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A　小型車

トヨタ プラグインチャージ
及び 日産 プロパイロット



プラグインチャージコントロールシステム



１．概要
l 従来のHV車よりもHVバッテリ容量を拡大し、家庭用コンセントなどの
外部電源から充電する
このプラグイン充電分の電力を利用しEV走行性能を大幅に向上させる
と共に、主にEV走行を行うことでガソリン消費およびCO2排出の抑制を
同時に実現している



１．概要
l DC急速充電システムに対応
自宅以外での充電(継ぎ足し充電)をすることでEV走行距離を延伸する
ことが可能

l プラグイン充電した電力を消費した後は、HV車として走行可能であるため、
EVのような電池切れの心配がなく、ロングドライブが可能

普通充電と急速充電



２．構造・機能
＜1＞プラグインチャージコントロールシステム(普通充電用)

(1)概要

図記載の機器により、外部電源(AC100V又はAC200V)からの電力を
HVバッテリに充電する。



２．構造・機能
＜1＞プラグインチャージコントロールシステム(普通充電用)

(1)概要－機能

制 御 機 能

充電制御
EVチャージャASSYはHVバッテリ状態に応じ、適切に電力量を調整満充
電付近になると徐々に電力を下げ、満充電まで充電

タイマー充電
スケジュールを登録することで、希望時間に充電を実施可能
また、出発時刻に合わせて充電完了する、特定の曜日の同時刻に
充電を実施するなど、好みに応じたタイマー設定が可能

電池昇温制御
充電時にHVバッテリが低温の場合、内蔵ヒータでHVバッテリを
昇温しEV走行性能を向上

充電前電池
冷却制御

充電時にHVバッテリが高温の場合、充電前にエアコンを使用し
電池冷却を行い電池の劣化を抑制



２．構造・機能
＜1＞プラグインチャージコントロールシステム(普通充電用)

(2)EVチャージャ

(イ)構造
・アルミ製ケースに冷却用ブロワを取り付け、放熱性を確保

・充電時に必要な補機電力供給のために
サブDC-DCコンバータを内蔵

冷却用ブロワ



２．構造・機能
＜1＞プラグインチャージコントロールシステム(普通充電用)

(5)充電リッド

(イ)構造
・充電インジケータの点灯/点滅により充電状態を知らせる

・充電ケーブルと充電インレットのコネクタロックシステムを
電動化し、充電コネクタのロック/アンロックを充電コネクタ
ロックスイッチまたは
自動で行う

・マニュアル操作でロック/
アンロックする場合は、
セキュリティー及び利便性
を考慮して電子キー照合
またはドアアンロックと
連動



２．構造・機能
＜1＞プラグインチャージコントロールシステム(普通充電用)

(5)充電リッド

(ロ)機能
(a)充電インジケータ
充電インジケータの点灯/点滅に
より充電状態を知らせる



２．構造・機能
＜1＞プラグインチャージコントロールシステム(普通充電用)

(6)充電ケーブル

(イ)構造
・充電ケーブルは、充電コネクタ,コントロールユニット及び
電源プラグコードで構成される

・電源プラグコードは、AC100V用とAC200V用があり、交換できる

・電源プラグに温度センサを内蔵し、コンセント側の発熱を検知
発熱が検知された場合、充電電流を制御し発熱を抑える

・充電コネクタにマイクロスイッチを内蔵し、充電インレットとの
接続状態を検知しEVチャージャASSYへ送信する

コントロールユニット
ＡＣ２００Ｖ用

ＡＣ１００Ｖ用



２．構造・機能
＜1＞プラグインチャージコントロールシステム(普通充電用)

(6)充電ケーブル

(ハ)機能
・コントロールユニットは、電源インジケータ,充電インジケータ
及びエラーインジケータの点灯/点滅により充電状態を表示

表示内容詳細



２．構造・機能
＜2＞プラグインチャージコントロールシステム(急速充電用)

(1)概要

電気自動車用急速充電器標準仕様(CHAdeMO)に準拠した、プラグイン
チャージコントロールシステムを採用

急速充電器



２．構造・機能
＜2＞プラグインチャージコントロールシステム(急速充電用)

(1)概要

－CHAdeMOとは－

EVの急速充電方法の商標名
62.5kWまでの直流を用いる急速充電方法で、コネクターの規格や
充電方法、通信方法をCHAdeMO協議会で統一している
直流の充電方法であるので、交流電圧の異なった世界各国で使用できる

急速充電器と車両コンピュータでCAN通信を行い充電を制御
最大電圧 500V 最大電流 125Aから、最大電圧 500V 最大電流 400A の
出力を可能とするver1.2に規格が改定された

－CHAdeMO協議会－

幹事会社：トヨタ自動車、日産自動車、三菱自動車、富士重工、
東京電力

正会員：本田技研、いすゞ自動車、マツダ、スズキなど



２．構造・機能
＜2＞プラグインチャージコントロールシステム(急速充電用)

(2)充電リッド

(イ)構造
・CHAdeMOに準拠した急速充電インレットを採用

・充電コネクタを急速充電インレットに差し込み、所定の操作を
行うことにより、急速充電器からの電力を車両側に供給する

・内蔵した温度センサにより、DCファーストチャージコントロール
ECUへインレット温度を送信する

充電インジケータ



３．点検・整備のポイント
＜1＞高電圧回路の点検及び整備

(1)全般

・HVシステムでは、最大DC600Vの高電圧を使用しており、取り扱いを
誤ると感電及び漏電などの原因につながる場合がある
高電圧回路の点検及び整備を行う場合は必ず修理書を参照する

モータツキコンプレッサＡＳＳＹ



３．点検・整備のポイント
＜3＞取り扱い上の注意事項

(1)電源プラグをコンセントに抜き挿しする場合の注意事項
・電源プラグ本体を持って抜き挿しを行う
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る
充電ケーブルを引っ張って抜いてしまうと充電ケーブルや電源
プラグにダメージを与え、火災,感電の原因となる

・濡れた手で電源プラグの抜き挿しは行わない
濡れた手で抜き挿しを行うと感電のおそれがある
電源プラグが濡れている場合は乾いた布でよく拭き取ったうえで
コンセントへの抜き挿しを行う

・電源プラグ端子部に埃がないことを確認し、確実に奥まで挿し込む
プラグに異物が付着していたり、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る



３．点検・整備のポイント
＜3＞取り扱い上の注意事項

(1)電源プラグをコンセントに抜き挿しする場合の注意事項
・電源プラグに荷重がかからないようにする
電源プラグに充電ケーブルの荷重が掛り、プラグの挿し込みが
不完全な状態になると、加熱,発火のおそれがある

・コンセントが水没または雪に埋もれている場合は、電源プラグを
挿さない
電源プラグがすで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守る

－分岐(漏電)ブレーカーを遮断する

－電源プラグを抜く



３．点検・整備のポイント
＜3＞取り扱い上の注意事項

(2)充電コネクタを車両インレットに抜き挿しする際の注意事項
・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
破損の原因となるため、異物がないことを確認する

・充電インレットに水が溜まった状態で使用しない
火災、感電の原因となる可能性があるため、直ちに充電を中止する

・充電インレットに雪が積もっていたり、凍結した状態で使用しない



３．点検・整備のポイント
＜3＞取り扱い上の注意事項

(2)充電コネクタをロックする際の注意事項
・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する

・充電コネクタを充電インレットに奥まで完全挿入してからロックする

・ロック後、充電コネクタに無理な負荷をかけない

・破損等により先端形状が変形した充電コネクタ及び異なるタイプの
充電コネクタは充電インレットに挿入できない、又はロックできな
い可能性がある

・「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
アンロックする

緊急解除レバー



プロパイロット



※レベル０：運転者が常に主制御を行う。前方衝突警報などが該当。

※レベル１（運転支援）：ハンドル操作や加速・減速などの運転のいずれ
かを、クルマが支援。前方のクルマに追従して走行する機能などが該
当。

※レベル２（部分運転自動化）：ハンドル操作と加速・減速などの複数の
運転を、クルマが支援。セレナに搭載しているプロパイロットなどが該
当。

※レベル３（条件付き自動運転）：システムが運転をしてくれる本格的な
自動運転。周りの状況を確認しながら運転してくれるが、緊急時は運
転者が必要。また、交通量が少ない、天候や視界がよいなど条件が
必要。

※レベル４（高度自動運転）：レベル３の条件から運転者が乗らなくても
OK。交通量が少ない、天候や視界がよいなど条件が必要。

※レベル５（完全自動運転）：どのような条件下でも、自律的に自動走
行をしてくれるクルマ。

自動化レベルの定義



１．概要

１）狙い
高速道路で運転者が負担を感じる渋滞走行と長時間の巡航走行

シーンで、アクセル、ブレーキ、ステアリング全てをクルマ側で自動

制御し、運転者の負荷を軽減させる。

最も負担を感じる渋滞走行 長時間の巡航走行



１．概要

２）システム概要

フロントカメラ
前方の車、レーンマーカー
など認識

ADAS ECU
カメラの情報をもとに
各ユニットをコントロール

電動PKB
停止保持機能

ECM
スロットル制御

EPS
ステアリング制御

VDC
ブレーキ制御

nフロントカメラで前方のクルマ、レーンマーカーなどを認識

nスロットル、ブレーキ、ステアリングを制御
※レーンマーカー：走行車線の右側もしくは左側に引かれた線



１．概要

３）システム作動
（１）渋滞中（50km/h以下）

（イ）セット・追従走行（渋滞中）



１．概要

３）システム作動
（１）渋滞中（50km/h以下）

（イ）セット・追従走行（渋滞中）



１．概要

３）システム作動
（１）渋滞中（50km/h以下）

（ロ）停止・停止保持・再発進



１．概要

３）システム作動
（２）高速走行時（50km/h以上）

（イ）セット・単独走行



１．概要

３）システム作動
（２）高速走行時（50km/h以上）

（ロ）追従走行



２．構造・機能

フロントカメラユニット

ECM
TCM

ABSアクチュエータ・C/U

電動パーキングブレーキ
コントロールモジュール

ADAS C/U

１）構成部品の配置



２．構造・機能

コンビネーションメータ

BCM

ADAS C/U2 EPS C/U

プロパイロットステアリングスイッチ

舵角センサ

ブレーキペダルポジションスイッチ

運転支援ブザー

１）構成部品の配置



２．構造・機能

部品名称 主な機能・役割

ECM
（Engine Control Module）

・プロパイロット許可信号などをADAS C/UにCAN通信で送信す
る。

・ADAS C/UからCAN通信で受信したプロパイロット作動信号に
基づき、電子制御スロットルを制御する。

TCM
（Transmission Control Module）

・CVT制御に関係する信号をADAS C/UにCAN通信で送信する。

ABSアクチュエータ・C/U

・車輪回転センサ信号、及びVDC、TCS、ABSシステムの作動状
態などを、ADAS C/UにCAN通信で送信する。

・シャシコントロールモジュール経由でADAS C/UからCAN通信
で受信したブレーキ液圧指令信号に基づきブレーキ制御を行
う。

電動パーキングブレーキ
コントロールモジュール

・電動パーキングブレーキ作動信号をADAS C/UにCAN通信で
送信する。

・シャシコントロールモジュール経由でADAS C/UからCAN通信
で受信した電動パーキングブレーキ作動要求信号に基づき電
動パーキングブレーキの制御を行う。

２）構成部品の機能



２．構造・機能

部品名称 主な機能・役割

ADAS C/U
(Advanced  Driver Assistance

Systems Control Unit)

・ADAS C/Uは、各C/UからのITS CAN通信信号、シャシCAN通
信信号、及び車両CAN通信信号を基に下記システムを制御
する。
- インテリジェントエマージェンシーブレーキ
- プロパイロット

コンビネーションメータ
・車両情報ディスプレイの設定画面でハンドル支援のON/OFFを

設定できる。
・プロパイロットの作動状態を車両情報ディスプレイに表示する。

BCM
（Body Control Module）

・ストップランプSW信号、ブレーキペダルポジションSW信号、
ターンシグナル表示灯信号などをADAS C/UにCAN通信で送
信する。

・ADAS C/UからCAN通信で受信したテールランプ作動要求信
号に基づき、ストップランプを点灯する。

２）構成部品の機能



２．構造・機能

部品名称 主な機能・役割

ADAS C/U2
(Advanced  Driver Assistance

Systems Control Unit)

・ADAS C/U2は、各C/UからのITS CAN通信信号、及び車両
CAN通信信号（ADAS C/U経由）を基に下記システムを制御
する。
- 踏み間違い衝突防止アシスト
- LDW（車線逸脱警報）
- インテリジェントLI（車線逸脱防止支援システム）
- 進入禁止標識検知

・下記システムのための運転支援ブザーを鳴らす。
- インテリジェントエマージェンシーブレーキ
- プロパイロット
- LDW（車線逸脱警報）
- インテリジェントLI（車線逸脱防止支援システム）

EPS C/U
（Electronic Power Steering 
Control Unit）

・プロパイロット許可信号、ステアリングトルク信号などをADAS
C/UにCAN通信で送信する。

・ADAS C/UからCAN通信で受信したプロパイロット作動信号に
基づき、電動パワーステアリングを制御する。

２）構成部品の機能



２．構造・機能

部品名称 主な役割

プロパイロットステアリング
スイッチ

・ステアリングに配置されたスイッチを操作することで、プロパイ
ロットのON/OFFと車速・車間距離などの設定を容易に操作す
ることができる。

・プロパイロットステアリングスイッチはLDP（車線逸脱防止支援
システムのON/OFF機能を内蔵する。

・運転者のステアリングスイッチ操作はECMに入力され車両
CAN通信によりADAS C/Uに送信される。

舵角センサ
・ステアリングホイールの回転量、回転速度、回転方向を検出し

CAN通信でADAS C/Uに送信する。

フロントカメラユニット

・検出した情報を、ADAS C/U、又はADAS C/U2にITS CAN通
信で送信する。

・フロントカメラからの情報は下記システムの制御に使用される。
- インテリジェントエマージェンシーブレーキ
- プロパイロット
- LDW（車線逸脱警報）
- インテリジェントLI（車線逸脱防止支援システム）
- 進入禁止標識検知

２）構成部品の機能



２．構造・機能

部品名称 主な役割

運転支援ブザー

・下記システムのためのブザーを鳴らす。
- インテリジェントエマージェンシーブレーキ
- プロパイロット
- 踏み間違い衝突防止アシスト
- LDW（車線逸脱警報）
- インテリジェントLI（車線逸脱防止支援システム）
- 進入禁止標識検知

ブレーキペダルポジション
スイッチ

・ブレーキペダルポジションスイッチ信号はBCMに入力され、
BCMはブレーキペダルポジションスイッチ信号をADAS C/U、
またはADAS C/U2にCAN通信で送信する。

ストップランプスイッチ
・ストップランプスイッチ信号はBCMに入力され、BCMからADAS

C/U、またはADAS C/U2へCAN通信で送信される。

２）構成部品の機能



３．システム

２）インテリジェントクルーズコントロール
（２）作動概要

プロパイロットがOFFの時に、プロパイロットのステアリングスイッチを

押す（1.5秒未満）と、プロパイロットの状態が表示され、セット待機

状態になる。

ADAS C/Uの制御

ADAS C/Uの制御概要

定速走行 現在の走行車速と設定車速を比較し、設定車速に近づくように
ECMに指令を送り、電子制御スロットルを制御する。

追従走行 先行車の速度変化合わせて適切な車間距離を保てるように
ECMやABSアクチュエータC/Uに指令を送り、車速を制御する。

追従走行→停止 先行車が停止した場合は、自車もそれに応じて停車する。
停止した後もその状態を保持する。

発進→追従走行 先行車が発進した場合は、RES+スイッチを押す、またはアクセ
ルペダルを踏むと再度追従走行を開始する。



４）手放し警告機能
ハンドル支援制御中、ADAS C/UはEPS C/UからのCAN通信で受信

しているステアリングトルク信号に基づいて、運転者がステアリングホ

イールから手を放している状態を検知した場合、車両情報ディスプレ

イに警告を表示する。ステアリングホイールから手を放した状態が継

続すると一時待機状態になる。

３．システム

通常状態 手放し状態

入力あり 入力なし



１）フロントカメラ取り扱いに関する注意事項

システムを正しく作動させるために、以下の項目に注意すること。

・フロントカメラユニット前方のウインドシールドガラスはいつもきれい
にしておくこと。

・インストルメントパネル上に鏡や白い紙などの光を反射しやすいもの
を置かないこと。太陽光が反射し、カメラの検知性能に影響がでる
おそれがある。

・フロントカメラユニット周辺に強い衝撃を与えないこと。また、レンズ
に触れたりしないこと。

・フロントカメラユニットの検出範囲にステッカー（透明なものを含む）
を貼ったりアクセサリーなどを取り付けないこと。

５．取り扱い上の注意事項



１）フロントカメラ取り扱いに関する注意事項

・ウインドシールドガラス上面の黒色プリント部①の切り欠き□からの
延長線上○より内側となる部位がフロントカメラユニットの検出範囲
となりステッカー等貼り付け禁止範囲となる。

５．取り扱い上の注意事項

① 黒色プリント

黒色プリント部の切り欠きからの延長線

黒色プリント切り欠き部詳細

フロントカメラユニット検出範囲

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ



２）プロパイロットに関する注意事項
【機能限界、作動不良の例】

５．取り扱い上の注意事項



２）プロパイロットに関する注意事項
【機能限界、作動不良の例】

５．取り扱い上の注意事項

特殊形状車両



６．点検・整備のポイント

１)カメラエーミング調整の概要（日産コンサルトⅢのみ対応）
フロントカメラユニットを脱着、または交換、ウインドシールドガラス（フロントカメ
ラ取り付け部位）の脱着、または交換した場合は、必ずカメラエーミング調整を
行う。

２)作業手順（事前準備）

・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 以外の方法で調整はできない）。

注意

(１)自己診断実施
① 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？

・両方のユニットに“C1B01”及びADAS C/U のみに“C1B00”以外の
DTC を検出している場合は該当する故障診断を行う。

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

>>“(２)カメラエーミング調整事前準備”へ



６．点検・整備のポイント

２)作業手順（事前準備）
(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。

項目 基準値

駆動方式 2WD 4WD

タイヤサイズ 195/65R15 195/60R16 195/65R15

フロント（Hf） 694mm 700mm 708mm

リヤ（Hr） 698mm 704mm 711mm



６．点検・整備のポイント

３)作業手順（ターゲット設置）
・調整は、車両前方5m、幅3m 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可能性がある。（単一色の壁の逆側に車両
を置くことが望ましい）

注意



６．点検・整備のポイント

３)作業手順（ターゲット設置）
(１)ターゲット設置

①各ホイール中心位置にマーキングする。（A、B、C、D点）

重り ホイール中心

ひも

マーキング位置

ホイール中心を通るように重りを付けたひもをフェンダに取り付
けてマーキングする位置を決める。

参考



６．点検・整備のポイント

４)作業手順（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(mm)=(Hfl+Hfr)÷２-702

Hfl：左前輪ホイールアーチ高さ(mm)

Hfr：右前輪ホイールアーチ高さ(mm)

(２)カメラエーミング調整

カメラエーミング調整は空車状態で行うこと。参考

Hf

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）。

注意

①CONSULTを接続し、“レーンカメラ”の“作業サポート”を選択する。

参考 Dh値はマイナスになることがある。



６．点検・整備のポイント

４)作業手順（カメラエーミング調整）
(２)カメラエーミング調整

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

④“開始”を選択してカメラエーミング調整を開始する。

・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。

注意

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：1420mm Htl：1180mm

Dt：3000mm Ts：120mm

Dbt：720mm VP：0



６．点検・整備のポイント

４)作業手順（カメラエーミング調整）
(２)カメラエーミング調整

⑦表示された項目を確認する。

・“正常に終了しました”の場合“完了確認”を選択する。

・“停止”または“異常終了しました”の場合“終了”を選択し、テキスト記載
の作業を実施する。

・“00H Routine not activated”、または“10H Writing error”が繰り返し
表示される場合はフロントカメラユニットを交換する。

・上記以外のコードは表示しない。

参考

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。

>>“(３)自己診断実施”へ



６．点検・整備のポイント

４)作業手順（カメラエーミング調整）
(３)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)作動点検”へ

(４)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



動画情報

http://www.nissan.co.jp/OPTIONAL-PARTS/NAVIOM/

①モデル名：セレナ（S-HYBRID車/ガソリン車）

②年式：２０１８

③検索

④同意する

⑤簡単早わかり動画

⑥走行支援機能について

⑦再生させたい動画をPLAY


