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要約
先進運転支援システム(ADAS)によって、自動車はより安全
な運転が可能になっています。これらのシステムのカメラ
は、センサー、高度なアルゴリズム、およびマイクロプロセッ
サとの組み合わせで、道路の障害物に対するドライバーへ
の警告、必要な場合のブレーキング、死角の指摘などを行
います。適切な動作のために、ADASアプリケーションは特
定の電圧精度および負荷過渡の要件に適合した電源を必要
とします。このホワイトペーパーでは、車載バッテリ電圧
の適切な安定化を確保し、自動車の過酷な動作環境でADAS
カメラ、センサー、およびプロセッサに十分な給電を行う
ために必要となる基準について解説します。
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はじめに
より安全な運転の確保

今日の車載
パワーマネージ
メントICは、
高精度、柔軟、
小型である必要
があります。

ADASなどのアプリケーションによって、
ドライバーをより安全な経路に導く高度
なアルゴリズムを実行するために、自動
車内の処理能力の増強が進んでいます。
処理能力の増強にともなって、当然、シ
ステムの性能目標に応じた電源の管理が
必要になります。しかし、自動車のノイ
ズの多い動作環境で、複数の電子サブシ
ステムに対して、電力の需要と電力の制
約とのバランスを取るのは非常に難しい
課題です。
ADASモジュール、インフォテイメント
ヘッドユニット、スマートインスツルメ
ントクラスターなどの急成長しているセ
グメントでは、多くの車載エンジニアは
複数の電源レールを介して各コンポーネ
ントに給電し、多くの場合それぞれに固
有の電圧安定化精度の要件があります(図
1)。これらの厳格なシステム要件に適合
するために、高精度、柔軟性、および小
型ソリューションサイズを提供する車載
パワーマネージメントソリューションが
必要不可欠です。対応が必要なその他の

図1. 車載インフォテインメントシステムは、
高精度、柔軟、小型のパワーマネージメント
ソリューションの恩恵がある車載アプリ
ケーションの1つです。
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重要な考慮事項として、熱的制約、電磁
干渉(EMI)、および発熱があります。

車載サブシステムの
電気的および
電力ニーズへの適合
車載サブシステムの電気的および電力の
考慮事項の管理には、微妙なバランスが
要求されます。プロセッサ、メモリ、ディ
スプレイ、その他のコンポーネントは、
さまざまな電流レベルで十分に安定化さ
れた電圧を必要とします。それに対して、
過度な発熱なくこれらの重要な回路の動
作に必要な電力を提供するために、レギュ
レータは効率的である必要があります。
複数の電源レールが関係する場合、管理
が必要な電圧および電流スパイクが大幅
に増えるため、問題が非常に複雑になり
ます。自動車の特定の電圧レールには、
固有の電圧精度の要件があります。たと
えば、性能レベルを保証するために、通
常システムオンチップ(SoC)コアには特
定の電圧許容範囲が規定されています。
電圧が仕様範囲外の場合、プロセッサ性
能 は 保 証 さ れ ま せ ん。 安 全 性 に 対 す る
ADASアプリケーションの重要性を考え
ると、これは明らかに容認しがたい方針
です。
次に、自動車の電気的および熱的環境を
計算に入れる必要があります。自動車の
DCレールはノイズが多いものです。コー
ルドクランク、ウォームクランク、また
はロードダンプの場合など、さまざまな
温度状況で自動車を始動させるとき、大
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図2. マキシムの車載PMICは伝導性および放射性エミッション試験を受け、厳格な
CISPR 25クラス5仕様に合格しています。

幅かつ突然の電圧低下が発生します。こ
れらの負荷過渡は、基本的にプロセッサ
が突然需要の増大に直面し、より多くの
電流を消費するときに発生します。たと
えば、ある瞬間にプロセッサがスタンバ
イモードで、ピーク電力の約3分の1を消
費しているとします。次に、プロセッサ
が動作を要求されると、最大量の電流を
消費する可能性があります。この場合、
スイッチング電源の出力電圧は一時的に
低下し、その後上下に変動してから目標
電圧で安定化します。これらの負荷過渡
に対処する上で重要なのは、優れた設計
のパワーコンバータを使用して出力電圧
振幅を管理し、仕様範囲から外れてプロ
セッサの性能に影響を与えるのを防ぐこ
とです。
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EMIは、エンジニアが軽減する必要があ
るもう1つの課題です。自動車には内部と
外部の両方から発生する大量のRF電気的
ノイズがあり、EMIの原因となってさま
ざまな車載サブシステムの動作を妨害し
ます。現代の自動車の内部には、車載ネッ
トワークシステムからセーフティシステ
ムまで大量の電気的サブシステムがあり、
非常に狭いスペースですべてが密集して
います。外部では、携帯電話から送電塔
まで、あらゆるものがノイズを放射し、
自動車の性能に影響を与える可能性があ
ります(図2)。車載製品OEM各社は、電
子サブシステムが過大なEMIを放射しな
いこと、および他のサブシステムからの
ノイズに対する耐性があることを確保す
る必要があります(国際無線障害特別委員
会のCISPR 25は、自動車内の伝導性お
よび放射性エミッションの規格を提供し
ています)。
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EMIは自動車に
とってより
大きい問題と
なっていますが、
すべての軽減
手段が自動車に
適するわけでは
ありません。

システムの電源要件への対応に利用可能
なオプションが限られているため、既存
システムの多くは各電圧レール用にディ
スクリートの電源ソリューションを利用
しています。たとえば、ティア1企業の一
部は、設計に含まれる各DC電源レール用
にそれぞれ1組のリニアおよびスイッチン
グDC-DCレギュレータを使用しています。
しかし、この方法では各レールの要件に
対応して最適な部品を注意深く選択する
必要があり、専門知識が要求されます。
最適な組み合わせではない場合、周波数
の混合によってEMIおよび妨害の問題が
発生する可能性があります。また、より
大きい容量を備えた部品を設計に取り入
れ、負荷過渡に伴う電圧リップルを緩衝
する方法を採る企業もあります。しかし、
より大きい容量を備えた車載認定部品は
高コストです。EMIに関しては、金属筐
体でADASサブシステムを放射からシー
ルドするのが効果的ですが、トレードオ
フとしてコストと重量が増加します。そ
れに対して、スペクトラム拡散周波数変
調はEMIの低減に有効であることが実証
されています。

EMI規格に適合する車載
グレードPMIC

マキシムの車載認定PMICの広範なポート
フォリオは、あらゆるマイクロプロセッ
サまたはマイクロコントローラとの組み
合わせで動作し、電源要件に対応すると
ともに高効率と小型実装面積のニーズも
満たします。低電圧PMICファミリの最新
製品には、以下があります(多くの製品には、
ピンコンパチブルのASIL-Cバージョンが
あります)。
• MAX20014： 高 効 率、3出 力DC-DC
コンバータで、同期整流3.8V〜8.5VOUT
750mAブーストコンバータ、デュアル
同 期 整 流1A〜3Aバ ッ ク コ ン バ ー タ、
2.2MHzスイッチング周波数、および
スペクトラム拡散発振器を内蔵し、24
ピ ン TQFN-EP パ ッ ケ ー ジ (4mm x
4mm)で提供されます。このデバイス
は36V、3A高電圧バックコンバータ
のMAX20003と組み合わせて使用され
ます。
• MAX20075/76：36V、600mA/1.2A
ミニバックコンバータで、3.5µAの自
己消費電流を備え、ハイサイドおよび
ローサイドスイッチを内蔵し、12ピン
TDFNパッケージ(3mm x 3mm)で提供
されます。
ADASア プ リ ケ ー シ ョ ン の カメラ用に、
マキシムは以下のような新しいカメラ保
護PMICも提供しています。

ADASの性能および電源の要件を満たし
ながらEMI規格に合格するためには、車
載グレードのパワーマネージメント集積 • MAX20087：ASIL-B/Dグレードクワッ
ド/デュアルカメラ電源プロテクタICで、
回路(PMIC)が必要です。これらのデバイ
ハイサイド電流制限を備え、個々のカ
スで提供される高レベルの集積によって、
メラモジュールを保護します。
全体的なソリューションサイズが削減さ
れます。スペクトラム拡散発振器の内蔵 • MAX20019：デュアル同期整流バック
によって、EMIの影響を低減します。全
コンバータで、業界最小の3.2MHzデュ
温度および電圧動作範囲にわたる高い出
ア ル ス テ ッ プ ダ ウ ン 電 源 を2mm x
力電圧精度によって、デバイスが厳格な
3mmのパッケージで提供します。
SoCコア電圧の要件を満たすことを確保
します。
自動車用安全度水準(ASIL)準拠は、機能
安全の保証を提供します。
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図3. マキシムのパワーマネージメントソリューションは、さまざまな車載サブシステムに
内蔵することができます。

まとめ
次世代の自動車で、カメラ、センサー、マイクロプロセッサ、その他のADASアプリケー
ションの基盤となる部品の普及拡大が続く中、それらの電源を高精度で管理すること
がより重要になっています。車載グレードのPMICは、電力の需要と電力の制約との
バランスを取りながら、EMIおよび小型ソリューションサイズの要件に対応し、セー
フティ機能の十分な働きを確保する上で重要な役割を果たします。

さらに詳しく
マキシムのADAS用パワーマネージメント技術の詳細をご覧ください。

詳細について：
www.maximintegrated.com/jp/adas
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