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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　シフトレバーの第１方向の位置を検出する第１検出手段と、前記シフトレバーの第２方
向の位置を検出する第２検出手段とを備え、第１方向の位置と第２方向の位置とに基づい
て車両に搭載された変速機のシフトポジションを切り換えるシフト切換装置であって、
　前記シフトポジションは、少なくともパーキングポジションを含み、
　前記シフト切換装置は、前記第１検出手段が異常である場合は、前記シフトレバーが前
記第２方向に操作されたときに前記パーキングポジションを解除し、前記シフトレバーが
前記第２方向に操作されないときは前記パーキングポジションを維持するための手段を含
む、シフト切換装置。
【請求項２】
　前記シフトレバーは、操作力が付与されない場合に自動的に基準位置に戻るモーメンタ
リタイプのシフトレバーであって、
　前記シフトレバーが前記基準位置からの移動先の位置において予め定められた時間が経
過するまで維持されると、前記移動先の位置に対応するシフトポジションが確定される、
請求項１に記載のシフト切換装置。
【請求項３】
　シフトゲートに沿って移動するシフトレバーの、第１方向の位置を検出する第１検出手
段と、第２方向の位置を検出する第２検出手段とを備え、第１方向の位置と第２方向の位
置とに基づいて車両に搭載された変速機のシフトポジションを切り換えるシフト切換装置
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であって、
　前記シフトポジションは、少なくともパーキングポジションを含み、
　前記第１検出手段が異常であるか否かを判定するための異常判定手段と、
　前記第１検出手段が異常であると判定した場合に、前記シフトレバーの位置に対応した
シフトポジションを、前記パーキングポジションを解除するシフトポジションに変更する
ための変更手段と、を含み、
　前記シフトゲートには、前記シフトレバーの操作の起点となる基準位置が設定され、
　前記変更手段は、前記第１検出手段の異常に加えて、前記シフトレバーの位置が予め定
められた時間が経過するまで前記基準位置に維持されると、前記シフトレバーの位置に対
応したシフトポジションを変更するための手段を含む、シフト切換装置。
【請求項４】
　シフトゲートに沿って移動するシフトレバーの、第１方向の位置を検出する第１検出手
段と、第２方向の位置を検出する第２検出手段とを備え、第１方向の位置と第２方向の位
置とに基づいて車両に搭載された変速機のシフトポジションを切り換えるシフト切換装置
であって、
　前記シフトポジションは、少なくともパーキングポジションを含み、
　前記第１検出手段が異常であるか否かを判定するための異常判定手段と、
　前記第１検出手段が異常であると判定した場合に、前記シフトレバーの位置に対応した
シフトポジションを、前記パーキングポジションを解除するシフトポジションに変更する
ための変更手段と、を含み、
　前記異常判定手段は、前記第１方向についての位置により特定される前記シフトレバー
の位置が、前記第２方向についての位置との関係において変速機のシフトポジションに対
応する位置でないと、前記第１検出手段が異常であることを判定するための手段を含む、
シフト切換装置。
【請求項５】
　シフトゲートに沿って移動するシフトレバーの、第１方向の位置を検出する第１検出手
段と、第２方向の位置を検出する第２検出手段とを備え、第１方向の位置と第２方向の位
置とに基づいて車両に搭載された変速機のシフトポジションを切り換えるシフト切換装置
であって、
　前記シフトポジションは、少なくともパーキングポジションを含み、
　前記第１検出手段が異常であるか否かを判定するための異常判定手段と、
　前記第１検出手段が異常であると判定した場合に、前記シフトレバーの位置に対応した
シフトポジションを、前記パーキングポジションを解除するシフトポジションに変更する
ための変更手段と、
　前記シフトレバーの位置が予め定められた第１の時間が経過するまで維持されるときに
、前記シフトレバーの位置に対応するシフトポジションに切り換えるための手段と、
　前記第１検出手段が異常であると、前記シフトレバーの位置が、前記第１の時間よりも
長い予め定められた第２の時間が経過するまで維持されるときに、前記シフトレバーの位
置に対応するシフトポジションに切り換えるための手段とを含む、シフト切換装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、シフト切換機構の制御に関し、特に、シフトレバーの位置検出時にセンサに
異常が生じても運転者の意図に応じてパーキングロックを解除する制御に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、運転者によるシフトレバーの操作に従い自動変速機のシフトポジションをア
クチュエータにより切り換えるシフト切換機構においては、シフトポジション切換用の動
力源として電動機（たとえば直流モータ）を備えたものが知られている。
【０００３】
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　このようなシフト切換機構によれば、自動変速機のシフトポジションを運転者によるシ
フトレバーの操作力によって直接切り換える一般的な切換機構のように、シフトレバーと
シフト切換機構とを機械的に接続する必要がないことから、これら各部を車両に搭載する
際のレイアウト上の制限がなく、設計の自由度を高めることができる。また、車両への組
み付け作業を簡単に行なうことができるという利点があった。
【０００４】
　このようなシフト切換機構におけるシフトレバーとしては、モーメンタリタイプのシフ
トレバーが用いられる場合がある。モーメンタリタイプのシフトレバーにおいては、基準
位置を起点としたシフトレバーの操作により、Ｒ、Ｎ、Ｄ、Ｂの走行ポジションへの切換
およびＰポジションからの切換が行なわれる。シフトレバーには、縦方向の操作の動きを
検知するシフトセンサと横方向操作の動きを検知するセレクトセンサが設けられ、これら
のセンサからの出力に基づいてシフトポジションが確定される。
【０００５】
　このようなシフトレバーとしては、たとえば、特開２００５－７９９３号公報（特許文
献１）は、モーメンタリ機能を有するシフト操作装置において運転者の要求に適切に応答
する変速機のシフト操作装置を開示する。この変速機のシフト操作装置は、変速機のシフ
ト操作装置であって、複数のシフト位置に到達する経路と、運転者により経路を移動する
ように操作されるモーメンタリ式の可動部とを備える。可動部は、運転者による非操作時
には予め定められた基準位置に保持される。シフト操作装置は、可動部がシフト位置に予
め定められた認識時間の間保持されることにより、運転者が要求するシフト位置を認識す
るための認識手段と、認識されたシフト位置に対応する動力伝達状態になるように、変速
機に対する制御信号を出力するための出力手段とを含む。経路は、基準位置と、複数のシ
フト位置の１つである第１のシフト位置と、複数のシフト位置の１つである、基準位置と
第１シフト位置との間に設けられた第２のシフト位置とを備える。第１のシフト位置にあ
ると認識されると変速機による動力伝達状態が第１の状態に設定される。第２のシフト位
置にあると認識されると変速機による動力伝達状態が第１の状態とは異なる第２の状態に
設定される。シフト操作装置はさらに、経路における可動部の移動方向に応じて、認識時
間を設定するための設定手段を含む。
【０００６】
　この変速機のシフト操作装置によると、運転者が変速機による動力伝達状態を第２の状
態とする要求に基づく操作をして第２のシフト位置に可動部が位置する第１の場合と、基
準位置に戻る際に第２のシフト位置に可動部が位置する第２の場合との、第２のシフト位
置を認識する時間とを別々に設定できる。そのため、可動部が第２のシフト位置に保持さ
れる時間に基づいて、運転者の要求を適切に認識できる。
【特許文献１】特開２００５－７９９３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、セレクトセンサおよびシフトセンサによるシフトレバーの位置検出時に
センサに異常が生じると、異常の態様によってはパーキングロックを解除することができ
ないという問題がある。たとえば、セレクトセンサが基準位置とニュートラルポジション
との間におけるシフトレバーの移動方向についての位置を検出する場合において、セレク
トセンサに異常が生じたときに、ニュートラルポジションへの切り換えが不明であると、
パーキングポジションを解除することができない可能性がある。
【０００８】
　これは、セレクトセンサの異常時において、パーキングポジションへの切換え後にセレ
クトセンサによる位置検出が行なわれなかったり、あるいは、ニュートラルポジションへ
の切換えが不明であると、前進走行ポジションあるいは後進走行ポジションへの切換えも
不明となるためである。そのため、セレクトセンサの異常時に運転者の意図に応じて、パ
ーキングポジションを解除できないという問題がある。
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【０００９】
　運転者の意図に応じてパーキングポジションを解除できないと、パーキングロックを解
除することができない。そのため、たとえば、故障車両を手押しあるいはレッカー等によ
り移動させることができない。上述した公報においては、このような問題点について何ら
考慮されていないため解決することはできない。
【００１０】
　本発明は、上述した課題を解決するためになされたものであって、その目的は、シフト
レバーの位置検出時にセンサに異常が生じても運転者の意図に応じてパーキングロックを
解除するシフト切換装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　第１の発明に係るシフト切換装置は、シフトゲートに沿って移動するシフトレバーの、
第１方向の位置を検出する第１検出手段と、第２方向の位置を検出する第２検出手段とを
備え、第１方向の位置と第２方向の位置とに基づいて車両に搭載された変速機のシフトポ
ジションを切り換える。シフトポジションは、少なくともパーキングポジションを含む。
このシフト切換装置は、第１検出手段が異常であるか否かを判定するための異常判定手段
と、第１検出手段が異常であると判定した場合に、シフトレバーの位置に対応したシフト
ポジションを、パーキングポジションを解除するシフトポジションに変更するための変更
手段と、を含む。
【００１２】
　第１の発明によると、第１検出手段が異常であると判定した場合には、第１方向につい
てのシフトレバーの位置を検出することができない。この場合、シフトレバーの位置に対
応したシフトポジションを、パーキングポジションを解除するシフトポジション（たとえ
ば、ニュートラルポジション）に変更する。たとえば、第２検出手段を用いて第２方向に
ついての位置を検出することにより特定されるシフトポジションを、パーキングポジショ
ンを解除するシフトポジションに変更する。これにより、シフトレバーの操作によりパー
キングポジションを確実に解除することができるため、運転者の意図に応じてパーキング
ロックを解除することができる。その結果、車両を手押しあるいはレッカー等により移動
させることができる。したがって、シフトレバーの位置検出時にセンサに異常が生じても
運転者の意図に応じてパーキングロックを解除するシフト切換装置を提供することができ
る。
【００１３】
　第２の発明に係るシフト切換装置においては、第１の発明の構成に加えて、変更手段は
、第１検出手段の異常に加えて、シフトポジションがパーキングポジションであると、シ
フトレバーの位置に対応したシフトポジションを変更するための手段を含む。
【００１４】
　第２の発明によると、シフトポジションがパーキングポジションであると、パーキング
ロックが作動した状態となる。このとき、第１検出手段が異常であると、第１方向につい
てのシフトレバーの位置を検出することができない。第１検出手段が異常であることに加
えて、シフトポジションがパーキングポジションであると、シフトレバーの位置に対応し
たシフトポジションを、パーキングポジションを解除するシフトポジション（たとえば、
ニュートラルポジション）に変更する。たとえば、第２検出手段を用いて第２方向につい
ての位置を検出することにより特定されるシフトポジションを、パーキングポジションを
解除するシフトポジションに変更する。これにより、シフトレバーの操作によりパーキン
グポジションを確実に解除することができるため、運転者の意図に応じてパーキングロッ
クを解除することができる。
【００１５】
　第３の発明に係るシフト切換装置においては、第１または２の発明の構成に加えて、シ
フトゲートには、シフトレバーの操作の起点となる基準位置が設定される。変更手段は、
第１検出手段の異常に加えて、シフトレバーの位置が予め定められた時間が経過するまで
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基準位置に維持されると、シフトレバーの位置に対応したシフトポジションを変更するた
めの手段を含む。
【００１６】
　第３の発明によると、シフトレバーの位置が予め定められた時間が経過するまで基準位
置に維持された場合、シフトレバーが誤操作されている状態ではないことを判定すること
ができる。この場合に、シフトレバーの位置に対応したシフトポジションを、パーキング
ポジションを解除するシフトポジション（たとえば、ニュートラルポジション）に変更す
る。これにより、シフトレバーの操作によりパーキングポジションを確実に解除すること
ができるため、運転者の意図に応じてパーキングロックを解除することができる。
【００１７】
　第４の発明に係るシフト切換装置においては、第１～３のいずれかの発明の構成に加え
て、シフトポジションは、ニュートラルポジションと車両の走行に関連する複数のシフト
ポジションとをさらに含む。変更手段は、第１検出手段が異常であると、第１検出手段の
異常時に第２方向についての位置により特定されるシフトレバーの位置に対応する、複数
のシフトポジションのうちの少なくともいずれか一つのシフトポジションをニュートラル
ポジションに変更するための手段を含む。
【００１８】
　第４の発明によると、変更手段は、第１検出手段が異常であると、複数のシフトポジシ
ョンのうちの少なくともいずれか一つをニュートラルポジションに変更する。第１検出手
段が異常であると、第１方向についてのシフトレバーの位置を検出することができない。
そのため、第２方向についてのシフトレバーの位置を検出することにより特定される、車
両の走行に関連する複数のシフトポジション（たとえば、前進走行ポジションまたは後進
走行ポジション等）のうちのいずれか一つをニュートラルポジションに変更する。これに
より、シフトレバーの操作によりシフトポジションをニュートラルポジションに確実に切
り換えることができる。すなわち、第１検出手段に異常が生じてもパーキングポジション
からニュートラルポジションに切り換えることができる。そのため、運転者の意図に応じ
てパーキングロックを解除することができる。
【００１９】
　第５の発明に係るシフト切換装置においては、第４の発明の構成に加えて、ニュートラ
ルポジションは、第１方向についてシフトレバーの移動可能な範囲の一方端の位置に対応
する。
【００２０】
　第５の発明によると、第１検出手段が異常であると、第１方向についてのシフトレバー
の位置を検出することができない。そのため、シフトポジションがニュートラルポジショ
ンに移動したか否かを判定することができない。そのため、たとえば、第２方向について
のシフトレバーの位置を検出することにより特定される車両の走行に関連する複数のシフ
トポジションのうちのいずれか一つをニュートラルポジションに変更すると、シフトレバ
ーの操作によりシフトポジションをニュートラルポジションに確実に切り換えることがで
きる。そのため、運転者の意図に応じてパーキングロックを解除することができる。
【００２１】
　第６の発明に係るシフト切換装置においては、第１～５のいずれかの発明の構成に加え
て、異常判定手段は、第１検出手段の検出結果に基づいて、第１検出手段が異常であるか
否かを判定するための手段を含む。
【００２２】
　第６の発明によると、第１検出手段が異常であるか否かを精度よく判定することができ
る。
【００２３】
　第７の発明に係るシフト切換装置においては、第６の発明の構成に加えて、第１検出手
段は、第１方向についてのシフトレバーの位置に対応する電圧を出力するための手段を含
む。異常判定手段は、出力される電圧の態様に基づいて、第１検出手段が異常であるか否
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かを判定するための手段を含む。
【００２４】
　第７の発明によると、異常判定手段は、第１検出手段により出力される電圧の態様（た
とえば、出力電圧のＬｏ側固着、Ｈｉ側固着あるいは２系統のセンサからの出力電圧値の
相違等）に基づいて、第１検出手段が異常であるか否かを判定する。これにより、第１検
出手段が異常であるか否かを精度よく判定することができる。
【００２５】
　第８の発明に係るシフト切換装置においては、第１～３のいずれかの発明の構成に加え
て、異常判定手段は、第１方向についての位置により特定されるシフトレバーの位置が、
第２方向についての位置との関係において変速機のシフトポジションに対応する位置でな
いと、第１検出手段が異常であることを判定するための手段を含む。
【００２６】
　第８の発明によると、異常判定手段は、第１方向についての位置により特定されるシフ
トレバーの位置が、第２方向についての位置との関係において変速機のシフトポジション
に対応する位置でないと、第１検出手段が異常であることを判定する。これにより、第１
検出手段の検出結果に異常が生じているか否かを精度よく判定することができる。
【００２７】
　第９の発明に係るシフト切換装置においては、第８の発明の構成に加えて、シフトポジ
ションは、ニュートラルポジションをさらに含む。変更手段は、第１方向についての位置
により特定されるシフトレバーの位置が、第２方向についての位置との関係において変速
機のシフトポジションに対応する位置でないと、シフトポジションをニュートラルポジシ
ョンに変更するための手段を含む。
【００２８】
　第９の発明によると、変更手段は、第１方向についての位置により特定されるシフトレ
バーの位置が、第２方向についての位置との関係において変速機のシフトポジションに対
応する位置でないと、シフトポジションをニュートラルポジションに変更する。これによ
り、第１検出手段の異常時においても、運転者のシフトレバーの操作によりシフトポジシ
ョンをニュートラルポジションに確実に切り換えることができる。そのため、運転者の意
図に応じてパーキングロックを解除することができる。
【００２９】
　第１０の発明に係るシフト切換装置は、第１～９のいずれかの発明の構成に加えて、シ
フトレバーの位置が予め定められた第１の時間が経過するまで維持されるときに、シフト
レバーの位置に対応するシフトポジションに切り換えるための手段と、第１検出手段が異
常であると、シフトレバーの位置が、第１の時間よりも長い予め定められた第２の時間が
経過するまで維持されるときに、シフトレバーの位置に対応するシフトポジションに切り
換えるための手段とをさらに含む。
【００３０】
　第１０の発明によると、第１検出手段が異常であると、シフトレバーの位置が、第１の
時間よりも長い第２の時間が経過するまで維持されるときに、シフトポジションを切り換
える。これにより、シフトレバーの位置に基づくシフトポジションの誤判定を確実に防止
することができる。
【００３１】
　第１１の発明に係るシフト切換装置においては、第１～１０のいずれかの発明の構成に
加えて、シフトレバーは、モーメンタリタイプのシフトレバーである。
【００３２】
　第１１の発明によると、モーメンタリタイプのシフトレバーに対して本発明を適用する
ことにより、第１検出手段に異常が生じても運転者の意図に応じてパーキングロックを解
除することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３３】
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　以下、図面を参照しつつ、本発明の実施の形態について説明する。以下の説明では、同
一の部品には同一の符号を付してある。それらの名称および機能も同じである。したがっ
てそれらについての詳細な説明は繰り返さない。
【００３４】
　＜第１の実施の形態＞
　図１は、本実施の形態に係るシフト切換装置であるシフト制御システム１０の構成を示
す。本実施の形態に係るシフト制御システム１０は、車両のシフトポジションを切り換え
るために用いられる。本実施の形態において、シフト制御システム１０が搭載される車両
として、ハイブリッド車両を一例に説明するが、少なくともアクチュエータの駆動力を用
いてトランスミッションのシフトポジションを切り換える（特に、パーキングロックの作
動と解除とを切り換える）シフト制御システム１０が搭載される車両であれば、特にハイ
ブリッド車両に限定されるものではない。
【００３５】
　シフト制御システム１０は、Ｐスイッチ２０と、シフトレバー機構２６と、ＨＶ（Hybr
id Vehicle）－ＥＣＵ（Electronic Control Unit）３０と、パーキング制御装置（以下
、「Ｐ－ＥＣＵ」と表記する）４０と、アクチュエータ４２と、エンコーダ４６と、シフ
ト切換機構４８と、メータＥＣＵ５０と、メータ５２とを含む。シフト制御システム１０
は、電気制御によりシフトポジションを切り換えるシフトバイワイヤシステムとして機能
する。具体的にはシフト切換機構４８がアクチュエータ４２により駆動されてシフトポジ
ションの切り換えを行なう。
【００３６】
　Ｐスイッチ２０は、シフトポジションをパーキングポジション（以下、「Ｐポジション
」と呼ぶ）とパーキング以外のポジション（以下、「非Ｐポジション」と呼ぶ）とを切り
換えるためのスイッチである。運転者は、Ｐスイッチ２０を通じて、シフトポジションを
Ｐポジションに切り換える指示を入力する。Ｐスイッチ２０はモーメンタリスイッチであ
ってもよい。Ｐスイッチ２０が受付けた運転者からの指示を示すＰ指令信号は、ＨＶ－Ｅ
ＣＵ３０に送信される。なお、このようなＰスイッチ２０以外により、非Ｐポジションか
らＰポジションにシフトポジションを切り換えるものであってもよい。
【００３７】
　シフトレバー機構２６は、シフトレバー（図示せず）とシフトゲート（図示せず）とセ
レクトセンサ２２とシフトセンサ２４とから構成される。シフトレバーは、シフトゲート
に形成された通路に沿って移動される。シフトゲートには、前進走行ポジション（以下、
Ｄポジションという）、後進走行ポジション（以下、Ｒポジションという）、ニュートラ
ルポジション（以下、Ｎポジションという）およびブレーキポジション（以下、Ｂポジシ
ョンという）などのシフトポジションに対応する位置が予め設定される。セレクトセンサ
２２は、シフトレバーのセレクト方向についての位置を検出する。セレクトセンサ２２は
、検出されたセレクト方向についての位置を示す信号をＨＶ－ＥＣＵ３０に送信する。シ
フトセンサ２４は、シフトレバーのシフト方向についての位置を検出する。シフトセンサ
２４は、検出されたシフト方向についての位置を示す信号をＨＶ－ＥＣＵ３０に送信する
。なお、セレクト方向およびシフト方向については、後述する。
【００３８】
　ＨＶ－ＥＣＵ３０は、シフト制御システム１０の動作を統括的に管理する。具体的には
、ＨＶ－ＥＣＵ３０は、Ｐスイッチ２０からのＰ指令信号を受信すると、Ｐ－ＥＣＵ４０
に対してＰ要求信号を送信する。また、ＨＶ－ＥＣＵ３０は、セレクトセンサ２２および
シフトセンサ２４からの検出結果に基づいて、シフトレバーの位置に対応したシフトポジ
ションを確定する。ＨＶ－ＥＣＵ３０は、シフトポジションが確定すると、トランスミッ
ション（図示せず）におけるシフトポジションを確定したシフトポジションに切り換える
制御を行なうとともに、現在のシフトポジションの状態を示す表示制御信号をメータＥＣ
Ｕ５０に送信する。なお、本実施の形態において、トランスミッションは、無段変速機構
から構成される変速機であるが、有段変速機構から構成されてもよい。
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【００３９】
　また、ＨＶ－ＥＣＵ３０は、たとえば、シフトポジションがパーキングポジションであ
るときに、シフトレバーの位置により確定されるシフトポジションがＤポジション、Ｎポ
ジションおよびＲポジションのうちのいずれかであると、非Ｐ要求信号をＰ－ＥＣＵ４０
に対して送信する。ＨＶ－ＥＣＵ３０は、Ｐ－ＥＣＵ４０およびメータＥＣＵ５０と相互
に通信可能に（たとえば、ＣＡＮ（Controller Area Network）により）接続される。
【００４０】
　メータＥＣＵ５０は、ＨＶ－ＥＣＵ３０が発した運転者に対する指示や警告などの表示
制御信号をメータ５２に送信する。メータ５２は、車両の機器の状態やシフトポジション
の状態などを提示する。
【００４１】
　Ｐ－ＥＣＵ４０は、ＨＶ－ＥＣＵ３０からのＰ要求信号または非Ｐ要求信号を受信する
と、シフトポジションをＰポジションと非Ｐポジションとの間で切り換えるために、シフ
ト切換機構４８を駆動するアクチュエータ４２の動作を制御し、現在のシフトポジション
がＰポジションであるか非Ｐポジションであるかを示す信号をＨＶ－ＥＣＵ３０に送信す
る。
【００４２】
　シフトポジションが非Ｐポジションであるときに運転者はＰスイッチ２０においてＰ指
令信号の送信に対応する操作を行なうと（たとえば、ボタンを押下すると）、Ｐ－ＥＣＵ
４０は、ＨＶ－ＥＣＵ３０からのＰ要求信号を受信して、シフトポジションをＰポジショ
ンに切り換える。また、Ｐ－ＥＣＵ４０は、現在のシフトポジションがＰポジションであ
ることを示す信号をＨＶ－ＥＣＵ３０に送信する。ＨＶ－ＥＣＵ３０は、受信した信号に
基づいて、メータＥＣＵ５０を経由して、メータ５２にＰポジションに対応する表示を行
なう表示制御信号を送信する。メータ５２は、受信された表示制御信号に基づいて、現在
のシフトポジションがＰポジションである旨を提示する。なお、Ｐ－ＥＣＵ４０からメー
タＥＣＵ５０に対して、メータ５２にＰポジションに対応する表示を行なう表示制御信号
を送信するようにしてもよい。
【００４３】
　アクチュエータ４２は、スイッチドリラクタンスモータ（以下、「ＳＲモータ」と表記
する）により構成され、Ｐ－ＥＣＵ４０からのアクチュエータ制御信号を受信してシフト
切換機構４８を駆動する。なお、本発明においてアクチュエータ４２は、モータにより構
成されるものとして説明するが、油圧により構成されるようにしてもよい。エンコーダ４
６は、アクチュエータ４２と一体的に回転し、ＳＲモータの回転状況を検知する。本実施
の形態のエンコーダ４６は、Ａ相、Ｂ相およびＺ相の信号を出力するロータリーエンコー
ダである。Ｐ－ＥＣＵ４０は、エンコーダ４６から出力される信号を取得してＳＲモータ
の回転状況を把握し、ＳＲモータを駆動するための通電の制御を行なう。
【００４４】
　図２は、シフト切換機構４８の構成を示す。以下、シフトポジションは、Ｐポジション
、非Ｐポジションを意味し、非Ｐポジションにおける、Ｒ、Ｎ、Ｄの各ポジションを含ま
ないとして説明するが、Ｒ、Ｎ、Ｄの各ポジションを含むようにしてもよい。すなわち、
本実施の形態においては、Ｐポジションと非Ｐポジションとの２ポジションの構成につい
て説明するが、Ｐポジションと、Ｒ、Ｎ、Ｄの各ポジションを含む非Ｐポジションとの４
ポジションの構成にしてもよい。
【００４５】
　シフト切換機構４８は、アクチュエータ４２により回転されるシャフト１０２、シャフ
ト１０２の回転に伴って回転するディテントプレート１００、ディテントプレート１００
の回転に伴って動作するロッド１０４、図示しない変速機の出力軸に固定されたパーキン
グロックギヤ１０８、パーキングロックギヤ１０８をロックするためのパーキングロック
ポール１０６、ディテントプレート１００の回転を制限してシフトポジションを固定する
ディテントスプリング１１０およびころ１１２を含む。ディテントプレート１００は、ア
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クチュエータ４２により駆動されてシフトポジションを切り換える。またエンコーダ４６
は、アクチュエータ４２の回転量に応じた計数値を取得する計数手段として機能する。
【００４６】
　図２は、シフトポジションが非Ｐポジションであるときの状態を示している。この状態
では、パーキングロックポール１０６がパーキングロックギヤ１０８をロックしていない
ので、車両の駆動軸の回転は妨げられない。この状態からアクチュエータ４２によりシャ
フト１０２を時計回り方向に回転させると、ディテントプレート１００を介してロッド１
０４が図２に示す矢印Ａの方向に押され、ロッド１０４の先端に設けられたテーパ部によ
りパーキングロックポール１０６が図２に示す矢印Ｂの方向に押し上げられる。ディテン
トプレート１００の回転に伴ってディテントプレート１００の頂部に設けられた２つの谷
のうちの一方、すなわち非Ｐポジション位置１２０にあったディテントスプリング１１０
のころ１１２は、山１２２を乗り越えて他方の谷、すなわちＰポジション位置１２４へ移
る。ころ１１２は、その軸方向に回転可能にディテントスプリング１１０に設けられてい
る。ころ１１２がＰポジション位置１２４に来るまでディテントプレート１００が回転し
たとき、パーキングロックポール１０６は、パーキングロックポール１０６の突起部分が
パーキングロックギヤ１０８の歯部間に嵌合する位置まで押し上げられる。これにより、
車両の駆動軸が機械的に固定され、シフトポジションがＰポジションに切り換わる。
【００４７】
　本実施の形態に係るシフト制御システム１０では、シフトポジション切換時にディテン
トプレート１００、ディテントスプリング１１０およびシャフト１０２などのシフト切換
機構の構成部品に係る負荷を低減するために、Ｐ－ＥＣＵ４０が、ディテントスプリング
１１０のころ１１２が山１２２を乗り越えて落ちるときの衝撃を少なくするように、アク
チュエータ４２の回転量を制御する。
【００４８】
　アクチュエータ４２は、マニュアルシャフト１０２に設けられたディテントプレート１
００を回転する。ディテントプレート１００に形成されたＰ壁２００および非Ｐ壁２１０
によりそれぞれ予め定められた方向の回転が規制される。
【００４９】
　図３に示すように、シフトレバー機構２６は、シフトゲート２６２と、シフトレバー２
６４とを含む。本実施の形態において、シフトレバー２６４は、モーメンタリタイプのシ
フトレバーである。すなわち、図３のＭポジションを基準位置として、運転者は、シフト
レバー２６４をシフトゲート２６２に形成される経路に沿って移動させることができる。
本実施の形態において、シフトゲート２６２は、右ハンドルの車両のシフトゲートに対応
するものである。
【００５０】
　運転者がシフトレバー２６４に操作力を付与しない場合、シフトレバー２６４に設けら
れる、ばね等を利用した機械的な機構によりシフトレバー２６４は、自動的に基準位置で
あるＭポジションに戻る。なお、モーメンタリタイプのシフトレバーの構造および動作に
ついては、周知の技術であるため、その詳細な説明は行なわない。
【００５１】
　シフトゲート２６２には、Ｍポジションに加えて、Ｒポジション、Ｎポジション、Ｄポ
ジションおよびＢポジションが設けられる。本実施の形態において、図３の紙面上下方向
をシフト方向とする。シフトゲート２６２には、シフト方向に沿って形成されるシフト通
路（１）２６６の両端の位置にＲポジションおよびＤポジションが対応づけられる。シフ
ト通路（１）２６６の途中の位置には、Ｎポジションが対応づけられる。
【００５２】
　また、本実施の形態において、図３の紙面左右方向をセレクト方向とする。シフトゲー
ト２６２には、一方端がシフト通路（１）２６６のＮポジションの位置に接続されるセレ
クト通路２６８がセレクト方向に沿ってさらに形成される。セレクト通路２６８の他方端
の位置には、Ｍポジションが対応づけられる。
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【００５３】
　また、シフトゲート２６２には、一方端がセレクト通路２６８のＭポジションの位置に
接続されるシフト通路（２）２７０がシフト方向に沿ってさらに形成される。シフト通路
（２）２７０の図３の紙面下方向の他方端には、Ｂポジションが対応づけられる。
【００５４】
　シフトレバー２６４が運転者によりＭポジションから特定のシフトポジションに移動さ
れ、かつ、シフトレバー２６４の位置が移動した位置において予め定められた時間Ｔｎ（
１）が経過するまで維持されると、ＨＶ－ＥＣＵ３０は、移動した位置に対応するシフト
ポジションを確定する。本実施の形態において、セレクト方向が第１方向に対応し、シフ
ト方向が第２方向に対応する。
【００５５】
　セレクトセンサ２２は、シフトレバー２６４のセレクト方向についての位置に対応する
電圧信号をＨＶ－ＥＣＵ３０に送信する。本実施の形態においてセレクトセンサ２２は、
シフトレバー２６４のセレクト方向についての移動可能な範囲の境界に対応する下限値Ｖ
＿Ｌｏ（１）から上限値Ｖ＿Ｈｉ（１）までの範囲内の電圧を出力する。下限値Ｖ＿Ｌｏ
（１）および上限値Ｖ＿Ｈｉ（１）は、いずれも少なくとも０Ｖ～１０Ｖの範囲内の出力
電圧値である。
【００５６】
　シフトレバー２６４のセレクト方向についての位置と電圧との関係はたとえば線形の関
係を有する。なお、セレクトセンサ２２の出力電圧値に基づいてシフトレバー２６４のセ
レクト方向についての位置が演算できれば、線形の関係を有していなくてもよい。
【００５７】
　シフトセンサ２４は、シフトレバー２６４のシフト方向についての位置に対応する電圧
信号をＨＶ－ＥＣＵ３０に送信する。本実施の形態においてシフトセンサ２４は、シフト
レバー２６４のシフト方向についての移動可能な範囲の境界に対応する下限値Ｖ＿Ｌｏ（
２）から上限値Ｖ＿Ｈｉ（２）までの範囲内の電圧を出力する。下限値Ｖ＿Ｌｏ（２）お
よび上限値Ｖ＿Ｈｉ（２）は、いずれも少なくとも０Ｖ～１０Ｖの範囲内の出力電圧値で
ある。
【００５８】
　シフトレバー２６４のシフト方向についての位置と電圧との関係はたとえば線形の関係
を有する。なお、シフトセンサ２４の出力電圧値に基づいてシフトレバー２６４のシフト
方向についての位置が演算できれば、線形の関係を有していなくてもよい。
【００５９】
　ＨＶ－ＥＣＵ３０は、セレクトセンサ２２およびシフトセンサ２４から受信するセレク
ト方向についての位置に対応する出力電圧とシフト方向についての位置に対応する出力電
圧とに基づいて、シフトゲート２６２におけるシフトレバー２６４の位置を判定する。
【００６０】
　ＨＶ－ＥＣＵ３０は、シフトレバー２６４の位置がシフトゲート２６２におけるＭポジ
ション以外のシフトポジションに移動されて、シフトレバー２６４が移動先の位置におい
て予め定められた時間Ｔｎ（１）が経過するまで維持されると、移動先の位置に対応する
シフトポジションを確定する。
【００６１】
　ＨＶ－ＥＣＵ３０のメモリには、たとえば、セレクトセンサ２２の出力電圧値とシフト
センサ２４の出力電圧値とシフトポジションとの関係を示す図４に示すようなマップが予
め記憶される。
【００６２】
　図４に示すように、セレクト方向の移動可能な範囲の境界に対して出力電圧の上限値Ｖ
＿Ｈｉ（１）および下限値Ｖ＿Ｌｏ（１）が設定される。上限値Ｖ＿Ｈｉ（１）および下
限値Ｖ＿Ｌｏ（１）は、予め定められた出力電圧値であって、特に限定されるものではな
く、設計的あるいは実験的に適合される値である。
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【００６３】
　さらに、上限値Ｖ＿Ｈｉ（１）および下限値Ｖ＿Ｌｏ（１）の間には、しきい値Ｖ＿Ｍ
ｉｄ（１）が設定される。図４の紙面右方向が０Ｖ側である。上限値Ｖ＿Ｈｉ（１）、し
きい値Ｖ＿Ｍｉｄ（１）および下限値Ｖ＿Ｌｏ（１）は、０Ｖ～１０Ｖの間の範囲内で設
定される。
【００６４】
　同様に、シフト方向の移動可能な範囲の境界に対して出力電圧の上限値Ｖ＿Ｈｉ（２）
および下限値Ｖ＿Ｌｏ（２）が設定される。図４の紙面上方向が０Ｖ側である。上限値Ｖ
＿Ｈｉ（２）および下限値Ｖ＿Ｌｏ（２）は、予め定められた出力電圧値であって、特に
限定されるものではなく、設計的あるいは実験的に適合される値である。
【００６５】
　さらに、上限値Ｖ＿Ｈｉ（２）および下限値Ｖ＿Ｌｏ（２）との間には、しきい値Ｖ＿
Ｍｉｄ（２）およびＶ＿Ｍｉｄ（２）よりも大きいＶ＿Ｍｉｄ（３）が設定される。図４
の紙面上方向が０Ｖ側である。上限値Ｖ＿Ｈｉ（２）、しきい値Ｖ＿Ｍｉｄ（２），Ｖ＿
Ｍｉｄ（３）および下限値Ｖ＿Ｌｏ（２）は、０Ｖ～１０Ｖの間の範囲内に設定される。
【００６６】
　なお、たとえば、下限値Ｖ＿Ｌｏ（１），Ｖ＿Ｌｏ（２）を０Ｖとし、上限値Ｖ＿Ｈｉ
（１），Ｖ＿Ｈｉ（２）を１０Ｖとしてもよい。また、しきい値Ｖ＿Ｍｉｄ（１）～Ｖ＿
Ｍｉｄ（３）は、予め定められた出力電圧値であって、特に限定されるものではなく、設
計的あるいは実験的に適合される値である。
【００６７】
　図４に示すように、セレクト方向のＶ＿Ｈｉ（１）、Ｖ＿Ｍｉｄ（１）およびＶ＿Ｌｏ
（１）とシフト方向のＶ＿Ｈｉ（２）、Ｖ＿Ｍｉｄ（２）、Ｖ＿Ｍｉｄ（３）およびＶ＿
Ｌｏ（２）とにより６つに区分された領域が設定される。区分された６つの領域には、シ
フトゲート２６２の形状に合致するようにシフトポジションが対応づけられる。すなわち
、区分された６つの領域には、Ｒポジション、Ｎポジション、Ｄポジション、Ｍ’ポジシ
ョン、ＭポジションおよびＢポジションが対応づけられる。なお、図４の斜線の領域に示
されるＭ’ポジションは、トランスミッションの複数のシフトポジションのいずれのシフ
トポジションにも対応しない領域である。
【００６８】
　本実施の形態においては、セレクト方向についてＶ＿Ｌｏ（１）とＶ＿Ｍｉｄ（１）と
の間であって、シフト方向についてＶ＿Ｌｏ（２）とＶ＿Ｍｉｄ（２）との間の領域には
、Ｒポジションが対応づけられる。
【００６９】
　さらに、セレクト方向についてＶ＿Ｌｏ（１）とＶ＿Ｍｉｄ（１）との間であって、シ
フト方向についてＶ＿Ｍｉｄ（２）とＶ＿Ｍｉｄ（３）との間の領域には、Ｎポジション
が対応づけられる。
【００７０】
　さらに、セレクト方向についてＶ＿Ｌｏ（１）とＶ＿Ｍｉｄ（１）との間であって、シ
フト方向についてＶ＿Ｍｉｄ（３）とＶ＿Ｈｉ（２）との間の領域には、Ｄポジションが
対応づけられる。
【００７１】
　また、セレクト方向についてＶ＿Ｍｉｄ（１）とＶ＿Ｈｉ（１）との間であって、シフ
ト方向についてＶ＿Ｌｏ（２）とＶ＿Ｍｉｄ（２）との間の領域には、Ｍ’ポジションが
対応づけられる。
【００７２】
　さらに、セレクト方向についてＶ＿Ｍｉｄ（１）とＶ＿Ｈｉ（１）との間であって、シ
フト方向についてＶ＿Ｍｉｄ（２）とＶ＿Ｍｉｄ（３）との間の領域には、Ｍポジション
が対応づけられる。
【００７３】
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　さらに、さらに、セレクト方向についてＶ＿Ｍｉｄ（１）とＶ＿Ｈｉ（１）との間であ
って、シフト方向についてＶ＿Ｍｉｄ（３）とＶ＿Ｈｉ（２）との間の領域には、Ｂポジ
ションが対応づけられる。
【００７４】
　ＨＶ－ＥＣＵ３０は、セレクトセンサ２２およびシフトセンサ２４から出力される電圧
信号に基づいて上述したようにシフトレバー２６４の位置に対応するシフトポジションを
確定して、確定されたシフトポジションに切り換えるようにトランスミッションを制御す
る。
【００７５】
　以上のような構造を有する車両において、本発明は、ＨＶ－ＥＣＵ３０がセレクトセン
サ２２が異常であるか否かを判定して、セレクトセンサ２２が異常であると判定した場合
に、シフトレバー２６４の位置に対応したシフトポジションを、パーキングポジションを
解除するシフトポジションに変更する点に特徴を有する。
【００７６】
　ＨＶ－ＥＣＵ３０は、セレクトセンサ２２の検出結果に基づいてセレクトセンサ２２が
異常であるか否かを判定する。本実施の形態においては、ＨＶ－ＥＣＵ３０は、セレクト
センサ２２から出力される電圧の態様に基づいて、セレクトセンサ２２が異常であるか否
かを判定する。本実施の形態において、シフトセンサ２４は、２系統のセンサを含み、そ
れぞれから出力電圧値Ｖ＿ａ、Ｖ＿ｂがＨＶ－ＥＣＵ３０に出力されるものとする。さら
に、セレクトセンサ２２は、２系統のセンサを含み、それぞれから出力電圧値Ｖ＿ｃ、Ｖ
＿ｄがＨＶ－ＥＣＵ３０に出力されるものとする。
【００７７】
　図５に示すように、ＨＶ－ＥＣＵ３０は、セレクトセンサ２２の出力電圧値Ｖ＿ｃ、Ｖ
＿ｄがいずれもＶ＿Ｌｏ（１）よりも低いと、セレクトセンサ２２の断線あるいはグラン
ドへの短絡（ＧＮＤショート）により出力電圧がＬｏ側固着する異常が発生していること
を判定する。
【００７８】
　さらに、ＨＶ－ＥＣＵ３０は、セレクトセンサ２２の出力電圧値Ｖ＿ｃ、Ｖ＿ｄがいず
れもＶ＿Ｈｉ（１）よりも高いと、セレクトセンサ２２内部のショートにより出力電圧が
Ｈｉ側に固着する異常が発生していることを判定する。
【００７９】
　さらに、ＨＶ－ＥＣＵ３０はセレクトセンサ２２の出力電圧値Ｖ＿ｃ、Ｖ＿ｄが互いに
異なる電圧値を出力すると、論理矛盾の異常が発生していることを判定する。
【００８０】
　あるいは、ＨＶ－ＥＣＵ３０は、セレクト方向についての位置により特定されるシフト
レバー２６４の位置が、シフト方向についての位置との関係において変速機のシフトポジ
ションに対応する位置でないと、セレクトセンサ２２が異常であることを判定するように
してもよい。
【００８１】
　たとえば、ＨＶ－ＥＣＵ３０は、セレクトセンサ２２およびシフトセンサ２４の出力電
圧値に基づいて、シフトレバー２６４がＭ’ポジションの領域内であると判定する場合に
は、セレクトセンサ２２が異常であることを判定する。
【００８２】
　本実施の形態においては、Ｌｏ側固着、Ｈｉ側固着、論理矛盾およびＭ’ポジションの
検出によりセレクトセンサ２２が異常であることを判定することとしたが、セレクトセン
サ２２の異常は、上述のいずれかの方法により判定するようにしてもよいし、２つ以上組
み合わせて判定するようにしてもよい。
【００８３】
　ＨＶ－ＥＣＵ３０は、セレクトセンサ２２が異常であることを判定すると、セレクトセ
ンサ２２の正常時におけるシフトレバー２６４の位置に対応したシフトポジションを変更
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する。
【００８４】
　たとえば、図６に示すように、セレクトセンサ２２の正常時において、Ｍポジションお
よびＮポジションに対応づけられるシフトレバー２６４の位置は、セレクトセンサ２２の
異常時においてはいずれもＭポジションに読み替えられる。
【００８５】
　さらに、セレクトセンサの正常時において、車両の走行に関連するシフトポジション（
たとえば、Ｒポジション、ＤポジションおよびＢポジション）に対応づけられるシフトレ
バー２６４の位置は、セレクトセンサ２２の異常時においてはいずれもＮポジションに読
み替えられる。また、好ましくは、Ｍ’ポジションはＮポジションに読み替えられること
が望ましい。
【００８６】
　このようにすると、たとえば、セレクトセンサ２２の出力電圧がＬｏ側に固着すると、
図７の斜線に示される経路しか検出できないため、ＨＶ－ＥＣＵ３０は、Ｒポジション、
ＮポジションおよびＤポジション以外のシフトポジションを判定することができない。こ
の場合、図６に示すマップを用いてシフトポジションを読み替えることにより、正常時の
Ｎポジションの位置は、Ｍポジションに読み替えられる。このとき、シフトレバー２６４
が正常時のＤポジションあるいはＲポジションに移動されると、Ｎポジションに読み替え
られるため、パーキングポジションの解除ができる。
【００８７】
　あるいは、セレクトセンサ２２の出力電圧がＨｉ側に固着すると、図８の斜線に示され
る経路しか検出できないため、ＨＶ－ＥＣＵ３０は、Ｍ’ポジション、Ｍポジションおよ
びＢポジション以外のシフトポジションを判定することができない。この場合、図６に示
すマップを用いてシフトポジションを読み替えることにより、Ｍ’ポジションおよび正常
時のＢポジションの位置は、Ｎポジションに読み替えられる。このとき、シフトレバー２
６４が正常時のＢポジションに移動されると、Ｎポジションに読み替えられるため、パー
キングポジションを解除することができる。あるいは、シフトレバー２６４がＲポジショ
ンに移動されてＭ’ポジションに誤判定されたとしても、Ｎポジションに読み替えられる
ため、パーキングポジションを解除することができる。
【００８８】
　図９に、本実施の形態に係るシフト切換装置のＨＶ－ＥＣＵ３０の機能ブロック図を示
す。ＨＶ－ＥＣＵ３０は、入力インターフェース（以下、入力Ｉ／Ｆと記載する）３００
と、演算処理部４００と、記憶部５００と、出力インターフェース（以下、出力Ｉ／Ｆ）
６００とを含む。
【００８９】
　入力Ｉ／Ｆ３００は、セレクトセンサ２２からのセレクト方向位置検出信号と、シフト
センサ２４からのシフト方向位置検出信号とを受信する。
【００９０】
　演算処理部４００は、セレクトセンサ異常判定部４０２と、フェールセーフ処理部４０
４と、タイマ部４０６と、シフト判定部４０８と、要求信号出力部４１０と、メータ制御
部４１２とを含む。
【００９１】
　セレクトセンサ異常判定部４０２は、セレクトセンサ２２の検出結果に基づいてセレク
トセンサ２２が異常であるか否かを判定する。なお、セレクトセンサ２２の異常判定方法
については上述したとおりであるため、その詳細な説明は繰り返さない。なお、セレクト
センサ異常判定部４０２は、セレクトセンサ２２が異常であることを判定すると、セレク
トセンサ異常判定フラグをオンする。
【００９２】
　フェールセーフ処理部４０４は、セレクトセンサ２２が異常であると判定されると、フ
ェールセーフ処理を実施する。具体的には、フェールセーフ処理部４０４は、セレクトセ
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ンサ異常判定フラグがオンされるとともに、フェールセーフ許可フラグをオンする。この
とき、フェールセーフ処理部４０４は、セレクトセンサ２２の正常時におけるシフトレバ
ー２６４の位置に対応したシフトポジションを図６に示すように変更する。なお、フェー
ルセーフ処理部４０４は、セレクトセンサ異常判定フラグがオンであると、フェールセー
フ処理を実施するようにしてもよい。
【００９３】
　タイマ部４０６は、シフトレバー２６４の位置が停止してからの経過時間を計測する。
本実施の形態においては、たとえば、タイマ部４０６は、ＮポジションとＭポジションに
おける停止時間をカウントする。なお、シフトレバー２６４の位置の停止は、セレクトセ
ンサ２２およびシフトセンサ２４の出力電圧値に基づいて判定するようにすればよい。た
とえば、タイマ部４０６は、セレクトセンサ２２またはシフトセンサ２４の出力電圧値が
変化する毎にカウント値を初期値にリセットするようにしてもよい。タイマ部４０６は、
経過時間の計測が開始されると、計算サイクル毎に予め定められた値だけカウント値を増
分する。
【００９４】
　シフト判定部４０８は、セレクトセンサ２２およびシフトセンサ２４の検出結果と図６
に示されるマップとを用いて読み替えられたシフトポジションがＮポジションであるか否
かを判定する。具体的には、シフト判定部４０８は、シフトレバー２６４の位置が読み替
え後のＮポジションに対応する位置で停止してからの経過時間が予め定められた待機時間
Ｔｎ（２）以上になると、シフトポジションがＮポジションであることを判定する。
【００９５】
　なお、シフト判定部４０８は、セレクトセンサ２２が異常である場合には、シフトレバ
ー２６４の位置がＮポジションに対応する位置で停止してから、正常時の待機時間Ｔｎ（
１）よりも長い予め定められた待機時間Ｔｎ（２）が経過するまで維持されると、シフト
ポジションがＮポジションであることを判定する。なお、シフト判定部４０８は、たとえ
ば、フェールセーフ許可フラグがオンであると、待機時間Ｔｎ（１）を待機時間Ｔｎ（２
）に変更するようにしてもよい。
【００９６】
　要求信号出力部４１０は、シフトポジションがＮポジションであることが判定されると
、非Ｐ要求信号を生成して、出力Ｉ／Ｆ６００を経由してＰ－ＥＣＵ４０に送信する。Ｐ
－ＥＣＵ４０は、非Ｐ要求信号を受信すると、エンコーダ４６により検出されるシャフト
１０２の回転量に基づくころ１１２の位置がＰポジション位置１２４であれば、非Ｐポジ
ション位置１２０に移動するように、アクチュエータ４２に対して制御信号を送信する。
【００９７】
　メータ制御部４１２は、判定されたシフトポジションに対応する表示制御信号を生成し
て、出力Ｉ／Ｆ６００を経由してメータＥＣＵ５０に送信する。メータＥＣＵ５０は、受
信した表示制御信号に対応する内容をメータ５２に表示する。あるいは、メータＥＣＵ５
０は、メータ５２の所望の表示灯を点灯させる。
【００９８】
　また、本実施の形態において、セレクトセンサ異常判定部４０２と、フェールセーフ処
理部４０４と、タイマ部４０６と、シフト判定部４０８と、要求信号出力部４１０は、い
ずれも演算処理部４００であるＣＰＵが記憶部５００に記憶されたプログラムを実行する
ことにより実現される、ソフトウェアとして機能するものとして説明するが、ハードウェ
アにより実現されるようにしてもよい。なお、このようなプログラムは記憶媒体に記録さ
れて車両に搭載される。
【００９９】
　記憶部５００には、各種情報、プログラム、しきい値、マップ等が記憶され、必要に応
じて演算処理部４００からデータが読み出されたり、格納されたりする。
【０１００】
　以下、図１０を参照して、本実施の形態に係るシフト切換装置のＨＶ－ＥＣＵ３０で実



(15) JP 4978308 B2 2012.7.18

10

20

30

40

50

行されるプログラムの制御構造について説明する。
【０１０１】
　ステップ（以下、ステップをＳと記載する）１００にて、ＨＶ－ＥＣＵ３０は、セレク
トセンサ２２が異常であるか否かを判定する。セレクトセンサ２２が異常であると（Ｓ１
００にてＹＥＳ）、処理はＳ１０２に移される。もしそうでないと（Ｓ１００にてＮＯ）
、処理はＳ１００に戻される。
【０１０２】
　Ｓ１０２にて、ＨＶ－ＥＣＵ３０は、フェールセーフ許可フラグをオンする。Ｓ１０４
にて、ＨＶ－ＥＣＵ３０は、セレクトセンサ２２の異常時において図６に示されるマップ
を用いて読み替えられるシフトポジションがＮポジションであるか否かを判定する。読み
替え後のシフトポジションがＮポジションであると（Ｓ１０４にてＹＥＳ）、処理はＳ１
０６に移される。もしそうでないと（Ｓ１０４にてＮＯ）、処理はＳ１０４に戻される。
【０１０３】
　Ｓ１０６にて、ＨＶ－ＥＣＵ３０は、シフトレバー２６４の位置が予め定められた時間
Ｔｎ（２）が経過するまで維持される否かを判定する。シフトレバー２６４の位置が予め
定められた時間Ｔｎ（２）が経過するまで維持されると（Ｓ１０６にてＹＥＳ）、処理は
Ｓ１０８に移される。もしそうでないと（Ｓ１０６にてＮＯ）、処理はＳ１０４に戻され
る。
【０１０４】
　Ｓ１０８にて、ＨＶ－ＥＣＵ３０は、Ｐ－ＥＣＵ４０に対して非Ｐ要求信号を出力する
。
【０１０５】
　以上のような構造およびフローチャートに基づく本実施の形態に係るシフト切換装置の
ＨＶ－ＥＣＵ３０の動作について図１１を参照にしつつ説明する。
【０１０６】
　時間Ｔ（０）において、セレクトセンサ２２の検出結果に異常が発生すると、時間Ｔ（
１）において、セレクトセンサ２２の異常が判定されて（Ｓ１００にてＹＥＳ）、セレク
トセンサ異常判定フラグがオンされる。このとき、フェールセーフ許可フラグがオンされ
るとともに、フェールセーフ処理が実施される（Ｓ１０２）。
【０１０７】
　時間Ｔ（２）において、運転者の操作により、シフトレバー２６４がＲポジション、Ｄ
ポジションおよびＢポジションのうちのいずれかのシフトポジションに対応する位置に移
動されると、シフトポジションは、読み替えられてＮポジションであると判定される（Ｓ
１０４にてＹＥＳ）。
【０１０８】
　シフトポジションがＮポジションであることが判定されてから予め定められた時間Ｔｎ
（２）が経過する時間Ｔ（３）において、シフトポジションがＮポジションであることが
確定される。このとき、ＨＶ－ＥＣＵ３０は、Ｐ－ＥＣＵ４０に対して非Ｐ要求信号を出
力する。Ｐ－ＥＣＵ４０は、非Ｐ要求信号を受信するとアクチュエータ４２の回転力によ
りころ１１２の位置が非Ｐポジション位置１２４に移動する。そのため、パーキングロッ
クポール１０６の突起部は、パーキングロックギヤ１０８の歯部から離隔するように移動
するため、パーキングロックが解除されることとなる。
【０１０９】
　時間Ｔ（４）において、運転者がシフトレバー２６４に対して操作力の付与を停止する
と、シフトレバー２６４は、Ｍポジションに対応する位置に戻る。
【０１１０】
　以上のようにして、本実施の形態に係るシフト切換装置によると、シフト方向について
のシフトレバーの位置を検出することにより特定される複数のシフトポジションのうちの
少なくともいずれか一つをニュートラルポジションに変更することにより、シフトレバー
の操作によりシフトポジションを、パーキングポジションを解除するシフトポジションで
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あるニュートラルポジションに確実に切り換えることができる。これにより、セレクトセ
ンサに異常が生じてもパーキングポジションからニュートラルポジションに切り換えるこ
とができる。そのため、運転者の意図に応じてパーキングロックを解除することができる
。その結果、車両を手押しあるいはレッカー等により移動させることができる。したがっ
て、シフトレバーの位置検出時にセンサに異常が生じても運転者の意図に応じてパーキン
グロックを解除するシフト切換装置を提供することができる。
【０１１１】
　さらに、ＨＶ－ＥＣＵは、セレクトセンサから出力される電圧の態様（たとえば、電圧
のＬｏ側固着、Ｈｉ側固着あるいは２系統のセンサの出力電圧値の相違等）に基づいて、
セレクトセンサが異常であるか否かを判定する。これにより、セレクトセンサが異常であ
るか否かを精度よく判定することができる。
【０１１２】
　さらに、セレクトセンサが異常であると、シフトレバーの位置が、待機時間Ｔｎ（１）
よりも長い待機時間Ｔｎ（２）が経過するまで維持されるときに、シフトポジションを切
り換えるようにすると、シフトレバーの位置に基づくシフトポジションの誤判定を確実に
防止することができる。なお、待機時間Ｔｎ（１）と待機時間Ｔｎ（２）とは同じ時間と
してもよい。このようにすると、運転者に違和感を感じさせることを抑制することができ
る。
【０１１３】
　なお、ＨＶ－ＥＣＵは、セレクトセンサが異常であることに加えて、シフトポジション
がパーキングポジションであると、シフトレバーの位置に対応したシフトポジションを変
更するようにしてもよい。このようにすると、セレクトセンサに異常が生じても、シフト
レバーの操作によりシフトポジションをニュートラルポジションに確実に切り換えること
ができる。そのため、運転者の意図に応じてパーキングロックを解除することができる。
【０１１４】
　なお、本実施の形態においては、右ハンドルの車両への適用を一例として説明したが、
特にこれに限定されるものではなく、たとえば、左ハンドルの車両に適用してもよい。
【０１１５】
　たとえば、左ハンドルの車両においては、シフトゲートの形状は、右ハンドルの車両の
シフトゲート２６２と左右対称の形状となる。
【０１１６】
　そのため、たとえば、セレクトセンサ２２の出力電圧がＬｏ側に固着すると、図１２の
斜線の経路しか検出できないため、ＨＶ－ＥＣＵ３０は、Ｍ’ポジション、Ｍポジション
およびＢポジション以外のシフトポジションを判定することができない。この場合、図６
に示すマップを用いてシフトポジションを読み替えることにより、Ｍ’ポジションおよび
正常時のＢポジションの位置は、Ｎポジションに読み替えられる。このとき、シフトレバ
ー２６４が正常時のＢポジションに移動されると、Ｎポジションに読み替えられるため、
パーキングポジションを解除することができる。あるいは、シフトレバーがＲポジション
に移動されてＭ’ポジションに誤判定されたとしても、Ｎポジションに読み替えられるた
め、パーキングポジションを解除することができる。
【０１１７】
　また、セレクトセンサ２２の出力電圧がＨｉ側に固着すると、図１３の斜線の経路しか
検出できないため、ＨＶ－ＥＣＵ３０は、Ｒポジション、ＮポジションおよびＤポジショ
ン以外のシフトポジションを判定することができない。この場合、図６に示すマップを用
いてシフトポジションを読み替えることにより、正常時のＮポジションの位置は、Ｍポジ
ションに読み替えられる。このとき、シフトレバー２６４が正常時のＤポジションあるい
はＲポジションに移動されると、Ｎポジションに読み替えられるため、パーキングポジシ
ョンの解除ができる。
【０１１８】
　したがって、運転者のシフトレバー２６４の操作によりＮポジションに確実に切り換え
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ることができため、パーキングロックを解除することができる。
【０１１９】
　さらに、本実施の形態においては、図６に示されるように、ＮポジションをＭポジショ
ンに読み替え、その他の車両の走行に関連する複数のシフトポジションをＮポジションに
読み替えるとして説明したが、特にこのような読み替えの態様に限定されるものではない
。
【０１２０】
　たとえば、図１４に示すように、パターン（Ａ）～パターン（Ｅ）のうちのいずれかの
パターンを用いてシフトポジションを変更するようにしてもよい。あるいは、セレクトセ
ンサ２２の異常の態様（たとえば、Ｈｉ側固着、Ｌｏ側固着または論理矛盾）に応じて、
パターン（Ａ）～パターン（Ｅ）のうちのいずれか一つのパターンを選択するようにして
もよい。このようにすると、異常の態様の応じて読み替えの範囲を設定することができる
。
【０１２１】
　パターン（Ａ）は、Ｍ’ポジションのみがＮポジションに読み替えられるパターンであ
る。パターン（Ｂ）は、ＤポジションおよびＢポジションがＮポジションに読み替えられ
るパターンである。パターン（Ｃ）は、ＲポジションのみがＮポジションに読み替えられ
るパターンである。
【０１２２】
　さらに、パターン（Ｄ）は、Ｒポジション、Ｄポジション、ＢポジションおよびＭ’ポ
ジションがＮポジションに読み替えられるパターンである。なお、パターン（Ｄ）は、図
６と比較して、Ｎポジションのシフトポジションが変更されていない点で異なる。
【０１２３】
　パターン（Ｅ）は、Ｒポジション、ＤポジションおよびＢポジションがＮポジションに
読み替えられるパターンである。パターン（Ａ）～パターン（Ｅ）のうちのいずれかのパ
ターンを用いてシフトポジションを用いても上述と同様の効果が得られる。
【０１２４】
　＜第２の実施の形態＞
　以下、第２の実施の形態に係るシフト切換装置について説明する。本実施の形態に係る
シフト切換装置は、上述の第１の実施の形態に係るシフト切換装置の構成と比較して、Ｈ
Ｖ－ＥＣＵ３０で実行されるプログラムの制御構造が異なる。それ以外の構成は、上述の
第１の実施の形態に係るシフト切換装置の構成と同じ構成である。それらについては同じ
参照符号が付してある。それらの機能も同じである。したがって、それらについての詳細
な説明はここでは繰り返さない。
【０１２５】
　本実施の形態においては、ＨＶ－ＥＣＵ３０は、セレクトセンサ２２が異常であること
に加えて、シフトレバー２６４の位置が予め定められた時間Ｔｍが経過するまで基準位置
に維持されると、シフトレバーの位置に対応したシフトポジションを変更する点に特徴を
有する。具体的には、ＨＶ－ＥＣＵ３０は、セレクトセンサ異常判定フラグがオンされた
後に、シフトレバー２６４の位置が予め定められた時間Ｔｍが経過するまで維持されるか
否かを判定する。ＨＶ－ＥＣＵ３０は、シフトレバー２６４の位置が基準位置であるＭポ
ジションに予め定められた時間Ｔｍが経過するまで維持されると、フェールセーフ許可フ
ラグをオンする。
【０１２６】
　以下、図１５を参照して、本実施の形態に係るシフト切換装置のＨＶ－ＥＣＵ３０で実
行されるプログラムの制御構造について説明する。
【０１２７】
　なお、図１５に示したフローチャートの中で、前述の図１０に示したフローチャートと
同じ処理については同じステップ番号を付してある。それらについての処理も同じである
。したがって、それらについての詳細な説明はここでは繰り返さない。
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【０１２８】
　セレクトセンサ２２が異常であると判定されると（Ｓ１００にてＹＥＳ）、Ｓ２００に
て、ＨＶ－ＥＣＵ３０は、シフトレバー２６４が基準位置に予め定められた時間Ｔｍが経
過するまで維持されるか否かを判定する。シフトレバー２６４が基準位置に予め定められ
た時間Ｔｍが経過するまで維持されると（Ｓ２００にてＹＥＳ）、処理はＳ１０２に移さ
れる。もしそうでないと（Ｓ２００にてＮＯ）、処理はＳ２００に戻される。
【０１２９】
　以上のような構造およびフローチャートに基づく本実施の形態に係るシフト切換装置の
ＨＶ－ＥＣＵ３０の動作について図１６を参照にしつつ説明する。
【０１３０】
　時間Ｔ（０）において、セレクトセンサ２２の検出結果に異常が発生すると、時間Ｔ（
１）において、セレクトセンサ２２の異常が判定されて（Ｓ１００にてＹＥＳ）、セレク
トセンサ異常判定フラグがオンされる。セレクトセンサ異常判定フラグがオンされた時点
からシフトレバー２６４の位置がＭポジションにおいて予め定められた時間Ｔｍが経過す
るまで維持されるか否かが判定される（Ｓ２００）。
【０１３１】
　時間Ｔ（１）から予め定められたＴｍが経過する時間Ｔ’（１）において、シフトレバ
ー２６４の位置がＭポジションにおいて予め定められた時間Ｔｍが経過するまで維持され
ると判定されるため（Ｓ２００にてＹＥＳ）、フェールセーフ許可フラグがオンされると
ともに、フェールセーフ処理が実施される（Ｓ１０２）。
【０１３２】
　なお、時間Ｔ（２）～時間Ｔ（４）およびそれ以降におけるシフト切換装置の動作は、
図１１を用いて説明したシフト切換装置の時間Ｔ（２）～時間Ｔ（４）およびそれ以降に
おけるシフト切換装置の動作と同様であるため、その詳細な説明は繰り返さない。
【０１３３】
　以上のようにして、本実施の形態に係るシフト切換装置によると、セレクトセンサが異
常であると判定されてから、シフトレバーの位置が予め定められた時間が経過するまで基
準位置に維持された場合、シフトレバーが誤操作されている状態（たとえば、レバーに物
がぶら下げられている状態等）ではないことを判定することができる。この場合に、シフ
トレバーの位置に対応したシフトポジションをパーキングポジションを解除するシフトポ
ジション（たとえば、ニュートラルポジション）に変更することにより、シフトレバーの
操作によりシフトポジションをニュートラルポジションに確実に切り換えることができる
。そのため、運転者の意図に応じてパーキングロックを解除することができる。その結果
、車両を手押しあるいはレッカー等により移動させることができる。したがって、シフト
レバーの位置検出時にセンサに異常が生じても運転者の意図に応じてパーキングロックを
解除するシフト切換装置を提供することができる。
【０１３４】
　今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えら
れるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求の範囲によって示され
、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図され
る。
【図面の簡単な説明】
【０１３５】
【図１】本実施の形態に係るシフト制御システム１０の構成を示す図である。
【図２】図１のシフト切換機構の構成を示す図である。
【図３】シフトレバー機構の構成を示す図である。
【図４】シフトポジションの判定領域を示す図（その１）である。
【図５】セレクトセンサの異常の態様を示す図である。
【図６】異常時に読み替えられるシフトポジションを示す図である。
【図７】シフトポジションの判定領域を示す図（その２）である。
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【図８】シフトポジションの判定領域を示す図（その３）である。
【図９】第１の実施の形態に係るシフト切換装置のＨＶ－ＥＣＵの機能ブロック図である
。
【図１０】第１の実施の形態に係るシフト切換装置のＨＶ－ＥＣＵで実行されるプログラ
ムの制御構造を示すフローチャートである。
【図１１】第１の実施の形態に係るシフト切換装置のＨＶ－ＥＣＵの動作を示すタイミン
グチャートである。
【図１２】左ハンドル車両におけるシフトポジションの判定領域を示す図（その１）であ
る。
【図１３】左ハンドル車両におけるシフトポジションの判定領域を示す図（その２）であ
る。
【図１４】異常時に読み替えられるシフトポジションの複数の組合せを示す図である。
【図１５】第２の実施の形態に係るシフト切換装置のＨＶ－ＥＣＵで実行されるプログラ
ムの制御構造を示すフローチャートである。
【図１６】第２の実施の形態に係るシフト切換装置のＨＶ－ＥＣＵの動作を示すタイミン
グチャートである。
【符号の説明】
【０１３６】
　１０　シフト制御システム、２０　Ｐスイッチ、２２　セレクトセンサ、２４　シフト
センサ、２６　シフトレバー機構、３０　ＨＶ－ＥＣＵ、４０　Ｐ－ＥＣＵ、４２　アク
チュエータ、４６　エンコーダ、４８　シフト切換機構、５０　メータＥＣＵ、５２　メ
ータ、１００　ディテントプレート、１０２　シャフト、１０４　ロッド、１０６　パー
キングロックポール、１０８　パーキングロックギヤ、１１０　ディテントスプリング、
１１２　ころ、１２０　非Ｐポジション位置、１２２　山、１２４　Ｐポジション位置、
２００　Ｐ壁、２１０　非Ｐ壁、２６２　シフトゲート、２６４　シフトレバー、２６６
，２７０　シフト通路、２６８　セレクト通路、３００　入力Ｉ/Ｆ、４００　演算処理
部、４０２　セレクトセンサ異常判定部、４０４　フェールセーフ処理部、４０６　タイ
マ部、４０８　シフト判定部、４１０　要求信号出力部、４１２　メータ制御部、５００
　記憶部、６００　出力Ｉ/Ｆ。
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【図１２】

【図１３】

【図１４】

【図１５】 【図１６】



(23) JP 4978308 B2 2012.7.18

10

フロントページの続き

(56)参考文献  特開２００７－０６２６６４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－０６５４３６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００７－００９９４６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００５－００７９９３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００１－３０４３９０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－１３９２２７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００６－１６２０５０（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｂ６０Ｋ　　２０／００－２０／０８
              Ｆ１６Ｈ　　５９／０２－５９／１２
              Ｆ１６Ｈ　　６１／２６－６１／３６
              Ｆ１６Ｈ　　６３／００－６３／３８


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

