
豊田自動織機技報   No.68 豊田自動織機技報   No.68

　製
品
技
術
紹
介

57

1 はじめに
　低炭素社会の実現は、国をあげて取り組んでい
る課題であり、官民が連携してCO2削減効果の高
いPHV/EVの普及を促進している。
　PHV/EVの普及に向けて、ユーザーが安心して
購入、利用するためには、充電スタンドの拡充が不
可欠である（図1）。

　充電スタンドは公共施設や商業施設などへの設
置によって着実に台数が増加しているが、国が目
標としている2020年PHV/EV普及台数累計100
万台［1］を達成するためには、まだ設置台数が不
十分である。
　この原因として、設置事業者の設備導入・運用コ
ストの負担が大きいため、設置するメリットが小
さいことが挙げられる。
　これらの課題を解決し、低炭素社会を実現する
ため、設備導入・運用コストを低減した充電スタン
ドを市場投入することは不可欠である。
　当社では環境に特化した電動車関連のエレクト

〈充電スタンドの役割〉
PHV/EVの走行用バッテリを充電するため、
電力系統AC200Vを車両に供給
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図1 充電スタンドの役割
Fig.1 Role of Charging stand

ロニクス事業拡大に取り組み、ケーブル付充電ス
タンドを製品化した実績がある。
　本稿では従来品より設備導入・運用コストを低
減可能な「親子連携充電システム」の製品概要につ
いて紹介する。

2 開発コンセプト

2.1 運用コストの現状と課題
　PHV/EVの充電に必要な電気料金（基本料金、電
力量料金）が運用コストとなり、設置事業者の負担
となっている。この電気料金を回収するため、国内
自動車メーカーなどがICカードを発行し、充電ス
タンド利用者から利用料金を徴収することで、設
置事業者に還元する仕組みを構築している（図2）。

　このような利用料金回収の仕組みが、市場で運
用されているため、充電スタンドにはICカード
リーダや管理サーバーと通信する携帯通信機が必
要である。
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図2 利用料金回収の仕組み概略図
Fig.2 Billing system overview
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要　旨 　今後の低炭素社会に向けて、CO2排出削減効果が高いPHV/EVの普及が見込まれており、普及の実現には充電イン
フラの拡充が不可欠である。今回、我々は充電スタンドを複数台導入する時の設備導入・運用コストを低減する｢親子
連携充電システム｣を2017年2月に発売した。ここではその製品概要について紹介する。
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Abstract 　Towards a low-carbon society, the expansion of PHV and EV of a high reduction of CO2 emissions is 
anticipated. The expansion of the charging infrastructure is indispensable with it, too. We developed 
"Smart Charge Control System" which could reduce the cost of facility introduction and operation, and 
launched in February, 2017.
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　主要部品を削減することで、子機の原価を親機
と比較して、45％低減した（図6）。

3.2 複数台接続時の通信仕様開発
　「親子連携充電システム」にて10台同時充電を
実現するため、親機−子機間の通信仕様開発を
行った。
　親機と子機を連携するため、長距離伝送が可能
で、ノイズ耐性が強く産業分野で汎用的なRS485
通信（2線式・半二重）で親機−子機間を接続した

（図7）。

　親機−子機間の通信仕様は状態要求と指示要求
の2種類がある（表1）。

　ポーリング時間を長くするとユーザーの操作
感（充電開始操作から充電中表示するまでの時
間）に影響を及ぼすため、ポーリング時間を1秒に
設定しており、従来の充電スタンドでは各要求を
500msec以内で行っていた（図8（a））。　
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図6 親機/子機原価比較
Fig.6 Comparison of charging stand cost
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図7 親機−子機接続構成図
Fig.7 Connection diagram of Smart Charge Control System

表1 親機−子機間通信内容
Table1 Summary of communication content

要求名 発生条件 主要項目名

状態要求 ポーリング
（一定周期）ごと

状態（待機中、充電中など）
異常内容
充電電流値

指示要求 指示があるとき
充電開始・停止指示
LED点灯・消灯指示
初期化・リセット指示

　本開発では10台同時充電で1秒ポーリングを実
現するため、通信内容の見直しを行い、通信データ
量を最適化することで各要求を50msec以内にす
ることを実現した（図8（b））。

3.3 表示/操作の利便性向上
　「親子連携充電システム」では親機で最大10台
の充電操作を行う必要がある。従来品は文字表示
部のみ可変で、操作部の変更が出来ないため、複雑
な表示/操作が要求される「親子連携充電システ
ム」では不十分である（図9（a））。
　本開発では、7インチのタッチパネルLCDを採
用し、表示/操作部の要求を満足するミドルウェア
を実装することで、表示/操作部の全画面可変を可
能とした（図9（b））。
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図8 親機−子機間通信仕様概要
Fig.8 Communication protocol overview
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図9 従来品と開発品の表示/操作部
Fig.9 Display and operation device

2.2 設備導入コストの現状と課題
　充電スタンドの補助金（本体購入価格の半額）が
国から交付されるが、補助金を除く本体価格が設
備導入コストとなり、設置事業者の負担となって
いる。PHV/EVの増加に伴う利用者からの増設の
要望に応えるため、1カ所の充電施設に複数台の
充電スタンドを設置するケースが増えている。IC
カードリーダや携帯通信機を搭載した高機能充電
スタンドを複数台設置すると、設置事業者の負担
が増大する（図3（a））。

2.3 基本コンセプト
　「親子連携充電システム」は1カ所の充電施設で
複数台設置する際に、高機能な親機1台と充電に
特化した低価格な子機を通信により連携（親子連
携）することで、親機と同等の機能を低価格で提供
するシステムである（図3（b））。

　また、充電スタンドは一般ユーザーが操作する
製品なので、表示/操作性の考慮が必要である。
　以下の3点を基本コンセプトとして製品開発に
取り組んだ。

（1） 子機のコストを低減するため、必要最低限の
機能にする

（2） 親機と同等の機能を子機で実現するため、親
子連携により親機に機能を集約する
※最大10台同時充電可能

（3） 親機で最大10台の充電操作ができる表示/操
作にする

3 開発概要

3.1 主要部品削減による子機低コスト化
　親子連携により機能を親機に集約することで、
主要部品を子機から削減した（図4、図5）。
・ ICカードリーダを削減するため、子機の認証を

親機のICカードリーダで行う仕様とした。
・ 携帯通信機を削減するため、子機の利用情報を

（a）高機能親機のみで構成 （b）高機能親機＋子機で構成
図3 親子連携充電システム構成図
Fig.3 Configuration diagram of Smart Charge Control System

親機経由でサーバーに送付する仕様とした。
・ タッチパネルLCDを削除するため、子機の操作

/表示を親機で行う仕様とした。ただし、子機は
単体で運用可能にするため、簡易的なタッチパ
ネルとLEDを搭載した。

・ 携帯通信機、ICカードリーダ、タッチパネルLCD
の機能を親機に集約することで、通信制御基板
を削減した。
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図4 親子連携充電システムブロック図
Fig.4 Block diagram of Smart Charge Control System
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図5 親機/子機外形図
Fig.5 Appearance of Charging stand

PHV/EV向け親子連携充電システムの開発
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　これにより、設置事業者の充電スタンド増設に
よる設備導入コストの負担を軽減する製品を市場
投入することができた。
　ただし、本開発で充電インフラ普及に対する課
題が全て解決しているわけではなく、既に把握し
ている運用コスト（電気料金や料金回収方法）の課
題や、今後発生が予測される、設置事業者の業種の
違いによる課題など、本格普及に向けて課題は山
積みである。引き続き、様々な業種の設置事業者の
課題を抽出し、製品仕様に落とし込んだ製品をリ
リースしていく必要がある。
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　また、仕様変更や将来の機能拡張に対応するた
め、文字やボタンのデータを分離することで、変更
箇所の修正のみで対応可能なレイアウト自由度の
高いアルゴリズムとした。背景など各画面で共通
なデータを流用可能とすることで、200以上ある
画面の開発コストを大幅に低減させた（図10）。

4 まとめ
　今回開発した「親子連携充電システム」は機能や
操作性を確保しつつ、充電スタンドを10台設置し
た場合、約40％のコスト低減を実現することがで
きた（図11）。
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図10 画面表示制御ソフト概要
Fig.10 Display and operation software overview
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図11 10台設置時の原価比較
Fig.11 Comparison of ten charging stands cost

　充電スタンドEVC1発売後（2010年）に次機種の検討を行った。当時はPHV/EVの普及が遅れている状況
であったが、PHV/EVが普及した世の中を想定し、充電スタンドを複数台設置する時の課題を解決する『親
子連携充電システム』を企画した。
　2011、12年度に経産省主導の『豊田市低炭素社会システム実証プロジェクト』に参画し、9台の子機を制
御するシステムの開発を行い、2014、15年度には環境省主導の『CO2排出削減対策強化誘導型技術開発・実
証事業』に参画し、表示/操作部の開発を行った。これら4年間の実証で培った要素技術を活用し、『親子連携
充電システム』の号口開発を完了することができた。企画当初は『1台も設置されないのに、複数台のシステ
ムが必要なの？』という声もあったが、想定した通りPHV/EVの普及が進み、複数台設置のニーズに応え、製
品化を実現することが出来て本当に良かった。最後に、開発、製品化にあたり多大な御協力をいただいた社
内外の関係者の皆様に、深く感謝いたします。

開発の経緯と開発者の思い


