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W h i t e  Pa P e r

自律運転システムに

車載イーサネットが必要な理由
自動車業界のイノベーションを推進する大きな要因が3つあります。安全性向上、環境保護、

コネクティビティーの快適性向上です。これらの目標を達成するため、自動車メーカー、

車載用機器サプライヤ、政府機関、学界、さらに無線チップセットメーカー、モバイル機

器メーカー、無線サービスプロバイダーといったこれまで自動車業界に無関係だった企業

までが参加して、先進的運転支援システム(ADAS)、コネクテッドカーテクノロジー、そし

て究極的には自律運転車の開発を行っています。

ADASおよび自律運転車には、すべてのセンサ、カメラ、診断機能、通信、そして中央にあ

るAIをつなぐために、広帯域幅で低遅延のネットワークが必要です。

ワイヤーハーネスは現在、自動車の部品として3番目に重く、同時に3番目に高額なシステ

ムでもあります。ワイヤーハーネスの取り付けは、自動車組み立て時の労働コストの50 %

を占めています。

これらの課題に対するソリューションとして、車載イーサネットが注目されています。こ

れは、WiFiがDSRC(Dedicated Short-Range Communications)の基盤であるのと同様で

す。イーサネットは、ローカル・エリア・ネットワーク(LAN)の分野で広く用いられている、

よく知られた信頼されているテクノロジーです。マルチポイント接続、広帯域幅、低遅延

といったイーサネットの利点は、車載用機器メーカーにとって魅力的です。ただし、従来

のイーサネットは、自動車に使用するにはノイズが多く、干渉に弱いという欠点があります。

IEEEでは、自動車業界固有のニーズに応えるために、新しい規格とプロトコルを策定して

います。

自律運転車と先進的運
転支援システム(ADAS)
のために、広帯域幅と低
遅延に対する需要が高
まっています。

車載イーサネットは、高
速車載用ネットワーク
の新しい基盤になって
います。

その実装を成功させる
ためには、トランスミッ
ター、レシーバー、リン
クセグメント、上位レイ
ヤーのプロトコル機能
の包括的なテストが必
要です。
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自律運転にはより多くのデータと高い速度が必要
自律運転車を可能にするテクノロジーには、さまざまな種類の新しい電子部品が関わっています。

最初のカテゴリは、レーダー、LIDAR(Light Detection And Ranging)、カメラに関するセンサ

フュージョンを可能にするものです。2番目のカテゴリは、車両間(V2V)、車両－ネットワーク間、

(V2N)、車両－インフラ間(V2I)、車両－歩行者間(V2P)、車両－ユーティリティー間(V2U)および

最終的には車両とあらゆるものの間(V2X)の無線通信を実現するものです。自律運転に必要なコン

ポーネントとしては、これ以外に、高精度ナビゲーションシステムによる高解像度(HD)マッピン

グ、強力な信号処理、人工知能(AI)といったいくつかの隣接する要素が挙げられます。

これらのテクノロジーは、膨大な量のデータの生成、送信、受信、記憶、処理を行います。例えば、

LIDARモジュールは、自動車の周囲360 °のきわめて正確な高解像度3D画像データを生成します。

LIDARモジュールからのデータレートは70 Mbps、カメラは40 Mbps、レーダーは100 Kbps、

ナビゲーションシステムは50 Kbpsに及びます。

さらに、高レベルの自律運転システムでは、センサの数も大幅に増加するため、全データ発生量

はさらに増えます。例えば、レベル2の自律運転システムでは、前後と左右のガイダンスが実現さ

れるため、ドライバーは手を放したり一時的に目をそらしたりすることができます。これには例

えば、5台のレーダーと5台のカメラが用いられる場合があります。完全自律運転システム（レベル

4と5）では、最大20台のレーダーセンサと6台のカメラ、さらにV2X通信が必要です。自律運転車

が1日に作成するデータは約4 TBに及ぶと予測されます。このデータの送信、記憶、共有を行う

には、遅延がきわめて小さい高速で信頼性の高いネットワークが必要なので、車載イーサネット

に基づく高スループットで低遅延のネットワークが注目を浴びています。

車載用シリアルバスの概要
自律運転車や先進的運転支援システムに車載イーサネットが必要な理由を理解するには、CAN、

LVDS、LIN、MOST、FlexRay、CAN FDといった従来の主要な車載用シリアルバスについて知

ることが役立ちます。
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CaN(Controller area Network) - 1983年
CANはBoschによって最初に開発された共有シリアルバスで、動作速度は最大1 Mbpsです。

CANはISOの規格プロセスで規格化されました。その利点は、費用効率と信頼性です。欠点は、

共有アクセスと帯域幅の狭さです。CANは、パワートレイン、シャーシ、車体エレクトロニクス

に用いられます。

LVDS(Low Voltage Differential Signaling) - 1994年
LVDSは、共有バスでなくポイントツーポイントリンクです。MOST(Media Oriented Systems 

Transport)よりもコストが大幅に低く、多くの自動車メーカーはこれをカメラやビデオのデータ

用に使用しています。ただし、1つのLVDSリンクは一度に1つのカメラまたはビデオ出力とのイ

ンタフェースにしか使用できません。

LiN(Local interconnect Network) – 1998年
LINは、自動車メーカーとテクノロジーパートナーのコンソーシアムによって開発されました。

速度は19,200 bpsと低く、必要な共有ワイヤーの数はCANが2本であるのに対して1本だけです。

CANではすべてのノードが平等に扱われるのに対して、LINはマスター／スレーブアーキテク

チャーを採っています。LINはCANより低コストであり、速度とコストはミラー、パワーシート、

アクセサリなどの車体エレクトロニクスに適しています。

MOSt(Media Oriented Systems transport) - 1998年
MOSTはリングアーキテクチャーを採っており、ファイバーまたは銅線のインターコネクトを通

じて最大150 Mbps(MOST150)で動作します。各リングには最大64台のMOSTデバイスを接続で

きます。MOSTの利点は自動車市場用としては比較的帯域幅が広いことですが、同時にコストも

高くなります。当初はカメラまたはビデオ接続専用に設計されました。



4www.keysight.co.jp

Flexray - 2000年
FlexRayは共有シリアルバスであり、最大10 Mbpsで動作します。開発したのは、半導体メーカー、

自動車メーカー、インフラプロバイダーのグループであるFlexRayコンソーシアムです。CANと

異なり、エラー回復が組み込まれておらず、エラー処理はアプリケーションレイヤーに任されて

います。CANより帯域幅が広いことが利点ですが、コストの高さと共有メディアであることが欠

点です。FlexRayは、ドライブバイワイヤー、アクティブサスペンション、アダプティブ・クルー

ズ・コントロールといった高性能のパワートレーンや安全システムに用いられます。

CaN FD(Flexible Data-rate) - 2012年
CAN FDはBOSCHが2012年に発表したもので、CANバスプロトコルの拡張です。車載用ネット

ワークの帯域幅要件の拡大に対処するために開発されました。CAN FDでは、プロトコル遅延の

最小化と帯域幅の拡大により、より正確でリアルタイムに近いデータを提供できます。CAN FD

は既存のCANネットワークと互換性があります。

車載イーサネット
従来の車載用シリアルバスはさまざまな車載用アプリケーションで重要な役割を果たしてきまし

たが、制限もあります。それを解決するのが車載イーサネットです。例えば、ほとんどの車載シ

リアルバスは、LIDARに必要な70 Mbpsのデータ転送を実現できません。さまざまなセンシング

テクノロジーや無線通信を統合する際には、LIDAR、レーダー、カメラ、V2X通信のすべてを同

時に使用することが珍しくありません。この場合、転送されるデータの量は、従来の車載用シリ

アルバスの能力を超えてしまいます。このために、自動車業界は、自律運転やADASを実現する

ために車載イーサネットに目を向け始めています。
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車載イーサネットとは
車載イーサネットは、自動車内の電子部品の接続に用いられる有線ネットワークです。自動車業

界の帯域幅、遅延、同期、干渉（例：EMI）、セキュリティー、ネットワーク管理の要件を満たす

ように設計されています。車載イーサネットの概念はBroadcomによって提唱され、その後に

OPEN (One-Pair Ether-Net) Allianceで採用され、策定されました。OPENでは、Broadcomの

100 Mbps BroadR-Reachをマルチベンダーのライセンスソリューションとして後援しています。

100 Mbpsの物理層実装は、1 Gbpsイーサネットのテクノロジーを利用して、1つのペアで双方

向の100 Mbps伝送を実現しています。これはエコーキャンセルと組み合わされ、高度なエンコー

ディングを使用して基本周波数が66 MHz（元は125 MHz）に下げられます。これにより、オート

モーティブEMI仕様を満たすイーサネットが実現されます。IEEEとOPEN Allianceは、100 Mbps

と1000 Mbpsの車載イーサネットの物理層規格を、IEEE 802.3および802.1グループで作成し、

保守しています。

最初の頃は、イーサネットは診断とファームウェア更新だけに用いられ、DLC診断ポートからゲー

トウェイへの1つの100Base-T1 1TPCEリンクが使用されていました。図1は、車載イーサネット

の新しい役割を示しています。これは高速ギガビットイーサネットの1000Base-T1 RTPGEリン

クを使用した新しいバックボーンです。
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図1.　車載イーサネットの新しい役割
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車載イーサネットが必要な理由
車載イーサネットは、車内電子システム間の接続と通信、自律運転、ADASシステムに使用する

場合、従来の車載用シリアルバスに比べて明らかな利点があります。車載用エレクトロニクス

のアーキテクチャーはますます複雑になっており、センサ、コントローラー、インタフェース

の数、帯域幅要件、コンピューターの数、通信リンクの数がすべて拡大しています。

これらのシステムを接続するワイヤーハーネスは、今や自動車で3番目にコストがかかり、3番

目に重いコンポーネントなのです。現在、自動車メーカーはさまざまな独自規格を通信用に使

用しています。ほとんどのコンポーネントは専用のワイヤーやケーブルで接続されています。

車載イーサネットは、すべての通信のための統一規格として利用できます。接続に必要なのは、

各電子部品から中央のネットワークスイッチまでの1対のケーブルペアだけです。Broadcomと

Boschの共同研究によれば、UTP(Unshielded Twisted Pair)ケーブルと小型のコネクタを使用

することで、コストを最大80 %、配線重量を最大30 %削減できる可能性があります。

図2.　車載イーサネットの進歩
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車載イーサネットテクノロジーの進化
表2に示した進化は、次のようなさまざまなテクノロジー分野の進歩によって可能になりました。

aUtOSar(automotive Open System architecture)
AUTOSARは、オープンな標準化された車載用ソフトウェアアーキテクチャーです。その開発は、

自動車メーカー、サプライヤ、ツール開発者によって共同で行われました。AUTOSARには、自

動車で使用される車載用TCP/ IPスタックが含まれています。AUTOSARは自動車業界で事実上の

標準として認められており、各自動車メーカーは規格自体でなくその実装に関して競争していま

す。標準の実装では、複数のデバイスが1つの共有ネットワーク上でシームレスに動作できます。

One-Pair ether-Net(OPeN)
Broadcomは、100 Mbpsの銅線イーサネットインタフェースの到達距離を伸ばすための独自物

理層規格として、BroadR-Reachを開発しました。この物理層では、マルチレベルPAM-3シグナ

リングやエンコーディングの改善といったギガビット銅線イーサネットのテクノロジーを利用す

ることで、ケーブルに必要な帯域幅が低減されています。また、エコーキャンセラーを使用して、

双方向のデータを1つのペアで伝送可能にしています。この規格は、100Base-Tの62.5 MHzと比

べて帯域幅が27 MHzと狭いので、車載用機器のEMI要件を満たします。OPEN SIGは、自動車市

場の主要な企業の支援を受けて、ライセンスされるオープン標準を作成しました。100 Mbpsは

ビデオ伝送には十分でも、ADASや自律運転システムを視野に入れた自動車のバックボーンとし

ては不十分であることが業界で認識され始めたため、OPEN SIGの働きかけで、1本のツイストペ

アで1000 Mbps(1 Gbps)を伝送するための新しい規格を定義するタスクフォースが、IEEE 802.3

作業グループ(802.3bp)内に設立されました。このギガビットイーサネット物理層は、

1000Base-T1（1は1ペアの意味）と呼ばれています。

図3.　車載イーサネットの物理層テストポイント
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時刻同期
自動車の一部のアルゴリズムでは、複数のセンサの同時サンプリングや、測定が実行された時刻

の参照が必要になることがあります。これらの測定は異なるノードで実行されるので、車内のす

べてのノードの間の時刻同期は、マイクロ秒以下の分解能で正確である必要があります。同期タ

イ ミ ン グ 規 格 と し て は、 IEEE 802.1AS Timing and Synchronization for Time-Sensitive 

Applications in Bridged Local Area Networksが選択されています。この規格は、IEEE 1588 

v2用のプロファイルを使用して、マスタークロックを選択するための簡素化された高速な方法を

導入しています。

タイムトリガイーサネット
時間が重要な一部の制御では、コントローラーがセンサ読み値を高速に取得したり、タイミング

が重要な機能を制御したりするために、通信遅延を1マイクロ秒以下に抑える必要があります。従

来のイーサネットでは、新しいパケットは既存のパケットが完了するまで待つ必要があるため、

ギガビットの速度でも数百マイクロ秒かかる場合があります。IEEE 802.3br(Interspersed 

Express Traffic)タスクフォースがこの問題に対処するために開発しているシステムでは、高優先

度のパケット（エクスプレスパケットと呼ばれます）が既存のパケットに割り込むことができ、割

り込まれたパケットはエクスプレスパケットの伝送後に続行されます。

aVブリッジング
ADASでは、カメラやその他のセンサからのデータを適切なタイミングで取得できることが必要

です。コンピューターでビデオを見る場合には、ネットワークの信頼性の低いタイミングを補正

するためにバッファリングが用いられますが、車載用AVシステムでは、制御された遅延と保証さ

れた帯域幅の両方が必要です。Time-Sensitive Networkingタスクグループでは、時刻同期され

た低遅延のストリーミングサービスを可能にする仕様を提供しています。

実装の成功のための包括的テスト要件
車載イーサネットのエンジニアは、信号ノイズ、信号品質、クロストーク、反射、インピーダン

ス整合、DCパワーインテグリティーといった通常の高周波ボードデザインの課題に取り組んでい

ます。

これに加えて、車載イーサネットでは、実装の成功と信頼性の高い動作のために、物理層、プロ

トコル、コンフォーマンス、セキュリティー、ハーネスに関する包括的なテストが必要です。

物理層のコンプライアンスに関しては、図3に示すように、3つのテストポイントがあります。す

なわち、トランスミッター（プロトコルトリガ／デコードを含む）、リンクセグメント（ハーネスと

コネクタを含む）、レシーバーです。
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トランスミッターテスト
送信部のテストは、他の高速デジタル物理層特性評価ソリューションと同様です。重要なのは、

プロトコルトリガ／デコード・ソフトウェア・パッケージを提供しているテストソリューション

を選ぶことです。これにより、データトラフィックやプロトコルレイヤーを観察して、早期デザ

インのデバッグ時間を節約できます。必要なコンプライアンステストはすべてセットアップ、構成、

レポートにパッケージ化されている必要があります。これにより、デザイナーは本来の設計業務

と期日に集中できます。

レシーバーテスト
ビット・エラー・レート・テスト（BERTまたはBERテスト）機能を備えた信頼性の高い

100Base-T1レシーバー (RX)コンプライアンスアプリケーションは、必要なすべてのテスト機器

を自動的に設定することが必要です。これにより、テストプロセス全体を簡素化して時間を節約

できます。

 • レシーバーコンプライアンステストの簡素化

 • 必要な機器をすべて自動的に設定することでテスト時間を短縮

 • 被試験デバイスとの接続をダイアグラムに表示

 • 印刷可能な合否判定HTMLレポート（マージン解析を含む）を作成
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リンク・セグメント・テスト
リンク・セグメント・コンプライアンス・ソリューションは、ケーブルテスト、コネクタテスト、

通信チャネルテスト、クロストークに関するコネクタテスト、通信チャネル全体のクロストーク

テストをサポートする必要があります。

上位レイヤー・プロトコル・テスト
車載イーサネットは、物理層だけに留まるわけではありません。検証ソリューションには、車載

用TCP/IPスタック、時刻同期(IEEE 802.1AS)、オーディオ・ビデオ・ブリッジング・トランスポー

ト(802.1Qav)、スケジュールされたトラフィック伝送(IEEE 802.1Qbv)のプロトコルインプリメ

ンテーションを含む上位レイヤーのテスト方法が備わっている必要があります。図4に、車載イー

サネットスタックの全体を示します。
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