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参加者募集
●13-15シンポジウム タイトル

日 　 時：2016 年 11 月 10 日（木）
会 　 場： 東京工業大学 大岡山キャンパスディジタル多目的ホール

（目黒区大岡山 2-12-1）
協賛（予定）： 精密工学会，日本機械学会，

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・ハイブリット部門委員会
定 　 員：250 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：
シンポジウムページ【URL】http://www.jsae.or.jp/sympo/ 
2016/scdl.php よりお申込みください．（請求書払いまたはク
レジットカード決済より選択可）

参加申込締切日：2016 年 11 月 3 日（木）
参加申込キャンセルについて：

11 月 3 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 4 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．開催終了後，テキストを送
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．奮ってご参加ください．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：
　10：00　開会挨拶　CVT・ハイブリッド部門委員会委員長

東海大学　落合成行氏
　司会　東海大学　落合成行氏
　10：10　 異物混入下のベアリング疲労寿命に及ぼす潤滑油の

影響
出光興産㈱　横溝真人氏

　10：40　 ステレオカメラ画像処理を活用したトルクコンバー
タ内部流れの 3D 計測手法の開発

ジヤトコ㈱　高橋祐二氏
　11：10　 泥水環境下におけるドライブトレインユニットの

シール設計技術開発
日産自動車㈱　西島丈夫氏

　11：40　昼食

　司会　一関工業高等専門学校　澤瀬　薫氏
　12：30　新型インプレッサ用リニアトロニックの開発

富士重工業㈱　立松憲明氏
　13：00　【英語講演】 Modular 8-Speed Hybrid Dual Clutch 

Transmission with Integrated All-
Wheel Transfer Case by ZF

ZF Friedrichshafen AG - Brandenburg /Kressbronn
Bernd LOEFFLER 氏

　13：30　 コンパクト車用新型ハイブリッドトランスアクスル
の開発

トヨタ自動車㈱　西峯明子氏
　14：00　休憩

　司会　横浜国立大学大学院　佐藤恭一氏
　14：10　小型電動リヤ駆動ユニットの開発

アイシン精機㈱　田原安晃氏
　14：40　 安心安全と低燃費を両立する新型四輪駆動システム

の開発
マツダ㈱　原澤　渉氏

　15：10　新型 TITAN 用ドライブトレイン開発
日産自動車㈱　坊垣善夫氏

日産ライトトラック㈱　荒川令士氏
　15：40　休憩

　司会　京都大学大学院　小森雅晴氏
　15：50　ピックアップトラック用新規 6 ＭＴ開発

いすゞ自動車㈱　野原和彦氏
　16：20　 軽スポーツ用新開発 6 速マニュアルトランスミッション

㈱本田技術研究所　岩崎正明氏
　16：50　閉会挨拶　動力伝達系部門委員会委員長

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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動力伝達系の最新技術 2016
─快適性と環境性能を両立する最新駆動系─

問合せ先：育成・イベントグループ　中野・福田・藤本　Tel. 03 ─ 3262 ─ 8214　Fax. 03 ─ 3261 ─ 2204
【URL】http://www.jsae.or.jp/sympo/2016/scdl.php　E-mail: sympo@jsae.or.jp
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JSAE SYMPOSIUM 動力伝達系の最新技術２０１６ -快適性と環境性能を両立する最新駆動系-

勤務先 氏名

1
異物混入下のベアリング疲労
寿命に及ぼす潤滑油の影響

出光興産株式会社 横溝　真人

潤滑油の異物混入下の疲労寿命に対する影響を、基油なら
びに添加剤を変えてスラストニードルベアリング試験で評価し
た。結果、基油は油膜を厚くすること、添加剤はリン系，硫黄
系，カルシウム系の中で最も摩擦係数が高い硫黄系が短寿
命を示した。圧痕部の固体接触を緩和することが寿命延長に
有効であることが示唆された。

2
ステレオカメラ画像処理を活
用したトルクコンバータ内部流
れの3D計測手法の開発

ジヤトコ株式会社 高橋　祐二
高速度PIV（粒子画像流速測定法）計測を用いて、トルクコン
バータ内の流れ場空間の3次元速度ベクトル分布を求める手
法を開発した。

3
泥水環境下におけるドライブト
レインユニットのシール設計技
術開発

日産自動車株式会社 西島　丈夫

従来、過酷な市場環境で使用されるピックアップトラックのドラ
イブトレイン部品へのオイルシール適用にあたっては、実車で
の耐泥水性能の実力確認により判断を行っており、判断を得
るまでに時間がかかっていた。本報では、トランスファーのフ
ロントオイルシール部を例にとり、早期にオイルシールの耐泥
水性の成立性判断を得るための検討手法について紹介す
る。

4
新型インプレッサ用リニアトロ
ニックの開発

富士重工業株式会社 立松　憲明

近年益々要求が高まる環境性能と走りの両立に加え、特に重
視された高い動的質感を実現すべく、駆動系として機械損失
低減、軽量化及び更なる振騒性能向上を至上命題として取り
組んだ。開発要素の概要、および駆動系として達成した性能
について紹介する。

5

Modular 8-Speed Hybrid Dual
Clutch Transmission with
Integrated All-Wheel Transfer
Case by ZF

ZF Friedrichshafen AG
- Brandenburg/ Kressbronn

Bernd
LOEFFLER

To meet market requirement of further CO2 / emmission
reduction in combination with high confort and sportiness, ZF
developped a modular 8 speed DCT for 4WD and RWD,
including Hybrid.

6
コンパクト車用新型ハイブリッ
ドトランスアクスルの開発

トヨタ自動車株式会社 西峯　明子

トヨタ自動車は4世代目となるプリウスにも搭載されたコンパク
ト車用の新しいFFトランスアクスルを開発した。モータ複軸構
造を採用し，小型化・低損失化・高性能化を実現した。このトラ
ンスアクスルの特徴について紹介する。

7
小型電動リヤ駆動ユニットの
開発

アイシン精機株式会社 田原　安晃

小型FFハイブリッド車の4WD用として、電動リヤ駆動ユニット
を開発した。二軸構成のギヤトレインや誘導モータの採用及
びオイル攪拌抑制構造等により、コンパクト化、低燃費化、低
コスト化を実現した。この駆動ユニットの構成、特長及び性能
の概要について紹介する。

8
安心安全と低燃費を両立する
新型四輪駆動システムの開発

マツダ株式会社
原澤　渉

自動車用新型四輪駆動システムの開発では、「すべてのお客
様に環境にやさしくどんな道でも安心と走る歓びを提供」する
事を目指して開発した。四輪駆動車は、二輪駆動車に比べ走
行安定性は高いが燃費性能が劣ると一般には考えられてい
るが、その常識を覆すべく新たに導入した種々の技術につい
て紹介する。

10
ピックアップトラック用新規６Ｍ
Ｔ開発

いすゞ自動車株式会社 野原　和彦

２０１５年式『Ｄ－ＭＡＸ』では従来の３．０Ｌエンジン加えて新開
発の１．９Ｌダウンサイジングエンジンをラインナップに加える．
この適用を可能とするべく，ワイドレンジ化に重点を置いたマ
ニュアルＴ／Ｍ開発を行った概要について紹介を行う。

11
軽スポーツ用新開発６速マ
ニュアルトランスミッション

株式会社 本田技術研究所 岩崎　正明

軽スポーツ車用に最大トルク104 Nmに対応可能な強度，耐久
性を有するコンパクトな新規マニュアルトランスミッションを開
発した。エンジンのパワーとトルクを活かすため軽自動車初の
6速マニュアルトランスミッション（新型6MT）とした。また，車両
の開発コンセプトである軽快なチェンジフィーリングの具現化
を追求した。この新型6MTの技術的な特徴について紹介す
る。

ライトデューティトラック（LDT）としてのパーソナルユースにヘ
ビーデューティトラック（HDT）としてのワークユースを望むユー
ザーを取り込む中間的な新カテゴリーのフルサイズピックアッ
プトラックを開発した。LDTサイズでHDTに匹敵するエンジント
ルク、牽引重量を満たす強度耐久信頼性を達成しつつ、排
気・燃費の環境性能と動力性能・運転性・音振の快適性を併
せ持った新開発のドライブトレインについて述べる。

講演
No.

題　目 要　旨
講演者

9
新型TITAN用ドライブトレイン
開発

日産自動車株式会社
日産ライトトラック株式会社

坊垣　善夫
荒川　令士




