
131Vol. 69, No. 9, 2015.

技
術
会
通
信

日 　 時：2015 年 11 月 12 日（木）
会 　 場： 東京工業大学　すずかけ台キャンパス すずかけホール

H2 棟 3F（横浜市緑区長津田町 4259）
協　賛（予定）：（公社）精密工学会，（一社）日本機械学会，

（一社）日本フルードパワーシステム学会
企 　 画： 動力伝達系部門委員会，CVT・ハイブリッド部門

委員会
定 　 員：150 名

参加費（消費税込・テキスト 1冊込）：
正 会 員　16,200 円　学生会員　 3,240 円
賛助会員　22,680 円　一般の方　32,400 円
協賛学協会の会員　22,680 円

参加申込方法：次のいずれかの方法でお申込みください．
① オンライン参加登録：（クレジットカード決済対応可能で

す）イベントカレンダー（【URL】http://www.jsae.or.jp/
calendar/ ま た は シ ン ポ ジ ウ ム ペ ー ジ（【URL】http://
www.jsae.or.jp/sympo/2015/scdl.php

② インターネットをご利用できない方：上記メールアドレス
にお名前・ご所属・ご連絡先を事前にお伝えいただき，当
日会場へお越しください．

参加申込締切日：2015 年 11 月 5 日
※ 定員に満たない場合は，申込締切日以降でもオンライン参加 

登録のお申込み可能ですが，キャンセルされる場合，キャン
セル料が発生いたします．キャンセルにつきまして下記詳細
も併せてご参照ください．
参加申込キャンセルについて：

11 月 5 日まで： キャンセル料は発生いたしません．ご入金済
の場合は，送金手数料を除き返金いたします．

11 月 6 日以降： ご出欠にかかわらずキャンセル料として，参
加費全額をお申し受けます．なお，開催終了
後，テキストは送付いたします．

参加のおすすめ
　本シンポジウムでは快適性と環境性能を両立する次世代駆動
系として，要素，コンポさらに電動車に関する最新情報を提
供します．本分野に携わる方々の参加をお待ちしております．
講演終了後，恒例となりました講師を交えた技術懇談会（会費
￥2,000）を開催しますので，奮ってご参加下さい．懇談会参加
希望の場合は，参加登録と同時に Web にてお申込ください．

動力伝達系部門委員会委員長 小森雅晴
CVT・ハイブリッド部門委員会委員長 落合成行

プログラム：
　司会　東海大学　落合成行氏
　10：00　開会の挨拶 東海大学　落合成行氏
　10：10　 チェーン式 CVT の将来コンセプトと小ピッチ CVT

チェーン
 シェフラージャパン㈱　石野文俊氏

　10：40　 押しブロック式金属 V ベルトを用いた CVT のトル
ク変動下での動力伝達 同志社大学　藤井　透氏

　11：10　 次世代高効率ハイブリッドパワートレインシステム
の提案 

エイヴィエルジャパン㈱　中島正博氏
　11：40　昼食
司会　一関工業高等専門学校　澤瀬　薫氏
　12：30　 1 モーター 2 クラッチハイブリッドシステムの FF-

4WD での進化 日産自動車㈱　福田光伸氏
　13：00　 SPORT HYBRID SH-AWD　モータ内蔵 7 速 DCT

＋ TMU の開発 
㈱本田技術研究所　河原一貴氏 / 星野谷　武氏

　13：30　休憩
司会　横浜国立大学大学院　佐藤恭一氏
　13：40　 新世代ワイドレシオカバレッジ CVT の開発（日産自

動車／ JATCO） 日産自動車㈱　加藤義邦氏
　14：10　2.5L クラス車両向け新 CVT の開発

トヨタ自動車㈱　東　秀行氏
　14：40　中型車用トルクコンバータ付　8 速 DCT の開発

㈱本田技術研究所　加藤博貴氏
　15：10　休憩
司会　京都大学大学院　小森　雅晴氏
　15：20　スズキ AGS の開発

スズキ㈱　小路正実氏／釜付裕之氏
　15：50　新型マツダロードスター専用 6MT の紹介

マツダ㈱　延河克明氏
　16：20　高容量 FF6 速マニュアルトランスミッションの開発 

アイシン・エーアイ㈱　山田義晴氏
　16：50　閉会の挨拶 京都大学大学院　小森雅晴氏
◆プログラムは講師，会場の都合などにより予告なく変更となる場合があります． 
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JSAE SYMPOSIUM 動力伝達系の最新技術２０１５ -快適性と環境性能を両立する最新駆動系-
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　　　　　　　委員会委員長
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東海大学 落合　成行

1
チェーン式CVTの将来コンセ
プトと小ピッチCVTチェーン

シェフラージャパン株式会社 石野　文俊

優れた快適性、トルクレンジによっては優れた効率を持つことを利点とし、ハイブリッド
化に対しても可能性があるCVTにおいて、チェーン式CVTのコンポーネントの最適化
によって、さらに大きなレシオカバレッジと高効率化を可能にする将来コンセプトを紹
介します。合わせてCVTチェーンのピッチ低減による、NVH性能のさらなる改善の可
能性について、最新状況を紹介します。

2
押しブロック式金属Vベルトを
用いたCVTのトルク変動下で
の動力伝達

同志社大学 藤井　透

金属Vベルト式CVTの場合、トルク変動が大きい時、それに応じて大きな滑りが発生
すると危惧される。そこで、トルク変動下でのベルトの滑り挙動を調べた。その結果、
線形滑り限界を超えるトルクが作用する場合、その間、負荷に応じた滑りの生じること
が分かった。そこで、大きなトルクが作用するとき、トルクに応じてプーリ推力を高める
ことを試みた。その結果、大きなトルクが作用した期間でも滑りが減少し、CVTの伝動
効率も増すことが分かった。

3
次世代高効率ハイブリッドパ
ワートレインシステムの提案

エイヴィエルジャパン株式会社 中島　正博
1モーターのコンパクトでシンプルな構成で、高機能・高効率のハイブリッドパワートレ
インシステムのコンセプトを提案する。コンセプトの実用化に向けて課題となる、複雑
な3要素による変速を安定的に制御する手法についても紹介する。

一関工業高等専門学校 澤瀬 薫

4
１モーター２クラッチハイブリッ
ドシステムのFF-4WDでの進
化

日産自動車株式会社 福田　光伸

日産は独自開発の1モータ2クラッチ方式ハイブリッドシステムの採用を拡大している。
FF車向けには2013年に北米のDセグメントSUVに新型の高効率CVTと組み合わせた
システムを開発したが、今回それを新たにCセグメントSUVに最適化したシステムを開
発した。
そのシステム概要、改良点、及び、車両としての走行性能、商品性について紹介す
る。

5
SPORT HYBRID SH-AWD
モータ内臓７速DCT＋TMUの
開発

株式会社本田技術研究所
河原　一貴
星野谷　武

SPORT HYBRID SH-AWDは三つのモータを搭載した高効率ハイブリッドAWDシステ
ムである。前輪を駆動するV6エンジンとモータ内臓7速DCT、後輪を駆動するTMUの
二つのモータで構成されている。走行モードとして、EVドライブモード、エンジンドライ
ブモード、ハイブリッドドライブモードがある。また、エンジンとTMU両方の駆動による
AWD制御が行われ、後輪に左右駆動力配分を行うことが可能である。

横浜国立大学大学院 佐藤　恭一

6
新世代ワイドレシオカバレッジ
CVTの開発
（日産自動車／JATCO)

日産自動車株式会社 加藤　義邦

２００９年に燃費性能の高さ、コンパクトさを売りに、高い競争力を持った世界初の副
変速機付CVTを開発し、グローバルで多くのクルマに搭載され、その真価を発揮して
いる。
２０１５年、更に高い燃費性能を達成するべく、副変速機付CVTを正常進化させること
に成功した。
プロダクトオーバービュー、仕様、及び採用技術について紹介する。

7
2.5Lクラス車両向け新CVTの
開発

トヨタ自動車株式会社 東 秀行

トヨタ自動車は2.5L車両向けに新しい金属ベルト式CVTを開発した。
本CVTは高い走行性能を実現しつつ、トランスミッション効率改善技術を織込むこと
で、クラストップレベルの燃費性能の実現に貢献した。
また、ベルトの配列見直しや新しい防音カバー等の静粛性向上技術や高品質で安価
なアイドリングストップシステムを織込んだ。
今回、ユニット構成、特徴、および性能の概要について紹介する。

8
中型車用トルクコンバータ付
8速DCTの開発

株式会社本田技術研究所 加藤　博貴

中型車向けに、世界初となるトルクコンバータ付8速デュアルクラッチトランスミッション
を開発した。力強くスムーズな発進、素早い変速、リズミカルで途切れない加速などス
ポーティな走り感を創出しつつ、クラストップレベルの低燃費性能を達成している。全
段共用ギヤ列、独自の2重管構造、超偏平トルクコンバータなどの採用で、サイズや
重量を抑えると同時に多段化を実現した。

京都大学大学院 小森　雅晴

9 スズキＡＧＳの開発 スズキ株式会社
小路　正実
釜付　裕之

現在、MT市場であるインドにおいても、運転しやすい自動変速機の要望が高まってい
る。また、国内の軽自動車市場では、低燃費で安価である必要がある。
今回、AMT（オートメイティッドマニュアルトランスミッション）に着目し、既存のＡＭＴに
対してドライバビリティを向上させ、AT市場にも対応すべく、パーキング、クリープ機能
を追加し、低燃費かつ安価な自動変速機となるオートギヤシフト（AGS）を開発した。

10
新型マツダロードスター専用６
ＭＴの紹介

マツダ株式会社 延河　克明

新型マツダロードスターの開発では、ヒト中心のクルマ創り、「感」造りに注力した。専
用開発した6MTは、軽快感を最高のレベルで実現するために、MTの機能とその配分
をゼロから見直すことで、「6速直結構造」「インプットリダクション比低速化」「シンクロ
全段メイン軸配置」「低温時低粘度オイル」の4つのキー技術を見出し、いくつかの背
反のブレークスルーを可能にした。その開発プロセスについて紹介する。

11
高容量ＦＦ６速マニュアルトラ
ンスミッションの開発

アイシン・エーアイ株式会社 山田　義晴

マニュアルトランスミッション（以下MT）においては、以下が求められ続けている。
１）車両動力性能向上・燃費向上のための、軽量化・高効率化
２）ドライバーが直接感じる感性性能としての、快適なシフトフィーリング・ギヤノイズ低
減
今回開発した高容量MTは、これまで多数のカスタマーに採用実績のあるBG6を、上
記要求を世界トップレベルまで向上させ、将来的にも競争力のあるMTに改良した。

閉会の挨拶
動力伝達系部門委員会
　　　　　　　　　　　　委員長

小森　雅晴
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