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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　特定装置との間でそれぞれが通信動作を行うことができる２つの通信部のうち、いずれ
か一方の通信部が前記通信動作を行い、他方の通信部が前記通信動作を行っていない場合
に、前記一方の通信部の故障状態の発生頻度が一定頻度を超えたか否かを判断する判断部
と、
　前記判断部によって前記発生頻度が前記一定頻度を超えたと判断された場合、前記一方
の通信部に設定されている前記通信動作に関するパラメータを、前記他方の通信部へ設定
する設定部と、
　前記設定部による前記パラメータの設定後、前記パラメータによる前記通信動作を前記
２つの通信部に同時に行わせる動作指示部と、
　前記動作指示部によって前記２つの通信部が同時に前記通信動作を行っている場合に、
前記２つの通信部による前記通信動作に差異があるか否かを判定する判定部と、
　前記判定部によって前記２つの通信部による前記通信動作に差異があると判定された場
合、前記一方の通信部が故障していることを示す情報を出力する出力部と、
　を有することを特徴とする判定装置。
【請求項２】
　前記設定部は、
　前記判断部によって前記発生頻度が前記一定頻度を超えたと判断された場合、さらに、
前記発生頻度を前記他方の通信部に設定し、
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　前記動作指示部は、
　前記設定部によって前記一方の通信部から前記他方の通信部に設定された前記パラメー
タによる前記通信動作を前記他方の通信部に開始させ、前記一方の通信部による前記通信
動作を停止させ、
　前記判断部は、
　前記動作指示部によって前記一方の通信部が前記通信動作を停止され、前記他方の通信
部が前記通信動作を開始された後に、前記他方の通信部の故障状態の発生頻度が前記一定
頻度を超えたか否かを判断し、
　前記設定部は、
　前記判断部により前記他方の通信部の前記発生頻度が前記一定頻度を超えていないと判
断された場合、前記他方の通信部による前記通信動作に関するパラメータを前記一方の通
信部に設定し、
　前記動作指示部は、
　前記設定部によって前記他方の通信部から前記一方の通信部に前記パラメータが設定さ
れた後、前記パラメータによる前記通信動作を前記２つの通信部に開始させ、
　前記判定部は、
　前記動作指示部によって前記２つの通信部が同時に前記通信動作を行っている場合に、
前記２つの通信部による前記通信動作に差異があるか否かを判定することを特徴とする請
求項１に記載の判定装置。
【請求項３】
　前記判断部は、
　前記動作指示部によって前記一方の通信部が前記通信動作を停止され、前記他方の通信
部が前記通信動作を開始された後、前記他方の通信部の前記発生頻度が、前記一定頻度よ
りも低い第１頻度を超えたか否かを判断し、
　前記設定部は、
　前記判断部によって前記他方の通信部の前記発生頻度が前記第１頻度を超えていないと
判断された場合、前記他方の通信部による前記通信動作に関するパラメータを、前記一方
の通信部に設定することを特徴とする請求項２に記載の判定装置。
【請求項４】
　前記判定部は、
　前記動作指示部によって前記２つの通信部が前記通信動作を開始後の前記２つの通信部
の前記発生頻度が一致しているか否かを判定し、
　前記出力部は、
　前記判定部によって前記２つの通信部の前記発生頻度が一致していないと判定された場
合、前記一方の通信部が故障していることを示す情報を出力することを特徴とする請求項
１～３のいずれか一つに記載の判定装置。
【請求項５】
　前記動作指示部は、
　前記判定部によって前記２つの通信部による前記通信動作に差異があると判定された場
合、前記一方の通信部による前記通信動作を停止させ、前記他方の通信部による前記通信
動作を継続させることを特徴とする請求項１～４のいずれか一つに記載の判定装置。
【請求項６】
　特定装置との間でそれぞれが通信動作を行うことができる２つの通信部のうち、いずれ
か一方の通信部が前記通信動作を行い、他方の通信部が前記通信動作を行っていない場合
に、前記一方の通信部の故障状態の発生頻度が一定頻度を超えたか否かを判断し、
　前記発生頻度が前記一定頻度を超えたと判断された場合、前記一方の通信部に設定され
ている前記通信動作に関するパラメータを、前記他方の通信部へ設定し、
　前記パラメータの設定後、前記パラメータによる前記通信動作を同時に前記２つの通信
部に行わせ、
　前記２つの通信部が同時に前記通信動作を行っている場合に、前記２つの通信部による
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前記通信動作に差異があるか否かを判定し、
　前記２つの通信部による前記通信動作に差異があると判定された場合、前記一方の通信
部が故障していることを示す情報を出力する、
　ことを特徴とする判定方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、判定装置、および判定方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、耐ノイズ性の強化を考慮して設計され、相互接続された機器間のデータ転送に使
われるＣＡＮ（Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）が知られている（た
とえば、下記特許文献１を参照。）。各機器はＣＡＮコントローラと呼ばれる通信装置を
有することにより、ＣＡＮプロトコルに応じた通信を行うことができる。
【０００３】
　また、通信装置が１台の場合に通信装置の故障を判定するため、通信装置は通信バスの
状態を監視することにより、該通信装置は自通信装置が故障しているか否かを判定する技
術が知られている（たとえば、下記特許文献２を参照。）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００４－３４８２７４号公報
【特許文献２】特開２００５－３８０２６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、自通信装置の故障によって発生した異常と、通信バスに接続されている
他の通信装置の故障などによって発生した異常と、を判別することができないため、自通
信装置の故障を精度よく判定できない問題点がある。
【０００６】
　本発明は、上述した従来技術による問題点を解消するため、故障判定の精度を向上させ
ることができる判定装置、および判定方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上述した課題を解決し、目的を達成するため、本発明の一側面によれば、特定装置との
間でそれぞれが通信動作を行うことができる２つの通信部のうち、いずれか一方の通信部
が前記通信動作を行い、他方の通信部が前記通信動作を行っていない場合に、前記一方の
通信部の故障状態の発生頻度が一定頻度を超えたか否かを判断する判断部と、前記判断部
によって前記発生頻度が前記一定頻度を超えたと判断された場合、前記一方の通信部に設
定されている前記通信動作に関するパラメータを、前記他方の通信部へ設定する設定部と
、前記設定部による前記パラメータの設定後、前記パラメータによる前記通信動作を前記
２つの通信部に同時に行わせる動作指示部と、前記動作指示部によって前記２つの通信部
が同時に前記通信動作を行っている場合に、前記２つの通信部による前記通信動作に差異
があるか否かを判定する判定部と、前記判定部によって前記２つの通信部による前記通信
動作に差異があると判定された場合、前記一方の通信部が故障していることを示す情報を
出力する出力部と、を有する判定装置、および判定方法が提案される。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明の一態様によれば、故障判定の精度を向上させることができるという効果を奏す
る。
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【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】図１は、本発明における判定装置例を示す説明図である。
【図２】図２は、ＴＥＣまたはＲＥＣに応じた３つの状態を示す説明図である。
【図３】図３は、複数のＥＣＵを有するシステムの一例を示す説明図である。
【図４】図４は、本実施の形態にかかる判定装置１００を有するＥＣＵの一例を示す説明
図である。
【図５】図５は、自己故障診断部４１１の一例を示す説明図である。
【図６】図６は、ユニット使用状況検出部４１２の一例を示す説明図である。
【図７】図７は、切替部４１３の詳細例１を示す説明図である。
【図８】図８は、切替部４１３の詳細例２を示す説明図である。
【図９】図９は、動作切替フラグｓｗｉｔｃｈ＿ｆｌａｇの生成タイミングを示す説明図
（その１）である。
【図１０】図１０は、動作切替フラグｓｗｉｔｃｈ＿ｆｌａｇの生成タイミングを示す説
明図（その２）である。
【図１１】図１１は、故障が発生していない場合の動作例を示す説明図である。
【図１２】図１２は、故障が発生している場合の動作例を示す説明図である。
【図１３】図１３は、判定装置１００による判定処理手順の一例を示すフローチャート（
その１）である。
【図１４】図１４は、判定装置１００による判定処理手順の一例を示すフローチャート（
その２）である。
【図１５】図１５は、判定装置１００による判定処理手順の一例を示すフローチャート（
その３）である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下に添付図面を参照して、本発明にかかる判定装置、および判定方法の実施の形態を
詳細に説明する。ホットスタンバイ方式のように、複数の通信装置を用意してもよいが、
複数の通信装置が常時動作していると、消費電力が大きくなる。そこで、本実施の形態で
は、２つの通信装置のうち、一方の通信装置を動作させた状態で故障の可能性がある場合
に、２つの通信装置を同時に動作させ、通信動作の差異を判定することにより、消費電力
を抑えつつ、故障判定の精度を向上させることができる。
【００１１】
　図１は、本発明における判定装置例を示す説明図である。ここでは、特定装置１２１と
の間をそれぞれが通信動作を行うことができる第１通信部１０１および第２通信部１０２
のうち、いずれか一方の通信部が通信動作を行い、他方の通信部が通信動作を行っていな
い。たとえば、判定装置１００は、第１通信部１０１と第２通信部１０２とのそれぞれに
供給されるクロックをゲーティングさせることにより、通信動作を行わせるか否かを制御
することができる。ここでは、第１通信部１０１は通信動作を行い、第２通信部１０２は
通信動作を行っていないとする。
【００１２】
　判定装置１００は、判断部１１１と、設定部１１２と、動作指示部１１３と、判定部１
１４と、出力部１１５と、を有している。判定装置１００は、たとえば、論理積回路であ
るＡＮＤ、否定論理回路であるＩＮＶＥＲＴＥＲ、論理和回路であるＯＲや、ラッチ回路
であるＦＦ（Ｆｌｉｐ　Ｆｌｏｐ）などの素子によって形成される。
【００１３】
　判断部１１１は、第１通信部１０１の故障または故障と異なる異常時に発生しうる状態
（以下、「故障状態」という。）の発生頻度が一定頻度を超えたか否かを判断する。故障
と異なる異常とは、第１通信部１０１の通信動作に伴って発生した異常である。ここで、
故障または故障と異なる異常時に発生しうる状態とは、たとえば、送信するために記憶さ
れたデータと、通信バス上に送出されたデータと、が一致しない場合が挙げられる。この
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場合、第１通信部１０１が故障しているため、データを送信できていない場合もあるが、
通信バスに接続されている他の装置が通信バスを占有している場合もある。
【００１４】
　または、たとえば、該状態は、送信データに対する特定装置１２１からの応答がＮＡＣ
Ｋの場合が挙げられる。この場合、第１通信部１０１のＮＡＣＫポートが故障しているた
め、特定装置１２１がＡＣＫを返信しても、第１通信部１０１はＮＡＣＫを受信してしま
う場合がある。一方、特定装置１２１がデータを受信できずに第１通信部１０１へＮＡＣ
Ｋを返している場合もある。
【００１５】
　または、たとえば、該状態は、受信データが規定のフォーマットを満たしていない場合
が挙げられる。この場合、第１通信部１０１が故障しているために、第１通信部１０１が
データを正確に受信できていない場合がある。一方、データの送信元がデータの送信に失
敗している場合もある。
【００１６】
　または、たとえば、該状態は、受信データが誤り検出・訂正などによって符号化されて
いる場合に復号化した受信データに誤りがある場合が挙げられる。この場合、第１通信部
１０１が故障しているために第１通信部１０１がデータを正確に受信できていない場合や
復号化が正確に行えない場合がある。一方、データの送信元がデータの送信に失敗、また
はデータの送信元が符号化に失敗している場合もある。
【００１７】
　設定部１１２は、判断部１１１によって発生頻度が一定頻度を超えたと判断された場合
、第１通信部１０１に設定されている通信動作に関するパラメータを、他方の通信部へ設
定する。パラメータとは、たとえば、各通信部が有するレジスタに記憶されている値であ
る。
【００１８】
　動作指示部１１３は、設定部１１２によるパラメータの設定後、パラメータによる通信
動作を第１通信部１０１および第２通信部１０２に開始させる。
【００１９】
　判定部１１４は、動作指示部１１３によって２つの通信部が通信動作を開始後に、第１
通信部１０１および第２通信部１０２による通信動作に差異があるか否かを判定する。た
とえば、判定部１１４は、発生頻度を比較してもよい。または、たとえば、判定部１１４
は、パラメータの一致を比較してもよい。または、たとえば、受信動作の場合に、判定部
１１４は、受信データを比較してもよいし、受信データを復号化した後の復号データを比
較してもよい。
【００２０】
　出力部１１５は、判定部１１４によって第１通信部１０１および第２通信部１０２によ
る通信動作に差異があると判定された場合、第１通信部１０１が故障していることを示す
情報を出力する。
【００２１】
　図１に示した判定装置１００によれば、消費電力を抑えつつ、故障判定の精度を向上さ
せることができる。
【００２２】
　本実施の形態では、通信部の一例として、ＣＡＮコントローラを挙げる。ここで、ＣＡ
ＮコントローラとＣＡＮプロトコルについて簡単に説明する。たとえば、自動車の電子制
御を行うために、複数のマイコン（ＥＣＵ（Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｕ
ｎｉｔ））が使用されている。複数のＥＣＵ間の通信を管理するために、ＣＡＮプロトコ
ルが開発され、標準化されている。各ＥＣＵは、ＣＡＮプロトコルを実現するために、Ｃ
ＡＮコントローラを有している。ＣＡＮプロトコルは、独自にエラーから復帰する仕組み
を有している。
【００２３】
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　ＣＡＮコントローラは、送信エラーの数（ＴＥＣ）と、受信エラーの数（ＲＥＣ）をカ
ウントしている。
【００２４】
　たとえば、送信エラーには、ビットエラーとアクノリッジエラーが挙げられる。ビット
エラーは、送信データとサンプリングデータとに相違がある場合に発生する。アクノリッ
ジエラーは、アクノリッジスロットにおいてＣＡＮ内のいずれのレシーバもドミナントを
返さなかった場合に発生する。具体的に、アクノリッジエラーは、すべてのＥＣＵが誤っ
たメッセージを受信したか、ＣＡＮに他のＥＣＵが接続されていない場合に発生する。ビ
ットエラーまたはアクノリッジエラーのいずれかが発生した場合、ＣＡＮコントローラは
、ＴＥＣをカウントアップする。ビットエラーおよびアクノリッジエラーが発生していな
い場合、ＣＡＮコントローラは、送信に成功したと判断してＴＥＣをカウントダウンする
。
【００２５】
　たとえば、受信エラーには、ＣＲＣエラーとスタッフエラーとフォーマットエラーが挙
げられる。ＣＲＣエラーは、受信したビット列と、ＣＲＣが示す値と、が一致しない場合
に発生する。たとえば、スタッフエラーは、同一レベルが５ビット以上継続してはいけな
いビットスタッフィングルールが守られなかった場合に発生する。フォーマットエラーは
、ＣＲＣディリミタ、アクノリッジディリミタ、またはＥＯＦ（Ｅｎｄ　Ｏｆ　Ｆｒａｍ
ｅ）にてドミナントビットが検出された場合に発生する。ＣＲＣエラー、スタッフエラー
、およびフォーマットエラーのいずれかが発生した場合、ＣＡＮコントローラは、ＲＥＣ
をカウントアップする。ＣＲＣエラー、スタッフエラー、およびフォーマットエラーのい
ずれも発生していない場合、ＣＡＮコントローラは、受信に成功したと判断してＲＥＣを
カウントダウンする。
【００２６】
　本実施の形態では、一方の通信部の故障時に発生しうる状態と故障時と異なる状態との
発生頻度を表す指標として、ＴＥＣまたはＲＥＣを用いる。
【００２７】
　ＥＣＵを繋ぐＣＡＮバス（図３を参照。）に障害を与えるのを防止するために、各ＥＣ
Ｕの通信状態は、ＴＥＣまたはＲＥＣのそれぞれの値に応じて３つの状態に遷移する。
【００２８】
　図２は、ＴＥＣまたはＲＥＣに応じた３つの状態を示す説明図である。３つの状態は、
「エラー・アクティブ」、「エラー・パッシブ」、「バス・オフ」である。「エラー・ア
クティブ」は、ＣＡＮバス３０１に影響を与えず、正常であることを示す状態である。「
エラー・パッシブ」は、ＣＡＮバス３０１に大きな影響を与え、正常でないことを示す状
態である。「バス・オフ」は、ＣＡＮバス３０１への影響が大きすぎるため、ＣＡＮバス
３０１から切り離された状態である。
【００２９】
　「エラー・パッシブ」において、ＲＥＣの値かつＴＥＣの値が１２７以下であると、Ｅ
ＣＵの通信状態は、「エラー・アクティブ」に変化する。「エラー・アクティブ」におい
て、ＲＥＣの値またはＴＥＣの値が１２７より大きくなると、ＥＣＵの通信状態は、「エ
ラー・パッシブ」に変化する。「エラー・パッシブ」において、ＴＥＣの値が２５５より
大きくなると、ＥＣＵの通信状態は、「バス・オフ」になる。「バス・オフ」において、
１１ビットの連続したリセッシブ状態が１２８回発生すると、ＥＣＵの通信状態は、「エ
ラー・アクティブ」になる。ＥＣＵの通信状態が「バス・オフ」から「エラー・アクティ
ブ」にできるように、ＣＡＮコントローラでは、エラー復帰の仕組みがあるが、ＣＡＮの
ネットワークに繋がる複数のＥＣＵのうち、いずれかのＥＣＵが故障した場合、他のＥＣ
Ｕに対して影響を与える。
【００３０】
　図３は、複数のＥＣＵを有するシステムの一例を示す説明図である。たとえば、ＥＣＵ
０にはドミナント状態になるような故障が発生している。ドミナント状態とは、ＣＡＮバ
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ス３０１の論理が“０”に固定されてしまう状態である。ＥＣＵ１がレセンシブ状態であ
る。レセンシブ状態とは、ＣＡＮバス３０１の論理が“１”になる状態である。ＣＡＮは
、マルチ・バス・マスタ方式であるため、信号の衝突が発生する。ドミナント状態とレセ
ンシブ状態とが衝突すると、ＣＡＮバス３０１は、ドミナント状態になる。そのため、特
定のＥＣＵのＣＡＮコントローラが故障した場合に修復、復帰しなければならない。
【００３１】
　図４は、本実施の形態にかかる判定装置１００を有するＥＣＵの一例を示す説明図であ
る。ＥＣＵ４００は、ＣＰＵ４０１と、判定装置１００と、第１ＣＡＮコントローラ１０
１（第１通信部１０１）と、第２ＣＡＮコントローラ１０２（第２通信部１０２）と、ポ
ート切替部４０３と、を有している。ＣＰＵ４０１と、第１ＣＡＮコントローラ１０１と
、第２ＣＡＮコントローラ１０２とは、ＣＰＵバス４０２によって接続されている。
【００３２】
　ＥＣＵ４００は、エンジン制御、ヘッドライト制御、ドア制御などの特定の機能を処理
する。ここで、ＣＰＵ４０１は、特定の機能を実行する。ＣＰＵ４０１は、他のＥＣＵ４
００から読み出し／書き込みを行う場合、第１ＣＡＮコントローラ１０１と第２ＣＡＮコ
ントローラ１０２に対して読み出しアクセス／書き込みアクセスを行う。
【００３３】
　第１ＣＡＮコントローラ１０１と、第２ＣＡＮコントローラ１０２とは、ＣＡＮプロト
コルに基づいてＥＣＵ４００と特定装置１２１と間の通信動作をそれぞれが行うことがで
きる。第１ＣＡＮコントローラ１０１と、第２ＣＡＮコントローラ１０２とは、通信動作
に関する機能が同一である。
【００３４】
　第１ＣＡＮコントローラ１０１は、ＳｕｂＭｏｄｕｌｅ４２１と、ドライバＩ／Ｆ４２
２と、レシーバＩ／Ｆ４２３と、を有している。ＳｕｂＭｏｄｕｌｅ４２１は、ＣＰＵ４
０１からのＲｅａｄ／Ｗｒｉｔｅアクセスに基づいてＣＡＮプロトコルに基づく通信動作
を行う。ドライバＩ／Ｆ４２２は、ＳｕｂＭｏｄｕｌｅ４２１からの送信データをＣＡＮ
バス３０１に送出する。レシーバＩ／Ｆ４２３は、特定装置１２１からのデータを受信し
て、ＳｕｂＭｏｄｕｌｅ４２１へ受け渡す。
【００３５】
　第２ＣＡＮコントローラ１０２は、ＳｕｂＭｏｄｕｌｅ４３１と、ドライバＩ／Ｆ４３
２と、レシーバＩ／Ｆ４３３と、を有している。ＳｕｂＭｏｄｕｌｅ４３１は、ＣＰＵ４
０１からのＲｅａｄ／Ｗｒｉｔｅアクセスに基づいてＣＡＮプロトコルに基づく通信動作
を行う。ドライバＩ／Ｆ４３２は、ＳｕｂＭｏｄｕｌｅ４３１からの送信データをＣＡＮ
バス３０１に送出する。レシーバＩ／Ｆ４３３は、特定装置１２１からのデータを受信し
て、ＳｕｂＭｏｄｕｌｅ４３１へ受け渡す。
【００３６】
　ポート切替部４０３は、起動ユニット信号ＣＡＮ１、ＣＡＮ２に基づいて、いずれのＣ
ＡＮコントローラが通信動作を行っているかを判断することができる。たとえば、起動ユ
ニット信号ＣＡＮ１、ＣＡＮ２の値が１であれば、起動中であることを示している。本実
施の形態では、２つのＣＡＮコントローラのうちのいずれか一方のＣＡＮコントローラが
動作中に故障の可能性があると判断された場合に、２つのＣＡＮコントローラが同時に動
作する。この場合、ポート切替部４０３は、いずれか一方のドライバＩ／Ｆからのデータ
のみをＣＡＮバス３０１に送出する。ポート切替部４０３では、いずれのレシーバＩ／Ｆ
も受信可能とする。
【００３７】
　判定装置１００は、自己故障診断部４１１と、ユニット使用状況検出部４１２と、設定
部１１２が有する切替部４１３と、を有している。上述したように、判定装置１００は、
たとえば、論理積回路であるＡＮＤ、否定論理回路であるＩＮＶＥＲＴＥＲ、論理和回路
であるＯＲや、ラッチ回路であるＦＦなどの素子によって形成される。
【００３８】
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　図５は、自己故障診断部４１１の一例を示す説明図である。図６は、ユニット使用状況
検出部４１２の一例を示す説明図である。自己故障診断部４１１は、閾値レジスタと、判
断部１１１と、判定部１１４と、を有している。ユニット使用状況検出部４１２は、設定
部１１２（制御部６０１）と、故障判定レジスタと、動作指示部１１３と、を有している
。
【００３９】
　閾値レジスタには、故障が発生している可能性があるか否かを判断部１１１が判断する
ための閾値が記憶されている。具体的には、閾値レジスタには、第１閾値ｔｈ１＿ＴＥＣ
、第２閾値ｔｈ２＿ＴＥＣ、第３閾値ｔｈ３＿ＴＥＣ、第１閾値ｔｈ１＿ＲＥＣ、第２閾
値ｔｈ２＿ＲＥＣ、第３閾値ｔｈ３＿ＲＥＣが記憶されている。第１閾値ｔｈ１＿ＴＥＣ
、第２閾値ｔｈ２＿ＴＥＣ、第３閾値ｔｈ３＿ＴＥＣはエラー回数ＴＥＣに対する閾値で
あり、「ｔｈ１＿ＴＥＣ＜ｔｈ２＿ＴＥＣ＜ｔｈ３＿ＴＥＣ」の関係がある。
【００４０】
　第１閾値ｔｈ１＿ＲＥＣ、第２閾値ｔｈ２＿ＲＥＣ、第３閾値ｔｈ３＿ＲＥＣはエラー
回数ＲＥＣに対する閾値であり、「ｔｈ１＿ＲＥＣ＜ｔｈ２＿ＲＥＣ＜ｔｈ３＿ＲＥＣ」
の関係がある。第１閾値ｔｈ１＿ＴＥＣ、第２閾値ｔｈ２＿ＴＥＣ、第３閾値ｔｈ３＿Ｔ
ＥＣは、それぞれ第１閾値ｔｈ１＿ＲＥＣ、第２閾値ｔｈ２＿ＲＥＣ、第３閾値ｔｈ３＿
ＲＥＣと同一値であってもよい。各閾値は、判定装置１００の設計者によって設定される
。または、各閾値は、ＣＰＵ４０１からのＷｒｉｔｅアクセスによって任意の値に設定さ
れる。ＥＣＵ４００の通信状態が上述した「バス・オフ」にならないように、第３閾値ｔ
ｈ３＿ＴＥＣは、２５５以下に設定される。
【００４１】
　ここでは、第１ＣＡＮコントローラ１０１と第２ＣＡＮコントローラ１０２のうち、い
ずれか一方のＣＡＮコントローラが通信動作を行い、他方のＣＡＮコントローラが通信動
作を停止している。
【００４２】
　判断部１１１は、起動ユニット信号ＣＡＮ１、ＣＡＮ２に基づいて、いずれのＣＡＮコ
ントローラが通信動作を行っているかを判断することができ、通信動作中のエラー回数Ｔ
ＥＣｉ（ｉは０または１）、ＲＥＣｉが各閾値以上であるか否かを判断する。
【００４３】
　エラー回数ＴＥＣｉが第１閾値ｔｈ１＿ＴＥＣ以上である場合、判断部１１１は、エラ
ー切替フラグＴＥＲＲ＿ｅ１を１にする。エラー回数ＴＥＣｉが第１閾値ｔｈ１＿ＴＥＣ
以上でない場合、判断部１１１は、エラー切替フラグＴＥＲＲ＿ｅ１を０にする。エラー
回数ＲＥＣｉが第１閾値ｔｈ１＿ＲＥＣ以上である場合、判断部１１１は、エラー切替フ
ラグＲＥＲＲ＿ｅ１を１にする。エラー回数ＲＥＣｉが第１閾値ｔｈ１＿ＲＥＣ以上でな
い場合、判断部１１１は、エラー切替フラグＲＥＲＲ＿ｅ１を０にする。
【００４４】
　エラー回数ＴＥＣｉが第２閾値ｔｈ２＿ＴＥＣ以上である場合、判断部１１１は、エラ
ー切替フラグＴＥＲＲ＿ｅ２を０から１にし、切替要因フラグｔｒａｎｓ＿ｒｅｇ［ｉ－
１］を０から１にする。エラー回数ＲＥＣｉが第２閾値ｔｈ２＿ＲＥＣ以上である場合、
判断部１１１は、エラー切替フラグＲＥＲＲ＿ｅ２を０から１にし、切替要因フラグｒｅ
ｃｅｉｖｅ＿ｒｅｇ［ｉ－１］を０から１にする。
【００４５】
　切替要因フラグｔｒａｎｓ＿ｒｅｇ［１：０］によって、送信エラーＴＥＣｉによって
故障の可能性があることを示し、切替要因フラグｒｅｃｅｉｖｅ＿ｒｅｇ［１：０］によ
って、受信エラーＲＥＣｉによって故障の可能性があることを示す。
【００４６】
　エラー回数ＴＥＣｉが第３閾値ｔｈ３＿ＴＥＣ以上である場合、判断部１１１は、エラ
ー切替フラグＴＥＲＲ＿ｅ３を０から１にする。エラー回数ＲＥＣｉが第３閾値ｔｈ３＿
ＲＥＣ以上である場合、判断部１１１は、エラー切替フラグＲＥＲＲ＿ｅ３を０から１に
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する。
【００４７】
　設定部１１２は、制御部６０１と、切替部４１３と、を有している。制御部６０１は、
エラー切替フラグＴＥＲＲ＿ｅ２が０から１に変化すると、切替動作フラグｓｗｉｔｃｈ
＿ｆｌａｇを０から１にする。制御部６０１は、切替部４１３が２つのＣＡＮコントロー
ラのレジスタ間のデータ転送を行う期間、切替動作フラグｓｗｉｔｃｈ＿ｆｌａｇを１に
してその後に０に戻す。制御部６０１は、エラー切替フラグＴＥＲＲ＿ｅ３が０から１に
変化すると、切替動作フラグｓｗｉｔｃｈ＿ｆｌａｇを０から１にする。制御部６０１は
、切替部４１３が２つのＣＡＮコントローラのレジスタ間のデータ転送を行う期間、切替
動作フラグｓｗｉｔｃｈ＿ｆｌａｇを１にしてその後に０に戻す。
【００４８】
　また、制御部６０１は、エラー切替フラグＲＥＲＲ＿ｅ２が０から１に変化すると、切
替動作フラグｓｗｉｔｃｈ＿ｆｌａｇを０から１にする。制御部６０１は、切替部４１３
が２つのＣＡＮコントローラのレジスタ間のデータ転送を行う期間中に切替動作フラグｓ
ｗｉｔｃｈ＿ｆｌａｇを１にして０に戻す。
【００４９】
　また、制御部６０１は、エラー切替フラグＲＥＲＲ＿ｅ３が０から１に変化すると、切
替動作フラグｓｗｉｔｃｈ＿ｆｌａｇを０から１にする。制御部６０１は、切替部４１３
が２つのＣＡＮコントローラのレジスタ間のデータ転送を行う期間、切替動作フラグｓｗ
ｉｔｃｈ＿ｆｌａｇを１にしてその後に０に戻す。
【００５０】
　図７は、切替部４１３の詳細例１を示す説明図である。切替部４１３は、第１切替部７
０１と、第２切替部７０２と、を有している。第１切替部７０１は、第１ＣＡＮコントロ
ーラ１０１に設けられたレジスタごとに設けられる。第２切替部７０２は、第２ＣＡＮコ
ントローラ１０２に設けられたレジスタごとに設けられる。
【００５１】
　第１切替部７０１は、レジスタに対して、切替動作フラグｓｗｉｔｃｈ＿ｆｌａｇが０
の場合、第１ＣＡＮコントローラ１０１による通信動作に関するパラメータを入力する。
第１切替部７０１は、切替動作フラグｓｗｉｔｃｈ＿ｆｌａｇが１の場合、第２ＣＡＮコ
ントローラ１０２による通信動作に関するパラメータを入力する。
【００５２】
　第２切替部７０２は、レジスタに対して、切替動作フラグｓｗｉｔｃｈ＿ｆｌａｇが０
の場合、第２ＣＡＮコントローラ１０２による通信動作に関するパラメータを入力する。
第２切替部７０２は、切替動作フラグｓｗｉｔｃｈ＿ｆｌａｇが１の場合、第１ＣＡＮコ
ントローラ１０１による通信動作に関するパラメータを入力する。
【００５３】
　図８は、切替部４１３の詳細例２を示す説明図である。第１ＣＡＮコントローラ１０１
内のレジスタおよび第２ＣＡＮコントローラ１０２内のレジスタがスキャンレジスタであ
れば、切替部４１３は、スキャンチェーンを切り替えてもよい。第１破線は、本実施の形
態におけるデータ設定用の共有パスである。第２破線は、スキャンテストと本実施の形態
におけるデータ設定用の共有パスである。
【００５４】
　これにより、第１ＣＡＮコントローラ１０１による通信動作に関するパラメータを記憶
するレジスタの値を、第２ＣＡＮコントローラ１０２による通信動作に関するパラメータ
を記憶するレジスタに１クロックで格納できる。第２ＣＡＮコントローラ１０２による通
信動作に関するパラメータを記憶するレジスタの値を、第１ＣＡＮコントローラ１０１に
よる通信動作に関するパラメータを記憶するレジスタに１クロックで格納できる。
【００５５】
　動作指示部１１３は、切替動作フラグｓｗｉｔｃｈ＿ｆｌａｇ＿ＴＥＣまたはｓｗｉｔ
ｃｈ＿ｆｌａｇ＿ＲＥＣが０から１に変化して所定時間経過後に、起動ユニット信号ＣＡ
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Ｎ１を反転値に設定し、起動ユニット信号ＣＡＮ２を反転値に設定する。これにより、通
信動作を行うＣＡＮコントローラが切り替わる。
【００５６】
　動作指示部１１３は、故障診断中フラグｃｏｍｐが１であり、かつｓｗｉｔｃｈ＿ｆｌ
ａｇが１から０に変化して所定時間経過後に、起動ユニット信号ＣＡＮ１と起動ユニット
信号ＣＡＮ２とを同時に１にする。これにより、第１ＣＡＮコントローラ１０１と第２Ｃ
ＡＮコントローラ１０２とが同時に動作する。さらに、動作指示部１１３は、故障診断中
フラグｃｏｍｐが１から０に変化すると、起動ユニット信号ＣＡＮ１と起動ユニット信号
ＣＡＮ２とをそれぞれ故障診断中フラグｃｏｍｐが０から１に変化する前の値にする。
【００５７】
　判定部１１４は、切替要因フラグｔｒａｎｓ＿ｒｅｇのいずれかのビットが１である時
に、エラー切替フラグＴＥＲＲ＿ｅ１が１から０に変化した場合、故障診断中フラグｃｏ
ｍｐを０から１にする。判定部１１４は、切替要因フラグｒｅｃｅｉｖｅ＿ｒｅｇのいず
れかのビットが１である時に、エラー切替フラグＲＥＲＲ＿ｅ１が１から０に変化した場
合、故障診断中フラグｃｏｍｐを０から１にする。
【００５８】
　判定部１１４は、動作指示部１１３による２つのＣＡＮコントローラが通信動作を開始
後に、２つのＣＡＮコントローラによる通信動作に差異があるか否かを判定する。具体的
には、たとえば、判定部１１４は、切替要因フラグｔｒａｎｓ＿ｒｅｇのビットが立って
いる場合、送信要求信号を待つ。判定部１１４は、送信要求信号が発生した場合、エラー
カウンタ値ＴＥＣ１とエラーカウンタ値ＴＥＣ２とが同一値であるか否かを判断する。同
一値である場合、判定部１１４は、通信動作に差異がないと判断し、同一値でない場合、
判定部１１４は、通信動作に差異があると判断する。または、たとえば、判定部１１４は
、送信要求信号が発生した場合、送信動作に関するパラメータの一致を判定してもよい。
【００５９】
　具体的には、たとえば、判定部１１４は、エラーカウンタ値ＲＥＣ１とエラーカウンタ
値ＲＥＣ２とが同一値であるか否かを判断する。同一値である場合、判定部１１４は、通
信動作に差異がないと判断し、同一値でない場合、判定部１１４は、通信動作に差異があ
ると判断する。または、たとえば、判定部１１４は、第１ＣＡＮコントローラ１０１の受
信結果と第２ＣＡＮコントローラ１０２の受信結果とが同一であるか否かを判定してもよ
い。
【００６０】
　判定部１１４は、２つのＣＡＮコントローラによる通信動作に差異があると判断した場
合、診断結果ｃｏｍｐ＿ｅｒｒを１にし、２つのＣＡＮコントローラによる通信動作に差
異がないと判断した場合、診断結果ｃｏｍｐ＿ｅｒｒを０にする。判定部１１４は、通信
動作の差異の判定後に、故障診断中フラグｃｏｍｐを１から０にする。
【００６１】
　故障判定レジスタＲＵＥには、第１ＣＡＮコントローラ１０１が故障しているか否かを
示す値と、第２ＣＡＮコントローラ１０２が故障しているか否かを示す値と、が記憶され
る。具体的には、故障判定レジスタＲＵＥ［０］の値は、第１ＣＡＮコントローラ１０１
が故障しているか否かを示す。たとえば、故障判定レジスタＲＵＥ［０］の値が１の場合
、第１ＣＡＮコントローラ１０１が正常であることを示し、故障判定レジスタＲＵＥ［０
］の値が０の場合、第１ＣＡＮコントローラ１０１が故障中であることを示す。故障判定
レジスタＲＵＥ［１］の値は、第２ＣＡＮコントローラ１０２が故障しているか否かを示
す。たとえば、故障判定レジスタＲＵＥ［１］の値が１の場合、第２ＣＡＮコントローラ
１０２が正常であることを示し、故障判定レジスタＲＵＥ［１］の値が０の場合、第２Ｃ
ＡＮコントローラ１０２が故障中であることを示す。
【００６２】
　図９および図１０は、動作切替フラグｓｗｉｔｃｈ＿ｆｌａｇの生成タイミングを示す
説明図である。タイミングチャート９００では、第１ＣＡＮコントローラ１０１内のレジ



(11) JP 5835074 B2 2015.12.24

10

20

30

40

50

スタに設定されている値を、第２ＣＡＮコントローラ１０２内のレジスタに設定する例を
示している。
【００６３】
　タイミングチャート９００では、信号ＣＫ１は第１ＣＡＮコントローラ１０１用のクロ
ック信号であり、信号ＣＫ２は第２ＣＡＮコントローラ１０２用のクロック信号であり、
信号ＣＫ３はＣＰＵバス４０２用のクロック信号である。タイミングチャート９００では
、第１ＣＡＮコントローラ１０１および第２ＣＡＮコントローラ１０２内のスキャンレジ
スタ端子のＣＫおよびスキャンレジスタ端子のＳ、に入力される信号を示している。
【００６４】
　タイミングチャート１０００では、エラーカウンタ値ＴＥＣ１またはエラーカウント値
ＴＥＣ２に基づいて、動作切替フラグｓｗｉｔｃｈ＿ｆｌａｇが０から１に変化する例を
示している。
【００６５】
　図１１は、故障が発生していない場合の動作例を示す説明図である。タイミングチャー
ト１１００では、第１ＣＡＮコントローラ１０１が通信動作を行い、第２ＣＡＮコントロ
ーラ１０２が停止している。
【００６６】
　タイミングチャート１１００の部分１１０１では、第２閾値ＴＥＣ＿Ｅ２が８０である
とし、エラーカウンタ値ＴＥＣ１が第２閾値ＴＥＣ＿Ｅ２以上となるため、動作切替フラ
グｓｗｉｔｃｈ＿ｆｌａｇが０から１に変化する。これにより、第１ＣＡＮコントローラ
１０１内のレジスタの値が、第２ＣＡＮコントローラ１０２内のレジスタに設定される。
【００６７】
　タイミングチャート１１００の部分１１０１では、起動ユニット信号ＣＡＮ１の値が反
転し、起動ユニット信号ＣＡＮ２の値が反転している。これにより、第１ＣＡＮコントロ
ーラ１０１の動作が停止され、第２ＣＡＮコントローラ１０２の動作が設定結果に基づい
て開始される。第２ＣＡＮコントローラ１０２が通信動作を行うと、エラーカウント値Ｒ
ＥＣ２、ＴＥＣ２が増減する。
【００６８】
　タイミングチャート１１００の部分１１０２では、第１閾値ＴＥＣ＿Ｅ１が６０である
とし、エラーカウンタ値ＴＥＣ１が第１閾値ＴＥＣ＿Ｅ１以下となるため、故障診断中ｃ
ｏｍｐを０から１になる。すなわち、判定装置１００は、第２ＣＡＮコントローラ１０２
が通信動作を行うと、エラーカウント値ＴＥＣ２が減少するため、第１ＣＡＮコントロー
ラ１０１が故障している可能性が高いと判断する。そして、タイミングチャート１１００
の部分１１０２では、第２ＣＡＮコントローラ１０２内のレジスタの値を、対応する第１
ＣＡＮコントローラ１０１内のレジスタに設定する。タイミングチャート１１００の部分
１１０２では、第１ＣＡＮコントローラ１０１と第２ＣＡＮコントローラ１０２とを同時
に通信動作させる。ここで、２つのＣＡＮコントローラが同時に通信動作を行うが、送信
動作では、上述したように、ポート切替部３０３は、いずれか一方の送信データをＣＡＮ
バス３０１に出力させるように制御する。
【００６９】
　そして、タイミングチャート１１００の部分１１０３では、第１ＣＡＮコントローラ１
０１と第２ＣＡＮコントローラ１０２とを同時に通信動作させた場合に、２つの通信動作
に差異があるか否かを判断する。
【００７０】
　タイミングチャート１１００の部分１１０３では、判定装置１００は、ＴＥＣ１とＴＥ
Ｃ２とが同一値であるため、第１ＣＡＮコントローラ１０１が故障していないと判定する
。判定装置１００は、第１ＣＡＮコントローラ１０１の動作を停止させる。
【００７１】
　図１２は、故障が発生している場合の動作例を示す説明図である。タイミングチャート
１２００の部分１２０１、１２０２は、タイミングチャート１１００の部分１１０１、１
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１０２と同一であるため、詳細な説明を省略する。
【００７２】
　タイミングチャート１２００の部分１２０３では、第１ＣＡＮコントローラ１０１と第
２ＣＡＮコントローラ１０２とを同時に通信動作させた場合に、２つの通信動作に差異が
あるか否かを判断する。
【００７３】
　タイミングチャート１２００の部分１２０３では、ＴＥＣ１とＴＥＣ２とが異なる値で
あり、切替要因フラグｔｒａｎｓ＿ｒｅｇ［０］が１である。そのため、判定装置１００
は、第１ＣＡＮコントローラ１０１が故障していると判定し、診断結果ｃｏｍｐ＿ｅｒｒ
を１にする。判定装置１００は、第１ＣＡＮコントローラ１０１の動作を停止させる。
【００７４】
（判定処理手順）
　図１３～図１５は、判定装置１００による判定処理手順の一例を示すフローチャートで
ある。ここでは、第１ＣＡＮコントローラ１０１が通信を行っており、第２ＣＡＮコント
ローラ１０２が通信を行っていない場合を例に挙げるが特に限定していない。
【００７５】
　まず、判定装置１００は、第１ＣＡＮコントローラ１０１による通信動作を開始させる
（ステップＳ１３０１）。判定装置１００は、エラーカウンタ値の増減を検出し（ステッ
プＳ１３０２）、エラーカウンタ値≧第１閾値であるか否かを判断する（ステップＳ１３
０３）。エラーカウンタ値≧第１閾値でない場合（ステップＳ１３０３：Ｎｏ）、ステッ
プＳ１３０２へ戻る。
【００７６】
　エラーカウンタ値≧第１閾値である場合（ステップＳ１３０３：Ｙｅｓ）、判定装置１
００は、エラーカウンタ値の増減を検出し（ステップＳ１３０４）、判定装置１００は、
エラーカウンタ値≧第２閾値であるか否かを判断する（ステップＳ１３０５）。エラーカ
ウンタ値≧第２閾値でない場合（ステップＳ１３０５：Ｎｏ）、ステップＳ１３０４へ戻
る。エラーカウンタ値≧第２閾値である場合（ステップＳ１３０５：Ｙｅｓ）、判定装置
１００は、切替要因フラグをセットする（ステップＳ１３０６）。具体的には、判定装置
１００は、切替要因フラグ［０］を１にする。
【００７７】
　判定装置１００は、第１ＣＡＮコントローラ１０１の通信動作に関するパラメータを第
２ＣＡＮコントローラ１０２に設定する（ステップＳ１３０７）。判定装置１００は、第
１ＣＡＮコントローラ１０１による通信動作を停止させ、第２ＣＡＮコントローラ１０２
による通信動作を開始させる（ステップＳ１３０８）。
【００７８】
　判定装置１００は、エラーカウンタ値の増減を検出し（ステップＳ１３０９）、エラー
カウンタ値＜第１閾値であるか否かを判断する（ステップＳ１３１０）。エラーカウンタ
値＜第１閾値である場合（ステップＳ１３１０：Ｙｅｓ）、判定装置１００は、故障診断
中フラグをセットする（ステップＳ１３１１）。判定装置１００は、第２ＣＡＮコントロ
ーラ１０２の通信動作に関するパラメータを第１ＣＡＮコントローラ１０１に設定する（
ステップＳ１３１２）。
【００７９】
　判定装置１００は、第１ＣＡＮコントローラ１０１と第２ＣＡＮコントローラ１０２に
よる通信動作を同時に行わせ（ステップＳ１３１３）、エラーカウンタ値の増減を検出す
る（ステップＳ１３１４）。判定装置１００は、第１ＣＡＮコントローラ１０１のエラー
カウンタ値≠第２ＣＡＮコントローラ１０２のエラーカウンタ値であるか否かを判断する
（ステップＳ１３１５）。第１ＣＡＮコントローラ１０１のエラーカウンタ値≠第２ＣＡ
Ｎコントローラ１０２のエラーカウンタ値の場合（ステップＳ１３１５：Ｙｅｓ）、判定
装置１００は、第１ＣＡＮコントローラ１０１の故障を確定する（ステップＳ１３１６）
。判定装置１００は、第１ＣＡＮコントローラ１０１による通信動作を停止させ、第２Ｃ
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ＡＮコントローラ１０２による通信動作を継続させ（ステップＳ１３１７）、一連の処理
を終了する。
【００８０】
　第１ＣＡＮコントローラ１０１のエラーカウンタ値≠第２ＣＡＮコントローラ１０２の
エラーカウンタ値でない場合（ステップＳ１３１５：Ｎｏ）、判定装置１００は、切替要
因フラグをクリアする（ステップＳ１３１８）。判定装置１００は、第１ＣＡＮコントロ
ーラ１０１による通信動作を停止させ、第２ＣＡＮコントローラ１０２の通信動作を継続
させ（ステップＳ１３１９）、一連の処理を終了する。
【００８１】
　ステップＳ１３１０において、エラーカウンタ値＜第１閾値でない場合（ステップＳ１
３１０：Ｎｏ）、判定装置１００は、エラーカウンタ値≧第３閾値であるか否かを判断す
る（ステップＳ１３２０）。エラーカウンタ値≧第３閾値でない場合（ステップＳ１３２
０：Ｎｏ）、ステップＳ１３０９へ戻る。エラーカウンタ値≧第３閾値の場合（ステップ
Ｓ１３２０：Ｙｅｓ）、判定装置１００は、切替要因フラグをクリアする（ステップＳ１
３２１）。判定装置１００は、第２ＣＡＮコントローラ１０２の通信動作に関するパラメ
ータを第１ＣＡＮコントローラ１０１に設定する（ステップＳ１３２２）。
【００８２】
　判定装置１００は、第２ＣＡＮコントローラ１０２による通信動作を停止させ、第１Ｃ
ＡＮコントローラ１０１の通信動作を開始させ（ステップＳ１３２３）、エラーカウンタ
値の増減を検出する（ステップＳ１３２４）。判定装置１００は、エラーカウンタ値＜第
１閾値であるか否かを判断する（ステップＳ１３２５）。エラーカウンタ値＜第１閾値で
ない場合（ステップＳ１３２５：Ｎｏ）、ステップＳ１３２４へ移行する。エラーカウン
タ値＜第１閾値である場合（ステップＳ１３２５：Ｙｅｓ）、ステップＳ１３０２へ移行
する。
【００８３】
　以上説明したように、判定装置、および判定方法によれば、２つの通信装置のうちの一
方の通信部が通信動作のみを行っている場合に、故障の可能性があると判断されると、２
つの通信部を同時に動作させ、通信動作の差異によって故障を判定する。故障の可能性が
あるか否かについては、故障または故障と異なる異常時に発生しうる状態の発生頻度が一
定頻度を超えたか否かによって判断される。これにより、判定装置によれば、故障判定の
精度を向上させることができる。故障の可能性がある場合だけ、複数の通信装置を同時に
動作させることにより、消費電力の増加を抑止することができる。
【００８４】
　また、判定装置は、発生頻度が一定頻度を超えた場合に、一方の通信部の通信動作を停
止させ、他方の通信部の通信動作を開始させた後に、発生頻度が一定頻度を超えていない
場合、一方の通信部に故障の可能性があると判断する。これにより、故障の可能性が高い
場合だけ、２つの通信部を同時に動作させるため、消費電力の増加を抑止することができ
る。
【００８５】
　また、判定装置は、他方の通信部に通信動作をさせることにより、大幅に発生頻度が下
がれば、一方の通信部の故障の可能性が高いと判断する。これにより、故障の可能性が高
い場合だけ、２つの通信部を同時に動作させるため、消費電力の増加を抑止することがで
きる。
【００８６】
　また、２つの通信部は同一の通信動作を行うため、いずれかが故障していなければ２つ
の発生頻度は同一となる。そこで、判定装置は、通信動作を開始後の２つの通信部の発生
頻度が一致しているか否かを判定することにより、一方の通信部が故障しているか否かを
判断する。これにより、判定装置によれば、故障判定の精度を向上させることができる。
【００８７】
　また、判定装置は、一方の通信部が故障していると判定された場合、一方の通信部によ
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る通信動作を停止させ、他方の通信部による通信動作を継続させる。これにより、消費電
力の増加を抑止することができる。
【００８８】
　また、判定装置は、一方の通信部が故障していないと判定された場合、２つの通信部の
うちのいずれかの通信部による通信動作を停止させる。これにより、故障判定時以外につ
いては、一つの通信部が通信動作を行うため、消費電力の増加を抑止することができる。
【００８９】
　また、判定装置は、他方の通信部が有するレジスタに対して、一方の通信部に設定され
ているパラメータを入力する場合と、他方の通信部の通信動作によるパラメータを入力す
る場合と、を切り替える。これにより、一方の通信部から他方の通信部へデータを容易に
転送することができる。
【００９０】
　また、判定装置は、一方の通信部が有するレジスタに対して、他方の通信部に設定され
ているパラメータを入力する場合と、一方の通信部の通信動作によるパラメータを入力す
る場合と、を切り替える。これにより、他方の通信部から一方の通信部へデータを容易に
転送することができる。
【００９１】
　また、判定装置は、一方の通信部が有するスキャンレジスタと、他方の通信部が有する
スキャンレジスタと、を接続して、スキャンチェーンを形成する。これにより、一方の通
信部から他方の通信部へ、他方の通信部から一方の通信部へデータを容易に転送すること
ができる。
【００９２】
　上述した実施の形態に関し、さらに以下の付記を開示する。
【００９３】
（付記１）特定装置との間でそれぞれが通信動作を行うことができる２つの通信部のうち
、いずれか一方の通信部が前記通信動作を行い、他方の通信部が前記通信動作を行ってい
ない場合に、前記一方の通信部の故障状態の発生頻度が一定頻度を超えたか否かを判断す
る判断部と、
　前記判断部によって前記発生頻度が前記一定頻度を超えたと判断された場合、前記一方
の通信部に設定されている前記通信動作に関するパラメータを、前記他方の通信部へ設定
する設定部と、
　前記設定部による前記パラメータの設定後、前記パラメータによる前記通信動作を前記
２つの通信部に行わせる動作指示部と、
　前記動作指示部によって前記２つの通信部が同時に前記通信動作を行っている場合に、
前記２つの通信部による前記通信動作に差異があるか否かを判定する判定部と、
　前記判定部によって前記２つの通信部による前記通信動作に差異があると判定された場
合、前記一方の通信部が故障していることを示す情報を出力する出力部と、
　を有することを特徴とする判定装置。
【００９４】
（付記２）前記設定部は、
　前記判断部によって前記発生頻度が前記一定頻度を超えたと判断された場合、さらに、
前記発生頻度を前記他方の通信部に設定し、
　前記動作指示部は、
　前記設定部によって前記一方の通信部から前記他方の通信部に設定された前記パラメー
タによる前記通信動作を前記他方の通信部に開始させ、前記一方の通信部による前記通信
動作を停止させ、
　前記判断部は、
　前記動作指示部によって前記一方の通信部が前記通信動作を停止され、前記他方の通信
部が前記通信動作を開始された後に、前記他方の通信部の故障または前記故障と異なる異
常時に発生しうる状態の発生頻度が前記一定頻度を超えたか否かを判断し、
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　前記設定部は、
　前記判断部により前記他方の通信部の前記発生頻度が前記一定頻度を超えていないと判
断された場合、前記他方の通信部による前記通信動作に関するパラメータを前記一方の通
信部に設定し、
　前記動作指示部は、
　前記設定部によって前記他方の通信部から前記一方の通信部に前記パラメータが設定さ
れた後、前記パラメータによる前記通信動作を前記２つの通信部に開始させ、
　前記判定部は、
　前記動作指示部によって前記２つの通信部が同時に前記通信動作を行っている場合に、
前記２つの通信部による前記通信動作に差異があるか否かを判定することを特徴とする付
記１に記載の判定装置。
【００９５】
（付記３）前記判断部は、
　前記動作指示部によって前記一方の通信部が前記通信動作を停止され、前記他方の通信
部が前記通信動作を開始された後、前記他方の通信部の前記発生頻度が、前記一定頻度よ
りも低い第１頻度を超えたか否かを判断し、
　前記設定部は、
　前記判断部によって前記他方の通信部の前記発生頻度が前記第１頻度を超えていないと
判断された場合、前記他方の通信部による前記通信動作に関するパラメータを、前記一方
の通信部に設定することを特徴とする付記２に記載の判定装置。
【００９６】
（付記４）前記判定部は、
　前記動作指示部によって前記２つの通信部が前記通信動作を開始後の前記２つの通信部
の前記発生頻度が一致しているか否かを判定し、
　前記出力部は、
　前記判定部によって前記２つの通信部の前記発生頻度が一致していないと判定された場
合、前記一方の通信部が故障していることを示す情報を出力することを特徴とする付記１
～３のいずれか一つに記載の判定装置。
【００９７】
（付記５）前記動作指示部は、
　前記判定部によって前記２つの通信部による前記通信動作に差異があると判定された場
合、前記一方の通信部による前記通信動作を停止させ、前記他方の通信部による前記通信
動作を継続させることを特徴とする付記１～４のいずれか一つに記載の判定装置。
【００９８】
（付記６）前記動作指示部は、
　前記判定部によって前記２つの通信部による前記通信動作に差異がないと判定された場
合、前記２つの通信部のうちのいずれかの通信部による前記通信動作を停止させることを
特徴とする付記１～４のいずれか一つに記載の判定装置。
【００９９】
（付記７）前記設定部は、
　前記他方の通信部に設けられたレジスタに対して、前記他方の通信部による前記通信動
作に関するパラメータを入力する通信動作状態と、前記一方の通信部による前記通信動作
に関するパラメータを入力する設定状態と、を切り替える切替部と、
　前記判断部によって前記発生頻度が前記一定頻度を超えたと判断された場合、前記切替
部を前記設定状態にして前記他方の通信部に設けられたレジスタに前記他方の通信部によ
る前記通信動作に関するパラメータが設定された後に、前記切替部を前記通信動作状態に
する制御部と、
　を有することを特徴とする付記１～６のいずれか一つに記載の判定装置。
【０１００】
（付記８）前記設定部は、



(16) JP 5835074 B2 2015.12.24

10

20

30

40

　前記一方の通信部に設けられたレジスタに対して、前記一方の通信部による前記通信動
作に関するパラメータを入力する通信動作状態と、前記他方の通信部による前記通信動作
に関するパラメータを入力する設定状態と、を切り替える切替部と、
　前記判断部により前記他方の通信部による前記通信動作の前記発生頻度が前記一定頻度
を超えていないと判断された場合、前記切替部を前記設定状態にして前記一方の通信部に
設けられたレジスタに前記他方の通信部による前記通信動作に関するパラメータが設定さ
れた後に、前記切替部を前記通信動作状態にする制御部と、
　を有することを特徴とする付記２または３に記載の判定装置。
【０１０１】
（付記９）前記他方の通信部に設けられたスキャンレジスタへスキャン入力する前記一方
の通信部に設けられたスキャンレジスタに対して、前記他方の通信部による前記通信動作
に関するパラメータを入力する通信動作状態と、前記一方の通信部による前記通信動作に
関するパラメータを入力する設定状態と、を切り替える切替部と、
　前記判断部によって前記発生頻度が前記一定頻度を超えたと判断された場合、前記切替
部を前記設定状態にして前記他方の通信部に設けられたレジスタに前記他方の通信部によ
る前記通信動作に関するパラメータが設定された後に、前記切替部を前記通信動作状態に
する制御部と、
　を有することを特徴とする付記１～６のいずれか一つに記載の判定装置。
【０１０２】
（付記１０）特定装置との間でそれぞれが通信動作を行うことができる２つの通信部のう
ち、いずれか一方の通信部が前記通信動作を行い、他方の通信部が前記通信動作を行って
いない場合に、前記一方の通信部の故障状態の発生頻度が一定頻度を超えたか否かを判断
し、
　前記発生頻度が前記一定頻度を超えたと判断された場合、前記一方の通信部に設定され
ている前記通信動作に関するパラメータを、前記他方の通信部へ設定し、
　前記パラメータの設定後、前記パラメータによる前記通信動作を同時に前記２つの通信
部に行わせ、
　前記２つの通信部が同時に前記通信動作を行っている場合に、前記２つの通信部による
前記通信動作に差異があるか否かを判定し、
　前記２つの通信部による前記通信動作に差異があると判定された場合、前記一方の通信
部が故障していることを示す情報を出力する、
　ことを特徴とする判定方法。
【符号の説明】
【０１０３】
　１００　判定装置
　１０１　第１通信部
　１０２　第２通信部
　１１１　判断部
　１１２　設定部
　１１３　動作指示部
　１１４　判定部
　１１５　出力部
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