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ステップATの良さを引き出す
理想を追い続けた開発

Chapter

Chapter

走る歓びと環境性能を両立する
新型オートマチックトランスミッション
New Automatic Transmission Achieving Driving Pleasure and Environmental Performance

マツダ（株）

SKYACTIV技術の一環として開発された新ATは，注目される新技術ATなどではなく，

古くから使われてきたステップATがベースだった．伝達効率を上げるためには発進直後からロックアップさせればいい．
しかし，その実現は振動と騒音との戦いとなった．
マツダの開発者はATだけではなく，クルマ全体を見ながら開発を進めた．
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ステップATの良さを引き出す．理想を追い続けた開発
―マツダ
（株）
―

ションに関してマツダのSKYACTIVでは，

なぜ今，ステップATを
選んだのか

い状況にあった．

トルクコンバータを用いる従来型のステッ

その選択理由を，次世代オートマチック

プATで次世代技術を実現すると発表され

トランスミッションの構想段階から量産ま

た．今日，同ATの進歩は他社を含め著し

で一貫してかかわってきた，マツダのパ

マツダのSKYACTIVは，走る歓びと，

いが，2010年当時は，登場間もないDCT

ワートレイン開発本部 ドライブトレイン

優れた環境・安全性能を両立する次世代

（デュアル・クラッチ・トランスミッショ

開発部長の土井 淳一は，次のように語る．

技術の総称として2010年10月に記者発表

ン）に注目が集まり，小型車用としては’

「量産を開始したのが2011年で，その5年

された．エンジンに限らず，トランスミッ

80年代から進歩を続けるCVTがあり，自

前の2006年ごろから開発を始めました．検

ション，車体，シャシに及ぶ，クルマ全体

動変速に新たな手法が登場する中，あえて

討の際に考えたのは，オートマチックトラ

の次世代技術の開発にマツダは取り組んだ．

従来型のトルクコンバータ式ステップAT

ンスミッションの理想をどう描き，それを

このうち，オートマチックトランスミッ

を選択した理由が，一般には理解されにく

どのように実現するかということでした．
CVTやDCT， そ し て ス テ ッ プATそ れ
ぞれ，一長一短があります．
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その中で，伝達効率を考えると，ギヤ式







が理想に近くなります．そして，発進の滑

各種トランスミッション形式の特徴

らかさや，クリープを使える坂道発進などで
の容易さは，ステップATが勝ります（図1）
．
一方，走る歓びの追求では，トルクコン
バータがあることでアクセルワークに遅れ
が出るところがあります．この点は，発進
した直後からロックアップしていくことで

旧来の技術であっても，ものづくりから見直したAT
自動変速については，従来からのトルクコンバータを使ったステップ AT に加え，ベルトによる無段
変速の CVT，マニュアルトランスミッションを基にした DCT など，新たな方式が加わっている．マツダは，
次世代技術 SKYACTIV 推進に際し，AT については従来型のステップ AT を選択した．ただし，走
る歓びと燃費の向上を両立させるための開発が求められた．クラッチで駆動力を直結にするロックアッ
プ領域を倍近くに増やし，変速のための精密なクラッチ制御を行うためメカトロニクスを採り入れ，また，
モデルベース開発の手法を構築した．その上で，生産性を上げるため，工場におけるものづくり革新を

対処するのを基本としました」．

ロックアップ域を広げればいい
しかし課題は山積した
マツダの，それまでの5速ATでは，3速
から上の段でロックアップを行い，トルク

進め，最新技術を適切なコストで生産につなげる段取りをつけた．理想を求め，その実現のために最

が小さいところではクラッチを滑らせ，振

善を尽くすことが，マツダの生き残りの道と心得，一致協力して邁進した開発が，
トルクコンバータを使

動対策をしていたという．そこでまずは，

う従来型ステップ AT に，格段の進歩をもたらしたのであった．

全段ロックアップをしたらどうなるか，そ
の5速ATを改造して試してみた．
「変速がすごくギクシャクし，こもるよう
な騒音が大きくなりました」と土井．想定
された結果だが，そこをどう解決していく
か．土井は続けて，
「克服すべき課題は二つです．こもり音の
解消と，変速の滑らかさ．
こもり音については，ダンパの性能を上
げることで解決できます．しかし，FF車
はエンジンを横置きにするため，ダンパサ
イズを上げる寸法的な余裕がトランスミッ
ション搭載スペースにありません．しかも，
SKYACTIVの車体は，衝突安全性能を高
めるためフレーム構造を直線的にするため，
エンジンルームの空間が制約を受けるのです．
そこで，トルクコンバータを従来は発進
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従来トルクコンバータ

6
時以外でも利用していましたが，発進時だ

フルレンジダイレクトドライブ

けに限定することで小型化し，その分，ダ
①ダンパ低剛性化

ンパを大きくすることができると考えたの

② ロックアップクラッチの
耐久性・制御性向上

です」
（図2〈a〉
〈b〉
，
〈c〉）．
ダンパの改善については，入社以来トル
クコンバータにかかわってきた経験を持つ

③トーラス小型化

パワートレイン本部 ドライブトレイン開
発部 第1ドライブトレイン開発グループの

図 2〈a〉 フルレンジダイレクトドライブの特徴

アシスタントマネージャーである坂 時存
が説明する．
「バネ定数を低くすると，振動を抑えられ
ます．一方そのためにはバネの巻き数を増
やしストロークを伸ばすか，バネの直径を
増すなどの必要があるので寸法が大きくな
ります．FR車では，この考え方の実用化
の例がありますが，FF車では土井が言う
ように寸法の制約があるので，どの自動
車メーカも難しいと思っていたのではないで

Full Range Direct Drive

しょうか」．

Current Torque convertor

図 2〈b〉 小型化された
トルクコンバータ外観

図 2〈c〉 低剛性化のため大型化されたダンパと従来品との比較

各担当者は
クルマ全体を見ながら開発した
ただし，単にバネ定数だけを下げたわけ
ではないと，坂は付け加える．
「低回転下でロックアップさせると，車体
全体で振動問題が出るので，クルマ全体で
のNVHを解析し，必要なバネ定数を絞り
込みました．たとえば，排気管で起こる振
動は，排気管側で抑えてもらう工夫をお願
いするなど，SKYACTIV全体での取り組
みが役立っています」
．
この開発でハードウェア全体のまとめ役

図3

を担った，パワートレイン開発本部 ドラ

トルクコンバータの翼は製造時に指が入らないほど小型化された

イブトレイン開発部 第1ドライブトレイン
開発グループのマネージャーである丸末
敏久は，
「マツダの企業規模により，各開発担当が
Segment type cluch

Pressure

Separated type
Current

図 4〈a〉 単板式（左）から多板クラッチ式（右）に．変速制御にも用いる
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Full Range Direct Drive

図 4〈b〉 ロックアップクラッチ構造の比較

Pressure

ステップATの良さを引き出す．理想を追い続けた開発
―マツダ
（株）
―

土井 淳一 Junichi DOI

丸末 敏久 Toshihisa MARUSUE

鎌田 真也 Shinya KAMADA

三谷 明弘 Akihiro MITANI

マツダ株式会社
パワートレイン開発本部
ドライブトレイン開発部長

マツダ株式会社
パワートレイン開発本部
ドライブトレイン開発部
第1ドライブトレイン開発グループ
マネージャー

マツダ株式会社
パワートレイン開発本部
ドライブトレイン開発部 主幹

マツダ株式会社
統合制御システム開発本部
部門統括

「名誉な賞を受賞でき，嬉しく思っ
ています．生産技術と中関工場のメ
ンバー全員と，ホテルを借り切って
喜びを分かち合い，記念撮影をしま
した」

「有り難い賞を戴きました．開発中は大
変苦しかったですが，当たり前の仕事を
進めてきただけとの想いだったので，受
賞の実感はあまりありませんでした．しか
し，賞を戴き，サプライヤさんからお祝
いの言葉をいただいたり，知人から記事
を見たと声をかけられたり，その反響を
実感しています．今後も期待に応えられ
るよう，また頑張らねばと思っています」

「ドライブトレインは，縁の下の力 「想像していたより受賞の反響が凄
持ち的ですのであまり表に出る機会
かったです．国内で会う人会う人に
はなく，論文を提出しながらトラン
コメントを戴き，さらに海外でも会
スミッションでいいのだろうかと
う途端に『受賞おめでとう』と言わ
思っていました．それが受賞できた
れ，海外まで評判が広まっていて凄
ことで，ドライブトレインへの理解
いと実感しました」
が深まったのが嬉しかったです．サ
プライヤさんからも声を掛けられ，
嬉しかったですね」

クルマ全体を見ながら皆で考えられる状況

クコンバータを発表した際には，他社の方が

が，よいほうに働いたと思います」と開発

驚かれていました」と土井は振り返る（図3）．

の背景を補足する．土井も，
「クルマ全体のノイズ目標からバネ定数に
至るまで，モデルでつなぎ，それぞれの要

機電一体の
メカトロニクス

件を配分する機能配分を，構想段階から車
両の開発者たちと一緒にやってきました」
と語る．

ところで，トルクコンバータを発進にだけ
使う発想は，
どこから生まれたのか．
土井は，

同時にまた，大きくなったダンパを取り

「変速時に，ロックアップクラッチの締結

付けることのできる空間を設けなければな

力を緻密に制御して，ショックを抑えよう

らず，内部の翼を小さくしたトルクコン

と考えました」と言う．

バータの開発も必要となる．

そのために，ロックアップクラッチをそ

坂 時存 Tokimori SAKA
マツダ株式会社
パワートレイン開発本部
ドライブトレイン開発部
第１ドライブトレイン開発グループ
アシスタントマネージャー

「トルクコンバータを発進のみに限定する

れまでの単板から多板化し，緻密な制御

ことで，トルクコンバータの翼の意味が薄

を行うため機電一体のメカトロニクスモ

れ，小さくすることで全体の小型化ができ

ジュールを開発した．

ますが，製造段階で，翼を取り付ける際に

「従来，単板のロックアップクラッチは，

指が入らず作業がしにくくなるなど，製造

摩擦材を貼った大きなピストンに油圧をか

方法も新しくしなければなりませんでし

けて摩擦材を接触させ直結としていました

た」と坂は言う．そして，
「翼の接合方法

が，油圧の僅かな変化でも大きなトルクが

は実現できず，多板クラッチ／メカトロニ

を特別に開発するうえで，サプライヤさん

生じ，繊細な制御がしにくかったのです」

クスモジュール／モデルベースのアルゴリ

に大変頑張っていただきました」．

と丸末（図4〈a〉
，
〈b〉）．

ズムの3本立てで，変速時に微妙に滑らせ

その結果，トルクコンバータ内の翼は従

「全段でロックアップを実現するため，制

る制御を実現したのです」とは，パワート

来にないほど小さくなり，「2011年にトル

御の応答性を一桁上げなければ微小な制御

レイン開発本部 ドライブトレイン開発部

「駆動系で受賞できるのは夢のよう
で，感無量でした．サプライヤさん
も喜んでくださったのではないで
しょうか．これが一つの尺度になる
ので，これからが重要で，気が引き
締まる思いです」
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6
「ICチップ化した制御部を，ダイレクト
リニアソレノイドと一体化し，オイルパン
の中へ配置しています．オイルパンに入れ
るための開発が必要でしたが，入れられれ
ば，錆や，水の浸入，断線などの故障から
解放されます」と，いずれも大胆な発想を
三谷は実現した．
さらに，

メカトロニクスモジュール外観
Vehicle Speed（km/h）

図5

100

図6

そのモデルに補正のトリミングを施すこと

60

で，誤差精度を高めました」と言う．

40
20
0

「制御の精度を高めるため，制御の指示か
ら油圧を出力する作動までをモデル化し，

SKYACTIV-Drive

従来5AT

80

IC チップ制御部
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200

400

600

800

1000

1200

Time（sec）

図7

JC08 モードでのロックアップ領域比較

の主幹である鎌田 真也である．
採用した多板クラッチは，小片の摩擦材
を，隙間を開けて円盤状の金属表面に貼り

機械屋と電気屋の意思疎通は
理想の共有化から
これらメカトロニクスの開発は，前例の

我々が自ら製造するとしたらどうやるかま

ない方式であるため，構築までさまざまな

で考えたうえで，サプライヤさんと相談し，

苦労があったが，もっとも苦労したのは人

協力をお願いしてきました」
．

だと三谷は言う．

そして，ロックアップクラッチの微小な

「機械屋と電気屋は，全く別の世界で，別

「隙間を開け，また片面のみに摩擦材を貼

制御を行うのが，メカロトニクスモジュー

の言語，別の性能の与え方をするため，双

り付けることにより，オートマチックフ

ル（図5）である．メカニズムとエレクト

方の意思統一が一番重要でした」と振り返

ルード（ATF）の流れを良くし，冷却性

ロニクスを融合するこの開発は，統合制御

る．そこをどう乗り越えたのか？

能を上げています」と説明する．その独創

システム開発本部 部門統括の三谷明弘が

「理想を共有化することです．我々が目指

性について，丸末は，

担った．

すオートマチックトランスミッションの目

「変速クラッチでは前例がありますが，

「これからの電気部品は，性能を高めなが

標へ向かい，信じてやり抜くことで一心同

FF用ATのロックアップクラッチでは初め

ら，品質を保持し，コストも満たす．三つ

体になることができたのだと思います」．

てだと思います」と言う．さらに，「ATF

をすべて同時に実現するのが大前提です．

の温度管理をするうえで，机上の計算と，

それを実現するため，ダイレクトリニアソ

うことなのだろうか？

実際とで相関関係が合っているのかどうか，

レノイドと制御系を一体化しました．

「専用ではなく，世界一と言える理想を追

付けたセグメントタイプを使う．坂は，

相当に独創的な開発だが，専用設計とい

センサを取り付け，実際にATFの流量を

制御ユニットは，従来は箱型をしていま

い求めることで，いずれ，世界中で使える

調べ，冷却性能を確認しています」と開発

すが，これをICチップにまで小さくしま

ものを開発する．そこが，マツダの生き残

の様子を語る．

した．ただし，コンピュータは熱に弱いの

る道です」と，三谷は言い切る．

「測れないものは進化はしないと私は思っ

で，基盤を従来のガラスエポキシからセラ

物の開発に加え，開発の仕方も新しい．

ていて，専門家がセンサまで製作して測定

ミックスに変更し，その裏にヒートシンク

それが，モデルベースのアルゴリズムの確

を可能にしたのです」と，土井は開発のこ

をつけています．その貼り付けには神経を

立である．鎌田は，

だわりを話す．

遣いました．熱ではがれたり，割れたりす

「これまでの開発では，たいていエンジ

る恐れがあるためです」
．

ン が 先 に あ っ て， そ れ に ト ラ ン ス ミ ッ

ほかにも，ハードウェアの製造上の細か
なこだわりは，抵抗低減など細部に及ぶ．

それにしても，箱状のユニットが薄っぺ

ションを合わせていくやり方でしたが，

「理想を目指し，機能がどうあるべきかを

らなICチップになるものなのだろうか？

SKYACTIVではすべてが新しくなるので，

考え，主軸の軸受けはボールベアリングを

「電気的特性の理想値を出すと，結果的に

二つの試みをしています．一つは開発プロ

用い，摺動抵抗を生じるクラッチやシーリ

小さくなるものなのです．テレビでも何で

セスの革新，もう一つが，モデルベースア

ング数を最小とするスケルトン構造を用い

も，究極を求めれば微細化します（図6）．

ルゴリズムの採用です．

ています」と丸末．
「購入部品においても，

あとはコストとの勝負ですね．この開発は

開発プロセスの革新では，モデルと実

サプライヤさんに任せっぱなしということ

サプライヤさん，材料メーカさんと共同で

機の割合が異なる各種HILS(Hardware In

ではなく，基本機能や理論式を自ら考え，

一緒に作り上げました」と三谷．そして，

the Loop Simulation)を使用することで，
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―

開発初期から最終の実車評価までをモデル

成した（図7）
．その思いとは？

げられた達成感があります．実際にクル

ベースでの開発を行いました．

「新しい挑戦でしたので，大変なことはた

マに乗ってみて，アクセル操作への応答がよ

モデルベースアルゴリズムの採用は，コ

くさんありましたが，一つひとつをチーム

く，SKYACTIVのコンセプトが間違ってい

ンピュータに組み込まれたモデルでトラン

で乗り越えたことが感無量です．開発だけ

なかったとすごく感じました」と，作り上げた

スミッションの状態を推定し，それに基づ

でなく，生産技術，工場，購買，品質，サ

トランスミッションに充実感を覚え，さらに

いて制御を行うことでロバスト且つ高応答

プライヤさんを含め，目標達成のため執念

次へ進化させたいとの意欲ものぞかせた．

な性能の実現に貢献しました．またこれに

を持って臨みました．エンジニアとしての

三谷は，「究極や，理想の目標を貫く大

より，エンジンが変わっても，その都度の適

やりがいを存分に感じました．さらに，こ

切さを，強く感じました．開発から量産ま

合がいらなくなります」
．

れからも挑戦し続けたいと思っています」

で開発時間が長く，途中でへこたれそうに

と，構想から長年かかわってきた土井は，

なることもありますが，原点をしっかり見

万感の思いを語る．

据えて達成することが重要だと思います．

最後に，コストについて丸末は，
「ものづくり革新によって，新技術を採用
しながらコストを抑えることでお客様にお

丸末は，「思いは土井と同じですが，た

妥協せず，商品として完成できたのが嬉し

とえばクラッチASSYの構造体一つを取り

いです．同時にまた，エンジニアとして次

サプライヤさんで製作する部品において

上げてみても，小型化のため組み付けに溶

に何をしようかということがいまの関心事

も，マツダ社内で内製するとしたらという

接を用いているものがあります．通常，組

であり，次へ向かってどんどん進んでいき

考えの下，社内の生産技術と一緒に理想の

み立てラインの中で溶接を入れることはな

たいですね」と，その視線は既に先を見る．

工程図を作り，それを見ながらサプライヤ

いのですが，生産技術と共にあえて採用に

坂は，「サプライヤさんとの連携にも，

さんと一緒に生産ラインを構築していきま

踏み切り，生産する中関工場と一緒に努力

ワンマツダのつながりができ，エキサイ

した．サプライヤさんに胸襟を開いていた

した賜物です．量産が始まるとき，全員が

ティングで楽しい開発でした．駆動系は，

だき，そこが，大きな柱になりました」と，

中関工場に集まり打ち上げをし，記念撮影

昔ながらの古そうな領域と思われがちです

量産へ向けた苦労を語る．

をしました」と，一丸となった開発を振り

が，これからロボット的になっていって面

返る．

白い世界になっていくので，もっと挑戦し

届けできるATができたと思っています．

SKYACTIVイコール
ワンマツダ

鎌田は，「ワンマツダという言葉があり
ます．マツダ全体でやっていくという意味

ていきたいと思っています」と，駆動系開
発の未来に期待を寄せる．

で，SKYACTIVの開発ではとくにそれを

最後に土井は，「ダメだと思っても，執

こうして，ロックアップ領域を，従来の

実感しました．担当した制御の部分につい

念をもってやっていると，神が降りてくる

約49％から82％に拡大し，燃費を従来比4

て言えば，量産直前までいろいろな変更が

のですね」と，艱難辛苦を乗り越えたから

〜7％改善する革新的なステップATが完

生じたりしたのですが，ワンマツダで仕上

こそ口を突く言葉で締め括った．
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