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本教育プログラムの活用にあたって

　本教育プログラムは、自動車整備士が次世代自動車に関して学び直す際に、整備技術のレベルや地域
のニーズに応じて活用できるように作成したものであり、「基礎編」及び「応用編」の２分冊で構成している。
活用にあたっては、次の点に留意する。   

１ 基礎編 
　（1）内容と講義時間   
　　 ①次世代自動車と自動車社会を取り巻く新技術（講義 ： 90分）   
　　 ②ＥＶ車のモーター技術（講義 ： 90分）   
　　 ③ＥＶ車の充電技術（講義･実習 ： 90分） 
　　 ④次世代自動車の整備時の安全作業（講義･実習 ： 90分） 
　　 　※日産ＥＶ・ｅ-ＰＯＷＥＲの構造・整備技術（講義・実習 ： 90分）  
　（2） 受講対象者  
 　  ・ 自動車整備士の経験５年未満の経験の浅い整備士で、電気自動車に関する知識があまりない整備
　　　士を対象とする。  
 　　・ また、経験はあるが、電気関係の基礎知識の学び直しを希望する整備士を対象とする。
　（3）研修方法  
　　 ・ 内容「①～④」は順序性があるため、順に学習を進めて・ ただし、内容④の「整備時の安全作業」は、
　　　低圧電気取扱特別教育とほぼ同じ内容であるので、低圧電気取扱特別教育をすでに受講している
　　　整備士は、「①～③」までの内容とする。   

２ 応用編  
　（1） 内容と講義時間  
 　　①トヨタプリウスＰＨＶの構造・整備技術（講義･実習 ： 90分） 
 　　②三菱アウトランダーＰＨＥＶの構造・整備技術（講義･実習 ： 90分） 
 　　③Ｖ２Ｈ（ＥＶパワーステーション）の取扱い（講義･実習 ： 90分）  
 　　④小型モビリティの構造と整備技術（講義･実習 ： 90分） 
　　 ⑤トヨタＭＩＲＡＩの構造・整備技術（講義･実習 ： 90分）  
　　 ⑥社会におけるＩＴＳの役割と今後の動向について及び未来の暮らしとＩＴＳ・完全自動運転の実用化
　　　　（講義 ： 90分）  
　　　※「自動運転」実証実験の現状について（講義 ： 90分） 
　　⑦自動運転の仕組み（レベル2）と整備技術（講義･実習 ： 90分）
　　※トヨタセーフティセンスＰの先進安全装置について 
（2）受講対象者   
　　・ 基礎編の受講修了者、または低圧電気取扱特別教育を受講済の電気に関する基礎的な知識を有
　　  する整備士を対象とする。 
（3）研修方法   
　　・ 内容「①～⑦」まで、すべてを研修するのではなく、地域ニーズを踏まえ、必要な講座をピックアップして 
　　　実施する。   
      ・ また、各内容に順序性はないので、講師や会場等の状況踏まえ、適切に構成をしていく。 

※の講義については、参考として特別講義・実習を選択受講可とする。  
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プラグインハイブリッドの特徴・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。

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。

プラグインハイブリッドＥＶ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。

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。

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。

小型モビリティの構造・機能・システムを実車で理解し、小型の燃料電池車との違いを体
感させる。

群馬大学の自動運転技術を中心に、自動運転の二つの方向性について理解するととも
に、その概要を学ばせる。

・・・日産自動車のプロ・パイロットの概要・構造・仕組み・・・
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。
また、日産自動車の自動運転技術（プロ・パイロット）について、センサーの位置や取り替
え時の調整方法（エーミング技術）を習得する。

・・・センサーの位置・エーミング技術・・・
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。
また、日産自動車の自動運転技術（プロ・パイロット）について、センサーの位置や取り替
え時の調整方法（エーミング技術）を習得する。

トヨタ自動車の安全運転支援技術について、センサーの位置や取り替え時の調整方
法（エーミング技術）を習得する。

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。

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。
ＩＴＳ技術と自動運転技術の関わりについて理解する。

ー　次世代自動車 エキスパート概論 ( 応用編）　ー

１コマ「トヨタプリウスＰＨＶの構造・整備技術」（座学編）

２コマ「トヨタプリウスＰＨＶの構造・整備技術」（実習編）

３コマ「三菱アウトランダーＰＨＥＶの構造・整備技術」（座学編）

４コマ「三菱アウトランダーＰＨＥＶの構造・整備技術」（実習編）

５コマ「Ｖ2Ｈ（ＥＶパワーステーション）の取り扱い」

6～7コマ「小型ＥＶ・モビリティの構造と仕組み」

8～9コマ「トヨタＭＩＲＡＩの構造・整備技術」

10～11 コマ「社会におけるＩＴＳの役割と今後の動向について」

12コマ『自動運転』実証実験の現状について（特別講義）

13コマ「自動運転の仕組み（レベル 2）と整備技術」（座学編）

14コマ「自動運転の仕組み（レベル 2）と整備技術」（実習編）

参    考   トヨタセーフティセンスＰの先進安全装置について

履修判定試験

「未来の暮らしとＩＴＳ（自動運転）技術 」 P120
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2015/10/20 科目コード

系 自動車系

科 自動車整備等

年度 平成29年度

学年

期

教科名 自動車工学

科目名 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

選択 2

省庁分類

授業形態 講義・実習

作成者 プロジェクト実施委員会

教科書 オリジナルテキスト

90分/コマ コマのテーマ 項目 内容 教材・教具

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。

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）

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、４ＷＤ
ＰＨＥＶ（三菱製）について、その構造・特徴を理解する。

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。

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、４ＷＤ
ＰＨＥＶ（三菱製）について、その構造・特徴を理解する。

オリジナ
ル・テキス
ト

プリウスＰＨＥＶ
の構造・整備技術
（実習編）

シラバス（概要）　　

評価方法
筆記試験100点満点　合格点60点以上

コマシラバス

1
（1コマ）

①次世代自動車（ＰＨＥＶ・ＦＣＶ・小型ＥＶ）の最新の構造・技術・取り扱いの説明ができる。
②次世代自動車の周辺技術（ＩＴＳ、Ｖ2Ｈ）の内容や特徴、今後の進化を説明できる。
③次世代自動車の規格や法令に基づく安全作業や危険回避について説明できる。

2
（1コマ）

オリジナ
ル・テキス
ト

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
技術を理解することを目的とする。

プリウスＰＨＶの
構造・整備技術
（座学編）

プリウスＰ
ＨＶ（レン
タル車）



90分/コマ コマのテーマ 項目 内容 教材・教具

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。

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
ＰＨＥＶ）
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

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。

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。

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。

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。

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. 次コマとの関係 ＥＶ車の構造や機能及び周辺技術や取り扱いを理解した後、今後普
及する小型ＥＶについてその構造・機能・システムを理解する。

3
（1コマ）

三菱アウトラン
ダーＰＨＥＶの構
造・整備技術（座
学編）

4
（1コマ）

三菱アウトラン
ダーＰＨＥＶの構
造・整備技術（実
習編）

オリジナ
ル・テキス
ト

5
（1コマ）

Ｖ2Ｈ（ＥＶパワ
ーステーション）
の取り扱い

コマシラバス

オリジナ
ル・テキス
ト

Ｖ2Ｈ（ＥＶ
パワース
テーショ
ン）

オリジナ
ル・テキス
ト



90分/コマ コマのテーマ 項目 内容 教材・教具

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。

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・システムを理解することによってＥ
Ｖ車は完結し、次の燃料電池自動車へと繋げる。

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。

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、次
世代自動車の周辺技術である、通信の技術の理解へと繋げる。

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。

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。

6～7
（2コマ）

小型ＥＶ・モビリ
ティの構造と仕組
み

8～9
（2コマ）

トヨタＭＩＲＡＩ
の構造・整備技術

トヨタ ＭＩ
ＲＡＩ 実車

コマシラバス

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

オリジナ
ル・テキス
ト

オリジナ
ル・テキス
ト



90分/コマ コマのテーマ 項目 内容 教材・教具

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。

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。

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。

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。

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。

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 履修判定試験及びアンケート記入（50分）

1. シラバスとの関係

2. コマ主題

3. コマ主題細目 履修判定試験
4. コマ主題細目深度

5. 次コマとの関係

15
（50分）

履修判定試験
アンケート記入

12
（1コマ）

※『自動運転』実
証実験の現状につ
いて(特別講義）

オリジナ
ル・テキス
ト

コマシラバス

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（トヨタセー
フティセンスＰの
先進安全装置につ
いて）

オリジナ
ル・テキス
ト

13
（1コマ）

「自動運転の仕組
み（レベル2）と
整備技術」（座学
編）

オリジナ
ル・テキス
ト
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　   2コマ

「トヨタプリウスＰＨＶの構造・
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1,2 教科名：次世代自動車エキスパート（応用編）
授業シート
（目次）

科目名：次世代自動車　エキスパート概論（応用編）
第（  1,2 / 14 ）回  

トヨタプリウスPHV の構造及び整備技術 

●シラバス

●授業項目 ●キーポイント ●ページ数

1プラグインハイブリッド開発の狙い 環境性能の向上 Ｐ3～4

Ｐ5～8

Ｐ9～11

Ｐ12～19

Ｐ20～21

Ｐ22～23

Ｐ24～26

2充電について 充電と給電方法

3走行モードについて HVモード、EVモード

4プラグインチャージコントロールシステムについて 普通充電と急速充電の制御部品

5取扱い上の注意点 電源プラグの取扱い

6バッテリ上がり時の対応 ブースターケーブル、チャージケーブルASSYの取扱い

7緊急時対応 ハイブリッドシステムの停止及び対応方法

●授業コメント

次世代自動車を取り巻く環境は年々進化しています。今後各メーカーから最新の次世代自動車車が登場します。また次世代自動
車に関係する国際情勢も年々変化していきます。今からしっかりと新しい知識を身に付けて、時代に乗り遅れないようにしまし
ょう。

●資格関連度 二級自動車整備士

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（ＰＨ
Ｖ）、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、
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を理解することを
目的とする。
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（1/14コマ目）

  

・ は、 にプラグインチャージコント
ロールロールシステムを組み合わせることで従来のハイブリッド・シナジー・ドライブ

コンセプトを踏襲しつつ、外部電源から高容量リチウムイオン
バッテリに充電 プラグイン充電 を可能にしました。これにより多くの電気エネルギーを利
用可能とし、電気モーターのみによる走行（ 走行）の領域拡大および航続距離の延長
を実現させ、環境性能の飛躍的な向上を達成しました。

・プラグイン充電した電力を消費した後は、低燃費のハイブリッド車として走行可能であるた
め、 のように電池切れの心配もなく、ロングドライブが可能となります。また、低燃費・低
排出ガスをはじめとする環境性能と加速性能のみならず、スムースで静粛な新感覚の走
行性能を高次元で両立させています。

【 の基本的な考え方】
・ では、従来のハイブリッド車よりも バッテリの容量を拡大し、その拡大し
た容量に家庭用コンセントなどの外部電源から充電をします。このプラグイン充電分の電
力を利用することで、 走行性能を大幅に向上させるとともに、主に 走行を行うことで、
ガソリン（化石燃料）の消費抑制と、ガソリンの燃焼による の排出抑制を同時に実現し
ています。

・長距離や高速走行時には、エンジンと電気モーターを併用する従来のハイブリッド車と同
様の 走行が 可能なため、電気自動車に比べると移動範囲の制約がありません。

・ では、 バッテリの 値が高い場合 モードで走行し、 値が低下
すると自動で モードで走行します。

・ 走行可能な電池エネルギーが残っている場合でも、 モード切替スイッチ パター
ンセレクトスイッチ により モードから モードへ切り替える事で、スイッチ操作時
の電池エネルギーを保持することが可能です。 またデュアルモータ―ドライブシステムを
採用することで、 モード走行時の一層力強い走りを実現しました。

プラグイン充電後のEV走行性能 ：最高速度 １３５ｋｍ/ｈ 

１．プラグインハイブリッドシステム開発の狙い 

ハイブリッド車につぐ、次世代エコカーの柱。
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総電力量（KWｈ）

個数

総電圧（V)

電圧（V)

容量（Ah)

プリウスPHV ５２系 プリウスPHV ３５系
種類 リチウムイオン電池 リチウムイオン電池

最大トルク（N・ｍ）

）

163　/　40

定格出力（KW 37.0　/　15.8

最高出力（KW 53　/　23

プリウスPHV　５２系 プリウスPHV ３５系
モータ型式 １NM　/　１SM ３JM

EV走行換算距離(km）

電力消費率(km/kwh）

プリウスPHV５２系

２ZR- FXE

水冷直列4気筒DOHC

無鉛レギュラ 無鉛レギュラ

タイプ

エンジン型式

水冷直列4気筒DOHC

プリウスPHV　３５系

２ZR- FXE

充電電力使用時走行距離(km）

ハイブリッド燃料消費率(km/ℓ）

燃料タンク容量（L )

使用燃料

排気量（L）

最大トルク（N・ｍ／ｒ/min)

最高出力（ｋW／ｒ/ min）

圧縮比

（１）スペック 

（２）モータ 

（３）動力用主電池 

）

）

2．車両概要
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3．充電について  

◆普通充電 
100V充電の電流は、一般家庭の配線を利用できるため、専用回路工事がいりません。    屋外に
あらかじめアース付のコンセントが付いていれば交換も不要（抜止形コンセントの場合は、高耐
久コンセントへ交換が必要となります）。AC200V充電は配線工事が必要ですが、100Vより短時
間で充電が完了します。充電時間は AC200Vで約2時間20分（満充電）、 AC100Vで約14時間（満
充電）。 
 
◆急速充電（一部メーカーオプション） 
日本国内で広く普及している、 規格に準拠した急速充電に対応。普通充電より大きい
電力での充電が可能なため、    満充電の約 ％充電まで約 分で完了します。

（１）充電の種類 
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【外部充電】 

急速充電用 

【ソーラー充電】※オプション設定 

車両のルーフに搭載したソーラールーフ(ルーフウインドウガラスSUB-ASSY NO.1 LH)により太
陽光発電を行い、その電力をHVバッテリASSYおよび補機バッテリ系統へ供給できるソーラー充
電システムを採用しました。 

ソーラー充電システムは、駐車中はHVバッテリASSYを充電し、走行中は補機バッテリ系統へ電
力を供給することにより、HVバッテリASSYの消費を抑えることでEV走行距離や燃費の向上に貢
献します。
 
ソーラー充電システムは、ソーラエネルギーコントロールユニット、ソーラールーフ(ルーフウ
インドウガラスSUB-ASSY NO.1 LH)およびソーラバッテリにより構成され、ソーラールーフ(ル
ーフウインドウガラスSUB-ASSY NO.1 LH)で発電した電力はソーラエネルギーコントロールユニ
ットを介して各負荷へ供給されます。
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付属されるヴィークルパワーコネクターを普通充電インレットに挿し込めば、家庭用とまったく同じ
100Vの外部給電用コンセントに早変わり。合計1500Wまで対応するので、消費電力の大きな家電製
品も安心です。

・　電源プラグ本体を持って抜き挿しを行う 
・　電源プラグの抜き挿し時に電源プラグの刃に触れると感電のおそれがあります。また、充ケーブ
　　ル(EVチャージャケーブルASSY）を引っ張って電源プラグを抜いてしまうと、充電ケーブル(EV
　　チャージャケーブルASSY）や電源プラグにダメージを与え、火災・感電の原因となります。確
　　実に電源プラグ本体を持って抜き挿しを行って下さい。 
・　濡れた手で電源プラグの抜き挿しは行わない。 
・　濡れた手で電源プラグの抜き挿しを行うと、最悪の場合、感電の恐れがあります。電源プラグが
　　濡れている場合には乾いた布でよく拭き取った上でコンセントへの抜き挿しを行って下さい。手
　　元スイッチを設置することにより、雨中でもコンセントへの電力供給を遮断した状態で電源プラ
　　グの抜き挿しを行うことができます。 
・　電源プラグは端子部にほこりがないことを確認し、しっかりと奥まで差し込む。 
・　電源プラグに異物がついていたり、十分に奥まで挿さっていないと、接続部が過熱し、火災の原
　　因となる可能性があります。電源プラグ本体を持って、しっかりと奥まで差し込んで下さい。 
・　電源プラグに荷重が掛からないようにする。 
・　電源プラグに充電ケーブル(EVチャージャケーブルASSY）の荷重が掛かり、電源プラグの差し込
　　みが不完全な状態になると、過熱・発火の恐れがあります。また、電源プラグ/充電ケーブル(EV
　　チャージャケーブルASSY）にダメージを与える可能性があります。そのような場合には充電ケ
　　ーブル(EVチャージャケーブルASSY）をフック等にかけて電源プラグに荷重がかからないように
　　してください。 
・　コンセントが水没または雪に埋もれている場合には電源プラグを挿さないで下さい。また、電源
　　プラグが既に挿さっていて、抜く必要がある場合には感電防止のため、以下の手順を必ずお守り
　　下さい。
　　1.分岐（漏電）ブレーカーを遮断する 
　　2.電源プラグを抜く

【外部給電機能】 

（２）充電操作時の注意事項
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・充電コネクタ、車両インレット内に異物がある状態で使用しない
・異物がある状態で充電コネクタを車両インレットに挿入すると、充電コネクタ、車両インレットの破損の
　原因となります。異物がないことをご確認下さい。
・充電インレット(ACチャージャインレットケーブル)に水が溜まった状態で使用しない 
・上記の状態で充電を行うと、火災・感電の原因となる可能性があります。直ちに充電を中断し、販売店に
　ご連絡下さい。 
・充電インレット(ACチャージャインレットケーブル)に雪が積もっていたり、凍結した状態で使用しない 
・濡れた手で電源プラグの抜き挿しは行わないでください。充電コネクタを車両インレットに抜き挿しする
　場合には以下2項目を確認する。
　　1.充電インレット(ACチャージャインレットケーブル)に雪が積もっていないこと、凍結していないこと 
　　2.充電インレット(ACチャージャインレットケーブル)に水が溜まっていないこと

【充電コネクタを車両インレットに抜き挿しする場合の注意事項 】

・充電コネクタを挿入する前にロック状態でないことを確認してください。 
・充電コネクタを充電インレット(ACチャージャインレットケーブル)に奥まで完全に挿入してからロックし
　てください。 
・ロック後、充電コネクタに無理な負荷をかけないでください。 
・破損等により先端形状の変形した充電コネクタ、および異なるタイプの充電コネクタは、充電インレット
　(ACチャージャインレットケーブル)に挿入できない、または挿入後にロックできない可能性があります。 
・補機バッテリ上がり」等で充電コネクタをアンロックできないときは、緊急解除レバーを操作してアンロ
　ックしてください。 
・スマート携帯機の電池切れで充電コネクタをアンロックできないときは、メカニカルキーでドアをアンロ
　ックしてから充電コネクタロックスイッチを操作してください。 
・充電ケーブル(EVチャージャケーブルASSY）・電源プラグ・充電コネクタおよびコントロールユニットの
　分解、修理改造をしないでください。 
・充電ケーブル(EVチャージャケーブルASSY）・電源プラグ・充電コネクタおよびコントロールユニットに
　強い衝撃を与えたり落としたりしないでください。 
・充電ケーブル(EVチャージャケーブルASSY）を無理に折り曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、引きず
　るなどの負担をかけないでください。 
・充電ケーブル(EVチャージャケーブルASSY）を鋭利なもので傷つけたりしないでください。 
・電源プラグの端子を折り曲げたり異物を付けたりしないでください。 
・充電コネクタ・電源プラグを水に浸けないでください。 
・電源プラグコードの交換作業は、ぬれた手で行わないでください。また、雨や水のかかる場所では行わな
　いでください。 
・電源プラグ・充電コネクタを接続した状態で、電源プラグの交換作業を行わないでください。 
・電源プラグの交換時には、”カチッ”という音がするまで電源プラグのナット部をしっかり回してください。 
・充電ケーブル(EVチャージャケーブルASSY）を熱器具等の高温物に近づけないでください。 
・コントロールユニットに充電ケーブル(EVチャージャケーブルASSY）を巻きつけないでください。

充電コネクタをロックする場合の注意事項】
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ドライバーの嗜好に合わせて走行モードを選択することにより、アクセル開度に対するハイブリッドシス
テム出力特性の変更を可能としましたプラグイン充電した電力によりエンジンの作動を制限しモーター
（MG1およびMG2）の駆動力のみで走行します。

４．走行モードについて

【走行モード特性】

（１） HVモード

プラグイン充電した電力によりエンジンの作動を制限しモーター（MG1およびMG2）の駆動力のみで走行
します。

ジェネレーター（発電機）をモーターとして利用することで、モーター2個分のパワフルなEV駆動力を得
られる「デュアルモータードライブ」システムを採用しています。従来のハイブリッドシステムではEV走
行中にジェネレーター（発電機）からトルクを出力することはできませんでしたが、エンジンと動力分割
機構の間に搭載した、回転力を一方向のみに伝達する機構「ワンウェイクラッチ」の働きにより、これま
で走行時にジェネレーター（発電機）として使用していたモーターを、走行用としても使えるようになり
ました。

（２） ＥＶモード

EV/HVモード切り替えスイッチ（パターンセレクトスイッチASSY）を長押しすることでバッテリチャージ
モードへ移行できます。バッテリチャージモードは、HV走行を行いながらエンジンの出力によりHVバッ
テリを充電します。このモードは、エンジンを使用した発電となるため通常のHV走行より燃料の消費量は
増加します。 

（３） バッテリチャージモード

ノーマルモード

POWERモード

ECOモード

運転のしやすさが最適になるよう制御します。

運転アクセル開度に対する駆動力の発生を穏やかに制御するとともに、エアコンを
燃費優先の制御とすることで、より低燃費な運転になるよう制御します。

運アクセル開度中間域の駆動力を通常よりも大きく制御することで、アクセルレス
ポンスの向上を図ります。また、アクセル高開度域ではエンジン回転応答性を上げ
ることで、よりダイナミックな加速感を演出します。
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5．PHVを走らせるテクノロジー

直流・交流を変換し、電源電圧を適切に調整する装置です。モーターを使って走るプラグインハイブリッ
ド 車は、インバーター・昇圧コンバーター・DCDCコンバーターで構成される「パワーコントロールユニ
ット」を搭載しています。低損失素子の採用などにより、優れた損失低減を実現。小型化を図ることでト
ランスアクスル直上搭載を可能にし、補機バッテリーをエンジンルームに配置することで、広い車内スペ
ースを確保しています。

（１） パワーコントロールユニット・・・電気を巧みにコントロールする、プラグインハイブリッドの頭脳。

モーターは、直接バッテリーにつないでも始動できません。そのため、バッテリーの直流電力を、モータ
ーやジェネレーター（発電機）で使えるように交流に変換するのがインバーターの役割です。また、ジェ
ネレーター（発電機）やモーターで発電した交流電力を、バッテリーに充電できるように直流に変換しま
す。パワー素子の冷却構造に両面冷却方式を採用したことにより冷却効率をアップ。コンパクト化、軽量
化も実現しています。

◆インバーター・・・電力を変換して、バッテリーからモーターに渡します。

昇圧コンバーターは、モーター・ジェネレーター（発電機）の高圧バッテリーの電圧を制御するシステム
です。通常時の DC 約350Vから最大 DC600V まで、必要に応じて無段階で昇圧。小さな電圧から大きな電
力供給が可能となるため、高出力モーターが性能を発揮することができます。これによりパワーコントロ
ールユニット全体の効率を高めています。

◆昇圧コンバーター・・・電圧をコントロールして、小さな電圧をパワーアップ。

DCDCコンバーターは、高圧バッテリーの電圧を降圧するシステム。電流を、エンジン本体の動作をアシ
ストする「エンジン補機類」や、ヘッドライトなどの電子機器の電源として使えるようにするために、DC
約350VからDC12Vまで降圧します。

◆ＤＣＤＣコンバーター・・・電圧をちょうどよく下げて、電気を「走る」以外にも使います。

パワーコントロール 
ユニット 

モータ 太陽光パネルによる 
充電システム 

電池 



11

エンジンと並ぶ動力源であるモーターに、交流同期モーターを採用しています。この交流同期モーターは
、低回転から高回転まで強いトルクを効率的に発生させることも、モーターの回転とトルクを自由に制御
することも可能。力強く伸びやかな走りをもたらします。また、モーターの高回転化や、回転力を発生さ
せるステータにセグメントコイル式分布巻線を採用することなどにより、高出力と小型・軽量化を両立し
ています。

（２） モーター・・・進化したモーターが、ドライビングの楽しさを加速させます。

ルーフに搭載される大型ソーラーパネルで、EV走行のための発電ができます。屋外に停めておくだけで、
太陽光で発電した電力をバッテリーに充電。EV走行やエアコン駆動、AC100Vの外部給電などに利用でき
ます。走行時には、太陽光で発電した電力を補機バッテリー（12V）に給電。バッテリーの負担を減らし
、 EV走行距離や燃費の向上に貢献します。1日で最大6.1km、平均2.9kmの自家発電が可能です。

（３） 太陽光パネルによる充電システム・・・太陽の光を、走るエネルギーに変えます。

プリウスPHVには、新開発の大容量リチウムイオンバッテリーを搭載。総エネルギー量が8.8kWhと従来の
約2倍になり、EV走行距離68.2km＊1を実現しています。出力も大幅に向上し、いっそうスムーズでパワフ
ルなEV走行を体感することが可能になりました。エネルギー量は従来の約2倍になりましたが、サイズアッ
プを最小限に抑えることでラゲージルーム下への搭載を実現し、必要十分な荷室容量も確保しています。

※1 JC08 モード（国土交通省審査値）。充電電力使用走行距離は定められた試験条件のもとでの値です。お
客様の使用環境（気象、渋滞等）や運転方法（急発進、エアコン使用等）に応じてEV走行距離は大きく異
なります。

（３） 電池（リチウムイオン電池）・・・EV走行距離は68.2km※1。

プラグインハイブリッド車のバッテリーの最小単位となるのが「セル」。ひとつひとつのセルの電圧は
3.7Vと小さいものですが、９５個のセルを直列で接続することで351.5Vまで総電圧を高め、クルマを走ら
せる大きなパワーをつくりだします。プリウス PHVでは小型、軽量、高容量のリチウムイオン電池セルを
採用。従来のリチウムイオンバッテリーを高エネルギー密度化したことにより、大きさを変えることなく
容量アップを実現。95個の電池セルをラゲージルーム下へ最適に配置し、フラットなラゲージ空間を生み
出しました。 

◆セル（リチウムイオン）
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（2/14コマ目）

コンビネーションスイッチNO.3 照合ECU（スマートキーコンピュータASSY） 

マルチインフォメーションディスプレイ タイマースイッチ 

ネットワークゲートウェイコンピュータ エアコンディショナアンプリファイアASSY 

テレマティックストランシーバ ナビゲーションレシーバASSY 

ナビゲーションシステム装着車 テレマティックストランシーバ装着車 

コンビネーションメーターASSY ハイブリッドビークルコントロールコンピュータ 

１．プラグインチャージコントロールシステム 
（１）各部品システムの構成【普通充電】
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充電コネクタ バッテリヒータ 

充電インジケータ ロックスイッチ 

電源プラグ コントロールユニット 

HV バッテリボルテージセンサワイヤNO.3 HV バッテリボルテージセンサワイヤNO.4 

HV バッテリボルテージセンサワイヤNO.5 

モータツキコンプレッサASSY 充電ケーブル（EVチャージャケーブルASSY） 

HV バッテリボルテージセンサワイヤNO.1 HV バッテリボルテージセンサワイヤNO.2

ACチャージインレットケーブル EVチャージャASSY 

SOCインジケータ（インジケータランプASSY） インバータASSY（コンバータツキ） 

HVバッテリ HVバッテリジャンクションブロックASSY NO.2 

HVバッテリジャンクションブロックASSY NO.1 バッテリコンピュータASSY 

ケーブルEVチャージャロックASSY スポットランプASSY 

EVチャージャリッドスイッチASSY EVチャージリッドインジケータASSY 
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・ 充電ケーブル（EV チャージャケーブル ASSY）と通信し、充電電流および充電電
　圧等の信号をハイブリッドビークルコントロールコンピュータへ送信します。
・ ハイブリッドビークルコントロールコンピュータからの信号をもとに充電を実施
　します。
・ 充電インジケータおよび SOC インジケータ（インジケータランプ ASSY）を点灯/ 
　点滅させます。
・ プラグイン充電時に内蔵したサブ DC-DC コンバーターにより補機バッテリーに 
　電力を供給します。
・ 外部電力より供給された交流電力を昇圧し、直流電力に変換して HV バッテリ
　を充電します。
・ ケーブルロック ASSY にロック/アンロック要求信号を送信します。
・ リッド照明を点灯します。

・ EV チャージャ ASSY へ充電器作動許可信号を送信します。
・ EV チャージャ ASSY からのプラグインチャージ許可信号を受け、チャージリレー
　駆動要求信号をバッテリコンピュータ ASSY に送信します。

（２） 主要構成部品の機能 【普通充電】

構成部品

EV チャージャ ASSY

ハイブリッドビークルコン
トロールコンピュータ

・ ハイブリッドビークルコントロールコンピューターからのチャージリレー駆動信
　号を受信し、チャージリレーを駆動します。
・ 電池昇温システム作動時に電池ヒーターを制御します。

電池昇温システム作動時に HV バッテリの電圧を降圧し、電池昇温用のヒーター
へ電力を供給します。

バッテリコンピュータ
ASSY

マルチインフォメーションディスプレイ画面上で、タイマー充電スケジュールの登
録/確認/変更/今すぐ充電の設定または次回充電予定の確認/変更を行えます。 

3 個のインジケータの点灯・点滅状態で HV バッテリの SOC を表示します。 

充電リッドを開けると点灯します。

充電ケーブルの充電コネクタと接続し、外部電源からの電力を EV チャージャ
ASSY に供給します。

コンビネーションメータ
ASSY 

SOC インジケーター（イン
ジケータランプ ASSY）

充電インレット（AC チャー
ジャインレットケーブル）

インレット照明（スポットラ
ンプ ASSY）

・ 電源プラグと充電インレットを接続し、外部電源からの電力を車両に供給しま　
　す。
・ コントロールユニットにより充電コネクタ接続時に自動で漏電テストを実施しま
　す。
・ コントロールユニットによりプラグイン充電時に漏電を監視し、漏電を検知した
　場合外部電源からの電力を停止します。

充電ケーブル（EV チャー
ジャケーブル ASSY）  

パワーコントロールユニッ
ト(コンバータツキインバ 
ータ ASSY) 
ハイブリッドビークルコン
バーター

機能
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・ 充電に関する状況を点灯／点滅で表示します。
・ マニュアル操作での充コネクタと充電インレットのロック／アンロックを行います。

充電リッドの開閉信号をEVチャージャASSYに送信します。

EVチャージャASSYからの要求信号により、充電コネクタと充電インレットをロック
／アンロックします。

構成部品

EV チャージャリッドイン
ジケータ ASSY

・充電インジケータ
・充電コネクタロックスイッ
  チ

リッドカーテシスイッチ（EV
チャージャリッドスイッチ
ASSY） 

ケーブルEVチャージャロ
ックASSY

タイマー充電スケジュールの登録／確認／変更・今すぐ充電の設定または次回充
電予定の確認／変更を行えます。

スイッチを操作するとマルチインフォメーションディスプレイ上にタイマー充電画面
を表示させます。

T-connectへの申し込みとPccket PHVアプリのダウンロードを行ったフマートフォ
ンからの今すぐ充電の設定および次回の充電予定の確認／変更要求を 
T-connectから受信します。

ナビゲーションレシーバ
ASSY※1

タイマースイッチ（NO.3コ
ンビネーションスイッチ
ASSY）

テレマティックス
トランシーバ※2

機能

※1：ナビゲーションシステム装着車
※2：テレマティックストランシーバ装着車（別途T-Connectの申し込みおよびPocket PHVアプリのダウン
　ロードが必要です）※2：テレマティックストランシーバ装着車（別途T-Connectの申し込みおよびPocket 
　PHVアプリのダウンロードが必要です）
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テレマティックストランシーバ装着車  

コンビネーションメーターASSY ハイブリッドビークルコントロールコンピュータ 

ネットワークゲートウェイコンピュータ テレマティックストランシーバ

 マルチインフォメーションディスプレイ

（３）各部品システムの構成【急速充電】
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充電リッド照明（スポットランプASSY） EVチャージャリッドスイッチASSY

EVチャージャリッドインジケータASSY EVチャージリッドインジケータASSY 

DCパワーサプライネットワーク
ゲートウェイコンピュータASSY DCボルテージセンサ

充電インジケータ

HVバッテリ EVチャージャジャンクションブロック 

DCファーストチャージコントロールコンピュータASSY  バッテリコンピュータASSY 

EVチャージャASSY SOCインジケータ（インジケータランプASSY）
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（４）主要構成部品の機能【急速充電】

構成部品 機 能

ファーストチャージコ
ントロールコンピュータ

）を制御し、急速充電を行い
・ 各スイッチ、センサ、およびハイブリッドビークルコントロールコンピュータか
らの信号をもとに急速充電リレー（ ，
ます。

・ 急速充電時、充電インジケーター（インジケータランプ ）を点灯させます。
・ 急速充電時、急速充電リレー（ 、 ）の溶着状態を検出します。
・ 急速充電起動信号を チャージャ へ送信します。

ハイブリッドビークルコン
トロールコンピュータ

・ ファーストチャージコントロールコンピュータ からの充電許可信号を
もとに を します。

・ ファーストチャージコントロールコンピュータ の故障により、急速充
電器に対し制御不能になった場合、プラグインチャージコントロールシステム
（急速充電）を停止します。

バッテリ 急速充電により外部電源から供給された電力を蓄えます。

ボルテージセンサ
急速充電リレーの溶着を検出するため、 急速充電リレー（ （＋側）および

（－側））間の電圧を検出し、 ファーストチャージコントロールコンピュ
ータ へ送信します。

急速充電リレー（ ，
）

ファーストチャージコントロールコンピュータ からの信号により、 バ
ッテリと急速充電器間の高電圧回路の接続と遮断を行います。

チャージャ 充電インジケータ、 インジケータ、充電リッド照明を制御します。

インジケーター（イ
ンジケータランプ ）

個のインジケータの点灯 点滅で バッテリの を表示します。

急速充電インレット（
チャージャインレットケー
ブル）

急速充電器の充電コネクタと接続し、急速充電器からの電力を車両側に供給
します。

充電インジケーター（
チャージャリットインジケ
ータ ）

充電に関する状況を点灯/点滅で表示します。

リッドカーテシスイッチ
（ チャージャリッドスイ
ッチ ）

充電リッドの開閉信号を ファーストチャージコントロールコンピュータ
に送信します。

充電リッド照明（スポット
ランプ ）

充電インレットを開けると点灯します。

テレマティクストランシー
バ

電池残量確認などスマートフォン側からの操作をトヨタスマートセンターから受
信し、スマートフォンでの操作内容に応じて、車両に搭載された各 に操作
信号を送信したり、情報の再取得、 トヨタスマートセンターへの送信などを行い
ます。
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（５）ＳＯＣインジケータ

低位 点滅 消灯 消灯

中位 点灯 点滅 消灯

高位 点灯 点灯 点滅

インストルメントパネル上面の助手席側にHVバッテリのSOC状態を表示するSOCインジケータを設置し
ました。 3灯のインジケータの点灯/点滅によりHVバッテリのSOC状態を表示します。

構成部品 機　能

コンビネーション
メータ

マスターウォーニン
グランプ

システム異常時、不具合に応じて点灯／点滅するとともに、マ
ルチインフォメーションディスプレイにメッセージを表示します。

・急速充電状態を表示します。
・システムの不具合内容に応じたメッセージを表示します。

バッテリコンピュータ

・ を ファーストチャージコントロールコンピュータ
へ送信します。

・急速充電器接続時に、ハイブリッドビークルコンピュータから
の信号により漏電発振回路の動作を停止します。

パワーサプライネットワークゲー
ドウェイコンピュータ

車両 （電池ローカルバス）上のデータのうち、 急速充電
器に送信すべきデータのみを送信します。
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２．取り扱い上の注意
注 意 :
ハイブリッドシステムでは最大DC 600Vの高電圧を使用しており、取り扱いを誤ると感電および漏電
などの原因につながる場合があります。高電圧回路の点検および整備を行う場合は必ず修理書を参照
してください。 ハイブリッドシステムでは高電圧部位とこれらを接続するパワーケーブル（オレンジ
色）があります。パワーケーブル（オレンジ色）およびそのコネクタは危険ですので素手では絶対に触
らないでください。また、これらの部位には取り扱い上の注意を記載したラベルが貼付してあります。
取り扱う場合にはラベルの指示を必ず守ってください。

充電インレット（ACチャージャインレットケーブル） ソーラコントロールコンピュータ 

EVチャージャ パワーケーブル（エアコンディショナワイヤ）
パワーケーブル

（HVバッテリチャージャワイヤ）

モータツキコンプレッサASSY EVチャージャリッドスイッチASSY

ハイブリッドビークルトランスアクスルASSY
・MG1
・MG2

パワーケーブル（ハイブリッドアンダフロアワイヤ）

サービスプラググリップ HVバッテリ
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（１）サービスプラグの取り外し

【整備モード】

高電圧系統の点検・整備を行う場合は、絶縁手袋の着用並びにサービスプラググリップの取りはずしな
ど、感電防止措置を確実に実施する。また、取りはずしたサービスプラググリップは、作業中に他のエンジ
ニアが誤って接続することがないようにポケットに入れて携帯する。　
※サービスプラググリップを抜いてから10分間の時間を確保せず、高電圧のコネクターや端子に触れな
い。

・IG ONにして、60秒以内に下記の操作を行う。 
　1.シフトポジションPで、アクセルペダルを2回全開にする。 
　2.左足でブレーキペダルを踏んだ状態でシフトポジションNにして、アクセルペダルを2回全開にする。
　3.シフトポジションPにして、アクセルペダルを2回全開にする。
注 意 :アクセルペダルの操作は、アクセルペダルの全閉から全開を1回とする。 
　　・整備モード(2WD(排ガス測定用))に移行し、マルチインフォメーションディスプレイに“2WD 
　　　MAINTENANCE MODE”および“TRC OFFしました”が表示され、VSC OFFインジケーターランプ
　　　が点灯する。 
　　・ブレーキペダルを踏みREADY ONする。 
　　・READYインジケーターランプが点灯し、エンジンが連続運転となる。　
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（２）バッテリ上がり時の処置

参 考 :本車両は、補機バッテリとHVバッテリを搭載しているため、バッテリ上がり時の処理は2通りの方 
　　　法がある。

【補機バッテリ上がり時の処置】
救援車の12Vバッテリと自車をブースターケーブルを使用して図の順番で接続する。

・ 救援車のエンジンを始動し、エンジン回転を少し高めに保持して、約5分間自車の補機バッテリを充電する。 
・ 救援車のエンジン回転を保持したまま、いったんIG ONにしてからREADY ONにし、ハイブリッドシステムを
　起動する。

注 意 :
ハイブリッドシステムが起動したら直ちにブースターケーブルを接続の逆手順で切り離す。 

参 考 :
・補機バッテリが復帰してもハイブリッドシステムを起動できない(READY ONしない)場合は、シフトをPポジ
ションにし、一度IG OFFした後、再度READY ON操作を行う。
・READY ONできず、マルチインフォメーションディスプレイに“ハイブリッド充電量低下のためシステム停止
[P]レンジにして再始動”または”ハイブリッド充電量低下[N]レンジ以外にすると充電されます”が表示される
場合は、HVバッテリの放電が考えられる。

接続順
1
2
3
4

自車のバッテリプラス端子
救援車バッテリプラス端子
救援車バッテリマイナス端子
自車の図の位置

接続箇所
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【HVバッテリ上がり時の処置】　　　

・ EVチャージャケーブルASSYを使用してHVバッテリをプラグイン充電する。

注 意 :
HVバッテリ上がり時の専用ウォーニングランプはない。マスターウォーニングランプとマルチインフォ
メーションディスプレイでの異常表示となる。

参 考 :
HVバッテリ上がり時は次のような状態となる。 
・ ハイブリッドシステムが起動しない。 
・ ダイアグコードP300000またはP300016が出力される。 
・ マルチインフォメーションディスプレイに“ハイブリッド充電量低下のためシステム停止 Pレンジにし
　て再始動”または”ハイブリッド充電量低下 Nレンジ以外にすると充電されます”が表示される。
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３． 緊急時の対応（リチウムイオン電池）

【準備品】

（１）　高電圧の遮断手順

警 告 :
・ 高電圧線かどうか不明なむき出しの配線に触れない。やむをえず触る場合または触れるおそれのあると
　きは、絶縁手袋を着用し、ビニールテープなどで絶縁する。 
・ 車両火災が発生しているときは、ABC消火器で消火する。少量の水による消火はかえって危険な場合があ
　るため、水をかける場合は消火栓などから大量に放水するか、消防隊の到着を待つ。 
・ 電解液は引火性があるため、直ちに火気、高熱物など付近の着火源となるものを取り除く。 

注 意 :
車両は高電圧システムとHVバッテリの電解液に炭酸エステルを主とする有機電解液を用いている。取り扱
いを誤ると感電など重大な傷害を受けるおそれがあるため次の手順に従い正しい作業を行う。

注 意 :
・ 漏れている液は炭酸エステルを主とする有機電解液であるおそれがあるため触れない。やむをえず触る
　場合はゴム手袋、保護めがねを着用し、ウエスなどで拭き取る。電解液が付着したウエスは放置せず密閉
　容器に入れて持ち帰り、法令などに従い適切な処理をする。
・ 電解液が直接皮膚に触れた場合は直ちに多量の清水で石鹸を用いてよく洗い流し、専門医の処置を受け 
　る。
・ 万一、電解液が目に入ったときは大声で救援を求め、目をこすらずに直ちに多量の清浄な流水で15分以上
　洗眼し、専門医の処置を受ける。
・ 万一、電解液が口に入ったときは無理に吐かせず、速やかに専門医の処置を受ける。

準備品 事故車
処理時

事故車
補修時

石鹸

エレクトリカルテスター

ガムテープ、ビニールテープ 
(配線の絶縁処理用) 

ABC 消火器  
(事故現場での油火災、電気火災の双方に対応するもの)

・ 絶縁手袋またはゴム手袋、保護めがね、安全靴を着用する。
・ HVバッテリ付近の液漏れを確認する。

保護具  
(絶縁手袋、ゴム手袋、保護めがね、安全靴、ガスマスク（有機ガス用）、耐溶剤エプロン
(有機溶剤用))

ウエス、古タオル
(電解液拭き取り用)

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ー
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警 告 : 
後輪のみを持ち上げた状態または4輪接地でのけん引は、駆動系部品が破損したり、故障の状態によっては
漏電や火災のおそれがある。 

・ IG OFFにする。 
　※IG OFFにできない場合はエンジンルームリレーブロックNo.1&ジャンクションブロックNo.1ASSYの　
　　IG2-MAINヒューズを取りはずす。

◆高電圧系部品・配線に損傷のおそれがある場合は次の手順で高電圧を遮断する。

けん引は、図に示されている方法の1つで行う。

（２） HV車のけん引時の注意点

エンジンルームリレーブロック No.1&ジャンクションブロック No.1ASSY

IG2-MAIN ヒューズ

・絶縁手袋を着用し、サービスプラググリップを抜く。 

キャリアカー レッカー車 輪持ち

レッカー車（後輪接地）
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参 考 : 
補機バッテリ上がり時または補機バッテリマイナスターミナルをはずした状態では、シフトポジションN に
シフトできない。

注 意：
・けん引するときは、図に示されている以外の方法をとらないこと。
・車両の走行系および駆動系に異常がある場合またはIG ONできない場合は、4輪を持ち上げた状態で
運ぶ。
・車両のシャシやドライブトレインに故障があるときは、キャリアカーを使用する。
・レッカー車までの移動など、やむをえず4輪接地でけん引する場合は必ずIG ONにし、シフトポジショ
ンをNにして、けん引速度30km/h以下で、できるだけ短い距離で行う。
・4輪接地でのけん引途中で、車両に異常を感じた場合は、直ちにけん引を中止する。

【 けん引時のパーキングブレーキおよびシフトの状態 】  

けん引方法 パーキングブレーキ
トランスアクスル
シフト位置

キャリアカー かかっている状態
どの位置でも
（

レッカー車（４輪持ち） かかっている状態
どの位置でも
（

レッカー車（後輪接地） かかっていない状態
ポジション
（
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1,2 教科名：次世代自動車エキスパート（応用編）
科目名：次世代自動車　エキスパート概論（応用編）
第（ 1,2 / 14 ）回  

トヨタプリウスPHV の構造及び
整備技術

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 氏名：
解答時間
１５分

問題１

問題２

問題３

問題４

問題５

問題６

問題７

問題８

問題９

問題１０

履修確認

プラグインハイブリット車（以下PHV車）の特徴について不適切なものを１つ選びなさい。
(１)電気エネルギーを利用可能とし，電気モーターのみによる走行（EV走行）の領域拡大および航続距離の延長
を　　実現させ、環境性能の飛躍的な向上を達成した。

(２)プラグイン充電した電力を消費した後は，低燃費のハイブリッド車として走行可能であるため、EVのように
    電池切れの心配もなく、ロングドライブが可能となります。また、低燃費・低排出ガスをはじめとする環境性
能    と加速性能のみならず、スムースで静粛な新感覚の走行性能を高次元で両立させています。

(３)THS-ⅡPlug-inでは、従来のハイブリット車と同じハイブリットバッテリーを使用している。
(４)PHV車は、主にEV走行を行うことでガソリン消費抑制とガソリン燃焼によるCo2の排気抑制を同時に実現し
　 た。

PHV車で使用されている駆動用電池の種類について適切なものを１つ選びなさい。
(１)ニッケル水素
(２)リチウムイオン
(３)水素イオン

緊急時対応について適切なものを１つ選びなさい。
(１)メーター内のREADYを確認して、READYが消灯している場合はハイブリットシステムは起動している。
(２)パワースイッチが操作できない場合は、エンジンルームのヒューズボックスのヒューズを抜いて
　　補機バッテリーのマイナス端子を切り離す。
(３)初期消火活動時は、少量の水で消火活動を行う。

液漏れへの対応で不適切なものを１つ選びなさい。
(１)リチウムイオンバッテリー電解液は、炭酸エステルを主とする有機電解液で人体に有害である。
(２)PHV車で使用されているフルード類は、全てPHV用のフルードを使用している。
(３)リチウムイオンバッテリー電解液が漏れた場合は、十分に換気を行い、ウエス等に吸収させて
　　密閉容器に回収する。

外部充電コンセントについて不適切なものを１つ選びなさい。
(１)外部充電コンセントはAC１００Vコンセントのみである。
(２)外部充電コンセントはAC１００Vと２００Vコンセントがある。
(３)AC１００V電源より２００V電源で充電した方が、充電時間は短くかつ充電効率は良くなる。
(４)一般家庭用ACコンセントと専用の充電ケーブルを用いて外部充電を可能にしている。

充電時の注意点、禁止事項について不適切なものを１つ選びなさい。
(１)タコ足配線は行わない。
(２)変換プラグは使用しても良い。
(３)延長ケーブル、コードリールは使用しない。
(４)充電器の分解、改造、修理は行わない。

PHV車で追加になっている部品で不適切なものを１つ選びなさい。
(１)充電インレット
(２)駆動用電池充電器
(３)駆動用電池充電器コントロールコンピューター
(４)駆動用電池充電器サブASSY

サービスプラグの取り付け位置はどこか１つ選びなさい。
(１)エンジンルーム
(２)運転席シート下
(３)センターコンソール内
(４)ラッゲージルーム

ガソリンエンジンの機能について不適切なものを１つ選びなさい。
(１)車両を駆動する。
(２)モーターを作動させて、駆動用電池を充電する。
(３)ジェネレーターを作動させて、駆動用電池を充電する。

充電インジケーターについて適切なものを１つ選びなさい。
(１)プラグイン充電時は点灯している。
(２)正常に充電が終了した時は点灯している。
(３)異常を検知した時は、点灯している。
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1,2 教科名：次世代自動車エキスパート（応用編）
科目名：次世代自動車　エキスパート概論（応用編）
第（ 1,2 / 14 ）回  

トヨタプリウスPHV の構造及び
整備技術

　　　　　　　　　　氏名：
解答時間
１５分

解答１

解説・解釈

解答２

解説・解釈

解答３

解説・解釈

解答４

解説・解釈

解答５

解説・解釈

解答６

解説・解釈

解答７

解説・解釈

解答８

解説・解釈

解答９

解説・解釈

解答１０

解説・解釈

解答

(1)

（2）は消灯、（3）は点滅

(2)

(1)

ＡＣコンセント（100/200Ｖ）と専用の充電ケーブル（エレクトリックビークルチャージケーブルＡＳＳＹ）
を用いて外部充電が可能

(3)

バッテリの容量を従来より拡大している。プラグイン充電を可能にした為、高容量リチウムイオンバッテリを搭
載する。

(2)

(2)

接合部が過熱発火し、火災の原因になるので使用できない。万が一の漏電時、漏電検出器が正常に作動せず、人
体に感電の危険あり。

(4)

（1）ＲＥＡＤＹが点灯　（3）少量の水はかえって危険。大量に放水するか、消防隊の到着を待つ。

(2)

ＨＶバッテリ液以外は同様

(4)

Ｐ5、7図参照

(2)

モータではなくジェネレーター
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次世代自動車エキスパート［応用編］

　   3コマ

「三菱アウトランダーＰＨＥＶの
  構造・整備技術」（座学編）

　   4コマ

「三菱アウトランダーＰＨＥＶの
  構造・整備技術」（実習編）
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3,4 教科名：次世代自動車エキスパート（応用編）
授業シート
（目次）

科目名：次世代自動車　エキスパート概論（応用編）
第（ 3,4 / 14 ）回  

三菱アウトランダー の構造及び整備技術

シラバス

授業項目 キーポイント ページ数

1 アウトランダーPHEVの概要 アウトランダー Ｐ33～34

Ｐ34～35

Ｐ36

Ｐ36～39

Ｐ39～40

Ｐ41

Ｐ42～43

Ｐ43～44

Ｐ44

Ｐ45

Ｐ46

Ｐ47～49

PHEV

2 PHEVシステムの名称と役割 各装置の名称とその役割

各走行モードの違いとその特徴3 走行モード

4 PHEVシステムの各部構造 車両に搭載されている部品と役割

5 駆動用バッテリーの特徴 駆動用バッテリーの構造

6 エアコンシステム エアコンシステムの構造と作動

7 冷却システム 各部の冷却方法

8 ブレーキシステム ブレーキシステムの構造と作動

9 A/Cインバータ Ａ/Ｃインバータの性能

10ＰＨＥＶシステム整備 けん引・レッカー時の注意点

11ＰＨＥＶシステム部品の実車確認 ＰＨＥＶシステムの構成部品取付位置確認

12故障時の事例と作業時の注意点 診断器を使った故障探究と、整備する際の注意点等

授業コメント

次世代自動車を取り巻く環境は年々進化しています。今後各メーカーから最新の次世代自動車車が登場します。また次世代自動車
に関係する国際情勢も年々変化していきます。今からしっかりと新しい知識を身に付けて、時代に乗り遅れないようにしましょう。

資格関連度 二級自動車整備士

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、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
技術を理解することを目的とする。
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（3/14コマ目）

１．車両概要

（２）スペック

（１）特徴

モジュール
電池セル

１６．０ｋＷｈ仕様

（３）リチウムイオン電池
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２．ＰＨＥＶシステムの概要
（１）構成図

（２）役割
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（３）走行モードによる違い
○ＥＶ走行モード 駆動用電池の電力でモーター走行
・エンジンを停止させて駆動用バッテリー電力のみを用いてフロント／リヤモーターによる
走行を行う。
・大容量駆動用バッテリーにより、通勤や買い物などの日常生活のほとんどを電気自動車と
して使用することが可能。

○シリーズ走行モード エンジンで発電しモーター走行
・電池残量が低下したり、急加速する際にエンジンを始動させてジェネレーターを駆動して発
電を行う。
・電池残量低下時はもっとも効率の良いエンジン状態となるように発電制御を行い、駆動用
バッテリーの充電を行う。
・急加速する際には駆動用バッテリーからの電力のみでは最大出力を出すことができない
場合があるため、ジェネレータで発電した電力を駆動用バッテリー電力に付加してフロント／
リヤモーターへ供給する。
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・高速走行時は、トランスアクスル内のクラッチを接続してフロントタイヤを駆動する。
・加速時はモーターの駆動力を付加してシフトショックのないパワフルな加速を行う。
・状況に合わせてジェネレーターによる発電を行う。

３．ＰＨＥＶシステムの各部構造

○パラレル走行モードエンジンで走行し、モーターでアシスト

（１）フロントモーター・ジェネレーター・ＰＤＵ・フロントトランスアクスル
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○フロントモーター及びジェネレーター

○ＰＤＵ（パワードライブユニット）

フロントモータには永久磁石式同期モーターを採用。小型軽量化を実現。低回転から高いトルク
を発揮し、ガソリンエンジンを上回る軽快な走りを実現する。
低回転域のトルク特性と高回転までの出力特性により、変速機を用いることなく滑らかな走行
フィーリングを実現した。
ジェネレータはピークトルクリミッター（乾式クラッチ）を介してエンジンから駆動され、駆動
用バッテリーの充電及びフロント、リヤ・モーターへの駆動用電力を供給する。また、エンジン
の始動用のスタータモーターとして機能する。
フロントモーター及びジェネレーターは冷却効率向上のため油冷式となっている。

ＰＤＵはモーターとジェネレーターの上に取り付けられ、ＦＭＣＵ（Ｆｒｏｎｔ Ｍｏｔｏｒ Ｃｏｎｔ
ｒｏｌ Ｕｎｉｔ）及びＧＣＵ（Ｇｅｎｅｒａｔｏｒ Ｃｏｎｔｏｒｏｌ Ｕｎｉｔ）を内臓している。
ＦＭＣＵは駆動用バッテリーの直流電力をＩＧＢＴ（insulated gate bipolar transistor）インバータ
により三相交流に変換し、フロントモーターの駆動を制御するとともに、走行中にフロントモーターの回
生ブレーキ作用により発生した三相交流電力を直流電力に変換して駆動用バッテリーを充電する。
ＧＣＵはジェネレーターを制御してエンジンの駆動力により発電を行い発生した三相交流を直流電力
に変換し、駆動用バッテリーの充電及びモーターへの電力供給を行う。
ＰＤＵは冷却水による水冷式を採用した。

○フロントトランスアクスル
モーターからの駆動力を直接フロントタイヤに伝達するとともに、エンジンとジェネレータをピークトルク
リミッター（乾式クラッチ）により結合している。
一定車速以上の走行状態において、エンジンの駆動力によるパラレル走行を行う場合には、内臓の湿式
多版式クラッチを結合し、エンジンの動力をフロントタイヤに伝達する。
フロントトランスアクスルは減速比を持つギヤのみの構成となっており、変速機構は持っていない。電動
パーキングロック機構を備えている。

フロントモーター

トランスアクスル型式 Ｆ1ＥＫＡ
平行軸式減速機

容量 3.46ｄｍ3

モーター～ディファレンシャル：9.663
ジェネレーター～エンジン：2.737
エンジン～ディファレンシャル 3.425

構造

終減速比

使用油脂

型式
定格出力
最高出力
最大トルク

Ｓ６１
２５ｋＷ
６０ｋＷ
１３７Ｎｍ

ダイヤクイーンＡＴＦ－ＳＰⅢ
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（2）リヤモーター・ＲＭＣＵ・リヤトランスアクスル・ＯＢＣ

○リヤモーター
永久磁石式同期モーターを採用し、小型軽量化を図った。内部構造は従来のⅰ－ＭⅰＥＶ用をベー
スとしている。

○ＲＭＣＵ（リヤモーターコントロールユニット）
ＰＨＥＶ－ＥＣＵからの指示でリヤモーターの駆動力を制御する。ＩＧＢＴ（insulated gate 
bipolar transistor）を内臓しており、駆動用バッテリーからの直流電力を三相交流電力に変換し
てモーターを駆動するとともに、回生ブレーキ時に発生する三相交流電力を直流電力に変換して
駆動用バッテリーを充電する。
リヤモーターとＲＭＣＵは冷却水を用いた水冷式を採用している。

○リヤトランスアクスル
リヤトランスアクスルは基本構造をⅰ－ＭⅰＥＶ用と同一としており、パーキングロック機構及
びシフトポジションセンサーを廃止している。

○車載充電器（ＯＢＣ）＆ＤＣ／ＤＣコンバーター
ＯＢＣは家庭用のＡＣ２００Ｖ（単相）またはＡＣ１００Ｖ（単相）を用いて駆動用バッテリーを
充電する。コントロールボックス付き充電ケーブルを用いて充電を行い、コントロールボックス
からの充電電流制御信号に基づいて受入電流を制御する。
充電時間を短縮するためにⅰ－ＭⅰＥＶ用と比較して充電電流を増大させている。
ＤＣ／ＤＣコンバーターは出力を負荷装備の増大に伴い１２０Ａとしている。

リヤモーター
型式
定格出力
最高出力
最大トルク

Ｙ６１
２５ｋＷ
６０ｋＷ
１９５Ｎｍ

トランスアクスル型式 Ｆ1Ｅ1Ａ
平行軸式減速機

容量 0.85ｄｍ3

7.065
構造
終減速比

使用油脂 ダイヤクイーンＡＴＦ－ＳＰⅢ

5
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（３）駆動用バッテリー
○駆動用バッテリー構造

小型軽量でエネルギー密度の高いリチウムイオンバッテリーを採用。
モーター、ジェネレータ（スターターとして使用）、空調、ＡＣインバータの駆動電力となる。
耐水性、耐熱性、耐振動性、耐塵性に優れた堅牢な金属ケースに収められ床下に配置されている。
電池部分は電池セルを８個直列接続したモジュールを１０個直列接続して、合計８０セルの電池
セルを直列接続している。これにより、総電圧３００Ｖ、総電力１２ｋＷｈとしている。
・ＣＭＵ（セルモニターユニット）
ＣＭＵは、各モジュールに搭載されており、各電池セルの電圧測定、モジュール温度の測定を行っ
ている。電池セル間に発生した電圧のばらつきを平滑化するバランサー機能を搭載している。

急速充電中は、短時間で充電を完了させるため、大電流が駆動用バッテリーに流入するため、駆
動用バッテリーの温度も上昇しやすくなる。このためＢＭＵ（バッテリーマネージメントユニット）
は、ＰＨＥＶ－ＥＣＵからの駆動用バッテリー冷却要求に応じて駆動用バッテリーのクーリング
ファンを駆動することで、駆動用バッテリー内部の空気を循環させて、バッテリーを冷却する。
駆動用バッテリーの温度がさらに上昇するとＰＨＥＶ－ＥＣＵはコンプレッサー＆ヒーターＥＣ
Ｕに対して、電動Ａ／Ｃコンプレッサを駆動し、バッテリパック内に装備された駆動用バッテリ
冷却エバポレーターに冷媒を循環させてさらに冷却力を高める。

○駆動用バッテリークーリングシステム
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（４）バッテリ・チャージ・スイッチとセーブ・スイッチ

○駆動用バッテリーの特徴と取扱いの注意点

○バッテリーチャージモード

〈特徴〉
・リチウムイオン電池の特性上、充電前にバッテリー残量を使い切る必要はない。
・使用年月や使用条件により、徐々に性能が低下する。
・外気温より性能が変化することがある。特に低温時は常温時と比べて航続可能距離が短くなると
ともに、充電時間が長くなる。
・極端に高温、低温な場所に車両を保管すると電池性能が低下する場合がある。
・使用しない状態でも、徐々に放電しバッテリー残量は減っていく。

〈取扱いの注意点〉
・長期間車両を使用しない場合は、３ヶ月ごとに駆動用バッテリーの残量計の目盛を確認すること。
目盛が０であれば目盛が表示されるまで充電するか、もしくはパワースイッチを操作してＲＥＡ
ＤＹにしたのち、自動で始動したエンジンが停止するのを待ってからパワースイッチをＯＦＦに
する。

通常の運転では駆動用バッテリー残量が一定値に達するとその残量以下にならないようにシリー
ズ走行を行うが、バッテリーチャージモードスイッチを押すと自動的にエンジンを始動し充電を
開始する。駆動用バッテリー残量が満充電付近になると自動的にエンジンが停止する。バッテリー
チャージモードスイッチによりエンジンを始動して発電を行わせる状態を維持して外部給電を行
いながら駆動用バッテリーを一定以上に保つことができる。

○バッテリーセーブモード
走行中に、現在のバッテリー残量を維持したまま走行をするように、エンジンを始動した状態の
シリーズ走行を行う。
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（５）回生制御・回生レベル制御

（６）エアコンシステム

アクセルペダルを戻した際やブレーキペダルを踏んだ際に、回生量を最適に制御して発電量を可
能な限り高めることで駆動用バッテリーの電力消費を抑制する。前後独立モーターであるため、
回生量を前後軸で最適に配分することが可能となっている。
回生ブレーキの強さ（回生レベル）はシフトレバー操作又はパドルシフト操作により調整するこ
とが可能となっている。

8

○電動Ａ／Ｃコンプレッサー



42

9

駆動用バッテリーから供給される高電圧により駆動される。冷房システムに用いる冷媒を用
いて、室内空調とは独立してバッテリーパック内に装備された専用のエバポレータにより行う。
冷房能力は５７００Ｗ。
○ヒーターシステム（温水ヒーター装着車）

・エンジンの冷却水回路に並列に電気温水ヒーターを装着している。
・ＥＶ走行などでエンジンが停止しており、エンジンの冷却水温度が低い状態においてはヒー
ターウォーターバルブ（四方弁）内部のサーモバルブが閉じて、ヒーター側の温水通路とエ
ンジン側の温水通路を切り離し、電気温水ヒーターによる暖房を行う。
・エンジンの冷却水温度が高い場合は、ヒーターウォーターバルブ内部のサーモバルブが開
いて、ヒーター側の温水回路とエンジン側の温水回路をつなぐことでエンジンと電気温水
ヒータの熱を併用した暖房を行い、使用電力を低減する。また、極低温時には十分な暖房
性能を確保する。

（７）冷却システム

○水冷システム
ＰＤＵ，ＲＭＣＵ，ＯＢＣ，リヤモーターの冷却にはⅰーＭⅰＥＶで実績のある水冷システムを
採用している。
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水冷式は以下の部品で構成されており、暖房システム及びエンジン冷却システムとは完全に
分離されている。

・ＥＶラジエーター
高温となったモーター冷却水を空冷する。
・ＥＶラジエーターコンデンサータンク
冷却水を貯蔵するとともに、気液分離を行う。
・電動ウォーターポンプ
モーター冷却水を強制的に循環させる。

○油冷システム

油冷システムはフロントモーター及びジェネレーターのコイルなど高温部分を直接オイルによ
り冷却することで、モーター及びジェネレーターを小型軽量としている。オイルは潤滑も兼ねて
おり、ジェネレーターの最下面にはオイルパンを兼用している。油冷システムは以下の部品で
構成される。
・ＥＶオイルクーラー
高温となった冷却オイルを空冷する

・電動オイルポンプ
冷却オイルを強制的に循環させる。

・ＥＶオイルクーラーバイパスバルブ
ＥＶオイルクーラーを経由する冷却オイルの量を、冷却オイル温度に応じてＰＨＥＶ－ＥＣ
Ｕにより制御する。

高い冷却性能と冷却システムの小型化が求められるフロントモーター及びジェネレーターに
は油冷システムを採用している。

（８）ブレーキシステム
○ベーシックブレーキシステム
標準車と同じシステムで、ブレーキブースター作動用負圧の確保を行うため、ブレーキ負圧
電動ポンプを採用している。また、ポンプの作動頻度低減のため、バキュームタンクをフロント
フェンダー右に追加装備している。
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○回生ブレーキ連動ブレーキ
回生ブレーキを効率よく作動させるため、ブレーキペダルストロークセンサを追加し、ブレーキ
マスターシリンダーに無効ストロークを付与することでより効果的に回生ブレーキを行うように
している。ブレーキペダルストロークセンサーは、ブレーキペダルに取り付けられている。

（９）メーター

（１０）ＡＣインバータ
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○けん引・レッカー移動
けん引時は◎の方法を推奨する。
◎の方法ではけん引実施が不可で、やむを得ずけん引を行う場合は○印及び△印で行う。
ただし、○印、及び△印でけん引を行う場合は、注意事項及び条件を必ず守ること。

４．ＰＨＥＶシステムの整備
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（4/14コマ目）

名称 役割 確認

急速充電口

普通充電口

名称 役割 確認

車載充電器

名称 役割 確認

名称 役割 確認

電動

電動

駆動用

名称 役割 確認

部品 確認

車外

室内
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故障探究

不具合内容 普通充電 充電 充電 接続 充電

故障検知時 各 検知時 記憶
故障探究 効率 行

外部診断機 確認

確認

表示

表示 場合 故障時 車両 安全 状態 制
御 普通充電 停止 推定不具合原因 次 挙

電源 供給側 異常
足配線 延長 充電

充電 不良
車載充電器 不良



48

点検手順
以外 出力

場合

充電 状況 確認
普通充電中 点灯又 点滅

点灯 場合

赤 点灯
充電内部回路 異常 検出 場合

赤 点灯

推定原因 充電 不良
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輪 測定
衝突被害軽減 機能 停止

秒以上長押 機能停止

使用状況 燃料 内 燃料 消費 長期間対流 燃料 品質
低下 燃料系 部品 影響 及 可能性
月 一度 押 始動

長期間使用 場合 走行中 自動的 始動 燃料 消費
制御 残量 十分 長押

継続 行 場合 時 自動
的 始動 場合 注意

上記 理由 自動的 始動 場合
内 始動 表示

燃料 回 給油 給油 都度 始動
回 給油 給油 表示 無

始動 停止

整備
高電圧 遮断

高電圧部品 整備 際 必 抜 高電圧 遮断 必要

取 外 手順

　　①パワースイッチOFF
　　　　 　2分間待つ

　　②補機用バッテリーのマイナス端子を外す
　　　　 　5分間待つ（ラゲッジルーム内）

　　③サービスプラグを取り外す（後席中央座席の足元）
　　　　　　　　絶縁手袋を必ず着用すること。

濃度 測定時

継続始動

駆動用 残量 始動 場合
秒間長押 継続始動

継続
※注意事項
　・レーシングしたい場合
　駆動用バッテリー残量が約6割以下で可能。駆動用バッテリー残量が少ない場合は発電
　負荷が発生し正確な測定が出来ない。

検査時

燃料補給 関 注意事項
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教科名：次世代自動車エキスパート（応用編）
科目名：次世代自動車　エキスパート概論（応用編）
第（ 3,4 / 14 ）回

三菱アウトランダー の構造及び整備技術

3,4

履修確認

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　氏名：
解答時間
１５分

問題１ アウトランダーPHEVのPDU（パワードライブユニット）の内容について不適切なものを選びなさい。
（１）PDU（パワードライブユニット）は、エンジンにより駆動され、発電を行うものである。
（２）PDU（パワードライブユニット）は、エンジンルーム内に取り付けられている。
（３）PDU（パワードライブユニット）は、三相交流を直流に変換したり、直流を三相交流に変換したりしている。
（４）PDU（パワードライブユニット）には、フロントモーターコントロールユニットおよびジェネレーターコント
ロールユニットを内臓している。

問題２ アウトランダーPHEVのジェネレーターについて不適切なものを選びなさい。
（１）ジェネレータは、エンジンにより駆動され発電を行う役目をしている。
（２）ジェネレータは、バッテリーからの電力を用いて、エンジンを始動させるスターターの役目をしている。
（３）ジェネレータは、エンジンルーム内に取付られている。
（４）ジェネレータは、バッテリからの電力によりタイヤを駆動させる役目をしている。

問題３ アウトランダーPHEVの内容について適切なものを選びなさい。
（１）フロントモーターは、フロントタイヤのみの駆動を行っている。
（２）フロントモーターの冷却には、冷却水を循環させることにより行う水冷式により行っている。
（３）リヤモーターの冷却には、オイルを循環させることにより行う油冷式により行っている。
（４）駆動用のモーターは、各駆動輪に1つ取り付けられており、計４個が取り付けられている。

問題４ アウトランダーPHEVの駆動用バッテリーの内容について適切なものを選びなさい。
（１）駆動用バッテリーはフロントのエンジンルーム内に取付られている。
（２）駆動用バッテリーはリヤシート後部のラゲッジ部分に収納されている。
（３）駆動用バッテリーは、冷却水を循環させることで、バッテリーの温度上昇を抑えている。
（４）駆動用バッテリーの温度が上昇し過ぎると、駆動用バッテリー用の冷却エバポレータに冷媒を循環させて冷
却している。

問題５ アウトランダーPHEVの車載充電器の取り付け場所として適切なものを選びなさい。
（１）エンジンルーム内
（２）フロントシート床下
（３）フロント左右タイヤの間
（４）リヤフロア付近

問題６ アウトランダーPHEVのＤＣ/ＤＣコンバーターの内容として適切なものを選びなさい。
（１）エアコン及び、駆動用バッテリーを冷却するための冷媒の圧縮を行う。
（２）電気温水ヒータで、暖房用の温水を確保する。
（３）リヤフロアに取り付けられており、補機用のバッテリーを充電する。
（４）ＡＣ

（１）
（２）
（３）

（１）
（２）
（３）

（４）

100Ｖ用コンセントに対して最大1500Ｗの電力供給を行える。
問題７ アウトランダーPHEVのエアコンシステムについて適切なものを選びなさい。

Ａ/Ｃコンプレッサーは、電動式を採用しており専用モーターにより駆動されている。
Ａ/Ｃコンプレッサーは、エンジンの動力によりベルトを介して駆動されている。
Ａ/Ｃコンプレッサーは、フロントモーター（駆動用）により駆動されている。
Ａ/Ｃコンプレッサーは、リヤモータ（駆動用）により駆動されている。

問題８ アウトランダーPHEVの電動オイルポンプの取付場所について適切なものを選びなさい。
リヤモータ付近
車室内
ジェネレーター付近

（４）リヤラゲッジ付近
問題９ アウトランダーPHEVの駆動バッテリーの総電圧で正しいものを選びなさい。

（１）約１００Ｖ
（２）約２００Ｖ
（３）約３００Ｖ
（４）約４００Ｖ

問題１０ アウトランダーPHEVのけん引・レッカーの方法として一番推奨される方法はどれか選びなさい。
（１）レッカーにて前輪を持ち上げる方法
（２）レッカーにて４輪を持ち上げる方法
（３）レッカーにて前輪を吊り上げる方法
（４）車載専用車両にて車両を積載する方法
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教科名：次世代自動車エキスパート（応用編）
科目名：次世代自動車　エキスパート概論（応用編）
第（ 3,4 / 14 ）回  

 三菱アウトランダーの構造及び整備技術

3,4

解答

　　　　 　　　　　　　　　　氏名：
解答時間
１５分

解答１ （１）PDU（パワードライブユニット）は、エンジンにより駆動され、発電を行うものである。

解説・解釈 エンジンにより駆動され、発電を行うものはジェネレーターである。

解答２ （４）ジェネレータは、バッテリからの電力によりタイヤを駆動させる役目をしている。

解説・解釈 バッテリからの電力によりタイヤを駆動させる役目をしているのは、フロントモーター及びリヤモーターである。

解答３ （１）フロントモーターは、フロントタイヤのみの駆動を行っている。

解説・解釈 （２）フロントモーターの冷却には、オイルを循環させることにより行う油冷式により行っている。
（３）リヤモーターの冷却には、冷却水を循環させることにより行う水冷式により行っている。
（４）駆動用のモーターは、前に１つ後に1つ取り付けられており、計2個が取り付けられている。

解答４ （４）駆動用バッテリーの温度が上昇し過ぎると、駆動用バッテリー用の冷却エバポレータに冷媒を循環させて冷却し
ている

解説・解釈 駆動用バッテリーは車両中央のフロアに取り付けられており、空気を循環させることで冷却しており、温度が上昇し過
ぎると、駆動用バッテリー専用の冷却エバポレータに冷媒を循環させて冷却している。

解答５ （４）リヤフロア付近

解説・解釈 車載充電器はＤＣ/ＤＣコンバーターとともに、リヤフロアー付近に取付られている。

解答６ （３）リヤフロアに取り付けられており、補機用のバッテリーを充電する。

解説・解釈 リヤフロア付近、取り付けられており、補機の１２Ｖバッテリーを充電する。

解答７ （1）Ａ/Ｃコンプレッサーは、電動式を採用しており専用モーターにより駆動されている。

解説・解釈 Ａ/Ｃコンプレッサーは内部の専用モーターにより駆動されている。

解答８ （3）ジェネレーター付近

解説・解釈 電動オイルポンプは、エンジンルームのジェネレーター付近に取付されている。

解答９ （３）約３００Ｖ

解説・解釈 駆動用バッテリーの総電圧は約３００Ｖである。

解答１０ （４）車載専用車両にて車両を積載する方法

解説・解釈 車載専用車両にて車両を積載する方法が一番推奨される。
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次世代自動車エキスパート［応用編］

　   5コマ

「Ｖ2Ｈ（ＥＶパワーステーション）
  の取り扱い」
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Ｐ55～56

Ｐ57

Ｐ58

Ｐ59

Ｐ60

Ｐ61～62

Ｐ63

Ｐ64

Ｐ65～67

V2H（EVパワーステーション）の取扱い

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、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
技術を理解することを目的とする。

5 教科名：次世代自動車エキスパート（応用編）
）授業シート

（目次）
科目名：次世代自動車　エキスパート概論（応用編
第（ 5 / 14 ）回  

●シラバス

●授業項目 ●キーポイント ●ページ数

1ＥＶパワーステーションとは 蓄電池の有効活用

2基本的な利用シーン システムの特徴

3全体システム接続図 中継システム

4給電の仕組み 電力会社との自動切り換え

5電力変換ロスについて 給電変換効率85％

6ＥＶパワーステーションのポイント１ 節電に貢献

7ＥＶパワーステーションのポイント2 非常時のバックアップ電源

8ＥＶパワーステーションのポイント3 優れた充電性能

9 EVパワーステーションの取扱い 充電及び給電方法

●授業コメント

次世代自動車を取り巻く環境は年々進化しています。今後各メーカーから最新の次世代自動車車が登場します。また次世代自動
車に関係する国際情勢も年々変化していきます。今からしっかりと新しい知識を身に付けて、時代に乗り遅れないようにしまし
ょう。

●資格関連度 二級自動車整備士
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5 教科名：次世代自動車エキスパート（応用編）
科目名：次世代自動車　エキスパート概論（応用編）
第（ 5 / 14 ）回  

V2H（EVパワーステーション） の
取扱い

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名：
解答時間
１５分

問題１

問題２

問題３

問題４

問題５

問題６

問題７

問題８

問題９

問題１０

ニチコンV2H（EVPS）の電力系統連系（電力ラインとの直接接続）で正しいものを選びなさい。
(１)系統連系型である。
(２)非系統連系型である。

履修確認

ニチコンV2H（EVパワー・ステーション）の機能として適切なものを選びなさい。
(１)EVから家庭への給電が出来るシステム。
(２)EVへの充電ができるシステム。
(３)ＥVから家庭への給電とEVへの充電が出来るシステム。

ニチコンV2H（EVPS）の標準モデルで給電電力（出力電流）で正しいものを選びなさい。
(１)片相20A（2kVA）以下×2相　（2相合計40A未満）
(２)片相30A（3kVA）以下×2相　（2相合計60A未満）
(３)片相40A（4kVA）以下×2相　（2相合計80A未満）

ニチコンV2H(EVPS)寒冷地仕様の場合、設置できる周囲環境温度で正しいのを選びなさい。
(１)-10℃～＋40℃
(２)-20℃～＋30℃
(３)-30℃～＋40℃

ニチコンV2H（EVPS)の設置場所として不適切な場所を選びなさい。複数選択可。
(１)重塩害地域。
(２)温泉等の腐食性ガス（硫黄ガスなど）の発生する場所。
(３)南向きだが直接日光が当たらない屋外。

ニチコンV2H（EVPS）で充電できない車種を選びなさい。
(１)EV　　（電気自動車）
(２)PHEV （プラグイン・ハイブリッド車）
(３)HV　　（ハイブリッド車）

ニチコンV2H（EVPS）で給電できない車種を選びなさい。
(１)EV　　 （電気自動車）
(２)FCV　 （燃料電池車）
(３)HV　　（ハイブリッド車）

ニチコンV2H（EVPS）の充電機能で正しいものを選びなさい。
(１)普通充電
(２)倍速充電
(３)急速充電

ニチコンV2H（EVPS）の充電機能を十分に使うために必要な契約電力として適切なものを選びなさい。
(１)100V　30A
(２)200V　30A
(３)200V　20A

家庭用燃料電池（エネファーム等）との併用が可能なニチコンV2H（EVPS）の機種で正しいものを選びなさい。
(１)高機能モデル
(２)標準モデル
(３)コンセントモデル
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V2H（EVパワーステーション） の
取扱い

5 教科名：次世代自動車エキスパート（応用編）
科目名：次世代自動車　エキスパート概論（応用編）
第（ 5 / 14 ）回  

　　　　　　　　　　氏名：
解答時間
１５分

解答１

解説・解釈

解答２

解説・解釈

解答３

解説・解釈

解答４

解説・解釈

解答５

解説・解釈

解答６

解説・解釈

解答７

解説・解釈

解答８

解説・解釈

解答９

解説・解釈

解答１０

解説・解釈

解答

(3)

V2Hシステムとは、EV（電気自動車）の大容量バッテリーから電力を取り出し、分電盤を通じて家庭の電力として使用で
きる仕組み。ニチコンのV2HシステムはEVへの充電も行える。

(2)

非系統連系型（系統切り替え型）ですが、切り替え時の停電（瞬時停電）は発生しない無瞬停切り替え方式です。

(1)(2)

受信障害となる場合がありますので、ラジオ・テレビ・アマチュア無線等の電波を利用する機器とは3ｍ以上離して設置して
ください。

(3)

CHAdeMO 充電規格を満足しているプラグイン・ハイブリッド車であれば充電できます。FCV（MIRAI) は給電のみ対応可
能です。

(3)

給電は「V2Hガイドライン」に準拠していなければできません。FCV（MIRAI) は燃料電池自動車のため電気充電は出来ま
せん。

(2)

200V普通充電と比べて最大約2倍のスピードで充電ができます。

(2)

200V普通充電と比べて最大約2倍のスピードで充電できますが、契約アンペア、宅内での電力使用量によって充電時間は
変化します。

(3)

寒冷地仕様であっても、外気温が-30℃を下回る環境では動作を保証できません。

(1)

家庭用燃料電池の発電分も併せて家庭へ給電できます。また、停電時も家庭用燃料電池で給湯が可能です。

(2)

高機能モデルは、片相40A以下以下ですが2相合計は60A未満となります。
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V2
H

次世代自動車エキスパート［応用編］

　6～7コマ

「小型ＥＶ・モビリティの構造と仕組み」
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Ｐ73

Ｐ74

Ｐ75

Ｐ78

Ｐ78

Ｐ80～81

Ｐ82

Ｐ83

Ｐ85

Ｐ86

Ｐ87～92

Ｐ94～96

Ｐ97

●ページ数

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

コムスの駆動電圧について

異常時の制御

ダイアグコードの出力

自動車の使用実態報告

ＥＶ車の特徴

小型モビリティの課題

ＣＡＮ通信の概要

ＣＡＮ通信のノイズ対策

●キーポイント

授業シート
（目次）

●授業項目

エンジンＥＣＵの役割

小型モビリティの規格について 定格出力8ＫＷ以下（又は125ＣＣ以下）のもの

発電量の調整

変速機がない

教科名：次世代自動車エキスパート（応用編）
科目名：次世代自動車　エキスパート概論（応用編）
第（6・7/14）回

小型モビリティの構造と仕組み

●シラバス

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

6・7

72Ｖ

インバータ

メーターでの点滅回数

約90％のユーザーは、平日・休日の移動距離20Ｋｍ未満

インフラ、充電時間、快適性

ＨｉスピードタイプとＬｏｗスピードタイプ

ツイストペア線

超小型モビリティ認定制度

ブレーキオイル、灯火類　等

次世代自動車を取り巻く環境は年々進化しています。今後各メーカーから最新の次世代自動車車が登場します。また次世代自動車に
関係する国際情勢も年々変化していきます。今からしっかりと新しい知識を身に付けて、時代に乗り遅れないようにしましょう。

ニューモビリティコンセプト（日産）のメンテ
ナンス
ニューモビリティコンセプト（日産）の注意事
項

ニューモビリティコンセプト（日産）の諸元・
構成部品

●資格関連度 二級自動車整備士

絶縁保護具類の装着

●授業コメント
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（6・7/14コマ目）

１．小型モビリティとは

国土交通省の引用を簡単に説明すると

まず、高速道路は走行しない（できない）が前提で

・長さ、幅及び高さがそれぞれ軽自動車の規格内のもの
・乗車定員２人以下のもの
・定格出力８キロワット以下のもの

車いす領域

小型モビリティ領域

普通車領域

トラック・バス

登録ナンバーは、ミニカーであったり
軽自動車であったりしている

？

車
両
サ
イ
ズ

移動距離

※ＥＶ車の分類

図１：ＥＶの分類
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２．走行制御系の基本構成比較

（１）内燃機関車

エ
ン
ジ
ン

トランス
ミッション

ﾊﾞｯﾃﾘ

ABS ECU
エンジンECU

ｵﾙﾀﾈｰﾀ

燃料タンク

排気
ｾﾝｻ

A/T ECU (A/T 車のみ)

走行制御に必要な、代表的なコントローラ（ＥＣＵ）は

①エンジンＥＣＵ
エンジンを最適に動かすためのコントローラ。直接的な入力として
は冷却水温・排気状態・アクセル開度・車速など。直接的な出力
としては、燃料噴射駆動・インジェクタ点火など。その他、ＡＢＳや
Ａ／ＣなどのＥＣＵと、車載ネットワーク（多くはＣＡＮ・・・

・・を使っている）で繋がり、制御されている。
②Ａ／ＴＥＣＵ
オートマチックトランスミッションを制御するＥＣＵ。昨今は、エンジ
ンＥＣＵとネットワーク通信をしながら、最適なギア比を選定する。

③ＡＢＳＥＣＵ
ブレーキの制動力を最適に制御するＥＣＵ。

④Ａ／ＣＥＣＵ
走行には直接関係ないが、アイドリング制御などに影響する。

A/C ECU

図２：内燃機関の走行系電子制御
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（２）小型ＥＶモビリティ車

ﾓｰﾀｰｲﾝﾊﾞｰﾀ

ﾊﾞｯﾃﾘ

メーター
ECU

モータ

充電器

高圧
電池

ＣＡＮ

ＥＶ車は動力にモーターを使うため、動力回転数：トルクを機構的に
補正する必要がないので、一般的にトランスミッションは搭載して
いない（『ＥＶ車のモーター技術』参照）。また、現在では小型モビ
リティはオープンモデル（ドアなどは特にない・・・箱型ではない）で
あるためエアコンやヒーターなどといった空調は準備されていない

①メーターＥＣＵ（車両制御ＥＣＵ＋メーター機能）
車両走行に必要な制御は全て、本ＥＣＵで行っている。アクセル
やシフトポジションなどの各センサーからの情報を基に、インバ
ーターに対して起動・停止及び出力すべきトルク値を指示。
及び、各種情報を基に、メーター表示をする。
また、充電時にも起動する。

②モーターＥＣＵ
モーターインバーターに内蔵されており、モーター制御・ドライブ
ユニットとしてパッケージングされている。

③充電ＥＣＵ
充電器に内蔵されており、充電器ユニットとしてパッケージング
されている。

図３：小型ＥＶの走行系電子制御（１）
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（３）【参考】登場当初の代表的な小型モビリティー

ﾓｰﾀｰｲﾝﾊﾞｰﾀ

ﾊﾞｯﾃﾘ

メーター
ECU

ｲﾝﾎｲｰﾙﾓｰﾀ

充電器

高圧
電池

ｲﾝﾎｲｰﾙﾓｰﾀ

対象車両専用通信規

基本構成に大きな相違はないが、車両の走行モーターがインホ
イールモータ２基であること、及び、充電時にはメーターＥＣＵが
起動しないことなどがある。また、充電時にはメーターＥＣＵが起
動しないため、通信は独自規格でインバータとのみ行っている。

①メーターＥＣＵ（車両制御ＥＣＵ＋メーター機能）
基本は現行タイプと相違はないが、前述のとおり、充電時に
起動しないことと、他機器との通信に、独自規格を使ってい
る

②モーターＥＣＵ
モーターインバーターに内蔵されており、モーター制御・ドライ
ブユニットとしてパッケージングされている

③充電ＥＣＵ
充電器に内蔵されており、充電器ユニットとしてパッケージング
されている。単独起動・制御タイプである

図４：小型ＥＶの走行系電子制御（２）
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３．小型ＥＶのシステム構成
（１）コムスの駆動制御システム図

アクセルセンサ

ストップランプ
スイッチ

シフトレバー

オド／トリップ
メータースイッチ

ターンシグナル
スイッチ

ＰＫＢスイッチ

充電器

駆動バッテリー
（ 個 ）

＋

－

モーター
ＥＣＵ部

＋

－

モーター
ヘッドランプ
リレー

クリアランス
ランプリレー

インバーター
（ ＥＣＵ内蔵）

メーターＥＣＵ
車両制御ＥＣＵ

表示機能
・車速
・残充電量
・ターンＬＲ表示
・モーター加熱警告
・ＰＫＢ表示
・シートベルト警告
・シフトポジション

補機バッテリー（ ）

インフラコンセント
（ＡＣ１００Ｖ）

回転数

ＣＡＮ

ＩＧＣＴ

ＳＤＯＷＮ

温度

温度

駆動系パワー線
補機系パワー線
補機系信号線

補機系と駆動系は、電気的に切り離されている（絶縁されている）

キースイッチ

メインリレー

図５：小型ＥＶのシステム図
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メーターＥＣＵ（車両制御ＥＣＵ）
２項（２）でも触れたが、各センサーからの情報を基に、インバタ ーに
対して起動・停止及び出力すべきトルク値を指示（制動時の回生指示も
同様）。また、各種センサー及び各機器から車内通信ネットワ－クを通
じて持たらされる情報より、メーター表示をする。

インバーター
車両ＥＣＵから車内通信ネットワークを通じて指示されるトルク値を出
力するために、モーター駆動デバイスを制御する。また、車両制御ＥＣ
Ｕがトルク指示を出力するための情報として、モーターの回転数を車両
通信ネットワークを通じて車両制御ＥＣＵへ出力する。また、モーター
加熱等モーターに何がしかの異常が発生した時も車内通信ネットワー
クを通じて、車両制御ＥＣＵへ出力する。

充電器
駆動系高圧（７２Ｖ）バッテリー及び補機（１２Ｖ）バッテリーに対し、
インフラＡＣ１００Ｖへ充電線を接続した時に、各バッテリーに対し
状況に応じ適切に充電する。充電状態監視内容等については、車内通
信ネットワークを通じて車両制御ＥＣＵへ出力される。

駆動バッテリー（７２Ｖ）
実績及び安全面を考慮し、ＥＶ用鉛シールバッテリーを使用している。
６個直列に接続し７２Ｖとする事で、電力を稼いでいる。

モーター
３相ブラシレスモーター。初代コムスは、インホイール型（タイヤのホ
イール部がモーターになっている）を使っていたが、現モデルはインホ
イールタイプは使っていない。

メインリレー（駆動リレー）
車両条件が走行可能状態になったら、駆動系バッテリーをモータ ーイ
ンバーターに接続するリレー。車両制御ＥＣＵによって監視・許可され
る。
コムスの場合、高圧リレーは消費電力が大きいため、リレー駆動部を交
流化し、消費電力を抑えている。

（２）コムスの駆動制御システムの概要
・

・

・

・

・
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（3）その他、ＥＶとしての特徴的な処置

補機バッテリー（１２Ｖ）
一般の内燃機関自動車用補機バッテリーと同クラス

・

ＣＡＮ
車内通信ネットワークで１９９４年に国際規格 ＩＳＯ１１８９８と
なった現在最も普及している車内ネットワーク通信方式。コムスの場合
はメーターＥＣＵ（車両制御ＥＣＵ）、インバーター、充電器を結び、情
報や指令の伝達に使われる。一言でいうと、家庭や事業所オフィスにお
けるネットワークＬＡＮを、車載ＥＣＵ間に応用したようなもの

・

ＩＧＣＴ
インバーターへ供給する補機バッテリーの電源。車両制御ＥＣＵとの
やり取りなど、制御系の電源としてインバーター内で使われる（補足：駆
動系の７２Ｖとは絶縁されている）

・

ＳＤＯＷＮ
車両制御ＥＣＵが、現状のまま走行を続けると危険な状態になるよう
な何れかの異常を検出した（モーター過熱以上やバッテリー過熱異常、
バッテリー電圧異常上昇及び下降など）場合、走行モーターを制御して
いるインバーターに対し強制停止を促すための信号

・

内燃機関において、Ａ／Ｔ車ではその構造上「クリープ」現象があるが、
内燃機関からＥＶ車へ乗り換えた場合、そのドライバビリティーの違いか
ら事故等が起きないように、ＥＶ車では強制的に「クリープ 」現象を作っ
ている。
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（４）コムスのトラブル発生時対処内容
ムスでは、モーターや各種コントローラーユニットに関連する機器やセン
サーに異常が生じた場合、ブザーを吹鳴するとともに、モーター出力を停
止させます。その時はメーター内の表示はすべて消えます。但し、異常に
該当するインジケーターは、点灯する場合があります。
モーター停止や充電停止をした場合や、走行や充電に直接支障はない
が、今後異常になる可能性がある症状がある場合については特殊な方法
でシステムを立ち上げる事により、ダイアグコードをメーターを介して確
認することができ、この機能を利用してサービスマンはトラブルシュートが
可能になるようになっています。

《表示内容・順序》
スピードメーター内にエラーコード１０回 → 警告コード１０回の順に
表示し、オド／トリップメーター内には同時に、エラー、警告の各コ ード検
出時点からのキースイッチＯＮ回数の累計を表示

《ダイアグコード表示箇所》

《ダイアグコード表示箇所》

エラー・警告表示部
キースイッチＯＮ回数
充電
満充電
現在の電力消費量
オドメーター周回数

図６：ダイアグコード表示位置
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ダイアグコードは２桁で上位１桁目が

に分類されています。
走行或いは充電時にエラーが発生した場合は、各々走行停止、充電停止
します。警告症状がある場合については通常状態で症状を確認できない
可能性がありますので、ダイアグコードで確認します。

０～１：走行時駆動系エラー １６項目
２～３：走行時補機系エラー １２項目
４～６：充電時エラー ２３項目
７ 　    ：走行時警告 ７項目
８   　  ：充電時警告 ２項目

図８：ダイアグコード表《ダイアグコード例》
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【参考資料】

《１．概要》
概要



88

《２．主要諸元》
主要諸元 ■Spec

主要諸元 ■外寸
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《３．構成部品》
構成部品 ■構成部品配置図

構成部品 ■充電ケーブル
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構成部品 ■故障診断コネクタ

構成部品 ■ヒューズボックス
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《４．制御》
制御 ■メータ制御 警告灯

制御 ■メータ制御 警告灯
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《５．ボディ》

制御 ■スタートSW

ボディ ■エアバッグ シートベル



93

《６．牽引》
牽引 ■牽引方法

牽引 ■牽引フック
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《７．メンテナンス》
メンテナンス ■リフトアップ

メンテナンス ■ブレーキフルード
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メンテナンス ■灯火装置 （ヘッドライトポジションランプ）

メンテナンス ■灯火装置 （ターンシグナルランプ）
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メンテナンス ■灯火装置 （ストップ/テール、リバースランプ）

メンテナンス ■灯火装置 （リヤターンシグナルバルブ）
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《８．取り扱い上の注意》

取り扱い上の注意
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　氏名：
解答時間
１５分

問題１ 小型モビリティの規格で適切なものを選びなさい。
（１）出力　０．６kW以下の動力の車両
（２）出力　8kW以下の動力の車両
（３）搭載される蓄電池が　10ｋW/ｈ以下の車両
（４）搭載される蓄電池が　5ｋW/ｈ以下の車両

問題２ エンジンECUの機能説明として適切なものを選びなさい。
（１）各センサからの入力に対してエンジンへ入る空気の量を調整している
（２）各センサからの入力に対してエンジンの圧縮比を調整している
（３）各センサからの入力に対して冷却水温を調整している
（４）各センサからの入力に対して燃料噴射量を制御している

問題３ 一般的なEV車の特徴として適切なものを選びなさい。
（１）回転数・トルクを補正する必要がないため変速機を搭載していない
（２）乗車定員が最大２人である
（３）電力消費を抑えるためエアコンがない
（４）クリープ現象がない

問題４ トヨタ車体コムスの駆動系電圧として正しいものを選びなさい。　　　　
（１）12V
（２）48V
（３）72V
（４）100Ｖ

問題５ SDOWN信号は、モーター過熱異常やバッテリー過熱異常等の場合、モーターを制御している
○○に対し強制停止を促します。
○○に当てはまる適切なものを選びなさい。
（１）インバーター
（２）コンバーター
（３）充電器
（４）コンデンサー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

問題６ トヨタ車体コムスではモーターや各コントロールユニットに繋がる機器やセンサ
　に異常が生じた場合、ダイアグコードをどのように確認すればよいか適切なものを選びなさい。
（１）TaＳCAN（トヨタ専用診断機）
（２）メーター
（３）オシロスコープ
（４）電圧計

問題７ 国土交通省による自動車の使用実態報告の内容として適切なものを選びなさい。
（１）約90％のユーザーは、平日・休日の移動距離は20km以下である
（２）約50％のユーザーは、平日・休日の移動距離は100km以下である
（３）約65％のユーザーは休日自動車に乗らない
（４）約85％のユーザーは3名以下で移動する

問題８ 小型モビリティの課題として不適切なものを選びなさい。
（１）サービス体制の充実化
（２）充電時間がかかる
（３）モーターの音がうるさい
（４）快適性能が低い　　

問題９ 車内通信ネットワーク（CAN）の説明として適切なものを選びなさい。
（１）Hiスピードタイプは、主にパワートレーン系に採用している
（２）Hiスピードタイプは、全ての機器に接続されている
（３）Lowスピードタイプは、ゆっくり走行しているときに作動している
（４）Hiスピードタイプは、Lowスピードより通信速度が遅い

問題１０ CANにおけるノイズ対策として適切なものを選びなさい。
（１）ツイストペア 線を採用している
（２）アルミの導線を採用している
（３）信号を交流で流している
（４）フェライドコアを採用している

教科名：次世代自動車エキスパート（応用編）
科目名：次世代自動車　エキスパート概論（応用編）
第（ 6,7 / 14 ）回

小型モビリティの構造について 

6,7

履修確認
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小型モビリティの構造について

　　　　 　　　　　　　　　　氏名：
解答時間
１５分

解答１ （２）出力　8kW以下の動力の車両　　

解説・解釈 ① 長さ幅高さが軽自動車の規格内の三四輪自動車
② 乗車定員２人以下のもの
③ 定格出力8kW以下（又は125cc以下）のもの

解答２ （ 4 ）各センサからの入力に対して燃料噴射量を制御している　

解説・解釈 エンジンECUの直接的な入力としては冷却水温・排気状態・アクセル開度・車速など。直接的な出力としては、燃料噴
射駆動・インジェクタ点火など。その他、ＡＢＳやＡ／ＣなどのＥＣＵと、車載ネットワークで繋がり制御しています。

解答３ （１）回転数・トルクを補正する必要がないため変速機を搭載していない

解説・解釈 モーターの特性として、過渡に最大トルクが発生するため、変速機を搭載することによるメリットが無いため
一般的には変速機を搭載していません。

解答４ （３）72V

解説・解釈 トヨタ車体製コムスは、作業の安全性、バッテリー搭載スペースの関係上駆動系電圧は72V定格となっています。

解答５ （１）インバーター

解説・解釈 一般的にフェールセーフ機能は、動力源を止める方向で安全設計をしています。

解答６ （２）メーター　

解説・解釈 トヨタ車体製コムスは、OBD２の規格に沿っていないため、自己診断機能をメーターECUに実装しています。
今後、小型モビリティの復旧と合わせて統一通信規格の整備が必要となると思われます。

解答７ （１）約90％のユーザーは、平日・休日の移動距離は20km以下である　　

解説・解釈 国土交通省の報告によれば、自動車（軽自動車含む）の使用実態としては、下記のように報告されています。
利用乗員は、平日：１人での移動に利用 約９０％、休日：１人ないし２人での移動に利用 約８５％ 。移動距離は、
平日、休日双方とも、約９０％の利用者が２０ｋｍ以内で利用従って、自動車の使用実態の約９０％は、小型モビリテ
ィーの利用が可能であると言えるため、市場拡大が期待できます

解答８ （３）モーターの音がうるさい　　

解説・解釈 小型モビリティの課題は、①充電時間の短縮（給油レベル約１分～2分）②快適性（空調及び各種運転アシスト）　
③サービス体制の充実です。

解答９ （１）Hiスピードタイプは、主にパワートレーン系に採用している　

解説・解釈 CAN通信においてHiスピードタイプは、主に高速なデータ交換が要求されるパワートレイン系で使用されています。

解答１０ （１）ツイストペア線を採用している

解説・解釈 ツイストペア線は差動方式となります。２線式にする理由は、外部からノイズが混入した場合でも、各線に混入するノ
イズの電圧はほぼ同一となる（各線の差電圧は変化しないため、外部からのノイズの影響を受けにくい）ためです。

教科名：次世代自動車エキスパート（応用編）
科目名：次世代自動車　エキスパート概論（応用編）
第（ 6,7 / 14 ）回  

6,7

解答
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トヨタ ＭＩＲＡＩ の構造及び整備技術

8,9 教科名： 次世代自動車エキスパート（ 応用編）
授業シート
（目次）

科目名： 次世代自動車　エキスパート 概論（応用編）
第（  8,9 / 14 ）回  

●シラバス

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

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、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を理解することを目的とする 。

●授業項目 ●キーポイント ●ページ数

1実習車両の概要と車両の特徴 （ 主要諸元及びシステム 概要） Ｐ103

2トヨタ ＦＣ システム （ 水素反応システム ） Ｐ104～105

3水素について （ 水素系部品安全の基本的な考え方） Ｐ105

4高電圧安全システム （ 高電圧作業の注意点） Ｐ106

5ＦＣ システム の起動・ 停止 （ パワースイッチ ） Ｐ107

6ＦＣ システム の制御 （ 出力・コントロールシステム 制御） Ｐ107

7ＦＣ スタック（ 燃料電池） （ 燃料電池の化学反応） Ｐ108

8水素充填機構 （ 水素充填） Ｐ109

9水素もれ検知機構 （ フェイルセーフ ） Ｐ110

10水素供給遮断機構 （ 水素タンクバルブ ） P111

11ＦＣ スタッククーラント （ＦＣＣ） （ 不凍液） P112

12イオン交換器フィルタ （ 定期交換） P112

13水素タンク （ 定期検査） P112

14車両火災の対応 （ 水素火災） P113

15燃料電池実験カート （ 主要諸元・ 実験概要） P114～116

●授業コメント
次世代自動車を取り巻く環境は年々進化しています。 今後各メーカー から最新の次世代自動車車が登場します。また次世代自動
車に関係する国際情勢も年々変化していきます。 今からしっかりと新しい知識を身に付けて、時代に乗り遅れないようにしましょう。

●資格関連度 二級自動車整備士

ことが
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５、燃料電池カート（教育用）
《使用諸元》

１、バッテリ
　１２Vの電圧のバッテリを２個搭載し、モーターの駆動に使用したり、燃料電池ユニットや
　DC-DCコンバータなどの電源にも使用されています。

２、モーター
　DC（直流）２４Vモーターで構造はブラシ付きのモーターを使用。
　アクセルペダルの踏込み量に応じた電圧を掛け駆動する。

３、水素ガスボンベ
　水素ガスボンベは金属性のボンベを使用。最大充填時で１４．７MPaの圧力です。
　
４、燃料電池ユニット（燃料電池ユニット及びDC-DCコンバータ）
　燃料電池ユニットでは水素と酸素を化学反応させ、電気と水を作り、電気はモータ及び
　バッテリに送り水は大気に放出する。また、熱エネルギーも出るために後方に電動ファン
　があり冷却している。
　DCーDCコンバータはDC（直流）の電圧を変換する装置です。このカートでは燃料電池
　で発電した最大DC３６Vの電圧をDC２４Vに変換しています。

冷却方式 空冷（冷却ファン）

ユニット重量 ２７９０g

コントローラー重量 ４００g

起動時間 即時起動

名称 H300PEM燃料電池システム
（Hoｒi ｚoｎ社）

車
両
仕
様

ユニット駆動電圧

仕様燃料
定電圧

シャットダウン
高温度

シャットダウン

燃
料
電
池
シ
ス
テ
ム 水素・空気

３６V＠７A

定電流
シャットダウン 12Ｖ

65℃ 外部バッテリー 13Ｖ　5Ａ

モーターコントローラー
２４V PMコントローラー

Φ32/32ｍｍ
1040ｍｍ

Φ50ｍｍ3ベアリング
Φ17ｍｍ

300ｍｍスウェード
油圧式ベンチレーテッド

SQアルミ　F：130/R：210ｍｍ

メインチューブ径
ホイールベース
リヤシャフト
ナックル径
ステアリング
ブレーキ
ホイール

発電能力

定格出力 ３００W

自動湿度調整

燃料電池（バッテリー駆動）
1名
８０kg

１２V１２Ah　×　２個
DC２４V モーター

（Cuｒti s社　モデル1228）

動　力
定　員

モーター
バッテリ
体重制限

燃料電池型式

セル数

水素圧力 0.045～0.055MPa

加湿
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《車両構成》

、バッテリ 

、モータ 

、燃料電池ユニット 及び 
DC-DCコンバータ 

、水素ガスボンベ 

、コントローラ

メイン操作パネル 
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《回路図》

《実験概要》

1.教育用実験カートを使用した実習

　○水素を燃料電池に供給し、規定の発電が行われていることを、サーキット・テスタにて確認。

　○燃料電池ユニットのドレーンより水が排出されることを確認。

　○ＦＣＶとしての走行実験。
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8,9

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名：
解答時間
１５分

問題１

問題２

問題３

問題４

問題５

問題６

問題７

問題８

問題９

教科名：次世代自動車エキスパート（応用編）
科目名：次世代自動車　エキスパート概論（応用編）
第（ 8,9 / 14 ）回  

履修確認

トヨタＦＣシステムを構成する部品として不適切なものを選びなさい。
(１)ＦＣスタックＡＳＳＹ
(２)高圧水素タンク（ハイドロジェンタンク）
(３)ウォータリリーススイッチ
(４)ＡＣ/ＤＣコンバーター

髙電圧安全システム及び高電圧作業の注意点について不適切と思われるものを選びなさい。
(１)燃料電池車の髙電圧安全システムはハイブリッド車と同様に「髙電圧の隔離」・「髙電圧回路の遮断」が基本的
な考えである。
(２)サービスプラググリップ（ＥＶ用）とＦＣスタックサービスプラググリップの両方を抜いてから10分間の時間
を確保する。
(３)運転者のパワースイッチ操作に連動して、システムメインリレー及び駆動用バッテリー内のＦＣメインリレーを
遮断することにより、髙電圧部位の出力をカットします。
(４)高電圧機器・髙電圧配線にはケース及びカバーなど専用設計としている。
ＦＣシステム出力制御について適切とおもわれるものを選びなさい。
(１)上り坂での連続走行や高地での髙出力走行によりＦＣ冷却システムの温度が高くなった時は、駆動用モータへの
電力供給を駆動用バッテリーに切り替えて、冷却システムの温度上昇を制御する。
(２)氷点下始動時は燃料電池の性能が低下するので、ＦＣスタッククーラントの温度が上昇するまで、出力は制限しない。
(３)ハイドロジェンタンク内の水素燃料残量が、基準値（10％）以下になると「燃料残量低下　出力制限中」と表
示され、そのまま走行し水素燃料残量が0.5ＭＰ以下になるとＦＣコントロールシステムが停止し発電を停止します。
(４)加減速走行が繰り返し続いた場合、ＥＶバッテリーに急激な充放電が繰り返されるため、温度上昇及びＳＯＣ低
下が発生し出力が低下する。

水素系部品の安全に対する基本的な考え方で不適切と思われるものを選びなさい。
(１)万が一水素燃料が漏れ出した場合、漏れた水素が車両にとどまりにくい設計になっている。
(２)水素燃料配管の接合部は漏れやすいので、接合部のないシームレス配管を使用している。
(３)水素系部品の付近には、火種となるものを配置しない設計となっている。
(４)万が一水素燃料漏れが発生し、ハイドロジェンディテクタが水素を検知した場合、ハイドロジェンタンクバルブ
を作動し、水素燃料の大量漏れを防止します。

水素タンクについての記述について不適切なものを選びなさい。
(１)水素タンクの充填可能期限は15年間である。
(２)15年間使用し続けるためには、定期的に検査（容器再検査）を行う必要がある。
(３)容器再検査は初回４年、以降２年以内での継続実施が必要です。
(４)水素タンクにはシリアルＮｏが付与されており、車両の車台番号と紐付けされている。

ＦＣスタッククーラント及びイオン交換器フィルタについて適切なものを選びなさい。
(１)ＦＣスタッククーラントは導電率を低くするため、着色剤、苦味剤、防錆剤などの添加物が含まれている。
(２)ＦＣスタククーラントは危険物には指定されていないが、取り扱いには注意が必要である。
(３)イオン交換フィルタは経年使用中に増加するＦＣ専用冷却液のイオン成分を吸着するため、定期的に交換するこ
とで、ＦＣスタッククーラントを無交換にできる。
(４)イオン交換フィルタの交換を怠ると、フェイルセーフモードが作動し、必要最低限の制御でしか走行できなくなります。

ＦＣコントロールシステム制御について不適切と思われるものを選びなさい。
(１)ＦＣコントロールシステムは、災害時などで外部給電する際に要求に応じて発電します。
(２)ＦＣコントロールコンンピュータはＦＣスタック内部の水分量を適切になるように制御している。
(３)ＦＣスタックより生成された水は、ＦＣウォータータンクより強制的に排出され、ＦＣウォータドレンスイッチ
により排水を止めることもできる。
(４)ＦＣスタックで発電する際に発生した熱をエアコンディショナシステムのヒータ熱源として活用します。

ＦＣスタック（燃料電池）の化学反応について適切と思われるものを選びなさい。
(１)水素はマイナス極の触媒層で活性化され電子を放出する。
(２)水素から離れた電子がプラス極からマイナス極に流れることで電気が発生する。
(３)マイナス極の触媒層で空気中の酸素と水素イオンとが結合し、水が生成される。
(４)水素はプラス極の触媒層で活性化され電子を放出する。

水素供給遮断機構における水素タンクバルブの役割について不適切なものを選びなさい。
(１)電磁弁はＥＣＵからの信号により、燃料流路の供給・遮断を行います。
(２)溶栓弁は車両火災の時には、水素タンクの破損を軽減するため、車両後方ななめ下にガスを排出する。
(３)逆止弁は水素燃料充填時のガス圧により弁が閉まり、ガスの逆流を防止します。
(４)圧抜弁は手動操作で内部のガスを大気開放します。通常時は使用しません。

トヨタＭＩＲＡＩの構造及び整備技術

問題１０ 車両火災時の対応について不適切なものを選びなさい。
(１)純粋な水素火災はほとんど無色であり目に見えませんが、車両火災の際には周囲の可燃物の炎を巻き込むため見
えやすくなる。
(２)水素の火炎温度は非常に高く、火災からの放射熱が少ないため、近づいても熱く感じにくい特性がある。
(３)水素に引火した場合、水素の火災を完全に消化してしまうと未燃焼の水素が溜まり二次爆発が発生する恐れがあ
りますので、周囲への延焼を防ぐように放水し、水素の火災が自然におさまる（燃え尽きる）のを待つようにするこ
とが大切である。
(４)車両火災などのより水素の圧力が異常に上昇した場合、水素タンクが爆発するのを避けるため、水素タンクに設
けられた圧抜弁は80ＭＰａを超えると開き、タンク内の水素を外部に放出します。
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トヨタＭＩＲＡＩの構造及び整備技術

8,9 教科名：次世代自動車エキスパート（応用編）
科目名：次世代自動車　エキスパート概論（応用編）
第（ 8,9 / 14 ）回  

　氏名：
解答時間
１５分

解答１

解説・解釈

解答２

解説・解釈

解答３

解説・解釈

解答４

解説・解釈

解答５

解説・解釈

解答６

解説・解釈

解答７

解説・解釈

解答８

解説・解釈

解答９

解説・解釈

解答１０

解説・解釈

(３)運転者のパワースイッチ操作に連動して、システムメインリレー及び駆動用バッテリー内のＦＣメインリレーを
遮断することにより、髙電圧部位の出力をカットします。

解答

(４)ＡＣ/ＤＣコンバーター

FC昇圧コンバーターは構成部品に入っているがAC/DCコンバーターはない

(２)水素燃料配管の接合部は漏れやすいので、接合部のないシームレス配管を使用している。

整備上、シームレス構造にすると問題があるために結合部分は漏れにくさに充分配慮した構造となっている

（３）駆動用バッテリー内部のFCメインリレー→FCスタックASSY内蔵のFCメインリレー

(４)加減速走行が繰り返し続いた場合、ＥＶバッテリーに急激な充放電が繰り返されるため、温度上昇及びＳＯＣ低
下が発生し出力が低下する。

（１）は駆動用モータを使用するのではなく、出力を制限する。（２）は温度上昇とともに徐々に出力制限を解除す
る（３）は基準値（１０％）となっているが正解は（６％）

(３)ＦＣスタックより生成された水は、ＦＣウォータータンクより強制的に排出され、ＦＣウォータドレンスイッチ
により排水を止めることもできる。

FCウォータードレーンスイッチにより運転者により任意で強制排水を制御することができます。車庫や立体駐車場な
どで使用して排水による水かかりを防止することができます。

(１)水素はマイナス極の触媒層で活性化され電子を放出する。

（２）水素はマイナス極の触媒層で活性化され電子を放出（３）プラス極の触媒層で空気中の酸素と水素イオンと電
子が結合し、水が生成（４）水素はマイナス極の触媒層で活性化され電子を放出する。

(３)逆止弁は水素燃料充填時のガス圧により弁が閉まり、ガスの逆流を防止します。

容器再検査は初回４年１ヶ月、以降2年3ヶ月以内での実施が必要です。

(４)車両火災などのより水素の圧力が異常に上昇した場合、水素タンクが爆発するのを避けるため、水素タンクに設
けられた圧抜弁は80ＭＰａを超えると開き、タンク内の水素を外部に放出します。

（４）圧抜弁→溶栓弁。また溶栓弁は１１０℃を超えると開き、タンク内の水素は外部に放出されます。

（３）正しくは、水素燃料充填時のガス圧により押し開かれ、水素タンクに充填した水素燃料の逆流を防止します。

(３)イオン交換フィルタは経年使用中に増加するＦＣ専用冷却液のイオン成分を吸着するため、定期的に交換するこ
とで、ＦＣスタッククーラントを無交換にできる。

（１）含まれている→含まれていない（２）危険物に含まれていない→危険物です（４）イオン交換器フィルタの交
換を怠るとDTCが入力し、フェイルセーフモードとなり走行できなくなります。

(３)容器再検査は初回４年、以降２年以内での継続実施が必要です。
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社会におけるITSの役割と今後の動向について

10 教科名：次世代自動車エキスパート（応用編）
授業シート
（目次）

科目名：次世代自動車　エキスパート概論（応用編）
第（ 10 / 14 ）回  

●シラバス
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
、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
新の技術を理解することを目的とする。

●授業項目 ●キーポイント ●ページ数

1ＩＴＳの役割 高度道路交通システム Ｐ121

2日本のＩＴＳの過程 過程 Ｐ122

3ＩＴＳ開発・展開計画９分野 ナビゲーションの高度化～緊急車両の運行支援 Ｐ123～127

4基本概念　 ３つの柱 Ｐ127～128

5世界のＩＴＳに関する動き 欧州～アジア～米国 Ｐ128～129

6インターネットＩＴＳ協議会について インターネットＩＴＳ協議会概要 Ｐ130

7全自動車ネットワーク化へ  ＩＴＳ前夜～開始～拡大 Ｐ131～132

8自動車が創りだす、新しい価値 ２００２年からの発進 Ｐ133～137

9次世代 ＩＴＳ 次世代のＩＴＳを目指して Ｐ138～141

10ＩＴＳにおける自動車ＩＴ・ＩＣＴ化の方向 自動車クラウド時代へ P 142

11

12

13

14

15

●授業コメント

次世代自動車を取り巻く環境は年々進化しています。今後各メーカーから最新の次世代自動車車が登場します。また次世代自動
車に関係する国際情勢も年々変化していきます。今からしっかりと新しい知識を身に付けて、時代に乗り遅れないようにしまし
ょう。

●資格関連度 二級自動車整備士



121

（10/14コマ目）



122



123



124



125



126



127



128



129



130



131



132



133



134



135



136



137



138



139



140



141

 

 



142



143



144

社会におけるITSの役割と今後の動向について

10 教科名：次世代自動車エキスパート（応用編）

履修確認 科目名：次世代自動車　エキスパート概論（応用編）
第（ 10 / 14 ）回  

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　氏名：
解答時間
１５分

問題１ ITS（高度道路交通システム）の説明として適切なものを選びなさい。
(1) ITSとはInformation Technology　Ｓｙstemsの略称である。  
(2) ITSとはIntelligent  Ｔransport Systemsの略称である。

。(3) ITSとはInformation Traffic Systemsの略称である
(4) ITSとはIntelligent  Technology Systemsの略称である。

問題２ ITS（高度道路交通システム）の開発・展開計画9分野として当てはまらないものを選びなさい
(1) 緊急車両の運行支援
(2) ナビゲーションシステムの高度化
(3) 安全運転支援
(4) 自動運転支援

問題３ ITS（高度道路交通システム）の基本理念の3つの柱として当てはまらないものを選びなさい。

。

(1) 安全・安心
(2) 快適・利便
(3) 利益・迅速
(4) 環境・効率

問題４ スマートフォンITSの内容として不適切なものを選びなさい。
(1) スマートフォンと自動車が連携することで、急ハンドル・スリップ・急ブレーキ・急発進・振動などの情報を
　　得ることができる。
(2) スマートフォンからの情報で、車両からの情報がなくても車両の状態を検知することができるため、
　　車両との連携は必要としない。　
(3) スマートフォンと自動車の車内ネットワーク（ＣＡＮ）のデータを使用して構築される。
(4) 車両情報を取り出す機器とスマートフォン、スマートフォンのアプリの組み合わせにより様々な用途に
　　使用ができる。

問題５ ＩＴＳによる自動車が創り出す新しい価値の内容として、不適切なものを選びなさい。
(1) 自動車は価値ある情報の宝庫（移動するセンサー群）と言えるため、車両情報の活用を行うことで、
　　新しい社会価値の創出につながる。　
(2) 車両情報を収集する際、課金情報や個人情報の流出を防ぐため、安全な情報収集のためには
　　自動車セキュリティ構造の策定も必須となる。
(3) 次世代ＳＳシステムとは、ガソリンの給油する際に、その車両の情報を取得することで、車両の点検及び
　　各種サービスを提供することができる。
(4) 自動車からの情報をＩＴＳ‐ECUが受信、データを送信することで、だれでもその車両の情報をリアルタイムで
　　知ることができる。

問題6 ITS（高度道路交通システム）の開発・展開計画9分野として当てはまらないものを選びなさい。
(1) 自動料金収容システム（ETC）
(2) 交通管理の最適化
(3) 高齢者運転の支援
(4) 歩行者等の支援

問題7 ITS（高度道路交通システム）の開発・展開計画9分野として不適切なものを選びなさい。
(１)緊急車両の運行支援とは、緊急時自動通報、緊急車両経路誘導、救援活動支援などがある。
(２)歩行者等の支援は、運転者から見えにくい場所にいる歩行者の検知や経路案内などがある。
(３)公共交通の支援とは、公共交通利用情報の提供や公共交通の運行・運行管理支援などがある。
(４)道路管理の効率化とは、渋滞や交通規制情報を提供することである。

問題8 ITS（高度道路交通システム）の基本理念の3つの柱の内容として不適切なものを選びなさい。
(１)快適・利便には、安全運転支援などが含まれる。
(２)安全・安心には、ナビゲーションシステムの高度化などが含まれる。
(３)環境・効率には、緊急車両の運行支援などが含まれる。
(４)安全・安心には、交通管理の最適化

問題9 ITSの[全自動車ネットワーク化へ」の内容において、不適切なものを選びなさい。
(１)高級車には５０のコンピュータが内臓されている。
(２)高級車には３０のコンピュータが内臓されている。
(３)高級車には８０のコンピュータが内臓されている。
(４)高級車には１００のコンピュータが内臓されている。

問題１０ ITSについての文章のうち、不適切なものを選びなさい。
(１)IT企業の進出により、自動車は接続される方向になり、パソコンとなる方向になっていく。
(２)クラウド車載システム搭載車両からのデータを収集し、サービス拠点は必要としている情報を得ることで、
　　新しいサービスを提供することができる。
(３)現在の車両には情報を得るためのセンサやコンピュータが一切取付られていないため、ITSでの自動車を活用す

るためには、普及させるためには時間がかかる。
(４)自動車のワイパーの作動の情報を取集することで、ゲリラ豪雨などの局部的な降雨も情報として得ることがで

きる。
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社会におけるITSの役割と今後の動向について

10 教科名：次世代自動車エキスパート（応用編）

解答 科目名：次世代自動車　エキスパート概論（応用編）
第（ 10 / 14 ）回  

　　　　 　　　　　　　　　　氏名：
解答時間
１５分

解答１ (2) ITSとはIntelligent  Ｔransport  Systems の略称である。

解説・解釈  ITSとはIntelligent  Ｔransport Systemsで高度道路交通システムの意味。

解答２ (4) 自動運転支援

解説・解釈 (4) 自動運転支援は入っていない。

解答３ (3) 利益・迅速　　

解説・解釈 (3) 利益・迅速は入っていない。

解答４ (2) 車両の状態をスマートフォンにより認識できるため、車両からの情報は必要ない。　　　　

解説・解釈 スマートフォンとITS-ECUにより車両の情報をやりとりすることで行う。

解答５ (4) 自動車からの情報をＩＴＳ‐ECUが受信、データを送信することで、だれでもその車両の情報
をリアルタイムで知ることができる。

解説・解釈 だれでも情報を受け取れるものではない。

解答６ (3) 高齢者運転の支援　

解説・解釈 高齢者運転の支援はない。

解答７ (４)道路管理の効率化とは、渋滞や交通規制情報を提供することである。

解説・解釈 道路管理の効率化とは、維持管理業務の効率化・特殊車両等の管理・通行規制情報の管理などがある。渋滞や交通規制
情報を提供するのはナビゲーションの高度化。

解答８ (３)環境・効率には、緊急車両の運行支援などが含まれる。

解説・解釈 緊急車両の運行支援は快適・利便に入る。

解答９ (４)高級車には１００のコンピュータが内臓されている。

解説・解釈 コンピュータの数は１００である。

解答１０ (３)現在の車両には情報を得るためのセンサやコンピュータが一切取付られていないため、ITSでの自動車を活用する
ためには、普及させるためには時間がかかる。

解説・解釈 現在の車両にはたくさんのセンサやコンピュータが取り付けられているため、ITSでの自動車の活用はすでにされてお
り、普及が急速に進むと思われる。
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11 教科名：次世代自動車エキスパート（応用編）
授業シート
（目次）

科目名：次世代自動車　エキスパート概論（応用編）
第（ 11 / 14 ）回  

●シラバス

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
、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
新の技術を理解することを目的とする。

●授業項目 ●キーポイント ●ページ数

1くるまの安全対策って何？ 交通安全 Ｐ147～148

2安全な車とは何か 事故を起こさない Ｐ149～150

3自動運転とは何か？ 自動運転の意義と効果 Ｐ151～153

4自動運転を巡る国内の動き 先進安全自動車（ＡＳＶ）とは Ｐ153～155

5バスの先進安全装置 衝突被害軽減ブレーキ～車線逸脱警報装置 Ｐ156

6 I C Tを活用した次世代ＩＴＳの確立 車車間通信 Ｐ157

7自動車基準調和世界フォーラム 日本・ドイツが主導している国際基準 Ｐ158～160

8海外の取り組みについて 英国・米国・日本の取り組み Ｐ161

9様々な自動運転への取り組み 自動走行システムに必要な技術 Ｐ162～163

10ＳＩＰ自動走行システムの取り組み ＩＴＳ自動走行システムの活用 P 167

11まとめ 今後

12

13

14

15

●授業コメント

次世代自動車を取り巻く環境は年々進化しています。今後各メーカーから最新の次世代自動車車が登場します。また次世代自動
車に関係する国際情勢も年々変化していきます。今からしっかりと新しい知識を身に付けて、時代に乗り遅れないようにしまし
ょう。

●資格関連度 二級自動車整備士

未来の暮らしとＩＴＳ（自動運転）技術 
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自動車 独自性

国土交通省資料 引用

自動走行 取 組

目標と出口戦略

資料 引用
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自動走行 活用

先読 情報 活用

資料 引用

資料 引用
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先読 情報 位置精度向上

資料 引用

資料 引用

情報
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次世代都市交通 展開

国土交通省資料 引用

交通制約者 歩行者支援

資料 引用
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国内 取 組

自動運転 係 基準作 等 積極的 推進

政府 自動走行 推進

国際的 取 組

自動車 安全 環境基準 関 国際調和活動 積極的 参加

中 自動運転 関 国際的 議論 主導

自動操舵 関 規則改正
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未来の暮らしとＩＴＳ（自動運転）技術 

11 教科名：次世代自動車エキスパート（応用編）

履修確認 科目名：次世代自動車　エキスパート概論（応用編）
第（ 11 / 14 ）回  

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　氏名：
解答時間
１５分
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未来の暮らしとＩＴＳ（自動運転）技術 

11 教科名：次世代自動車エキスパート（応用編）

解答 科目名：次世代自動車　エキスパート概論（応用編）
第（ 11 / 14 ）回  

　　　　 　　　　　　　　　　氏名：
解答時間
１５分

解説・解釈 衝突被害軽減ブレーキ（AEBS）は、必ず衝突を回避できるものではない。

解答２ (2)現時点では、レベル４の完全自動運転（運転者が不要な自動車）が事故を起こした場合の責任は、自動車メーカー
にあると明確に決められている。

解説・解釈 完全自動運転は事故を起こした場合の責任は、まだ未確定。

解答３ (2)衝突被害軽減ブレーキや横滑り防止装置などは、衝突安全（事故が起きてもケガをしない）装置となる。

解説・解釈 衝突被害軽減ブレーキや横滑り防止装置などは、予防安全（事故を起こさない）装置となる。

解答４ (2)自動運転システムの道路の信号認識にはミリ波レーダが使用されており、信号の色を認識することで自動運転の走
行を可能としている。

解説・解釈 信号の認識はカラーカメラにより行っている。

解答５ (2)自動運転システムの最適経路計画には一番の最短経路を必ず選択することを優先している。

解説・解釈 交差点などの一時停止や追い越し、信号機、駐車などの通過コストも考慮する。

解答６ (２)現在の自動運転車のコンピュータがハッキングやウイルスに感染しても、事故などが発生する可能性はない。

解説・解釈 事故などが発生する可能性がある。

解答７ (４)日本では保安基準に適合した、自動運転車両の公道実証に必要な手続きは、国土交通大臣による許可が必要になる
。

解説・解釈 国土交通大臣の許可は必要ない。

解答８ (４)日本では平成26年１１月１日より、12ｔ超の新型バス（高速道路等を走行しないものは除く。）に車両安定性制御
装置の義務付けを開始。

解説・解釈 (１)運転者は必要
(２)運転者が乗っている
(３)すべてのバスではなく、12ｔ超の新型バス

解答９ (１)日本では平成29年１１月１日より、12ｔ超の新型バス（高速道路を走行しないものを除く。）に衝突被害軽減ブレ
ーキの義務付けを開始。

解説・解釈 平成２９年ではなく平成２６年

解答１０ (１)予防安全の評価方法では、自動ブレーキが50点満点、車線逸脱警報装置が50点満点の合計100点満点で評価
される。

解説・解釈 自動ブレーキが３２点、車線逸脱警報装置は８点の合計４０点満点。
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●ページ数

1 Ｐ173～174

2 Ｐ174～177

3 Ｐ178～179

4 Ｐ179

5 Ｐ179～182

6 Ｐ183～185

教科名：次世代自動車エキスパート（応用編）
科目名：次世代自動車　エキスパート概論（応用編）
第（ 12 / 14 ）回  

12

産業構造の変革

●授業コメント

次世代自動車を取り巻く環境は年々進化しています。今後各メーカーから最新の次世代自動車車が登場します。また次世代自動車に
関係する国際情勢も年々変化していきます。今からしっかりと新しい知識を身に付けて、時代に乗り遅れないようにしましょう。

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、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を理解することを目的とする。

授業シート
（目次）

群馬大学の自動運転実証実験

群馬大学の自動運転取り組み要点

「（自動運転）実証実験の現状について」
　（特別講義）

●シラバス

群馬大学の自動運転

タイプＢ（ＩＴ、ベンチャー企業主体）

取り組みから見えてきたこと

自動運転実用化を目指す流れ

自動運転がもたらす影響とは

自動運転の普及アプローチ

タイプＡ（メーカー主体）

●資格関連度 二級自動車整備士

●授業項目

自動運転実用化を目指す流れ

●キーポイント

各地域での取り組み
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（12/14コマ目）

1 『自動運転』がもたらす影響とは

１.産業構造の変革

（1）完全自動運転は携帯電話のような産業構造の変革をもたらす。

　・「通話」を高度化したものが携帯電話。
　・「通話」は「通話」を包括する概念。
　・「通話」を「通信」にしたことでイノベーションが起きた。

　・「負荷軽減」を高度化したものが運転支援型の自動運転。
　・「運転からの解放」は巨大ニーズを顕在化する。

2.完全自動運転は「移動」と「空間」を分離。

（1）運転からの解放
　・空間
　　　運転することを前提とした空間から解放。
　　　人や物それぞれが真のニーズに応える空間。

　・移動
人間の運転の限界から解放。
人間を超える運転で新たなニーズに応える。

既存ニー
ズの反映 

潜在ニーズ 
の反映 

？ 
既存ニーズ
の反映 

潜在ニーズ 
の反映 

既存の自動車 運転支援搭載 完全自動運転 

自動運転
？ 
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3.自動運転レベルの定義。SAE(Society of Automotive Engineers)による 

4.自動運転実用化を目指す２つの流れ。 

（1）タイプＡについて
① 特徴

・メーカーが開発の中心であり、運転負荷の軽減、安全の向上が主な目的。

・あらゆる所で動作することを目指している。

・運転者主体が前提のアプローチの通過点にレベル3が存在する。
　（運転者の究極の負荷軽減はアイズオフ）

・従来の自動車のビジネスモデルにとって合理的な流れ。
　（「あらゆる所」に行けることが売りの自動車という商品にとって、なるべく「あらゆる所」で 
　自動運転を動作させるには、運転者がいることが重要となる）
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② 自動運転の技術的課題

　　　・天候・季節・時間帯。
　　　・地域（道路敷設を施工する自治体、施工主で微妙に異なる）
　　　・他の交通（歩行者、自転車など）

　　あらゆる所で、すべての危険の正しい認識を保証することは極めて難しい。

③ 段階的自動運転高度化の背景

　・従来の自動車は「あらゆる所」にいけることが売りだった。

　・当然「自動運転」も「あらゆる所」で作動しなくてはならない。

「あらゆる所」で全ての危険を認識する汎用的アルゴリズムの難しさ。
　*運用環境不定で100％の安全性を保障することは極めて難しい。

・利用される車両の台数もコントロールできず、事故率は高くなる。

・安全性を証明できなければ、ドライバに補助がなくてはならない。

・運転支援型を目指さざるを得ない。（段階的自動運転高度化の流れ）

　④ 人間と自動運転との間のインタラクション（相互作用）の難しさ

・自動運転＋遠隔操縦システムにより自動運転中のドライバ挙動を評価。

・ＨＭＩによる情報掲示のない状態で自動運転中に操舵異常が発生した場合の反応
　 時間の評価。（次項目画像参照）
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・左上がドライバの状態、右上がドライバの前方視界。
・左下がドライバの足の状態、右下が自動運転システムの状態モニタ。

（評価）

ドライバの状態、ドライバの足の状態を見ると、５分後では、異常にいつでも対応できる 
ように監視する体制でいる一方で、６０分後では、システムの「過信傾向」が現れ、
十分な監視を行っていないことが分かります。

（評価）

左側のグラフは、実験からの各時間において、自動運転に異常が出た際の、ドライバの
反応時間を箱ひげ図で示しています。
５分から３０分では有意な個人差が現れなかったが、６０分では、反応が大きく遅れる者が
現れており、システムの「過信傾向」が現れ、十分な監視を行っていないことが分かります。

右側の図はシステムの「過信傾向」の例を示している。人によっては、「ドキュメントを読ん
だり」「PCや携帯を操作し始めたり」「眠気を催したり」しています。

実験開始5分後異常発生 実験開始60分後異常発生 

0
1
2
3
4
5
6
7
8

5 min

Ti
m
e 
[s]

10 min 30 min 60 min

minimum

maximum
standard 
deviation
average
minimum

maximum
standard 
deviation
average

period between the time when steering 
starts abnormally rotating and the time when 
driver's operation acts on the vehicle

Period from start of automatic driving
to occurrence of abnormal rotation of steering

period between the time when steering 
starts abnormally rotating and the time 
when driver starts moving

reading documents

sleeping

tapping cellular

yawning 

phone 
chatting into cellular
phone 

preparing for

using PC

trouble
leaning out 

reading documents

sleeping

tapping cellular

yawning 

phone 
chatting into cellular
phone 

preparing for

using PC

trouble
leaning out 

出典:大前学ら. “自動車の自動運転システム利用時における操舵制御異常に対す
るドライバ反応時間の評価.” 自動車技術会論文集 Vol.36 No.3 (2005): 157- 162.

出典:大前学ら. “自動車の自動運転システム利用時における操舵制御異常に対す
るドライバ反応時間の評価.” 自動車技術会論文集 Vol.36 No.3 (2005): 157- 162. 
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⑤ 段階的自動運転高度化の難しさ

・操作タスクは負荷が多いが、刺激が大きいため、集中維持が容易。
・監視タスクは負荷が少ないが、刺激が少ないため、集中維持が困難。
・監視タスクは集中力を維持するための他の負荷が増える。

　　⑥ 導入コスト・費用対効果の課題

・完全無欠のスーパー自動運転自動車の完成。しかし、価格は数千万円～数億円。

・自動運転自動車を買うより運転手を雇ったほうが割安かつ責任問題も明確化。
・仮に一般的に手が届く値段で自動運転機能を自動車に追加できたとする。

・それでも外界センサは汚れや傷で機能不全に陥るため、自動運転のメンテンス
　周期が高くなる。

　・自家用車としての社会的ニーズの確保は難しい？

車両制御が高度化しても負荷は消えない

利用者にとての価値はあるのか？

車両制御の高度化 

出典:  Carnegie Mellon Tartan Racing Wins $2 Million 
DARPA Urban Challenge (http://www.cmu.edu-) 

出典:  Sandstorm (http://www.cs.cmu.edu) 
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（2）タイプＢについて
① 特徴
・ＩＴ企業、ベンチャー企業が開発の中心であり、地域の足の維持向上、安全の向上が
　主な目的。

・無人で動作できることに指向している。　（運用場所は徐々に拡大する）

・段階的自動運転高度化で課題となるＬＶ3はスキップする。

・既存のビジネスモデルにとらわれない組織にとって合理的。
　（「あらゆる所」に行きたい、運転する喜びの市場ではなく、地域の足としての
　　　利用を目指すことで、潜在的ニーズを満たしえる）

　② 車両の特徴

　
　③ 車両のシステム構成図

レーザーセンサ 

全方位カメラ 
GNSSアンテナ 

レーザーセンサ 

既存の自動車を利用しているが、あまり車両の形に囚われな
いのも、タイプB推進者の特徴 

アクチュエータ 情報処理回路 センサ 

内界センサ 
加速センサ 
加速度センサ 
ジャイロセンサ 

状態推定 
物体認識 
状態遷移 
制御量算出 

アクセル 
ブレーキ 
トランスミッション 
ステアリング 

外界センサ 
ＲＡＤＡＲ 
ＬＩＤＡＲ 
カメラ 
ＧＰＳ 
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・タイプＡ、Ｂともシステム構成図は各社で大差は見受けられない。

・ただし、「あらゆる所」で動作するために、タイプＡの情報処理回路は高コストで複雑
である場合が多い。

5.群馬大学の完全自律型自動運転の普及アプローチ。 

　（1）全体概要

（2）自動運転社会実装ＰＪスケジュール

　（3）神戸市北区での自動運転実証実験

• 「有人」「白ナンバー」「大学外運用者」「障害物回避なし」  
•  を条件とした公道実証実験モデルの確立 

• 「有人」「緑ナンバー」「大学外運用者」「障害物回避あり」  
•  を条件とした公道実証実験モデルの確立 

• 「無人」「白ナンバー」「大学外運用者」「障害物回避あり」  
•  を条件とした公道実証実験モデルの確立 
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③住民からの声（事前ヒアリング調査結果）

④実施体制と役割分担

地域内の移
動で困って
いること

■ 地域内には病院に行くのも困難な人もいて、近所の人が送迎していたりする。
■ ごみステーションまで距離がある人は大変。
■ 自宅からバス停まで遠い人は車で送迎してもらっていたりする。

運転に対す
る不安

■ 夜の運転は神経を使うようになった。
■ まだ運転できるがもう少し年を取って車を手放したらこの地域に住むことはとても不便になる。
■ 免許返納し、かなり不便になった。

地域内移
動サービス
のニーズが
あるエリア

■ イオンや病院から遠いエリアになると不便。イオンや病院にくるというのが移動の多くだから、
やはり離れているエリアの人たちは坂もあるし大変。

■ １丁目は坂もきつい。ごみステーション行くのも遠い。

当サービス
の必要性

■ 身体が自由に動く間は特に必要性は感じないが、 年ほどしたら必要となる。
■ 高齢化率が全国に先駆けて高く、必要だ。

＜引用： 年 月 日報道資料「ラストマイル自動運転移動サービスの実証実験概要について」抜粋＞

市内移動課題の情報提供、
実験データの活用方法の検討 システムの整備・提供

自動運転車両
の提供

神戸自動走行研究会

総合的なプロデュース

車両の運行 運営 管理

約二か月間生活の足として利用
筑紫が丘住民

約二か月間生活の足として利用
筑紫が丘住民

約二か月間生活の足として利用

＜引用： 年 月 日報道資料「ラストマイル自動運転移動サービスの実証実験概要について」抜粋＞
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　⑤運行計画概要

　⑥プロジェクトの特徴

＜ 月 日～ 月 日＞
時刻表に基づく、定ルート走行型移動（路線バス型）

＜ 月 日～ 月 日＞
乗りたい時にバスを呼ぶ、呼出走行型移動（オンデマンド型）

運行期間： 年 月 日～ 月 日の約 か月間（運休日有）
運行時間： 時～ 時
運行速度：筑紫が丘内を最速 程度で運行

＜引用： 年 月 日報道資料「ラストマイル自動運転移動サービスの実証実験概要について」抜粋＞

特徴３
技術

① ＡＩを駆使した安全運行を実現する技術
② 自動運転技術と運転者教育
③ 歩行者目線の安全
④ 運行効率化のための技術

特徴２
実施場所・期間

■ 約 人（約 世帯）が居住する地域での実証
■ ～ 月の約 か月間に渡り、実際に住民が生活に活用

特徴１
実施主体 ■ 住民が主体となって実施

＜引用： 年 月 日報道資料「ラストマイル自動運転移動サービスの実証実験概要について」抜粋＞
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（4）神戸市北区での自動運転実証実験での群馬大学の取り組み要点
①自動運転技術

1、レベル４（一般車混在下で地域限定での無人走行）を目指したシステム。

※ただし、本ＰＪでは、レベル２（運転者の監視下での有人走行）で運用。

２、定ルート走行型の全路線を自動走行可能。

※ただし、本ＰＪでは、状況によって手動に切り替えて走行する場合があります。

３、多くの左右折や狭路を含む、全国の実証実験でも屈指の何度を誇る路線において
安定走行を実現。

住民のニーズを起点として、それに合わせ自動運転を構築するモデルを実現した、

世界でも珍しい例

　②自動運転車両とルート

③運転者教育

1、地域で実証実験の運転者を募集し、教育する全国初の試み。

※地域に根付く自動運転移動サービス実現を可能にした。

２、自動運転実証実験運転者テキスト教育プログラムを全国初で策定し、教育を実施した。

※教育プログラムは、座学、実技、試験（筆記及び実技）、完熟走行の四項目。

３、全国で実施されている自動運転実証実験の運転者教育品質の安定化と向上のため、
教育プログラム実施で得た成果は公開する予定。

〈自動運転車両〉※同機種２台 〈自動運転走行可能ルート〉 
一周約8km弱 60分で周回する 
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④運転者教育テキスト

　⑤取組から見えてきたこと

　1、我々のシステムは大学外運用に耐える安定性を確保した。

　　　※運用条件等厳しい制約は設けている）

　2、自動運転車両の運転者（運用者）教習を終了できる人は約４割（筆記の時点で６割に）

　3、地域の高齢者が運用者としての役割を担うことは極めて難しい。

　4、複雑な機能（障害物回避など）を付加するほど、正しく運用できる人材は著しく減る。

　5、ＬＶ3の自動運転の実用化は極めて難しい

（４）札幌市の中心市街地での実証実験

〈群馬大学 自動運転実証実験運転者テキスト教育プログラムに基づく教習〉

【自動走行ルート】  

 

札幌駅前地下歩行空間（ No Maps Tr ade Show 

2017） 

赤レンガテラス  

札幌市役所 

大通り公園  

北海道庁 

北海道庁旧本庁舎（赤レンガ庁舎）  

発着地点 

〈自動運転車両〉 
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（５）前橋市での路線バスでの実証実験枠組み構築
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次世代自動車エキスパート［応用編］

　  13コマ

「自動運転の仕組み（レベル2）と
  整備技術」（座学編）

　  14コマ

「自動運転の仕組み（レベル2）と
  整備技術」（実習編）
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13,14 教科名： 次世代自動車エキスパート（ 応用編）
授業シート
（ 目次）

科目名： 次世代自動車　エキスパート 概論（ 応用編）
第（  13,14 / 14 ）回  

「自動運転の仕組み（レベル2）と整備技術」

●シラバス

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、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を理解することを目的とする 。

●授業項目 ●キーポイント ●ページ数

1日産自動車の走行支援システム さまざまな 運転シーンに応じての走行支援 Ｐ１87

2インテリジェントエマージェンシーブレーキ 衝突回避操作の支援システム Ｐ１87～188

3車線逸脱警報 車線を逸脱しそうになると 運転者に警告を行う Ｐ188

4踏み間違い衝突防止アシスト アクセル とブレーキの踏み間違いや、前進と後退の間違いに
よる衝突を防止する Ｐ189

5インテリジェントパーキングアシスト 縦列駐車や車庫入れ時のステアリング 操作の補助 Ｐ190

6プロパイロットの概要 同一車線での自動運転支援の概要 Ｐ１91～199

7インテリジェントクルーズコントロール 各交通状況に応じた制御の違い Ｐ194～195

8ハンドル 支援機能 直線路はもちろん 曲線路での操舵の制御 Ｐ195

9機能限界・機能しない場合の条件等 どのような場合に運転支援が解除されたり、機能しない場合
があるのか Ｐ197

10前方センシング 装置にかかる 整備・ 点検 取扱い方法と整備時の注意事項等 P199～201

11

12

13

14

15

●授業コメント

次世代自動車を取り巻く環境は年々進化しています。今後各メーカーから最新の次世代自動車が登場します。また次世代自動車に
関係する国際情勢も年々変化していきます。今からしっかりと新しい知識を身に付けて、時代に乗り遅れないようにしましょう。

●資格関連度 二級自動車整備士ITS
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（13/14コマ目）

１１．．日日産産自自動動車車のの走走行行支支援援シシスステテムム

先進技術 駆使 衝突回避性能 向上 運転 安心

概要
上部 前方 車両 歩行者 検知 衝

突 可能性 高 内 表示 危険 回避操作
促
安全 減速 場合 緊急 作動 減速

衝突 回避 衝突時 被害 軽減
車速約 範囲 作動

車速 以上 歩行者 対 作動
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構成
前方車両 歩行者 有無 距離 計測

衝突 危険 高 制御

車線逸脱警報
概要

上部 走行車線 車線 検
知 右側 左側 近 判断 警報音 内 表
示 色 点滅 運転者 警報
車速 以上 作動
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踏 間違 衝突防止
概要
低加速抑制機能

停止中 前進 後退 低車速 約 未満 走行中 取 付
進行方向 壁 障害物 検知 場合 素早 深 約

以上 踏 込 判断 約 秒間自動 出力 抑制 弱
車速 上 抑

低速衝突軽減 機能
前進 後退 低速走行 約 未満 中 取 付
進行方向 障害物 検知 障害物 衝突 恐 判断 運転者
音 表示 警報 自動的 出力 制御 衝突 回
避 被害 軽減

構成
進行方向 障害物 有無 距離 計測
間違 踏 出力 抑制

障害物 衝突 恐 作動
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概要
縦列駐車 車庫入 時 操作 運転者 操作 補助
機能

上 目標 駐車位置 設定 上 車両周辺 状況 予
想進路線 切 返 目安枠 映 出 運転者 操作 補助
設定 駐車目安枠付近 駐車 運転操作

①駐車 スペースの近くで車を止め、IPA を設定
②クリープで走行 、ブレーキで速度調整
③シフトをRレンジにする
④クリープで走行 、ブレーキで速度調整

注意  : 自動で障害物 を回避する機能はない。車両
の操作をするときはドライバの目視により常に周囲
に注意すること。

構成
映像 目標駐車枠 駐車 必要

操舵量 演算
舵角指定信号 応 操作
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概要
■　設定した車速（約30～100km/h）を上限に、車間距離を保つように制御
■　車線中央を走行するようにステアリングを制御（約50km/h以下では先行車がいる
場合のみ作動）

■　渋滞時のステアリング・アクセル・ブレーキを支援する

具体的 走行
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構成
前方車両 距離 車線内 自車位置 計測

制御 走行

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

■　日本の道路と交通を熟知した日産の自動運転技術に、モービルアイ社の技術を活用
した独自の画像解析技術を融合。

■　前方車両や白線を瞬時に三次元把握し、正確に制御する。
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表示
表示灯

状態 表示
先行車表示
先行車 検出 点灯
車線表示
車線 検出 点灯

制御表示
制御 状態 表示

設定車速表示
設定 車速 表示

車間設定表示
設定 車間 表示

表示
使 方 表示

図

各部品 役割
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先行車 距離 測定 運転者 車
速 上限 車速 応 車間距離 自動的 保 走行
定速走行

先行車 検出 運転者 車速 約 定速走行

追従走行
先行車 検出 運転者 車速 約 上限 車速
応 車間距離 保 車間制御 行 走行

追従走行 停止
先行車 停止 先行車 続 自車 停止 停止後 停止状態 保持
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押 秒未満 待機状態
待機状態 押 下記 制御 行

支援機能
走行車線 検出 車線中央付近 走行
制御 運転者 操作 支援

約 以下 前方 車両 場合 作動
直線路 走行車線 維持 操舵 支援
曲線路 走行車線 維持 合 操舵 支援

停止 追従走行
先行車 発進 RES/ 押 踏 停止

状態 解除 再 追従走行 開始
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押 秒未満 待機状態
待機状態 押 下記 制御 行

手放 警報
支援制御中 運転者 手 放 状態 検出

場合 車両情報 警告 表示

手放 検知
出力信号 規定値以下 状態 継続 場合 手放 状態

判断
注 軽 握 場合 触 状態 信号 入
力 手放 状態 検知
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制御

機能限界
先行車 急 踏 場合
自車 直前 急 割 込 場合

擦 汚 場合
道路構造物 壁 極端 近 道
急 走行 場合
急 勾配 坂道 急 下 坂
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正 機能 条件
空気圧 適正

摩耗 非常用 装
着 純正品以外 使用
純正品以外 部品 部品 使用

視界 妨 取 付
引

先行車 背景 似 色合 区別
先行車 建物 街路樹 影 重
先行車 自車 間 水蒸気 煙
車高 低 車
最低地上高 地面 車体 高 極端 低 極端 高 車両
特殊 形状 車両
前方 至近距離 割 込 車両
自車 正面 横 位置 存在 車両

後端面積 小 車両 空荷
車両後端 長 車両

四輪車以外 車両 二輪車
荷台 荷物 出 車両

形状 見 車両
消 汚 不明瞭
多重 描

消 薄 残
料金所 交差点手前 大 変化

工事 車線内 複数 道 走行
道路構造物 街路樹 建物 影 差 路面 走行
合流 分岐路 走行

制御 開始 条件
作動

作動 時
空転

雨 雪 霜 前方 凍結 汚 視界 確保

高速 作動
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接続

７．前方センシング装置に係る整備 点検に際して
方式

方式 存在
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以下は、先進運転支援システム(ADAS)に用いられる前方センシング装置に係る整備や
調整作業において、特有の注意事項であり十分な配慮が必要である。

構成部品 取 扱

診断作業 受 際 問診
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整備/点検/調整作業 注意事項
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（14/14コマ目）

１.　自己診断実施

ＡＤＡＳ　Ｃ/Ｕ、及びフロントカメラユニットの自己診断を実施する。

　ＤＴＣが検出されているか？

ＤＴＣ順一覧表から該当する故障診断を行う。

２へ

２.　カメラエーミング事前準備

　（1）カメラレンズ及びウインドシールドガラス点検

カメラのレンズ、ウインドシールドガラスに汚れ、異物の付着はあるか？

・ＹＥＳ（カメラのレンズが汚れている場合）→フロントカメラを交換し（２）へ

・ＮＯ→（２）へ

フロントカメラユニットを脱着、又は交換、ウインドシールドガラス（フロントカメラ取付部位）
の脱着、又は交換した場合、必ずカメラエーミング調整を行う。

・　両方のユニットに”Ｃ１Ｂ０１”、及びＡＤＡＳ　Ｃ/Ｕのみに”Ｃ１Ｂ００”
　以外のＤＴＣを検出

・　両方のユニットに”Ｃ１Ｂ０１”、及びＡＤＡＳ　Ｃ/Ｕのみに”Ｃ１Ｂ００”
　を検出、又はＤＴＣを検出していない。

・ＹＥＳ（ウインドシールドガラスが汚れている場合）→ウインドシールドガラスを
　清掃する。

日産セレナ カメラ・エーミングの作業

作業手順

※注意
 カメラエーミング調整は水平な場所で行うこと。
 カメラエーミング調整を行うときはＣＯＮＳＵＬＴを使用すること。（ＣＯＮＳＵＬＴ以外の方法で
は調整できない。）
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（２）フロントカメラユニットの取り付け状態点検

フロントカメラユニットの取り付け状態を点検する。
（取り付け位置、ブラケットとの組み付け状態、ブラケットの曲がり）

正しく取り付けられているか？

・ＹＥＳ→（３）へ

・ＮＯ→フロントカメラユニットを正しく取り付ける。

　（３）.車高点検

①.タイヤ空気圧を規定値に調整する。

②.車高（ホイールアーチ高さ）を点検する。

　‐参考‐

・タイヤの摩耗等により基準値と一致しないことがあるが、異常ではない。

点検結果は正常か？

・ＹＥＳ→点検終了

・ＮＯ→車高（ホイールアーチ高さ）に関する部品を点検する。

　(４）Ｐレンジにし、パーキングブレーキを解除する。

　(５）インストルメントパネル上に不要なものがないか確認する。

３.　カメラエーミング調整治具作成

　　　　カメラエーミング調整は、下記の治具、及びターゲットを作成し行う。

　（１）ターゲット作成のために、１２０㎜×１２０㎜の白と黒の紙を６枚用意する。

参考：倍率を調整し、サービスマニュアルのターゲット見本を黒い紙に印刷する。

　（２）３６０㎜×２４０㎜のターゲットを作成するために、３枚の白と黒の紙をテープで組み
合わせる。

・測定は空車状態で行うこと。　（空車状態とは燃料満載、冷却水、オイル類は、
　規定量の状態である。ただし、スペアタイヤ、ジャッキ、車載工具は車両より
　降ろした状態とする。）
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　（３）.透明テープ、又は両面テープなどで印刷したターゲットをボードに貼り付ける。

　‐参考‐
・ホワイトボード等のターゲット周辺が一様に単色なものを使用する。
・ターゲットの上下や左右の模様の違いに注意する。

４.　ターゲット設置

※注意
 調整は車両前方５ 、幅３ までが見通せる水平な場所で行うこと。
 ターゲットは、必ず明るい場所に設置すること。（明るさが不足すると調整できない場合があ
る。）

 それぞれのターゲットを照明で照らす場合、明るさの差異が無いようにすること。
 ターゲットの上下左右周辺に光源が無いようにすること。（光源があるとターゲットが検出で
きない可能性がある。）

 太陽の位置を確認し、太陽光が車両前方から直接入らないように注意する。
 ターゲットの上下左右周辺に似た模様の白黒パターンがある場合、ターゲットを検出できない。
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　　（１）各ホイール中心位置にマーキングする（A,B,C,及びDの各点）

　‐参考‐

　　（２）A点とＢ点を通るようにLH線を引く。

　‐参考‐
車両前端から約４m以上線を引く。

　　（３）LH線のA点から車両前方３０００㎜の位置にE点をマーキングする。

　　（４）C点とＤ点を通るようにＲＨ線を引く。（手順２と同様）

　‐参考‐
車両前端から約４ｍ以上線を引く。

　　（５）ＲＨ線のＣ点から車両前方３０００㎜の位置にＦ点をマーキングする。

　　（６）Ｅ点とＦ点を通るようにＦＷ線を引く。

ホイール中心を通るようにおもりをつけたひもをフェンダに貼り付けてマーキン
グする位置を決める。



206

（７）ＦＷ線のＥ点とＦ点の中央にＸ点をマーキングする。

　（８）Ｘ点から左右同じ距離の位置にターゲットを設置する。

５. カメラエーミング調整

　　（１）車高点検
　　 　

車高（ホイールアーチ高さ）を測定し、Ｄｈ値を算出する。

Ｄｈ（㎜）　＝（　Ｈｆｌ　＋　Ｈｆｒ　）÷２－７０２

Ｈｆｌ　：　左前輪ホイールアーチ高さ（㎜）
Ｈｆｒ　：　右前輪ホイールアーチ高さ（㎜）

（２）カメラエーミング調整

①ＣＯＮＳＵＬＴを接続し、”レーンカメラ”の”作業サポート”を選択する。

②”カメラエーミング”を選択する。

③下記の状態を確認する。
　　・ターゲットが正確な位置に設置されていること
　　・車両が停止していること

※注意
 Ｅ－Ｘ間とＦ－Ｘ間の距離が同じことを確認すること。

※注意
 カメラエーミング調整は空車状態で行うこと。

※注意
 ＣＯＮＳＵＬＴの操作は車両の外で行うこと。（車両姿勢を変えないこと）
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④”開始”を選択してカメラエーミング調整を開始する。

⑤テスト項目1で算出した”Ｄｈ”値を入力する。

⑥下記項目を入力し”開始”を選択する。

Ｈｔｕ　　：１４２０㎜
Ｈｔｌ　　 ：１１８０㎜
Ｄｔ      ：３０００㎜
Ｔs      ：  １２０㎜
Ｄｂｔ    ：  ７２０㎜
ＶＰ     ： ０

⑦表示された項目を確認する。

　　・”正常に終了しました”：”完了確認”を選択する。

⑧”正常に終了しました”が表示されていることを確認して”完了確認”を選択する。

６.自己診断実施

ＣＯＮＳＵＬＴを使用し”レーンカメラ”の自己診断を実施する。

ＤＴＣが検出されているか？

ＹＥＳ→ＤＴＣ順一覧表から該当する故障診断を行う。

ＮＯ→4へ

７.作動点検

ＬＤＷ（車線逸脱警報）が正常に作動することを確認する。

→作業終了

※注意
 ターゲットを設置していない状態で”開始”を選択しないこと。
 ”開始”を選択した後、５秒以上経過させること。
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「自動運転の仕組み（レベル2）と整備技術」

13,14 教科名： 次世代自動車エキスパート（ 応用編）

履修確認 科目名： 次世代自動車　エキスパート 概論（応用編）
第（  13,14 / 14 ）回  

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　氏名：
解答時間
１５ 分

問題１ Ｃ２７型セレナに採用されたプロパイロット の前方車両との距離や車線内の自車位置を計測するのに用いられてい
る部品について適切なものを選びなさい
(1)ミリ 波レーダー
(2)フロントカメラ
(3)赤外線レーダー
(4)ソナー

問題２ Ｃ２７型セレナに採用されたエマージェンシーブレーキについて不適切なものを選びなさい。
(1)フロントガラス上部のマルチセンシングフロントカメラにより、前方の車両や歩行者を検知する。
(2)ドライバ が安全に減速できず、衝突の可能性がある場合、緊急ブレーキを作動させて衝突を必ず回避できように
なっている。
(3)衝突する恐れがあると判断すると、メータ内の接近警報表示が点滅し、ブザー音とともに軽いブレーキをかけて
警報する。
(4))車速約１０ｋｍ/ｈ～ 8０ｋｍ/ｈの範囲で作動（ 車速約６０ｋｍ/ｈ以上では歩行者に対しては作動しない。）

問題３ Ｃ２７型セレナに採用されたプロパイロットのシステムについて不適切なものを選びなさい。
(1)設定した車速（ 約30～100㎞/h）を上限に、車間距離を保つように制御される。
(2)車線中央を走行するように ステアリングを制御する。
(3)渋滞時のステアリング・アクセル・ブレーキを支援する。
(4)複数車線の走行車線を走行し、先行車が設定車速より遅い場合は、設定した車速を維持するため、追い越し車線
に車線変更を行って、設定車速を維持できるように制御される。

問題４ Ｃ２７型セレナに採用されたプロパイロットのシステムについて不適切なものを選びなさい。
(1)高性能単眼カメラ で前方車両との距離や車線内の自車位置を計測する。
(2)ステアリング・アクセル・ブレーキを自動制御し走行する。
(3)ハンドル 支援制御中、ドライバ がステアリングホイールから手を放している状態を圧電センサによって検出した場合、
車両情報ディスプレイに警告を表示。
(４)同一車線の前方に先行車がいる場合、運転者がセットした車速を上限に、車速に応じた車間距離で追従走行を行う。

問題５ Ｃ２７型セレナに採用されたプロパイロットのインテリジェントクルーズコントロールシステムについて不適切なものを
選びなさい。
(1)先行車を検出していないときは、運転者がセットした車速（約30～100㎞/h）で定速走行を行う。
(2)先行車を検出しているときは、運転者がセットした車速（30～100㎞/h）を上限に、車速に応じた車間距離を保つように
車間制御を行い走行する。
(3)先行車が停止したとき、先行車に続いて自車も停車する。
(4)停車後は停止状態を保持できないため、必ず運転者がブレーキを踏み込み、停車状態を維持する必要がある。

問題6 Ｃ２７型セレナに採用されたプロパイロットの使用時の注意事項の中の[機能限界の例]について不適切なものを
選びなさい。
(1)前方の車両が急ブレーキを踏んだ場合。
(2)２台前の車両の直前に急な割り込みがあった場合。
(3)カメラ 前方のフロントガラスが曇っているとき。
(4)前方から強い光（太陽光や対向車両のハイビームなど）を受けているとき。

問題7 Ｃ２７型セレナに採用されたプロパイロットの使用時の[プロパイロットが正しく機能しない ]について不適切なものを
選びなさい。
(1)特殊な形状の車両（タンクローリ、サイドカー など）
(2)先行車が背景と似た色合いで区別できないとき
(3)合流、分岐路を走行しているとき
(4)前方車両がけん引しているとき

問題8 Ｃ２７型セレナに採用されたプロパイロットの整備について不適切なものを選びなさい。
(1)フロントカメラユニットを取り外した場合、カメラエーミング調整が必要となる。
(2)ウインドシールド（ フロントガラス）を取り外した場合、ウインドシールドからフロントカメラユニットを取り
外しさえしなければ、カメラエーミング 調整は必要でない。
(3)カメラエーミング調整が必要であるにも関わらず、実施なかった場合は運転支援機構が正常に作動しなくなる恐
れがある
(4)カメラエーミングの調整は水平な場所で行う。

問題9 Ｃ２７型セレナに採用されたプロパイロットのカメラエーミング調整の事前準備について不適切なものを選びなさい。
(1)カメラレンズ 及びウインドシールド（フロントガラス）に汚れ、異物の付着がないか確認する。
(2)空気圧を規定値に調整する。
(3)車高（ ホイールアーチ高さ）の点検は、通常使用されている状態に近づける必要があるため、乗員や荷物が積載
された状態で計測を行う。
(4)フロントカメラユニットの取付状態を点検し、がたつき等がないか確認する。

問題10 Ｃ２７型セレナに採用されたプロパイロットのカメラエーミング調整について不適切なものを選びなさい。
(1)ターゲットの設置は必ず明るい場所で行う。
(2)やむを得ず屋外で実施する場合は、太陽光が車両前方に当たるようにして明るい状態で行う。
(3)ターゲットの上下左右に光源が無いようにする。
(4)ターゲットの上下左右周辺には似たような 模様の白黒パターンがある場合、ターゲットを検出できない可能性が
あるので、単一色の壁の逆側に車両を置くことが望ましい。
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「自動運転の仕組み（レベル2）と整備技術」

13,14 教科名： 次世代自動車エキスパート（ 応用編）

解答 科目名： 次世代自動車　エキスパート 概論（応用編）
第（  13,14 / 14 ）回  

　　　　 　　　　　　　　　　氏名：
解答時間
１５ 分

解答1 (2)フロントカメラ

解説・ 解釈 Ｃ27型セレナはフロントカメラにより 前方車両との距離や車線内の自車位置を検出している。

解答２ (２)ドライバが安全に減速できず、衝突の可能性がある場合、緊急ブレーキを作動させて衝突を必ず回避できようにな
っている 。

解説・ 解釈 ドライバが安全に減速できなかった場合に、緊急ブレーキを作動させて減速、衝突を回避するか、衝突時の被害を軽減
する。車速や条件等よって、必ず回避できるとは限らない。

解答３ 設定した車速を維持するため、複数車線では車線変更を行うよう 制御される。

解説・ 解釈 C27型セレナは現在高速道路または自動車専用道路の単一車線のみで、車線変更には対応していない。

解答４ ハンドル 支援制御中、ドライバ がステアリングホイール から手を放している 状態を検出した場合、車両情報ディスプレ
ィに警告を表示するがステアリングの圧電センサによって手放し状態と判断する。

解説・ 解釈 圧電センサで手放し検知しているのではなく、従来のトルクセンサで行っている。

解答５ (4)停車後は停止状態を保持できないため、必ず運転者がブレーキを踏み込み、停車状態を維持する必要がある。

解説・ 解釈 停車状態は自動的に保持される。自車が停止後3秒以内に先行車が再び走りだすと 、追従走行を継続する。
自車の停止時間が3秒を超えた場合は、先行車発信後RES/+スイッチを押すか、アクセルペダルを軽く踏むと追従走行を
続ける。何もしない場合は停止対応を保持し続ける。

解答６ (２)台前の車両の直前に急な割り込みがあった場合。

解説・ 解釈 自車の直前に急な割り込みがあった場合は機能限界になる可能性がある。

解答７ (4)前方車両がけん引しているとき

解説・ 解釈 自車がけん引している時は正しく機能しない。

解答８ (２)ウインドシールド（フロントガラス）を取り外した場合、ウインドシールドからフロントカメラユニットを取り外
しさえしなければ、カメラエーミング調整は必要でない。

解説・ 解釈 ウインドシールドを車両から取り外した場合にも、カメラエーミング は必要となる。

解答９ (３)車高（ ホイールアーチ 高さ）の点検は、通常使用されている状態に近づける必要があるため、乗員や荷物が積載さ
れた状態で計測を行う。

解説・ 解釈 測定は必ず空車状態で行う。

解答１０ (２)やむを得ず屋外で実施する場合は、太陽光が車両前方に当たるようにして明るい状態で行う。

解説・ 解釈 太陽の位置を確認し、太陽光が車両前方から直接入らないように注意する必要がある。
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 先進安全装置について」
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（トヨタ自動車ＨＰより）

①トヨタセーフティセンスＰ

前方の安全を見守る、高精度な「2種類の目」。

　Toyota Safety Sense Pとは、先進の歩行者検知機能を搭載した衝突回避支援パッケージです。
車速が高い事故ほど重大事故につながるというデータをはじめ、さまざまな交通事故統計を分析し、
発生割合の高い事故に対応する4つの先進的な安全機能をパッケージ化。
最先端の技術革新の成果を組み入れ、ドライバーの安全運転を多面的にサポートすることが出来
ます。

　Toyota Safety Sense Pでは、ミリ波レーダーと単眼カメラを併用した高精度な検知センサーを新
開発。
それに基づく統合的な制御により、クルマだけではなく、歩行者の認識も可能になり、事故の回避や
衝突被害の軽減を支援します。

　「ミリ波レーダー」は遠方の先行車検知に有効で、雨、霧、降雪などの周辺環境の影響を受けに
くく、「単眼カメラ」は物体の形や大きさが識別でき、クルマや白線、対向車のランプだけでなく歩行
者も認識できます。この特性の異なる2種類のセンサーが、卓越した認識能力と信頼性の高いシス
テムの作動を可能にしています。

（トヨタ自動車ＨＰより）

１、先進安全装置の概要
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（トヨタ自動車ＨＰより）

（トヨタ自動車ＨＰより）

１－ⅰ　プリクラッシュセーフティシステム（歩行者検知機能付衝突回避支援型）

１－ⅱ　レーンディパーチャーアラート（ステアリング制御付）

　市街地走行から高速走行の広い車速域で、先行車や歩行者に対する衝突事故回避を
支援。
　2種類のセンサー（ミリ波レーダーと単眼カメラ）で先行車両や歩行者を検知し、衝突の可能性があ
る場合、ブザーやディスプレイ表示でドライバーに警報します。衝突の可能性が高いと判断すると、ブ
レーキを踏む力を強力にアシストして衝突回避を支援（ブレーキアシスト）、さらに衝突が避けられな
いと判断すると自動ブレーキを作動させて、衝突回避や衝突被害の軽減を図ります。歩行者に対して
は、約10～80km/hの速度域で自動ブレーキが作動し、約30km/hの減速が可能。例えば、歩行者との
速度差が約30km/hの場合は衝突回避を支援します。先行車に対しては、約10km/h以上の幅広い速
度域で自動ブレーキが作動し、約40km/hの減速が可能です。

　意図しない車線逸脱の危険をブザーとディスプレイ表示でドライバーに知らせる。
　単眼カメラで道路上の白線（黄線）を認識し、ドライバーがウインカー操作を行わずに車線を逸脱
する可能性がある場合にブザーとディスプレイ表示で警報し、車線逸脱による事故の回避を支援しま
す。さらに、電動パワーステアリングを制御することで、車線逸脱を回避しやすいよう、ドライバーのス
テアリング操作をサポートします。
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１－ⅲ　オートマチックハイビーム

　ハイビームとロービームを自動で切り替え、夜間の歩行者の早期発見に寄与。

　単眼カメラによって周囲の明るさや対向車のヘッドランプ、先行車のテールランプを検知し、
ハイビームとロービームを自動で切り替えます。切り替え忘れを防ぐ他、手動操作の煩わしさを
軽減し、ドライバーの前方視界確保をアシスト、歩行者などの早期発見に寄与します。

１－ⅳ　レーダークルーズコントロール（ブレーキ制御付／全車速追従機能付）

　車間距離を保って追従走行し、長時間の運転負荷を軽減。

　ミリ波レーダーで先行車との車間距離を検知し、設定車速（約50～100km/h）の範囲内で先行車
の車速に併せて速度を調節することで一定の車間距離を保ちながら追従走行ができます。また、
前方車両の車線変更をミリ波レーダーとともに単眼カメラで検知し、よりスムーズな加減速制御を
実現します。

（トヨタ自動車ＨＰより）

（トヨタ自動車ＨＰより）
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２－ⅰ　プリクラッシュセーフティシステム（歩行者検知機能付衝突回避支援型）

・補機バッテリマイナスターミナル脱着または補機バッテリ上がりを起した場合は、ステアリング
  センサ０点補正が必要となる。

２－ⅱ　単眼カメラ（フォワードレコグニションカメラ）取り替え時

・フォワードレコグニションカメラ脱着、取り替え時は光軸調整が必要となる。

   *詳しくは次章３のレコグニションカメラ/ターゲット位置記憶及び光軸学習参照

・フォワードレコグニションカメラ脱着、取り替え時に光軸調整を行わずにシステムを作動させると
  ダイアグノーシスコード　“Ｃ１ＡＡ９”　が出力される。

・フォワードレコグニションカメラ取り替え時は、必ず新品と取り替えする。

・フォワードレコグニションカメラ取り替え時は、レンズを汚したり、キズを付けたりしない。

・一度衝撃の加わったフォワードレコグニションカメラは、再使用しない。

・シャシ-ダイナモメーターなどの走行時は、フォワードレコグニションカメラの前をふさいでフォワ
   ードレコグニションカメラが撮影できないようにする。

２－ⅲ　ウィンドシールドガラス取り替え時

・フォワードレコグニションカメラが搭載されたウィンドシールドガラス取り替え時は光軸調整
   が必要となる。

・フォワードレコグニションカメラが搭載されたウィンドシールドガラス取り替え時は必ずフォワー
   ドレコグニションカメラ用トヨタ純正ウィンドシールドガラスと交換する。フォワードレコグニション
カメラ用トヨタ純正ウィンドシールドガラス以外のウィンドシールドガラスには、フォワードレコグ
   ニションカメラ搭載ブラケットがないため、フォワードレコグニションカメラを搭載できない。

・以下のような場合は、プリクラッシュセーフティシステムが正常に作動せず、思わぬ事故につな
  がり、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあるため、必ずプリクラッ
  シュセーフティシステムをＯＦＦにする。

２、先進安全装置の取り扱い留意点

・けん引されるとき
・けん引するとき
・トラック、船舶、列車などに積載するとき
・車両をリフトで上げて、ハイブリッドシステムを始動しタイヤを空転させるとき
・点検でシャーシダイナモやフリーローラーなどを使用するとき
・事故などにより、フロントバンパーＡＳＳＹやラジエーターグリルに強い衝撃が加わったとき
・事故や故障で自車の走行が不安定なとき
・オフロード走行やスポーツ走行をするとき
・タイヤの空気圧が適正でないとき
・著しく摩耗したタイヤを装着しているとき
・メーカー指定サイズ以外のタイヤを装着しているとき
・タイヤチェーンを装着しているとき
・応急用タイヤやタイヤパンク応急修理キットを使用しているとき
・車両にミリメーターウェーブレーダーセンサＡＳＳＹやフォーワードレコグニションカメラをさえ
   ぎるような装備品（除雪装置など）を一時的に取り付けているとき
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２－ⅳ　ミリ波レーダー（ミリメーターウェーヴレーダセンサーＡＳＳＹ）取り替え時

・フォワードレコグニションカメラ用トヨタ純正ウィンドシールドガラス以外のウィンドシールドガラス
   にフォワードレコグニションカメラを搭載すると、ウィンドシールドガラスの透過率と黒色セラミック
   の形状により、フォワードレコグニションカメラを使用するシステムが正常に作動しないおそれが
   ある。

・ウィンドシールドガラス外側のフォワードレコグニションカメラ前部には、ステッカー（透明な物を
   含む）を貼らない。

・ミリメータウェーブレーダセンサＡＳＳＹ交換の際は、必ず新品と交換する。別車両に組み付い
  ていた製品を搭載すると、ミリメータウェーブレーダセンサＡＳＳＹの内部記憶情報と車両から
   の情報が不一致になり、ダイアグノーシスコードを出力するおそれがある。

・ミリメータウェーブレーダセンサＡＳＳＹを脱着した場合、必ずミリメータウェーブレーダセンサ
   ＡＳＳＹの光軸調整を行う。

　*詳しくは次章４のミリメーターウェーブレーダセンサ光軸調整参照

３、レコグニションカメラ/ターゲット位置記憶及び光軸学習
フロントガラス交換や脱着した場合と、新品のフォワードレコグニションカメラに交換した、
場合に、フォワードレコグニションカメラに車両方向と水平を覚えさせ、各運転支援シス
テムを正しく作動させることが必要になる。

○フォワードレコグニションカメラの特性（ターゲット設置時の注意）

光軸調整時、フォワードレコグニションカメラが取り込んだ映像を画像処理する中で色の濃淡
の差が大きい部分をターゲットと認識するため、ターゲット広報に蛍光灯の配列や、窓や光の反
射物、車両（白いボディと黒い窓または車室内の影）などがある場合、濃淡の差が大きい部分
と認識し、ターゲット以外をターゲットと誤認識する可能性がある。

○ミリメータウェーブレーダセンサの汚れ検知機能について。

・ミリメータウェーブレーダーセンサは前方の汚れ検知機能を備えているが、状況によってはセン
   サ前面またはミリメータウェーブレーダセンサ用グリルカバーの前後面が汚れていても、汚れを
   検知出来ない場合がある。

・金属や金属コーティングのビニール袋が密着した状況では汚れが検知出来ないおそれがある。

・氷、つららなどが付着した状況では、汚れが検知出来ない場合がある。
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フォワードレコグニションカメラがターゲットを検索する範囲の背景を隠すことで、ターゲット後方
にあるコントラストの差が大きい物（蛍光灯、窓、光の反射物、車両の白いボディと黒い窓または
車室内の影など）が隠れ、ターゲットを認識しやすくなる。

逆行状態や、窓から入る光が部分的にターゲット表面にあたっている場合。ターゲット表面に光
のムラがあると、カメラ画像上でターゲット白黒部分のコントラストの差が小さくなり、ターゲット
を認識しない場合がある。

ターゲットが暗い場合や、ターゲットの影が壁に映っている場合、ターゲットを認識しない場合が
ある。
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ターゲットの表面上にセロテープやラミネート等の光沢物がある場合、その部分に光が反射する。
カメラは反射物を画像処理により白色と認識するため、ターゲットを認識しない場合がある。

ターゲットの境界部分に、にじみやゆがみがある場合、ターゲットを認識しない場合がある。

風や人の動きなどでターゲットが揺れていたり、車両とターゲット設置個所に段差がある場合。

フォワードレコグニションカメラの光軸学習は、“順次認識”で行う。

一括認識
ターゲットの認識回数　１回

順次認識
3回
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３－ⅰ　レコグニションカメラ/ターゲット位置記憶及び光軸学習作業

○事前準備１

　水平な床面で、周囲および床面に反射物や光沢物がない場所を確保して下さい。（下図参照）

○事前準備2

　使用機器を確認してください。（下図参照）
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○事前準備３

　事前準備１にて測定した床面を水準器にて水平を確認してください。（下図参照）

○事前準備４

　事前準備３にて水平を確認した床面にマーキングを実施してください。（下図参照）

マーキング位置（Ａ）

マーキング位置（Ｂ）

（後方）

（前方）

確認位置
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○事前準備５

　事前準備４にてマーキングした床面に基準線を引き、下図のように基準点を順番にマーキング
　して下さい。

　（Ａ）点から（Ｂ）点を通り、前方に２．２ｍ以上線を引いて下さい。
　（Ｃ）点、（Ｄ）点を上記の線上にマーキングして下さい。

（Ｃ）点、（Ｄ）点から、１０００ｍｍの位置で交差する（Ｇ）点、（Ｊ）点をマーキングして下さい。
（Ｇ）点、（Ｊ）点を結んで交差した（Ｋ）点をマーキングして下さい。

（注意事項）

　各点の距離の許容範囲は±３ｍｍとし、許容範囲外の数値の場合は再度、Ａ点から
マーキングし直す。

○事前準備後の最終確認事項
①すべてのドアを閉めて下さい。
②車両には乗車せずに作業を実施して下さい。
③車両には作業中寄りかからないで下さい。
④作業中は調整エリアに立ち入らないで下さい。
⑤作業中は故障診断機の電源を切らないで下さい。
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○調整作業１（レコグニションカメラ/ターゲット位置記憶）

　故障診断機を車両に接続してください。（下図参照）

　*今回使用する故障診断機は、バンザイ製ＭＳＴ-3000、もしくはツールプラネットＴＰＭ-Ｒ

　故障診断機を接続後、イグニッションスイッチをＯＮしてください。

○調整作業１-２

　故障診断機へ車両のデータを入力してください。（下図参照）

　*今回使用するトヨタプリウスＰＨＶのデータは下記を参照

（参考）
車種
グレード
車両型式
エンジン型式
年式

プリウスＰＨＶ
Ａ（レーザーパッケージ）
ＤＬＡ-ＺＶＷ52-ＡＨＸＧＢ（Ｌ）
2ＺＲ-ＦＸＥ
2017年～

：
：
：
：
：

故障診断機へ車両のデータを入力後作業サポートを選択してください。

（ブレーキを踏まずにプッシュスタートスイッチを2回ＯＮ）



223

○調整作業１-３

　故障診断機へ作業内容のデータを入力してください。（下図参照）
 
　作業サポート　→　前方認識カメラ　→　レコグニションカメラ/ターゲット位置記憶を選択
　
　故障診断機の画面に表示された条件を確認して下さい。

○調整作業１-４

　故障診断機へ各種数値データを入力してください。（下図参照）

（入力内容）

上記各種数値データを入力することにより、レコグニションカメラ/ターゲット位置記憶が完了する。

・カメラの高さ
・カメラの横位置
・カメラのヨー角
・カメラのピッチ角
・ターゲット高さ
・ターゲットまでの距離
・ターゲット間距離
・ターゲットサイズ
・車両の車軸
・カメラと前輪間距離
・ピッチオフセット角
・カメラとレーダー間

１２８８ｍｍ
７ｍｍ
０°   　

－２．４２°   　
１３５０ｍｍ
３０００ｍｍ
５５０ｍｍ
１８０ｍｍ

１７６１ｍｍ
７３５ｍｍ
０°   　

１６２５ｍｍ

：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
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○調整作業２（レコグニションカメラ光軸調整）

　事前準備５で行った、マーキング（Ｋ）点にターゲットを設置する。

○調整作業２-１

　故障診断機へ作業内容のデータを入力してください。（下図参照）

　作業サポート　→　前方認識カメラ　→　光軸学習を選択

ターゲットの認識方法を選択（順次認識）

故障診断機の画面に表示された条件を確認して下さい。

ターゲット設置位置
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しばらくして（Ｋ）点での光軸学習が終了すると次の（Ｊ）点へターゲットを移動させる。

しばらくして（Ｊ）点での光軸学習が終了すると次の（Ｋ）点へターゲットを移動させる。

ターゲット設置位置

ターゲット設置位置
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○光軸学習に失敗した場合のエラーメッセージ確認事項

　*イグニッションスイッチＯＦＦ→ＯＮしてから再度入力し直す。

　・ターゲット高さは適切か？
　・ターゲット各設置ポイントは適切か？
　・黒色部分が右上にある正しい向きにターゲットは設置されていますか？
　・周囲の明るさは十分ですか？
　・ターゲット周辺に反射物や光沢物はありませんか？
　・壁にターゲットの影が映っていませんか？
　・ウィンドシールドガラスは汚れていませんか？
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ミリメーターウェーブレーダーセンサーＡＳＳＹ脱着や取り替え時には、光軸調整が
必要となる。

４－ⅰ　ミリメーターウェーブレーダーセンサーＡＳＳＹ調整作業

○事前準備１

　水平な床面で、周囲および床面に金属物がない場所を確保して下さい。（下図参照）

○事前準備2

　使用機器を確認してください。（下図参照）

４、ミリメーターウェーブレーダーセンサーＡＳＳＹ調整
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○事前準備３

　事前準備１にて測定した床面を水準器にて水平を確認してください。（下図参照）

○事前準備４

　事前準備３にて水平を確認した床面にマーキングを実施してください。（下図参照）

（後方）

（前方）

確認位置

マーキング位置（Ａ）

マーキング位置（Ａ）
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○事前準備５

　事前準備４にてマーキングした床面に基準線を引き、下図のように基準点を順番にマーキング
して下さい。

（Ａ）点から（Ｂ）点を通り、前方に３．０ｍ以上線を引いて下さい。
（Ｃ）点を上記の線上にマーキングして下さい。
（Ｃ）点上にリフレクターを設置して下さい。

○事前準備後の最終確認事項
①すべてのドアを閉めて下さい。
②車両には乗車せずに作業を実施して下さい。
③車両には作業中寄りかからないで下さい。
④作業中は調整エリアに立ち入らないで下さい。
⑤作業中は故障診断機の電源を切らないで下さい。

○調整作業１（ミリメーターウェーブレーダーセンサーＡＳＳＹ調整）
　故障診断機を車両に接続してください。（下図参照）
　*今回使用する故障診断機は、バンザイ製ＭＳＴ-3000、もしくはツールプラネットＴＰＭ-Ｒ）
　故障診断機を接続後、イグニッションスイッチをＯＮしてください。

（ブレーキを踏まずにプッシュスタートスイッチを2回ＯＮ）
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○調整作業１-２

　故障診断機へ車両のデータを入力してください。（下図参照）

　*今回使用するトヨタプリウスＰＨＶのデータは下記を参照

○調整作業１-３

　故障診断機へ作業内容のデータを入力してください。（下図参照）

　作業サポート　→　プリクラッシュ２　→前方レーダー光軸調整を選択

（参考）

故障診断機へ車両のデータを入力後作業サポートを選択してください。

車種
グレード
車両型式
エンジン型式

プリウスＰＨＶ
Ａ（レーザーパッケージ）
ＤＬＡ-ＺＶＷ52-ＡＨＸＧＢ（Ｌ）
2ＺＲ-ＦＸＥ

：
：
：
：
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○調整作業１-４

　故障診断機へ作業内容のデータを入力してください。（下図参照）

　作業サポート　→　プリクラッシュ２　→前方レーダー光軸ずれ量確認を選択

　光軸ずれ量を修理書等で確認する。

○調整作業１-５

　故障診断機へ作業内容のデータを入力してください。（下図参照）

　作業サポート　→　プリクラッシュ２　→前方レーダー光軸補正量確認を選択

　光軸補正量を修理書等で確認する。

故障診断機の画面に表示された条件を確認して下さい。

（参考データ）
光軸ずれ量
光軸ずれ量

左右（水平）　－０．５°～０．５°
上下（垂直）　－０．５°～０．５°

：
：

（参考データ）
光軸補正量 左右（水平）、上下（垂直）とも　０°：
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（参考資料）
４－ⅱ　ミリメーターウェーブレーダーセンサーASSY調整作業時のエラー表示

エラーコ
ード  No エラー項目 要因 点検個所

1 ターゲットなし異常

2 ターゲット距離異常

・リフレクターが正しく設置されてい
  ない
・ミリメーターウェーブレーダーセン
  サーＡＳＳＹまたはラジエータグリ
  ルエンブレムＡＳＳＹ前後面の汚
  れ、水滴、雪の付着
・リフレクターが正しく設置されてい
  ない

・リフレクターの設置位置確認

3 ターゲットが複数
・リフレクターの周囲に別の反射物
  が存在する
・作業者が横切る

・周囲の反射物を撤去
・光軸調整中は調整エリアへの侵入禁止

4 ターゲットが移動

・光軸調整中にリフレクターが移動
  する
・光軸調整中にリフレクターが揺れ
  ている
・作業者が横切る

・リフレクターの設置位置確認
・風などで揺れない状態で調整実施
・光軸調整中は調整エリアへの侵入
  禁止

・リフレクターの設置位置確認
・ラジエータグリルエンブレムASSY及び
  ミリメーターウェーブレーダーセンサー
  ASSYを清掃する
・フロントバンパーASSY及びラジエータ
  グリルサブASSYたてつけ確認

5 モーター不具合
・ミリメーターウェーブレーダーセン
  サーASSYの異常（モーター）

・イグニッションOFF/ON後に再度、光軸
  調整
・ダイアグコードの確認

6 角度異常
・リフレクターが正しく設置されてい
  ない
・ミリメーターウェーブレーダーセン
  サーASSYの光軸自動補正範
  囲外

・リフレクターの設置位置確認
・ミリメーターウェーブレーダーセンサー
  ASSY取り付け状態確認
・フロントバンパーASSY及びラジエータ
  グリルサブASSYたてつけ確認

7 レーダー異常 ・ミリメーターウェーブレーダーセン
  サーASSYの異常

・ダイアグコードの確認

8 レーダー汚れ
・ミリメーターウェーブレーダーセン
  サーASSYまたはラジエータグリ
  ルエンブレムASSY前後面の汚
  れ、水滴、雪の付着

・ラジエータグリルエンブレムASSY及び
  ミリメーターウェーブレーダーセンサー
  ASSYを清掃する

9 温度異常 ・ミリメーターウェーブレーダーセン
  サーASSY周囲温度が作動範囲外

作動可能温度となるまで待機
（-３０～５０℃）

10 電圧異常
・IG電圧がミリメーターウェーブレー
  ダーセンサーASSY周囲温度が作動
  範囲外

・バッテリ電圧を確認

11 通信異常 ・ＤＳＳ通信異常（ＤＳＳからミリ波
  のＣＡＮ通信が異常）

・コネクタのかん合確認

12 軸ずれ（上向き）
・ミリメーターウェーブレーダーセン
  サーＡASSYの光軸、自動補正範囲
  外（上向き）

・フロントバンパーASSY及びラジエータ
  グリルサブASSYたてつけ確認
・手動軸切り替えを実施

13 軸ずれ（下向き）
・ミリメーターウェーブレーダーセン
　サーＡＳＳＹの光軸、自動補正
　範囲外（下向き）

14 車速異常 ・車速を検知している ・車両を停止させる

15 その他
・モード移行エラー
・ヨーレートセンサー異常
・車両が揺れている

・再度、光軸調整を実施
・ダイアグノーシスコードを確認
・車両を停止させる

・フロントバンパーASSY及びラジエータ
  グリルサブASSYたてつけ確認
・手動軸切り替えを実施

エラーが出た場合、再度状況を確認し、光軸調整を実施する。

参考資料
トヨタ自動車株式会社　発行　サービスマニュアル（電子マニュアル）
トヨタ自動車　ＨＰ
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『次世代自動車エキスパート養成教育プログラム開発事業』
―　次世代自動車エキスパート概論　応用編―

試験問題用紙 ＊答えは全て解答用紙に記入しなさい。

問1 アウトランダーPHEVの内容について適切なものを選びなさい。
（1）フロントモーターは、フロントタイヤのみの駆動を行っている。
（2）フロントモーターの冷却には、冷却水を循環させることにより行う水冷式により行っている。
（3）リヤモーターの冷却には、オイルを循環させることにより行う油冷式により行っている。
（4）駆動用のモーターは、各駆動輪に1個づつ取り付けられており、計４個が取り付けられている。

問2 アウトランダーPHEVの駆動用バッテリーの内容について適切なものを選びなさい。
（１）駆動用バッテリーはフロントのエンジンルーム内に取付られている。
（２）駆動用バッテリーはリヤシート後部のラゲッジ部分に収納されている。
（３）駆動用バッテリーは、冷却水を循環させることで、バッテリーの温度上昇を抑えている。

問3 アウトランダーPHEVのジェネレーターについて不適切なものを選びなさい。
（1）ジェネレータは、エンジンにより駆動され、発電を行う役目をしている。
（2）ジェネレータは、バッテリーからの電力を用いて、エンジンを始動させるスターターの役目を
 　  している。
（3）ジェネレータはエンジンルーム内に取付られている。
（4）ジェネレータは、バッテリからの電力によりタイヤを駆動させる役目をしている。

問4 アウトランダーPHEVのけん引・レッカーの方法として一番推奨される方法はどれか選びなさい。
(1) レッカーにて前輪を持ち上げる方法
(2) レッカーにて前輪を持ち上げる方法
(3) レッカーにて前輪を吊り上げる方法
(4) 車載専用車両にて車両を積載する方法

問5 サービスプラグの取り付け位置はどこか１つ選びなさい。
(1) エンジンルーム
(2) 運転席シート下
(3) センターコンソール内
(4) ラッゲージルーム

問6 アウトランダーPHEVの構成部品で不適切なものは次のうちどれか。
（１） 駆動用バッテリー
（２） エンジン
（３） スタータ
（４） ジェネレーター

問7 プラグインハイブリット車（以下PHV車）の特徴について不適切なものを１つ選びなさい。
（１） 電気エネルギーを利用可能とし，電気モーターのみによる走行（EV走行）の領域拡大および
　　 　航続距離の延長を実現させ,環境性能の飛躍的な向上を達成した。
（２）　プラグイン充電した電力を消費した後は，低燃費のハイブリッド車として走行可能であるため、
 　EVのように電池切れの心配もなく、ロングドライブが可能となります。また、低燃費・低排出
 　ガスをはじめとする環境性能と加速性能のみならず、スムースで静粛な新感覚の走行性能
　 を高次元で両立させています。 

（３） THS-ⅡPlug- inでは、従来のハイブリット車と同じハイブリットバッテリーを使用している。
（４） PHV車は、主にEV走行を行うことでガソリン消費抑制とガソリン燃焼によるCo2の排気抑制
　　　を同時に実現している。

問8 充電について不適切なものを１つ選びなさい。
(１) 急速充電は満充電の約80％まで約２０分で完了する。
（2） 普通充電は100Vのみである。
(３) 外部給電機能により約1500ｋｗまでの電力を使用することが出来る。
(４) 充電器の分解、改造、修理は行わない。

（４）駆動用バッテリーの温度が上昇し過ぎると、駆動用バッテリー用の冷却エバポレータに冷媒
　 を循環させて冷却している。
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問9 サービスプラグの取り付け位置はどこか１つ選びなさい。
(１) エンジンルーム
(２) 運転席シート下
(３) センターコンソール内
(４) ラッゲージルーム

問10 走行モードについて不適切なものを１つ選びなさい。
(１) 走行モード特性を変更できるのはECOモードとノーマルモードのみである。
(２) EVモードとはエンジンの作動を制限し、モーターのみで走行する。
(３) バッテリチャージモードは、HV走行を行いながらエンジンの出力によりHVバッテリを充電する。

問11 バッテリ上がり時の対応で適切なものを１つ選びなさい。
(１) 補機バッテリはラッゲージルームに搭載されているので救援端子が
  　 エンジンルームに設定されている。
(２) HVバッテリが上がってしまった場合は、EVチャージケーブルを使用して充電することが出来る
(３)

(１)
  　
(２)
(３)

 補機バッテリが上がってしまっても、HVバッテリが良好であれば走行することが出来る。

問12 緊急時の対応で不適切なものを１つ選びなさい。

問13 ニチコンＶ2Ｈ（ＥＶＰＳ）の充電機能を十分に使うために必要な契約電力として
適切なものを選びなさい。
(1) １００Ｖ　３０Ａ
(2) ２００Ｖ　３０Ａ
(3) ２００Ｖ　２０Ａ

問14 ニチコンV2H（EVＰＳ）の機能として適切なものを選びなさい。
(1) EVから家庭への給電が出来るシステム。
(2) EVへの充電ができるシステム　　
(3) EVから家庭への給電とEVへの充電が出来るシステム

問15 ニチコンV2H（EVPS）の充電機能で正しいものを選びなさい。
(1) 普通充電
(2) 倍速充電
(3) 急速充電

問16 小型モビリティの規格で適切なものを選びなさい。   
(1)出力　０．６kW以下の動力の車両　　
(2)出力　8kW以下の動力の車両
(3)搭載される蓄電池が　10ｋW/ｈ以下の車両
(4)搭載される蓄電池が　5ｋW/ｈ以下の車両

問17 CANにおけるノイズ対策として適切なものを選びなさい。　
(1)ツイストペア線を採用している
(2)アルミの導線を採用している　
(3)信号を交流で流している　
(4)フェライドコアを採用している

問18 小型モビリティの課題として不適切なものを選びなさい。
(1)サービス体制の充実化　
(2)充電時間がかかる
(3)モーターの音がうるさい
(4)快適性能が低い　　

後輪のみを持ち上げた状態または4輪接地でのけん引は、駆動系部品が破損したり、
故障の状態によっては漏電や火災のおそれがある。

 

消火器を使用する場合は、普通火災に対応しているものを使用すれば良い。
 IG OFFにできない場合はエンジンルームリレーブロックNo.1&ジャンクションブロックNo.1ASSY
 のIG2-MAIN　ヒューズを取りはずす。
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問19 ＦＣスタッククーラント及びイオン交換器フィルタについて適切なものを選びなさい。　
(１)ＦＣスタッククーラントは導電率を低くするため、着色剤、苦味剤、防錆剤などの添加物が含まれ
　　ている。
(２)ＦＣスタククーラントは危険物には指定されていないが、取り扱いには注意が必要である。　　　
(３)イオン交換フィルタは経年使用中に増加するＦＣ専用冷却液のイオン成分を吸着するため、定　
　　期的に交換することで、ＦＣスタッククーラントを無交換にできる。
(４)イオン交換フィルタの交換を怠ると、フェイルセーフモードが作動し、必要最低限の制御でしか
　　走行できなくなります。

問20 水素タンクについての記述について不適切なものを選びなさい
(１)水素タンクの充填可能期限は15年間である。
(２)15年間使用し続けるためには、定期的に検査（容器再検査）を行う必要がある。
(３)容器再検査は初回４年、以降２年以内での継続実施が必要です。　　　　　　　
(４)水素タンクにはシリアルＮｏが付与されており、車両の車台番号と紐付けされている。

問21 車両火災時の対応について不適切なものを選びなさい。
(１)純粋な水素火災はほとんど無色であり目に見えませんが、車両火災の際には周囲の可燃物の
　　炎を巻き込むため見えやすくなる。　
(２)水素の火炎温度は非常に高く、火災からの放射熱が少ないため、近づいても熱く感じにくい特
　　性がある。　
(３)水素に引火した場合、水素の火災を完全に消化してしまうと未燃焼の水素が溜まり二次爆発が
　　発生する恐れがありますので、周囲への延焼を防ぐように放水し、水素の火災が自然におさま
　　る（燃え尽きる）のを待つようにすることが大切である。　
(４)車両火災などのより水素の圧力が異常に上昇した場合、水素タンクが爆発するのを避けるた
　　め、水素タンクに設けられた圧抜弁は80ＭＰａを超えると開き、タンク内の水素を外部に放出し
　　ます。

問22 ITS（高度道路交通システム）の説明として適切なものを選びなさい。
（1）ITSとはInformation Technology　Ｓｙstemsの略称である。
（2）ITSとはIntelligent  Ｔransport Systemsの略称である。
（3）ITSとはInformation Traffic  Systemsの略称である。
（4）ITSとはIntelligent Technology Systemsの略称である。

問23 ＩＴＳ（高度道路交通システム）の内容として、不適切なものを選びなさい。
（1）自動車は価値ある情報の宝庫（移動するセンサー群）と言えるため、車両情報の活用を
　　行うことで、新しい社会価値の創出につながる。　
（2）車両情報を収集する際、課金情報や個人情報の流出を防ぐため、安全な情報収集の
　　ためには自動車セキュリティ構造の策定も必須となる。
（3）次世代ＳＳシステムとは、ガソリンの給油する際に、その車両の情報を取得することで、
　　車両の点検及び各種サービスを提供することができる。
（4）スマートフォンITSとは、車両の状態をスマートフォンにより認識できるため、車両側の
　　の情報は必要ない。

問24 自動運転に関する文章のうち、不適切なものを選びなさい。
（1）自動車の自動運転の実現により、「交通事故の削減」［高齢者等の移動支援」［渋滞の
　　解消・緩和」［国際競争力の強化」などの効果が期待できる。
（2）現時点では、レベル４の完全自動運転（運転者が不要な自動車）が事故を起こした場合
　　の責任は、自動車メーカーにあると明確に決められている。
（3）日本でのレベル４の完全自動走行（運転者が不要な）自動車が、早くても2020年代後半
　　以降には市場化されると予想している。
（4）自動車の安全性能を評価する方法として、衝突安全性能評価と予防安全性能評価がある。

問25

(1)ミリ波レーダー
(2)フロントカメラ
(3)赤外線レーダー

Ｃ２７型セレナに採用されたプロパイロットの前方車両との距離や車線内の自車位置を計測する
のに用いられている部品について適切なものを選びなさい。

(4)ソナー



237

。　

で行う。

検出

ついて

につい

ユニッ

正常

選びな

問26 Ｃ２７型セレナに採用されたプロパイロットのシステムについて不適切なものを選びなさい。　
(1)高性能単眼カメラで前方車両との距離や車線内の自車位置を計測する。
(2)ステアリング・アクセル・ブレーキを自動制御し走行する。

問27

(1)前方の車両が急ブレーキを踏んだ場合。
(2)２台前の車両の直前に急な割り込みがあった場合。
(3)カメラ前方のフロントガラスが曇っているとき。
(4)前方から強い光（太陽光や対向車両のハイビームなど）を受けているとき。

問28

(1)特殊な形状の車両（タンクローリ、サイドカーなど）
(2)先行車が背景と似た色合いで区別できないとき
(3)合流、分岐路を走行しているとき
(4)前方車両がけん引しているとき

問29 Ｃ２７型セレナに採用されたプロパイロットの整備について不適切なものを選びなさい。

(1)フロントカメラユニットを取り外した場合、カメラエーミング調整が必要となる。

(4)カメラエーミングの調整は水平な場所で行う。

問30

(1)ターゲットの設置は必ず明るい場所で行う。
(2)やむを得ず屋外で実施する場合は、太陽光が車両前方に当たるようにして明るい状態で行う。
(3)ターゲットの上下左右に光源が無いようにする。

パターンがある場合、ターゲットを検出
  できない可能性があるので、単一色の壁の逆側に車両を置くことが望ましい。

Ｃ２７型セレナに採用されたプロパイロットの使用時の注意事項の中の[機能限界の例]について
不適切なものを選びなさい。

Ｃ２７型セレナに採用されたプロパイロットの使用時の[プロパイロットが正しく機能しない]につい
て不適切なものを選びなさい。

(2)ウインドシールド（フロントガラス）を取り外した場合、ウインドシールドからフロントカメラユニッ
   トを取り外しさえしなければ、カメラエーミング調整は必要でない。
(3)カメラエーミング調整が必要であるにも関わらず、実施なかった場合は運転支援機構が正常
   に作動しなくなる恐れがある。

Ｃ２７型セレナに採用されたプロパイロットのカメラエーミング調整について不適切なものを選びな
さい。
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―　次世代自動車エキスパート概論　―  応用編

氏　　　　　　　名 得　　　点

問　1 問　2 問　3 問　4 問　5

問　1 問　2 問　3 問　4 問　5

問　6 問　7 問　8 問　9 問　10

問　11 問　12 問　13 問　14 問　15

問　16 問　17 問　18 問　19 問　20

問　21 問　22 問　23 問　24 問　25

解答用紙

『次世代自動車エキスパート養成教育プログラム開発事業』
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3 2 2 2 2

4 2 4 2 2

2 1 3 3 3

3 2 2 3 2

3 3 2 4 1

1 4 4 4 3

―　次世代自動車エキスパート概論　―  応用編

氏　　　　　　　名 得　　　点

問　1 問　2 問　3 問　4 問　5

問　1 問　2 問　3 問　4 問　5

問　6 問　7 問　8 問　9 問　10

問　11 問　12 問　13 問　14 問　15

問　16 問　17 問　18 問　19 問　20

問　21 問　22 問　23 問　24 問　25

解答例

『次世代自動車エキスパート養成教育プログラム開発事業』
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