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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アクチュエータを用いて前進用係合要素及び後退用係合要素の係合又は解除を切替える
レンジ切替装置と、
　ドライバがレンジ切替操作を入力するレンジ切替操作部と、
　前記レンジ切替操作部の状態に基いて前記レンジ切替装置の前記アクチュエータを制御
するレンジ切替制御手段と
　を備える四輪自動車用のシフトバイワイヤ制御システムであって、
　四輪自動車のエンジンを停車時に自動的に停止させかつ発進準備動作に応じて自動的に
再始動させるともに、所定の自動再始動禁止条件が充足された場合に前記エンジンの自動
再始動を禁止するアイドルストップ制御手段を備え、
　前記レンジ切替制御手段は、前記アイドルストップ制御手段が前記エンジンの自動再始
動を禁止している場合に、前記レンジ切替操作部の状態に関わらず、前記前進用係合要素
及び前記後退用係合要素をともに解除する走行禁止制御を実行するとともに、ドライバの
エンジン始動操作に応じたスタータモータの駆動を許容する状態とすること
　を特徴とする四輪自動車用のシフトバイワイヤ制御システム。
【請求項２】
　車両の発進準備状態を判別する発進準備状態判別手段を備え、
　前記レンジ切替制御手段は、前記発進準備状態判別手段が前記発進準備状態が不成立で
あると判別した場合に、前記レンジ切替操作部の状態に関わらず、前記前進用係合要素及
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び前記後退用係合要素をともに解除する走行禁止制御を実行すること
　を特徴とする請求項１に記載の四輪自動車用のシフトバイワイヤ制御システム。
【請求項３】
　前記発進準備状態判別手段は、運転席シートベルトが未装着である場合に前記発進準備
状態が不成立であると判別すること
　を特徴とする請求項２に記載の四輪自動車用のシフトバイワイヤ制御システム。
【請求項４】
　前記発進準備状態判別手段は、運転席ドアが開放状態である場合に前記発進準備状態が
不成立であると判別すること
　を特徴とする請求項２又は請求項３に記載の四輪自動車用のシフトバイワイヤ制御シス
テム。
【請求項５】
　前記レンジ切替制御手段は、電源からの供給電圧が所定値以下である場合に、前記走行
禁止制御を実行すること
　を特徴とする請求項１から請求項４までのいずれか１項に記載の四輪自動車用のシフト
バイワイヤ制御システム。
【請求項６】
　車両が停止状態でありかつ前記走行禁止制御を実行する場合に、路面の前後方向傾斜が
所定値以上である場合には前記自動変速機の出力軸をロック機構によりロックすること
　を特徴とする請求項１から請求項５までのいずれか１項に記載の四輪自動車用のシフト
バイワイヤ制御システム。
【請求項７】
　車両の停止状態でありかつ前記走行禁止制御を実行する場合に、路面の前後方向傾斜が
所定値以上である場合には車輪に設けられたブレーキ装置を制動状態とすること
　を特徴とする請求項１から請求項６までのいずれか１項に記載の四輪自動車用のシフト
バイワイヤ制御システム。
【請求項８】
　イグニッションスイッチのオフ操作後、所定時間経過後に前記レンジ切替装置への電力
供給を遮断するセルフシャットリレーと、
　車両の走行速度が所定値以上である場合に、イグニッションスイッチからの入力信号の
状態に関わらず前記セルフシャットリレーによる電力供給の遮断を禁止するセルフシャッ
ト禁止手段と
　を備えることを特徴とする請求項１から請求項７までのいずれか１項に記載の四輪自動
車用のシフトバイワイヤ制御システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、自動変速機のレンジ切替をアクチュエータを用いて行なう四輪自動車用のシ
フトバイワイヤ制御システムに関し、特に車両の状態に応じて適切に非走行レンジへの切
替を行うものに関する。
 
【背景技術】
【０００２】
　自動車等に設けられるＣＶＴや、プラネタリギヤ式ステップＡＴ等の自動変速機におい
ては、前進クラッチ、後退クラッチ等の係合要素への供給油圧を制御することによって、
前進、後退、中立レンジ等の切り替えを行っている。
　従来、一般にこのような前進、後退、中立レンジの切り替えは、ドライバが操作する操
作レバーと機械的なリンケージで接続されたマニュアルバルブによって行っていた。
　また、近年では、操作レバーと変速機との間に機械的なリンケージを設けず、電気的な
信号のみによって走行レンジの切り替えを行う、いわゆるシフトバイワイヤ化が提案され
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ている。
【０００３】
　このような自動変速機のシフトバイワイヤ化に関する従来技術として、例えば特許文献
１には、３個のソレノイドバルブによってそれぞれスプールバルブを作動させ、前進用及
び後退用の油圧サーボへの供給油圧を切り替えるレンジ切替装置が記載されている。
　また、特許文献２には、イグニッションスイッチがオフの状態で自動的にパークロック
機構が作動するシフトバイワイヤシステムにおいて、イグニッションスイッチがオフの状
態で自動変速機のレンジがＰレンジと異なるときに、シフトスイッチの位置とは無関係に
自動変速機のレンジをＰレンジにするとともに、イグニッションスイッチがオンからオフ
にされた状態で、シフトスイッチがＰレンジ以外である場合に、シフトスイッチがＰレン
ジとなるまで自動変速機のレンジ切替を禁止することが記載されている。
　また、特許文献３には、変速指示スイッチからの信号に基づいて変速レンジを切替操作
する駆動モータを制御するシフトバイワイヤシステムにおいて、車速センサの車速センサ
とイグニッションスイッチのオンオフ信号とを制御回路に入力し、イグニッションスイッ
チをオフした駐停車時にパーキングレンジに自動復帰するようにしたものが記載されてい
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００８－１２８４７５号公報
【特許文献２】特開２００４－３２４８４９号公報
【特許文献３】実開昭６４－１７０５９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　シフトバイワイヤ制御を行っている車両において、ドライバがシートベルトを着用して
いなかったり、運転席ドアが開放され、発進準備が整わない状態で車両が走行可能な状態
になることは、安全上好ましくない。
　また、システムへの供給電圧が低下している場合も、ＣＰＵやアクチュエータ等の誤作
動が懸念されるため、車両が走行可能な状態とすることは好ましくない。
【０００６】
　また、アイドルストップ制御において、エンジンを自動的に停止させた後、何らかの理
由によりエンジンの自動再始動が禁止された場合、通常はドライバが手動でエンジン始動
操作をしても、自動変速機が走行レンジであるためインヒビタ回路が遮断されてスタータ
モータへの通電が不可能であり、エンジンを再始動させることはできない。
　また、例外処理としてインヒビタ回路をオンとして、スタータモータへの通電を許可し
たとしても、走行レンジのまま始動操作を行うことは危険である。
　このようは場合、正規な運転操作としては、一旦非走行レンジにシフトしてからエンジ
ン始動操作を行ない、その後走行レンジに戻すことになるが、非常時にこのような動作を
ドライバに強いることは負担が大きく、また、ドライバがパニックに陥ることが懸念され
る。
　上述した問題に鑑み、本発明の課題は、車両の状態に応じて適切に非走行レンジへの切
替を行うことが可能な四輪自動車用のシフトバイワイヤ制御システムを提供することであ
る。
 
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、以下のような解決手段により、上述した課題を解決する。
　請求項１に係る発明は、アクチュエータを用いて前進用係合要素及び後退用係合要素の
係合又は解除を切替えるレンジ切替装置と、ドライバがレンジ切替操作を入力するレンジ
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切替操作部と、前記レンジ切替操作部の状態に基いて前記レンジ切替装置の前記アクチュ
エータを制御するレンジ切替制御手段とを備える四輪自動車用のシフトバイワイヤ制御シ
ステムであって、四輪自動車のエンジンを停車時に自動的に停止させかつ発進準備動作に
応じて自動的に再始動させるともに、所定の自動再始動禁止条件が充足された場合に前記
エンジンの自動再始動を禁止するアイドルストップ制御手段を備え、前記レンジ切替制御
手段は、前記アイドルストップ制御手段が前記エンジンの自動再始動を禁止している場合
に、前記レンジ切替操作部の状態に関わらず、前記前進用係合要素及び前記後退用係合要
素をともに解除する走行禁止制御を実行するとともに、ドライバのエンジン始動操作に応
じたスタータモータの駆動を許容する状態とすることを特徴とする四輪自動車用のシフト
バイワイヤ制御システムである。　
　これによれば、アイドルストップ制御によるエンジンの自動再始動が何らかの理由によ
り禁止された場合に、ドライバが手動で非走行レンジに切り替えることなくスタータモー
タの駆動が可能となり、さらにこのとき車両が動き出すことがないため、ドライバの操作
負担が軽減され、パニック等に陥ることを防止できる。
　請求項２に係る発明は、車両の発進準備状態を判別する発進準備状態判別手段を備え、
前記レンジ切替制御手段は、前記発進準備状態判別手段が前記発進準備状態が不成立であ
ると判別した場合に、前記レンジ切替操作部の状態に関わらず、前記前進用係合要素及び
前記後退用係合要素をともに解除する走行禁止制御を実行することを特徴とする請求項１
に記載の四輪自動車用のシフトバイワイヤ制御システムである。
　これによれば、車両の発進準備が整わない場合に、前進用係合要素及び後退用係合要素
をともに解除することによって、車両の動き出しを防止し、安全性を向上することができ
る。
 
【０００８】
　請求項３に係る発明は、前記発進準備状態判別手段は、運転席シートベルトが未装着で
ある場合に前記発進準備状態が不成立であると判別することを特徴とする請求項２に記載
の四輪自動車用のシフトバイワイヤ制御システムである。
　請求項４に係る発明は、前記発進準備状態判別手段は、運転席ドアが開放状態である場
合に前記発進準備状態が不成立であると判別することを特徴とする請求項２又は請求項３
に記載の四輪自動車用のシフトバイワイヤ制御システムである。
　これらの各発明によれば、一般的な車両に設けられている既存のセンサ、スイッチ等を
用いて、簡易かつ低コストに車両の発進準備状態を判別することができる。
 
【０００９】
　請求項５に係る発明は、前記レンジ切替制御手段は、電源からの供給電圧が所定値以下
である場合に、前記走行禁止制御を実行することを特徴とする請求項１から請求項４まで
のいずれか１項に記載の四輪自動車用のシフトバイワイヤ制御システムである。
　これによれば、システムへの供給電圧が低下して制御用のＣＰＵやアクチュエータ等の
誤作動が懸念される場合に、車両の走行を防止して信頼性、安全性を確保できる。
 
【００１３】
　請求項６に係る発明は、車両が停止状態でありかつ前記走行禁止制御を実行する場合に
、路面の前後方向傾斜が所定値以上である場合には前記自動変速機の出力軸をロック機構
によりロックすることを特徴とする請求項１から請求項５までのいずれか１項に記載の四
輪自動車用のシフトバイワイヤ制御システムである。
　請求項７に係る発明は、車両の停止状態でありかつ前記走行禁止制御を実行する場合に
、路面の前後方向傾斜が所定値以上である場合には車輪に設けられたブレーキ装置を制動
状態とすることを特徴とする請求項１から請求項６までのいずれか１項に記載の四輪自動
車用のシフトバイワイヤ制御システムである。
　これらの各発明によれば、走行禁止制御を実行した際に車両が傾斜路に停車している場
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合に、車両の動き出しを防止して安全性をより向上できる。
 
【００１４】
　請求項８に係る発明は、イグニッションスイッチのオフ操作後、所定時間経過後に前記
レンジ切替装置への電力供給を遮断するセルフシャットリレーと、車両の走行速度が所定
値以上である場合に、イグニッションスイッチからの入力信号の状態に関わらず前記セル
フシャットリレーによる電力供給の遮断を禁止するセルフシャット禁止手段とを備えるこ
とを特徴とする請求項１から請求項７までのいずれか１項に記載の四輪自動車用のシフト
バイワイヤ制御システムである。
　これによれば、例えばイグニッションスイッチ及びその配線等に故障等が発生した場合
であっても、セルフシャットが作動してシステムへの供給電圧が遮断され、制御不能とな
ることを防止できる。
 
【発明の効果】
【００１５】
　以上説明したように、本発明によれば、車両の状態に応じて適切に非走行レンジへの切
替を行うことが可能な四輪自動車用のシフトバイワイヤ制御システムを提供することがで
きる。
 
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明を適用した四輪自動車用のシフトバイワイヤ制御システムの実施例の構成
を模式的に示すブロック図である。
【図２】図１のシフトバイワイヤ制御システムにおける発進準備未完了時及び低電圧時の
制御を示すフローチャートである。
【図３】図１のシフトバイワイヤ制御システムにおけるアイドルストップ再始動禁止時の
制御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】
【００１７】
　本発明は、車両の状態に応じて適切に非走行レンジへの切替を行うことが可能な四輪自
動車用のシフトバイワイヤ制御システム（以下単に「シフトバイワイヤ制御システム」と
称する）を提供する課題を、運転席ドア開放時、シートベルト未装着時、バッテリ供給電
圧低下時、アイドルストップシステムの自動再始動禁止時等に前進クラッチ及び後退クラ
ッチをともに解除することによって解決した。
 
【実施例】
【００１８】
　以下、本発明を適用したシフトバイワイヤ制御システムの実施例について説明する。
　実施例のシフトバイワイヤ制御システムは、例えば、ガソリンエンジン等のエンジンを
走行用動力源とする乗用車等の自動車に設けられ、ＣＶＴ、ステップＡＴ等の自動変速機
のレンジ切替を行うものである。
　図１は、実施例のシフトバイワイヤ制御システムの構成を模式的に示すブロック図であ
る。
　シフトバイワイヤ制御システムは、レンジ切替装置１０、アクチュエータ２０、シフト
バイワイヤ制御ユニット３０等を有して構成されている。
【００１９】
　レンジ切替装置１０は、自動変速機の前進（Ｄ）レンジ、後退（Ｒ）レンジ、ニュート
ラル（Ｎ）レンジ、パーキング（Ｐ）レンジをアクチュエータ２０によって切替えるもの
である。
　レンジ切替装置１０は、前進クラッチ及び後退クラッチをそれぞれ締結、解除する油圧
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制御機構、及び、出力軸を機械的にロックするパーキングロック機構等を有して構成され
ている。
　Ｄレンジは、前進クラッチが締結され、後退クラッチは解除された状態となっている。
　Ｒレンジは、前進クラッチが解除され、後退クラッチは締結された状態となっている。
　Ｎレンジは、前進クラッチ、後退クラッチがともに解除された状態となっている。
　Ｐレンジは、前進クラッチ、後退クラッチがともに解除されるとともに、パーキングロ
ック機構が作動した状態となっている。
【００２０】
　アクチュエータ２０は、レンジ切替装置１０を駆動してレンジの切替動作を行なわせる
例えばモータ、ソレノイド等の電動アクチュエータである。
　アクチュエータ２０は、内部の駆動部材の位置等に基いて、レンジ切替装置１０がどの
レンジ（シフト位置）にあるかを検出するシフト位置センサ２１を備えている。
　シフト位置センサ２１が検出したシフト位置情報は、シフトバイワイヤ制御ユニット３
０に伝達される。
【００２１】
　シフトバイワイヤ制御ユニット３０は、アクチュエータ２０を制御してレンジ切替装置
１０にレンジ切替動作を行なわせるものである。
　シフトバイワイヤ制御ユニット３０は、ＣＰＵ等の情報処理装置、ＲＡＭやＲＯＭ等の
記憶装置、入出力インターフェイス及びこれらを接続するバス等を有して構成されている
。
【００２２】
　シフトバイワイヤ制御ユニット３０には、セルフシャットリレー３１、レンジスイッチ
３２、運転席ドアスイッチ３３、シートベルトスイッチ３４、アイドリングストップシス
テム（ＩＳＳ）制御ユニット３５、バッテリ電圧センサ３６、前後Ｇセンサ３７、車速セ
ンサ３８等が、車載ＬＡＮの一種であるＣＡＮ通信システム等を介して接続されている。
【００２３】
　セルフシャットリレー３１は、シフトバイワイヤ制御ユニット３０に電力を供給すると
ともに、ドライバが図示しないイグニッションスイッチをオフした場合には、シフトバイ
ワイヤ制御ユニット３０のシャットダウンが完了するまで電力を供給した後に、シフトバ
イワイヤ制御ユニット３０からのセルフシャット制御信号に応じて電源供給を遮断するも
のである。
【００２４】
　レンジスイッチ３２は、ドライバがレンジ切替操作（選択操作）を入力するシフトレバ
ー等の操作部に設けられ、シフトレバーによって選択されたレンジに応じたレンジ要求信
号をシフトバイワイヤ制御ユニット３０に伝達する。
　シフトバイワイヤ制御ユニット３０は、レンジスイッチ３２からのレンジ要求信号に応
じて、アクチュエータ２０を駆動し、レンジ切替装置１０を動作させる。
【００２５】
　運転席ドアスイッチ３３は、運転席ドアのキャッチャ部に設けられ、運転席ドアの開閉
状態を検出し、検出結果をシフトバイワイヤ制御ユニット３０に伝達する。
【００２６】
　シートベルトスイッチ３４は、運転席のシートベルトアンカ部に設けられ、シートベル
トの着脱状態を検出し、検出結果をシフトバイワイヤ制御ユニット３０に伝達する。
　運転席ドアスイッチ３３及びシートベルトスイッチ３４は、ドライバがシートベルトを
装着しかつ運転席ドアを閉めた発進準備状態を判別する、本発明にいう発進準備状態判別
手段として機能する。
【００２７】
　ＩＳＳ制御ユニット３５は、車両の停車時に所定のアイドルストップ条件が成立した場
合に、エンジンを自動的に停止させるとともに、例えばブレーキオフ等の所定の再始動条
件が成立した場合に、エンジンを自動的に再始動させるアイドルストップ制御を行うもの
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である。
　また、ＩＳＳ制御ユニット３５は、所定の再始動禁止条件が充足した場合には、エンジ
ンの自動停止後の自動再始動を禁止する機能を備えている。
【００２８】
　バッテリ電圧センサ３６は、シフトバイワイヤ制御システムに電力を供給するバッテリ
の電圧を検出し、シフトバイワイヤ制御ユニット３０に伝達する。
【００２９】
　前後Ｇセンサ３７は、車体の前後方向に作用する加速度を検出することによって、自車
両が停車している路面の前後方向の傾斜（勾配）を判別するものである。
　前後Ｇセンサ３７は、判別された勾配値をシフトバイワイヤ制御ユニット３０に伝達す
る。
【００３０】
　車速センサ３８は、例えば車輪ハブ部に設けられたトーンホイールの回転速度に応じた
車速パルス信号を生成するとともに、車速パルス信号の間隔に応じて車速を検出するもの
である。
　車速センサ３８は、検出された車速をシフトバイワイヤ制御ユニット３０に伝達する。
【００３１】
　また、シフトバイワイヤ制御ユニット３０は、電動パーキングブレーキ制御ユニット４
０、ブレーキ制御ユニット５０等に接続されている。
【００３２】
　電動パーキングブレーキ制御ユニット４０は、機械式のパーキングブレーキ４１と機械
的なリンケージによって接続されたアクチュエータ４２を制御し、パーキングブレーキ４
１の制動、解除を切替えるものである。
【００３３】
　ブレーキ制御ユニット５０は、液圧式のサービスブレーキ５１のフルード液圧を発生す
るハイドロリックコントロールユニット５２を制御し、サービスブレーキ５１の制動、解
除を切替えるものである。
【００３４】
　上述した実施例のシフトバイワイヤ制御システムは、ドライバの発進準備が未了である
場合に車両の走行を防止する制御、バッテリからの供給電圧が低下した場合に車両の走行
を防止する制御、及び、アイドルストップ制御によってエンジンが自動停止した後、自動
再始動が禁止された場合に非走行レンジへ切替えてインヒビタ回路をオンする制御等を実
行している。
　以下、これらの制御について詳細に説明する。
【００３５】
　図２は、図１のシフトバイワイヤ制御システムにおける発進準備未完了時及び低電圧時
の制御を示すフローチャートである。
　以下、ステップ毎に順を追って説明する。
＜ステップＳ１１：イグニッションスイッチ・車速状態判断＞
　シフトバイワイヤ制御ユニット３０は、図示しないイグニッションスイッチからの入力
信号がオフ状態でありかつ車速センサが検出する車速が所定値以上であるか否かを判別し
、これらがともに成立した場合にはステップＳ１２に進む。
　また、これらの一方又は両方が不成立である場合にはステップＳ１３に進む。
【００３６】
＜ステップＳ１２：セルフシャット禁止＞
　シフトバイワイヤ制御ユニット３０は、セルフシャットリレー３１によるシフトバイワ
イヤ制御ユニット３０への電力供給遮断（リレー接点開動作）を禁止し、ステップＳ１３
に進む。
【００３７】
＜ステップＳ１３：運転席ドア状態判断＞
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　シフトバイワイヤ制御ユニット３０は、運転席ドアスイッチ３３からの入力に基いて、
運転席ドアの開閉状態を判別し、運転席ドアが開放されている場合はステップＳ１６に進
む。
　また、運転席ドアが閉塞されている場合はステップＳ１４に進む。
【００３８】
＜ステップＳ１４：運転席シートベルト状態判断＞
　シフトバイワイヤ制御ユニット３０は、シートベルトスイッチ３４からの入力に基いて
、運転席乗員のシートベルト装着状態を判別し、シートベルトが装着されていない場合は
ステップＳ１６に進む。
　また、シートベルトが装着されている場合はステップＳ１５に進む。
【００３９】
＜ステップＳ１５：バッテリ低電圧判断＞
　シフトバイワイヤ制御ユニット３０は、電圧センサ３６からの入力に基いて、バッテリ
の電圧を判別し、電圧が所定の閾値以下である低電圧状態である場合はステップＳ１６に
進む。
　また、低電圧状態でない場合は一連の処理を終了（リターン）する。
【００４０】
＜ステップＳ１６：勾配値判断＞
　シフトバイワイヤ制御ユニット３０は、前後Ｇセンサ３７からの入力に基いて、現在自
車両が停車している路面の前後方向の勾配値を判別し、勾配値が所定の閾値以上である場
合はステップＳ１７に進む。
　また、勾配値が閾値未満である場合はステップＳ１８に進む。
【００４１】
＜ステップＳ１７：車速判断＞
　シフトバイワイヤ制御ユニット３０は、車速センサ３８からの入力に基いて、現在の自
車両の車速を判別し、車速が所定の閾値以下である場合はステップＳ１９に進む。
　また、車速が閾値超である場合はステップＳ１８に進む。
【００４２】
＜ステップＳ１８：Ｎレンジシフト＞
　シフトバイワイヤ制御ユニット３０は、自動変速機の前進クラッチ及び後退クラッチが
ともに解除され、パーキングロック機構は解除されたＮレンジ状態とする。
　その後、一連の処理を終了（リターン）する。
【００４３】
＜ステップＳ１９：Ｐレンジシフト＞
　シフトバイワイヤ制御ユニット３０は、自動変速機の前進クラッチ及び後退クラッチが
ともに解除され、パーキングロック機構がロックされたＰレンジ状態とする。
　ここで、パーキングロック機構をロックするとともに、あるいは、パーキングロック機
構をロックすることに代えて、電動パーキングブレーキ制御ユニット４０とブレーキ制御
ユニット５０の一方又は両方に作動要求信号を送信し、パーキングブレーキ４１、サービ
スブレーキ５１の一方又は両方を制動状態としてもよい。
　その後、一連の処理を終了（リターン）する。
【００４４】
　図３は、図１のシフトバイワイヤ制御システムにおけるアイドルストップ再始動禁止時
の制御を示すフローチャートである。
　以下、ステップ毎に順を追って説明する。
＜ステップＳ２１：イグニッションスイッチ・車速状態判断＞
　シフトバイワイヤ制御ユニット３０は、図示しないイグニッションスイッチからの入力
信号がオフ状態でありかつ車速センサが検出する車速が所定値以上であるか否かを判別し
、これらがともに成立した場合にはステップＳ２２に進む。
　また、これらの一方又は両方が不成立である場合にはステップＳ２３に進む。
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【００４５】
＜ステップＳ２２：セルフシャット禁止＞
　シフトバイワイヤ制御ユニット３０は、セルフシャットリレー３１によるシフトバイワ
イヤ制御ユニット３０への電力供給遮断（リレー接点開動作）を禁止し、ステップＳ２３
に進む。
【００４６】
＜ステップＳ２３：アイドルストップ制御判断＞
　シフトバイワイヤ制御ユニット３０は、ＩＳＳ制御ユニット３５からの入力に基いて、
現在アイドルストップ制御の実行中か否かを判別する。
　アイドルストップ制御を実行中である場合は、ステップＳ２４に進む。
　また、アイドルストップ制御を実行中でない場合は、一連の処理を終了（リターン）す
る。
【００４７】
＜ステップＳ２４：再始動禁止判断＞
　シフトバイワイヤ制御ユニット３０は、ＩＳＳ制御ユニット３５からの入力に基いて、
再始動禁止状態であるか否かを判別する。
　再始動禁止状態である場合は、ステップＳ２５に進む。
　また、再始動禁止状態でない場合は、一連の処理を終了（リターン）する。
【００４８】
＜ステップＳ２５：前進・後退クラッチ開放、インヒビタ回路オン＞
　シフトバイワイヤ制御ユニット３０は、自動変速機の前進クラッチ、後退クラッチをと
もに解除状態にするとともに、通常時Ｄレンジにおいてスタータモータへの通電を禁止す
る図示しないインヒビタ回路を制御し、Ｄレンジである場合にも、ドライバによるイグニ
ッションスイッチのエンジン始動操作に応じて、スタータモータへの通電が可能な状態と
する。
　その後、ステップＳ２６に進む。
【００４９】
＜ステップＳ２６：勾配値判断＞
　シフトバイワイヤ制御ユニット３０は、前後Ｇセンサ３７からの入力に基いて、現在自
車両が停車している路面の前後方向の勾配値を判別し、勾配値が所定の閾値以上である場
合はステップＳ２７に進む。
　また、勾配値が閾値未満である場合は一連の処理を終了（リターン）する。
【００５０】
＜ステップＳ２７：車速判断＞
　シフトバイワイヤ制御ユニット３０は、車速センサ３８からの入力に基いて、現在の自
車両の車速を判別し、車速が所定の閾値以下である場合はステップＳ２８に進む。
　また、車速が閾値超である場合は一連の処理を終了（リターン）する。
【００５１】
＜ステップＳ２８：Ｐレンジシフト＞
　シフトバイワイヤ制御ユニット３０は、自動変速機の前進クラッチ及び後退クラッチが
ともに解除され、パーキングロック機構がロックされたＰレンジ状態とする。
　ここで、パーキングロック機構をロックするとともに、あるいは、パーキングロック機
構をロックすることに代えて、電動パーキングブレーキ制御ユニット４０とブレーキ制御
ユニット５０の一方又は両方に作動要求信号を送信し、パーキングブレーキ４１、サービ
スブレーキ５１の一方又は両方を制動状態としてもよい。
　その後、一連の処理を終了（リターン）する。
【００５２】
　以上説明した実施例によれば、以下の効果を得ることができる。
（１）運転席ドアが開放され、あるいは運転席シートベルトが未装着であり、車両の発進
準備が整わない場合に、Ｎレンジ又はＰレンジにシフトすることによって、車両の動き出
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　このような制御に用いるドアスイッチ、シートベルトスイッチ等は、一般的な車両に通
常設けられているものであり、新たなセンサ、スイッチ類を追加する必要がない。
（２）システムへの供給電圧が低下して制御用のＣＰＵやアクチュエータ等の誤作動が懸
念される場合に、Ｎレンジ又はＰレンジにシフトすることにより、車両の走行を防止して
信頼性、安全性を確保できる。
（３）アイドルストップ制御によるエンジンの自動再始動が何らかの理由により禁止され
た場合に、Ｎレンジ又はＰレンジにシフトしかつインヒビタ回路をオンすることによって
、ドライバが手動で非走行レンジに切り替えることなくスタータモータの駆動が可能とな
り、ドライバの操作負担が軽減され、パニック等に陥ることを防止できる。
（４）上述した各制御の実行時に、自車両が所定以上の勾配値の傾斜路上にある場合には
、パーキングロック機構、パーキングブレーキ、サービスブレーキの一部又は全部を作動
させることによって、車両の動き出しを防止することができる。
（５）イグニッションスイッチがオフかつ車速が所定値以上である場合に、セルフシャッ
トを禁止することによって、イグニッションスイッチ及びその配線等に故障等が発生した
場合であっても、セルフシャットが作動して制御不能となることを防止できる。
【００５３】
（変形例）
　本発明は、以上説明した実施例に限定されることなく、種々の変形や変更が可能であっ
て、それらも本発明の技術的範囲内である。
　例えば、シフトバイワイヤ制御システムの構成は、上述した実施例の構成に限らず、適
宜変更することができる。
　例えば、実施例においては、運転席ドア及び運転席シートベルトの状態に応じて前進、
後退クラッチを解除しているが、運転席以外のドアやシートベルトの状態も加味した制御
としてもよい。
【符号の説明】
【００５４】
　　１０　　レンジ切替装置　　　　　　　　２０　　アクチュエータ
　　２１　　シフト位置センサ　　　　　　　３０　　シフトバイワイヤ制御ユニット
　　３１　　セルフシャットリレー　　　　　３２　　レンジスイッチ
　　３３　　運転席ドアスイッチ　　　　　　３４　　シートベルトスイッチ
　　３５　　ＩＳＳ制御ユニット　　　　　　３６　　バッテリ電圧センサ
　　３７　　前後Ｇセンサ　　　　　　　　　３８　　車速センサ
　　４０　　電動パーキングブレーキ制御ユニット
　　４１　　パーキングブレーキ　　　　　　４２　　アクチュエータ
　　５０　　ブレーキ制御ユニット　　　　　５１　　サービスブレーキ
　　５２　　ハイドロリックコントロールユニット
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              Ｆ０２Ｄ　　２９／０２　　　　
              Ｆ１６Ｈ　　６１／１６　　　　
              Ｆ１６Ｈ　　６１／２８　　　　
              Ｂ６０Ｔ　　　７／１２
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