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34 アンテナケーブルがさらに車の前方向に配線されアンテナケーブルがさらに車の前方向に配線されアンテナケーブルがさらに車の前方向に配線されアンテナケーブルがさらに車の前方向に配線され
ている車 :ている車 :ている車 :ている車 : 青いコネクターがついた細いアンテナ
ケーブルをトーションボックス内にいれ、トー
ションボックスの中央まで通す。既存のワイヤー
ハーネスを使用してアンテナケーブルを固定する。 

35 アンテナケーブルがさらに車の前方向に配線されアンテナケーブルがさらに車の前方向に配線されアンテナケーブルがさらに車の前方向に配線されアンテナケーブルがさらに車の前方向に配線され
ている車 :ている車 :ている車 :ている車 : 紫色のコネクターがついた太いアンテ
ナケーブルをトーションボックス経由で通す。太
いケーブルを車の前方に配線されているアンテナ
ケーブルと接続させる。ケーブルタイを使用して
両方のケーブルを既存のワイヤーハーネスに固定
する。ステップ 39 に進む。 

F930A267
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36 トーションボックスの中央にアンテナケーブルがトーションボックスの中央にアンテナケーブルがトーションボックスの中央にアンテナケーブルがトーションボックスの中央にアンテナケーブルが
配線されている車 :配線されている車 :配線されている車 :配線されている車 : キットからアンテナを取り出
し、アンテナケーブルをトランクリッドの穴に通
す。アンテナを取り付ける。

締め付けトルク : 2 Nm（1.5 lbf ft）締め付けトルク : 2 Nm（1.5 lbf ft）締め付けトルク : 2 Nm（1.5 lbf ft）締め付けトルク : 2 Nm（1.5 lbf ft）

37 トーションボックスの中央にアンテナケーブルがトーションボックスの中央にアンテナケーブルがトーションボックスの中央にアンテナケーブルがトーションボックスの中央にアンテナケーブルが
配線されている車 :配線されている車 :配線されている車 :配線されている車 : 既存のアンテナケーブルを完
全に取り除く。

38 トーションボックスの中央にアンテナケーブルがトーションボックスの中央にアンテナケーブルがトーションボックスの中央にアンテナケーブルがトーションボックスの中央にアンテナケーブルが
配線されている車 :配線されている車 :配線されている車 :配線されている車 : キットのアンテナケーブルを
トランクリッドに取り付け、ケーブルをアンテナ
に接続する。トーションボックスまでキットのア
ンテナケーブルを古いケーブルと同じルートで
通す。

ケーブルタイを使用して、アンテナケーブルを既
存のワイヤーハーネスに固定する。

注記
アンテナケーブル全体にアクセスするには、トラン
クリッドが閉じており、ソフトトップカバーが開い
ていなければならない。

注記
アンテナケーブル全体にアクセスするには、トラン
クリッドが閉じており、ソフトトップカバーが開い
ていなければならない。
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39 トーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユ
ニットがついている車で、REC のそばにブラニットがついている車で、REC のそばにブラニットがついている車で、REC のそばにブラニットがついている車で、REC のそばにブラ
ケットが取り付けられている場合ケットが取り付けられている場合ケットが取り付けられている場合ケットが取り付けられている場合::::    ステップ40
に進む。

トーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユ
ニットがついている車で、REC のそばにブラケッニットがついている車で、REC のそばにブラケッニットがついている車で、REC のそばにブラケッニットがついている車で、REC のそばにブラケッ
トが取り付けられていない場合 : トが取り付けられていない場合 : トが取り付けられていない場合 : トが取り付けられていない場合 : ステップ 40 に
進む。

トーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユ
ニットが無い車 :ニットが無い車 :ニットが無い車 :ニットが無い車 : ステップ 41 に進む。

40 青いコネクターのついたアンテナケーブルをテレ
マティークユニットに接続する。

トーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユ
ニットがついている車で、REC のそばにブラニットがついている車で、REC のそばにブラニットがついている車で、REC のそばにブラニットがついている車で、REC のそばにブラ
ケットが取り付けられている場合 : ケットが取り付けられている場合 : ケットが取り付けられている場合 : ケットが取り付けられている場合 : ステップ 106
に進む。

トーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユ
ニットがついている車で、REC のそばにブラケッニットがついている車で、REC のそばにブラケッニットがついている車で、REC のそばにブラケッニットがついている車で、REC のそばにブラケッ
トが取り付けられていない場合 :トが取り付けられていない場合 :トが取り付けられていない場合 :トが取り付けられていない場合 :    ステップ 84 に
進む。

41 トーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユ
ニットが無い車 :ニットが無い車 :ニットが無い車 :ニットが無い車 :    左側のスカッフプレートを取り
外す。

42 トーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユ
ニットが無い車 :ニットが無い車 :ニットが無い車 :ニットが無い車 :    左側の Aピラートリムの下側セ
クションを取り外す。
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Saab 9-3 CV M04-

43 トーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユ
ニットが無い車 :ニットが無い車 :ニットが無い車 :ニットが無い車 :    左側フロントシートを前に移動
させ、バックレストを前に折りたたむ。

44 トーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユ
ニットが無い車 : ニットが無い車 : ニットが無い車 : ニットが無い車 : キットから一番長い光ファイ
バーケーブルを取り出し、左側 A ピラー下方のコ
ネクターから、シルのそばのワイヤーハーネス経
由でリアシートの下をトーションボックス内の左
側ロールバーまで通す。ケーブルタイを使用して
光ファイバーケーブルを固定する。

注記
ルート全体にアクセスするには、シートを後方位置
にしなければならない。その後、シートを前よりの
位置に戻す。

重要事項
信号に歪みが出ないように、光ファイバーケーブル
は注意深く取り扱うこと。

� ケーブルを半径25 mm以下の円を描くように曲げ
てはならない。

� ケーブルに衝撃を与えないこと。透明なプラス
チックの部分が白くなり、光度が低減して通信妨
害を引き起こす恐れがある。

� ファイバーケーブルが尖ったものに接触しない
ようにすること。信号が弱まる恐れがある。

F930A270
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45 トーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユ
ニットが無い車 :ニットが無い車 :ニットが無い車 :ニットが無い車 :    バッテリーのマイナスケーブル
を外す。固定されていない光ファイバーケーブル
と、左側 A ピラー下部で光ファイバーケーブルと
接続されているコネクター（ケーブルダクトに
テープで留め付けてある）を見つけ、コネクター
のロックタブを持ち上げる。

46 トーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユ
ニットが無い車 : ニットが無い車 : ニットが無い車 : ニットが無い車 : 光ファイバーケーブルを、コネ
クター内の外向き（光ファイバーケーブル向き）
矢印の位置から取り外す。

47 トーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユ
ニットが無い車 :ニットが無い車 :ニットが無い車 :ニットが無い車 :    キットの光ファイバーケーブル
への接続部を保護しているカバーを取り外す。

48 トーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユ
ニットが無い車 :ニットが無い車 :ニットが無い車 :ニットが無い車 :    取り外した光ファイバーケーブ
ルの接続部に保護カバーを取り付ける。損傷を受
けないように光ファイバーケーブルを注意深く配
線し、ワイヤーハーネスの後方に配置する。

49 トーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユ
ニットが無い車 :ニットが無い車 :ニットが無い車 :ニットが無い車 :    コネクター内の新しい光ファイ
バーケーブル上に接続部を取り付け、ロックタブ
を取り付ける。

警告 
赤色可視光線は、レーザークラス 1 である。至近距
離で光ファイバーまたは制御モジュールコネクター
を覗き込んではならない。目と光源の間の距離が
20 mm 未満であると、光線によって目を損傷する場
合がある。

重要事項
信号に歪みが出ないように、光ファイバーケーブル
は注意深く取り扱うこと。

� コネクター内の2本のケーブルを取り違えないよ
うに注意すること。

� ケーブルを半径25 mm以下の円を描くように曲げ
てはならない。

� ケーブルの両端に泥や汚れがつかないようにす
ること。

� ファイバーケーブルが尖ったものに接触しない
ようにすること。信号が弱まる恐れがある。

F930A271
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50 トーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユ
ニットが無い車 :ニットが無い車 :ニットが無い車 :ニットが無い車 :    キットの光ファイバーケーブル
のもう一方の接続部をキットのコネクターのポジ
ション 1に取り付ける。

51 トーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユ
ニットが無い車で、REC のそばにブラケットが取ニットが無い車で、REC のそばにブラケットが取ニットが無い車で、REC のそばにブラケットが取ニットが無い車で、REC のそばにブラケットが取
り付けられている場合 :り付けられている場合 :り付けられている場合 :り付けられている場合 :    ステップ 66に進む。

トーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユ
ニットが無い車で、REC のそばにブラケットが取ニットが無い車で、REC のそばにブラケットが取ニットが無い車で、REC のそばにブラケットが取ニットが無い車で、REC のそばにブラケットが取
り付けられていない場合 :り付けられていない場合 :り付けられていない場合 :り付けられていない場合 :    REC のそばの四角い穴
にクリップナットを取り付け、トランクルームに
ブラケットを取り付ける。

52 トーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユ
ニットが無い車で、REC のそばにブラケットが取ニットが無い車で、REC のそばにブラケットが取ニットが無い車で、REC のそばにブラケットが取ニットが無い車で、REC のそばにブラケットが取
り付けられていない場合:り付けられていない場合:り付けられていない場合:り付けられていない場合:    RECのそばのDVDプレー
ヤー用のコネクターを見つける。

53 トーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユ
ニットが無い車で、REC のそばにブラケットが取ニットが無い車で、REC のそばにブラケットが取ニットが無い車で、REC のそばにブラケットが取ニットが無い車で、REC のそばにブラケットが取
り付けられていない場合 : り付けられていない場合 : り付けられていない場合 : り付けられていない場合 : キットのワイヤーハー
ネスをコネクターに接続する。

54 トーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユ
ニットが無い車で、REC のそばにブラケットが取ニットが無い車で、REC のそばにブラケットが取ニットが無い車で、REC のそばにブラケットが取ニットが無い車で、REC のそばにブラケットが取
り付けられていない場合 : り付けられていない場合 : り付けられていない場合 : り付けられていない場合 : キットの光ファイバー
ケーブルの端の接続部から保護カバーを取り外す
（DVD プレーヤー - トーションボックス及び DVD
プレーヤー - アンプ間）。

F930A272
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警告 
赤色可視光線は、レーザークラス 1 である。至近距
離で光ファイバーまたは制御モジュールコネクター
を覗き込んではならない。目と光源の間の距離が
20 mm 未満であると、光線によって目を損傷する場
合がある。



12 832 516 17

Saab 9-3 CV M04-

55 トーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユ
ニットが無い車で、REC のそばにブラケットが取ニットが無い車で、REC のそばにブラケットが取ニットが無い車で、REC のそばにブラケットが取ニットが無い車で、REC のそばにブラケットが取
り付けられていない場合 :り付けられていない場合 :り付けられていない場合 :り付けられていない場合 :    キットの光ファイバー
ケーブル（DVDプレーヤー - トーションボックス
間）をキットの小型コネクターのポジション 1 に
取り付ける。

56 トーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユ
ニットが無い車で、REC のそばにブラケットが取ニットが無い車で、REC のそばにブラケットが取ニットが無い車で、REC のそばにブラケットが取ニットが無い車で、REC のそばにブラケットが取
り付けられていない場合 :り付けられていない場合 :り付けられていない場合 :り付けられていない場合 :    キットの光ファイバー
ケーブル（DVD プレーヤー - アンプ間）をキット
の小型コネクターのポジション 2 に取り付ける。

57 トーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユ
ニットが無い車で、REC のそばにブラケットが取ニットが無い車で、REC のそばにブラケットが取ニットが無い車で、REC のそばにブラケットが取ニットが無い車で、REC のそばにブラケットが取
り付けられていない場合 : り付けられていない場合 : り付けられていない場合 : り付けられていない場合 : DVD プレーヤーのコネ
クターに小型コネクターを取り付ける。

58 トーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユ
ニットが無い車で、REC のそばにブラケットが取ニットが無い車で、REC のそばにブラケットが取ニットが無い車で、REC のそばにブラケットが取ニットが無い車で、REC のそばにブラケットが取
り付けられていない場合 :り付けられていない場合 :り付けられていない場合 :り付けられていない場合 :    キットの光ファイバー
ケーブル（DVD プレーヤー - トーションボックス
及び DVD プレーヤー - アンプ間）を既存のワイ
ヤーハーネスに沿って前方向に通し、ケーブルタ
イで固定する。ケーブルをもう 2 本固定する必要
があるため、ケーブルタイを完全に締めてしまわ
ないこと。

59 トーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユ
ニットが無い車で、REC のそばにブラケットが取ニットが無い車で、REC のそばにブラケットが取ニットが無い車で、REC のそばにブラケットが取ニットが無い車で、REC のそばにブラケットが取
り付けられていない場合 :り付けられていない場合 :り付けられていない場合 :り付けられていない場合 :    光ファイバーケーブル
の接続部（DVDプレーヤー - トーションボックス
間）から保護カバーを取り除き、接続部をトーショ
ンボックス内側の小型コネクターのポジション 2
に取り付ける。
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60 トーションボックスの中央にテレマティークユニットーションボックスの中央にテレマティークユニットーションボックスの中央にテレマティークユニットーションボックスの中央にテレマティークユニッ
トが無い車 : トが無い車 : トが無い車 : トが無い車 : アンプからコネクターを取り外す。

61 トーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユ
ニットが無い車 : ニットが無い車 : ニットが無い車 : ニットが無い車 : 大型コネクターから小型コネク
ターを抜き取る。

62 トーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユ
ニットが無い車 :ニットが無い車 :ニットが無い車 :ニットが無い車 :    コネクターのロックをあけて、
注意深くフックを持ち上げ、ポジション 1 に接続
されている光ファイバーケーブルを取り外す。
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Saab 9-3 CV M04-

63 トーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユ
ニットが無い車で、REC のそばにブラケットが取ニットが無い車で、REC のそばにブラケットが取ニットが無い車で、REC のそばにブラケットが取ニットが無い車で、REC のそばにブラケットが取
り付けられていない場合 :り付けられていない場合 :り付けられていない場合 :り付けられていない場合 :    光ファイバーケーブル
の接続部（DVD プレーヤー - アンプ間）から保護
カバーを取り除き、トーションボックス内側のコ
ネクターのポジション 1 に接続部を取り付ける。
ロックを取り付け、トーションボックスまでワイ
ヤーハーネスに沿って光ファイバーケーブルを固
定させる。

64 トーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユ
ニットが無い車で、REC のそばにブラケットが取ニットが無い車で、REC のそばにブラケットが取ニットが無い車で、REC のそばにブラケットが取ニットが無い車で、REC のそばにブラケットが取
り付けられていない場合 :り付けられていない場合 :り付けられていない場合 :り付けられていない場合 :    小型コネクターを大型
コネクターに取り付け、大型コネクターをアンプ
に取り付ける。

65 ステップ 75 に進む。
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Saab 9-3 CV M04-

66 トーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユ
ニットが無い車で、REC のそばにブラケットが取ニットが無い車で、REC のそばにブラケットが取ニットが無い車で、REC のそばにブラケットが取ニットが無い車で、REC のそばにブラケットが取
り付けられている場合 :り付けられている場合 :り付けられている場合 :り付けられている場合 :    ブラケットを取り外し、
邪魔にならない場所に移動させる。

67 トーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユ
ニットが無い車で、REC のそばにブラケットが取ニットが無い車で、REC のそばにブラケットが取ニットが無い車で、REC のそばにブラケットが取ニットが無い車で、REC のそばにブラケットが取
り付けられている場合 : り付けられている場合 : り付けられている場合 : り付けられている場合 : REC のそばにある DVD プ
レーヤー用のコネクターを見つける。

68 トーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユ
ニットが無い車で、REC のそばにブラケットが取ニットが無い車で、REC のそばにブラケットが取ニットが無い車で、REC のそばにブラケットが取ニットが無い車で、REC のそばにブラケットが取
り付けられている場合 : り付けられている場合 : り付けられている場合 : り付けられている場合 : キットのワイヤーハーネ
スをコネクターに接続する。

69 トーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユ
ニットが無い車で、REC のそばにブラケットが取ニットが無い車で、REC のそばにブラケットが取ニットが無い車で、REC のそばにブラケットが取ニットが無い車で、REC のそばにブラケットが取
り付けられている場合 :り付けられている場合 :り付けられている場合 :り付けられている場合 :    キットの光ファイバー
ケーブル上のもう一方の接続部から保護カバーを
取り除く（DVDプレーヤー - トーションボックス間）。

70 トーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユ
ニットが無い車で、REC のそばにブラケットが取ニットが無い車で、REC のそばにブラケットが取ニットが無い車で、REC のそばにブラケットが取ニットが無い車で、REC のそばにブラケットが取
り付けられている場合 :り付けられている場合 :り付けられている場合 :り付けられている場合 :    キットの光ファイバー
ケーブル（DVDプレーヤー - トーションボックス
間）をキットのコネクターのポジション 1 に取り
付ける。

警告 
赤色可視光線は、レーザークラス 1 である。至近距
離で光ファイバーまたは制御モジュールコネクター
を覗き込んではならない。目と光源の間の距離が
20 mm 未満であると、光線によって目を損傷する場
合がある。
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71 トーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユ
ニットが無い車で、REC のそばにブラケットが取ニットが無い車で、REC のそばにブラケットが取ニットが無い車で、REC のそばにブラケットが取ニットが無い車で、REC のそばにブラケットが取
り付けられている場合 :り付けられている場合 :り付けられている場合 :り付けられている場合 :    キットの光ファイバー
ケーブル（ブラケット内のユニット間）をキット
のコネクターのポジション 2に取り付ける。

72 トーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユ
ニットが無い車で、REC のそばにブラケットが取ニットが無い車で、REC のそばにブラケットが取ニットが無い車で、REC のそばにブラケットが取ニットが無い車で、REC のそばにブラケットが取
り付けられている場合 :り付けられている場合 :り付けられている場合 :り付けられている場合 :    DVDプレーヤーのコネク
ター内に小型コネクターを取り付ける。

73 トーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユ
ニットが無い車で、REC のそばにブラケットが取ニットが無い車で、REC のそばにブラケットが取ニットが無い車で、REC のそばにブラケットが取ニットが無い車で、REC のそばにブラケットが取
り付けられている場合 : り付けられている場合 : り付けられている場合 : り付けられている場合 : キットの光ファイバー
ケーブル（DVDプレーヤー - トーションボックス
間）を既存のワイヤーハーネスに沿って前方向に
通す。ケーブルをもう 2 本固定する必要があるた
め、ケーブルタイを完全に締めてしまわないこと。

74 トーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユ
ニットが無い車で、REC のそばにブラケットが取ニットが無い車で、REC のそばにブラケットが取ニットが無い車で、REC のそばにブラケットが取ニットが無い車で、REC のそばにブラケットが取
り付けられている場合 : り付けられている場合 : り付けられている場合 : り付けられている場合 : 光ファイバーケーブルの
接続部（DVDプレーヤー - トーションボックス間）
から保護カバーを取り除き、トーションボックス
内側の小型コネクターのポジション 2 に接続部を
取り付ける。 

ステップ 75 に進む。
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75 トーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユ
ニットが無い車 :ニットが無い車 :ニットが無い車 :ニットが無い車 :    キットのワイヤーハーネスを
トーションボックスの定位置に取り付ける。A ピ
ラー及び DVD プレーヤーから出ている光ファイ
バーケーブルが接続された小型コネクターをコネ
クターにはめ込み、ロックタブを取り付ける。

76 トーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユ
ニットが無い車 :ニットが無い車 :ニットが無い車 :ニットが無い車 :    トーションボックスの内側のワ
イヤーハーネスにコネクターを取り付ける。キッ
トのワイヤーハーネスをトーションボックス内の
既存のワイヤーハーネス沿いに通し、ケーブルタ
イで固定する。

77 トーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユ
ニットが無い車 : ニットが無い車 : ニットが無い車 : ニットが無い車 : トーションボックス中央のテレ
マティークユニット用のコネクターを探し出し、
次のようにコネクター内のキットのワイヤーハー
ネスからのケーブルを取り付ける。

赤（RD）ケーブル（+） をポジション 10 に

黒（BK）ケーブル（-） をポジション 20 に

テレマティークユニット用のコネクターをキット
のワイヤーハーネス内の大型コネクターに取り付
ける。
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Saab 9-3 CV M04-

78 トーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユ
ニットが無い車 : ニットが無い車 : ニットが無い車 : ニットが無い車 : キットのワイヤーハーネスの固
定されていない端を、REC の方向に枝分かれして
いるワイヤーハーネスに向けて既に通してある光
ファイバーケーブル（DVD プレーヤー - トーショ
ンボックス間）沿いに取り付けたケーブルタイに
通す。ケーブルタイを締める。

79 トーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユ
ニットが無い車 :ニットが無い車 :ニットが無い車 :ニットが無い車 :    テレマティークユニットの電源
をワイヤーハーネス付近でコネクターに固定して
いるテープを取り外し、コネクターを抜き取る。

80 トーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユ
ニットが無い車 : ニットが無い車 : ニットが無い車 : ニットが無い車 : ロックを取り外し、キットのワ
イヤーハーネスからのケーブルを次のようにコネ
クターに取り付ける。

赤（RD）ケーブル（+） をポジション 1 に

黒（BK）ケーブル（-） をポジション 2 に

81 トーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユ
ニットが無い車 : ニットが無い車 : ニットが無い車 : ニットが無い車 : ロックを取り付け、コネクター
を接続し、ワイヤーハーネスのところで、REC に
固定する。
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82 トーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユ
ニットが無い車 :ニットが無い車 :ニットが無い車 :ニットが無い車 :    キットのテレマティークユニッ
トを手に取り、テレマティークユニットからブラ
ケットを全て取り外す。 

83 トーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユ
ニットが無い車 : ニットが無い車 : ニットが無い車 : ニットが無い車 : キットのテレマティークユニッ
トをブラケットに取り付ける。カチッと音がする
のを確認すること。コネクターと青いコネクター
がついた細いアンテナケーブルをテレマティーク
ユニットに接続する。太いアンテナケーブル用の
紫色のコネクターを（接続する必要が無い場合に
は）ワイヤーハーネスのそばで固定する。 

ステップ 101 に進む。

重要事項
信号に歪みが出ないように、光ファイバーケーブル
は注意深く取り扱うこと。

� コネクター内の2本のケーブルを取り違えないよ
うに注意すること。

� ケーブルを半径25 mm以下の円を描くように曲げ
てはならない。

� ケーブルの両端に泥や汚れがつかないようにす
ること。

� ファイバーケーブルが尖ったものに接触しない
ようにすること。信号が弱まる恐れがある。
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Saab 9-3 CV M04-

84 トーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユ
ニットがついている車で、REC のそばにブラケッニットがついている車で、REC のそばにブラケッニットがついている車で、REC のそばにブラケッニットがついている車で、REC のそばにブラケッ
トが取り付けられていない場合 : トが取り付けられていない場合 : トが取り付けられていない場合 : トが取り付けられていない場合 : バッテリーのマ
イナスケーブルを外す。クリップナットを REC の
そばの四角い穴に取り付け、トランクルームにブ
ラケットを取り付ける。

85 トーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユ
ニットがついている車で、REC のそばにブラケッニットがついている車で、REC のそばにブラケッニットがついている車で、REC のそばにブラケッニットがついている車で、REC のそばにブラケッ
トが取り付けられていない場合 : トが取り付けられていない場合 : トが取り付けられていない場合 : トが取り付けられていない場合 : REC 付近で DVD
プレーヤー用のコネクターを見つける。

86 トーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユ
ニットがついている車で、REC のそばにブラケッニットがついている車で、REC のそばにブラケッニットがついている車で、REC のそばにブラケッニットがついている車で、REC のそばにブラケッ
トが取り付けられていない場合 : トが取り付けられていない場合 : トが取り付けられていない場合 : トが取り付けられていない場合 : キットのワイ
ヤーハーネスをコネクターに接続する。

87 トーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユ
ニットがついている車で、REC のそばにブラケッニットがついている車で、REC のそばにブラケッニットがついている車で、REC のそばにブラケッニットがついている車で、REC のそばにブラケッ
トが取り付けられていない場合 : トが取り付けられていない場合 : トが取り付けられていない場合 : トが取り付けられていない場合 : キットの光ファ
イバーケーブル（DVD プレーヤー - トーション
ボックス間及び DVD プレーヤー - アンプ間）の
一方の端の接続部から保護カバーを取り除く。

警告 
赤色可視光線は、レーザークラス 1 である。至近距
離で光ファイバーまたは制御モジュールコネクター
を覗き込んではならない。目と光源の間の距離が
20 mm 未満であると、光線によって目を損傷する場
合がある。
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88 トーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユ
ニットがついている車で、REC のそばにブラケッニットがついている車で、REC のそばにブラケッニットがついている車で、REC のそばにブラケッニットがついている車で、REC のそばにブラケッ
トが取り付けられていない場合 : トが取り付けられていない場合 : トが取り付けられていない場合 : トが取り付けられていない場合 : キットの光ファ
イバーケーブル（DVD プレーヤー - トーション
ボックス間）をキットのコネクターのポジション 1
に取り付ける。

89 トーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユ
ニットがついている車で、REC のそばにブラケッニットがついている車で、REC のそばにブラケッニットがついている車で、REC のそばにブラケッニットがついている車で、REC のそばにブラケッ
トが取り付けられていない場合 : トが取り付けられていない場合 : トが取り付けられていない場合 : トが取り付けられていない場合 : キットの光ファ
イバーケーブル（DVD プレーヤー - アンプ間）を
キットのコネクターのポジション 2に取り付ける。

90 トーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユ
ニットがついている車で、REC のそばにブラケッニットがついている車で、REC のそばにブラケッニットがついている車で、REC のそばにブラケッニットがついている車で、REC のそばにブラケッ
トが取り付けられていない場合 : トが取り付けられていない場合 : トが取り付けられていない場合 : トが取り付けられていない場合 : 小型コネクター
を DVD プレーヤーのコネクターに取り付ける。

91 トーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユ
ニットがついている車で、REC のそばにブラケッニットがついている車で、REC のそばにブラケッニットがついている車で、REC のそばにブラケッニットがついている車で、REC のそばにブラケッ
トが取り付けられていない場合 : トが取り付けられていない場合 : トが取り付けられていない場合 : トが取り付けられていない場合 : キットの光ファ
イバーケーブル（DVD プレーヤー - トーション
ボックス間及び DVD プレーヤー - アンプ間）を既
存のワイヤーハーネス沿いに前方向に取り付け
る。ケーブルタイで固定する。
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92 トーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユ
ニットがついている車で、REC のそばにブラケッニットがついている車で、REC のそばにブラケッニットがついている車で、REC のそばにブラケッニットがついている車で、REC のそばにブラケッ
トが取り付けられていない場合 : トが取り付けられていない場合 : トが取り付けられていない場合 : トが取り付けられていない場合 : トーションボッ
クスの内側のコネクターを取り外す。ロックタブ
を持ち上げ、小型コネクターを取り外す。

93 トーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユ
ニットがついている車で、REC のそばにブラケッニットがついている車で、REC のそばにブラケッニットがついている車で、REC のそばにブラケッニットがついている車で、REC のそばにブラケッ
トが取り付けられていない場合 : トが取り付けられていない場合 : トが取り付けられていない場合 : トが取り付けられていない場合 : コネクター内の
ロックを開け、注意深くフックを持ち上げること
で、ポジション 2 に接続されている光ファイバー
ケーブル取り外す。 

94 トーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユ
ニットがついている車で、REC のそばにブラケッニットがついている車で、REC のそばにブラケッニットがついている車で、REC のそばにブラケッニットがついている車で、REC のそばにブラケッ
トが取り付けられていない場合 : トが取り付けられていない場合 : トが取り付けられていない場合 : トが取り付けられていない場合 : 光ファイバー
ケーブル（DVDプレーヤー - トーションボックス
間）接続部から保護カバーを取り外し、接続部を
ポジション2に取り付ける。取り外した保護カバー
を光ファイバーケーブルに取り付ける。

95 トーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユ
ニットがついている車で、REC のそばにブラケッニットがついている車で、REC のそばにブラケッニットがついている車で、REC のそばにブラケッニットがついている車で、REC のそばにブラケッ
トが取り付けられていない場合 : トが取り付けられていない場合 : トが取り付けられていない場合 : トが取り付けられていない場合 : コネクター内に
小型コネクターを取り付ける。ロックタブを取り
付け、トーションボックスの内側にコネクターを
取り付ける。

警告 
赤色可視光線は、レーザークラス 1 である。至近距
離で光ファイバーまたは制御モジュールコネクター
を覗き込んではならない。目と光源の間の距離が
20 mm 未満であると、光線によって目を損傷する場
合がある。

重要事項
信号に歪みが出ないように、光ファイバーケーブル
は注意深く取り扱うこと。

� コネクター内の2本のケーブルを取り違えないよ
うに注意すること。

� ケーブルを半径25 mm以下の円を描くように曲げ
てはならない。

� ケーブルの両端に泥や汚れがつかないようにす
ること。

� ファイバーケーブルが尖ったものに接触しない
ようにすること。信号が弱まる恐れがある。

F930A283

92,95

92,95

93

93,94



28 12 832 516
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96 トーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユ
ニットがついている車で、REC のそばにブラケッニットがついている車で、REC のそばにブラケッニットがついている車で、REC のそばにブラケッニットがついている車で、REC のそばにブラケッ
トが取り付けられていない場合 :トが取り付けられていない場合 :トが取り付けられていない場合 :トが取り付けられていない場合 :    アンプからコネ
クターを取り外し、アンプのコネクターから小型
コネクターを取り外す。

97 トーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユ
ニットがついている車で、REC のそばにブラケッニットがついている車で、REC のそばにブラケッニットがついている車で、REC のそばにブラケッニットがついている車で、REC のそばにブラケッ
トが取り付けられていない場合 : トが取り付けられていない場合 : トが取り付けられていない場合 : トが取り付けられていない場合 : コネクターの
ロックを開き、注意深く持ち上げることで取り外
されたコネクターのポジション 1 に接続されてい
る光ファイバーケーブルを取り外す。 
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98 トーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユ
ニットがついている車で、REC のそばにブラケッニットがついている車で、REC のそばにブラケッニットがついている車で、REC のそばにブラケッニットがついている車で、REC のそばにブラケッ
トが取り付けられていない場合 :トが取り付けられていない場合 :トが取り付けられていない場合 :トが取り付けられていない場合 :    光ファイバー
ケーブル（DVD プレーヤー - アンプ間）の接続部
から保護カバーを取り外し、接続部を取り外され
たコネクターのポジション 1 に取り付ける。取り
外した保護カバーを光ファイバーケーブルに取り
付ける。ケーブルタイを使用して、光ファイバー
ケーブルをトーションボックスまで固定する。

99 トーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユ
ニットがついている車で、REC のそばにブラケッニットがついている車で、REC のそばにブラケッニットがついている車で、REC のそばにブラケッニットがついている車で、REC のそばにブラケッ
トが取り付けられていない場合 :トが取り付けられていない場合 :トが取り付けられていない場合 :トが取り付けられていない場合 :    小型コネクター
を大型コネクターに取り付け、コネクターをアン
プに接続する。

100 ステップ 117 に進む。
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101 トーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユ
ニットが無い車で、REC のそばにブラケットが取ニットが無い車で、REC のそばにブラケットが取ニットが無い車で、REC のそばにブラケットが取ニットが無い車で、REC のそばにブラケットが取
り付けられていない場合 :り付けられていない場合 :り付けられていない場合 :り付けられていない場合 :    ステップ 117 に進む。

トーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユ
ニットが無い車で、REC のそばにアンプまたは CDニットが無い車で、REC のそばにアンプまたは CDニットが無い車で、REC のそばにアンプまたは CDニットが無い車で、REC のそばにアンプまたは CD
チェンジャーと共にブラケットが取り付けられてチェンジャーと共にブラケットが取り付けられてチェンジャーと共にブラケットが取り付けられてチェンジャーと共にブラケットが取り付けられて
いる場合 : いる場合 : いる場合 : いる場合 : アンプ及び CD チェンジャー用のコネ
クターを取り外し、小型コネクターを大型コネク
ターから抜き取る。

トーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユ
ニットが無い車で、REC のそばにアンプ及び CD －ニットが無い車で、REC のそばにアンプ及び CD －ニットが無い車で、REC のそばにアンプ及び CD －ニットが無い車で、REC のそばにアンプ及び CD －
チェンジャーと共にブラケットが取り付けられてチェンジャーと共にブラケットが取り付けられてチェンジャーと共にブラケットが取り付けられてチェンジャーと共にブラケットが取り付けられて
いる場合:いる場合:いる場合:いる場合:    CDチェンジャー用のコネクターを取り
外し、小型コネクターを大型コネクターから抜き
取る。

102 トーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユ
ニットが無い車で、REC のそばにアンプ及び / まニットが無い車で、REC のそばにアンプ及び / まニットが無い車で、REC のそばにアンプ及び / まニットが無い車で、REC のそばにアンプ及び / ま
たはCD－チェンジャーと共にブラケットが取り付たはCD－チェンジャーと共にブラケットが取り付たはCD－チェンジャーと共にブラケットが取り付たはCD－チェンジャーと共にブラケットが取り付
けられている場合 :けられている場合 :けられている場合 :けられている場合 :    コネクターのロックを開き、
注意深く持ち上げることで取り外されたコネク
ターのポジション 1 に接続されている光ファイ
バーケーブルを取り外す。光ファイバーケーブル
が損傷を受けないように注意深く取り外すこと。
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103 トーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユ
ニットが無い車で、REC のそばにアンプ及び /ニットが無い車で、REC のそばにアンプ及び /ニットが無い車で、REC のそばにアンプ及び /ニットが無い車で、REC のそばにアンプ及び /
またはCD－チェンジャーと共にブラケットが取りまたはCD－チェンジャーと共にブラケットが取りまたはCD－チェンジャーと共にブラケットが取りまたはCD－チェンジャーと共にブラケットが取り
付けられている場合 : 付けられている場合 : 付けられている場合 : 付けられている場合 : 既に取りつけた光ファイ
バーケーブル（ブラケット内のユニット間）上の
もう一方の接続部から保護カバーを取り外す。接
続部を小型コネクターのポジション 1 に取り付け
る。ロックを取り付ける。取り外した保護カバー
を光ファイバーケーブル上に取り付ける。

104 トーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユ
ニットが無い車で、REC のそばにアンプ及び /ニットが無い車で、REC のそばにアンプ及び /ニットが無い車で、REC のそばにアンプ及び /ニットが無い車で、REC のそばにアンプ及び /
またはCD－チェンジャーと共にブラケットが取りまたはCD－チェンジャーと共にブラケットが取りまたはCD－チェンジャーと共にブラケットが取りまたはCD－チェンジャーと共にブラケットが取り
付けられている場合 : 付けられている場合 : 付けられている場合 : 付けられている場合 : 小型コネクターをアンプ及
び CDチェンジャー用のコネクターに取り付ける。

105 トーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユ
ニットが無い車で、REC のそばにアンプ及び /ニットが無い車で、REC のそばにアンプ及び /ニットが無い車で、REC のそばにアンプ及び /ニットが無い車で、REC のそばにアンプ及び /
またはCD－チェンジャーと共にブラケットが取りまたはCD－チェンジャーと共にブラケットが取りまたはCD－チェンジャーと共にブラケットが取りまたはCD－チェンジャーと共にブラケットが取り
付けられている場合 : 付けられている場合 : 付けられている場合 : 付けられている場合 : アンプ及び CD －チェン
ジャー用のコネクターを接続する。 

ステップ 117 に進む。
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106 トーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユ
ニットがついている車で、REC のそばにブラケッニットがついている車で、REC のそばにブラケッニットがついている車で、REC のそばにブラケッニットがついている車で、REC のそばにブラケッ
トが取り付けられている場合 : トが取り付けられている場合 : トが取り付けられている場合 : トが取り付けられている場合 : バッテリーのマイ
ナスケーブルを外す。ブラケットを取り外し、邪
魔にならないところに移動させる。

107 トーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユ
ニットがついている車で、REC のそばにブラケッニットがついている車で、REC のそばにブラケッニットがついている車で、REC のそばにブラケッニットがついている車で、REC のそばにブラケッ
トが取り付けられている場合:トが取り付けられている場合:トが取り付けられている場合:トが取り付けられている場合:    REC付近にあるDVD
プレーヤー用のコネクターを見つける。

108 トーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユ
ニットがついている車で、REC のそばにブラケッニットがついている車で、REC のそばにブラケッニットがついている車で、REC のそばにブラケッニットがついている車で、REC のそばにブラケッ
トが取り付けられている場合 : トが取り付けられている場合 : トが取り付けられている場合 : トが取り付けられている場合 : キットのワイヤー
ハーネスをコネクターに接続する。

109 トーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユ
ニットがついている車で、REC のそばにアンプまニットがついている車で、REC のそばにアンプまニットがついている車で、REC のそばにアンプまニットがついている車で、REC のそばにアンプま
たはCDチェンジャーと共にブラケットが取り付けたはCDチェンジャーと共にブラケットが取り付けたはCDチェンジャーと共にブラケットが取り付けたはCDチェンジャーと共にブラケットが取り付け
られている場合 :られている場合 :られている場合 :られている場合 :アンプ及び CDチェンジャー用の
コネクターを取り外し、小型コネクターを大型コ
ネクターから抜き取る。

トーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユ
ニットがついている車で、REC のそばにアンプ及ニットがついている車で、REC のそばにアンプ及ニットがついている車で、REC のそばにアンプ及ニットがついている車で、REC のそばにアンプ及
びCDチェンジャーと共にブラケットが取り付けらびCDチェンジャーと共にブラケットが取り付けらびCDチェンジャーと共にブラケットが取り付けらびCDチェンジャーと共にブラケットが取り付けら
れている場合:れている場合:れている場合:れている場合: CDチェンジャー用のコネクターを
取り外し、小型コネクターを大型コネクターから
抜き取る。
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警告 
赤色可視光線は、レーザークラス 1 である。至近距
離で光ファイバーまたは制御モジュールコネクター
を覗き込んではならない。目と光源の間の距離が
20 mm 未満であると、光線によって目を損傷する場
合がある。
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110 トーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユ
ニットがついている車で、REC のそばにアンプニットがついている車で、REC のそばにアンプニットがついている車で、REC のそばにアンプニットがついている車で、REC のそばにアンプ
及び /またはCDチェンジャーと共にブラケットが及び /またはCDチェンジャーと共にブラケットが及び /またはCDチェンジャーと共にブラケットが及び /またはCDチェンジャーと共にブラケットが
取り付けられている場合 :取り付けられている場合 :取り付けられている場合 :取り付けられている場合 : コネクターのロックを
開き、注意深く持ち上げることで取り外された
コネクターのポジション 1 に接続されている光
ファイバーケーブルを取り外す。

111 トーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユ
ニットがついている車で、REC のそばにアンプニットがついている車で、REC のそばにアンプニットがついている車で、REC のそばにアンプニットがついている車で、REC のそばにアンプ
及び /またはCDチェンジャーと共にブラケットが及び /またはCDチェンジャーと共にブラケットが及び /またはCDチェンジャーと共にブラケットが及び /またはCDチェンジャーと共にブラケットが
取り付けられている場合 :取り付けられている場合 :取り付けられている場合 :取り付けられている場合 : 光ファイバーケーブル
の接続部をキットのコネクターのポジション 1 に
取り付ける。 

112 トーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユ
ニットがついている車で、REC のそばにアンプニットがついている車で、REC のそばにアンプニットがついている車で、REC のそばにアンプニットがついている車で、REC のそばにアンプ
及び /またはCDチェンジャーと共にブラケットが及び /またはCDチェンジャーと共にブラケットが及び /またはCDチェンジャーと共にブラケットが及び /またはCDチェンジャーと共にブラケットが
取り付けられている場合 :取り付けられている場合 :取り付けられている場合 :取り付けられている場合 : キットの光ファイバー
ケーブル（ブラケット内のユニット間）の接続部
から保護カバーを取り外し、光ファイバーケーブ
ルの接続部をキットのコネクターのポジション 2
に取り付ける。

113 トーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユ
ニットがついている車で、REC のそばにアンプニットがついている車で、REC のそばにアンプニットがついている車で、REC のそばにアンプニットがついている車で、REC のそばにアンプ
及び /またはCDチェンジャーと共にブラケットが及び /またはCDチェンジャーと共にブラケットが及び /またはCDチェンジャーと共にブラケットが及び /またはCDチェンジャーと共にブラケットが
取り付けられている場合 :取り付けられている場合 :取り付けられている場合 :取り付けられている場合 : 小型コネクターを DVD
プレーヤーのコネクターに取り付ける。
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114 トーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユ
ニットがついている車で、REC のそばにアンプニットがついている車で、REC のそばにアンプニットがついている車で、REC のそばにアンプニットがついている車で、REC のそばにアンプ
及び /またはCDチェンジャーと共にブラケットが及び /またはCDチェンジャーと共にブラケットが及び /またはCDチェンジャーと共にブラケットが及び /またはCDチェンジャーと共にブラケットが
取り付けられている場合 :取り付けられている場合 :取り付けられている場合 :取り付けられている場合 : 光ファイバーケーブル

（ブラケット内のユニット間）のもう一方の接続部
から保護カバーを取り外す。光ファイバーケーブ
ルの接続部をアンプ及びCDチェンジャー用の小型
コネクターのポジション 1 に取り付ける。ロック
を取り付ける。

115 トーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユ
ニットがついている車で、REC のそばにアンプニットがついている車で、REC のそばにアンプニットがついている車で、REC のそばにアンプニットがついている車で、REC のそばにアンプ
及び /またはCDチェンジャーと共にブラケットが及び /またはCDチェンジャーと共にブラケットが及び /またはCDチェンジャーと共にブラケットが及び /またはCDチェンジャーと共にブラケットが
取り付けられている場合 :取り付けられている場合 :取り付けられている場合 :取り付けられている場合 : 小型コネクターをアン
プ及びCDチェンジャー用のコネクターに取り付
ける。

116 トーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユ
ニットがついている車で、REC のそばにアンプニットがついている車で、REC のそばにアンプニットがついている車で、REC のそばにアンプニットがついている車で、REC のそばにアンプ
及び /またはCDチェンジャーと共にブラケットが及び /またはCDチェンジャーと共にブラケットが及び /またはCDチェンジャーと共にブラケットが及び /またはCDチェンジャーと共にブラケットが
取り付けられている場合 :取り付けられている場合 :取り付けられている場合 :取り付けられている場合 : アンプ及び CD チェン
ジャー用のコネクターを接続する。 

ステップ 117 に進む。
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117 DVDプレーヤーをブラケットに取り付ける。カチッ
という音が聞こえるはずである。その後DVDプレー
ヤーを接続し、ブラケットを取り付ける。

118 ブラケットを取り付ける。ブラケットの上側の
ナットを締める。

119 キットのワイヤーハーネスを車のワイヤーハーネ
スに固定する。

120 テレマティークユニット用のブラケットをトー
ションボックス内の正しい位置に置き、取り付
ける。

重要事項
信号に歪みが出ないように、光ファイバーケーブル
は注意深く取り扱うこと。

� コネクター内の2本のケーブルを取り違えないよ
うに注意すること。

� ケーブルを半径25 mm以下の円を描くように曲げ
てはならない。

� ケーブルの両端に泥や汚れがつかないようにす
ること。

� ファイバーケーブルが尖ったものに接触しない
ようにすること。信号が弱まる恐れがある。
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重要事項
信号に歪みが出ないように、光ファイバーケーブル
は注意深く取り扱うこと。

� コネクター内の2本のケーブルを取り違えないよ
うに注意すること。

� ケーブルを半径25 mm以下の円を描くように曲げ
てはならない。

� ケーブルの両端に泥や汚れがつかないようにす
ること。

� ファイバーケーブルが尖ったものに接触しない
ようにすること。信号が弱まる恐れがある。
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121 トランクルームの右側のサイドトリムが取り外さトランクルームの右側のサイドトリムが取り外さトランクルームの右側のサイドトリムが取り外さトランクルームの右側のサイドトリムが取り外さ
れている場合：れている場合：れている場合：れている場合：右側のサイドトリムを正しい位置
に置き、ストラップをフックにかけて留める。
クリップを取り付ける。

122 左側サイドトリムを取り付け、トランクルームラ
イトを接続し、ストラップをフックにかけて留め
る。クリップを取り付ける。

123 サイドスカッフプレートが取り外されている場合
には、取り付ける。

124 トランクルームトリムのフロント部分、サイドス
カッフプレートを取り付ける。トランクルーム
の床にカーペットを取り付ける。
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125 トランクリッドトリムが取り外されている US車 :トランクリッドトリムが取り外されている US車 :トランクリッドトリムが取り外されている US車 :トランクリッドトリムが取り外されている US車 :
非常時開放用のメカニズムを取り付ける。

126 トトトトランクリッドトリムが取り外されている場合ランクリッドトリムが取り外されている場合ランクリッドトリムが取り外されている場合ランクリッドトリムが取り外されている場合 ::::
トリムをトランクリッドの内側に取り付け、2 段
リベットを取り付け、閉鎖ハンドルを取り付ける。

トランクリッドトリムが取り外されている US車 :トランクリッドトリムが取り外されている US車 :トランクリッドトリムが取り外されている US車 :トランクリッドトリムが取り外されている US車 :
非常用ハンドルを取り付ける。

127 トランクリッドが取り外されている場合 :トランクリッドが取り外されている場合 :トランクリッドが取り外されている場合 :トランクリッドが取り外されている場合 :    トラン
クリッドを閉じる。

128 トーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユトーションボックスの中央にテレマティークユ
ニットが無い車 :ニットが無い車 :ニットが無い車 :ニットが無い車 :    Aピラートリムを取り付ける。

129 トーションボックスの中央にテレマティークトーションボックスの中央にテレマティークトーションボックスの中央にテレマティークトーションボックスの中央にテレマティーク
ユニットが無い車 : ユニットが無い車 : ユニットが無い車 : ユニットが無い車 : スカッフプレートを取り
付ける。
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130 グリルを通してフックを操作し、フックを注意深
く曲げることで、インストルメントパネル中央の
空気吹き出し口を取り外す。

131 インフォティメントシステムの操作パネル用の固
定ボルトを取り外す。

132 操作パネルを取り外し、コネクターを外す。

注記
間違って別のフックを曲げないように注意する。空
気噴出し口を結合しているフックもグリルの陰に
見えている。

警告 
赤色可視光線は、レーザークラス 1 である。至近距
離で光ファイバーまたは制御モジュールコネクター
を覗き込んではならない。目と光源の間の距離が
20 mm 未満であると、光線によって目を損傷する場
合がある。
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133 コネクターをキットの操作パネルに接続する。

134 操作パネルを取り付ける。

135 空気吹き出し口を正しい位置に置き、取り付ける。

136 トランクリッドにアンテナが取り付けられていなトランクリッドにアンテナが取り付けられていなトランクリッドにアンテナが取り付けられていなトランクリッドにアンテナが取り付けられていな
い車 :い車 :い車 :い車 :    運転席側の Aピラートリムにマイクロフォ
ンを取り付ける。別個の取り付け説明書を参照す
ること。

F930A295

134 134

133

135



40 12 832 516

Saab 9-3 CV M04-

137 左側のリアサイドトリム及びリアシートが取り外左側のリアサイドトリム及びリアシートが取り外左側のリアサイドトリム及びリアシートが取り外左側のリアサイドトリム及びリアシートが取り外
されている車 :されている車 :されている車 :されている車 :    バッテリーのマイナスケーブルを
接続する。

138 左側のリアサイドトリム及びリアシートが取り外左側のリアサイドトリム及びリアシートが取り外左側のリアサイドトリム及びリアシートが取り外左側のリアサイドトリム及びリアシートが取り外
されている車 : されている車 : されている車 : されている車 : ソフトトップはいっぱいまで下げ
るが、ソフトトップカバーは開いたままにする。

139 左側のリアサイドトリム及びリアシートが取り外左側のリアサイドトリム及びリアシートが取り外左側のリアサイドトリム及びリアシートが取り外左側のリアサイドトリム及びリアシートが取り外
されている車 :されている車 :されている車 :されている車 :    防湿保護材が破損していないこと
を点検し、必要であれば交換する。サイドトリム
に制御モジュールを取り付ける。

140 左側のリアサイドトリム及びリアシートが取り外左側のリアサイドトリム及びリアシートが取り外左側のリアサイドトリム及びリアシートが取り外左側のリアサイドトリム及びリアシートが取り外
されている車 : されている車 : されている車 : されている車 : スピーカーのコネクターを接続
し、サイドトリムを正しい位置に置いて、押さえ
つける。ゴム製のプロテクターが正しい位置には
まっているか点検する。

141 左側のリアサイドトリム及びリアシートが取り外左側のリアサイドトリム及びリアシートが取り外左側のリアサイドトリム及びリアシートが取り外左側のリアサイドトリム及びリアシートが取り外
されている車 :されている車 :されている車 :されている車 :    サイドトリムを固定するネジを取
り付け、ドア開口部シールの内側のリップがサイ
ドトリムの前端にかかるように曲げる。ソフト
トップカバーシール上のブラケットを持ち上げ、
サイドトリムに重なるようにする。

142 左側のリアサイドトリム及びリアシートが取り外左側のリアサイドトリム及びリアシートが取り外左側のリアサイドトリム及びリアシートが取り外左側のリアサイドトリム及びリアシートが取り外
されている車 :されている車 :されている車 :されている車 :    スピーカーグリル及び低音スピー
カーまたはカバーを取り付ける。
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143 左側のリアサイドトリム及びリアシートが取り外左側のリアサイドトリム及びリアシートが取り外左側のリアサイドトリム及びリアシートが取り外左側のリアサイドトリム及びリアシートが取り外
されている車 :されている車 :されている車 :されている車 :    リアシートベルトをベルトガイド
に通し、ガイドをバックレストクッションに押し
つけて取り付ける。

144 左側のリアサイドトリム及びリアシートが取り外左側のリアサイドトリム及びリアシートが取り外左側のリアサイドトリム及びリアシートが取り外左側のリアサイドトリム及びリアシートが取り外
されている車 : されている車 : されている車 : されている車 : バックレストクッションを上から
正しい位置に置き、しっかりと押さえつける。

145 左側のリアサイドトリム及びリアシートが取り外左側のリアサイドトリム及びリアシートが取り外左側のリアサイドトリム及びリアシートが取り外左側のリアサイドトリム及びリアシートが取り外
されている車 : されている車 : されている車 : されている車 : バックレストクッションの上部を
固定するための 2 本のネジを取り付ける。

146 左側のリアサイドトリム及びリアシートが取り外左側のリアサイドトリム及びリアシートが取り外左側のリアサイドトリム及びリアシートが取り外左側のリアサイドトリム及びリアシートが取り外
されている車 : されている車 : されている車 : されている車 : シートベルトの下部を固定するた
めのネジを取り付ける。

147 左側のリアサイドトリム及びリアシートが取り外左側のリアサイドトリム及びリアシートが取り外左側のリアサイドトリム及びリアシートが取り外左側のリアサイドトリム及びリアシートが取り外
されている車 :されている車 :されている車 :されている車 :    リアヘッドレストをスリーブに取
り付ける。

148 左側のリアサイドトリム及びリアシートが取り外左側のリアサイドトリム及びリアシートが取り外左側のリアサイドトリム及びリアシートが取り外左側のリアサイドトリム及びリアシートが取り外
されている車 : されている車 : されている車 : されている車 : シート座面を正しい位置に置き、
シート座面の前端にネジを取り付ける。

149 左側のリアサイドトリム及びリアシートが取り外左側のリアサイドトリム及びリアシートが取り外左側のリアサイドトリム及びリアシートが取り外左側のリアサイドトリム及びリアシートが取り外
されている車 : されている車 : されている車 : されている車 : ソフトトップを完全に上げる。

ステップ 151 に進む。

150 接続されていない場合には、バッテリーのマイナ
スケーブルを接続する。

151 日付と時刻を調整する。

152 キーをイグニッションスイッチに差し込むこと
で、リモコンのコードを同期化する。

153 サイドウインドーを2回上下させることで、パワー
ウインドーの挟み込み防止機能を作動させる。作
動が完了すると音による合図が出る。

154 左側フロントシートがパワーシートになっている左側フロントシートがパワーシートになっている左側フロントシートがパワーシートになっている左側フロントシートがパワーシートになっている
車：車：車：車： シート位置が変更された場合は、元に戻す。

155 診断ツールを接続し、車のモデルと年式を選択し、
「All（全て）」を選択し、「Add/Remove（追加と削
除）」を選択して、アクセサリを選択し、「Add（追
加）」を選択する。

156 地図ディスクをDVDプレーヤーに入れる。ナビゲー
ションシステムが通信衛星と交信するまで車をテ
スト走行する。地図がディスプレイ上に表示され
るはずである。
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重要事項
全てのキーにこの手順を繰り返す。さもないとこれ
らのリモコンは機能しない。

注記
場合によっては、診断ツールが TIS セーフティコー
ドを必要とすることがある。この場合の手順は、診
断ツールのディスプレイに表示される。


