
JP 5363379 B2 2013.12.11

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信バスを介して入力される第１の通信プロトコルのインタフェースとなる通信プロト
コルインタフェースと、
　前記通信プロトコルインタフェースを介して入力されたメッセージに基づいて、アクチ
ュエータを制御するコントローラと、
　前記通信プロトコルインタフェースに電源を供給する第１のレギュレータと、
　前記通信プロトコルインタフェースから出力される制御信号に基づいて、前記コントロ
ーラ、および前記アクチュエータへ電源を供給／停止する第２のレギュレータと、を其々
に備えた複数の半導体集積回路装置を有し、
　第１の半導体集積回路装置の前記コントローラは、
　前記第１の通信プロトコルにより通信を行っている他の半導体集積回路装置に前記第１
の通信プロトコルによる通信を停止させる通信停止メッセージを前記通信バスを介して出
力し、前記他の半導体集積回路装置の通信を停止させた後、前記第１の通信プロトコルに
よる通信に参加させたい第２の半導体集積回路装置に対して、前記通信バスを介して第２
の通信プロトコルのメッセージを出力し、
　前記第２の半導体集積回路装置の前記通信プロトコルインタフェースは、
　前記通信バスから受信した前記第２の通信プロトコルのメッセージに基づいて、前記制
御信号を生成して第２のレギュレータを動作させることを特徴とする通信システム。
【請求項２】
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　請求項１記載の通信システムにおいて、
　前記第２の半導体集積回路装置の前記通信プロトコルインタフェースは、
　前記通信バスを介して受信したメッセージが、前記第１の通信プロトコルのメッセージ
であるか、前記第２の通信プロトコルのメッセージであるかを判定し、前記第１の通信プ
ロトコルのメッセージの場合、前記メッセージを前記コントローラに送信するプロトコル
判定部と、
　前記プロトコル判定部が前記第２の通信プロトコルのメッセージであると判定した際に
、前記メッセージが入力され、前記メッセージ中の認識番号を検出し、検出した前記認識
番号と、前記半導体集積回路装置に個別に割り付けられた認識番号とが一致しているか否
かを判断し、一致している際には、前記第２のレギュレータを動作させる制御信号を出力
するＩＤ判断部とを備えたことを特徴とする通信システム。
【請求項３】
　請求項２記載の通信システムにおいて、
　前記第２の半導体集積回路装置は、
　前記コントローラに電源電圧が供給されると、前記コントローラのアイドル時間を計測
するタイマを備え、
　前記コントローラは、
　前記コントローラのアイドル時間が任意の時間経過すると、前記ＩＤ判断部に電源遮断
指示信号を出力し、
　前記ＩＤ判断部は、
　前記電源遮断指示信号を受信すると、前記第２のレギュレータの動作を停止する制御信
号を出力することを特徴とする通信システム。
【請求項４】
　請求項２または３記載の通信システムにおいて、
　前記第２の半導体集積回路装置の前記通信プロトコルインタフェースは、
　前記ＩＤ判断部が、前記第２のレギュレータを動作させたか、または停止させたかを示
す動作情報を格納する電源動作情報格納部を備え、
　前記ＩＤ判断部は、
　前記第２のレギュレータを動作させた際、または前記第２のレギュレータを停止させた
際に、前記電源動作情報格納部に前記動作を格納することを特徴とする通信システム。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか１項に記載の通信システムにおいて、
　前記第１の通信プロトコルによる通信を停止した前記他の半導体集積回路装置は、
　前記通信停止メッセージに設定された任意の時間が経過した後、前記第１の通信プロト
コルによる通信を再開することを特徴とする通信システム。
【請求項６】
　請求項１～４のいずれか１項に記載の通信システムにおいて、
　前記第１の通信プロトコルによる通信を停止した前記他の半導体集積回路装置は、
　前記通信プロトコルインタフェースが、前記第２の通信プロトコルによる前記第２のレ
ギュレータを動作させるメッセージが転送されるまで前記第２のレギュレータの動作を停
止していることを特徴とする通信システム。
【請求項７】
　請求項１～６のいずれか１項に記載の通信システムにおいて、
　前記第１の半導体集積回路装置の前記コントローラは、
　前記第２の通信プロトコルにより、前記第２の半導体集積回路装置の第１のレギュレー
タを動作させ、前記第１の通信プロトコルによる通信を開始させるシステム起動メッセー
ジを前記通信バスを介して出力し、起動した前記第２の半導体集積回路装置が新規にプラ
グインされた半導体集積回路装置であるか否かを確認し、前記第２の半導体集積回路装置
が新規にプラグインされたものである場合、前記第２の半導体集積回路装置から、少なく
とも前記認識番号を含む動作認識情報を前記第１の通信プロトコルにより取得することを
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特徴とする通信システム。
【請求項８】
　請求項１～７のいずれか１項に記載の通信システムにおいて、
　外部トリガにより前記第２の半導体集積回路装置が動作する場合、前記第２のレギュレ
ータは、前記コントローラ、および前記アクチュエータへ電源供給を停止せず、前記コン
トローラはスタンバイ状態となり、前記通信プロトコルインタフェースは、前記第２の通
信プロトコルによるメッセージを受け付ける状態であることを特徴とする通信システム。
【請求項９】
　請求項８記載の通信システムにおいて、
　前記第２の半導体集積回路装置の前記コントローラは、
　外部トリガを検出してスタンバイ状態から動作状態に遷移すると、外部トリガにより前
記半導体集積回路装置が起動したことを通知する起動通知信号を前記通信バスに転送する
ことを特徴とする通信システム。
【請求項１０】
　請求項８記載の通信システムにおいて、
　前記第２の半導体集積回路装置の前記コントローラは、
　外部トリガを検出してスタンバイ状態から動作状態に遷移すると、前記通信プロトコル
インタフェースを前記第１の通信プロトコルによる通信が開始されるように設定し、外部
トリガにより前記半導体集積回路装置が起動したかの問い合わせが発生した際に、起動し
たことを通知することを特徴とする通信システム。
【請求項１１】
　請求項１～１０のいずれか１項に記載の通信システムにおいて、
　前記第１の通信プロトコルは、自動車用通信プロトコルであり、ＣＡＮ、またはＦｌｅ
ｘ　Ｒａｙのいずれかであることを特徴とする通信システム。
【請求項１２】
　請求項１～１１のいずれか１項に記載の通信システムにおいて、
　前記第２の通信プロトコルは、ＵＡＲＴ、またはＬＩＮのいずれかであることを特徴と
する通信システム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、通信ネットワークにおける電源管理技術に関し、特に、ＣＡＮ(Controller 
Area Network)バスを介して通信する通信ネットワークシステムに用いられる半導体集積
回路装置の低消費電力化に有効な技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　自動車には、ナビゲーションシステムやオーディオなどの情報系、エンジンやシャーシ
などのパワートレイン系、あるいはエアコンやヘッドライト、ドアロックなどのボディ系
などの各種制御を司るＥＣＵ(Electric Control Unit)が多数搭載されている。
【０００３】
　これらＥＣＵを接続する通信ネットワークのプロトコルとして、たとえば、ＣＡＮが広
く用いられている。自動車に搭載されるＥＣＵは、たとえば、エンジン、ブレーキ、エア
バッグなどの常に制御が実行されるＥＣＵと、たとえば、サンルーフの開閉などイベント
が発生したときのみに動作が必要なＥＣＵとに分けられるが、ＣＡＮでは、自動車がエン
ジンを始動すると、それ以降、すべてのＥＣＵがＯＮ状態となる仕様となっている。
【０００４】
　また、この種の通信ネットワークにおけるデータ伝搬技術としては、たとえば、データ
を記憶、あるいは診断を実施するためにＣＡＮプロトコルを使用することなくＣＡＮバス
を使用するもの（特許文献１参照）や、有線ＬＡＮの通信プロトコルにかかわらず、ＵＡ
ＲＴ（Universal Asynchronous Receiver Transmitter）によるデータ通信を可能とする
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もの（特許文献２参照）などが知られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特表２００４－５３５７４２号公報
【特許文献２】特開２００６－２００３８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところが、上記のような通信ネットワークプロトコルによる通信技術では、次のような
問題点があることが本発明者により見い出された。
【０００７】
　自動車に搭載されるＥＣＵは、たとえば、エンジン、ブレーキ、エアバッグなどの常に
制御が実行される（メッセージ送受信を行うべきイベントの発生頻度が相対的に多い）Ｅ
ＣＵと、たとえば、サンルーフの開閉などイベントが発生したときのみに動作が必要な（
メッセージ送受信を行うべきイベントの発生頻度が相対的に少ない）ＥＣＵとに分けられ
る。
【０００８】
　イベントが発生した際にのみ動作が必要なＥＣＵの場合には、該イベントが発生した場
合のみＥＣＵの電源を入れれば、消費電力を抑えることができる。しかしながら、前述し
たように、エンジンが始動した以降は、すべてのＥＣＵがＯＮ状態となってしまい、常に
多くのＥＣＵが電力を消費してしまうことになる。
【０００９】
　自動車で使用される電気は、エンジンの力でまわっているオルタネータ(交流発電器)で
作られているため、消費電力が少なければ、オルタネータへの負荷が減り、ガソリンの消
費も減ることになるが、消費電力が大きくなることにより、自動車の発電負荷が大きくな
り、自動車の燃費が低下してしまうという問題がある。
【００１０】
　自動車に搭載されるＥＣＵの個数は年々増加しており、これらのＥＣＵが消費する電力
も増加する一方であり、自動車の燃費がより大きく低下してしまう恐れが生じてしまうこ
とになる。
【００１１】
　また一方で、エンジン、ブレーキ等の自動車を安全に運行するのに必要とされるＥＣＵ
は通信ネットワークを介して相対的に頻繁に通信を行っており、かかる通信を阻害するこ
とは自動車の安全な運行に支障をきたすことにもなる。かかる観点からも、不急のＥＣＵ
からの通信を抑制する一方で、そのようなＥＣＵへの通信を行う場合に自動車の安全な運
行に支障を来たさないような通信を行う必要がある。
【００１２】
　本発明の目的は、通信ネットワークに接続される各ＥＣＵの電源供給を最適に制御する
ことにより、自動車の消費電力を大幅に低減することのできる技術を提供することにある
。
【００１３】
　本発明の前記ならびにそのほかの目的と新規な特徴については、本明細書の記述および
添付図面から明らかになるであろう。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本願において開示される発明のうち、代表的なものの概要を簡単に説明すれば、次のと
おりである。
【００１５】
　本発明は、通信バスを介して入力される第１の通信プロトコルのインタフェースとなる
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通信プロトコルインタフェースと、該通信プロトコルインタフェースを介して入力された
メッセージに基づいて、アクチュエータ等を制御するコントローラと、該通信プロトコル
インタフェースに電源を供給する第１のレギュレータと、通信プロトコルインタフェース
から出力される制御信号に基づいて、コントローラ、およびコントローラにより制御され
るアクチュエータ等へ電源を供給／停止する第２のレギュレータとを備え、通信プロトコ
ルインタフェースは、通信バスから転送され、第１の通信プロトコルと異なるプロトコル
の第２の通信プロトコルのメッセージに基づいて、制御信号を生成するものである。
【００１６】
　また、本願のその他の発明の概要を簡単に示す。
【００１７】
　本発明は、前記通信プロトコルインタフェースが、通信バスを介して転送されるメッセ
ージが、第１の通信プロトコルのメッセージであるか、第２の通信プロトコルのメッセー
ジであるかを判定し、第１の通信プロトコルのメッセージの場合、該メッセージをコント
ローラに送信するプロトコル判定部と、プロトコル判定部が第２の通信プロトコルのメッ
セージであると判定した際に、そのメッセージが入力され、該メッセージ中の認識番号を
検出し、検出した認識番号と、半導体集積回路装置に個別に割り付けられた認識番号とが
一致しているか否かを判断し、一致している際には、第２のレギュレータを動作させる制
御信号を出力するＩＤ判断部とを備えたものである。
【００１８】
　また、本発明は、前記コントローラに電源電圧が供給されると、該コントローラのアイ
ドル時間を計測するタイマを備え、該コントローラは、コントローラのアイドル時間が任
意の時間経過すると、ＩＤ判断部に電源遮断指示信号を出力し、該ＩＤ判断部は、電源遮
断指示信号を受信すると、第２のレギュレータの動作を停止する制御信号を出力するもの
である。
【００１９】
　さらに、本発明は、前記通信プロトコルインタフェースが、ＩＤ判断部が前記第２のレ
ギュレータを動作させたか、または停止させたかを示す動作情報を格納する電源動作情報
格納部を備え、ＩＤ判断部は、第２のレギュレータを動作させた際、または第２のレギュ
レータを停止させた際に、電源動作情報格納部に動作を格納するものである。
【００２０】
　また、本発明は、前記コントローラが、前記第１の通信プロトコルにより、前記第１の
通信プロトコルにより通信を行っているすべての半導体集積回路装置に前記第１の通信プ
ロトコルによる通信を停止させる通信停止メッセージを前記通信バスを介して出力し、前
記半導体集積回路装置の通信を停止させた後、前記第１の通信プロトコルによる通信に参
加させたい任意の半導体集積回路装置に対して、前記通信バスを介して前記第２の通信プ
ロトコルのメッセージを転送して、任意の前記半導体集積回路装置の第２のレギュレータ
を動作させるものである。
【００２１】
　さらに、本発明は、前記第１の通信プロトコルによる通信を停止した前記半導体集積回
路装置が、前記通信停止メッセージに設定された任意の時間が経過した後、前記第１の通
信プロトコルによる通信を再開するものである。
【００２２】
　また、本発明は、前記第１の通信プロトコルによる通信を停止した前記半導体集積回路
装置が、前記通信プロトコルインタフェースが、前記第２の通信プロトコルによる前記第
２のレギュレータを動作させるメッセージが転送されるまで前記第２のレギュレータの動
作を停止しているものである。
【００２３】
　さらに、本発明は、前記コントローラが、前記第２の通信プロトコルにより、前記第１
のレギュレータを動作させ、前記半導体集積回路装置を起動させ、前記第１の通信プロト
コルによる通信を開始させるシステム起動メッセージを前記通信バスを介して出力し、起
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動した前記半導体集積回路装置から、プラグインされた半導体集積回路装置があるか否か
を確認し、プラグインされた前記半導体集積回路装置が存在する場合、プラグインされた
前記半導体集積回路装置に、少なくとも前記認識番号を含む動作認識情報を前記第１の通
信プロトコルにより取得するものである。
【００２４】
　また、本発明は、外部トリガにより前記半導体集積回路装置が動作する場合、前記第２
のレギュレータは、前記コントローラ、および前記アクチュエータへ電源供給を停止せず
、前記コントローラはスタンバイ状態となり、前記通信プロトコルインタフェースは、第
２の通信プロトコルによるメッセージを受け付ける状態よりなるものである。
【００２５】
　さらに、本発明は、前記コントローラが、外部トリガを検出してスタンバイ状態から動
作状態に遷移すると、外部トリガにより前記半導体集積回路装置が起動したことを通知す
る起動通知信号を前記通信バスに転送するものである。
【００２６】
　また、本発明は、前記コントローラが、外部トリガを検出してスタンバイ状態から動作
状態に遷移すると、前記通信プロトコルインタフェースを前記第１の通信プロトコルによ
る通信が開始されるように設定し、外部トリガにより前記半導体集積回路装置が起動した
かの問い合わせが発生した際に、起動したことを通知するものである。
【００２７】
　さらに、本発明は、前記第１の通信プロトコルが自動車用通信プロトコルであり、ＣＡ
Ｎ、またはＦｌｅｘＲａｙといった自動車内ネットワークとして主要に用いられている通
信プロトコルである。
【００２８】
　また、本発明は、前記第２の通信プロトコルが、ＵＡＲＴといった主に半導体集積回路
間での通信に用いられる通信プロトコル、またはＬＩＮ(Local Interconnect Network)と
いった自動車内ネットワークとして従属的に用いられる通信プロトコルよりなるものであ
る。または通信メッセージの構成はＣＡＮまたはＦｌｅｘＲａｙと同じであるが、通信の
周波数が異なる通信プロトコルよりなるものである。
【発明の効果】
【００２９】
　本願において開示される発明のうち、代表的なものによって得られる効果を簡単に説明
すれば以下のとおりである。
【００３０】
　（１）コントローラ、およびアクチュエータの動作が不要な場合に、電源供給を停止す
ることができるので、半導体集積回路装置の消費電力を大幅に低減することができる。
【００３１】
　（２）また、所定の場合にはＥＣＵ間の通信を停止させ、またはＥＣＵ内の半導体集積
回路の動作を停止させることで、消費電力および燃費の向上に留まらず、自動車の安全性
能の向上を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】本発明の実施の形態１による車内ネットワークの接続形態の一例を示すブロック
図である。
【図２】図１のＥＣＵに設けられたＣＡＮトランシーバ／レシーバにおける構成の一例を
示すブロック図である。
【図３】本発明の実施の形態１によるＣＡＮバスを介して転送される通信フォーマットの
一例を示す説明図である。
【図４】図３のＵＡＲＴデータフォーマットの一例を示す説明図である。
【図５】図２のＥＣＵにおける動作の一例を示すフローチャートである。
【図６】本発明の実施の形態１によるマスタＥＣＵとスレーブＥＣＵとの通信の一例を示
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す動作フローチャートである。
【図７】図２のＣＡＮトランシーバ／レシーバがフィルタリングを行う際のＣＡＮ通信の
ボーレートの一例を示す説明図である。
【図８】図２のＣＡＮトランシーバ／レシーバにおける構成の他の例を示すブロック図で
ある。
【図９】本発明の実施の形態２によるマスタＥＣＵとスレーブＥＣＵとの通信の一例を示
す動作フローチャートである。
【図１０】図９におけるマスタＥＣＵの動作の一例を示すフローチャートである。
【図１１】図１０におけるＣＡＮ通信に参加しているスレーブＥＣＵの動作の一例を示す
フローチャートである。
【図１２】図１０におけるＣＡＮ通信に参加していないスレーブＥＣＵにおける動作の一
例を示すフローチャートである。
【図１３】本発明の実施の形態３によるＥＣＵがプラグインされた際のマスタＥＣＵとス
レーブＥＣＵとの通信の一例を示す動作フローチャートである。
【図１４】図１３の動作時におけるマスタＥＣＵの動作の一例を示すフローチャートであ
る。
【図１５】図１３の動作時における既存のスレーブＥＣＵの動作の一例を示すフローチャ
ートである。
【図１６】図１３の動作時におけるプラグインされたスレーブＥＣＵの動作の一例を示す
フローチャートである。
【図１７】本発明の実施の形態４によるマスタＥＣＵが、スレーブＥＣＵがＣＡＮ通信に
参加しているかを確認する動作の一例を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００３３】
　以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。なお、実施の形態を説明
するための全図において、同一の部材には原則として同一の符号を付し、その繰り返しの
説明は省略する。
【００３４】
　　（実施の形態１）
　図１は、本発明の実施の形態１による車内ネットワークの接続形態の一例を示すブロッ
ク図、図２は、図１のＥＣＵに設けられたＣＡＮトランシーバ／レシーバにおける構成の
一例を示すブロック図、図３は、本発明の実施の形態１によるＣＡＮバスを介して転送さ
れる通信フォーマットの一例を示す説明図、図４は、図３のＵＡＲＴデータフォーマット
の一例を示す説明図、図５は、図２のＥＣＵにおける動作の一例を示すフローチャート、
図６は、本発明の実施の形態１によるマスタＥＣＵとスレーブＥＣＵとの通信の一例を示
す動作フローチャート、図７は、図２のＣＡＮトランシーバ／レシーバがフィルタリング
を行う際のＣＡＮ通信のボーレートの一例を示す説明図、図８は、図２のＣＡＮトランシ
ーバ／レシーバにおける構成の他の例を示すブロック図である。
【００３５】
　本実施の形態１において、自動車の車内ネットワークの接続形態は、図１に示すように
、複数のＥＣＵ１，１ａ，１ｂが通信バスとなるＣＡＮバスＢｃを介して相互に接続され
た構成からなる。これらＥＣＵ１，１ａ，１ｂは、たとえば、ナビゲーションシステムや
オーディオなどの情報系、エンジンやシャーシなどのパワートレイン系、あるいはエアコ
ンやヘッドライト、ドアロックなどのボディ系などの各種制御を司る半導体集積回路を有
する制御装置である。これらＥＣＵ１，１ａ，１ｂには、各ＥＣＵ１，１ａ，１ｂによっ
て制御されるアクチュエータＡｃがそれぞれ接続されている。ただし、アクチュエータが
接続されていないＥＣＵであってもよい。
【００３６】
　ＥＣＵ１は、ＣＡＮトランシーバ／レシーバ２、レギュレータ３，４、コントローラと
なるＭＣＵ(Micro Controller Unit)５から構成されている。ＥＣＵ１（，１ａ，１ｂ）
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は、ＣＡＮトランシーバ／レシーバ２を介してＣＡＮバスＢｃと相互に接続されている。
ＣＡＮバスＢｃには、第１の通信プロトコルであるＣＡＮプロトコルの差動信号、または
第２の通信プロトコルであるＵＡＲＴプロトコルの差動信号が転送される。
【００３７】
　通信の電気的インタフェースとなるＣＡＮトランシーバ／レシーバ２は、ＣＡＮバスＢ
ｃを介して入力される差動信号をデジタル信号に変換、およびＭＣＵ５から出力されるデ
ジタル信号を差動信号に変換してＣＡＮバスＢｃに出力すると共に、ＣＡＮバスＢｃを介
して入力される差動信号の通信プロトコルが、ＣＡＮプロトコルかＵＡＲＴプロトコルか
を判定し、判定結果がＵＡＲＴプロトコルの際には、ＵＡＲＴデータの解析を行い、それ
に基づいてレギュレータ４を制御する。
【００３８】
　第１のレギュレータとなるレギュレータ３は、たとえば、自動車のバッテリなどから供
給される電源電圧をレギュレートしてＣＡＮトランシーバ／レシーバ２の動作電源として
供給するレギュレータである。
【００３９】
　第２のレギュレータとなるレギュレータ４は、ＣＡＮトランシーバ／レシーバ２から出
力される制御に基づいて、自動車のバッテリなどから供給される電源電圧をレギュレート
し、ＭＣＵ５、およびアクチュエータＡｃの動作電源として供給するレギュレータである
。
【００４０】
　ＭＣＵ５は、ＣＡＮインタフェース６、通信制御部７、ＲＡＭ(Random Access Memory)
８、タイマ９、割り込みコントローラ１０、ＣＰＵ(Central Processing Unit)１１、お
よびＲＯＭ(Read Only Memory)１２から構成されている。また、通信制御部７、ＲＡＭ８
、タイマ９、ＣＰＵ１１、およびＲＯＭ１２は、内部バスＢｓを介して相互に接続されて
いる。
【００４１】
　また、他のＥＣＵに対してＣＡＮプロトコル、またはＵＡＲＴプロトコルのどちらかで
メッセージの送信を行う場合、ＭＣＵ５は送信するメッセージのデジタル信号とどちらの
プロトコルで送信するかを示す情報とをＣＡＮトランシーバ／レシーバ２に送信する。
【００４２】
　ＣＡＮインタフェース６は、ＭＣＵ５とＣＡＮバスＢｃとのインタフェースである。通
信制御部７は、ＣＡＮプロトコルに従って他のＥＣＵとの通信を制御する。ＲＡＭ８は、
データの一時的な保存に用いられ、たとえば、ＣＡＮネットワークから受信したデータや
、ＣＡＮネットワークへ送信するデータの一時的な退避などに使用される。
【００４３】
　タイマ９は、タイマクロックなどのカウントアップを行って所望の時間設定をし、ある
時間に到達するとタイマカウンタ信号を出力する。割り込みコントローラ１０は、実行中
のプログラムより優先させて実行するプログラムがある場合に、実行中のプログラムの中
断や、割り込みプログラムの実行を制御する。割り込みプログラムが終了すると、中断し
ていたプログラムが再開する。通常、割り込みコントローラ１０は、ＭＣＵ５内部からの
内部割り込みと、ＭＣＵ５外部からの外部割り込みとを制御する。
【００４４】
　たとえば、一定時間、ＣＡＮネットワークからのデータ受信がない場合に、タイマ９か
ら出力されるタイムアウト信号を受け取り、割り込みプログラムを発生させ、割り込み処
理信号を出力する。
【００４５】
　ＣＰＵ１１は、ＭＣＵ５におけるすべての制御を司る。ＲＯＭ１２は、主にＭＣＵ５の
動作プログラムが格納されている。動作プログラムは、たとえば、ＣＡＮ通信プログラム
、アクチュエータ制御プログラム、電源遮断処理プログラムなどである。
【００４６】
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　ここでは、ＥＣＵ１の構成について記載したが、他のＥＣＵ１ａ，１ｂについても、Ｅ
ＣＵ１と同様の構成となっている。
【００４７】
　図２は、ＣＡＮトランシーバ／レシーバ２における構成の一例を示すブロック図である
。
【００４８】
　ＣＡＮトランシーバ／レシーバ２は、図示するように、トランシーバ／レシーバ１３、
プロトコル判定部となるセレクト回路１４、ＵＡＲＴ用回路１５、ＩＤ判断部となるＩＤ
判断回路１６、電源動作情報格納部となるレジスタ１７、ならびにオンチップオシレータ
１８から構成されている。
【００４９】
　ＣＡＮトランシーバ／レシーバ２は、前述したように、ＭＣＵ５に接続されている。そ
して、ＭＣＵ５には、アクチュエータＡｃが接続されており、該アクチュエータＡｃをＭ
ＣＵ５が駆動制御する。
【００５０】
　トランシーバ／レシーバ１３は、ＣＡＮバスＢｃを介して入力される差動信号をデジタ
ル信号に変換、およびＭＣＵ５から出力されるデジタル信号を差動信号に変換してＣＡＮ
バスＢｃに出力する。
【００５１】
　セレクト回路１４は、次のような方法でＣＡＮバスＢｃから受信した信号のプロトコル
を判別する。
【００５２】
　ＣＡＮプロトコルによる通信とＵＡＲＴプロトコルとの通信を重畳可能とする場合、た
とえば異なる通信周波帯域（ＣＡＮプロトコル通信を高周波帯域で行い、ＵＡＲＴプロト
コル通信を低周波帯域で行う）とする。このような異なる周波数帯の信号を重畳させて通
信を行うことは、非接触ＩＣカードや電力線通信等の公知の技術が存在しており、これら
の技術を適宜採用すればよい。
【００５３】
　受信の際はＣＡＮバスＢｃから受信した信号をＡＭ復調により分離して夫々のアナログ
信号状態のプロトコル信号をデジタル信号に変換する。送信の際はメッセージのデジタル
信号を、どちらのプロトコルで送信するかを示す情報に基づきプロトコルに応じた通信周
波帯域のアナログ信号に変換し、変換したアナログ信号をＡＭ変調により重畳しＣＡＮバ
スＢｃに出力する。
【００５４】
　若しくは、ＣＡＮプロトコルによる通信とＵＡＲＴプロトコルによる通信とを時間的に
分離する場合は、トランシーバ／レシーバ１３はＣＡＮバスＢｃから受信した信号をアナ
ログ－デジタル変換し、後段のセレクト回路１４がいずれの通信が行われるタイミングか
に応じて受信したプロトコルの判別をし、送信の際はＭＣＵ５からのメッセージのデジタ
ル信号をデジタル－アナログ変換し、いずれの通信を行うタイミングかに応じてアナログ
信号をＣＡＮバスＢｃに出力する。時間的分離と周波数分離との両方を行うことで、プロ
トコルの分離をより確実にすることも可能となる。
【００５５】
　セレクト回路１４は、トランシーバ／レシーバ１３を介して入力されたデジタル信号が
、ＣＡＮプロトコルであるか、ＵＡＲＴプロトコルであるかを判定し、ＣＡＮプロトコル
の場合には、該デジタル信号をＭＣＵ５に出力し、ＵＡＲＴプロトコルの際には、該デジ
タル信号をＵＡＲＴ用回路１５に出力するように切り替え制御を行う。
【００５６】
　セレクト回路１４は、受信したデジタル信号がＣＡＮプロトコルかＵＡＲＴプロトコル
かは上述した周波数の相違、若しくは予め決められている送受信タイミング情報に基づき
判別する。
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【００５７】
　また、送信の場合、セレクト回路１４は、ＭＣＵ５から入力されたメッセージのデジタ
ル信号とどちらのプロトコルで送信するかを示す情報とをトランシーバ／レシーバ１３に
送信し、またはどちらのプロトコルで送信するかを示す情報と予め決められている送受信
タイミング情報とに基づき、ＭＣＵ５から入力されたメッセージのデジタル信号を定めら
れたタイミングでトランシーバ／レシーバ１３に送信する。
【００５８】
　ＵＡＲＴ用回路１５は、セレクト回路１４を介して入力されたデジタル信号が、ＵＡＲ
Ｔフォーマットに合致しているか否かを判定し、合致している場合には、ＩＤ判断回路１
６に該デジタル信号を出力する。
【００５９】
　ＩＤ判断回路１６は、入力されたデジタル信号の認識番号であるＣＡＮ　ＩＤを検出し
、そのＣＡＮ　ＩＤが、ＥＣＵ毎に割り付けられたＣＡＮ　ＩＤと同じであるか判断し、
同じ場合には、レギュレータ４に制御信号であるイネーブル信号ＥＮを出力する。
【００６０】
　レジスタ１７は、ＩＤ判断回路１６によってレギュレータ４がＯＮ状態となっているこ
とを示す情報を格納する。オンチップオシレータ１８は、ＣＡＮトランシーバ／レシーバ
２における動作クロック信号を生成する。
【００６１】
　図３は、ＣＡＮバスＢｃを介して転送される通信フォーマットの一例を示す説明図であ
る。
【００６２】
　通信が開始される場合、始めの１メッセージ目には、ＵＡＲＴフォーマットのウェイト
メッセージ１９が転送され、続いて、２メッセージ目に、ＵＡＲＴフォーマットのＣＡＮ
　ＩＤメッセージ２０が転送される。その後、ＣＡＮフォーマットのＣＡＮフレーム２１
が転送され、ＣＡＮ通信が開始される。
【００６３】
　図４は、１メッセージ目、および２メッセージ目に転送されるＵＡＲＴデータフォーマ
ットの一例を示す説明図である。
【００６４】
　１メッセージ目のウェイトメッセージ１９は、起動用のメッセージであり、フレームの
開始を表すＳＯＦ（Start Of Frame）１９ａ、たとえば、８ビットからなる任意のデータ
ビット１９ｂ、パリティビット１９ｃ、およびデータの終わりを示すストップビット１９
ｄから構成されている。
【００６５】
　また、２メッセージ目のＣＡＮ　ＩＤメッセージ２０は、フレームの開始を表すＳＯＦ
２０ａ、たとえば、８ビットのＣＡＮ　ＩＤからなるデータビット２０ｂ、パリティビッ
ト２０ｃ、ならびにデータの終わりを示すストップビット２０ｄから構成されている。
【００６６】
　ここで、ウェイトメッセージ１９は、オンチップオシレータ１８が発振を開始した後、
発振が安定するまで間に必要な時間を確保するための起動待ち時間処理のために用いられ
るが、該オンチップオシレータ１８が発振安定するまでの時間がＣＡＮ　ＩＤメッセージ
を受信してからＣＡＮフレーム２１を受信するまでの時間と比較して十分に短い場合には
、省略し、ＣＡＮ　ＩＤメッセージ２０を転送するようにしてもよい。
【００６７】
　また、データビット２０ｂにおいては、ＣＡＮ　ＩＤだけでなく、１対１通信（マスタ
のＥＣＵと特定のＥＣＵとの通信）、一斉通信（マスタのＥＣＵとその他のすべてのＥＣ
Ｕとの通信）、あるいはグループ通信（マスタのＥＣＵと特定のグループに属するＥＣＵ
との通信）などの通信モードを設定する情報を含めるようにしてもよい。
【００６８】
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　このマスタのＥＣＵは、あるＥＣＵが他のＥＣＵに対してメッセージを送信する場合に
、送信元のＥＣＵがその時々にマスタのＥＣＵとなるが、固定的に特定のＥＣＵがマスタ
となるのであってもよい。
【００６９】
　次に、本実施の形態によるＥＣＵ１における動作について、図５のフローチャートを用
いて説明する。
【００７０】
　まず、ＣＡＮトランシーバ／レシーバ２のトランシーバ／レシーバ１３が、ＣＡＮバス
Ｂｃを介してメッセージを受信すると（ステップＳ１０１）、該トランシーバ／レシーバ
１３は、ＣＡＮバスＢｃを介して受信した差動信号のメッセージをデジタル信号に変換し
、セレクト回路１４に出力する。
【００７１】
　セレクト回路１４は、入力された信号がＣＡＮフォーマットのメッセージであるか、Ｕ
ＡＲＴフォーマットのメッセージあるかを判断し（ステップＳ１０２）、ＣＡＮフォーマ
ットのメッセージの場合には、該メッセージをＭＣＵ５に出力する。
【００７２】
　そして、ＭＣＵ５は、入力されたメッセージが、ＥＣＵ１自身のＣＡＮ　ＩＤを指定し
ているか否かを判断し（ステップＳ１０３）、ＥＣＵ１のＣＡＮ　ＩＤであれば、メッセ
ージの処理を実行する（ステップＳ１０４）。
【００７３】
　また、ステップＳ１０２の処理において、ＵＡＲＴフォーマットのメッセージの場合に
は、ＵＡＲＴ用回路１５にメッセージを出力する。ＵＡＲＴ用回路１５は、入力されたメ
ッセージがＵＡＲＴフォーマットに合致しているかを判断し、合致している際には、ＩＤ
判断回路１６に、該メッセージを出力する。
【００７４】
　ＩＤ判断回路１６は、入力されたメッセージがＥＣＵ１自身のＣＡＮ　ＩＤを指定して
いるか否かを判断し（ステップＳ１０５）、ＥＣＵ１のＣＡＮ　ＩＤであれば、ＩＤ判断
回路１６は、イネーブル信号ＥＮをレギュレータ４に出力し、該レギュレータ４をＯＮさ
せてＥＣＵ５、およびアクチュエータＡｃに電源を供給する（ステップＳ１０６）。この
とき、ＩＤ判断回路１６は、レジスタ１７に対してレギュレータ４がＯＮ状態であること
を示す情報を書き込む処理を行う。
【００７５】
　このように、レジスタ１７にレギュレータ４がＯＮ状態であることを示す情報を書き込
むことにより、すでにＭＣＵ５に電源が供給されている状態で、ＵＡＲＴフォーマットの
メッセージにより、レギュレータ４をＯＮする指示があった場合であっても、ＩＤ判断回
路１６によってレギュレータ４をＯＮさせるという処理を省略することが可能となる。
【００７６】
　レジスタ１７にレギュレータ４がＯＮ状態であることを示す情報が書き込まれると、タ
イマ９は、カウントアップを開始し、ＣＡＮバスＢｃのアイドル時間を監視する。アイド
ル時間が任意の時間を経過すると、ＭＣＵ５は、ＩＤ判断回路１６に対して電源遮断指示
信号ＳＤを出力する。
【００７７】
　ＩＤ判断回路１６は、電源遮断指示信号ＳＤを受信すると、インアクティブのイネーブ
ル信号ＥＮをレギュレータ４に出力し、該レギュレータ４をＯＦＦさせて、ＭＣＵ５、な
らびにアクチュエータＡｃの電源供給を停止する。このとき、ＩＤ判断回路１６は、レギ
ュレータ４がＯＮ状態であることを示す情報をレジスタ１７から削除する。
【００７８】
　あるいは、マスタとなるＥＣＵが、動作していないＥＣＵに対して電源遮断メッセージ
を送信することにより、ＩＤ判断回路１６がインアクティブのイネーブル信号ＥＮをレギ
ュレータ４に出力するようにしてもよい。
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【００７９】
　図６は、マスタＥＣＵとなるＥＣＵ１ａとスレーブＥＣＵとなるＥＣＵ１との通信の一
例を示す動作フローチャートである。
【００８０】
　まず、ＥＣＵ１ａが、ＥＣＵ１ｂ宛にメッセージを送信すると（ステップＳ２０１）、
ＥＣＵ１のＣＡＮトランシーバ／レシーバ２は、該メッセージがＥＣＵ１ｂに対するもの
であるので、レギュレータ４をＯＮさせず、ＥＣＵ１のＭＣＵ５に対して電源供給、およ
び起動／メッセージ転送を行わない。
【００８１】
　続いて、ＥＣＵ１ａが、たとえば、ＥＣＵ１，１ｂにＵＡＲＴフォーマットの１つ目の
メッセージであるウェイトメッセージ１９（図３）を送信すると（ステップＳ２０２）、
ＥＣＵ１，１ｂのＣＡＮトランシーバ／レシーバ２が起動する。
【００８２】
　その後、２メッセージ目のＣＡＮ　ＩＤメッセージ２０（図３）が入力され、このＣＡ
Ｎ　ＩＤメッセージ２０が、たとえば、ＥＣＵ１、およびＥＣＵ１ｂ宛の場合、ＥＣＵ１
，１ｂのＣＡＮトランシーバ／レシーバ２は、レギュレータ４をそれぞれ起動させて、Ｅ
ＣＵ１のＭＣＵ５とアクチュエータＡｃ、およびＥＣＵ１ｂのＭＣＵ５とアクチュエータ
Ａｃにそれぞれ電源供給を行う（ステップＳ２０３）。
【００８３】
　そして、ＥＣＵ１宛のＣＡＮプロトコルのメッセージが入力されると、該ＥＣＵ１は、
メッセージ処理を行い（ステップＳ２０４）、ＥＣＵ１ｂ宛のＣＡＮプロトコルのメッセ
ージが入力されると、ＥＣＵ１のＭＣＵ５は当該メッセージを処理する必要がないと判断
し、当該メッセージを破棄する（ステップＳ２０５）。
【００８４】
　また、ステップＳ２０５において、ＣＡＮトランシーバ／レシーバ２がＣＡＮ　ＩＤの
フィルタリング機能も持つ場合には、ＭＣＵ５へのメッセージの転送は行わず、メッセー
ジを破棄することも可能である。
【００８５】
　その後、ＥＣＵ１のアイドル時間が任意の時間を経過すると、ＭＣＵ５からＩＤ判断回
路１６に対して電源遮断指示信号ＳＤが出力され、ＩＤ判断回路１６によってレギュレー
タ４がＯＦＦされ、ＭＣＵ５，ならびにアクチュエータＡｃの電源遮断処理が実行される
（ステップＳ２０６）。
【００８６】
  それにより、本実施の形態によれば、ＣＡＮ通信が行われているＥＣＵのみに電源が供
給され、通信が行われていないＥＣＵにおけるＭＣＵ、およびアクチュエータＡｃに対し
ては電源供給が停止されるので、消費電力を大幅に低減することができる。
【００８７】
　次に、ＣＡＮバスＢｃを介して送信されるＵＡＲＴフレームとＣＡＮフレームとを識別
するフィルタリング技術について説明する。ここでは、ＣＡＮプロトコルによる通信のボ
ーレートとして、たとえば、５００ｋｐｓを使用した場合の動作の一例を説明する。
【００８８】
　ＣＡＮ通信のボーレートを５００ｋｐｓとすると、１ビットは２μｓとなる。ＣＡＮフ
レームは、ＣＡＮプロトコルで定義されているスタッフィング機能により、５ビットより
長く同一レベルが続かない。
【００８９】
　そのため、１０μｓより長く’Ｌｏ’が続いた場合、その信号はＣＡＮフレームのＳＯ
Ｆ信号でないと判断し、その信号をＵＡＲＴ　ＳＯＦとして検出する。
【００９０】
　ＣＡＮトランシーバ／レシーバ２は、図７に示すように、受信信号中に立ち下がりエッ
ジを検出した場合、たとえば、１μｓ間隔でデータをサンプリングする。立ち下がりエッ



(13) JP 5363379 B2 2013.12.11

10

20

30

40

50

ジから、１１サンプル目が１０μｓとなる。立ち下がりエッジから１２サンプル目までが
、’Ｌｏ’の場合、ＵＡＲＴ　ＳＯＦ検出となる。
【００９１】
　また、ＣＡＮトランシーバ／レシーバ２は、ＵＡＲＴモード時、ＣＡＮフレームは無視
し、ＵＡＲＴ　ＳＯＦ検出後、受信データをＵＡＲＴ用回路１５（図２）へ接続してＵＡ
ＲＴ受信を開始する。
【００９２】
　そして、ＩＤ判断回路１６（図２）が、ＵＡＲＴフレームに含まれるＣＡＮ　ＩＤと  
自ＥＣＵのＣＡＮ　ＩＤとが一致しているか否かを判断し、一致している場合、セレクト
回路１４（図２）は、接続経路をＭＣＵ５に接続し（ＣＡＮモード）、以降のデータをＭ
ＣＵ５に入出力する。
【００９３】
　続いて、ＣＡＮ　ＩＤの設定技術について説明する。
【００９４】
　ＣＡＮ　ＩＤは、たとえば、トランシーバ／レシーバ２に設定されており、たとえば、
ＣＡＮトランシーバ／レシーバ２にフラッシュメモリなどに例示される不揮発性半導体メ
モリを内蔵する。
【００９５】
　そして、その不揮発性半導体メモリにフラッシュライタなどを用いてＣＡＮ　ＩＤを書
き込む。また、フラッシュライタなどによって予めＣＡＮ　ＩＤを書き込むだけでなく、
たとえば、システムの起動時にマスタとなるＥＣＵは、すべてのＥＣＵをシステム起動メ
ッセージである全ＥＣＵ起動信号などによって起動させ、すべてのＥＣＵがＣＡＮフレー
ムを送信して、送信した順にＣＡＮ　ＩＤを取得し、不揮発性半導体メモリに格納する。
【００９６】
  ＣＡＮの既存の通信プロトコルでは、メッセージ送信を希望するＥＣＵはネットワーク
上で他のＥＣＵがメッセージを送信していない場合は、いずれのＥＣＵもメッセージの送
信を開始することができる。
【００９７】
　ＣＡＮ　ＩＤ取得の段階ではいずれのＥＣＵも自ＥＣＵを特定してマスタとなるＥＣＵ
にメッセージ送信をすることができず、既存の通信プロトコルによりＣＡＮ　ＩＤ取得要
求メッセージを送信することになる。
【００９８】
　この場合、複数のＥＣＵがＣＡＮ　ＩＤ取得要求メッセージを送信することによりネッ
トワーク上で信号の輻輳を生じ、マスタとなるＥＣＵがメッセージを正しく受信できない
ことも生じる。
【００９９】
　ＣＡＮ　ＩＤ取得要求メッセージを送信したＥＣＵは、ネットワーク上で信号の輻輳を
生じたことを検知した場合、一旦メッセージの送信を停止し、所定時間を経過した後にＣ
ＡＮ　ＩＤ取得要求メッセージの再送を行うことを繰り返すことで、順次ＣＡＮ　ＩＤを
取得する。
【０１００】
　また、ＣＡＮトランシーバ／レシーバ２に、ハードウェア的に予めＣＡＮ　ＩＤを実装
したり、たとえば、図８に示すように、外付けの抵抗Ｒ１を用いてＣＡＮ　ＩＤを設定す
る構成としてもよい。
【０１０１】
　この場合、ＣＡＮトランシーバ／レシーバ２は、分圧用の抵抗２２、ならびにＡ／Ｄ変
換器２３が設けられる構成となる。抵抗Ｒ１の一方の接続部には、電源電圧ＶＤＤが接続
され、該抵抗Ｒ１の他方の接続部には、抵抗２２の一方の接続部が接続されている。
【０１０２】
　抵抗２２の他方の接続部には、基準電位ＶＳＳが接続されている。そして、抵抗Ｒ１と
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抵抗２２との接続部が、Ａ／Ｄ変換器２３の入力部に接続されており、該Ａ／Ｄ変換器２
３の出力部がレジスタ１７に接続されている。
【０１０３】
　抵抗Ｒ１と抵抗２２とによって分圧された電圧は、Ａ／Ｄ変換器２３によってデジタル
データに変換され、該デジタルデータがレジスタ１７に格納されることにより、ＣＡＮ　
ＩＤが設定される。よって、ＣＡＮ　ＩＤは、抵抗Ｒ１と抵抗２２とによって分圧された
電圧値によって設定されることになる。
【０１０４】
　その他にも、ＭＣＵ５に設けられたメモリなどにＣＡＮ　ＩＤを格納し、該ＭＣＵ５に
よってＣＡＮトランシーバ／レシーバ２に該ＣＡＮ　ＩＤを設定するようにしてもよい。
【０１０５】
　　（実施の形態２）
　図９は、本発明の実施の形態２によるマスタＥＣＵとスレーブＥＣＵとの通信の一例を
示す動作フローチャート、図１０は、図９におけるマスタＥＣＵの動作の一例を示すフロ
ーチャート、図１１は、図１０におけるＣＡＮ通信に参加しているスレーブＥＣＵの動作
の一例を示すフローチャート、図１２は、図１０におけるＣＡＮ通信に参加していないス
レーブＥＣＵにおける動作の一例を示すフローチャートである。
【０１０６】
　本実施の形態２では、前記実施の形態１の図１に示す自動車の車内ネットワークにおい
て、電源が供給されていない（ＣＡＮプロトコルによる通信が行われていない）ＥＣＵを
起動させ、通信を開始させる技術について説明する。
【０１０７】
　図９は、マスタＥＣＵとなるＥＣＵ１とスレーブＥＣＵとなるＥＣＵ１ａ，１ｂとの通
信の一例を示す動作フローチャートである。
【０１０８】
　この図９では、ＥＣＵ１とＥＣＵ１ａとがＣＡＮ通信を行っており、その後、ＣＡＮ通
信を行っていないＥＣＵ１ｂを起動し、ＣＡＮ通信させるまでの動作を示している。また
、図９の左側には、ＥＣＵ１に設けられたレジスタ１７（図２）の状態を示している。
【０１０９】
　レジスタ１７の左から右にかけては、ＥＣＵ１、ＥＣＵ１ａ、およびＥＣＵ１ｂにおけ
るそれぞれの状態データが格納されており、’１’はＣＡＮ通信に参加している状態（以
下、ＣＡＮモードという）を示しており、’０’は、ＵＡＲＴプロトコルによる通信が可
能な状態（以下、ＵＡＲＴモードという）を示している。
【０１１０】
　ＥＣＵ１とＥＣＵ１ａとがＣＡＮ通信を行っている状態において（ステップＳ３０１）
、何らかの理由によってＥＣＵ１ｂもＣＡＮ通信に参加する必要が生じると、ＥＣＵ１は
、ＣＡＮ通信を行っているすべてのＥＣＵ（この場合、ＥＣＵ１ａ）に対して、通信停止
メッセージとなるＣＡＮ通信停止フレームを送信する（ステップＳ３０２）。
【０１１１】
　このとき、ＥＣＵ１ａがＣＡＮモードであり、ＥＣＵ１ｂがＵＡＲＴモードであるので
、レジスタ１７のＥＣＵ１ａの状態を示すデータは’１’となっており、ＥＣＵ１ｂの状
態を示すデータは’０’となっている。
【０１１２】
  ＣＡＮ通信停止するフレームは、ＣＡＮプロトコルでは規定されていないため、通信シ
ステムでフレームの内容により決めることになり、たとえば、ＣＡＮ通信停止フレームは
、フレーム内のＩＤ(identifier)のｂｉｔがすべて’０’のフレームなどとする。
【０１１３】
　ＣＡＮ通信停止フレームとしてフレーム内のＩＤ(identifier)のｂｉｔ全てを‘０’と
することにより、他のＥＣＵがメッセージを送信中であったとしても、優先順位の調停に
より最優先となり、ＣＡＮバス上のすべてのＥＣＵがこのフレームを受信可能となる。
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【０１１４】
　そして、ＣＡＮ通信を行っているすべてのＥＣＵ（ＥＣＵ１ａ）は、ＣＡＮ通信停止フ
レームを受信すると、ＣＡＮ通信を停止する（ステップＳ３０３）。
【０１１５】
　ＣＡＮ通信を停止する場合、たとえば、ＥＣＵ１によって指示された任意の期間、ＣＡ
Ｎフレームの送信を停止し、その期間が経過すると自動的にＣＡＮ通信に復帰するパター
ンや、ＣＡＮ通信を停止し、ＭＣＵ５（図１）の電源をＯＦＦし、ＣＡＮトランシーバ／
レシーバ２（図１）がＵＡＲＴプロトコルによる通信を行うモードに遷移し、スタンバイ
状態に移行するパターンなど様々なパターンが考えられる。
【０１１６】
　なお、図９において、ＥＣＵ１が送信するＣＡＮ通信停止フレームは、該ＥＣＵ１によ
って指示された任意の期間が経過すると、自動的にＥＣＵ１ａがＣＡＮ通信に復帰するパ
ターンとする。
【０１１７】
　また、自動的にＣＡＮ通信に復帰する場合には、ＣＡＮトランシーバ／レシーバ２は、
ＣＡＮ通信が行える状態で待機し、ＭＣＵ５の電源はＯＦＦしない。
【０１１８】
　続いて、ＥＣＵ１は、前記実施の形態１に記載した技術により、ＵＡＲＴプロトコルの
通信を用いて新たにＣＡＮ通信に参加させたいＥＣＵ１ｂを起動させる（ステップＳ３０
４，Ｓ３０５）。
【０１１９】
　ＥＣＵ１ｂが起動したことにより、該ＥＣＵ１ｂがＣＡＮ通信に参加し、レジスタ１７
のＥＣＵ１ｂの状態を示すデータが’０’から’１’に書き換えられる。
【０１２０】
　そして、ＥＣＵ１によって指示された任意の期間が経過すると、ＥＣＵ１ａは自動的に
復帰を行い（ステップＳ３０６）、ＥＣＵ１、ＥＣＵ１ａ，ならびにＥＣＵ１ｂのすべて
がＣＡＮ通信に参加している状態となる（ステップＳ３０７）。
【０１２１】
　なお、マスタＥＣＵがＣＡＮ通信を停止する方法としては、上記したようにＣＡＮフレ
ームによってスレーブＥＣＵのＣＡＮ通信を停止させる他に、たとえば、光通信などを用
いている場合には、停止信号を通常の信号に重畳させることによっても可能である。
【０１２２】
  また、ステップＳ３０２でＥＣＵ１がＣＡＮ通信停止フレームを出力する代わりに、Ｕ
ＡＲＴプロトコルの通信によりＥＣＵ１ｂを起動させることも行い得る(ステップＳ３０
２‘とする)。
【０１２３】
　この場合、ＥＣＵ１がＵＡＲＴプロトコルの通信を行っていることをＥＣＵ１ａが検知
し、かかる通信期間中はＥＣＵ１ａはＣＡＮ通信を行わないように制御される。かかる動
作を行った場合は、ステップＳ３０２’を行った後、ステップＳ３０７に遷移することが
可能となる。
【０１２４】
　図１０は、ＣＡＮ通信を行っていないＥＣＵを起動させ、ＣＡＮ通信を開始させる際の
マスタとなるＥＣＵ１における動作の一例を示すフローチャートである。
【０１２５】
　まず、ＥＣＵ１は、ＣＡＮ通信に参加していないＥＣＵがある場合、そのＥＣＵを起動
させる必要があるか否かを判断する（ステップＳ４０１）。ＣＡＮ通信に参加していない
ＥＣＵを起動させる必要があると判断すると、ＥＣＵ１は、車内ネットワークのシステム
がＣＡＮ通信中か否かを判断する（ステップＳ４０２）。
【０１２６】
　ＣＡＮ通信中でない場合には、後述するステップＳ４０４の処理を実行し、ＣＡＮ通信
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中の場合、ＥＣＵ１は、ＣＡＮ通信に参加しているすべてのＥＣＵに対してＣＡＮ通信停
止フレームを送信し（ステップＳ４０３）、該ＥＣＵのＣＡＮ通信を停止させる。
【０１２７】
　ＣＡＮ通信に参加しているすべてのＥＣＵのＣＡＮ通信が停止すると、ＥＣＵ１は、Ｕ
ＡＲＴプロトコルの通信を用いて新たにＣＡＮ通信に参加させたいＥＣＵ１ｂを起動させ
る（ステップＳ４０４）。
【０１２８】
　この場合、前記実施の形態１において説明したように、始めの１メッセージ目には、Ｕ
ＡＲＴフォーマットのウェイトメッセージが転送され、続いて、２メッセージ目に、ＵＡ
ＲＴフォーマットのＣＡＮ　ＩＤメッセージが転送される。
【０１２９】
　そして、ステップＳ４０４の処理において、起動させたいＥＣＵが起動すると、ＣＡＮ
フォーマットのＣＡＮフレーム２１が転送され、ＣＡＮ通信が開始される（ステップＳ４
０５）。
【０１３０】
　図１１は、ＣＡＮ通信を行っていないＥＣＵを起動させ、ＣＡＮ通信を開始させる際の
マスタとなるＥＣＵ１がＣＡＮ通信を行っていないＥＣＵ１ｂを起動させる際のＣＡＮ通
信を行っているスレーブＥＣＵであるＥＣＵ１ａにおける動作の一例を示すフローチャー
トである。
【０１３１】
　まず、ＥＣＵ１ｂは、ＣＡＮトランシーバ／レシーバ２が、ＣＡＮモードであるか否か
を判断し（ステップＳ５０１）、ＣＡＮモードの場合には、マスタのＥＣＵ１から、ＣＡ
Ｎ通信停止フレームが送信されたか否かを判断する（ステップＳ５０２）。
【０１３２】
　ＥＣＵ１から、ＣＡＮ通信停止フレームが送信されていない場合には、通常のＣＡＮプ
ロトコルの通信に応じた実行処理を行う（ステップＳ５０３）。ＥＣＵ１から、ＣＡＮ通
信停止フレームが送信された際には、その指示に基づいて、ＥＣＵ１ａのＣＡＮトランシ
ーバ／レシーバ２がＭＣＵ５の電源をＯＦＦし、ＣＡＮプロトコルによる通信を停止する
（ステップＳ５０４）。
【０１３３】
　そして、ＥＣＵ１によって指示された任意の期間の間、ステップＳ５０４の状態を維持
した後（ステップＳ５０５）、ＣＡＮトランシーバ／レシーバ２がＭＣＵ５の電源をＯＮ
してＣＡＮプロトコルによる通信に復帰する（ステップＳ５０６）。
【０１３４】
　ここで、ステップＳ５０４の処理では、ＥＣＵ１から指示で、ＥＣＵ１ａのＭＣＵ５の
電源をＯＦＦしてＣＡＮプロトコルによる通信を停止するものとしたが、該ＥＣＵ１の指
示は、これ以外に、ＥＣＵ１ａのＭＣＵ５の電源をＯＦＦせずにＣＡＮプロトコルによる
通信のみを停止する処理などであってもよい。
【０１３５】
　図１２は、マスタとなるＥＣＵ１がＣＡＮモードでないＥＣＵ１ｂを起動させ、ＣＡＮ
通信を開始させる際の該ＥＣＵ１ｂにおける動作の一例を示すフローチャートである。
【０１３６】
　まず、ＥＣＵ１ｂは、ＣＡＮトランシーバ／レシーバ２が、ＣＡＮモードであるか、あ
るいはＵＡＲＴモードであるかを判定し（ステップＳ６０１）、ＣＡＮモードの場合には
、通常のＣＡＮプロトコルの通信時応じた実行処理を行う（ステップＳ６０２）。
【０１３７】
　ステップＳ６０１の処理において、ＵＡＲＴモードの場合には、ＥＣＵを起動させるＵ
ＡＲＴフォーマットによるメッセージを受信したか否かを判断する（ステップＳ６０３）
。
【０１３８】
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　ステップＳ６０３の処理において、メッセージを受信すると、ＥＣＵ１ｂは、受信した
メッセージが自ＥＣＵ（１ｂ）宛のメッセージであるか否かを判断し（ステップＳ６０４
）、自ＥＣＵ宛のメッセージの場合には、そのメッセージに基づいて、ＥＣＵ１ｂのＣＡ
Ｎトランシーバ／レシーバ２がＭＣＵ５の電源をＯＮさせ、ＥＣＵ１ｂをＣＡＮ通信に参
加させる（ステップＳ６０５）。
【０１３９】
　以上、説明した電源が供給されていない（ＣＡＮプロトコルによる通信が行われていな
い）ＥＣＵを起動させ、通信を開始させる技術は、緊急時の損害低減や二次災害の防止な
どに有効である。またそのような場合の図１０～図１２のＵＡＲＴフォーマットによるメ
ッセージの通信は、ＣＡＮフォーマットによる通信を阻害しないように、異なる周波数帯
を用いた信号重畳による通信を行うとよい。ブレーキやエアバッグ等の自動車の安全運行
に必要とされるＣＡＮ通信を行いつつ、不要なＥＣＵの通信を停止させ、更に通信に参加
することが必要となるＥＣＵを起動させることが可能となる。
【０１４０】
　自動車の周囲監視を行うレーダーＥＣＵが他車の異常接近を検知した場合に、衝突事故
の発生に備えてエアバッグやシートベルトを制御するＥＣＵを起動することにより、衝突
発生前にシートベルトを固定し、衝突発生の直前／直後にエアバックの膨張を行い、乗員
の肉体的な損傷を低減することができる。若しくは自車の歩行者等への接近を検知してブ
レーキ制御ＥＣＵを起動して減速制御を行い、歩行者などへ与える被害を低減することが
できる。
【０１４１】
　たとえば、燃料電池車の場合には、衝突時に水素ガスなどのガス漏れを検出する(マス
タＥＣＵとガスセンサＥＣＵとが通信)と、マスタＥＣＵは、サンルーフ、ウィンドウ、
スライドドア、エアコンなどを制御する各ＥＣＵを起動することによって、車内換気を行
い、車内に水素ガスが充満して火災や爆発を生じないようにすることができる。
【０１４２】
　また、ハイブリッド車や電気自動車などの場合には、衝突時などに電源制御を行うＥＣ
ＵがＣＡＮ通信に参加していなければ、電源制御系のＥＣＵを起動させ、バッテリ、なら
びに該バッテリ周辺機器をファン（およびラジエータ）などで緊急冷却し、バッテリ発火
による火災を防止することができる。
【０１４３】
　さらに、衝突時などに該当するＥＣＵを起動させ、ルームランプの点灯、ハザードラン
プの点滅、クラクションを鳴らす、テレマティックスによる通報などによる事故発生の周
知の他、ドアが施錠されている際には、避難のためにドアロックを解除するとなどを行う
ことができる。
【０１４４】
　　（実施の形態３）
　図１３は、本発明の実施の形態３によるＥＣＵがプラグインされた際のマスタＥＣＵと
スレーブＥＣＵとの通信の一例を示す動作フローチャート、図１４は、図１３の動作時に
おけるマスタＥＣＵの動作の一例を示すフローチャート、図１５は、図１３の動作時にお
ける既存のスレーブＥＣＵの動作の一例を示すフローチャート、図１６は、図１３の動作
時におけるプラグインされたスレーブＥＣＵの動作の一例を示すフローチャートである。
【０１４５】
　本実施の形態３では、前記実施の形態１の図１に示す自動車の車内ネットワークにおい
て、新たにＥＣＵがプラグインされた場合に、プラグインされたＥＣＵの動作認識情報と
なるＥＣＵ情報をマスタのＥＣＵに通知する技術について説明する。
【０１４６】
  ここで「プラグイン」とは、たとえば、カーナビゲーションシステムを追加または交換
する等、ＣＡＮが以前に稼動していた時点においては存在していなかったＥＣＵがＣＡＮ
に新たに接続されることを意味する。
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【０１４７】
　図１３は、新たにＥＣＵがプラグインされた際のマスタＥＣＵとなるＥＣＵ１とスレー
ブＥＣＵとなるＥＣＵ１ａ，１ｂとの通信の一例を示す動作フローチャートである。ここ
で、図１３においては、ＥＣＵ１ｂ（図１）が新たにプラグインされたＥＣＵであるもの
とする。
【０１４８】
　マスタとなるＥＣＵ１は、ＭＣＵ５、およびＣＡＮトランシーバ／レシーバ２に電源が
供給されている状態であり、スレーブのＥＣＵ１ａは、ＣＡＮトランシーバ／レシーバ２
がＵＡＲＴモードでスタンバイ状態となっており、ＭＣＵ５の電源がＯＦＦされている。
また、プラグインされたＥＣＵ１ｂは、ＣＡＮトランシーバ／レシーバ２がＵＡＲＴモー
ドでスタンバイ状態となっており、ＭＣＵ５の電源がＯＦＦされている。
【０１４９】
　また、図１３では、スレーブのＥＣＵ１ａ，１ｂは、いずれも間欠動作を行うＥＣＵで
あるものとする。さらに、図の左側には、ＥＣＵ１に設けられたレジスタ１７（図２）の
状態を示しており、レジスタ１７の左から右にかけては、ＥＣＵ１、ＥＣＵ１ａ、および
ＥＣＵ１ｂにおけるそれぞれの状態データが格納されている。レジスタ１７の’１’はＣ
ＡＮモードを示しており、’０’は、ＵＡＲＴモードを示している。
【０１５０】
　まず、ＥＣＵ１は、すべてのＥＣＵに対して、ＵＡＲＴフレームにより、すべてのＥＣ
Ｕを起動させる全ＥＣＵ起動信号をＣＡＮバスＢｃを介して送信する（ステップＳ７０１
）。
【０１５１】
　この全ＥＣＵ起動信号は、たとえば２つのメッセージからなり、第１のメッセージは、
図４のＣＡＮ　ＩＤメッセージ２０において全てのＥＣＵを起動させることを示すメッセ
ージであり、第２のメッセージは、起動情報を取得するためのメッセージであることを意
味する信号である。
【０１５２】
　ＥＣＵ１ａ，１ｂにおいては、全ＥＣＵ起動信号を受信することにより、ＣＡＮトラン
シーバ／レシーバ２がＣＡＮモードにより起動し、ＭＣＵ５の電源がそれぞれＯＮとなる
（ステップＳ７０２）。
【０１５３】
　続いて、ＥＣＵ１は、新規にプラグインされたＥＣＵがあるかを問い合わせ（ステップ
Ｓ７０３）、プラグインされたＥＣＵ１ｂは、ＥＣＵ１の要求に基づいて自ＥＣＵ１ｂの
ＥＣＵ情報（ＣＡＮ　ＩＤや動作情報など）をＣＡＮフレームによりＥＣＵ１に送信する
（ステップＳ７０４）。
【０１５４】
　その後、ＥＣＵ１は、残りのＥＣＵ１ａに対しても、ＥＣＵ情報を要求し（ステップＳ
７０５）、該ＥＣＵ情報を取得する（ステップＳ７０６）。そして、任意の時間が経過す
ると、ＥＣＵ１ａ，１ｂのＣＡＮトランシーバ／レシーバ２がＵＡＲＴモードでスタンバ
イ状態となり、ＥＣＵ１ａ，１ｂのＭＣＵ５の電源がＯＦＦとなる（ステップＳ７０７）
。
【０１５５】
　ＥＣＵ１は、ステップＳ７０４，Ｓ７０６の処理でそれぞれ取得したＥＣＵ情報に基づ
いて、任意の期間ごとに、ＥＣＵ１ａの起動（ステップＳ７０８）、ならびにＥＣＵ１ｂ
の起動（ステップＳ７０９）を繰り返す。
【０１５６】
　図１４は、図１３の動作時におけるマスタとなるＥＣＵ１の動作の一例を示すフローチ
ャートである。
【０１５７】
　まず、ＥＣＵ１は、ＵＡＲＴフレームによって全ＥＣＵ起動信号をＣＡＮバスＢｃを介
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してすべてのＥＣＵ（ＥＣＵ１ａ，１ｂ）に送信し（ステップＳ８０１）、ＣＡＮモード
を起動させる。続いて、ＥＣＵ１は、プラグインしたＥＣＵ１ｂ、およびその他の既存の
ＥＣＵ１ａに対して、ＣＡＮフレームにより、ＥＣＵ情報をそれぞれ要求する（ステップ
Ｓ８０２）。
【０１５８】
　ＥＣＵ１は、すべてのＥＣＵからのＥＣＵ情報を取得すると、取得したＥＣＵ情報をバ
ッファなどに格納する（ステップＳ８０３）。ＥＣＵ１は、ＥＣＵ１ａの間欠時間が経過
したか否かの判断を行い（ステップＳ８０４）、その間欠時間が経過したら、ＵＡＲＴフ
レームによりＥＣＵ１ａを起動させて該ＥＣＵ１ａとのＣＡＮ通信を開始する（ステップ
Ｓ８０５）。
【０１５９】
　ステップＳ８０４の処理において、ＥＣＵ１ａの間欠時間が経過していない場合、ＥＣ
Ｕ１は、ＥＣＵ１ｂの間欠時間が経過したか否かの判断を行い（ステップＳ８０６）、該
間欠時間が経過するとＵＡＲＴフレームによりＥＣＵ１ｂを起動させ、該ＥＣＵ１ｂとの
ＣＡＮ通信を開始する（ステップＳ８０７）。
【０１６０】
　図１５は、図１３の動作時におけるスレーブとなる既存のＥＣＵ１ａの動作の一例を示
すフローチャートである。
【０１６１】
　まず、ＥＣＵ１ａは、ＣＡＮトランシーバ／レシーバ２がＵＡＲＴモードか否かを判断
し（ステップＳ９０１）、ＣＡＮモードの場合には、通常のＣＡＮプロトコルの通信に応
じた実行処理を行う（ステップＳ９０２）。
【０１６２】
　また、ステップＳ９０１の処理において、ＵＡＲＴモードの場合には、マスタとなるＥ
ＣＵ１から受信したＵＡＲＴフレームが自ＥＣＵ１ａ宛か否か、あるいは全ＥＣＵ起動信
号か否かを判断する（ステップＳ９０３）。
【０１６３】
　ＵＡＲＴフレームが自ＥＣＵ１ａ宛、あるいは全ＥＣＵ起動信号の場合には、ＣＡＮト
ランシーバ／レシーバ２がＣＡＮモードに移行し、ＭＣＵ５の電源をＯＮとする（ステッ
プＳ９０４）。また、ＵＡＲＴフレームが自ＥＣＵ１ａ宛、あるいは全ＥＣＵ起動信号の
いずれでもない場合には、ステップＳ９０１の処理に戻る。
【０１６４】
　続いて、ＥＣＵ１ａは、ＥＣＵ１から、自ＥＣＵ１ａのＥＣＵ情報の取得要求があるか
を判断する（ステップＳ９０５）。ＥＣＵ１ａのＥＣＵ情報の取得要求がない場合には、
ステップＳ９０２の処理を実行する。
【０１６５】
　また、ＥＣＵ情報の取得要求がある場合、ＥＣＵ１ａは、ＣＡＮバスＢｃがアイドル状
態であるかを任意の期間確認し（ステップＳ９０６）、アイドル状態であれば、ＥＣＵ１
へＥＣＵ１ａのＥＣＵ情報をＣＡＮフレームによって送信する（ステップＳ９０７）。
【０１６６】
　そして、ＥＣＵ１ａは、ＣＡＮトランシーバ／レシーバ２をＵＡＲＴモードに移行させ
、ＥＣＵ１からの起動メッセージを待つ（ステップＳ９０８）。ＥＣＵ１からの起動メッ
セージを受信すると（ステップＳ９０９）、自ＥＣＵ１ａ宛のメッセージであるか否かを
判断し（ステップＳ９１０）、ＥＣＵ１ａ宛のメッセージの場合、該ＥＣＵ１ａは、ＭＣ
Ｕ５の電源をＯＮし、ＣＡＮモードに移行し（ステップＳ９１１）、ステップＳ９０２の
処理を実行する。
【０１６７】
　図１６は、図１３の動作時におけるスレーブとなるプラグインされたＥＣＵ１ｂの動作
の一例を示すフローチャートである。
【０１６８】
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　まず、ＥＣＵ１ｂは、ＣＡＮトランシーバ／レシーバ２がＵＡＲＴモードか否かを判断
し（ステップＳ１００１）、ＣＡＮモードの場合には、通常のＣＡＮプロトコルの通信に
応じた実行処理を行う（ステップＳ１００２）。ＵＡＲＴモードの場合には、マスタのＥ
ＣＵ１から受信したＵＡＲＴフレームが自ＥＣＵ１ｂ宛か、全ＥＣＵ起動信号か、または
プラグインしたＥＣＵへの取得要求であるかを判断する（ステップＳ１００３）。
【０１６９】
　ＵＡＲＴフレームがＥＣＵ１ｂ宛、全ＥＣＵ起動信号、あるいはプラグインしたＥＣＵ
への取得要求の場合には、ＣＡＮトランシーバ／レシーバ２がＣＡＮモードに移行し、Ｍ
ＣＵ５の電源をＯＮする（ステップＳ１００４）。
【０１７０】
　続いて、ＥＣＵ１ｂは、ＥＣＵ１から、ＥＣＵ１ｂのＥＣＵ情報の取得要求があるかを
判断する（ステップＳ１００５）。ＥＣＵ１ｂのＥＣＵ情報の取得要求がない場合には、
ステップＳ１００２の処理を実行する。
【０１７１】
　ステップＳ１００５の処理において、ＥＣＵ情報の取得要求がある場合、ＥＣＵ１ｂは
、その取得要求が、プラグインしたＥＣＵへのＥＣＵ情報の取得要求であるかを確認し（
ステップＳ１００６）、プラグインしたＥＣＵへのＥＣＵ情報の取得要求の場合には、Ｅ
ＣＵ１ｂは、自ＥＣＵ１ｂはプラグインしたＥＣＵか否かを判断する（ステップＳ１００
７）。
【０１７２】
　また、ステップＳ１００６の処理において、プラグインしたＥＣＵへのＥＣＵ情報の取
得要求でない場合には、ＥＣＵ１ｂは、後述するステップＳ１００８の処理を実行し、ス
テップＳ１００７の処理において、プラグインしたＥＣＵでないと判断した場合には、ス
テップＳ１００２の処理を実行する。
【０１７３】
　ＥＣＵ１ｂがプラグインしたＥＣＵであると判断すると、該ＥＣＵ１ｂは、ＣＡＮバス
Ｂｃがアイドル状態であるかを任意の期間確認し（ステップＳ１００８）、アイドル状態
であれば、ＥＣＵ１へＥＣＵ１ｂのＥＣＵ情報をＣＡＮフレームによって送信する（ステ
ップＳ１００９）。
【０１７４】
　続いて、ＥＣＵ１ｂは、ＣＡＮトランシーバ／レシーバ２をＵＡＲＴモードに移行させ
、ＥＣＵ１からの起動メッセージを待つ（ステップＳ１０１０）。ＥＣＵ１ｂが、ＥＣＵ
１からの起動メッセージを受信すると（ステップＳ１０１１）、自ＥＣＵ１ｂ宛のメッセ
ージであるか否かを判断し（ステップＳ１０１２）、ＥＣＵ１ｂ宛のメッセージの場合、
該ＥＣＵ１ｂは、ＭＣＵ５の電源をＯＮし、ＣＡＮモードに移行し（ステップＳ１０１３
）、ステップＳ１００２の処理を実行する。
【０１７５】
  ＣＡＮネットワークに接続される既存のＥＣＵ(ＥＣＵ１ａ)と追加されたＥＣＵ(ＥＣ
Ｕ１ｂ)とは、図１５及び図１６のフローにおいて図示しない以下の処理を行ってよい。
【０１７６】
  ＥＣＵ１およびＥＣＵ１ａが自ＥＣＵのＥＣＵ情報を送信(図１３のステップＳ７０６)
することに応じて、ＥＣＵ１ｂはＥＣＵ１とＥＣＵ１ａのＥＣＵ情報をＥＣＵ１ｂ内の不
揮発性メモリに格納する。
【０１７７】
  また、ＥＣＵ１ｂがＥＣＵ１ｂのＥＣＵ情報をＥＣＵ１に送信(図１３のステップＳ７
０４)することに応じて、ＥＣＵ１ａはＥＣＵ１ｂのＥＣＵ情報をＥＣＵ１ａ内の不揮発
性メモリに格納する。
【０１７８】
　ＥＣＵ１に代わってＥＣＵ１ａまたはＥＣＵ１ｂがマスタＥＣＵとなった場合に、ＥＣ
Ｕ１ａまたはＥＣＵ１ｂのＥＣＵ情報を取得するために図１４の処理を行うことは冗長で
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あり、プラグインされたＥＣＵ１ｂが存在する場合、既存のＥＣＵ全てがプラグインされ
たＥＣＵ１ｂの情報取得処理で共有すると共に、プラグインされたＥＣＵが既存のＥＣＵ
全ての情報を同様に情報取得処理で共有する。
【０１７９】
　かかる処理により、ＣＡＮネットワークに接続される全てのＥＣＵが他のＥＣＵのＥＣ
Ｕ情報を保持することになり、いずれのＥＣＵがマスタＥＣＵになった場合でも、他のＥ
ＣＵの動作情報取得処理を行うことなく、他のＥＣＵの間欠動作制御等を行うことが可能
になる。
【０１８０】
　上述した技術は、自動車のオプションなどによって新たに追加された機能を後付けした
際に、新たにプラグインされるＥＣＵに対して有効である。
【０１８１】
　たとえば、自動車のリアウィンドウなどに設けられているリアワイパを後付けにより取
り付けた場合には、ボディ系のマスタのＥＣＵは、電源ＯＮ時、ＣＡＮバスを介して全Ｅ
ＣＵ起動信号を送信し、すべてのＥＣＵを起動させる。
【０１８２】
　プラグインされたＥＣＵは、マスタのＥＣＵからの要求に応じて、プラグインされたＥ
ＣＵのＥＣＵ情報をマスタのＥＣＵに送信する。この場合、プラグインされたＥＣＵは、
間欠動作するリアワイパを動作させるＥＣＵであるので、ＥＣＵ情報として、たとえば、
ＣＡＮ　ＩＤとリアワイパの間欠動作情報などを送信する。
【０１８３】
　そして、マスタのＥＣＵは、リアワイパの動作がＯＮした情報を検出すると、その情報
に応じて、リアワイパを制御するプラグインされたＥＣＵを起動させる。
【０１８４】
　ここでは、一例としてリアワイパを制御するＥＣＵについて記載したが、この他に、ナ
ビゲーションシステムやオーディオなどの様々なＥＣＵが追加された場合についても、同
様の処理を行うことになる。
【０１８５】
　また、プラグインされたＥＣＵは、最適化されていた車内ネットワークシステムに新た
に追加されることになるので、該システムに問題が発生した場合、既存のＥＣＵよりも故
障の原因となる確率が高くなる可能性がある。
【０１８６】
　そのため、問題が発生すると、最初に、プラグインされたＥＣＵを検証する必要性が認
識できる。この場合、既存のＥＣＵには、ＣＡＮトランシーバ／レシーバ２に、予め設定
されているＣＡＮ　ＩＤ（たとえば、ＩＤ１～ＩＤ１６）を割り振っておき、プラグイン
されたＥＣＵには、それ以外のＣＡＮ　ＩＤを割り振り、予め設定されているＣＡＮ　Ｉ
Ｄ以外のＣＡＮ　ＩＤがＣＡＮバスを介して配信された際に、プラグインされたＥＣＵと
認識することができる。
【０１８７】
　　（実施の形態４）
　図１７は、本発明の実施の形態４によるマスタＥＣＵが、スレーブＥＣＵがＣＡＮ通信
に参加しているかを確認する動作の一例を示すフローチャートである。
【０１８８】
　本実施の形態４では、前記実施の形態１の図１に示す自動車の車内ネットワークにおい
て、あるスレーブのＥＣＵが外部トリガによって起動した際に、マスタのＥＣＵに対して
スレーブの該ＥＣＵが起動したことを通知する技術について説明する。
【０１８９】
　図１７は、マスタとなるＥＣＵ１が、スレーブのＥＣＵ１ａ，１ｂがＣＡＮ通信に参加
しているかを確認する動作の一例を示すフローチャートである。
【０１９０】
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　図１７では、ＥＣＵ１ｂが外部トリガによって起動可能なＥＣＵであるものとし、図１
７の左側には、ＥＣＵ１に設けられたレジスタ１７（図２）の状態を示している。レジス
タ１７の左から右にかけては、ＥＣＵ１、ＥＣＵ１ａ、およびＥＣＵ１ｂにおけるそれぞ
れの状態データが格納されており、レジスタ１７の’１’はＣＡＮモードを示しており、
’０’は、ＵＡＲＴモードを示している。
【０１９１】
　まず、ＥＣＵ１は、ＣＡＮプロトコルの通信により、各ＥＣＵ１ａ，１ｂが起動してい
るか否かを問い合わせる（ステップＳ１１０１）。ここでは、ＥＣＵ１ａが起動している
ので、該ＥＣＵ１ａは、起動していることをＥＣＵ１に通知する（ステップＳ１１０２）
。これにより、レジスタ１７のＥＣＵ１ａの状態を示すデータは’１’となる。
【０１９２】
　その後、ＥＣＵ１ｂが外部トリガにより起動すると（ステップＳ１１０３）、ＥＣＵ１
ｂのＭＣＵ５がＣＡＮトランシーバ／レシーバ２を起動させる（ステップＳ１１０４）。
そして、ＥＣＵ１は、再びＣＡＮプロトコルの通信により、各ＥＣＵ１ａ，１ｂが起動し
ているか否かを問い合わせる（ステップＳ１１０５）。
【０１９３】
　これを受けて、ＥＣＵ１ａは、起動していることをＥＣＵ１に通知する（ステップＳ１
１０６）。ＥＣＵ１ｂも起動したので、同様に起動していることをＥＣＵ１に通知する（
ステップＳ１１０７）。これにより、レジスタ１７のＥＣＵ１ａの状態を示すデータ、お
よびＥＣＵ１ｂの状態を示すデータは、それぞれ’１’となる。
【０１９４】
　外部トリガで起動可能なＥＣＵは、外部トリガを検出する必要があるので、ＭＣＵ５の
電源はＯＦＦせず、スタンバイ状態とし、ＣＡＮトランシーバ／レシーバ２は、ＵＡＲＴ
モードでマスタのＥＣＵから、外部トリガで起動可能なＥＣＵを起動させるメッセージを
待つ。
【０１９５】
　マスタのＥＣＵは、任意の時間毎に各スレーブのＥＣＵが起動しているかを問い合わせ
、外部トリガで起動したＥＣＵは、その問い合わせは、自ＥＣＵ宛か、全ＥＣＵ起動信号
か、あるいは新規に起動したＥＣＵへのいずれかの場合に、問い合わせに応じる。
【０１９６】
　その後、スレーブのＥＣＵは、マスタのＥＣＵの指示に従い、ＣＡＮモードで待機する
か、もしくはＵＡＲＴモードに移行するかを指示するようにしてもよい。
【０１９７】
　また、マスタのＥＣＵは、問い合わせと共に、外部トリガにより起動したＥＣＵが、そ
のままＣＡＮモードで待機するか、またはＵＡＲＴモードに移行するかを指示するように
してもよい。
【０１９８】
　さらに、外部トリガによって起動したＥＣＵ自身が、マスタのＥＣＵに対して起動した
ことを通知することも可能である。
【０１９９】
　外部トリガによってＭＣＵ５が起動すると、該ＭＣＵ５は、ＣＡＮトランシーバ／レシ
ーバ２を起動させる。続いて、ＭＣＵ５は、任意の期間（たとえば、１ｍｓ程度）、Ｌｏ
信号をＣＡＮバスを介して送信するように制御を行い、マスタのＥＣＵにＥＣＵが起動し
たことを通知する。
【０２００】
　このＬｏ信号による通知は、別のＥＣＵが出力するＣＡＮフレームとＥＣＵからＬｏ信
号が衝突したときに、再送を繰り返さないように、ワンショット送信とする。若しくは、
別のＥＣＵの出力するＣＡＮフレームとの衝突を防止するために、異なる周波数帯を用い
て通信するようにしてもよい。
【０２０１】
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　そして、マスタのＥＣＵがいずれかのスレーブのＥＣＵが起動したことを検出すると、
マスタのＥＣＵは、ＣＡＮプロトコルによる通信により、スレーブの該ＥＣＵへの問い合
わせを行い、起動しているＥＣＵのＥＣＵ情報を得る。
【０２０２】
　外部トリガによって起動するＥＣＵとしては、たとえば、メモリシートなどを制御する
ＥＣＵなどがあり、メモリシートのスイッチによって該ＥＣＵが起動すると、マスタのＥ
ＣＵに起動を通知することになる。
【０２０３】
　以上、本発明者によってなされた発明を実施の形態に基づき具体的に説明したが、本発
明は前記実施の形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で種々変更可
能であることはいうまでもない。
【０２０４】
　たとえば、前記実施の形態では、ＥＣＵが２つのレギュレータ３，４を備え、イネーブ
ル信号ＥＮによって、ＭＣＵ５とアクチュエータＡｃに電源を供給するレギュレータ４を
ＯＮ／ＯＦＦ制御する構成としたが、レギュレータを１つとし、ＭＣＵ５とアクチュエー
タＡｃには、スイッチを介して電源電圧を供給する構成としてもよい。
【０２０５】
　この場合、イネーブル信号ＥＮは、スイッチをＯＮ／ＯＦＦ制御する信号とし、スイッ
チがＯＮの場合には、ＭＣＵ５とアクチュエータＡｃとに電源が供給され、スイッチがＯ
ＦＦすると、ＭＣＵ５とアクチュエータＡｃとに電源供給が停止されることになる。
【０２０６】
　また、前記実施の形態では、通信ネットワークとしてＣＡＮを用い、レギュレータの電
源のＯＮ／ＯＦＦ制御をＵＡＲＴプロトコルによって制御する場合について記載したが、
通信ネットワークに、たとえば、ＦｌｅｘＲａｙなどの他の通信ネットワークを用い、レ
ギュレータの電源のＯＮ／ＯＦＦをＬＩＮなどの他のプロトコルによって制御する構成で
あってもよい。
【産業上の利用可能性】
【０２０７】
　本発明は、自動車などの通信システムに用いられる半導体集積回路装置における低消費
電力化技術に適している。
【符号の説明】
【０２０８】
１　ＥＣＵ
１ａ　ＥＣＵ
１ｂ　ＥＣＵ
２　ＣＡＮトランシーバ／レシーバ
３　レギュレータ
４　レギュレータ
５　ＭＣＵ
６　ＣＡＮインタフェース
７　通信制御部
８　ＲＡＭ
９　タイマ
１０　割り込みコントローラ
１１　ＣＰＵ
１２　ＲＯＭ
１３　トランシーバ／レシーバ
１４　セレクト回路
１５　ＵＡＲＴ用回路
１６　ＩＤ判断回路
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１７　レジスタ
１８　オンチップオシレータ
１９　ウェイトメッセージ
１９ａ　ＳＯＦ
１９ｂ　データビット
１９ｃ　パリティビット
１９ｄ　ストップビット
２０　ＣＡＮ　ＩＤメッセージ
２０ａ　ＳＯＦ
２０ｂ　データビット
２０ｃ　パリティビット
２０ｄ　ストップビット
２１　ＣＡＮフレーム
２２　抵抗
２３　Ａ／Ｄ変換器
Ｒ１　抵抗
Ｂｃ　ＣＡＮバス
Ａｃ　アクチュエータ
Ｂｓ　内部バス

【図１】 【図２】
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