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お知らせ

賛助会員紹介
　下記の法人が2016年6月から入会されました．

名誉会員の紹介

報　　告

技術会通信

受賞候補者募集

参加者募集
関東支部

参加者募集
九州支部・関西支部

出版案内

参加者募集
№09-19シンポジウム

参加者募集
№08-19シンポジウム

教員公募

参加者募集
№03-19講習会

動力伝達系の最新技術2019
問合せ先：シンポジウム事務局　Tel. 045 ─ 228 ─ 7696

【URL】http://www.jsae.or.jp/sympo/2019/scdl.php　E-mail: sympo@jsae.or.jp

日 　 時　2019 年 11 月 22 日（金）

会 　 場　東京工業大学　大岡山キャンパス　西 9 号館　
ディジタル多目的ホール（目黒区大岡山 2-12-1）

企 　 画　 動力伝達系部門委員会
CVT・ハイブリッド部門委員会

協賛（予定）　（一社）日本フルードパワーシステム学会
（一社）日本機械学会，（公社）精密工学会

定 　 員　250 名

参加申込方法
シンポジウムページ【URL】http://www.jsae.or.jp/sympo/ 
2019/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 費　（消費税込・テキスト 1 冊込）

2019 年 9 月 30 日
までに着金した場合

2019 年 10 月 1 日
以降に着金した場合

正会員 16,200 円 16,500 円
学生会員 3,240 円 3,300 円
賛助会員 22,680 円 23,100 円
協賛学協会の会員 22,680 円 23,100 円
一般の方 32,400 円 33,000 円
2019 年 10 月 1 日以降に開催される大会，シンポジウム，講習会等の参加登
録費を2019年9月30日までに着金＊した場合（クレジット決済完了も含む）
におきましては，消費税率 8％の対象となりますが，2019 年 10 月 1 日以降
に着金した場合は，消費税率 10％の対象となります．

（＊着金とは，当会の銀行口座への振込が確認されたことを指します．）

　10：00　開会挨拶 動力伝達系部門委員会委員長／小山高等専門学校　増山　知也氏
司会　同志社大学　青山　明宏氏

　10：10　E-Axle family –  future solutions for the electric drivetrain ………………… シェフラージャパン㈱　市川　 信 氏
　10：40　高周波モータ音に対する振動予測技術 ………………………………………………… ㈱本田技術研究所　齋藤　俊博氏
　11：10　新型 日野プロフィアハイブリッドのシステム開発 ………………………………………… 日野自動車㈱　樋川　一好氏
　11：40　昼食休憩

司会　小山工業高等専門学校　増山　知也氏
　12：30　プラグインハイブリッドトランスミッションの開発 ……………………………………… ㈱ SUBARU　平脇　裕樹氏
　13：00　磁歪式トルクセンサの実用性検討 ……………………………………………………………… 日本精工㈱　福田　晃大氏
　13：30　休憩
　13：40　eVD2（新型電動駆動ユニット）について ……………………… ZF Friedrichshafen AG　Pascual de la Cruz Rafel 氏
　14：10　燃費と走行性能を両立するディスコネクト 4WD システム開発 ……………………… トヨタ自動車㈱　深田　俊郎氏
　14：40　休憩

司会　東海大学　山本　建氏
　14：50　軽自動車向け新型 CVT の燃費向上技術 ……………………………………………………… ジヤトコ㈱　小栗　 慎 氏
　15：20　無段変速機用チェーンの動力損失を最小にするためのピン形状最適化 …………… ㈱豊田中央研究所　中澤　輝彦氏
　15：50　D-CTV の開発 ………………………………………………………………………………… ダイハツ工業㈱　松本　恭太氏
　16：20　閉会挨拶 CVT・ハイブリッド部門委員会委員長／東海大学　山本　 建 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．

プログラム

Professional Course

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，ユニットから電動車を含む駆動シ
ステム全般に亘り，10 のテーマが講演されます．各社の最新の開発成果
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．

動力伝達系部門委員会
委員長　増山　知也氏

CVT・ハイブリッド部門委員会
委員長　山本　建氏
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JSAE SYMPOSIUM　「動力伝達系の最新技術 2019」
 Introduction 

1. E-Axle family – future solutions for the electric drivetrain

シェフラージャパン株式会社  市川 信

近年、電動駆動システムに対する要求は安全な電動駆動の実現のみでなく、小型化、車両レイアウトに合わせたシステム構成、高効

率化など多様化してきている。この様に様々な要求に対応すべく、機電一体、多段トランスミッション、同軸・並行軸レイアウト、等の技術を

採用し開発した E-Axle family について紹介する。 

2. 高周波モータ音に対する振動予測技術

株式会社本田技術研究所  齋藤 俊博 

車室内で聞こえる高周波域ノイズの振動伝達経路を解析することで、その発生源が駆動モータ固有の円環０次振動モードであることを

明らかにした。これを机上で予測するため、積層鋼板およびセグメントタイプのコイルから構成されるモータの振動モードおよび、動的応答の

解析技術について述べる。 

3. 新型 日野プロフィアハイブリッドのシステム開発

日野自動車株式会社  樋川 一好 

商用車のハイブリッド技術を活用し、大型ハイブリッドトラックを新規に開発した。リチウムイオンバッテリとロケータECUによる先読み制御を

実装することで高速道路の勾配変化での位置エネルギを効率良く回収・活用し、ディーゼル車に対して 15％以上の燃費向上を実現した。

本稿では採用した主要燃費向上技術及び実証試験結果について報告する。 

4. プラグインハイブリッドトランスミッションの開発

株式会社 SUBARU  平脇 裕樹 

2018年に北米で発売した SUV車両にプラグインハイブリッド用トランスミッションを搭載した。 その技術内容を紹介する。 

5. 磁歪式トルクセンサの実用性検討

日本精工株式会社  福田 晃大 

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，春季大会では，EV へ

の適用コンセプトを提案した．本報では，ショットピーニングを施した軸の繰返し捩りに対する性能変化やトルクセンサのモータ近傍での測

定について紹介する． 

6. eVD2 (新型電動駆動ユニット)について

ZF Japan Co., Ltd.  Pascual de la Cruz Rafel 

2018年末より量産開始した BEV・FCV向 新型電動駆動ユニットの紹介 

7. 燃費と走行性能を両立するディスコネクト 4WD システム開発

トヨタ自動車株式会社  深田 俊郎

前輪駆動ベースの4WD車両用に燃費と走行性能を両立するディスコネクト 4WDシステムを開発した。切替タイミングを適切に判断す

ることで、従来システムからの大幅な損失低減を図ると共に、4WD が必要なときには従来システム同等の性能が発揮できるように制御を

構築した。 
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JSAE SYMPOSIUM「動力伝達系の最新技術 2019 -快適性と環境性能を両立する最新駆動系-」 
Introduction 

 

8. 軽自動車向け新型 CVTの燃費向上技術 

ジヤトコ株式会社  小栗 慎 

軽自動車への環境性能要求はますます高まっている。今回 Jatcoで開発した軽自動車向け新型CVTは軽量化、小型化、省燃費化

を実現した。本発表では、省燃費化を実現させた技術について説明する。 

 

9. 無段変速機用チェーンの動力損失を最小にするためのピン形状最適化 

株式会社豊田中央研究所  中澤 輝彦 

CVT の主流はベルト形式であるが，近年その伝達要素として，部品間のすべりが小さく発生する動力損失が少ないチェーンが注目さ

れている．本発表では CVT の更なる高効率化を目指し，CVT 用チェーンの動力損失を最小にするためのピン形状の最適化について，

理論と実験検証を含めて報告する． 

 

10. D-CVTの開発 

ダイハツ工業株式会社  松本 恭太 

"燃費・加速・静粛性能の向上を目的に，2 シリーズで軽～1.5L クラスをカバーする新しい金属ベルト式 CVT「D-CVT」を開発した．

金属ベルト式 CVT では世界初となるスプリット機構を備えることにより，ハイ変速域での高効率化とワイドレシオ化を実現した．本発表で

は，開発の背景，採用した技術について紹介する．" 
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