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A new shift-by-wire system having a stand-by mechanical link
with a backlash has been proposed. Figure 1 shows the proposed
system. The manual shaft of the automatic transmission is driven by
the motor in accordance with the select lever range position in the
same way as the conventional shift-by-wire systems without a me-
chanical link. In the case of emergency, however, the motor drive is
prohibited, and the system uses the link to directly connect the select
lever and the manual shaft lever so as to assure select operations. In
normal operations, it is required to keep the backlash free so as not
to generate a force. The actuator moving angle: θM should quickly
follow the select lever operating angle: θL in precision. However
such precise position control is difficult to achieve, because the sys-
tem has a relatively large inertia moment caused by a high worm
gear ratio to allow the use of a small motor, and has strong non-
linear characteristics due to the presence of a check mechanism that
holds the position of the manual shaft.

A two-degrees-of-freedom model matching control has been de-
veloped to overcome the problems. Figure 2 shows the control
system, which consists of a reference model, a feedback compen-
sator, and a feedforward compensator. The parameters of the ref-
erence model are designed to meet a fast operation requirement
of 150 deg/s and more. In the feedforward compensator, the non-
linear spring characteristic of the check and the plant parameters
(the equivalent moment of inertia and the equivalent viscous fric-
tion coefficient) are built in. Due to the difference between the plant
model in the feedforward compensator and the actual plant, the ref-
erence model output and θM are not equal. However, such angle
errors can be reduced by the feedback compensator.

Fig. 1. Backlash connected range select system

Figure 3 shows the experimental results using the actual equip-
ment, that compares the effect of 2DOF model matching control
with 1DOF control having the same feedback compensator. As
shown, the relative angles (= θL − θM) of 2DOF model matching
control are smaller than that of 1DOF control. Target relative angle
which is shown in 2DOF model matching results indicates the dif-
ference between the operating angle and the reference model output.
The fact that the relative angle traces the target relative angle proves
that the 2DOF model matching control is successfully applied to
this system.

Fig. 2. 2DOF model matching control system

Fig. 3. Experimantal results
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A new shift-by-wire system having a stand-by mechanical link with a backlash has been proposed. The link directly

connects the select lever and the manual lever of the automatic transmission in case of emergency. Thus it is neces-

sary to keep the backlash free during normal operations without generating a force. The angles of the manual lever

driven by an actuator should follow the angles of the select lever exactly and quickly. A two-degrees-of-freedom model

matching control is developed to meet this requirement. It is shown that the backlash is kept to be free during range

select operation.
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1. はじめに

本論文では，自動車の自動変速装置（Automatic Trans-

mission：A/T）のレンジを切り替えるためにドライバが操

作するセレクトレバーについて考える。セレクトレバーに
よる P（パーキング）レンジや D（ドライブ）レンジなど
の切り替えは，通常，図 1に示すように，左側のセレクト
レバーの操作を，図で Rodと表記した機械的なリンク機構

を介して右側の自動変速機に伝達することにより行われる。
セレクトレバーの操作感の観点から見ると，操作力を軽く
することと同時に，車室内のスペースを有効活用するため
にストロークを短くしたいという要求がある。しかしなが

ら，図 1に示した方式では，力とストロークがトレードオ
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フの関係にあり，操作感を向上させるのが難しかった。
最近の自動車産業では，機械的な結合に代わって，電線

（wire）による電気的な結合への移行が精力的に検討されて
おり，この方式は “X-By-Wire”と総称されている。ここで
“X”にはいろいろな単語が入るのだが，これを「シフト」と
おいた「シフトバイワイヤ」と呼ばれる方式が一部の自動

車に採用され始めている。シフトバイワイヤとは，機械的
な結合を排除し，図 1のマニュアルシャフトをモータで駆
動するものである。
この方法を採用すれば，前述したトレードオフの関係が

なくなり，操作感を向上させることができる。しかしなが
ら，ひとたびモータが故障すると，通常の方法ではレンジ

図 1 従来の自動変速装置とセレクトレバーの配置
（直接結合方式）

Fig. 1. Conventional method: direct connected type.
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を切り替えられなくなってしまうので，何らかの対応手段
を備えておく必要がある。既に発売されている車両に搭載

されたシフトバイワイヤには，セレクトレバーとは別の非
常用操作レバーを備えたものがある。このレバーを運転者
が操作することによって，非常時にもレンジを切り替えら
れるが，扱いやすさを考えると，セレクトレバーをそのま

ま利用できるほうが望ましい。また，非常時専用のモータ
と駆動回路と電源を備えたシフトバイワイヤが提案されて
いる (1)。この方式は，非常時もセレクトレバーを使用する
ことができるが，駆動系を 2系統化することによりシステ

ムが複雑になる，あるいは，小型化が難しい，といったデ
メリットが生じる。
そこで，本論文では従来のリンク機構にバックラッシュ
を付加したバックラッシュ結合方式（図 2）のリンク機構

を提案する。本方式では，正常動作時はセレクトレバーで
指示されたレンジ位置となるように，シフトバイワイヤに
よってマニュアルシャフトをDCモータを用いて制御する。
このとき，セレクトレバーをバックラッシュに接触させな

いよう，適切に制御することができれば，セレクトレバー
とAT側を完全に切り離すことができる。こうすることで，
セレクトレバーの操作反力は，セレクトレバーに取り付け
られたチェックと呼ばれる機構のみで決定することができ

るようになり，操作感の設計自由度が飛躍的に向上する。
一方，非常時の際には，モータの駆動力を停止させること
で，AT側をバックラッシュを介して操作することができ

る。ところで，バックラッシュ結合方式は，図 2に示す構
造のため，メカニカルリンクを持たない通常のシフトバイ
ワイヤと異なり，例えばボタン操作のような，レバー操作
以外の方法でレンジを切り替えるようにするのは難しい。

しかし，多くの運転者にとっては，従来のレバー操作が最
も扱いやすいと考えられるので，大きな欠点ではないと考
える。また，今回提案する制御方式は，通常のシフトバイ
ワイヤにも適用することができる。

正常動作時にセレクトレバーがバックラッシュに接触す
ると，ドライバは違和感を覚える。したがって，セレクト
レバーとマニュアルシャフトの角度の差（これを相対角と
呼ぶ）を常にバックラッシュ以下に保つ必要がある。通常，

あるレンジから隣のレンジへの操作期間（セレクトレバー
が動いている時間）は，数百 ms程度しかないため，短時

図 2 バックラッシュ結合方式（提案法）
Fig. 2. Proposed method: backlash connected type.

間で操作角に一致する高い追従性能が要求される。そこで，
本論文では，このような制御仕様を満足するために，2自

由度モデルマッチング制御を適用する。
本提案手法の有効性は，数値シミュレーションおよび実
機実験によって示される。

2. 制御対象

本論文で提案する図 2のバックラッシュ結合方式を実現
するにあたり，以下の点を改善し，図 3に示す実験装置を
作成した。

（ 1） 環境条件のよいセレクトレバー付近にモータと減
速機を配置し，ケーブルを介してマニュアルシャフト
を駆動するようにした。ケーブルは，引き操作だけ

でなく押し操作も可能な剛性の高いものを使用した。
（ 2） 非常時にモータの駆動を停止し，手動力のみでレ

ンジの切り替えを行う場合，チェック 3はマニュア
ルシャフトがレンジ間の中間位置で停止しないよう，

各レンジ位置まで動かす役割を担う。ただし，バッ
クラッシュ結合方式では，マニュアルシャフトだけ
でなく，モータも駆動する必要があるため，チェッ
ク 3のみでは駆動力が不足する。そこで，チェック

2を設けた。
図 4に制御対象のモデルのブロック線図を示す。図にお

図 3 実験システムの構成

Fig. 3. Schematic diagram of experimental system.

図 4 制御対象モデル
Fig. 4. Plant model.
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図 5 DCモータブロック線図
Fig. 5. Block diagram of DC motor.

図 6 作動角に関するブロック線図
Fig. 6. Block diagram on the actuator angle θM .

いて，θL [rad] はセレクトレバーの操作角度（以降，操作
角と呼ぶ），θM [rad] はチェック 2 が取り付けられている
アクチュエータ駆動軸の回転角度（以降，作動角と呼ぶ），

ωM := θ̇M [rad/s]である。また，uはDCモータ電圧指令値
（PWM制御のデューティ比），KBL [Nm/rad]はバックラッ
シュ接触時の等価ねじれ剛性を表すものとする。さらに，
TBL [Nm]はバックラッシュに接触した場合の伝達トルク，

TACTR [Nm]はアクチュエータ（DCモータ）の発生トルク，
TCH [Nm]はチェック 2とチェック 3が発生するトルクの
和を表し，これらはすべて作動角 θM 上に換算したものと
する。セレクトレバーについては，後述するように，制御

系のモデルに影響を与えないので，モデル化は行わないこ
ととした。
図において， 1©～ 3©としたそれぞれの部分について以下
で説明する。

1© DCモータ及びアクチュエータ駆動軸周りのダイナ
ミクスを表す。DC モータのブロック線図を図 5 に，
作動角 θM に関する運動方程式を表すブロック線図を

図 6に示した。図に示す各物理パラメータを表 1にま
とめた。なお，J 及び DM は，それぞれアクチュエー
タ駆動軸周りに換算した等価慣性モーメントおよび粘
性摩擦係数である。

2© 操作角 θL と作動角 θM の差の絶対値が 1.5 degに達
した場合に，バックラッシュに接触し，接触部の等価
ねじれ剛性 KBL を乗じた力が伝達される。

3© 非線形バネであるチェック 2とチェック 3のモデル

を表す。ただし，発生するトルクの大きさは作動角 θM

上に換算したものになる。シミュレーション時は，実
測データをもとに作成した参照テーブルを用いる。

制御目的は，バックラッシュに接触させないよう，θL と

θM の相対角を 1.5 deg以下に抑えることとなる。したがっ
て，常に TBL = 0と仮定できる。さらに，後述する 2自由
度制御系の設計を容易にするため，モータのモデルを一次
遅れ系で近似する。そこで，逆起電力のパスにある一次遅

れ特性をゲインで近似し，図 5を図 7のように変更した。
チェック 2と 3が発生するトルクを等価剛性K(θM)を使っ

表 1 物理パラメータ
Table 1. Physical parameters.

Annotation Symbol Value

Battery voltage VB 13.5 V

Torque constant KT 2.22 × 10−2 Nm/A

Back EMF constant KE 2.22 × 10−2 Vs/rad

Inductance of

armature circuit L 5.8 × 10−4 H

Wound resistor of

armature circuit R 0.57Ω

Worm gear ratio N 40

Transmission efficiency of

worm gear η 0.61

Inertia moment J 1.55 × 10−2 kg m2

Damping coefficient DM 9.76 × 10−1 Nms/rad

図 7 制御系設計用 DCモータブロック線図
Fig. 7. Block diagram of DC motor for control system
design.

て表現すると，PWMデューティ比 uから θM までの伝達
関数GP は次式となる。

GP(s) =
1

Js2 + Ds + K(θM)
· g

τs + 1
· · · · · · · · · · · · (1)

ここで，D，g，τは，それぞれ以下のように表される。

D = DM +
KT · KE · η · N2

R

g =
η · N · KT · VB

R
τ = L/R

等価剛性 K(θM) はチェック 2 と 3 が発生するトルクの和

TCH と作動角 θM を用いて K(θM) = TCH/θM と記述できる
ので，θM −TCH 特性を実測することで K(θM)を求めた。各
パラメータの値を表 1に示した。ギア効率 ηと粘性摩擦係
数 DM は，GP のステップ応答が，実機のステップ応答に

近づくように，パラメータを調整することによって求めた。
トルク定数 KT，逆起電力定数 KE，巻線インダクタンス L，
巻線抵抗 R，減速比 N は，DCモータと減速器の設計値を
用いた。バッテリ電圧 VB は平均的な値を用いた。

3. 2自由度モデルマッチングによる制御系設計

通常動作時，本制御対象はバックラッシュに接触しないよ

うに動作する必要がある。バックラッシュの幅は±1.5 deg

であるため，追従誤差はこれ以下にする必要がある。そこ
で，目標値応答の設計が容易な 2自由度モデルマッチング
制御を採用する (2)～(4)。

2自由度モデルマッチング制御系は，図 8に示すように，
フィードバック補償器（以下，FB補償器）GFBとフィード

1264 IEEJ Trans. IA, Vol.128, No.11, 2008
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図 8 2自由度モデルマッチング制御系
Fig. 8. Two-degrees-of-freedom model matching con-
trol system.

フォワード補償器（以下，FF補償器）GFF および規範モデ
ル GR から構成される。設計者が与えた規範モデルGR に
対して，FF補償器をGFF = GR/GP と定めると，制御対象

がモデルGP と一致する場合，

θM = GRθL · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · (2)

が得られる。つまり，目標値応答特性はフィードバック特
性とは独立に GR で設計できる。ただし，GR は GFF が安
定プロパーになるように選ぶ必要がある。一方，制御対象

がGP から G̃P = GP(1 + Δm)へ変動すると，(2)式は

θM =

(
1 +

1

1 + G̃PGFB
Δm

)
GRθL · · · · · · · · · · · · · · · · (3)

となる。したがって，一巡伝達関数のゲイン交差周波数をな
るべく高く設定し，閉ループシステムの感度 1/(1+G̃PGFB)

が小さくなるように FB補償器GFB を設計することで，制

御対象が変動した場合の目標値応答特性の劣化を抑えるこ
とができる。以下では，規範モデルの選定と FB補償器の
設計について詳しく説明する。

〈3・1〉 規範モデルの選定 GFF がプロパーになるよ

うに規範モデルGR の次数を次式のように 3とした。

GR(s) =
ω2

n

s2 + 2ζωns + ω2
n
· 1
τs + 1

· · · · · · · · · · · · · · (4)

規範モデルにプラントと同一の時定数をもつ 1次遅れ要素
を含ませることで，GFF の実装が容易になる。この点につ

いては次節で詳しく述べる。ωn と ζ は，シミュレーション
や実験を行いながら，150 deg/s以下の操作速度において，
バックラッシュに接触しないように，すなわち，θM と θL
の相対角度が ±1.5 degを超えないように設定した。通常，

隣り合うレンジ間の平均操作速度は 40 deg/s程度なので，4

倍近い余裕を持たせている。なお 150 deg/s より速く操作
した場合，バックラッシュに接触したとしても，操作力が
大きいためオペレータはその影響をほとんど感じないこと

に注意する。

〈3・2〉 フィードフォワード補償器の実装方法 図 8

のようにフィードフォワード補償器を実装すると，制御器
の次数は，各々の補償器GR，GFF，GFBの次数の和となる。

一般に，車載用マイコンの計算能力は高くなく，また，コ
ストの問題から制御演算量をなるべく抑えたい。そこで，

図 9 フィードフォワード制御器

Fig. 9. Feedforward controller.

GFF(s) =
GR(s)
GP(s)

=
Js2 + Ds + K(θM)
s2 + 2ζωns + ω2

n
· ω

2
n

g
· · · · · (5)

からGRとGFF は共通の分母多項式を持つことがわかるの
で，同じダイナミクスを共有することで制御器の次数が低
減できる。GR と GFF をまとめて図 9のように構成した。
なお，図において K(θM)は時変ゲインとなるが，テーブル

参照を行うことでこの部分の演算量をさらに減らすことが
できる。なお，規範モデルの一次遅れ要素の時定数を制御
対象とは異なる値 τ̃に選ぶと，GFF に (τs+1)/(τ̃s+1)とい
う因子が現れ，図 9はより複雑になり計算量も増大してし

まう。そのため，本論文では 2章で述べたように DCモー
タのモデルを一次遅れ要素で近似し，その特性をGR に持
たせることにした。

〈3・3〉 フィードバック補償器の設計 フィードバッ
ク補償器は，制御対象が安定になると同時に，一巡伝達関
数のゲイン交差周波数をなるべく高く設定することで操作

角への追従特性が向上するように設計する。その際，レン
ジ切り替えの操作後半に K(θM)が負の値になり制御対象が
不安定になることを考慮する必要がある。補償器の候補と
して PID補償器が考えられるが，本制御系の場合，レンジ

間の移動速度が速いために定常特性よりも過渡特性が重要
である。そこで，積分補償により過渡応答が犠牲になるの
を避けるため PD補償器を採用することにした。

K(θM)は各レンジの位置で値が極大値をとり，その値は約

100 Nm/radとなる。一方，レンジ間の中間位置では K(θM)

は −100 Nm/rad程度の極小値をとる。よって，この範囲の
K(θM)すべてに対して，閉ループ系が安定になり，かつ，交

差周波数が十分高くなるよう比例ゲイン，微分ゲインを調
整した (5)。得られた PD制御器を以下に示す。

GFB(s) =
38(0.006s + 1)

0.0016s + 1
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · (6)

一巡伝達関数のボード線図を図 10 に示す。K(θM) を

100 Nm/radとした場合を実線で，−100 Nm/radとした場合
を点線で示す。K(θM)の値によらず，ほぼ同程度の位相余裕
を確保することができた。また，角交差周波数は約200 rad/s

となった。なお，この設計では，K(θM)が速く変化する場

合，安定性を理論的に保証することはできないので，シミュ
レーション及び実験により性能を確認する必要がある。

電学論 D，128 巻 11 号，2008 年 1265



図 10 一巡伝達関数のボード線図
Fig. 10. Bode plot of loop transfer function.

4. 制御系の評価

〈4・1〉 数値シミュレーション 本節では，Pから Rレ
ンジへ通常速度で操作する場合を想定してシミュレーショ
ンを行う。なお，数値シミュレーションでは，図 4のモデ
ルにさらにチェック及びケーブルで生じる非線形摩擦の影

響を考慮した。まず，比較対照として，研究開発の初期段
階で検討していた図 11の 1自由度制御による結果を図 12

に示す。なお，FB補償器には，〈3・3〉節で設計した FB補
償器と同じものを用いた。また，図 13に提案手法である 2

自由度モデルマッチング制御による結果を示す。各図の下
段には，相対角 (θL − θM)を示した。なお，2自由度モデル
マッチング制御の場合は，目標相対角 (θL − θre f

M )もあわせ
て示している。図 13において，相対角が目標相対角に一

致していないが，これは制御系設計に用いたモデルと数値
シミュレーションで用いたモデルが完全に一致していない
ためである。しかしながら，1自由度制御系と比較すると
相対角は半分程度にまで抑えられており，十分な効果を確

認することができた。また，1.5 degのバックラッシュに対
し，1 deg程度のマージンを確保することができた。

〈4・2〉 実機実験 数値シミュレーションと同様の比較
を実機で行った。演算周期 1 msで双一次変換によってコン
トローラを離散化し，A & D社製リアルタイムコントロー
ラ AD5435に実装した。実験結果を図 14，図 15に示す。

図より明らかなように，数値シミュレーションに近い相対
角抑制効果が得られた。ただし，操作角が 6 deg付近で，相
対角が −0.5 deg程度まで変動するという，数値シミュレー
ションにはない現象が生じている。これは，以下ような理

由で生じたと考えられる。
•レンジ切り替えの途中でチェック 3による力の向きが
反転するが，このとき，ケーブルの両端から作用する
力が，圧縮方向から引張り方向に切り替わる。これに

より，ケーブルを覆っているカバー内部で，ケーブル
の経路が変わることによるロストモーションが発生す

図 11 比較のための 1自由度制御系
Fig. 11. One-degree-of-freedom control system for
comparison.

図 12 数値シミュレーション結果
（1自由度制御）

Fig. 12. Simulation results (one-degree-of-freedom
control).

図 13 数値シミュレーション結果
（2自由度モデルマッチング制御）

Fig. 13. Simulation results (two-degrees-of-freedom
model matching control).

る。そのため，一時的に，マニュアルシャフトがケー
ブルから力を受けずに回転する。
•マニュアルシャフトは，ロストモーション量相当回転
すると，ケーブルから力を受けて減速する。このとき，

その反力が，ケーブルを介してアクチュエータ駆動軸
に伝わり，作動角が変動する。
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図 14 実験結果（1自由度制御）
Fig. 14. Experimental results (one-degree-of-freedom
control).

図 15 実験結果（2自由度モデルマッチング
制御）

Fig. 15. Experimental results (two-degrees-of-freedom
model matching control).

図 16 実験結果（2自由度モデルマッチング
制御，操作速度：150 deg/s）

Fig. 16. Experimental results (two-degrees-of-freedom
model matching control, operation speed: 150 deg/s).

このように，ケーブルロストモーションの影響で，作動
角，相対角が変動するが，バックラッシュに対し 1 deg程

度のマージンが確保されていることがわかった。
次に，設計時に想定した最も速い操作速度である150 deg/s

で操作した場合の，2自由度モデルマッチング制御による
実験結果を図 16に示す。相対角は，目標相対角に近い値で

制御されている。規範モデルの設定により，図 15に対し，
バックラッシュに対するマージンは減少するものの，バッ
クラッシュの範囲内に収まっており，要求が満たされてい
ることを確認した。

5. ま と め

セレクトレバーと自動変速機をバックラッシュ付きメカ
ニカルリンクで結合するレンジ切り替え制御装置に対し，2

自由度モデルマッチング制御を適用し，以下のような工夫
を行った。
•プラントのチェック反力特性を補償するために，フィー
ドフォワード補償器にプラントと同じ非線形特性を組

み込んだ。
•規範モデルに，モータが持つ電気的な遅れ要素を含ま
せることでフィードフォワード補償器の次数を下げる
ことができた。
•規範モデルとフィードフォワード補償器のダイナミク
スを共有することで，計算量を少なくした。

その結果，1自由度制御と比較することで，提案手法の有

効性を確認した。また，最も速い操作である 150 deg/sに対
し，Pから Rレンジへの切り替え以外の操作も含め，全て
の操作において，相対角をバックラッシュ範囲内に収めら
れることを確認した。

（平成19年10月30日受付，平成20年6月2日再受付）
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