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(57)【要約】
【課題】フェイルセーフ性及びコスト性を向上する車両
制御システムの提供。
【解決手段】　車両の自動変速機２に対してシフトレン
ジを指令するために操作され、当該シフトレンジの指令
内容を表すレンジ指令信号を出力するレンジシフタ２２
と、自動変速機２の手動変速による変速比を指令するた
めにレンジシフタ２２とは別に操作され、当該変速比を
表す変速指令信号を出力する変速シフタ１６と、レンジ
シフタ２２から入力のレンジ指令信号を基準信号として
、当該基準信号に従ってシフトレンジを切換制御するバ
イワイヤ制御部であって、レンジシフタ２２から入力の
レンジ指令信号を監視して当該指令信号の異常が確認さ
れた場合に、変速シフタ１６から入力の変速指令信号を
基準信号として代用するレンジ制御回路２８を有するバ
イワイヤ制御部と、を設ける。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両の自動変速機に対してシフトレンジを指令するために操作され、当該シフトレンジ
の指令内容を表す第一指令信号を出力する第一操作部と、
　前記車両の運転に必須の必須機能に付加された付加機能に関して指令するために前記第
一操作部とは別に操作され、当該付加機能に関する指令内容を表す第二指令信号を出力す
る第二操作部と、
　前記第一操作部から入力される前記第一指令信号を基準信号として、当該基準信号に従
って前記シフトレンジを切換制御するバイワイヤ制御部であって、前記第一操作部から入
力される前記第一指令信号を監視する信号監視手段、並びに前記第一指令信号の異常が前
記信号監視手段により確認された場合に、前記第二操作部から入力される前記第二指令信
号を前記基準信号として代用する代用処理手段を有するバイワイヤ制御部と、
を備えることを特徴とする車両制御システム。
【請求項２】
　前記信号監視手段は、前記第一操作部から入力される前記第一指令信号及び前記第二操
作部から入力される前記第二指令信号を監視し、
　前記代用処理手段は、前記第一指令信号の異常及び前記第二指令信号の正常が前記信号
監視手段により確認された場合に、前記第二指令信号を前記基準信号として代用すること
を特徴とする請求項１に記載の車両制御システム。
【請求項３】
　前記第二操作部は、自動変速を前記必須機能とし且つ手動変速を前記付加機能とする前
記自動変速機に対して、当該手動変速による変速比を指令するために操作される操作部で
あることを特徴とする請求項１又は２に記載の車両制御システム。
【請求項４】
　前記第二操作部は、前記変速比のアップ及びダウンを指令するための操作部であり、
　前記第一指令信号の異常が前記信号監視手段により確認された場合に前記代用処理手段
は、複数の前記シフトレンジのうち前進レンジ及び後進レンジの一方を指令する前記基準
信号として、前記アップを表す前記第二指令信号を代用し、前記前進レンジ及び前記後進
レンジの他方を指令する前記基準信号として、前記ダウンを表す前記第二指令信号を代用
することを特徴とする請求項３に記載の車両制御システム。
【請求項５】
　前記第二操作部は、前記アップを指令するために操作されるアップ操作部材及び前記ダ
ウンを指令するために操作されるダウン操作部材を互いに独立して有することを特徴とす
る請求項４に記載の車両制御システム。
【請求項６】
　前記車両の駐車ブレーキのオンオフを指令するために前記第一操作部とは別に操作され
、当該オンオフの指令内容を表すブレーキ指令信号を出力する駐車ブレーキ操作部を備え
、
　前記第一指令信号の異常が前記信号監視手段により確認された場合に前記代用処理手段
は、複数の前記シフトレンジのうち駐車レンジを指令する前記基準信号として、前記駐車
ブレーキのオンを表す前記ブレーキ指令信号を代用することを特徴とする請求項４又は５
に記載の車両制御システム。
【請求項７】
　前記第二操作部は、前記アップを指令するための操作及び前記ダウンを指令するための
操作を同時に受け付けることにより、それら操作の同時受付を表す前記第二指令信号を出
力し、
　前記第一指令信号の異常が前記信号監視手段により確認された場合に前記代用処理手段
は、複数の前記シフトレンジのうち中立レンジを指令する前記基準信号として、前記同時
受付を表す前記第二指令信号を代用することを特徴とする請求項４～６のいずれか一項に
記載の車両制御システム。
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【請求項８】
　前記第二操作部は、前記アップを指令するための操作及び前記ダウンを指令するための
操作を交互に受け付けることにより、それら操作の交互受付を表す前記第二指令信号を出
力し、
　前記第一指令信号の異常が前記信号監視手段により確認された場合に前記代用処理手段
は、複数の前記シフトレンジのうち中立レンジを指令する前記基準信号として、前記交互
受付を表す前記第二指令信号を代用することを特徴とする請求項４～７のいずれか一項に
記載の車両制御システム。
【請求項９】
　前記車両の状態情報を表示するメータ部を備え、
　前記第二操作部は、前記変速比のアップ及びダウンを指令するための操作部であり、
　前記バイワイヤ制御部は、前記第一指令信号の異常が前記信号監視手段により確認され
た場合に、前記アップ及び前記ダウンのうち一方を表す前記第二指令信号が前記第二操作
部から入力されることに応じて前記メータ部を制御することにより、複数の前記シフトレ
ンジのうち前記メータ部に選択的に表示させる選択表示レンジを切り換える表示切換手段
を有し、
　前記代用処理手段は、前記表示切換手段による前記選択表示レンジの表示状態下、前記
アップ及び前記ダウンのうち他方を表す前記第二指令信号が前記第二操作部から入力され
た場合に、当該表示状態の選択表示レンジを指令する前記基準信号として、入力された前
記第二指令信号を代用することを特徴とする請求項３に記載の車両制御システム。
【請求項１０】
　前記表示切換手段は、
　前記第一指令信号の正常が前記信号監視手段により確認された場合に、前記メータ部を
制御することにより現在の前記シフトレンジを前記選択表示レンジとして表示させ、
　前記第一指令信号の異常が前記信号監視手段により確認された場合に、前記メータ部を
制御することにより前記選択表示レンジの表示形態を、前記第一指令信号が正常である場
合の表示形態と相異ならせることを特徴とする請求項９に記載の車両制御システム。
【請求項１１】
　前記第二操作部は、前記付加機能として前記車両の運転支援情報を表示する運転支援装
置に対して、当該表示の内容を指令するために操作される操作部であることを特徴とする
請求項１又は２に記載の車両制御システム。
【請求項１２】
　前記バイワイヤ制御部は、前記第一指令信号の異常が前記信号監視手段により確認され
た場合に、前記運転支援装置を制御することにより、複数の前記シフトレンジを前記運転
支援情報の代わりに前記運転支援装置に表示させる表示制御手段を有し、
　前記代用処理手段は、前記表示制御手段の制御に従って前記運転支援装置に表示された
複数の前記シフトレンジのうち前記第二操作部の操作により選択された選択レンジを表す
前記第二指令信号が前記第二操作部から入力された場合に、当該選択レンジを指令する前
記基準信号として、入力された第二指令信号を代用することを特徴とする請求項１１に記
載の車両制御システム。
【請求項１３】
　前記バイワイヤ制御部は、前記車両の速度を監視する速度監視手段を有し、
　前記表示制御手段は、前記代用処理手段により前記第二指令信号が前記基準信号として
代用された後において設定値以上の前記速度が前記速度監視手段により確認された場合に
、前記運転支援装置を制御することにより、前記運転支援装置の表示を前記運転支援情報
の表示に復帰させることを特徴とする請求項１２に記載の車両制御システム。
【請求項１４】
　前記第二操作部は、所定の操作を受け付けることにより、前記運転支援装置の表示の復
帰を指令する前記第二指令信号を出力し、
　前記表示制御手段は、前記代用処理手段により前記第二指令信号が前記基準信号として
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代用された後において前記復帰を指令する前記第二指令信号が入力された場合に、前記運
転支援装置を制御することにより、前記運転支援装置の表示を前記運転支援情報の表示に
復帰させることを特徴とする請求項１２又は１３に記載の車両制御システム。
【請求項１５】
　前記車両のエンジンのオンオフを指令するために前記第一操作部とは別に操作され、当
該オンオフの指令内容を表すスイッチ指令信号を出力するスイッチ操作部を備え、
　前記第一指令信号の異常が前記信号監視手段により確認された場合に前記代用処理手段
は、複数の前記シフトレンジのうち駐車レンジを指令する前記基準信号として、前記エン
ジンのオフを表す前記スイッチ指令信号を代用することを特徴とする請求項１～１４のい
ずれか一項に記載の車両制御システム。
【請求項１６】
　前記バイワイヤ制御部は、前記車両の速度を監視する速度監視手段を有し、
　前記代用処理手段は、前記第一指令信号の異常が前記信号監視手段により確認されると
共に設定値以下の前記速度が前記速度監視手段により確認された場合に、前記第二指令信
号を前記基準信号として代用することを特徴とする請求項１～１５のいずれか一項に記載
の車両制御システム。
【請求項１７】
　前記バイワイヤ制御部は、前記車両のフットブレーキのオンオフを監視するフットブレ
ーキ監視手段を有し、
　前記代用処理手段は、前記第一指令信号の異常が前記信号監視手段により確認されると
共に前記フットブレーキのオン状態が前記フットブレーキ監視手段により確認された場合
に、前記第二指令信号を前記基準信号として代用することを特徴とする請求項１～１６の
いずれか一項に記載の車両制御システム。
【請求項１８】
　前記バイワイヤ制御部は、前記車両のアクセルのオンオフを監視するアクセル監視手段
を有し、
　前記代用処理手段は、前記第一指令信号の異常が前記信号監視手段により確認されると
共に前記アクセルのオフ状態が前記アクセル監視手段により確認された場合に、前記第二
指令信号を前記基準信号として代用することを特徴とする請求項１～１７のいずれか一項
に記載の車両制御システム。
【請求項１９】
　前記バイワイヤ制御部は、前記第一指令信号の異常が前記信号監視手段により確認され
た場合に、当該異常を警告する警告手段を有することを特徴とする請求項１～１８のいず
れか一項に記載の車両制御システム。
【請求項２０】
　前記第二操作部は、所定の操作を受け付けることにより、前記警告手段により発せられ
た前記異常の警告に対するレスポンスを表す前記第二指令信号を出力し、
　前記代用処理手段は、前記レスポンスを表す前記第二指令信号が前記第二操作部から入
力された後において、前記レスポンスとは異なる指令内容を表す前記第二指令信号を前記
基準信号として代用することを特徴とする請求項１９に記載の車両制御システム。
【請求項２１】
　前記バイワイヤ制御部は、前記第一指令信号の異常が前記信号監視手段により確認され
た場合に、前記第二操作部により前記シフトレンジを指令するための操作方法を案内する
案内手段を有することを特徴とする請求項１～２０のいずれか一項に記載の車両制御シス
テム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両を制御する車両制御システムに関する。
【背景技術】
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【０００２】
　従来、車両制御システムの一種として、車両の自動変速機に対してシフトレンジを指令
するために車両の乗員が操作する操作部からの出力信号に従って、バイワイヤ制御部によ
りシフトレンジを切換制御するようにしたシステムが知られている。この種の車両制御シ
ステムでは、操作部の故障や操作部及びバイワイヤ制御部間の通信不良等により、操作部
からバイワイヤ制御部へ入力される信号に異常が生じるおそれがある。こうした信号異常
は、乗員の指令とは異なるシフトレンジへ切り換えられる事態や、シフトレンジが切換不
能となる事態を招くため、望ましくない。
【０００３】
　そこで、特許文献１には、操作部が故障した場合に、操作部に付設した非常用スイッチ
を用いることにより、フェイルセーフ性を高める技術が開示されている。
【特許文献１】特公平５－４３９０４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、特許文献１に開示の非常用スイッチは、故障時にのみ操作されるもので
あり、しかも操作部に追加的に組み込む必要があることから、コストアップを招くことに
なる。さらに、特許文献１に開示の技術では、操作部の故障には対処できるものの、操作
部及びバイワイヤ制御部間の通信不良には対処できないため、フェイルセーフ性の点で十
分とはいえず、また当該通信不良に対処するための機能を追加すると、さらなるコストア
ップを招くことになるのである。
【０００５】
　本発明は、このような問題に鑑みてなされたものであって、その目的は、フェイルセー
フ性及びコスト性を向上する車両制御システムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　請求項１に記載の発明は、車両の自動変速機に対してシフトレンジを指令するために操
作され、当該シフトレンジの指令内容を表す第一指令信号を出力する第一操作部と、車両
の運転に必須の必須機能に付加された付加機能に関して指令するために第一操作部とは別
に操作され、当該付加機能に関する指令内容を表す第二指令信号を出力する第二操作部と
、第一操作部から入力される第一指令信号を基準信号として、当該基準信号に従ってシフ
トレンジを切換制御するバイワイヤ制御部であって、第一操作部から入力される第一指令
信号を監視する信号監視手段、並びに第一指令信号の異常が信号監視手段により確認され
た場合に、第二操作部から入力される第二指令信号を基準信号として代用する代用処理手
段を有するバイワイヤ制御部と、を備えることを特徴とする。
【０００７】
　このような発明によると、第一操作部からバイワイヤ制御部へ入力されてレンジ切換制
御の基準信号となる第一指令信号の異常が確認された場合、第一操作部とは別に操作され
る第二操作部からバイワイヤ制御部へ入力される第二指令信号が当該基準信号として代用
される。故に、第一操作部の故障や第一操作部及びバイワイヤ制御部間の通信不良等によ
り、第一指令信号に異常が生じたとしても、第二操作部を利用してシフトレンジを指令す
ることができる。ここで、車両運転上の一機能に関して指令するための第二操作部を、第
一指令信号の異常時にシフトレンジを指令するために利用することによれば、コストアッ
プを回避することができる。しかも、第二操作部の指令対象とする機能が車両運転の必須
機能ではなく、付加機能であることから、第二指令信号を基準信号として代用することに
より当該付加機能が停止したとしても、車両の運転を継続することができる。以上より、
フェイルセーフ性及びコスト性を向上させた車両制御システムを構築することが可能とな
る。
【０００８】
　請求項２に記載の発明によると、信号監視手段は、第一操作部から入力される第一指令
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信号及び第二操作部から入力される第二指令信号を監視し、代用処理手段は、第一指令信
号の異常及び第二指令信号の正常が信号監視手段により確認された場合に、第二指令信号
を基準信号として代用する。これによれば、異常が確認された基準信号としての第一指令
信号を、正常が確認された第二指令信号により代用して、シフトレンジを正しく切換制御
することができるのである。したがって、適確なフェイルセーフ性を期待し得る。
【０００９】
　請求項３に記載の発明によると、第二操作部は、自動変速を車両運転の必須機能とし且
つ手動変速を車両運転の付加機能とする自動変速機に対して、当該手動変速による変速比
を指令するために操作される操作部である。これによれば、第一指令信号の異常に伴って
第二指令信号を基準信号として代用することで、手動変速による変速比は指令不能になっ
たとしても、車両運転に必須の自動変速は自動変速機によって実現され得る。したがって
、第一指令信号に異常が生じたにも拘らず、シフトレンジを切り換えて、自動変速の下で
車両の運転を継続することができるので、フェイルセーフ性の高いものとなる。しかも、
変速比を指令するために操作される第二操作部を、異常時のシフトレンジの指令にも兼用
することができるので、フェイルセーフ対策に起因するコストアップが抑制され得る。
【００１０】
　請求項４に記載の発明によると、第二操作部は、手動変速による変速比のアップ及びダ
ウンを指令するための操作部であり、第一指令信号の異常が信号監視手段により確認され
た場合に代用処理手段は、複数のシフトレンジのうち前進レンジ及び後進レンジの一方を
指令する基準信号として、変速比のアップを表す第二指令信号を代用し、前進レンジ及び
後進レンジの他方を指令する基準信号として、変速比のダウンを表す第二指令信号を代用
する。これによれば、第二操作部により変速比のアップ及びダウンを指令するための各操
作を、第一指令信号に異常が生じた場合には、車両運転に特に必要な前進レンジ又は後進
レンジの指令に割り当てることができる。したがって、変速比のアップ及びダウンの指令
時と同じ比較的簡単な操作によってシフトレンジを指令することが可能になるので、フェ
イルセーフ対策に起因する操作性の悪化が抑制され得る。
【００１１】
　請求項５に記載の発明によると、第二操作部は、変速比のアップを指令するために操作
されるアップ操作部材及び変速比のダウンを指令するために操作されるダウン操作部材を
互いに独立して有する。このように互いに独立した操作部材を用いることによれば、前進
レンジ及び後進レンジのうち変速比のアップ指令に対応するレンジを指令する際に、誤っ
てダウン指令に対応するレンジが指令されてしまう事態や、またその逆の事態が発生する
ことを防止して、車両安全を確保することができるのである。
【００１２】
　請求項６に記載の発明によると、車両の駐車ブレーキのオンオフを指令するために第一
操作部とは別に操作され、当該オンオフの指令内容を表すブレーキ指令信号を出力する駐
車ブレーキ操作部を備え、第一指令信号の異常が信号監視手段により確認された場合に代
用処理手段は、複数のシフトレンジのうち駐車レンジを指令する基準信号として、駐車ブ
レーキのオンを表すブレーキ指令信号を代用する。これによれば、第一指令信号に異常が
生じたとしても、駐車ブレーキのオンを表すブレーキ指令信号を基準信号として代用する
ことで、駐車ブレーキ操作部の操作に伴ってシフトレンジを駐車レンジへ切り換えること
ができる。したがって、駐車時にはオンされる駐車ブレーキを利用して当該駐車と同時に
駐車レンジを実現することが可能になるので、フェイルセーフ対策に起因するコストアッ
プ並びに操作性の悪化が抑制され得る。
【００１３】
　請求項７に記載の発明によると、第二操作部は、変速比のアップを指令するための操作
及び変速比のダウンを指令するための操作を同時に受け付けることにより、それら操作の
同時受付を表す第二指令信号を出力し、第一指令信号の異常が信号監視手段により確認さ
れた場合に代用処理手段は、複数のシフトレンジのうち中立レンジを指令する基準信号と
して、当該同時受付を表す第二指令信号を代用する。これによれば、第二操作部が変速比
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のアップ及びダウンを指令するための各操作を同時に受付可能な構成の下、第一指令信号
に異常が生じたとしても、当該同時受付を表す第二指令信号を基準信号として代用するこ
とで、シフトレンジを中立レンジへと安全に切り換えることができる。したがって、変速
比のアップ及びダウンを指令するための第二操作部を利用した操作によって、前進レンジ
及び後進レンジへの切換のみならず、中立レンジへの切換も実現し得るので、フェイルセ
ーフ性のさらなる向上を低コストにて達成することができるのである。
【００１４】
　請求項８に記載の発明によると、第二操作部は、変速比のアップを指令するための操作
及び変速比のダウンを指令するための操作を交互に受け付けることにより、それら操作の
交互受付を表す第二指令信号を出力し、第一指令信号の異常が信号監視手段により確認さ
れた場合に代用処理手段は、複数のシフトレンジのうち中立レンジを指令する基準信号と
して、当該交互受付を表す第二指令信号を代用する。これによれば、第二操作部が変速比
のアップ及びダウンを指令するための各操作を交互に受付可能な構成の下、第一指令信号
に異常が生じたとしても、当該交互受付を表す第二指令信号を基準信号として代用するこ
とで、シフトレンジを中立レンジへと安全に切り換えることができる。したがって、変速
比のアップ及びダウンを指令するための第二操作部を利用した操作によって、前進レンジ
及び後進レンジへの切換のみならず、中立レンジへの切換も実現し得るので、フェイルセ
ーフ性のさらなる向上を低コストにて達成することができるのである。
【００１５】
　請求項９に記載の発明によると、車両の状態情報を表示するメータ部を備え、第二操作
部は、変速比のアップ及びダウンを指令するための操作部であり、バイワイヤ制御部は、
第一指令信号の異常が信号監視手段により確認された場合に、変速比のアップ及びダウン
のうち一方を表す第二指令信号が第二操作部から入力されることに応じてメータ部を制御
することにより、複数のシフトレンジのうちメータ部に選択的に表示させる選択表示レン
ジを切り換える表示切換手段を有し、代用処理手段は、表示切換手段による選択表示レン
ジの表示状態下、変速比のアップ及びダウンのうち他方を表す第二指令信号が第二操作部
から入力された場合に、当該表示状態の選択表示レンジを指令する基準信号として、入力
された第二指令信号を代用する。これによれば、第二操作部により変速比のアップ及びダ
ウンを指令するための各操作を、第一指令信号に異常が生じた場合には、メータ部に選択
的に表示させる選択表示レンジの切換又は表示状態下の選択表示レンジの指令に割り当て
ることができる。このように、変速比のアップ及びダウンを指令するための第二操作部と
車両の状態情報を表示するメータ部とを利用することにより、異常時にあっても、自動変
速機に用意される全てのシフトレンジへの切換が可能となるので、十分なフェイルセーフ
対策を低コストにて達成し得るのである。
【００１６】
　請求項１０に記載の発明によると、表示切換手段は、第一指令信号の正常が信号監視手
段により確認された場合に、メータ部を制御することにより現在のシフトレンジを選択表
示レンジとして表示させ、第一指令信号の異常が信号監視手段により確認された場合に、
メータ部を制御することにより選択表示レンジの表示形態を、第一指令信号が正常である
場合の表示形態と相異ならせる。これによれば、第一指令信号に異常が生じたことを、当
該信号が正常な場合における選択表示レンジの表示形態との相異によって、乗員に確実に
認識させることができるので、乗員の意図しない第二操作部の誤操作を抑止して車両安全
を確保することが可能になる。
【００１７】
　請求項１１に記載の発明によると、第二操作部は、車両運転の付加機能として車両の運
転支援情報を表示する運転支援装置に対して、当該表示の内容を指令するために操作され
る操作部である。これによれば、第一指令信号の異常に伴って第二指令信号を基準信号と
して代用することで、運転支援情報の表示内容は指令不能になったとしても、車両運転自
体には実質的に影響が及ばない。したがって、第一指令信号に異常が生じたにも拘らず、
シフトレンジを切り換えて車両の運転を継続することが可能になるので、フェイルセーフ
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性の高いものとなる。しかも、運転支援情報の表示内容を指令するために操作される第二
操作部を、異常時のシフトレンジの指令にも兼用することができるので、フェイルセーフ
対策に起因するコストアップが抑制され得る。
【００１８】
　請求項１２に記載の発明によると、バイワイヤ制御部は、第一指令信号の異常が信号監
視手段により確認された場合に、運転支援装置を制御することにより、複数のシフトレン
ジを運転支援情報の代わりに運転支援装置に表示させる表示制御手段を有し、代用処理手
段は、表示制御手段に従って運転支援装置に表示された複数のシフトレンジのうち第二操
作部の操作により選択された選択レンジを表す第二指令信号が第二操作部から入力された
場合に、当該選択レンジを指令する基準信号として、入力された第二指令信号を代用する
。これによれば、第一指令信号に異常が生じた場合には、運転支援情報の代わりに運転支
援装置に表示される複数のシフトレンジのうち指令するレンジを選択するために第二操作
部が操作されることにより、当該選択レンジへと切り換えることができる。したがって、
運転支援情報の表示内容を指令するための第二操作部を利用して、自動変速機に用意され
る全てのシフトレンジ中から一レンジを指令することが可能となるので、十分なフェイル
セーフ対策を低コストにて達成することができるのである。
【００１９】
　請求項１３に記載の発明によると、バイワイヤ制御部は、車両の速度を監視する速度監
視手段を有し、表示制御手段は、代用処理手段により第二指令信号が基準信号として代用
された後において設定値以上の車両速度が速度監視手段により確認された場合に、運転支
援装置を制御することにより、運転支援装置の表示を運転支援情報の表示に復帰させる。
これによれば、基準信号として代用の第二指令信号に従ってシフトレンジが切り換えられ
た後、車両速度が設定値以上の走行状態になると、運転支援装置の表示が、シフトレンジ
を指令するためのレンジ表示から、運転支援情報の表示へと戻ることになる。したがって
、第一指令信号に異常が生じた場合であっても、レンジ切換の可能性が低い車両走行時に
は、運転支援装置に運転支援情報を表示して当該装置本来の運転支援機能を享受すること
ができるのである。
【００２０】
　請求項１４に記載の発明によると、第二操作部は、所定の操作を受け付けることにより
、運転支援装置の表示の復帰を指令する第二指令信号を出力し、表示制御手段は、代用処
理手段により第二指令信号が基準信号として代用された後において当該復帰を指令する第
二指令信号が入力された場合に、運転支援装置を制御することにより、運転支援装置の表
示を運転支援情報の表示に復帰させる。これによれば、基準信号として代用の第二指令信
号に従ってシフトレンジが切り換えられた後、運転支援装置の表示の復帰が第二操作部の
操作によって指令されると、運転支援装置の表示が、シフトレンジを指令するためのレン
ジ表示から、運転支援情報の表示へと戻ることになる。したがって、第一指令信号に異常
が生じた場合であっても、乗員が希望するときには、運転支援装置に運転支援情報を表示
して当該装置本来の運転支援機能を享受することができるのである。
【００２１】
　請求項１５に記載の発明によると、車両のエンジンのオンオフを指令するために第一操
作部とは別に操作され、当該オンオフの指令内容を表すスイッチ指令信号を出力するスイ
ッチ操作部を備え、第一指令信号の異常が信号監視手段により確認された場合に代用処理
手段は、複数のシフトレンジのうち駐車レンジを指令する基準信号として、エンジンのオ
フを表すスイッチ指令信号を代用する。これによれば、第一指令信号に異常が生じたとし
ても、エンジンのオフを表すスイッチ指令信号を基準信号として代用することで、スイッ
チ操作部の操作に伴ってシフトレンジを駐車レンジへ切り換えることができる。したがっ
て、エンジンのオフと同時に駐車レンジが実現されることになるので、次回のエンジン始
動時に、シフトレンジが駐車レンジ以外であることにより当該始動が拒否される事態を、
回避することができる。
【００２２】
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　請求項１６に記載の発明によると、バイワイヤ制御部は、車両速度を監視する速度監視
手段を有し、代用処理手段は、第一指令信号の異常が信号監視手段により確認されると共
に設定値以下の車両速度が速度監視手段により確認された場合に、第二指令信号を基準信
号として代用する。これによれば、車両速度が設定値以下となる低速走行状態又は走行停
止状態において、第二指令信号がレンジ切換制御の基準信号として代用されることになる
ので、乗員の意図しない第二操作部の誤操作によって、万が一、シフトレンジが切り換わ
ることになったとしても、車両安全を確保することができるのである。
【００２３】
　請求項１７に記載の発明によると、バイワイヤ制御部は、車両のフットブレーキのオン
オフを監視するフットブレーキ監視手段を有し、代用処理手段は、第一指令信号の異常が
信号監視手段により確認されると共にフットブレーキのオン状態がフットブレーキ監視手
段により確認された場合に、第二指令信号を基準信号として代用する。これによれば、車
両のフットブレーキのオン状態において、第二指令信号がレンジ切換制御の基準信号とし
て代用されることになるので、乗員の意図しない第二操作部の誤操作によって、万が一、
シフトレンジが切り換わることになったとしても、車両安全を確保することができるので
ある。
【００２４】
　請求項１８に記載の発明によると、バイワイヤ制御部は、車両のアクセルのオンオフを
監視するアクセル監視手段を有し、代用処理手段は、第一指令信号の異常が信号監視手段
により確認されると共にアクセルのオフ状態がアクセル監視手段により確認された場合に
、第二指令信号を基準信号として代用する。これによれば、車両のアクセルのオフ状態に
おいて、第二指令信号がレンジ切換制御の基準信号として代用されることになるので、乗
員の意図しない第二操作部の誤操作によって、万が一、シフトレンジが切り換わることに
なったとしても、車両安全を確保することができるのである。
【００２５】
　請求項１９に記載の発明によると、バイワイヤ制御部は、第一指令信号の異常が信号監
視手段により確認された場合に、当該異常を警告する警告手段を有する。これによれば、
第一指令信号に異常が生じたことを、その警告によって乗員に確実に認識させることがで
きるので、乗員の意図しない第二操作部の誤操作を抑止して車両安全を確保することが可
能になる。
【００２６】
　請求項２０に記載の発明によると、第二操作部は、所定の操作を受け付けることにより
、警告手段により発せられた異常警告に対するレスポンスを表す第二指令信号を出力し、
代用処理手段は、レスポンスを表す第二指令信号が第二操作部から入力された後において
、レスポンスとは異なる指令内容を表す第二指令信号を基準信号として代用する。これに
よれば、乗員による異常の認識が警告に対するレスポンスにより確認されて初めて、第二
操作部の操作によるシフトレンジの指令が可能になるので、車両安全の確保効果を高める
ことができる。
【００２７】
　請求項２１に記載の発明によると、バイワイヤ制御部は、第一指令信号の異常が信号監
視手段により確認された場合に、第二操作部によりシフトレンジを指令するための操作方
法を案内する案内手段を有する。これによれば、乗員は、異常時の対処方法を習得してい
なくても、案内される操作方法に従って第二操作部を操作することで、シフトレンジを正
しく指令することができる。したがって、乗員の意図しない第二操作部の誤操作を抑止し
て車両安全を確保すると共に、利便性を高めることが可能になる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２８】
　以下、本発明の複数の実施形態を図面に基づいて説明する。尚、各実施形態において対
応する構成要素には同一の符号を付すことにより、重複する説明を省略する。
【００２９】
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　（第一実施形態）
　図１は、本発明の第一実施形態による車両制御システム１の概略構成を示している。車
両制御システム１は、エンジン５及び自動変速機２と共に車両に搭載されている。この車
両制御システム１には、エンジン制御装置５０、変速制御装置１０、レンジ制御装置２０
及びメータ装置３０が設けられている。
【００３０】
　エンジン制御装置５０は、エンジンスイッチ５２、エンジンセンサ５４及びエンジン制
御回路５８を備えている。エンジンスイッチ５２は、エンジン５のオンオフを指令するた
めのイグニッションスイッチであり、車両の運転席前方に設置されて乗員により手動操作
可能又は電子キーにより遠隔操作可能となっている。エンジンスイッチ５２は、オン操作
された場合にオン信号を出力し、オフ操作された場合にオフ信号を出力する。したがって
、エンジンスイッチ５２からは、その操作によってなされたエンジン５のオン指令又はオ
フ指令を表すスイッチ指令信号が、出力されるのである。
【００３１】
　エンジンセンサ５４は、吸気スロットルの開度や、燃料噴射弁及びイグナイタの作動タ
イミング等に基づいて、エンジン５の運転状態を検出する。
【００３２】
　エンジン制御回路５８は、マイクロコンピュータを主体とする電気回路であり、エンジ
ンスイッチ５２及びエンジンセンサ５４に対して通信可能に直接的に接続されている。エ
ンジン制御回路５８は、オン指令を表すスイッチ指令信号がエンジンスイッチ５２から入
力されると、エンジン５を始動し、その後は、エンジンセンサ５４からの入力信号に基づ
いてエンジン５を制御する。一方、エンジン制御回路５８は、オフ指令を表すスイッチ指
令信号がエンジンスイッチ５２から入力されると、エンジン５を停止して、次回の始動に
備えることとなる。
【００３３】
　変速制御装置１０は、油圧回路１２、変速シフタ１６及び変速制御回路１８を備えてい
る。
【００３４】
　油圧回路１２は、マニュアル弁１３及び複数の電磁弁１４等から構成されている。マニ
ュアル弁１３はスプール弁であり、往復直動するスプール（図示しない）の移動位置に応
じた出力油圧によって自動変速機２のシフトレンジを切り換える。ここで、自動変速機２
には、車両においてエンジン５の回転出力を駆動輪側へ伝達するシフトレンジとして、前
進（Ｄ）レンジ及び後進（Ｒ）レンジの二種類の走行レンジが用意されている。また、自
動変速機２には、エンジン５の回転出力を車両の駆動輪側へ伝達しないシフトレンジとし
て、駐車（Ｐ）レンジ及び中立（Ｎ）レンジの二種類の非走行レンジが用意されている。
【００３５】
　各電磁弁１４は、自動変速機２においてそれぞれ対応する変速可動要素（図示しない）
を、油圧出力によって駆動する。ここで特に、本実施形態の自動変速機２は有段変速式で
あり、変速可動要素であるクラッチ、ブレーキ等の摩擦要素がその対応電磁弁１４によっ
て締結又は解放されることにより、Ｄレンジにおける変速比が段階的に切り換わるように
なっている。
【００３６】
　変速シフタ１６は、自動変速機２に対して変速比のアップを指令するためのアップ変速
スイッチ１６Ｕ、並びに自動変速機２に対して変速比のダウンを指令するためのダウン変
速スイッチ１６Ｄから構成されている。各変速スイッチ１６Ｕ，１６Ｄは、車両の運転席
前方のステアリングホイール４に設置されて乗員により独立して手動操作可能なボタンス
イッチ又はアームスイッチ（図１はボタンスイッチの例）であり、それぞれオン操作され
た場合にオン信号を出力し、それ以外の場合にオフ信号を出力する。したがって、各変速
スイッチ１６Ｕ，１６Ｄからは、その操作によってなされた変速比のアップ指令又はダウ
ン指令を表す変速指令信号が、出力されるのである。
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【００３７】
　変速制御回路１８は、マイクロコンピュータを主体とする電気回路であり、メモリ１８
ａを有している。変速制御回路１８は、油圧回路１２の各電磁弁１４及び各変速スイッチ
１６Ｕ，１６Ｄに対して通信可能に直接的に接続されていると共に、エンジン制御回路５
８及び車速センサ３等に対して通信可能に車内ＬＡＮ６を介して接続されている。ここで
、車速センサ３は、自動変速機２の変速軸の回転数に基づいて車両の速度を検出するもの
である。
【００３８】
　変速制御回路１８は、車両の必須機能として自動変速機２の変速比を自動切換する自動
変速モードと、当該必須機能に付加された車両の付加機能として自動変速機２の変速比を
手動切換する手動変速モードとを、選択的に実現する。ここで、自動変速モードにおいて
は、エンジン制御回路５８を通したエンジンセンサ５４からの入力信号が表すエンジン運
転状態並びに車速センサ３からの入力信号が表す車両速度に基づき、メモリ１８ａに記憶
の変速マップに従うようにして自動変速機２の変速比を切り換える。一方、手動変速モー
ドにおいては、変速スイッチ１６Ｕ，１６Ｄから入力の変速指令信号が表すアップ指令又
はダウン指令に従って、自動変速機２の変速比を切り換える。尚、変速モードの選択は、
車両の運転席近傍に設置の所定の操作部材が操作されること等に応じて、行われることに
なる。
【００３９】
　レンジ制御装置２０は、レンジシフタ２２、シフトアクチュエータ２６、運動変換機構
２７、回転位置センサ２９及びレンジ制御回路２８を備えている。
【００４０】
　レンジシフタ２２は、シフトレバー２３、レンジスイッチ２４Ｐ，２４Ｒ，２４Ｎ，２
４Ｄ及びレンジ出力装置２５から構成されている。シフトレバー２３は、車両の運転席前
方又は側方に設置されて乗員により手動操作可能となっている。シフトレバー２３には、
自動変速機２に対してシフトレンジを指令するための操作位置として、Ｐ，Ｒ，Ｎ，Ｄの
シフトレンジにそれぞれ対応した四つのシフト位置Ｐ，Ｒ，Ｎ，Ｄが設定されている。各
レンジスイッチ２４Ｐ，２４Ｒ，２４Ｎ，２４Ｄは、シフトレバー２３の近傍に設置され
た接触スイッチ又は非接触スイッチであり、それぞれシフト位置Ｐ，Ｒ，Ｎ，Ｄへ操作さ
れたシフトレバー２３を検出してオン信号を出力し、それ以外の場合にオフ信号を出力す
る。
【００４１】
　レンジ出力装置２５は、各レンジスイッチ２４Ｐ，２４Ｒ，２４Ｎ，２４Ｄと通信可能
に直接的に接続されている。レンジ出力装置２５は、各レンジスイッチ２４Ｐ，２４Ｒ，
２４Ｎ，２４Ｄから入力される信号に基づいて、シフト位置Ｐ，Ｒ，Ｎ，Ｄのうち現在の
シフトレバー２３のシフト位置をデューティ比によって識別するように、出力信号を生成
する。したがって、レンジ出力装置２５からは、Ｐ，Ｒ，Ｎ，Ｄのシフトレンジのうちシ
フトレバー２３の操作によって指令されたレンジ（以下、「指令レンジ」という）を表す
レンジ指令信号が、出力されるのである。
【００４２】
　シフトアクチュエータ２６は、電動モータ及び減速機構を主体に構成される電動アクチ
ュエータであり、通電によって回転軸２６ａに回転出力を発生する。運動変換機構２７は
、回転軸２６ａに発生した回転出力をマニュアル弁１３のスプールの直動出力へ変換する
。これにより、自動変速機２のシフトレンジは、回転軸２６ａの回転位置に応じて切り換
わるようになる。そこで、シフトアクチュエータ２６には、自動変速機２において現在実
現されているシフトレンジ（以下、「実レンジ」という）を回転軸２６ａの回転位置に基
づき検出するために、回転位置センサ２９が設置されている。
【００４３】
　レンジ制御回路２８は、マイクロコンピュータを主体とする電気回路であり、メモリ２
８ａを有している。レンジ制御回路２８は、レンジ出力装置２５、シフトアクチュエータ
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２６、回転位置センサ２９及び変速制御回路１８に対して通信可能に直接的に接続されて
いる。それと共にレンジ制御回路２８は、エンジン制御回路５８、車速センサ３、フット
ブレーキセンサ７、駐車ブレーキセンサ８及びアクセルセンサ９等に対して通信可能に車
内ＬＡＮ６を介して接続されている。ここで、フットブレーキセンサ７は、車両の運転席
前方のブレーキペダル７ａ近傍に設置され、車両のフットブレーキについて当該ペダル７
ａの操作に従うオンオフ状態を検出するものである。また、駐車ブレーキセンサ８は、車
両の運転席側方又は前方のブレーキレバー８ａ近傍に設置され、車両の駐車ブレーキにつ
いて当該レバー８ａの操作に従うオンオフ状態を検出するものである。さらにまた、アク
セルセンサ９は、車両の運転席前方のアクセルペダル９ａ近傍に設置され、車両のアクセ
ルについて当該ペダル９ａの操作に従うオンオフ状態を検出するものである。
【００４４】
　レンジ制御回路２８は、レンジ出力装置２５から入力のレンジ指令信号が正常である場
合に、回転位置センサ２９からの入力信号が表す実レンジを、当該レンジ指令信号が表す
指令レンジと一致させるように、シフトアクチュエータ２６を制御する。したがって、正
常なレンジ指令信号が表す指令レンジに変化が生じたときには、当該変化後の指令レンジ
に相当する位置へ回転軸２６ａが回転し、実レンジが指令レンジへと切り換わることにな
る。即ち、本実施形態におけるシフトレンジの切換制御は、レンジ指令信号を基準信号と
したシフトバイワイヤ方式により、当該基準信号に従って実現されることになる。
【００４５】
　尚、レンジ指令信号に異常が生じた場合にレンジ制御回路２８は、後に詳述するように
、変速制御回路１８及びエンジン制御回路５８を通した変速スイッチ１６Ｕ，１６Ｄ及び
エンジンスイッチ５２からの入力信号並びにセンサ３，７，８，９からの入力信号に基づ
いて、シフトアクチュエータ２６を制御することになる。
【００４６】
　メータ装置３０は、メータ部３２、音響部３４及びメータ制御回路３８を備えている。
メータ部３２は、車両の運転席前方に設置されるアナログメータ又はデジタルメータであ
り、車両の状態情報、例えば車両の速度、自動変速機２のシフトレンジ等を表示する。
【００４７】
　図１に示す音響部３４は、スピーカを主体に構成されて車両の運転席前方に設置されて
おり、所定の情報を車両内において音響出力する。
【００４８】
　メータ制御回路３８は、マイクロコンピュータを主体とする電気回路であり、メータ部
３２及び音響部３４に対して通信可能に直接的に接続されていると共に、車速センサ３及
びレンジ制御回路２８等に対して通信可能に車内ＬＡＮ６を介して接続されている。メー
タ制御回路３８は、車速センサ３並びにレンジ制御回路２８からの入力信号等に基づいて
、メータ部３２及び音響部３４の作動を制御する。
【００４９】
　ここで特に、レンジ制御回路２８からの入力信号に従うことでメータ制御回路３８がメ
ータ部３２にて実現するシフトレンジの表示は、上述したレンジ指令信号が正常の場合は
、図２（ａ）に示すように、Ｐ，Ｒ，Ｎ，Ｄのシフトレンジのうち実レンジを表すインジ
ケータ３２ａが継続的に点灯するものとなる。また一方、後に詳述するようにレンジ指令
信号が異常の場合のシフトレンジの表示は、図２（ｂ）に示すようにインジケータ３２ａ
が点滅するものとなる。
【００５０】
　（フェイルセーフ制御）
　次に、メモリ２８ａに記憶のコンピュータプログラムを実行することによりレンジ制御
回路２８が実施するフェイルセーフ制御について、図３のフローを参照しつつ説明する。
尚、このフェイルセーフ制御は、オン指令を表すスイッチ指令信号がエンジンスイッチ５
２からエンジン制御回路５８を通じてレンジ制御回路２８へ入力されることにより、開始
される。
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【００５１】
　まず、ステップＳ１０１では、レンジ出力装置２５から入力されるレンジ指令信号を監
視して、当該レンジ指令信号の正異常を判定する。具体的に、本実施形態のステップＳ１
０１では、レンジ指令信号のデューティ比が指令レンジとしてＰ，Ｒ，Ｎ，Ｄのうちいず
れかのシフトレンジを表す値である場合には、正常と判定し、それ以外の場合には、異常
と判定する。尚、デューティ比に基づくレンジ指令信号の正異常判定を正確に行うために
好適には、断線異常及び短絡異常を識別可能な０％よりも大きく且つ１００％よりも小さ
い範囲で、各シフトレンジを離散値にて表すように、デューティ比が設定される。また、
各シフトレンジについては、レンジ指令信号のデューティ比以外の物理量、例えば信号周
波数又は信号電位等により表してもよく、その場合、当該物理量に基づいて正異常判定を
行うことが可能である。
【００５２】
　ステップＳ１０１で正常判定がなされている間は、上述したレンジ指令信号に従うシフ
トアクチュエータ２６の切換制御並びにメータ制御回路３８へ入力の制御信号に従うイン
ジケータ３２ａの点灯表示が行われるが、ステップＳ１０１で異常判定がなされると、ス
テップＳ１０２へ移行する。
【００５３】
　ステップＳ１０２では、レンジ出力装置２５から入力されるレンジ指令信号を無効化す
る。さらに続くステップＳ１０３では、メータ制御回路３８へ制御信号を入力することに
よりメータ部３２及び音響部３４を制御して、レンジ指令信号の異常を乗員に対して警告
する。具体的に、本実施形態のステップＳ１０３では、メータ部３２のインジケータ３２
ａによる実レンジの表示を正常時とは相異なる点滅表示へと切り換えると共に、音響部３
４により異常の旨を音声案内することによって、警告を発する。尚、インジケータ３２ａ
による表示切換と音響部３４による音声案内とのうち一方のみによって、異常を警告する
ようにしてもよい。また、インジケータ３２ａによる実レンジの表示色又は表示形状等を
正常時とは相異ならせることによって、異常を警告するようにしてもよい。さらにまた、
音響部３４によりブザー音又は楽曲等を出力することによって、異常を警告するようにし
てもよい。
【００５４】
　この後、ステップＳ１０４では、エンジン５のオフ指令を表すスイッチ指令信号がエン
ジンスイッチ５２からエンジン制御回路５８を通じて入力されたか否かを、判定する。そ
の結果、否定判定がなされた場合には、ステップＳ１０５へ移行する。
【００５５】
　ステップＳ１０５では、車速センサ３から入力の検出信号が表す車両速度を監視して、
当該車両速度が設定値以下であるか否かを判定する。また、ステップＳ１０６では、フッ
トブレーキセンサ７から入力の検出信号が表すフットブレーキのオンオフを監視して、当
該フットブレーキがオン状態にあるか否かを判定する。さらにまた、ステップＳ１０７で
は、アクセルセンサ９から入力の検出信号が表すアクセルのオンオフを監視して、当該ア
クセルがオフ状態にあるか否かを判定する。
【００５６】
　ステップＳ１０５～Ｓ１０７のいずれかにおいて否定判定がなされている間は、ステッ
プＳ１０４へと戻る。一方、ステップＳ１０５～Ｓ１０７の全てにおいて肯定判定がなさ
れた場合、即ち車両速度が設定値以下且つフットブレーキがオン状態且つアクセルがオフ
状態の場合には、ステップＳ１０８へ移行する。尚、ここで、車両速度についての設定値
は、シフトレンジを安全に切換可能な速度、例えば１０ｋｍ／ｈ等の極低速値とすること
が好ましい。また、車両速度が設定値以下と判定される車両状態には、速度が設定値以下
の低速走行状態のみならず、速度が零の走行停止状態も含まれる。
【００５７】
　ステップＳ１０５～Ｓ１０７の全ての肯定判定によって移行するステップＳ１０８では
、変速制御回路１８に対してレスポンスを要求する。さらに続くステップＳ１０９では、
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ステップＳ１０８のレスポンス要求に対して、変速比のアップ指令を表す変速指令信号が
アップ変速スイッチ１６Ｕから変速制御回路１８を通じて入力されたか否かを、判定する
。具体的に、本実施形態のステップＳ１０９では、アップ変速スイッチ１６Ｕからの変速
指令信号が設定回数以上断続的に又は設定時間以上継続してオン信号となる場合に、アッ
プ指令の変速指令信号の入力ありと判定する。尚、判定の基準となる設定回数、設定時間
については、例えばそれぞれ５回、３秒等とされる。
【００５８】
　ステップＳ１０９で肯定判定がなされた場合、即ちアップ変速スイッチ１６Ｕのオン操
作によってアップ指令を表す変速指令信号が入力された場合には、ステップＳ１１０へ移
行する。このステップＳ１１０では、アップ変速スイッチ１６Ｕのオン操作をＤレンジの
指令に割り当てることにより、アップ指令の変速指令信号をＤレンジ指令のレンジ指令信
号として代用する。これにより、回転位置センサ２９からの入力信号が表す実レンジがＤ
レンジとなるようにシフトアクチュエータ２６が制御されることになるため、実レンジが
Ｄレンジへ切り換えられるのである。尚、ステップＳ１１０では、実レンジの切換に伴っ
てメータ制御回路３８へ制御信号を入力することによりメータ部３２を制御して、インジ
ケータ３２ａをＤレンジの点滅表示状態へと切り換える。
【００５９】
　一方、ステップＳ１０９で否定判定がなされた場合には、ステップＳ１１１へ移行する
。このステップＳ１１１では、ステップＳ１０８のレスポンス要求に対して、変速比のダ
ウン指令を表す変速指令信号がダウン変速スイッチ１６Ｄから変速制御回路１８を通じて
入力されたか否かを、判定する。具体的に、本実施形態のステップＳ１１１では、ダウン
変速スイッチ１６Ｄからの変速指令信号が設定回数以上断続的に又は設定時間以上継続し
てオン信号となる場合に、ダウン指令の変速指令信号の入力ありと判定する。尚、判定の
基準となる設定回数、設定時間については、上述したステップＳ１０９の場合と同様とさ
れる。
【００６０】
　ステップＳ１１１で肯定判定がなされた場合、即ちダウン変速スイッチ１６Ｄのオン操
作によってダウン指令を表す変速指令信号が入力された場合には、ステップＳ１１２へ移
行する。このステップＳ１１２では、ダウン変速スイッチ１６Ｄのオン操作をＲレンジの
指令に割り当てることにより、ダウン指令の変速指令信号をＲレンジ指令のレンジ指令信
号として代用する。これにより、回転位置センサ２９からの入力信号が表す実レンジがＲ
レンジとなるようにシフトアクチュエータ２６が制御されることになるため、実レンジが
Ｒレンジへ切り換えられるのである。尚、ステップＳ１１２では、実レンジの切換に伴っ
てメータ制御回路３８へ制御信号を入力することによりメータ部３２を制御して、インジ
ケータ３２ａをＲレンジの点滅表示状態へと切り換える。
【００６１】
　一方、ステップＳ１１１で否定判定がなされた場合には、ステップＳ１１３へ移行する
。このステップＳ１１３では、駐車ブレーキセンサ８から、駐車ブレーキのオン状態から
オフ状態への切換を表す出力信号、即ちブレーキレバー８ａの操作によって駐車ブレーキ
のオンを指令するブレーキ指令信号が入力されたか否かを、判定する。
【００６２】
　ステップＳ１１３で肯定判定がなされた場合には、ステップＳ１１４へ移行する。この
ステップＳ１１４では、駐車ブレーキのオン操作をＰレンジの指令に割り当てることによ
り、オン指令のブレーキ指令信号をＰレンジ指令のレンジ指令信号として代用する。これ
により、回転位置センサ２９からの入力信号が表す実レンジがＰレンジとなるようにシフ
トアクチュエータ２６が制御されることになるため、実レンジがＰレンジへ切り換えられ
るのである。尚、ステップＳ１１４では、実レンジの切換に伴ってメータ制御回路３８へ
制御信号を入力することによりメータ部３２を制御して、インジケータ３２ａをＰレンジ
の点滅表示状態へと切り換える。
【００６３】
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　一方、ステップＳ１１３で否定判定がなされた場合並びにステップＳ１１０，Ｓ１１２
，Ｓ１１４の実行後においては、ステップＳ１０４へと戻り、次のレンジ切換を待つ。
【００６４】
　以上、ステップＳ１０４で否定判定がなされた場合について説明したが、ステップＳ１
０４で肯定判定がなされた場合、即ちオフ指令を表すスイッチ指令信号がエンジンスイッ
チ５２から入力された場合には、ステップＳ１１５へ移行する。このステップＳ１１５で
は、エンジンスイッチ５２のオフ操作をＰレンジの指令に割り当てることにより、オフ指
令のスイッチ指令信号をＰレンジ指令のレンジ指令信号として代用する。これにより、回
転位置センサ２９からの入力信号が表す実レンジがＰレンジとなるようにシフトアクチュ
エータ２６が制御されることになるため、実レンジがＰレンジへ切り換えられる。そして
、この後、本フェイルセーフ制御が終了することになる。
【００６５】
　ここまで説明した第一実施形態によると、レンジシフタ２２の故障や、それとレンジ制
御回路２８との間の通信不良等によりレンジ指令信号に異常が生じたとしても、変速シフ
タ１６を代替利用して、車両走行に特に必要なＤレンジ及びＲレンジを指令することがで
きる。ここで、レンジ指令への変速シフタ１６の利用により、手動変速による変速比は指
令不能となるが、変速制御回路１８による自動変速機２の制御によって自動変速は確実に
実現され得るので、当該自動変速の下、Ｄレンジ又はＲレンジへ切り換えて車両の走行を
継続することができる。また、変速シフタ１６においてＤレンジ及びＲレンジの指令のた
めにシフトレバー２３とは別に操作される変速スイッチ１６Ｕ，１６Ｄは、変速比のアッ
プ及びダウンを指令するという本来の機能上、操作が容易なステアリングホイール４に設
置されており、しかも互いに独立しているので、誤操作が生じ難い。したがって、異常が
生じた場合でも、シフトレバー２３の操作による場合と比べて遜色のない操作性にて正確
にＤレンジ又はＲレンジへと切り換えて、車両を安全に前進走行又は後進走行させること
ができるのである。
【００６６】
　さらに、第一実施形態によると、レンジ指令信号に異常が生じたとしても、シフトレバ
ー２３とは別に操作される駐車ブレーキ用のブレーキレバー８ａを代替利用することで、
Ｐレンジを指令することができる。ここで駐車ブレーキは、ブレーキレバー８ａの操作に
より駐車に際してオンされるものであることから、当該レバー８ａを代替利用してＰレン
ジを駐車と同時に指令し得る。したがって、異常が生じた場合でも、シフトレバー２３の
操作による場合以上の操作性にて正確にＰレンジへと切り換えて、安全に駐車させること
ができるのである。
【００６７】
　またさらに、第一実施形態によると、代替要素１６，８ａを利用したレンジ指令は、車
両速度が設定値以下の低速走行状態又は走行停止状態且つフットブレーキがオン状態且つ
アクセルがオフ状態の場合に限り、即ち車両安全の確保が可能な場合に限り、許容される
。これによれば、万が一、代替要素１６Ｕ，１６Ｄ，８ａの誤操作が生じてシフトレンジ
が切り換わることになったとしても、乗員は、車両安全が確保された状態で当該誤操作に
対処することができるので、安心である。
【００６８】
　加えて、第一実施形態によると、フトレバー２３とは別に操作されるエンジンスイッチ
５２のオフ操作に伴って、Ｐレンジを自動的に指令することができる。これによれば、エ
ンジンスイッチ５２のオフと同時にＰレンジが実現されることになるので、次回のエンジ
ン５の始動時には、シフトレンジがＰレンジ以外であることにより当該始動が拒否される
事態を、回避することができる。
【００６９】
　このような第一実施形態によれば、レンジ指令信号の異常に拘らず、安全なフェイルセ
ーフ対策によって車両運転を継続させることができるのみならず、当該フェイルセーフ対
策に起因するコストアップを最小限に食い留めることができる。ここで、特に車両運転の
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継続効果は、Ｄ，Ｒ，Ｐの各シフトレンジへの切換並びに自動変速機２の自動変速によっ
て達成され得るものであるので、異常発生時に乗員は、修理工場や安全な退避場所まで車
両を自走させて適切な処置と施すことができるのである。
【００７０】
　尚、以上において、レンジシフタ２２が特許請求の範囲に記載の「第一操作部」に相当
し、当該レンジシフタ２２のレンジ出力装置２５から出力されるレンジ指令信号が特許請
求の範囲に記載の「第一指令信号」に相当する。また、変速シフタ１６が特許請求の範囲
に記載の「第二操作部」に相当し、当該変速シフタ１６のアップ変速スイッチ１６Ｕが特
許請求の範囲に記載の「アップ操作部材」に相当し、当該変速シフタ１６のダウン変速ス
イッチ１６Ｄが特許請求の範囲に記載の「ダウン操作部材」に相当し、当該変速シフタ１
６の各変速スイッチ１６Ｕ，１６Ｄから出力される変速指令信号が特許請求の範囲に記載
の「第二指令信号」に相当する。さらに、ステップＳ１０１を実行するレンジ制御回路２
８が特許請求の範囲に記載の「信号監視手段」に相当し、ステップＳ１０１，Ｓ１０２，
１０４～Ｓ１１５を実行するレンジ制御回路２８が特許請求の範囲に記載の「代用処理手
段」に相当し、ブレーキレバー８ａ及び駐車ブレーキセンサ８が特許請求の範囲に記載の
「駐車ブレーキ操作部」に相当し、エンジンスイッチ５２が特許請求の範囲に記載の「ス
イッチ操作部」に相当する。またさらに、車速センサ３及びステップＳ１０５を実行する
レンジ制御回路２８が特許請求の範囲に記載の「速度監視手段」に相当し、ブレーキペダ
ル７ａ及びフットブレーキセンサ７並びにステップＳ１０６を実行するレンジ制御回路２
８が特許請求の範囲に記載の「フットブレーキ監視手段」に相当し、アクセルペダル９ａ
及びアクセルセンサ９並びにステップＳ１０７を実行するレンジ制御回路２８が特許請求
の範囲に記載の「アクセル監視手段」に相当し、メータ装置３０及びステップＳ１０１，
１０３を実行するレンジ制御回路２８が「警告手段」に相当する。そして、レンジ制御回
路２８、シフトアクチュエータ２６、運動変換機構２７、メータ装置３０、ペダル７ａ，
９ａ及びセンサ３，７，９が特許請求の範囲に記載の「バイワイヤ制御部」に相当する。
【００７１】
　（第二実施形態）
　図４に示すように、本発明の第二実施形態は第一実施形態の変形例である。第二実施形
態においてレンジ制御装置２２０のレンジシフタ２２２には、レンジ出力装置２５が設け
られず、各レンジスイッチ２４Ｐ，２４Ｒ，２４Ｎ，２４Ｄがレンジ制御回路２８に対し
て直接的に且つ互いに独立して接続されている。これにより、レンジ制御回路２８は、各
レンジスイッチ２４Ｐ，２４Ｒ，２４Ｎ，２４Ｄから個別に入力される信号を、それぞれ
Ｐ，Ｒ，Ｎ，Ｄのシフトレンジを指令するレンジ指令信号として認識する。
【００７２】
　こうした構成の第二実施形態において、フェイルセーフ制御のステップＳ１０１では、
レンジスイッチ２４Ｐ，２４Ｒ，２４Ｎ，２４Ｄのうちいずれか一つからオン信号が入力
される場合に、レンジ指令信号は正常であると判定する。一方、レンジスイッチ２４Ｐ，
２４Ｒ，２４Ｎ，２４Ｄのうち二つ以上から同時にオン信号が入力される場合、又はそれ
らレンジスイッチのいずれからもオフ信号が入力される場合には、レンジ指令信号に異常
ありと判定する。
【００７３】
　そして、このような異常判定後には、ステップＳ１０２へ移行することになるので、各
レンジスイッチ２４Ｐ，２４Ｒ，２４Ｎ，２４Ｄの故障や、それらスイッチ及び制御回路
２８間の通信不良等にも拘らず、第一実施形態と同様な作用効果を享受することができる
のである。
【００７４】
　尚、以上において、レンジシフタ２２２が特許請求の範囲に記載の「第一操作部」に相
当し、当該レンジシフタ２２２のレンジスイッチ２４Ｐ，２４Ｒ，２４Ｎ，２４Ｄから出
力されるレンジ指令信号が特許請求の範囲に記載の「第一指令信号」に相当する。
【００７５】
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　（第三実施形態）
　図５に示すように、本発明の第三実施形態は第一実施形態の変形例である。第三実施形
態のフェイルセーフ制御においては、異常を警告するステップＳ１０３の実行後に、ステ
ップＳ３０１へ移行する。このステップＳ３０１では、各変速スイッチ１６Ｕ，１６Ｄか
ら入力される変速指令信号を監視して、それら変速指令信号の正異常を判定する。具体的
に、本実施形態のステップＳ３０１では、変速スイッチ１６Ｕ，１６Ｄの一方のみからオ
ン信号が入力される場合には、変速指令信号は正常であると判定する。一方、変速スイッ
チ１６Ｕ，１６Ｄの双方から同時にオン信号が入力される場合、又は双方からオフ信号が
入力される場合には、変速指令信号に異常ありと判定する。
【００７６】
　このようなステップＳ３０１により異常判定がなされた場合には、ステップＳ１０３に
準じた内容のステップＳ３０２により変速指令信号の異常が乗員に対して警告され、その
後、本フェイルセーフ制御が終了することになる。したがって、変速スイッチ１６Ｕ，１
６Ｄの故障や、それらスイッチ及び制御回路２８間の通信不良等により、変速指令信号に
異常が生じた場合には、シフトレンジの切換が禁止されて車両の安全が第一に確保される
のである。
【００７７】
　一方、ステップＳ３０１により正常判定がなされた場合には、変速スイッチ１６Ｕ，１
６Ｄによりシフトレンジを正しく切換可能であるとして、ステップＳ１０４へ移行するこ
とになるので、適確なフェイルセーフ対策を施すことができるのである。
【００７８】
　尚、以上において、ステップＳ１０１，Ｓ３０１を実行するレンジ制御回路２８が特許
請求の範囲に記載の「信号監視手段」に相当する。
【００７９】
　（第四実施形態）
　図６に示すように、本発明の第四実施形態は第一実施形態の変形例である。第四実施形
態のフェイルセーフ制御においては、ステップＳ１１３の否定判定によりステップＳ４０
１へと移行する。このステップＳ４０１では、ステップＳ１０８において変速制御回路１
８へ与えたレスポンス要求に対し、変速スイッチ１６Ｕ，１６Ｄからそれぞれアップ指令
及びダウン指令の変速指令信号が同時に所定時間以上入力されたか否かを、判定する。換
言すれば、オン操作を同時に受け付けた各変速スイッチ１６Ｕ，１６Ｄから、当該同時受
付を表す信号としてアップ指令及びダウン指令の変速指令信号が同時入力された否かを、
判定するのである。尚、判定の基準となるアップ指令及びダウン指令の変速指令信号の同
時入力時間は、例えば３秒等とされる。
【００８０】
　そして、ステップＳ４０１により肯定判定がなされた場合には、ステップＳ４０２へ移
行して、変速スイッチ１６Ｕ，１６Ｄが同時に受け付けるオン操作をＮレンジの指令に割
り当てることで、当該同時受付を表す変速指令信号をＮレンジ指令のレンジ指令信号とし
て代用する。これにより、回転位置センサ２９からの入力信号が表す実レンジがＮレンジ
となるようにシフトアクチュエータ２６が制御されることになるため、実レンジがＮレン
ジへ切り換えられるのである。尚、ステップＳ４０２では、実レンジの切換に伴ってメー
タ制御回路３８へ制御信号を入力することによりメータ部３２を制御して、インジケータ
３２ａをＮレンジの点滅表示状態へと切り換える。
【００８１】
　一方、本実施形態では、ステップＳ４０１で否定判定がなされた場合並びにステップＳ
４０２，Ｓ１１０，Ｓ１１２，Ｓ１１４の実行後においてステップＳ１０４へと戻り、次
のレンジ切換を待つようになっている。
【００８２】
　このように第四実施形態によると、互いに独立して設けられた変速スイッチ１６Ｕ，１
６Ｄの同時操作を利用することで、安全にＮレンジへと切り換えることができる。これに
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よれば、レンジ指令信号に異常が生じたとしても、Ｐ，Ｒ，Ｎ，Ｄの全てのシフトレンジ
への切換を実現し得るので、十分なフェイルセーフ対策が低コストにて保証されることに
なる。
【００８３】
　尚、以上において、ステップＳ１０１，Ｓ１０２，Ｓ１０４～Ｓ１１５，Ｓ４０１，Ｓ
４０２を実行するレンジ制御回路２８が特許請求の範囲に記載の「代用処理手段」に相当
する。
【００８４】
　（第五実施形態）
　図７に示すように、本発明の第五実施形態は第四実施形態の変形例である。第五実施形
態では、変速シフタ５１６が一つの変速スイッチ５１６ＵＤから構成されている。この変
速スイッチ５１６ＵＤは、車両のステアリングホイール４に設置されて乗員により手動操
作可能なアームスイッチである。変速スイッチ５１６ＵＤは、変速比のアップ指令のため
に図８（ａ）の如く上方へ傾動操作された場合に正電位側のオン信号を出力し、変速比の
ダウン指令のために図８（ｂ）の如く下方へ傾動操作された場合に負電位側のオン信号を
出力し、これら以外の場合にオフ信号を出力する。したがって、変速スイッチ５１６ＵＤ
からは、その操作によってなされた変速比のアップ指令又はダウン指令を表す変速指令信
号が、出力されるのである。
【００８５】
　こうした構成の第五実施形態において、図９に示すように、フェイルセーフ制御のステ
ップＳ４０１に代わるステップＳ５０１では、ステップＳ１０８において変速制御回路１
８へ与えたレスポンス要求に対し、変速スイッチ５１６ＵＤからアップ指令及びダウン指
令の各変速指令信号が交互に所定回数ずつ入力されたか否かを、判定する。換言すれば、
上方への傾動操作及び下方への傾動操作を交互に受け付けた変速スイッチ５１６ＵＤから
、当該交互受付を表す信号としてアップ指令及びダウン指令の変速指令信号が交互入力さ
れた否かを、判定するのである。尚、判定の基準となるアップ指令及びダウン指令の各変
速指令信号の入力回数は、例えば３回等とされる。
【００８６】
　そして、ステップＳ５０１により肯定判定がなされた場合には、ステップＳ４０２に代
わるステップＳ５０２へ移行して、変速スイッチ５１６ＵＤが交互に受け付ける上方及び
下方への傾動操作をＮレンジの指令に割り当てることで、当該交互受付を表す変速指令信
号をＮレンジ指令のレンジ指令信号として代用する。したがって、実レンジがＮレンジへ
切り換えられると共に、インジケータ３２ａがＮレンジの点滅表示状態へ切り換えられる
ことになる。
【００８７】
　このような第五実施形態によると、変速スイッチ５１６ＵＤがアップ指令のための操作
とダウン指令のための操作とを同時に受付困難な構成であったとしても、それら操作を交
互に受け付けて利用することで、安全にＮレンジへと切り換えることができる。したがっ
て、第五実施形態によっても、十分なフェイルセーフ対策が低コストにて保証されるので
ある。
【００８８】
　尚、以上において、変速シフタ５１６が特許請求の範囲に記載の「第二操作部」に相当
し、当該変速シフタ５１６の変速スイッチ５１６ＵＤから出力される変速指令信号が特許
請求の範囲に記載の「第二指令信号」に相当し、ステップＳ１０１，Ｓ１０２，Ｓ１０４
～Ｓ１１５，Ｓ５０１，Ｓ５０２を実行するレンジ制御回路２８が特許請求の範囲に記載
の「代用処理手段」に相当する。
【００８９】
　（第六実施形態）
　図１０に示すように、本発明の第六実施形態は第一実施形態の変形例である。第六実施
形態のフェイルセーフ制御においては、変速制御回路１８に対しレスポンスを要求するス
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テップＳ１０８の実行後に、ステップＳ６０１へ移行する。このステップＳ６０１では、
ダウン指令を表す変速指令信号がダウン変速スイッチ１６Ｄから入力されたか否かを、判
定する。具体的に、本実施形態のステップＳ６０１では、ダウン変速スイッチ１６Ｄから
の変速指令信号がオン信号となれば、ダウン指令の変速指令信号の入力ありと判定する。
【００９０】
　ステップＳ６０１で否定判定がなされた場合には、本実施形態ではステップＳ１０４へ
と戻るが、ステップＳ６０１で肯定判定がなされた場合には、ステップＳ６０２へ移行す
る。このステップＳ６０２では、メータ制御回路３８に対してレスポンスを要求する。さ
らに続くステップＳ６０３では、ステップＳ６０２のレスポンス要求に対してメータ制御
回路３８から入力される信号に基づき、メータ部３２のインジケータ３２ａが正常時とは
相異なるように選択的に点滅表示している現在のシフトレンジ（以下、「選択表示レンジ
」という）がＰレンジであるか否かを、判定する。
【００９１】
　ステップＳ６０３で肯定判定がなされた場合には、ステップＳ６０４へ移行する。この
ステップＳ６０４では、メータ制御回路３８へ制御信号を入力することによりメータ部３
２を制御して、インジケータ３２ａによる選択表示レンジをＰレンジからＲレンジへ切り
換える。一方、ステップＳ６０３で否定判定がなされた場合には、ステップＳ６０５へ移
行する。このステップＳ６０５では、ステップＳ６０２のレスポンス要求に対するメータ
制御回路３８からの入力信号に基づき、インジケータ３２ａによる選択表示レンジがＮレ
ンジであるか否かを、判定する。
【００９２】
　ステップＳ６０５で肯定判定がなされた場合には、ステップＳ６０６へ移行する。この
ステップＳ６０６では、メータ制御回路３８への制御信号の入力によりメータ部３２を制
御して、インジケータ３２ａによる選択表示レンジをＮレンジからＤレンジへ切り換える
。一方、ステップＳ６０５で否定判定がなされた場合には、ステップＳ６０７へ移行する
。このステップＳ６０７では、ステップＳ６０２のレスポンス要求に対するメータ制御回
路３８からの入力信号に基づき、インジケータ３２ａによる選択表示レンジがＤレンジで
あるか否かを、判定する。
【００９３】
　ステップＳ６０７で肯定判定がなされた場合には、ステップＳ６０８へ移行する。この
ステップＳ６０８では、メータ制御回路３８への制御信号の入力によりメータ部３２を制
御して、インジケータ３２ａによる選択表示レンジをＤレンジからＰレンジへ切り換える
。一方、ステップＳ６０７で否定判定がなされた場合には、インジケータ３２ａによる選
択表示レンジが残りのＲレンジであるとして、ステップＳ６０９へ移行する。このステッ
プＳ６０９では、メータ制御回路３８への制御信号の入力によりメータ部３２を制御して
、インジケータ３２ａによる選択表示レンジをＲレンジからＮレンジへ切り換える。
【００９４】
　そして、ステップＳ６０４，Ｓ６０６，Ｓ６０８，Ｓ６０９の実行後においては、いず
れもステップＳ６１０へ移行する。このステップＳ６１０では、ステップＳ６０４，Ｓ６
０６，Ｓ６０８，Ｓ６０９のうち直近のステップにより切り換えられた選択表示レンジの
表示状態下、当該切換の時点から期限時間内に、アップ指令を表す変速指令信号がアップ
変速スイッチ１６Ｕから入力されたか否かを、判定する。具体的に、本実施形態のステッ
プＳ６１０では、アップ変速スイッチ１６Ｕからの変速指令信号が設定時間以上継続して
オン信号となる場合に、アップ指令の変速指令信号の入力ありと判定する。尚、判定の基
準となる期限時間及び設定時間は、例えばそれぞれ１０秒及び３秒等とされる。
【００９５】
　ステップＳ６１０で肯定判定がなされた場合には、ステップＳ６１１へと移行する。こ
のステップＳ６１１では、ステップＳ６０４，Ｓ６０６，Ｓ６０８，Ｓ６０９のうち直近
のステップにより切り換えられた選択表示レンジを指令するレンジ指令信号として、アッ
プ変速スイッチ１６Ｕから入力されたアップ指令の変速指令信号を代用する。これにより
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、回転位置センサ２９からの入力信号の表す実レンジがインジケータ３２ａに表示の選択
表示レンジと一致するようにシフトアクチュエータ２６が制御されることになるので、実
レンジが当該選択表示レンジへと切り換えられる。したがって、ステップＳ６１１の実行
後において本実施形態では、実レンジと正確に一致する選択表示レンジがインジケータ３
２ａに表示された状態下、ステップＳ１０４へ戻るようになっている。
【００９６】
　一方、ステップＳ６１０で否定判定がなされた場合には、ステップＳ６０２へと戻り、
選択表示レンジを再度切り換えて、アップ変速スイッチ１６Ｕからの変速指令信号の入力
を待つ。これにより、乗員が指令を希望するシフトレンジがインジケータ３２ａに表示さ
れるまで、当該表示が図１１に示すような順で切り換わることになるので、Ｐ，Ｒ，Ｎ，
Ｄの全てのシフトレンジについての指令が可能となる。尚、ステップＳ６０２へ戻ること
によるアップ変速スイッチ１６Ｕからの信号入力待ち中に、エンジン５のオフ指令を表す
スイッチ指令信号の入力があった場合には、ステップＳ１１５に準じて実レンジがＰレン
ジへと切り換えられて、本フェイルセーフ制御が強制終了されるようになっている。
【００９７】
　ここまで説明した第六実施形態によると、レンジ指令信号に異常が生じたとしても、変
速シフタ１６及びメータ部３２を利用することで、Ｐ，Ｒ，Ｎ，Ｄの全てのシフトレンジ
への切換を実現し得るので、十分なフェイルセーフ対策が低コストにて保証されることに
なるのである。
【００９８】
　尚、以上において、ステップＳ１０１，Ｓ１０２，Ｓ１０８，Ｓ６０１～Ｓ６０９を実
行するレンジ制御回路２８が特許請求の範囲に記載の「表示切換手段」に相当し、ステッ
プＳ１０１，Ｓ１０２，Ｓ１０４～Ｓ１０７，Ｓ１１５，Ｓ６１０，Ｓ６１１を実行する
レンジ制御回路２８が特許請求の範囲に記載の「代用処理手段」に相当する。
【００９９】
　（第七実施形態）
　図１２に示すように、本発明の第七実施形態は第一実施形態の変形例である。第七実施
形態では、ナビゲーション装置７００が追加されている。
【０１００】
　ナビゲーション装置７００は、車両運転の付加機能として運転支援機能を果たすために
、車両の運転席前方に設置されて使用されるものである。ナビゲーション装置７００は、
位置検出部７０２、データベース部７０３、モニタ部７０４、スピーカ部７０５及びナビ
ゲーション制御回路７０８を備えている。
【０１０１】
　位置検出部７０２は、例えば受信機、地磁気センサ、ジャイロセンサ等から構成され、
ＧＰＳ衛星又はＤＳＲＣ型等のビーコンから受信する位置情報信号に基づき車両の現在地
を検出する。データベース部７０３は、車両運転を支援するための運転支援情報として、
例えば地図情報、文字情報、音声案内情報等を、所定の記憶媒体に読出可能に記憶してい
る。
【０１０２】
　モニタ部７０４は、運転支援情報のうち地図情報や文字情報等を表示するものである。
ここで、特に本実施形態のモニタ部７０４は、ナビゲーション装置７００の作動に関して
指令するために画面上でのタッチ操作が可能な所謂タッチパネル式の液晶ディスプレイで
あり、当該タッチ操作に応じた指令内容を表すナビ指令信号をナビゲーション制御回路７
０８側へ出力する。スピーカ部７０５は、運転支援情報のうち音声案内情報等を車両内に
て音響出力する。
【０１０３】
　ナビゲーション制御回路７０８は、マイクロコンピュータを主体とする電気回路であり
、ナビゲーション装置７００の各部７０２～７０５に対して通信可能に直接的に接続され
ていると共に、レンジ制御回路２８に対して通信可能に車内ＬＡＮ６を介して接続されて
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いる。ナビゲーション制御回路７０８は、現在地を表す検出信号を位置検出部７０２から
受信し、当該現在地を基点とする車両運転において最適な運転支援情報をデータベース部
７０３から読み出し、当該読出情報をモニタ部７０４及びスピーカ部７０５から提供する
。ここで、特に運転支援情報の読出及び提供は、モニタ部７０４から入力されるナビ指令
信号に従って行われるようになっている。また、ナビゲーション制御回路７０８は、レン
ジ制御回路２８から入力される制御信号に従うことにより、ナビゲーション装置７００の
各部７０２～７０５の作動を制御する。
【０１０４】
　このようなナビゲーション装置７００が追加された第七実施形態のフェイルセーフ制御
においては、図１３に示すように、異常の生じたレンジ指令信号を無効化するステップＳ
１０２の実行後、ステップＳ７０１へと移行する。このステップＳ７０１では、ナビゲー
ション制御回路７０８へ制御信号を入力することによりモニタ部７０４及びスピーカ部７
０５を制御して、レンジ指令信号の異常を乗員に対して警告する。
【０１０５】
　具体的にステップＳ７０１では、モニタ部７０４の表示を、図１４（ａ）に示すような
運転支援情報の表示から、図１４（ｂ）に示すように異常を警告する表示へと切り換える
。このとき特に本実施形態では、異常の警告表示と共に、異常の認識をタッチ操作の受付
により確認して画面表示を切り換えるための表示切換ボタン７１０を図１４（ｂ）のよう
に表示する。さらに、こうした表示に加えてステップＳ７０１では、スピーカ部７０５か
ら出力の音声により、異常を警告し且つ表示切換ボタン７１０のタッチ操作を要求する。
尚、ステップＳ７０１では、スピーカ部７０５による異常の警告並びに表示切換ボタン７
１０の操作要求のうち少なくとも一方を行わないようにしてもよいし、スピーカ部７０５
からブザー音又は楽曲等を出力することにより異常警告のみを行うようにしてもよい。ま
た、第一実施形態で説明したインジケータ３２ａの点滅表示による異常警告については、
合わせて行うようにしてもよいし、行わずに点灯表示のまま維持するようにしてもよい。
【０１０６】
　この後、図１３に示ようにステップＳ７０２では、表示切換ボタン７１０のタッチ操作
に応じたナビ指令信号が、モニタ部７０４からナビゲーション制御回路７０８を通じて入
力されたか否かを、判定する。即ち、ステップＳ７０２では、ステップＳ７０１の異常警
告に対する表示切換ボタン７１０の操作レスポンスを表すナビ指令信号について、モニタ
部７０４から入力されたか否かを判定する。その結果、否定判定がなされている間は、ス
テップＳ７０２が繰り返し実行されることによって表示切換ボタン７１０の操作要求が継
続され、肯定判定がなされると、ステップＳ７０３へ移行することになる。尚、ステップ
Ｓ７０２が繰り返されることによる表示切換ボタン７１０の操作要求継続中に、エンジン
５のオフ指令を表すスイッチ指令信号の入力があった場合には、ステップＳ１１５に準じ
て実レンジがＰレンジへと切り換えられて、本フェイルセーフ制御が強制終了されるよう
になっている。
【０１０７】
　ステップＳ７０３では、ナビゲーション制御回路７０８へ制御信号を入力することによ
りモニタ部７０４及びスピーカ部７０５を制御して、異常時の車両操作方法を乗員に対し
て案内する。具体的にステップＳ７０３では、図１４（ｃ）に示すように、各シフトレン
ジを指令するためのモニタ部７０４の操作方法を案内する表示へ、モニタ部７０４の表示
を切り換える。ここで、特に本実施形態では、操作方法の案内表示と共に、操作方法の把
握をタッチ操作の受付により確認して画面表示を切り換えるための表示切換ボタン７１２
を図１４（ｃ）のように表示する。さらに、こうした表示に加えてステップＳ７０３では
、スピーカ部７０５から出力の音声により、モニタ部７０４の操作方法を案内し且つ表示
切換ボタン７１２のタッチ操作を要求する。尚、ステップＳ７０３では、スピーカ部７０
５による操作方法の案内並びに表示切換ボタン７１２の操作要求のうち少なくとも一方を
行わないようにしてもよい。
【０１０８】



(22) JP 2009-154738 A 2009.7.16

10

20

30

40

50

　この後、図１３に示すようにステップＳ７０４では、表示切換ボタン７１２のタッチ操
作に応じたナビ指令信号が、モニタ部７０４からナビゲーション制御回路７０８を通じて
入力されたか否かを、判定する。即ち、ステップＳ７０４では、ステップＳ７０３の操作
方法案内に対する表示切換ボタン７１２の操作レスポンスを表すナビ指令信号について、
モニタ部７０４から入力されたか否かを判定する。その結果、否定判定がなされている間
は、ステップＳ７０４が繰り返し実行されることによって表示切換ボタン７１２の操作要
求が継続され、肯定判定がなされると、ステップＳ１０４へ移行することになる。尚、ス
テップＳ７０４が繰り返されることによる表示切換ボタン７１２の操作要求継続中に、エ
ンジン５のオフ指令を表すスイッチ指令信号の入力があった場合には、ステップＳ１１５
に準じて実レンジがＰレンジへと切り換えられて、本フェイルセーフ制御が強制終了され
るようになっている。
【０１０９】
　ステップＳ７０４の肯定判定によって移行したステップＳ１０４で否定判定がなされ、
さらにステップＳ１０５～Ｓ１０７の全てで肯定判定がなされた場合に本実施形態では、
ステップＳ７０５へと移行する。このステップＳ７０５では、ナビゲーション制御回路７
０８へ制御信号を入力することによりモニタ部７０４を制御して、モニタ部７０４の表示
を図１４（ｄ）の如く切り換える。即ち、図１４（ｄ）に示すようにステップＳ７０５で
は、Ｐ，Ｒ，Ｎ，Ｄの各シフトレンジに対応したレンジ選択ボタン７１４Ｐ，７１４Ｒ，
７１４Ｎ，７１４Ｄと、運転支援情報表示への復帰指令をタッチ操作の受付によって確認
する復帰ボタン７１６とを、モニタ部７０４に表示させるのである。尚、ステップＳ７０
５では、こうした表示に加えて、レンジ選択ボタン７１４Ｐ，７１４Ｒ，７１４Ｎ，７１
４Ｄの中から一つを選択するように当該選択を促す音声案内を、スピーカ部７０５の制御
により合わせて行うようにしてもよい。
【０１１０】
　この後、図１３に示すようにステップＳ７０６では、レンジ選択ボタン７１４Ｐ，７１
４Ｒ，７１４Ｎ，７１４Ｄのうちいずれかのタッチ操作に応じたナビ指令信号が、モニタ
部７０４からナビゲーション制御回路７０８を通じて入力されたか否かを、判定する。即
ち、ステップＳ７０６では、Ｐ，Ｒ，Ｎ，Ｄのシフトレンジのうちモニタ部７０４の操作
によって選択された選択レンジを表すナビ指令信号について、モニタ部７０４から入力さ
れたか否かを判定する。
【０１１１】
　ステップＳ７０６で肯定判定がなされた場合には、ステップＳ７０７へ移行する。この
ステップＳ７０７では、選択レンジを指令するレンジ指令信号として、モニタ部７０４か
ら入力されたナビ指令信号を代用する。これにより、回転位置センサ２９からの入力信号
の表す実レンジが選択レンジと一致するようにシフトアクチュエータ２６が制御されるこ
とになるので、実レンジが当該選択レンジへと切り換えられる。尚、ステップＳ７０６で
は、実レンジの切換に伴ってメータ制御回路３８へ制御信号を入力することによりメータ
部３２を制御して、切換後の実レンジをインジケータ３２ａに表示させるようにする。
【０１１２】
　さらに、ステップＳ７０７に続くステップＳ７０８では、車速センサ３から入力の検出
信号が表す車両速度を監視して、当該車両速度が設定値以上であるか否かを判定する。こ
こで、判定の基準となる車両速度についての設定値は、ステップＳ１０５の場合と同一値
とされる。したがって、肯定判定がなされた場合には、レンジ切換の可能性が低い車両走
行状態にあるとして、ステップＳ７０９へ移行する。
【０１１３】
　ステップＳ７０９では、ナビゲーション制御回路７０８へ制御信号を入力することによ
りモニタ部７０４を制御して、モニタ部７０４の表示を運転支援情報の表示へ復帰させる
。但し、ステップＳ７０９による運転支援情報の表示には、図１４（ｅ）に示すように、
ステップＳ７０３に準ずる表示切換ボタン７１２の表示が追加されている。そこで、ステ
ップＳ７０９の実行後においては、ステップＳ７０４に戻り、当該表示切換ボタン７１２
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の操作が待たれることになる。
【０１１４】
　以上に対し、ステップＳ７０６，７０８により否定判定がなされた場合には、ステップ
Ｓ７１０へ移行して、復帰ボタン７１６のタッチ操作に応じたナビ指令信号が、モニタ部
７０４からナビゲーション制御回路７０８を通じて入力されたか否かを、判定する。即ち
、運転支援情報表示への復帰を指令するナビ指令信号が、モニタ部７０４から入力された
か否かを判定する。
【０１１５】
　ステップＳ７１０で肯定判定がなされた場合には、乗員の運転支援情報表示への復帰意
思が確認されたとして、上述のステップＳ７０９へ移行することで、モニタ部７０４の表
示を運転支援情報の表示へ復帰させた後、ステップＳ７０４へと戻る。
【０１１６】
　一方、ステップＳ７１０で否定判定がなされた場合には、運転支援情報表示への復帰意
思は乗員にないとして、ボタン７１４Ｐ，７１４Ｒ，７１４Ｎ，７１４Ｄ，７１６をモニ
タ部７０４に表示させたまま、ステップＳ１０４へと戻る。
【０１１７】
　ここまで説明した第七実施形態によると、レンジ指令信号に異常が生じたとしても、ナ
ビゲーション装置７００を代替利用することで、Ｐ，Ｒ，Ｎ，Ｄの全てのシフトレンジを
指令することができる。ここで、ナビゲーション装置７００のレンジ指令への利用により
、モニタ部７０４における運転支援情報の表示内容は指令不能となるが、車両の運転自体
には実質的に影響が及ぶことがなく、しかも本実施形態では、自動変速機２の自動変速も
手動変速も許容されることになる。また、ナビゲーション装置７００において各シフトレ
ンジの指令のために操作されるモニタ部７０４としては、運転支援情報の表示内容を指令
する本来の機能上、操作が容易となるように、タッチパネルが採用されて運転席前方に設
置されている。したがって、異常が生じた場合でも、モニタ部７０４の操作によりシフト
レンジを自由に且つ正確に切り換えて、正常時と同様に車両運転を継続することができる
ので、フェイルセーフ性及びコスト性が共に高いものとなる。
【０１１８】
　さらに、第七実施形態によると、乗員による異常認識が警告に対するレスポンスにより
確認されて初めて、モニタ部７０４によるレンジ指令が許容されるのであり、しかも当該
レンジ指令前には、モニタ部７０４の操作方法が案内されることになる。これによれば、
モニタ部７０４の誤操作に対する抑止効果を発揮して、車両安全を確保することができる
のである。
【０１１９】
　またさらに、第七実施形態によると、モニタ部７０４に表示のレンジ選択ボタン７１４
Ｐ，７１４Ｒ，７１４Ｎ，７１４Ｄのうち一つの選択によりシフトレンジが切り換えられ
た後には、車両速度が設定値以上の走行状態になると、当該ボタン表示が運転支援情報の
表示へ戻される。また同様に、レンジ選択ボタン７１４Ｐ，７１４Ｒ，７１４Ｎ，７１４
Ｄと共に表示の復帰ボタン７１６が選択される場合にも、運転支援情報の表示へ戻される
。したがって、異常発生後においても、レンジ切換の可能性が低い車両走行時や、乗員が
運転支援情報の再表示を希望する際には、ナビゲーション装置７００本来の運転支援機能
を復帰させて、当該運転支援機能への影響を必要最小限に抑えることができるのである。
【０１２０】
　尚、以上において、ナビゲーション装置７００が特許請求の範囲に記載の「運転支援装
置」に相当し、タッチパネル式のモニタ部７０４が特許請求の範囲に記載の「第二操作部
」に相当し、当該モニタ部７０４から出力されるナビ指令信号が特許請求の範囲に記載の
「第二指令信号」に相当する。また、ステップＳ１０１，Ｓ１０２，Ｓ７０５，Ｓ７０８
～Ｓ７１０を実行するレンジ制御回路２８が特許請求の範囲に記載の「表示制御手段」に
相当し、ステップＳ１０１，Ｓ１０２，Ｓ１０４～Ｓ１０７，Ｓ１１５，Ｓ７０１，Ｓ７
０２，Ｓ７０６，Ｓ７０７を実行するレンジ制御回路２８が特許請求の範囲に記載の「代
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用処理手段」に相当する。さらに、車速センサ３及びステップＳ１０５，Ｓ７０８を実行
するレンジ制御回路２８が特許請求の範囲に記載の「速度監視手段」に相当し、ナビゲー
ション装置７００及びステップＳ１０１，Ｓ７０１を実行するレンジ制御回路２８が特許
請求の範囲に記載の「警告手段」に相当し、ナビゲーション装置７００及びステップＳ１
０１，Ｓ７０３，Ｓ７０４を実行するレンジ制御回路２８が特許請求の範囲に記載の「案
内手段」に相当する。そして、レンジ制御回路２８、シフトアクチュエータ２６、運動変
換機構２７、ナビゲーション装置７００、ペダル７ａ，９ａ及びセンサ３，７，９が特許
請求の範囲に記載の「バイワイヤ制御部」に相当する。
【０１２１】
　（他の実施形態）
　上述した第一～第七実施形態において、フェイルセーフ制御のステップＳ１０５～Ｓ１
０７については、それらのうち一つ又は二つのみを実行するようにしてもよい。また、第
一～第五実施形態のフェイルセーフ制御では、ステップＳ１１０においてアップ指令の変
速指令信号をＲレンジ指令のレンジ指令信号として代用する一方、ステップＳ１１２にお
いてダウン指令の変速指令信号をＤレンジ指令のレンジ指令信号として代用するようにし
てもよい。
【０１２２】
　第一～第六実施形態のフェイルセーフ制御では、ステップＳ１０３の実行後且つステッ
プＳ１０４の実行よりも前に、第七実施形態のステップＳ７０２に準じて、例えば変速指
令信号等の所定信号の入力によって異常警告に対するレスポンスを確認するようにしても
よい。また、第一～第六実施形態のフェイルセーフ制御では、ステップＳ１０３の実行後
且つステップＳ１０４の実行よりも前に、第七実施形態のステップＳ７０３に準じて、例
えば液晶モニタによるデジタルメータ式のメータ部３２を備えたメータ装置３０等によっ
て異常時の車両操作方法を案内するようにしてもよい。
【０１２３】
　第二、第四～第六実施形態のフェイルセーフ制御では、ステップＳ１０３の実行後且つ
ステップＳ１０４の実行前に、第三実施形態に準ずるステップＳ３０１，Ｓ３０２を実行
してもよい。また、第七実施形態のフェイルセーフ制御では、ステップＳ７０２の実行後
且つステップＳ７０３の実行前に、第三実施形態のステップＳ７０１，Ｓ７０２に準じて
、ナビ指令信号の正異常判定を行い、異常判定がなされた場合には異常警告をしてシフト
レンジの切換を禁止するようにしてもよい。
【０１２４】
　　第三～第七実施形態では、第二実施形態に準ずるレンジシフタ２２２及びフェイルセ
ーフ制御のステップＳ１０１，Ｓ１０２を採用してもよい。また、第三実施形態によるフ
ェイルセーフ制御のステップＳ３０１では、変速指令信号の監視並びに正異常判定に代え
て又は加えて、ブレーキ指令信号の監視並びに正異常判定を行うようにしてもよい。さら
にまた、第七実施形態のフェイルセーフ制御では、第三実施形態に準じて、ステップＳ７
０１の実行後に、モニタ部７０４から入力されるナビ指令信号の正異常を判定し、正常判
定の場合にのみステップＳ７０２へ移行するようにしてもよい。
【０１２５】
　第四実施形態によるフェイルセーフ制御のステップＳ４０１では、各変速スイッチ１６
Ｕ，１６Ｄからのアップ指令及びダウン指令の変速指令信号について、同時入力の判定に
代えて又は加えて、第五実施形態のステップＳ５０１に準ずる交互入力の判定を行うよう
にしてもよい。また、第六実施形態のフェイルセーフ制御では、ステップＳ６０１におい
てアップ変速スイッチ１６Ｕからの変速指令信号の入力を判定をする一方、ステップＳ６
１０においてダウン変速スイッチ１６Ｄからの変速指令信号の入力を判定を判定し且つス
テップＳ６１１においてダウン変速スイッチ１６Ｄから入力の変速指令信号をレンジ指令
信号として代用するようにしてもよい。
【０１２６】
　第七実施形態では、例えば車両の外界画像をモニタ部に表示してバック駐車や夜間走行
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等を支援する装置を、「運転支援装置」として採用してもよい。また、第七実施形態では
、例えばモニタ部の画面外に設けられた少なくとも一つのスイッチや、遠隔操作装置等を
「第二操作部」とする装置を、「運転支援装置」として採用してもよい。
【０１２７】
　第七実施形態のフェイルセーフ制御では、ステップＳ７０１において表示切換ボタン７
１０を非表示とし且つステップＳ７０２を実行しないことにより、異常認識の確認を省略
してもよい。また、第七実施形態のフェイルセーフ制御では、ステップＳ７０３，Ｓ７０
４を実行しないことにより、操作方法の説明並びに操作方法の把握確認を省略してもよい
。さらにまた、第七実施形態のフェイルセーフ制御では、ステップＳ７０８及びそれに続
くステップＳ７０９を実行しないことにより、車両速度が設定値以上となった場合の表示
復帰を省略してもよい。加えて、第七実施形態のフェイルセーフ制御では、ステップＳ７
０５において復帰ボタン７１６を非表示とし且つステップＳ７１０及びそれに続くステッ
プＳ７０９を実行しないことにより、指令による表示復帰を省略してもよい。
【０１２８】
　以上、本発明の実施形態を説明したが、本発明は、説明の実施形態に限定して解釈され
るものではなく、その要旨を逸脱しない範囲内において種々の実施形態に適用することが
できる。
【図面の簡単な説明】
【０１２９】
【図１】本発明の第一実施形態による車両制御システムを示す概略構成図である。
【図２】本発明の第一実施形態によるメータ部の表示について説明するための模式図であ
る。
【図３】本発明の第一実施形態によるフェイルセーフ制御のフローを示すフローチャート
である。
【図４】本発明の第二実施形態による車両制御システムを示す概略構成図である。
【図５】本発明の第三実施形態によるフェイルセーフ制御のフローを示すフローチャート
である。
【図６】本発明の第四実施形態によるフェイルセーフ制御のフローを示すフローチャート
である。
【図７】本発明の第五実施形態による車両制御システムを示す概略構成図である。
【図８】本発明の第五実施形態による変速スイッチの操作について説明するための模式図
である。
【図９】本発明の第五実施形態によるフェイルセーフ制御のフローを示すフローチャート
である。
【図１０】本発明の第六実施形態によるフェイルセーフ制御のフローを示すフローチャー
トである。
【図１１】本発明の第六実施形態によるメータ部の表示について説明するための模式図で
ある。
【図１２】本発明の第七実施形態による車両制御システムを示す概略構成図である。
【図１３】本発明の第七実施形態によるフェイルセーフ制御のフローを示すフローチャー
トである。
【図１４】本発明の第七実施形態によるモニタ部の表示について説明するための模式図で
ある。
【符号の説明】
【０１３０】
１　車両制御システム、２　自動変速機、３　車速センサ（速度監視手段・バイワイヤ制
御部）、４　ステアリングホイール、５　エンジン、６　車内ＬＡＮ、７　フットブレー
キセンサ（フットブレーキ監視手段・バイワイヤ制御部）、７ａ　ブレーキペダル（フッ
トブレーキ監視手段・バイワイヤ制御部）、８　駐車ブレーキセンサ（駐車ブレーキ操作
部）、８ａ　ブレーキレバー（駐車ブレーキ操作部）、９　アクセルセンサ（アクセル監
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視手段・バイワイヤ制御部）、９ａ　アクセルペダル（アクセル監視手段・バイワイヤ制
御部）、１０　変速制御装置、１２　油圧回路、１３　マニュアル弁、１４　電磁弁、１
６Ｕ　アップ変速スイッチ、１６Ｄ　ダウン変速スイッチ、１６，５１６　変速シフタ（
第二操作部）、１８　変速制御回路、２０，２２０　レンジ制御装置、２２，２２２　レ
ンジシフタ（第一操作部）、２３　シフトレバー、２４Ｐ，２４Ｒ，２４Ｎ，２４Ｄ　レ
ンジスイッチ、２５　レンジ出力装置、２６　シフトアクチュエータ（バイワイヤ制御部
）、２７　運動変換機構（バイワイヤ制御部）、２８　レンジ制御回路（信号監視手段・
代用処理手段・速度監視手段・フットブレーキ監視手段・アクセル監視手段・警告手段・
表示切換手段・・表示制御手段・案内手段・バイワイヤ制御部）、２９　回転位置センサ
、３０　メータ装置（警告手段・バイワイヤ制御部）、３２　メータ部、３２ａ　インジ
ケータ、３４　音響部、３８　メータ制御回路、５０　エンジン制御装置、５２　エンジ
ンスイッチ（スイッチ操作部）、５４　エンジンセンサ、５８　エンジン制御回路、５１
６ＵＤ　変速スイッチ、７００　ナビゲーション装置（運転支援装置・警告手段・案内手
段・バイワイヤ制御部）、７０２　位置検出部、７０３　データベース部、７０４　モニ
タ部（第二操作部）、７０５　スピーカ部、７０８　ナビゲーション制御回路、７１０，
７１２　表示切換ボタン、７１４Ｐ，７１４Ｒ，７１４Ｎ，７１４Ｄ　レンジ選択ボタン
、７１６　復帰ボタン
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