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参加のおすすめ

本シンポジウムでは，走行性能，環境性能，快適性の両立を実現す
る駆動系技術について，要素，コンポ，ユニットなど駆動システム全
般に亘り，10 のテーマが講演されます．最新の研究開発成果を一挙に
聴講できるまたとない機会です．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．懇談会参加希望の場
合は，参加登録と同時に Web にてお申込みください．本分野に携わ
る皆様のご参加をお待ちしております．

お知らせ

CVT・ハイブリッド部門委員会
委員長 山本 建氏

動力伝達系部門委員会
委員長 増山 知也氏

プログラム
10：00

開会挨拶
司会

同志社大学

CVT・ハイブリッド部門委員会委員長 / 東海大学
青山

山本

建氏

明宏氏

10：10

新型高容量チェーン式 CVT …………………………………………………………………… ㈱ SUBARU

高橋

宏明氏

10：40

2.0L クラス車両向け新 CVT「Direct Shift-CVT」の開発 ……………………………… トヨタ自動車㈱

吉田

和希氏

11：10

Future CVT concepts with an innovative actuation system ………………… シェフラージャパン㈱

中澤

智一氏

11：40

昼食休憩
金山

義輝氏

司会

東海大学

山本

建氏

12：30

CVT チェーンのピン形状を動的に計測する新手法の開発 …………………………………… ジヤトコ㈱

13：00

New Hybrid Genetic Algorithm for Pitch Sequence Optimization of CVT Variator Chain

13：30

休憩

…………………………………………………………………………………………………… 日産自動車㈱

塘

健志氏

13：40

CPVA のねじり振動低減性能に関する理論解析 ………………………………………………… 法政大学

相原

建人氏

14：10

磁歪式トルクセンサによるクラッチのトルクフィードバック制御コンセプト …………… 日本精工㈱

豊田

俊郎氏

14：40

休憩

14：50

ZF 新 DHT
（Dedicated Hybrid Transmission）について … ゼット・エフ・ジャパン㈱

15：20

ホンダ新型横置き 10 速 AT ……………………………………………………………… ㈱本田技術研究所

15：50

新中容量 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㈱

新田

健一氏

16：20

閉会挨拶

増山

知也氏

司会

鶴岡工業高等専門学校

増山

知也氏
Pascual de la Cruz. Pafel 氏

動力伝達系部門委員会委員長 / 鶴岡高等専門学校

杉野

聡一氏

◆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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Introduction
1. 新型高容量チェーン式 CVT
株式会社 SUBARU

高橋 宏明

ますます高まる環境性能に加え，動的質感を向上するため，2009 年に導入した高容量チェーン式 CVT の大幅な改良を実施した．
レシオカバレージの拡大，油圧システムの刷新や振動・騒音性能の改善など，多岐に渡る変更点を紹介する．
2. 2.0L クラス車両向け新 CVT「Direct Shift-CVT」の開発
トヨタ自動車株式会社

吉田 和希

本発表では，ギヤ駆動部を追加搭載する事によりトータル変速比幅拡大を実現した Direct Shift-CVT について報告する．Direct
Shift-CVT では，低車速域での発進・再加速はギヤ駆動で駆動力を確保し，かつ高車速域は無段変速部でのシームレスな変速と高
効率な動力伝達を可能とした．同時に，挟角ベルト採用等により軸長と質量の低減も達成した．
3. Future CVT concepts with an innovative actuation system
シェフラージャパン株式会社

中澤 智一

CVT において，油圧によるロスは大きな割合を占め，その損失改善は重要な技術課題である．一方パワートレインのハイブリッド化，
電動化のトレンドの中でアクチュエータ制御技術の必要性が高まっている．本発表では CVT 技術の課題解決，電動化対応の技術とし
て２つの電動油圧アクチュエータを用いた CVT バリエーターの制御，損失低減効果，適用例について説明する．
4. CVT チェーンのピン形状を動的に計測する新手法の開発
ジヤトコ株式会社

金山 義輝

CVT 用チェーンのピン長さ及びピン端面角度は，チェーンノイズとの相関が高いことが分かっている．従来は分解してピン長さやピン端面
角度を測定していたため時間がかかっていた．今回，生産工程においても活用できるよう短時間で，分解することなく Assy 状態・非接
触でピン長さとピン端面角度を測定できる新計測手法を開発した．
5. New Hybrid Genetic Algorithm for Pitch Sequence Optimization of CVT Variator Chain
日産自動車株式会社 塘 健志
CVT の無段変速部に用いられるチェーンは，複数のピッチ長さを持たせ，これをランダムに配列（ピッチシーケンス）することにより，音
振性能を向上している．そこで，遺伝的アルゴリズムと局所探索を組み合わせた世界初のピッチシーケンス最適化手法“Hybrid
Genetic Algorithm”を紹介する．
6. CPVA のねじり振動低減性能に関する理論解析
法政大学

相原 建人

CPVA の性能向上を目的として，理論により CPVA の振動低減性能について解析を行う．理論では振り子軌道を任意軌道として定
式化を行う．また MBD による解析モデルを作成し，理論解析結果と比較することで有効性を検証する．さらに構築した理論解析法に
より，軌道が CPVA の振動低減性能に与える影響を明らかにする．
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7. 磁歪式トルクセンサによるクラッチのトルクフィードバック制御コンセプト
日本精工株式会社 豊田 俊郎
一般的なトランスミッション軸材料に特殊加工することなくトルクの測定が可能な磁歪式トルクセンサを開発した．本報では，センサ基
本特性の測定結果を示すと共に実車でのトルクフィードバックによるクラッチ制御の結果を報告する．最後に航続距離向上に向けた EV の
課題とそれを解決するトルクセンサの活用方法を提案する．
8. ZF 新 DHT(Dedicated Hybrid Transmission)について
ZF Japan Co., Ltd.

Pascual de la Cruz, Rafel

The Dedicated Hybrid Transmission concept of ZF reflects the answer to the current regulatory and market
demands for new drivelines. The wish of long driving range with low dependency of charging infrastructure
requires an electrified driveline which has less energy demand, extends the functionalities of a standard P2
PHEV transmission and has a high power density.
9. ホンダ新型横置き 10 速 AT
株式会社本田技術研究所

杉野 聡一

Honda は世界初となる前輪駆動車用 10 速 AT を開発した．Honda オリジナルの構造や，コンパクト化技術を採用し，従来の 6
速 AT に対し，同等以下の全長と重量，搭載性を達成した．本稿では，開発の背景，コンセプト，採用した技術の一部について紹介
する．
10. 新中容量 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

新田 健一

世界規模で ”環境問題への意識" が高まり続ける中，車両走行性能・燃費性能に対しトランスミッションにおける高効率化・質量低
減の必要性が大きくなってきている．これに伴い "2.5 軸構造・ケース薄肉化・大幅なオイル量低減" を採用し，高効率で軽量・コンパク
トな FF 乗用車用の新型 6 速 MT(BK6)を開発した．今回のシンポジウムにて，これらの開発技術について紹介する．
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