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1．はじめに 

SECVT は AN650 にはじめて搭載され、従来のスクーターには

なかった複数の変速モードやマニュアルモードを提案した。その

後、2007 年にAN250M に搭載されることになり、このときはAN650

と同様の機能を有していたが、SECVT の採用によりクラス 高の

AN250 のエンジン出力を使い切ることができるようになった。その

ため、スクーターでありながら操る楽しさが注目されるようになった。

そこで、マニュアルモードに代表される二輪を操縦する楽しさをよ

り手軽に楽しんでもらうための機能として、新しい変速モードであ

る「7AT モード」と、従来のモータサイクルに近い感覚での変速を

提供する「スロットルシフト」を開発した。 

 

2．７ＡＴモード 

7AT モードは従来のスクーターの無段階変速と同様に自動変

速を行うが、使用する変速比があらかじめ設定されている 7 速の

変速比を走行状態によって切り替えながら走行を行う。シフトチェ

ンジを自動的に行う点では従来の四輪のオートマチックと同様の

変速となる。 

無段階変速である CVT モードと擬似的な有段変速である 7AT

モードの発進後の変速比の変化の比較を図１に、エンジン回転

数の変化の比較を図２に示す。 

 

 

図１ CVT モードと 7AT モードの発進時の変速比較 

 

 

図２ CVTモードと7ATモードの発進時のエンジン回転数比較 

 

CVT の無段階変速は変速ショックがないスムーズさが利点とな

っているが、その反面、エンジンと車輪の間で常に変速が行われ

ることになるため、エンジンの出力が直接車輪に伝わる感じが少

なく、全体的にぼんやりとした印象になる。 

新しく設定した 7AT モードでは、段階的に変速させることで変

速時のショックは発生するが、逆に変速しているときとしていない

ときが明確であり、変速していないときはスロットル操作に車両が

ダイレクトに反応するため、今までのモータサイクルにかなり近い

感覚での操作が可能となる。また、変速していないときはエンジン

回転数の上昇と車速の上昇が一致するため、現在の車速が感覚

的につかみやすくなる。また、7AT モード走行時はメータ中央に

現在どのギヤで走っているかが表示されるため、現在の変速比を

確認しながら走行できることもメリットの一つになっている。 

7AT モードは、従来の無段階変速モード（CVT モード）と同様

に自動変速であるので、あらかじめ ECM 内に設定されたデータ

に基づき、その走行状態に合わせたギヤが選択される。AN250M

では 7AT モード時にギヤを選択するデータを CVT モードと同様

に 2 種類用意し、それぞれドライブモード、パワーモードとしてい

る。 

 従来のSECVTでは、CVTドライブモード、CVTパワーモード、

マニュアルモードの 3 種類だったが、AN250M ではさらに 7AT ド

ライブモード、7AT パワーモードが加わり全部で 5 モードとなった。

表１にそれぞれのモードの名称と特徴をまとめた。 

 

顔写真 

1st 

2nd 

3rd 

4th 

5th 

6th 

7th 

TIME

CVT-MODE 

7AT-MODE 

TIME 

ENGINE REVOLUTION

CVT-MODE 

7AT-MOD
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表 1 各変速モードの比較 

CVT 

ドライブ 

・通常のスクーターに近い変速 

・静粛性を重視した滑らかな変速が特徴 

CVT 

パワー 

・CVT ドライブモードに対して全体的にローレシオ

側の変速を行う。 

・加速性能、高負荷時の走行を重視した変速設定

7AT 

ドライブ 

・マニュアルモードと同じ 7 速の仮想ギヤを自動的

に変速 

・定常走行時は静粛性を重視。加速時にはメリハリ

のあるキックダウンを行う。 

・CVT ドライブモードよりも幅広い変速比を適用。 

7AT 

パワー 

・7AT ドライブモードよりも全体的にローギヤを選択

するように設定。 

・加速性能、高負荷時の走行に加えて、エンジン

ブレーキを重視した変速設定。 

7MT-AST ・ハンドルスイッチにより手動でシフトアップ／ダウ

ンを行う。ライダーの意思による任意の変速が可

能。 

・エンジン回転数がパワーピークを少し過ぎたあた

りではスイッチ入力がなくても自動的にシフトアップ

するアシスト機能を装備。 

 

7AT モードでは変速が連続的でないため、キックダウン時に

CVTモードほど前後のつながりを考慮する必要がない。その特性

を生かすことで幅広い変速比の採用が可能となり、CVT ドライブ

モードと 7AT ドライブモードの差別化を行うことができた。また、

7AT パワーモードについては、変速の有段化によるスポーツイメ

ージを明確にするため、通常のスクーターでは使用できないエン

ジンブレーキをより積極的に使用する設定とし、CVT パワーモー

ドとの差別化を行った。 

 

3．スロットルシフト 

スロットルシフトとは、ブレーキを入力しながらスロットルを小さく

開閉させる操作を行ったとき、ECM がその操作を検知し、ライダ

ーがスロットルシフトを行うために意識的に入力操作を行ったと判

断して変速比を切り替える機能である。 

スロットルシフトによる変速切り替えは、前述の５つの変速モー

ドいずれにおいても可能であり、その切り替え内容はスロットルシ

フト作動時の変速モードにより若干異なるものの、基本的にはスロ

ットルシフト作動と同時にシフトダウンする方向に変速比が切り替

わる。これにより、ブレーキ入力と同時にエンジンブレーキを併用

した走行が可能となる。 

また、ブレーキとスロットル操作の組み合わせで変速比の切り

替えを行うので、スイッチ操作のためにハンドル上の指を移動さ

せる必要がなくなり、よりスムーズに変速比の切り替えを行うことが

できる。 

上記の機能により、従来のスクーターでは不可能だったエンジ

ンブレーキを積極的に使用した走行が可能となった。 

3.1. スロットルシフトの操作方法 

スロットルシフトは、通常の操作系統であるスロットルやブレー

キの操作を組み合わせて作動させるため、通常走行時、ライダー

が意図しない状況では作動しないような判定条件を設定する必要

がある。しかし、通常の操作時に作動しにくくするためにその手順

が複雑になるようでは、結局操作がわずらわしくなり、スイッチ操

作を省略できるメリットが生かせなくなる。 

AN250M のスロットルシフトでは、下記の操作を行うことでスロッ

トルシフトが作動するようにした。 

①スロットルシフトスイッチ ON 

  （スロットルシフトインジケータ点灯） 

②車速が 30km/h 以上 

③ブレーキ入力 

④スロットルを操作 

1) スロットル開度 1/2 以下の位置から 

2) スロットルを 9 度以上開けて 

3) 0.2 秒以内に閉じる 

前記操作が完了したと同時に ECM がスロットルシフトの入力を

判断し、瞬時に変速比を切り替える。連続してスロットルシフトを入

力する際には、①から③を毎回行う必要はなく、④の操作だけを

連続して行えばよい。 

スロットルシフト時のスロットル操作のイメージ図を図３に示す。 

通常のマニュアルトランスミッションの二輪では、シフトダウン時

にクラッチを切りスロットルを操作してエンジン回転数を調整する、

という操作はギヤチェンジのショックを少なくするためにごく普通

に行われる操作である。スロットルシフトを判定するために一連の

操作は、このマニュアル車でのシフトダウン時の操作にかなり近

いものとなっている。しかし、スクーターは自動変速であるためギ

ヤチェンジを行う必要がなく、通常はこのような操作を行うことはな

い。よって、AN250M では上記のような操作が行われたときには、

通常の運転状態ではなく、ライダーが意図的にその操作を行った

と判断できる。また、通常のマニュアル車では普通に行われてい

る操作に近いため、マニュアル車に乗った経験のあるライダーに

とっては、ハンドルスイッチを操作するよりは格段に使いやすい機

能となる。 

 

図３ スロットルシフト操作条件 
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3.2. スロットルシフトによる変速内容 

スロットルシフトはどの変速モードからでも使用可能である。 

自動変速モード（CVT ドライブ、CVT パワー、7AT ドライブ、

7AT パワー）でスロットルシフトを行うと、あらかじめ決められた分

だけシフトダウンするため、エンジンブレーキを使用した走行が可

能となる。 

シフトダウン後は、「ホールド」という一時的に自動変速をキャン

セルした状態になるので、スロットル開度や車速が変化しても変

速しない。そのため、スロットルの操作がダイレクトに後輪に伝わり、

スロットルによる車両のコントロールが行いやすくなる。 

「ホールド」の解除は走行中には自動で行われることはなく、解

除のための入力を行うことになる。 

自動変速時にスロットルシフトを使う利点の代表的な状況として

コーナリング時の操作があげられる。 

コーナリング時の全体的な流れは、 

①コーナに進入時に減速する。ブレーキと同時にスロットルシフト

を作動させてシフトダウンし、エンジンブレーキを併用する。 

②エンジンブレーキの効力が小さい場合は、続けてスロットルシ

フトを行うと、さらに 1 速ずつシフトダウンする。 

③コーナリング中は変速が固定となるためスロットルによる車両の

コントロールが行いやすくなる。 

④コーナリング後の加速状態ではアシスト機能によるシフトアップ

が行われるので、加速に集中できる。 

⑤十分な車速が得られたら、スロットル操作か、スイッチを入力し

て、元の自動変速状態へ復帰する。 

となる。 

以下にそれぞれの場合の説明を行う。 

(1)自動変速→スロットルシフト 

そのときの走行状態に対し、あらかじめ設定された擬似的な 7

速ギヤの中からエンジン回転数が約 1000rpm 上昇するような変速

比を選択しシフトダウンを行う。シフトダウン後は、自動変速を行わ

ない「ホールド」という状態に切り替わる。 

(2)ホールド中 

ホールド中は、スロットル開度や車速の変化によって自動的に

変速しなくなる。ホールド中の変速は下記の 2 通りの方法となる。 

①シフトダウン：ホールド中にスロットルシフトを行うと、1 回の入力

につき7速のギヤのいずれかで固定となっている変速比が1速

ずつシフトダウンする。 

②シフトアップ：ホールド中のシフトアップは、加速時のアシスト機

能によるシフトアップのみとなる。アシスト機能とは 7MT-AST と

同様に設定済みのエンジン回転数以上になったとき自動的に

次のギヤにシフトアップを行うものである。シフトアップするエン

ジン回転数はホールド移行前の変速モードにより異なる。 

(3)ホールド状態の解除 

ホールド状態は、走行中は自動で解除されることはない。これ

は不意に自動で変速が始まることがないようにするためである。 

ホールド状態を解除するには 2 通りの方法がある。 

①ブレーキ入力がない状態で、スロットルシフトと同様のスロットル

操作を行う 

②SECVT 用のスイッチ（D⇔M、POWER、UP、DOWN 等）のいず

れかを押す 

ホールド状態を解除したときは、ホールドに切り替える前の変

速モードへ戻る。 

また、車両がほぼ停止状態になったとき、ホールドは自動的に

解除される。 

 操作と変速内容をまとめたものを表２に示す。 

 

表 2 スロットルシフト時の変速内容 

操作 スロットルシフト 自動変速時 

制御 シフトダウンし、ホールド（変速固定）

となる。 

操作 スロットルシフト 

制御 入力毎に7 速ギヤを1速ずつシフトダ

ウン 

操作 加速して、あらかじめ設定されたエン

ジン回転数以上になる（アシスト機能）

ホールド中 

制御 設定されたエンジン回転数以上にな

ると自動的にシフトアップする。設定さ

れるエンジン回転数は、ホールド移行

前の変速モードにより異なる。 

操作 ・ブレーキをかけずにスロットル操作

を行う 

・「D⇔M」「POWER」「UP」「DOWN」

「T-SHIFT」のどれかを押す 

・車両がほぼ停止（0～5km/h） 

ホールド 

解除 

制御 ホールド作動前の変速モードへ戻

る。 

 

手動変速モード(7MT-AST)では、スロットルシフトはハンドルの

シフトダウンスイッチと同じ機能となる。 

 

3．まとめ 

「優雅に楽しむ二輪車」という今回のテーマに対し、ＳＥＣＶＴで

新たに追加した機能について紹介させていただいた。 

今回開発した7ATモードやスロットルシフトという機能により、従

来のスクーターのイメージである、乗りやすさや扱いやすさという

「優雅」な面以外の、乗る「楽しみ」という可能性を提供できたと思

う。今後も乗り物としての利便性だけでなく、それと楽しさを両立さ

せた製品作りを心がけたい 

 

後に、本開発に当たって多大なご協力を頂いた関係各位に

深く謝意を表します。 

 


