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VW はライフサイクル全体に渡るカーボンニュートラル化を長期目標として、BEV の普及拡大に加え、再

生可能エネルギー発電にも取り組んでいる。 

BEV 専用アーキテクチャの活用と BEV 生産工場の損益分岐点を引き下げるためのコスト強化策により、

BEV へのシフトを急速に進めても利益を確保できる体制を構築し、BEV 販売トップと BEV インターフェイス

を介したデジタルサービスの普及も狙う。さらに CO₂ニュートラル化に向け、再生可能エネルギー発電によ

る電力供給サービスを自ら手がけている。バッテリーリサイクルの事業化も念頭に動いている。 

VW の BEV 専用アーキテクチャ、MEB をベースとする BEV を 2029 年までに計 2,000 万台、Audi と

Porsche が共同開発する PPE をベースとする BEV を計 600 万台、グループで累計 2,600 万台の販売を計

画している。そしてその先の目標として、2050 年までのカーボンニュートラル化を目指している。 

BEV のモーターとギアボックスを内製しパワーエレクトロニクスを調達して自ら機電一体ユニットを手がけ

つつ、外注の E ドライブユニットも活用する。サプライヤーにコスト開示を強く要求し、部品のコストダウンに

向けたベンチマークに積極的に協力して、品質も重視しながらコスト強化を図っている。 

CO₂規制適合に向け BEV 製版拡大を急速に進める一方で、BEV を計画通りに拡販できるかはマー

ケットの動向次第であるとし、HEV への取り組みも強化。MQB や MLB 車の PHEV バージョン設定拡大、

ICE 車の MHEV 標準化のほか、2 モーターの HEV システムの導入も予定している。FCEV の量販化につ

ながる技術とコストの改善、E フューエルの商用化にも引き続き取り組んでいる。 

VW グループ 

（VW 広報資料、各種報道より FOURIN 作成）

【VW グループ、電動車計画】 

項目 計画や目標内容 

グループ 

長期目標 ・製品ラインアップ+ライフサイクル 2050 年カーボンニュートラル化: Paris 協定目標達成 

台数 

・BEV 累計販売 2029 年 2,600 万台: MEB BEV 2,000 万台、PPE 600 万台。 

・BEV 年間販売 2025 年 300 万台 

・HEV 累計販売 2029 年 600 万台 

製品数 

・BEV 販売 2029 年計 75 モデル (2028 年 70 モデル)。 

・MEB BEV 販売 2022 年 27 モデル。 

・HEV 販売 2029 年計 60 モデル 

投資額 
・BEV 開発、製品化や量産化に向けた投資 2020～2024 年計 330 億ユーロ: VW ブランド乗用車 110 億ユーロ 

・(参考) HEV とデジタル化(自動運転、コネクテッド、モビリティ)向け 2020～2024 年 270 億ユーロ 

VW 

(MEB) 

台数 

・MEB BEV 累計販売 2029 年 2,000 万台: 2028 年 1,500 万台から目標上積み 

・MEB BEV 年間生産 Zwickau 工場 2020 年 10 万台以上、2021 年以降最大 33 万台 

・グループ MEB BEV 年生産 2023 年 100 万台、2025 年 180 万～200 万台 

・VW I.D.シリーズ BEV 年間販売 150 万台 

製品数 ・電動車 (BEV、HEV) 2020 年計 8 モデル投入 

投資額 ・BEV 開発、製品化や量産化に向けた投資 2020～2024 年計 110 億ユーロ 

他社向け供給 

・Ford 向けに MEB アーキテクチャと関連部品を供給する計画。Ford が MEB をベースに欧州市場向けの BEV 1

モデル以上を開発し、2023年から6年間で計60万台以上の販売を目指す予定｡Ford向けMEB供給で延べ100

億～200 億ドルの売り上げを見込む。 

・ドイツ e. GO 向けにも MEB を供給する計画。MEB をオープンアーキテクチャ化する意向。 

Audi 

長期目標 ・BEV + E フューエル対応の ICE 車の普及によるカーボンニュートラル化推進 

台数 
・PPE BEV 累計販売 2029 年 600 万台 

・EV(BEV や PHEV)販売比率 2025 年 40%: 2025 年 30%以上(3 分の 1)から目標上積み 

製品数 ・EV 販売 2025 年 30 モデル (BEV 20 モデル): 2025 年 20 モデル (BEV 半数)から目標上積み 

投資額 ・電動車開発、製品化や量産化に向けた投資 2020～2024 年計 120 億ユーロ 

Porsche 投資額 

・Eモビリティ関連2018～2022年計60億ユーロを投資 (2018年2月発表、当初計画から倍増): 増額分30億ユー

ロのうちTaycan開発向けに5億ユーロ、既存ポートフォリオの電動化とハイブリッド化に10億ユーロ、新技術(PPE

向け)/充電インフラ/モビリティサービス向け計 7 億ユーロ、工場設備投資数億ユーロ 

Skoda 

台数 ・BEV + PHEV 販売比率 2025 年 25% 

製品数 ・BEV 2025 年 5 モデル投入 

投資額 ・(参考) 電動車とデジタル/モビリティソリューション向け～2021 年 20 億ユーロ投資 
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車種 開発主体 パートナー(サプライヤー) 投入計画 

MEB BEV VW (Audiサポート) 

・Bosch: 上海VW向け機電一体ユニット 
・Magna: AWD仕様向け機電一体フロントサブユニット 
・Valeo Siemens: VW内製機電一体リアメインユニット向
けインバータ 

・LG、Samsung、SK、CATL: バッテリーセル(調達) 
・Northvolt: バッテリーセル(合弁生産) 
・Valeo: バッテリーサーマルマネージメント 

・VW、Audi、Skoda、SEAT 4ブランド計
2022年27モデル 

・2020年VW ID.3、ID.Crozzベース車、
2022年ID.Buzzベース、ID.Vizzionベー
ス車販売 

PPE BEV 
Audi、 
Porsche 

・Schaeffler: モーターコア、ギアボックス技術(可能性) 
・Tier1インバータサプライヤー: (候補) 日系大手、
Vitesco、他 

・LG、Samsung、Northvolt (可能性): バッテリーセル 

・2021～2026年9モデル: Audi 5モデル、
Porsche 4モデル 

MEB BEV 
エントリー 

VW、SEAT 
・サプライヤー: パワーエレクトロニクス関連、バッテリー
セルなど 

・ベース価格1.8万ユーロのBEV、2023年
以降量産化 

MLB evo 
BEV 

Audi 

・Kienle + Spiess: モーターコア(ロータ) 
・Schaeffler: ギアボックス(ディファレンシャルギア) 
・日立AS: インバータ 
・LG、Samsung: バッテリーセル 

・2018～2019年Audi e-tron SUV、e-tron 
Sportback投入 

・2020年代央にかけ、PPE BEVへとシフト 

J1 BEV 
Porsche、 
Audi 

・Magneti Marelli: モーター 
・Schaeffler: ギアボックス技術 
・Dräxlmaier: バッテリーマネージメントシステム 
・LG: バッテリーセル 

・2019年Porsche Taycan、2021年Audi 
e-tron GT投入 

MQB 1M   
6DCT PHEV 

VW 
・Bosch: パワーエレクトロニクス 
・Samsung: バッテリーセル 

・MQB C/Dセグメント車。 
・Gen8 Golfで先代向けシステム転用 

MQB 2M 
HEV/PHEV 

VW 
・Schaeffler: HEVユニット 
・日系Tier1: インバータ 

・ 2 モ ー タ ー シ リ ー ズ パ ラ レ ル
HEV/PHEV、2024年発売予定 

MLB evo 8AT PHEV Audi 
・ZF: 8速AT PHEVユニット 
・Vitesco: パワーエレクトロニクス 
・Samsung: バッテリーセル 

・2015年Q5 
・2019年以降(60 TFSI e)、A8、Q7、Q7
ベ ー ス SUV (Touareg 、 Cayenne 、
Bentayga、Urus) 

MLB evo 7DCT PHEV Audi 
・インバータサプライヤー: (候補)Vitesco 
・Samsung: バッテリーセル 

・2019年以降(55 TFSI e)、A6、A7、 
Q5、他 

MSN 8DCT 
PHEV 

Porsche ・ZF: 8速DCT PHEVユニット 
・2017年Porsche Panamera、2018年 

Benmtley Continental 
直3/4 TSI 
48V MHEV 

VW ・Valeo: 48V BSG他 
・EA 211 evo 1.0/1.5 TSIエンジン搭載
車、2020 Gen8 Golfから 

V6 TSI/TDI 48V MHEV Audi ・Vitesco: 48V BSG他 
・V6 3.0 TSI/TDIエンジン搭載車、2018 
A8から 

 

【VW グループ、車種別/アーキテクチャ別電動車開発担当、開発パートナーと製品投入計画】 

・2019 年 4 月、ディーゼルエンジン車と BEV のライフサイクルアセス

メント(LCA)結果や、製造工程からリサイクルまでのプロセスにおけ

るカーボンニュートラル化の取り組みを発表。 

・国際的に標準化された手法で LCA を実施した結果によれば、Golf 

TDI のライフサイクル全体を通した CO₂排出量の平均値が

140g/km、e-Golf が 119g/km。 

・化石燃料のサプライチェーンから、走行による燃焼までの使用段

階において、ディーゼル車の CO₂数値は 111g/km，同クラスの

BEV で 62g/km。 

・BEV の CO₂排出量の多くは生産段階で発生。ディーゼル車の生

産段階における数値が 29g/km であるのに対し、BEV は 57g/km。 

-バッテリーの製造と原材料の複雑な採取プロセスによるもの。 

・再生可能エネルギーの利用を増やせば、使用段階の CO₂排出量

を削減できる。 

▽LCA 評価対象 

・生産段階: 原材料の採取、コンポーネントの製造、車両の組み立

て工程から発生する排出量 

・使用段階: 燃料および電力供給から発生する排出量に加え、20

万 km 以上走行する場合の排出量を含む。 

・リサイクル段階: 車両の解体に加え、リサイクルによる潜在的な削

減効果 

▽ID. BEV での成果 

・バッテリー技術の進化とサプライチェーンの最適化により、ID.BEV

用のバッテリー製造時のカーボンフットプリントは、e-Golf のバッテ

リーよりも容量 1kWh あたりの排出量が 25％以上削減。 

-再生可能エネルギーを使用した場合、可能な削減幅は約 50％

にまで増加。 

▽再生可能エネルギー活用に向けた取り組み 

・現状の EU の電力ミックスによる BEV の CO₂排出量は 62g/km だ

が、使用段階の電力を全て再生可能エネルギーで賄った場合、数

値が 2g/km まで低下。 

・VW の再生可能エネルギー電力供給子会社 Elli が、2019 年に

サービス、VW Naturstrom を開始。 

-VW Naturstrom: 再生可能エネルギーのみで発電した電力供給

サービス 

・VW のドイツ Salzgitter 工場でバッテリーリサイクル用の試験用プラ

ントを建設中。 

-使用済みバッテリーから、新品のバッテリー向けとなる、カソード

用の原材料（ブラックパウダー）を生成。最大25%のCO₂削減効果

につながる。 

-リサイクルを産業規模にまで拡大できるだけの十分な量のバッテ

リーを確保するのは、2020 年末頃になる見込み。 

・グループの平均的な車両のライフサイクル全体にわたる CO₂排 

出量を表す、脱炭素化指数（DKI）は 2015 年に 43.6。2025 年まで

に数値を 30%下げる目標を設定。 

（VW 広報資料、ヒアリング情報、各種報道より FOURIN 作成）

（VW 広報資料、各種報道より作成）

【VW、ライフサイクルアセスメント結果とカーボンニュートラル化への取り組み】 
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-ステータとロータを VW のドイツ Salzgitter 工場で製造。永久磁石

モーターとギアボックスを独 Kassel 工場で生産し E ドライブユ

ニットとして仕上げる。Kassel 工場で年最大 50 万基の生産を計

画。中国天津工場と合わせ 2023 年以降、年最大 140 万基の生

産が可能となる予定。 

 

▽バッテリー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・LG、Samsung、SK、CATL からのセル調達が決定。中国 Guoxuan 

Hi-Tech の株式 20%取得の方向性で協議。 

・Northvoltとの合弁でSalzgitterにバッテリーセル工場を建設予定。

生産能力 16GWh。2023 年末 or 2024 年初に生産開始予定。 

-全固体セル生産の可能性。 

・スケーラブルなバッテリーシステムを床下に搭載。 

-1 モジュールに 24 セル、最大 12 モジュール搭載。 

-ID.3容量3タイプ: 45kWh (WLTP航続330km)、58kWh (420km)、 

77kWh (550km) 

-システム電圧最大 408V。 

-DC 急速充電出力最大 125kW: 30 分以内に容量 80%分充電。 

-水冷式サーマルマネージメントシステム。 

-アルミ製バッテリーハウジング、クラッシュフレーム統合。 

-アンダーボディ部分の衝突防止カバーもアルミ製。 

・VW のドイツ Brunswick 工場でバッテリーシステムを生産。将来的

に年 50 万のシステムの生産が可能。 

・バッテリーサーマルマネージメントは Valeo が手がける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▽ID.3 販売開始 

･2019 年 5 月、欧州での受注販売開始を発表｡ 

・バッテリー3 オプション(上記参照)のうち、初回エディションでは主

流となると見られる中間レベル(58kWh)のバッテリーを搭載｡ 

・ベース価格は装備が同様の Golf と同等の 30,000 ユーロ以下、初

回特別エディションの価格は 40,000 ユーロ未満。 

-EV 購入補助金を除いた額。 

・バッテリー保証 8 年間 or 走行 16 万 km。 

・リアに 150kW/310Nm の永久

磁石モーター、パワーエレクト

ロニクス、ギアボックス一体型

の E ドライブユニットを搭載。

床下にバッテリーシステム、フ

ロントエンドにエアコンコンプ

レッサやステアリングラックな

どの補器類を搭載。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▽MEB 

・Modularen E-Antriebs-Baukastens 、VW の言う A～B セグメント 

(一般的に C～D セグメント)をカバーする BEV 専用アーキテク

チャ。VW 開発主導で Audi が開発サポート。MEB ベース BEＶ第 1

弾モデルの ID.3 を 2019 年 11 月に量産開始。 

・内燃機関を搭載しないため、ホイールベースを従来よりも長め、

オーバーハングを短めにすることができ、車内スペースが広くなり、

快適性が向上。 

-(参考) Gen8 Golf 全長 4,284mm/WB 2,636mm、ID.3 全長

4,260mm/WB 2,770mm 

・ベースは FR タイプでリアアクスルにモーター、ギアボックス、パワー

エレクトロニクスを統合した機電一体型ドライブユニットを搭載。AWD

タイプではフロントにサブユニット、リアにメインユニットを搭載。 

・サスペンションはフロントがストラット式でリアはマルチリンク。MQB と

同様。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▽ドライブトレイン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・UAES=United Automotive Electronic System。Bosch からの供給分

ではモーター、パワーエレクトロニクスが Bosch 内製で、減速機は

外部に製造を委託 (中国では Linamar)。 

・ ス ペ ッ ク 例 : フ ロ ン ト モ ー タ ー 75kW/140Nm 、 リ ア モ ー タ ー

150kW/310Nm、システムパワー225kW/306PS。 

・FR ユニット及び AWD のメインユニットでは永久磁石式モーターを

搭載。フロントサブユニットでは小型の誘導モーターを使用。 

-低中負荷ではリアユニットのみの駆動で高効率の磁石型モー

ターを使用し、非駆動のフロントは最小限の引き摺り損失にとど

める。回生電力は磁石式モーターよりは多少効率は劣るが、減

速負荷の高いフロントで補うことが可能となり、仕様によっては FR

駆動よりも航続距離が延びると考えられる。 

・リアメインユニットのモーター、APP 310 を VW が内製。 

-APP はモーター/ギアボックス平行軸の意味で、310 はトルク数。 

-新たなヘアピンコイル技術を採用。ステータの積層コアにフラット

成型された銅線が最適な状態で装着されることで、従来の巻き線

式銅線モーターよりもトルク密度と効率が向上。低回転でも最大ト

ルクを得られるため、シングルスピードのギアボックスで全回転域

を十分にカバーできる。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【VW、MEB ベース BEV 製品技術概要】 

（VW 広報資料、ヒアリング情報、各種報道より FOURIN 作成）

エリア セルサプライヤ 備考 

欧州 

LG、Samsung 
LG ポーランド工場、Samsung ハン

ガリー工場から調達 

VW/Northvolt 合弁 
ドイツ Salzgitter 工場で 2023 末 or 

2024 初生産開始予定 

米国 SK 
SK が GA 州 Commerce に工場建

設 

中国 
CATL、 

Guoxuan 

VW が Guoxuan の株式 20%を取得

する方向性で協議 

種類 マーケット 供給 備考 

リアメイン 

ユニット 

グローバル VW 内製 
VW モーター+減速機内製、

Valeo Siemens 製インバータ 

中国(一部) Bosch 
上海 VW 向け、Bosch の上

海合弁 UAES から供給 

フロント 

サブユニット 
グローバル Magna 

欧州(Magna Styer)と中国で

生産 
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利用。寒冷期のコールドスタートから、真夏の高速走行まで、あら

ゆる温度環境下でも最適な温度(25～35℃)を保つように設計。 

・EV 航続距離を最大 10%向上。 

 

＜e-tron 55 quattro バッテリー＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▽主要スペック 

 50 quattro 55 quattro 

システム出力 
ピーク 230kW、定格

100kW 

ピーク 265kW (+ブースト

300kW)、定格 100kW 

システムトルク 540Nm 
561Nm  

(+ブースト 664Nm) 

バッテリー 

71kWh 

(実質 64.7kWh) 

380A/68Ah、 

95kWh 

(実質 86.5kWh) 

380A/68Ah 

EV 航続距離 WLTP 347km WLTP 446km 

ドライブ クアトロパーマネント AWD 

 

・55 quattro: フロントモーター125kW (+ブースト 135kW)、リアモー

ター140kW (+ブースト 165kW) 

・e-tron SUV: 全長 4,901mm、全幅 1,935mm、全高 1,616mm、WB 

2,928mm 

・e-tron Sportback: 全長 4,901mm、全幅 1,935mm、全高 1,629mm、

WB 2,928mm 

 

 

 

 

 

･MLB evo ベースの SUV の e-tron とクロスオーバークーペの e-tron 

Sportback を投入。ベルギーBrussels 工場で e-tron SUV を 2018

年 9 月、e-tron Sportback を 2019 年 11 月に生産開始。 

 

▽機電一体型ユニット 

フロントサブユニット 平行軸 リアメインユニット 同軸 

＜APA250＞ 

・e-tron SUV に搭載 

・定格 125kW/247Nm、最高

135kW/309Nm 

・アクスル定格 2,200Nm 

＜AKA320＞ 

・e-tron SUV に搭載 

・定格 140kW/314Nm、最高

165kW/355Nm 

・アクスル定格 2,800Nm 

＜APA320＞ 

・定格 140kW/320Nm 以上 

・アクスル定格 2,800Nm 

＜ATA320＞ 

・定格 180kW/250Nm 以上 

・アクスル定格 4,400Nm 

 

･モーター＋パワーエレクトロニクス＋減速機の機電一体型ユニット

をフロントとリアアクスルに搭載する AWD タイプの BEV｡ 

-機電一体型ユニット、誘導モーターを Audi ハンガリーGyor 工場

で内製｡ 

-減速機ディファレンシャルギアは Schaeffler 製｡ 

･前後 2 基のモーターはいずれも誘導モーター(ASM)。レアアースを

使用せずコスト抑制｡1 車軸運転時の非作動モーター側で連れ回

りロスがない。 

-ロータは58スロットのアルミ鋳造製かご形｡全長2種類。最高出力

90kW から 140kW まで対応できる。独 K&S から調達｡ 

-Audi内製のステータは48スロットの分布巻き。コイルは丸線。コイ

ルエンドの高さを抑制し、体格を小型化。 

・APA250 と AKA320 の双方に Schaeffler 製の軽量ディファレン

シャルギアを配置。APA250 にはインプットシャフトに遊星ギア、

AKA320 にはローターシャフトにサンギアと遊星ギアを組み込み。 

・パワーエレクトロニクスはフロント/リアユニット計 4 タイプ間で共通

構造｡内部に 3 つの Si(シリコン)パワー半導体デバイスを内蔵。電

圧レベル 150～460V。日立オートモティブシステムズ製。 

･減速走行の 9 割に相当する、減速度 0.3G までブレーキを使わず

にモーターだけでエネルギー回生。システムは Vitesco 製｡ 

 -EV 航続距離の 30%を回生エネルギーで賄う。 

・システム出力 230kW (50 quattro バージョン)と 265kW(55 quattro)。 

 

＜e-tron リア E ドライブ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▽バッテリー 

･Li イオンバッテリーセル LG ポーランド工場製、バッテリーパック

Audi Brussels 工場内製｡ 

･55 quattro バージョンで、容量 95kWh の Li イオンバッテリーを搭

載。航続距離は最大 465km(WLTC)。 

 -セル保護のため実際には 86.5kWh のみ使用。 

 -12 個のパウチセル(60Ah)をモジュラー化し、36 モジュール(計

432 のパウチセル)で構成。電圧は 400V。重量計 700kg 弱。 

・バッテリーパック価格が車両価格(8 万ユーロ～)の 3 分の 1 程度。 

・出力 150kW の直流充電に対応し約 30 分で 8 割充電。出力 22kW 

の交流充電にも対応する CCS 式。非接触給電には非対応。 

 

▽サーマルマネージメント 

･バッテリーで、温度状況に合わせて計4 の冷却回路を設定。2019 年

11 月にアップデートし、高電圧部品のサーマル効率を改善。冷却回

路内の空気量を減らしポンプの消費電力を低減。 

･モーターからの排熱をヒートエクスチェンジャーにより室内空調に （Audi 広報資料、ヒアリング情報、各種報道より FOURIN 作成）

【Audi、e-tron BEV 技術概要】 
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＜VW ID.Crozz＞ ＜VW ID.Buzz＞ ＜VW ID. Vizzion＞ ＜VW ID. Space 

Vizzion＞ 

 

＜Audi Q4 e-tron＞ ＜Skoda Enyaq＞ 

 

 

 

 

＜SEAT el-Born＞ 

・SUVクーペの

BEV。2019年プロ

トタイプ公開。 

・AWDタイプ。リア

モーター150kW、

フロント75kW、シ

ステム225kW 

/306PS。 

・バッテリー83kWh、

EV航続500km 

(NEDC)。 

・全長4,625mm、 

全幅1,891mm、 

全高1,609mm、 

WB 2,773mm。 

・2020年投入。 

・ミニバスBEV。

2017年にコンセプ

ト車公開。 

・AWDタイプ。フロ

ント、リアモーター

とも150kW。 

・バッテリー容量

111kWh、EV航続

距離600km 

(NEDC)。 

・全長4,943mm、 

 全幅1,976mm、 

 全高1,963mm、 

 WB 3,299mm。 

・2022年生産開始

予定。 

・ラグジュアリーサ

ルーンBEV。2018

年公開。 

・AWDタイプで、EV

ドライブトレイン性

能はID. Crozzと同

様。 

・バッテリー容量

111kWh、EV航続

距離665km 

(NEDC)。 

・全長5,163mm、 

 全幅1,947mm、 

 全高1,506mm、 

 WB 3,100mm。 

・2022年生産開始

予定。 

・グランドツーリング

ワゴンBEV、2019

年LAショーで公

開。 

・AWDタイプ。シス

テム出力250kW。 

・バッテリー82kWh、

EV航続距離

590km(WLTP)。 

・全長4,958mm、 

 全幅1,897mm、 

 全高1,529mm、 

 WB 2,965mm、A6 

Avantに近いサイ

ズ。 

・4ドアSUV BEV。

2019 Genevaシ

ョー発表。 

・AWDタイプ。リア

モーター150kW、

フロント75kW、シ

ステム225kW 

/306PS。 

・バッテリー82kWh、

航続450km 

(WLTP)。 

・全長4,590mm、 

全幅1,900mm、 

全高1,610mm、

WB 2,770mm。 

・2020年末発売。 

・SUVクーペの

BEV。2019年公開

Vision iVコンセプ

トベース。 

・AWDタイプ、計

225kW/306PS。 

・バッテリー83kWh、

最大500km 

(WLTP) 

・全長4,665mm、 

全幅1,926mm、 

全高1,613mm、

WB 2,765mm。 

・2020年に欧州、中

国で生産開始予

定。 

・ID.3のようなコンパ

クトカータイプの

BEV。2019Geneva

ショーで公開。 

・リアEドライブ

150kW/204PS。 

・バッテリー 容

量 62kWh、EV航

続距離420km 

(WLTP) 

・VWドイツZwickau

工場で2020年に

生産開始予定。 

・4 ドアラグジュアリーサルーンハイパフォーマンス BEV、2019 年 9
月 9 月量産開始。生産能力 2 万～4 万台。 

・Mission E コンセプトベース、Audi e-tron GT と J1 アーキテクチャを
共有。 
-当初 Porshce 単独で開発、ディーゼルゲート以降 Audi との共同
開発に移行し開発スピードアップ、スケールメリット享受、 PPE 共
同開発へとステップ 

・モーター、減速機、パルス制御インバータを統合したコンパクトな
機電一体ユニット。 

・ 永 久 磁 石 モ ー タ ー × 2: フ ロ ン ト & リ ア ; Taycan Turbo 
500kW/680PS、時速 100km まで 2.8 秒間で加速; Turbo S 
560kW/761PS、時速 100km まで 3.0 秒間で加速 
-最高速度時速 260km 
-リラクタンストルク併用型永久磁石モーター。ヘアピン型、平角断
面セグメントワイヤーの採用。 

-フロントユニット(写真左): 上部にインバータ、遊星ギア同軸減速
機 

-リアユニット(写真右): フロントよりも大型、2 段変速機 

・2 段変速機: リアアクスルに搭載、Porsche 開発、1 段目で始動時
からパワフルに加速、1 段目よりギア比が大きい 2 段目で高速走行
時速度安定と高効率 

・Performance Battery Plus 93.4kWh、WLTP 航続最大 450km。 
・初の 800V システム、DC 充電 5 分で走行 100km 分をチャージ、 
SoC 5→80%充電 22.5 分、充電出力最大 270kW。 

・4D シャシコントロール、3 チャンバーエアサス、PASM、PDCC, PTV
など、Cayenne Turbo S E-Hybrid にも搭載されている先進のシャシ
技術を搭載。 

・(参考)Audi は 2018 年 11 月開催の LA モーターショーで 4 ドアグラ
ンツーリスモのハイパフォーマンス BEV の e-tron GT コンセプトを
公開。システム総出力 434kW (590hp)。Audi Sport GmbH が 2020
年に生産開始し、2021 年から出荷予定。 
-Taycan の姉妹車。 

【Porsche、Taycan 技術概要】 

（Porsche 広報資料、各種報道より作成）

・VW にとっての B～D セグメント (一般的には D/E から高級車、
SUV 含む)をカバーする BEV 専用アーキテクチャ。Audi と Porsche
が共同で開発。PPE = Premium Platform Electric。 

・プレミアムブランド力と価格競争力を両立できる BEV を投入するた
め、関連のモジュールや部品も Audi と Porsche が共同開発。 

・停止状態からフルトルクをキープ、加速やトラクションの向上など E
モビリティ特有の性能を実現できるようシステマティックに開発。重
量が大きいバッテリーを搭載しても快適なハンドリング性能を維持
できるよう、バッテリーシステムを低い位置で搭載。バッテリーを床
下配置することで内外装デザイン自由度も高められる。 

・ドライブトレインは標準タイプと高性能タイプの 2 種類。両バージョ
ンとも AWD で、標準タイプのフロント/リアアクスル搭載の機電一体
型システムを Audi が開発。高性能バージョンではリアのメインユ

ニットを Porsche、フロントサブユニット(標準タイプに近い性能)を
Audi が担当。モーター/ギアボックスは内製または外注、パワーエ
レクトロニクスは Audi と関係が深いサプライヤーから調達。 
-ギアボックス: e-tron向けと同様にSchaefflerの技術を活用する可
能性 

-モーター: モーターコアを Schaeffler (Elmotec Statomat)から調達 
-パワーエレクトロニクス: Vitesco or Bosch or 日系 Tier1 大手 (可
能性) 

・2021 年から製品を順次投入予定。Sportback タイプのセダンクー
ペ、ラグジュアリーカー、SUVやスポーツカーのBEVの投入が予想
される。 
-Audi A5、A7 や A8 クラスの乗用車や SUV の BEV。 
-Porsche Panamera、Cayenne の BEV やスポーツカータイプ。 

（Audi 広報資料、ヒアリング情報、各種報道より FOURIN 作成）

【Audi/Porsche、PPE 開発動向】 

【VW グループ、MEB ベース BEV コンセプト車一覧】 

（各社広報資料、各種報道より作成）
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･A6、A7、A8 や Q5 で WLTP モード EV 航続 40km の新 PHEV バー

ジョン設定｡2019 年から。 

･｢TFSI e｣の名称を使用｡従来の e-tron は BEV で使用継続｡ 

･BEV 後続距離 40km 以上｡日常の走行距離の 3 分の 1 を EV モー

ドでカバー。 

 

▽主要スペック 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・55 TFSI e は内製の 7 速 DCT を搭載、Audi によるシステム開発(写

真上 A7 Sportback 55 TFSI e quattro)。60 TFSI e は従来の e-tron 

PHEV と同じく ZF 製 8 速 AT の PHEV ユニットを搭載(写真下

A8L 60 TFSI e quattro) 

･バッテリー冷却サーキットを低温サーキットに統合｡モーター、パ

ワーエレクトロニクスを冷却｡ 

･ヒートポンプ標準装備、排熱による 1kW の電力を 3kW の熱エネル

ギーに転換｡ 

･アクティブナビゲーションルート、エネルギー効率予測アシスト、セ

ンサーからの情報によるパワートレイン最適制御で航続距離を最

適化、運転を快適化｡ 

･myAudi app により、スマートフォンからの充電操作、充電タイマー

設定、充電状況確認、バッテリー残量確認、エアコン事前操作/設

定等が可能｡ 

【Audi、MLB evo PHEV アップデート】 

（Audi 広報資料、各種報道より作成）

エンジン システム パートナー 技術概要 

EA211 evo 直3 1.0 TSI、 

直4 1.5 TSI 

(VW開発) 

48V MHEV Valeo 

・48V BSG、48V DC DCコンバータ、48V Liイオンバッテリー搭載。 

・コンベ車比で最大10%、燃費を改善。エネルギー回生、エンジン停止状態での

コースティング走行。再始動時にモーターがアシスト。 

・48V BSGはValeo製。モーターとしても発電機としても機能するパラレル方式。コン

ベ車で12Vジェネレーターが収まるスペースに、48V BSGを配置。 

・モーターモード最高出力9kW、最大トルク約200Nm。ジェネレーターモード最大出

力12kW、エネルギー効率は85%超。 

・3相同期モーターのP0配置。プラセオジム・ネオジム永久磁石16個、MOSFETパ

ワー半導体を12V系統で制御。冷却方式は空冷式。バッテリー容量250Wh。 

・Gen8 Golfで搭載開始。 

EA288 evo 直4 2.0 TDI 

(VW開発) 
12V MHEV 

n.a. 

(Valeo 

可能性) 

・12V BSG (12V BAS: ベルトオルタネータスタータ)をエンジンに搭載した12V 

MHEVシステムを初めて併用。 

・エネルギー回生最大5kW｡時速20kmでStart/Stop機能作動｡ 

・容量10AhのLiイオンバッテリーを活用し、燃費と操舵性が向上｡全ドライブサイクル

で排ガス低減｡ 

・2019年FLのAudi A4から搭載開始: A4燃費低減効果0.3L/100km 

EA888 Gen3 or Gen4  

直4 TFSI 

(Audi開発) 

12V MHEV 
n.a. 

(Vitesco可能性) 

・MLBベース車やMQB上位モデルで搭載する直4 2.0 T(F)SIエンジンで、12V 

MHEVシステムを採用する可能性。 

・Audi方針: 直4以下は12V MHEV、V6以上で48V MHEV標準化 

EA839 V6 3.0 TFSI 

(Audi開発) 

48V MHEV Vitesco 

・V6 3.0TFSI, 3.0TDIで48V BSG (BAS)搭載｡ 

･水冷式BASをエンジンの前方に搭載、ヘビーデューティのVリブベルトでクランク

シャフトに装着｡エネルギー回生12kW、トルク60Nm。 

・10AhのLiイオンバッテリーが48V電力を供給｡トランク下に搭載、大型の鉛蓄電池

と同等サイズ｡DC DCコンバータを介し12Vシステムと接続｡ 

・時速55-160kmでアクスルペダルから足を離すと最大40秒間エンジンオフの状態

でコースティング走行を継続｡低速コースティング時、時速22kmでStart Stop機能

作動。 

・乗車時のエンジン始動時のみ、コンベンショナルなピニオンスタータを活用｡ 

・3.0 TFSIで0.7L/100kmの燃費低減効果。 

・2017年更新A8から搭載拡大。 

EA897 V6 3.0 TDI 

(Audi開発) 

 

【VW グループ、MHEV 技術採用動向】 

（各社広報資料、各種報道より FOURIN 作成）

 
A6/A7/Q5 

55 TFSI e quattro 

A8L/Q7 

60 TFSI e quattro 

システム出力 270kW(367PS) 
A8: 330kW(449PS) 

Q7: 335kW(456PS) 

システムトルク 500Nm 700Nm 

変速機 7 速 S Tronic (DCT) 8 速 Tiptronic (AT) 

エンジン 
直 4 2.0 TFSI:  

185 kW (252 PS) 

V6 3.0 TFSI 

250kW (340PS) 

モーター PSM 105kW/350Nm 

A8L: PSM 100kW 

/350Nm 

Q7: PSM 94kW /350Nm 

バッテリー 

14.1kWh、381V 

A6/A7: 104 パウチセル 

Q5:104 角型セル 

A8L: 14.1kWh、381V 

Q7: 17.3kWh、308V 

A8L:104 パウチセル 

Q7: 168 角型セル 

EV 航続距離 WLTP 40km 以上 
A8L: WLTP 46km 

Q7: WLTP 43km 
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【VW グループ、BEV 生産動向】 

国 拠点 動向 

ドイツ 

Zwickau 

・2019 年末までに ID.の生産を開始し、2021 年からは MEB BEV 生産に専念。2021 年以降、グループ 3 ブランド 
(VW、Audi、SEAT)計6 モデルの生産を行う。生産能力33 万台/年。工場の2 ラインのうち1 ラインを段階的にMEB
生産向けに転換し、2019 年 11 月末に ID.の生産を開始。もう 1 ラインも 2020 年末までに MEB 生産向けに変える。
2021 年までに生産能力を現行の 1,350 台/日から 2021 年に 1,500 台/日へと増やす計画。 

・2018 年 11 月の発表によれば、従業員 7,700 人が BEV 生産に向け研修を受けている。工場全従業員が E モビリ
ティについて学ぶイベントに参加し、3,000 人が EV 生産で必要となる要件などを学ぶ研修を修了。 

・生産工程のデジタル化、フレキシブル化、高効率化において Zwickau 工場がモデル工場となる。Industry 4.0 ロ
ボットを導入し、部品搬送車両をドライバーレス化する計画で、自動化レベルを現行よりも 3 倍高める。一方で現行
の労働力を維持。VW は Zwickau 工場の MEB 転換に向け 12 億ユーロを投資する計画。 

Emden 

・Zwickau 工場と同様に MEB BEV 工場へと転換される計画。2022 年に MEB ベースの小型 BEV の生産を開始予
定。Emden 工場の Passat 生産は Škoda の Kvasiny 工場に移管され、2023 年から同工場で生産。 

・VW によれば BEV の場合、内燃機関車両よりも生産による付加価値が 3 割少ない。BEV 生産に従事する予定の
Emden と Hannover の両工場で従来よりも人手が少なくても済むことから、自然減による人員削減を計画。報道によ
れば計 7,000 人削減予定。両工場の従業員とは 2028 年までの労働協約で合意済み。 

Hannover 
・2022 年にバンタイプの ID. Buzz の生産を開始する予定。Hannover 工場で生産されているピックアップトラックの
Amarok は Ford の Ranger ベースとなり、他のモデルの生産も段階的に他工場に移管する計画。 

Dresden ・一時的に e-Golf を生産。2020 年秋に ID.3 の生産を開始する計画。ID.3 以外の BEV の生産も行う考え。 

Ingolstadt 
(Neckarsulm) 

・2021 年以降、Ingolstadt 工場または Neckarsulm 工場、あるいは両工場で PPE ベースの BEV の生産を開始予定。
バッテリーシステム生産に向けた準備も進められている。 

・Neckarsulm 工場近くの、Audi Sport の Boellinger Hoefe 工場で、2020 年に e-tron GT を生産開始予定。 
Zuffenhausen ・2019 年に Porsche Taycan の生産を開始予定。2021 年以降、PPE ベースの BEV の生産も行われる。 

ベルギー Brussels 

・2018年9月にSUV BEVのAudi e-tronの生産を開始。2018年末以降、フル稼働見込み (年産推定2万台)。2019
年に e-tron Sportback の生産を追加する。 

・Audi は 2016 年 9 月から、ボディショップ、ペイントショップ、アセンブリーラインを段階的に改築し、ベルギー工場を
BEV 生産工場へと転換。バッテリーシステムの生産も行う。ドライバーレスの車両でバッテリーを車両まで JIS で搬
送。投資額 6 億ユーロのうちベルギー政府が 1 億ユーロを補助。 

チェコ 
Mladá 
Boleslav 

・2020 年以降、BEV の生産を行う計画。Škoda は 2025 年までに BEV 5 モデルを投入予定。 
・2019 年以降に PHEV のバッテリーの生産を開始し、Škoda 及び VW グループブランド向けに供給する計画。 

スロバキア Bratislava 
・2013 年に VW e-up!を生産開始。2019 年末までに姉妹車の Škoda Citigo の BEV バージョンも製品化、SEAT Mii
の BEV も投入予定。 

・Audi Q7 (2015 年～)、VW Touareg (2019 年～)の PHEV バージョンの生産も行う。 

米国 Chattanooga 
・米 Tennessee 州 Chattanooga 工場で MEB BEV の生産を行うことを 2018 年 1 月に正式発表。2022 年にクロスオー
バーSUV タイプの ID. Crozz の生産を開始する計画。BEV 生産向けに、7 億ユーロ(8 億ドル)を投資し工場を拡張
する。工場拡張で 1,000 人分の新規雇用を創出。 

中国 

上海 

・上汽 VW の上海嘉定区安亭鎮に新工場を設け、2020 年に MEB ベースの BEV とバッテリーシステムの生産を開
始する計画。2018 年 11 月発表。第１段モデルとして VW ブランドの SUV モデルの生産を始める。年産 30 万台。 

・先進の Industry 4.0 技術を導入し、自動化率を高め、高効率な生産を行う。Industry 4.0 仕様のロボットを 1,400 台
導入し、AI、AR や VR 技術も活用する。新工場の面積は 61 万平方メートル。生産能力年 30 万台。中/大型サイズ
の SUV を含む複数の BEV モデルやバッテリーシステムの生産を行う。 

・2019 年 11 月に ID.3 の試験生産を開始。 
長春 ・一汽 VW 本社拠点。MQB や MLB の電動車の生産を行う。将来的に BEV 専用モデルの生産を行う可能性。 
青島 ・一汽 VW 新工場、2018 年 5 月開業。次世代 Bora、Audi 車の生産を行う。バッテリーシステムの生産も予定。 

佛山 
・一汽 VW は 2018 年 6 月に佛山で第 2 工場を開業し、既存工場を合わせた生産能力を倍増の年 60 万台に拡大。
VW、AudiのMQBベースのモデルの生産を行っており、段階的に電動車化される予定。中国専用BEVとなるQ2L 
e-tron の生産も行う。2020 年までに MEB BEV、バッテリーシステムの生産を開始する計画。BEV 年産 30 万台。 

合肥 

・JAC VW の BEV 合弁拠点。資本金 20 億元、総投資額 60 億元、合弁期間 25 年予定。生産能力当初計画 10 万
台、最大 36 万台への拡大を視野。 

・JAC の既存モデルをベースとする低価格の BEV の生産を行う。2018 年 4 月に北京モーターショーで新ブランド
SOL の立ち上げと第１段モデル E20X を発表。デザイン、開発などで SEAT も合弁事業に参加。2019 年以降に
SOL の BEV 量産を本格化し、2021 年以降に SEAT 向けの生産も行う計画。 

 (VW 広報資料、各種報道より FOURIN 作成)
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・VW は 2017 年にドイツ Salzgitter 工場内に Battery Cell Centre of 
Excellence を設立し、バッテリーセル調達や次世代セル開発の役
割を同センターに集約。 

・2018 年 6 月、全固体バッテリー技術の米 QuantumScape に 1 億ド
ルを出資し、VW が同社の最大の株主となり全固体バッテリーの量
産化を合弁で目指すと発表。2018年9月に出資のための手続きが
完了。 
-VW Group Research と QuantumScape が 2012 年から協力。VW
の出資引き上げにより提携を強化し、2025 年までの全固体
バッテリー量産化を目指す。 

・2019 年 5 月、パートナー企業との協力でバッテリーセルの生産体
制を構築するために必要な 10 億ユーロの投資を VW 監査役会が
承認。 
-バッテリーセルの生産はドイツ Niedersachsen 州内で行う。EEG 
(Erneuerbare-Energien-Gesetz、再生可能エネルギー法)分担金
の免除、税制優遇など各種インセンティブを活用し、再生可能エ
ネルギーを利用した生産を目指す。 

-グループの BEV 量産拡大に向け、欧州とアジアでバッテリー需
要が年間 300GWh 以上に増加する見込みで(2025 年にそれぞれ
150GWh 以上のセルが必要となる見通し)、外部からのセル調達
に加え、内製によるセル確保の重要性を認識。 

・2019 年 4 月、VW は中国江西省のリチウム製品メーカーGangfeng 
Lithium と、バッテリーセル用リチウムの長期供給に関する覚書を
締結。Gangfeng が VW グループ及びグループのサプライヤー向け
に 10 年間リチウムを供給する契約。 
-グループのBEV 量産規模拡大に必要なリチウム需要の大部分を
確保。VW は他のプロバイダーからの調達に向けても交渉中。 

・2019 年 3 月、VW とスウェーデンのバッテリーサプライヤー
Northvolt が中心となり、欧州全域でバッテリーのリサーチを推進す

るためのコンソーシアム、European Battery Union (EBU)を設立。
原材料からセル技術やリサイクルに至るまで、バッテリーのバリュー
チェーン全体に焦点を当てた共同研究を進める。 

・2019 年 6 月、Northvolt とのバッテリー協業に VW が 9 億ユーロを
投資すると発表。Northvolt との合弁事業と Northvolt 本体向けに
出資。VW が Northvolt の株式 20%を取得し、取締役 1 名を派遣。 
-Northvolt が VW や Goldman Sachs などから 10 億ドルの資金を
調達。BMW も Northvolt に出資。 

-両社の折半出資で 16GWh のバッテリーセル工場をドイツ
Niedersachsen 州内(Salzgitter)に設立することで 2019 年 9 月に正
式合意。2020 年に着工し、2023 年末か 2024 年初の生産開始を
目指している。 

-Northvolt は VW との合弁のほか、スウェーデンで 16GWh(最大
32GWh)のギガファクトリーを 2019 年 8 月に建設開始予定。 

・2020 年 1 月の報道によれば、VW は中国のバッテリーメーカー
Guoxuan High-tech の株式 20%を取得する方向性で協議中。 
-CATL に次ぐ中国でのセル調達先確保に向けた取り組み。 

▽バッテリーセル技術の蓄積に向けた段階的な取り組み 

1) バッテリーセルメーカーとの長期的なパートナーシップの構築。
LG、Samsung、SK、CATL を電動化攻勢第 1 弾の主要サプライ
ヤーに認定。 

2) バッテリーの R&D、生産における高度なノウハウのグループ内で
の蓄積。グループのバッテリーセルの開発、調達、品質保証に関
する機能をドイツ Salzgitter 拠点内の CoE (Center of Excellence)
が統括。2019 年後半にセルの試作を開始する予定。 

3) パートナー企業と共同でギガファクトリーをドイツ国内に建設。 
4) リチウムイオンバッテリー工場と全固体セル工場を欧州内で設立

する計画。米国 QuantumScape との協業を全固体セル内製実現
につなげる。 

 
 

【VW、バッテリーセル確保やセル技術強化に向けた取り組み】 

部品 工場 詳細 

モーター、 
E ドライブ関連 

ドイツ Kassel 
EV モーター(PSM)、E ドライブギアボックス(減速機)の生産。機電一体ユニットの製造。最大年産
50 万ユニット。 

中国天津 
EV モーター(PSM)、E ドライブギアボックス(減速機)の生産。機電一体ユニットの製造。2023 年最
大年産 90 万ユニット。 

ドイツ Salzgitter モーターのステータとロータを製造。Kassel 工場に供給。 
ハンガリーGyor Audi BEV 向けモーター(誘導モーター)。モーターのステータも製造。ロータは外部から調達。 
ドイツ Hannover モーターケースを製造。 
ポーランド Poznan ギアボックスケースを製造。 

バッテリー 

ドイツ Brunswick BEV バッテリーパックを製造、最大年産 50 万ユニット。バッテリーケースも生産。 
米国 Chattanooga BEV バッテリーパックを製造。2022 年開始。 
上海 VW 上海 BEV バッテリーパックを製造。2020 年以降。 
一汽 VW 佛山、青島 BEV バッテリーパックを製造。2020 年以降。 
ドイツ Ingolstadt PPE BEV 向けバッテリーパックを製造。2021 年以降。 
ドイツ Neckarsulm PPE BEV 向けバッテリーパックを製造。2021 年以降 (可能性)。 
ベルギーBrussels MLB evo BEV 向けバッテリーパックを製造。 
チェコ Mladá Boleslav グループ MQB PHEV 向けバッテリーパックを製造。 
ドイツ Salzgitter Northvolt とのセル合弁生産を計画。新工場を建設し 2024 年初までに開業予定。 

 

BEV の e-tron (18 年量産開始)と車両アーキテクチャを共有できる

ことをデモ。 

・2016 年から VW グループ燃料電池量産技術開発担当を Audi が

主導。Audi のドイツ Neckarsulm の Fuel Cell Competence Center

で FCEV 関連の開発を行う。 

･2018 年 6 月、Audi と現代自が FCEV 技術開発で提携、FCEV 技

術クロスライセンス契約、互いの技術を開示。 

・2018 年 6 月、Audi が Ballard との技術提携を 2022 年 8 月まで延

長することで合意。 

・燃料電池触媒向けのプラチナ使用料を減らしコスト削減につなが

る技術を VW が米 Standford 大学と共同で開発、2019 年 9 月発表:  

-非常に薄いプラチナ粒子を生成する技術を開発、プラチナ使用

料を抑制(現行の触媒プロセスではプラチナ粒子の表面上で反

応、プラチナを無駄に使用)。さらに現行触媒よりも効率が 3 倍向

上し耐久性も高まる。 

･VW が 1990 年代から FCEV 技術開発に従事｡ 

･2001 年、FCEV 技術の先行開発を行う Technology Center for 

Electric Traction をドイツ Wolfsburg 近郊の Isenbuttel に建設｡ 

・2013 年 3 月、VW が FCEV の開発でカナダ Ballard のエンジニアリ

ングサービスを受けることで合意:  

-試作車開発で Ballard のスタック技術、PEM 燃料電池技術を活

用。2014 年公開の FCEV コンセプトで搭載。 

･2014 LA ショーで Li イオン 2 次電池を搭載したプラグイン FCEV の

コンセプト、Audi A7 h-tron quattro と Golf SportWagen HyMotion

を公開｡ 

･2015 年 2 月、Audi が Ballard から PEM 燃料電池技術に関する計

800 の特許を取得｡2016 年 9 月、Audi が燃料電池技術開発を推進

するため Ballard に特定技術(詳細不明)を発注｡Ballard が Audi の

燃料電池スタックの開発、エンジニアリングをサポート。 

・2016 NAIAS で Audi h-tron コンセプト公開。プラグイン FCEV が、

【VW/Audi、FCEV 技術開発動向】 

【VW グループ、電動車部品内製動向】 

(各社広報資料、各種報道より作成)

(各社広報資料、各種報道より作成)

（各社広報資料、各種報道より作成）


