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FAQ：��ネットワーク��
における	

�

はじめに

��にわたって、�えず�しい����が���に��されている	
で、エンジニアは

���に��を�み	む��について
え�すようになりました。�な���の1つは、�

に�じて��コンポーネントやシステムとの� を!�にするネットワークを%�する

ことです。

��ネットワーク(Vehicle Network: IVN)は、��システムの&�を'(に)*しました

がより��になりました。���エンジニアは、IVNが+,というよりは��-であるこ

とに./いています。

IVNを�する�の�
な���の����は�でしょうか？

コスト、01&、 �&など�2の�は3き�き�です。しかし、�な�はネット

ワーク4�の�5かも6れません。�7の�5�に��していれば、ネットワーク�8を

アプリケーションに=わせることができます。

�����の���/���ドメインは�ですか？

>?@な���には3つの�な�.@/��@ドメインがあります。パワートレイン(エン
ジン、トランスミッション)、シャーシ(サスペンション、ステアリング)、ボディ(ドア、M

Nなど)です。�ドメインにOして7Pの��QRユニット(ECU)が��/けられていま

す。これらのマイクロコントローラベースECUは、�ドメインWでネットワークX�さ

れ、�に�じてYのドメインともインターネットワークX�される[=もよくありま

す。4\]のドメインは、^�、スマートフォンインタフェース、メディアプレーヤ、テレ

マティクス、GPS、ナビゲーションでdeされるインフォテイメントシステムです。イン

フォテイメントシステムは、'?カラーLCDg やマルチスピーカオーディオシステムも

kえています。

��アプリケーションに� なネットワークはどれですか？

IVNは、���Wの��センサ、アクチュエータ、コントローラ、サブシステム!のop

X�を"います。ただし、qをr#またはQRするかに�じて、このopX�を"うため

の��はs々です。tu、vもwくxyされているネットワークは、CAN−FD (Controller
Area Network−Flexible Data rate)、LIN (Local Interconnection Network)、FlexRayです。

イーサネットの�しいバージョンの{yも$んでいます。
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CAN−FDの!"はどのようなものですか？

CAN−FDはCANの$|%です。パワートレイン、シャーシ、ボディyのECUを}む�~

サブシステムにおいて、データレート1 Mbps、�&'(v'40 mで��する、��ツイス

トペアバスをkえています。CAN−FD�8は、CAN−FDが2〜5 Mbpsを&eできることを

�しています。この)�はアプリケーションと��@なICトランシーバによって�なりま

す。8 Mbpsのピークデータレートも&e!�と*+されています。�,のICは、v-

8 Mbpsで��する、CAN−FD SIC (Signal Improvement Circuits)と�ぶアップグレードバー

ジョンを��しています。さらに�しいバージョンであるCAN−XLは10 Mbpsで��しま

す。CAN−XLは	�も.��ですが、IVNアプリケーションにとって'きな!�&を�めて

います。

LINについて!しく#$していただけますか？

LINは/�なシングルワイヤバスであり、�いデータレート(<19.2 kbps)とマスタスレー
ブプロトコルで��します。�にウィンドウ、ドアスイッチ、ドアロック、シート、ミラ

ー、HVACモータ、エンジン��ファン、0�センサ、�WMN、ワイパー、��などの�

W��やそのYの12��をQRおよびr#する]@でxyされます。

FlexRayにはどのような%&がありますか？

FlexRayは�に、ステアリング、ブレーキ、サスペンションなどの���の�な�

�にxyされます。FlexRayの�の��は、10 Mbpsのデータレートと��@�&です。

FlexRayは����3における� を4¡しているものの、CAN−XLやイーサネットなどY

のIVN�8が¢£¤を-めている
¥で、FlexRayのxyは¦§しています。

IVN'(でのイーサネットの)*について#$できますか？

§し¨に、�©な��O�イーサネットが.�されました。IEEE 802.3bwまたは

100BASE-T1と�ぶ�8で、100AMbpsのデータレートを&eします。CAN-FDのデータレ

ートが2〜5AMbpsであるのにOして、これら2つの�8の!にはコストと&�に'きな5い

があります。

ただし、10AMbpsのイーサネットバリアントがすでに��ªみで、	�の���にとって

はこれがv6と
えられます。この�8は10BASE-T1SまたはIEEE 802.3cgと�ばれ、

CAN-XLやFlexRayと«¬であり、かつそれらの�8と¢=するより�コストの®�8と

して.�されました。¯�のシールドなしツーストペア(UTP)をxyし、�&'(はv'

15Amです。

この¯�の78��ペアは�7のコンデンサをxyして9:にX�されます。データレー

トは10AMbpsで�7のオプションがy°されています。どの10BASE-T1S PHYも±²�ピ
アツーピア(P2P)� をサポートしています。�えて、PHYは³²�P2Pまたはマルチドロ

ップdeをサポートすることもできます。マルチドロップをxyすると、1�のシールドな

しツイストペアケーブルでdeされる«�リンクにより´くのPHYがX�されます。この

http://www.onsemi.jp/
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�のdeを、µ¨は10BASE-T1Sプロトコルの�,であった�しいPLCA (Physical
Layer Collision Avoidance)と�み=わせると、IVNがYのすべてのX�¶ノードとの!で�

 ¸¹(をº»@に¼½でき、; �¾の�¿と<Àなしが¿=されるので、より��@

な�¤を��できます。10BASE-T1Sでは½yなPoE (Power over Ethernet)��もxyで

きます。この�8は���メーカがÁ>する�がある、��の�Â~Ã&(EMC)ガイドラ

インをすべてサポートしています。

Figure 1. 

イーサネットは�+�に、,のネットワークをすべて-き.えることができま
すか？

µÅのことをÆ�する�があります。イーサネットはすでにwく6られています。Yの

ソリューションよりもÈ8@に½,で、FlexRayよりもセットアップがÉÊです。また、

10BASE-T1Sはより¸¹(のËいアプリケーションをイーサネット��にX�します。

オンセミに、これらのIVNアプリケーションをサポートする/0がありますか
？

オンセミは、CAN-FD、LIN、FlexRayÌけトランシーバを��しています。10BASE T1
Sをサポートするデバイスは	�.��であり、t�Í±にÎ?できる@	みです。

12したチップ345とシステムオンシリコンはIVNにどのような67を8え
ますか？

ÏAのBÐ|が$"すると、システムでxyするコンポーネント7が¦§します。これに

より、1つのCÑを�るのにxyするIC7が¦るので、CÑのÒ?|とコストÓ¦を&eで

きます。vD@なE»は�Fに、ÔG�¤の¦§とºÕのÌÖです。オンセミがシステム

ベーシスチップ(SBC)で×	してきたのがこのようなe»です。

http://www.onsemi.jp/
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SBCとは�ですか？

SBCとは、CANおよびLINアプリケーションをサポートするÏAを�み=わせて%�したI
Cのことです。SBCは、ECUに%�されている´sな��をH=します。CANまたはLINト
ランシーバを%�したものもあります。またバストランシーバ、スイッチ、LDO、Yのレ

ギュレータなど、アプリケーションÙyÏAを%�したSBCもあります。これらはスタン

バイやスリープなど´sなÚ�¤モードに�え、ウェイクアップやウォッチドッグタイマ

などの��も×9している[=があります。

SBCのQRは、Û,MCUや、SPI (シリアルペリフェラルインタフェース)のようなÙyイ

ンタフェースで×"されます。SBCは、CÑのサイズ、��&、コストを�¦し、 �&

を'(にÌÖさせます。

IVNに9:;けられている<=�
>のうち、��?が@Aしなければならな
いのはどれですか？

すべてのネットワーク��はÝÞ@にI2に01であること、そしてvD@に �&を¿

=する����8に6=していることが�です。tuのJKLがßいているàáのâã

は、ネットワーク7のä�と、opX�を��するM�ハーネスサイズのN'|です。

�8のä�は���の&�やOª&にとってæ,なので、ネットワークの�8を7くする

ためにs々なP"が"われています。10BASE-T1Sとそのトポロジオプションをxyする

と、���Wのゲートウェイをなくすことができるので、/�なM�、M�ハーネスのÒ

?・78|、�コスト|を×	できます。

�えて、�Âèé(EMI)にもê°してください。´くの�.・����がËいスペースに

ëし	まれているので、���は'8のEMIをìeすることになります。IVNのJKにおい

ては、�しい��から�ìするEMIをíえると«îに、�しい��やネットワークをYの�

�のEMIから¿Qしたり､ïしいEMI��Wで�×にð2��を×"させる�があります｡

��JKは�Fにs々なEMI�8に6=しなければなりません。

http://www.onsemi.jp/
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IVNの��にはどのようなBCがD
ですか？

xy!�なネットワークの��や,ñをòTすることに�えて、��8の	
とtÍの@

�しをóôし、tÍõ[する��8やö��8にOする÷kも$めます。�えて、(wい

��CÑ､ソリューション、サポート�¤を¡つ±ø�ベンダを@つけることも�です。

オンセミはそのようなúûの1üであり、��IC、ディスクリートコンポーネント、リファ

レンスデザイン、サポートツール、サービスをUþに�り�えています。
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