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科目コード

系 自動車系 シラバス（概要）　　

科 自動車整備等 エネルギー制約の高まりや地球温暖化対策の観点から、エネルギー効率やＣＯ2排出量に優れた
性能をもつ、プラグイン・ハイブリッド車（ＰＨＶ）、電気自動車（ＥＶ）、超小型電気自動
車（スマートＥＶ）、燃料電池車（ＦＣＶ）などの次世代自動車の普及に向けた先進的な取り
組みが、経済産業省を中心に地方自治体（都道府県から市町村町レベル）に広がってきている
。さらに沖縄（宮古島市）では、地域新エネルギー・省エネルギービジョンにより、ＥＶ小型
モビリティの普及が進められるなど、整備士はこれまで以上に多様な知識や技術が求められる
。次世代自動車には、エネルギー源として電気や水素などが使用され、動力源としてモーター
を使用し、それらを最先端の通信技術で結んでいる。これらの技術の正しい知識を持つことは
、適切な取り扱いや、安全な整備作業を行う上で欠かすことが出来ない。また次世代電力ネッ
トワーク社会に対応した供給電源（Ｖ2Ｈ）の構造や取り扱いの知識、急速充電器設備を含む充
電インフラや高度道路交通システム（ＩＴＳ）の推進による交通流対策及び交通事故削減のた
めの自動運転技術、水素社会における「究極のクリーン自動車」の技術などが今後重要になる
。本講座は整備士が次世代自動車の構造や最新の技術について新たに学び直すための教育プロ
グラムとして、その構造や技術を理解するとともに、次世代自動車及びその周辺の最新の技術
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期

教科名 自動車工学
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次世代自動車　エキスパー

ト概論（応用編）

単位

履修時間 12

回数 12 目標とスキル

必修・選択  次世代自動車          小型    最新 構造 技術 取 扱  説明     
 次世代自動車 周辺技術          内容 特徴 今後 進化 説明     
 次世代自動車 規格 法令 基  安全作業 危険回避    説明    省庁分類

授業形態 講義・実習 評価方法

作成者 プロジェクト実施委員会 筆記試験100点満点　合格点60点以上

教科書 オリジナルテキスト

コマシラバス

90分/コマ コマのテーマ 項目 内容 教材・教具

1　　
（1コマ）

プリウスＰＨＶの
構造・整備技術
（座学編）

1.シラバスとの関係
プラグインハイブリッド車の特徴・作動・制御の技術を学びハイブリ
ッド車との違いを理解させる。

オリジナル
・テキスト

2.コマ主題 プラグインハイブリッド車の構造理解

3.コマ主題細目

①プラグインハイブリッド車特有の構造（充電方法・充電時の注意）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
②ＰＨＶシステム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
③高電圧遮断方法（手順）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
④緊急時の対応・注意事項（ハイブリッドシステム停止）

プリウスＰ
ＨＶ（レン
タル車）

4.コマ主題細目深度

①プラグインハイブリッド車の充電方法と充電時の注意、給電方法と
給電時の注意事項を理解する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
②各主要構成部品のレイアウト、普通充電での制御部品と役割、急速
充電での制御部品と役割を理解する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
③高電圧部位の作業を行う上で安全確保のため、高電圧遮断方法と安
全確認方法を理解する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
④ハイブリッドシステムの始動不能や事故等でバッテリの電解液流出
等の緊急時の対応方法と注意事項を理解する。

故障診断機

5.次コマとの関係
次世代自動車のＰＨＶ（トヨタ製）の構造を理解した上で、４ＷＤＰ
ＨＥＶ（三菱製）について、その構造・特徴を理解する。

2　　　　

（1コマ）

プリウスＰＨＥＶ
の構造・整備技術
（実習編）

1.シラバスとの関係

プラグインハイブリッド車の特徴・作動・制御の技術を学び、ハイブ
リッド車との違いを理解してから、整備時の安全作業の習得と、故障
診断技術を習得し、その手順を理解する。

オリジナル
・テキスト

2.コマ主題 プラグインハイブリッド車の整備技術（安全作業）

3.コマ主題細目

①プラグインハイブリッド車の各部品システムのレイアウト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
②ＰＨＶ特有の構造　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
③点検整備上の注意事項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
④緊急時の対応方法と注意事項

4.コマ主題細目深度

①プラグインハイブリッド車の各部品システムのレイアウトを実車で
確認し、名称・役割についても理解する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
②ＰＨＶ特有の構造について、実車で確認し、整備作業上必要となる
知識を習得する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
③高電圧系部品の配線を理解し、実車にて主要部品の配線の確認や、
充電装置の扱いや注意事項について理解する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
④緊急時の対応方法と注意事項、特に安全作業について実車にてその
手順を理解し危険防止作業を習得させる。

5.次コマとの関係
次世代自動車のＰＨＶ（トヨタ製）の構造を理解した上で、４ＷＤＰ
ＨＥＶ（三菱製）について、その構造・特徴を理解する。



コマシラバス

90分/コマ コマのテーマ 項目 内容 教材・教具

3　　　　

（1コマ）

三菱アウトランダ
ーＰＨＥＶの構造
・整備技術（座学
編）

1.シラバスとの関係
プラグインハイブリッドＥＶの特徴・作動・制御を学びハイブリッド
車やトヨタプリウスＰＨＶとの違いを理解する。

オリジナル
・テキスト

2.コマ主題 プラアグインハイブリッドＥＶの構造理解

3.コマ主題細目

①プラグインハイブリッドＥＶの概要・特徴（三菱アウトランダーＰ
ＨＥＶ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
②ＰＨＥＶシステム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
③エアコン・ヒーター　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
④エンジンの点検整備、燃料に関する注意事項

三菱アウト
ランダーＰ
ＨＥＶ（レ
ンタル車）

4.コマ主題細目深度

①プラグインハイブリッドＥＶの構造・特徴・主要構成部品レイアウ
ト、各装置の機能役割を理解する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
②ＰＨＥＶシステム（走行モード・システム制御、前後モーター、バ
ッテリー）の構造・機能を理解する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
③エアコン（電動Ａ/Ｃコンプレッサー・ヒーターシステムの構造・
作動を理解する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
④エンジンの点検整備（ＣＯ、ＨＣ濃度の測定、アイドル継続モード
、燃料補給に関する注意事項）を理解する。

5.次コマとの関係
プラグインハイブリッドＥＶの構造・機能・システムを理解して、実
車での整備実習へと繋げる。

4　　
（1コマ）

三菱アウトランダ
ーＰＨＥＶの構造
・整備技術（実習
編）

1.シラバスとの関係
プラグインハイブリッドＥＶの整備時の安全作業の習得と、故障診断
技術を習得し、その手順を理解する。

オリジナル
・テキスト

2.コマ主題 プラグインハイブリッドＥＶの整備技術（安全作業）

3.コマ主題細目

①プラグインハイブリッドＥＶの各部品システムのレイアウト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
②ＰＨＥＶ特有の構造　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
③故障診断の通信技術　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
④点検整備上の注意事項

三菱アウト
ランダーＰ
ＨＥＶ（レ
ンタル車）

4.コマ主題細目深度

①プラグインハイブリッドＥＶの各部品システムのレイアウトを実車
で確認し、名称・役割についても理解する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
②ＰＨＥＶ特有の構造について、実車で確認し、整備作業上必要とな
る知識を習得する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
③故障診断でのコンピュータ通信技術を理解し、実車にて実際にコン
ピュータと通信し、故障診断コードの表示と内容について理解する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
④点検整備上の注意事項、特に安全作業について実車にてその手順を
理解し危険防止作業を習得させる。

故障診断機

5.次コマとの関係
次世代自動車のＰＨＥＶの構造を理解した上で、今後普及が期待され
る燃料電池車について、その構造・機能・整備技術を理解させる。

5　　　　

（1コマ）

Ｖ2Ｈ（ＥＶパワ
ーステーション
ト）の取り扱い

1.シラバスとの関係
Ｖ2Ｈ（ＥＶパワーステーション）の特徴・作動・制御の技術を学び
次世代自動車との連携機能・取り扱い方法を理解させる。

Ｖ2Ｈ（ＥＶ
パワーステ
ーション）

2.コマ主題 Ｖ2Ｈ（ＥＶパワーステーション）の構造・特徴理解。

3.コマ主題細目

①Ｖ2Ｈ（ＥＶパワーステーション）のシステムの概要・特徴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
②Ｖ2Ｈ（ＥＶパワーステーション）の給電の仕組み　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
③Ｖ2Ｈ（ＥＶパワーステーション）の特徴（メリット）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
④Ｖ2Ｈ（ＥＶパワーステーション）の取り扱い

4.コマ主題細目深度

①Ｖ2Ｈ（ＥＶパワーステーション）のシステムの知識を習得し、次 
世代電力ネットワークでの役割を理解する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
②Ｖ2Ｈ（ＥＶパワーステーション）を使用して、電気自動車から家
屋、家屋から電気自動車への給電及び充電の仕組みを理解する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
③Ｖ2Ｈ（ＥＶパワーステーション）の特徴（メリット）として、節
電貢献、停電時の非常用電源、電気自動車への短時間充電などがあり
、次世代自動車との連携機能を理解する。　　　　　　　　　　　                        
④Ｖ2Ｈ（ＥＶパワーステーション）の取り扱いを習得し、次世代自
動車の整備技術と併用できるようにし、作業の効率化を図る。

5.終了 履修判定試験及びアンケート記入（50分）



コマシラバス

90分/コマ コマのテーマ 項目 内容 教材・教具

6～7　　　　

（2コマ）

小型ＥＶ・モビリ
ティの構造と仕組
み

1.シラバスとの関係
小型モビリティを理解して、ほぼ全ての次世代自動車の構造を理解で
きたので、その周辺技術の理解に繋げる。

オリジナル
・テキスト

2.コマ主題 小型モビリティの構造理解と整備技術

3.コマ主題細目

①小型モビリティの規格について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
②小型モビリティ特徴について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
③小型ボビリティの異常時の制御とダイアグノーシスについて　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
④小型ボビリティのＣＡＮ通信の概要

小型モビリ
ティレンタ
ル車

4.コマ主題細目深度

①小型モビリティの動力（モータ出力）や充電装置などの規格につい
て理解する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
②小型モビリティの駆動電圧やＥＣＵ（コンピュータ）の制御の仕組
みを理解する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
③小型モビリティの異常時の制御の特徴や表示、また自己診断機能
（ダイアグノーシス）について理解する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
④小型モビリティの通信技術（ＣＡＮ通信）及び不具合対策について
理解する。

日産ニュー
モビリティ
コンセプト　
実車

5.次コマとの関係
小型モビリティの構造・機能・システムを理解して、実車での整備実
習へと繋げる。

8～9　　　

（2コマ）

トヨタＭＩＲＡＩ
の構造・整備技術

1.シラバスとの関係

トヨタ ＭＩＲＡＩ の構造やＦＣシステムの制御を学び、燃料電池車
の作動原理と安全に関する特別な構造を理解してから、実車の燃料電
池車による髙電圧部位作業の注意点を実習により学習し燃料電池車特
有の安全作業について学ばせる。

トヨタ ＭＩ
ＲＡＩ 実車

2.コマ主題 ＦＣＶの概要・構造・特徴・安全規格と整備上の注意事項

3.コマ主題細目

①ＦＣＶの構造（レイアウト）・特徴（トヨタＦＣシステム）・主要
部品レイアウト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
②高電圧部位の安全作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
③水素充填機構（ハイドロジェンフューエルコントロールコンピュー
タ）・水素漏れ検知機構（水素ディテクタ）・水素供給遮断機構（水
素タンクバルブ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
④定期交換部品（ＦＣスタッククーラント）と定期点検部品（水素タ
ンク）
⑤燃料電池実験車による実験（走行実験）

オリジナル
・テキスト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
故障診断機

4.コマ主題細目深度

①ＦＣＶの構造（レイアウト）・特徴（トヨタＦＣシステム）・主要
部品レイアウトを燃料電池実験実車及び実車にて理解させる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
②高電圧部位の安全作業の留意点や注意事項を実車にて習得させる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
③水素充填機構（ハイドロジェンフューエルコントロールコンピュー
タ）・水素漏れ検知機構（水素ディテクタ）・水素供給遮断機構（水
素タンクバルブ）の整備上の特徴を実車にて診断機を使用して理解さ
せる。
④定期交換部品（ＦＣスタッククーラント）と定期点検部品（水素タ
ンク）について実車にて確認し取り扱い方について理解する。
⑤燃料電池実験車両にてシステムの状態確認及び走行実験　

燃料電池実
験車

5.次コマとの関係
燃料電池車（ＦＣＶ）の構造・機能・システムを理解してから、小型
ＥＶとの違いと実車での整備実習へと繋げる。

10～11　
（2コマ）

社会におけるＩＴ
Ｓの役割と今後の
動向について

未来の暮らしとＩ
ＴＳ（自動運転）
技術

1.シラバスとの関係
ＩＴＳを使用した技術が今後の交通渋滞や交通事故削減及び環境対策
にどのように関わっていくのか理解する。

オリジナル
・テキスト

2.コマ主題 ＩＴＳの基本理念（９分野と３つの柱）

3.コマ主題細目

①高度道路交通システムの開発の歴史と役割
②ＩＴＳの開発・展開計画９分野
③基本概念の３つの柱
④安全運転支援（自動運転技術）
⑤ＩＴＳを活用した「自動運転」技術について

4.コマ主題細目深度

①ＩＴＳの開発の歴史を通して、人と道路と自動車との情報の受発信
により、道路交通が抱える事故や渋滞、環境対策など様々な課題を確
認させる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
②ＩＴＳの開発・展開計画として、9つの開発分野ごとに開発・展開
の必要性を整理し、その各々の内容について理解する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
③ＩＴＳの基本概念「安心・安全」「環境・効率」「快適・利便」に
ついて理解する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
④最新の自動運転技術について学び、今後の発展の必要性について理
解する。
⑤「交通安全」対策による自動運転の未来について理解する。

5.次コマとの関係
ＩＴＳの基本理念（９分野と３つの柱）を学んだ後は、次世代自動車
に採用された最新の自動運転技術の仕組みと整備技術を理解する。



コマシラバス

90分/コマ コマのテーマ 項目 内容 教材・教具

12　
（1コマ）

※『自動運転』実
証実験の現状につ
いて(特別講義）

1.シラバスとの関係
実用化される自動運転技術の現状と仕組みを理解することににより、
次世代自動車に与える進化について理解する。

オリジナル
・テキスト

2.コマ主題 自動運転実用化に向けた二つの流れについて

3.コマ主題細目

①実用化される自動運転とは何か？
②実用化される自動運転技術の種類とその仕組みは？
③実用化される自動運転技術の特徴について
④今後の自動運転の進化について

4.コマ主題細目深度

①次世代自動車に見る自動運転の定義を理解し交通安全の為の対策に
ついて考察させる。
②③実用化される自動運転の定義と現時点での進歩状況を理解し、自
動運転技術の仕組みと特徴を理解する。
④自動運転技術について、その仕組みや特徴ゆえの難しさについて理
解する。

5.次コマとの関係
現状の自動運転技術の構造・機能・システムを理解して、実用化され
た自動運転実車での整備実習へと繋げる。

13　　
（1コマ）

「自動運転の仕組
み（レベル2）と
整備技術」（座学
編）

1.シラバスとの関係
実用化される自動運転（レベル2）の仕組みと整備技術を習得するこ
とににより、次世代自動車に与える進化について理解する。

オリジナル
・テキスト

2.コマ主題 自動運転の仕組みと整備技術

3.コマ主題細目

①実用化された自動運転とは何か？
②実用化された自動運転技術とその仕組みは？
③実用化された自動運転技術（レベル2）の特徴について
④日産自動車（プロ・パイロット）に係る自動運転技術について
⑤日産自動車（プロ・パイロット）に係る整備技術について
⑥今後の自動運転の進化について

日産セレナ
（レンタル
車）

4.コマ主題細目深度

①次世代自動車に見る予防安全技術及び予防安全の為の対策について
理解させる。
②③実用化された自動運転の定義と現時点での対応状況を理解し、自
動運転技術の仕組みと特徴を理解する。
④日産自動車（プロ・パイロット）に係る自動運転技術について、そ
の仕組みや特徴、制御装置について理解する。
⑤日産自動車（プロ・パイロット）に係る自動運転技術について、故
障診断でのコンピュータ通信技術を理解し、実車にて実際にコンピュ
ータと通信し、故障診断コードの表示と内容について理解する。また
各種センサーについて故障時の調整技術を習得する。

故障診断機

5.次コマとの関係
自動運転技術（レベル2）の構造・機能・システムを理解して、実車
での整備実習へと繋げる。

14　　
（1コマ）

「自動運転の仕組
み（レベル2）と
整備技術」（実習
編）　
参考（トヨタプリ
ウスの安全運転支
援技術）

1.シラバスとの関係
実用化される自動運転（レベル2）の仕組みと整備技術を習得するこ
とににより、次世代自動車に与える進化について理解する。

オリジナル
・テキスト

2.コマ主題 自動運転の仕組みと整備技術

3.コマ主題細目

①実用化された自動運転とは何か？
②実用化された自動運転技術とその仕組みは？
③実用化された自動運転技術（レベル2）の特徴について
④日産自動車（プロ・パイロット）に係る自動運転技術について
⑤日産自動車（プロ・パイロット）に係る整備技術について
⑥今後の自動運転の進化について

日産セレナ
（レンタル
車）

4.コマ主題細目深度

①次世代自動車に見る予防安全技術及び予防安全の為の対策について
理解させる。
②③実用化された自動運転の定義と現時点での対応状況を理解し、自
動運転技術の仕組みと特徴を理解する。
④日産自動車（プロ・パイロット）に係る自動運転技術について、そ
の仕組みや特徴、制御装置について理解する。
⑤日産自動車（プロ・パイロット）に係る自動運転技術について、故
障診断でのコンピュータ通信技術を理解し、実車にて実際にコンピュ
ータと通信し、故障診断コードの表示と内容について理解する。また
各種センサーについて故障時の調整技術を習得する。

故障診断機

5.次コマとの関係




