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カナダの大手自動車部品メーカーのMagna International(以下、Magna)は、2016年1月に買収した変速

機専業メーカーGetragを活用し、2008年から自社傘下のMagna E-Car Systemsで推進してきた電動車用駆

動システムである「eDrive Platform」を完成しており、ここから開発された独自の機電一体型駆動システム

「etelligetDrive」をグローバル完成車メーカーに活発に提案している。 

Magnaの機電一体ユニット（eAxle）etelligent Driveは、最高出力50～250kWのBEV/PHEVへの搭載を想

定して開発された電動化ソリューションで、Magnaが持つ電子制御ソリューションとGetragが持つギア技術

が合わさったものである。Magnaのetelligent Driveは、48VマイルドHEV（MHEV）及び高圧（300V以上）シス

テム向けの駆動システムで、駆動モーター制御用インバーター、最大回転数16,000rpm前後の1モーターと

1速減速機（オプションで2速準備中）付きの駆動システムである。Magnaは、etelligent Driveについて車両

の多様な設計コンセプトに対応すべく、同一軸（Coaxial）タイプまたは並行軸（Offset）タイプのeAxleを展

開。主にフロントやリアアクスルとして搭載するP4タイプが主流となっており、2018年3月頃、48V MHEVに搭

載可能なP3及びP4タイプのeAxleを、さらに2020年2月時点では4～5つのギアで構成されるDedicated

Magna/Getrag 

【Magna/Getrag、機電一体型ユニット】 

▽（参考）Magna の CASE 戦略 

・Magna は「Welcome to Mobility」といったタイトルの下に、近年の自

動車産業トレンドである CASE に対する全方位な対応を積極的に推

進する構えである（下図を参照）。 

-Magna はシート、パワー＆ビジョン、車体外装＆ストラクチャー、車

両組立の 4 つの事業分野を展開。 

-シートでは、個人向け及びシェアリング向け自動車シートシステム

を手掛ける。 

-パワー&ビジョンでは、駆動システム及び電動化分野を担当してお

り、傘下 Getrag を活用した P0 から P4 までの電動化ソリューション

を開発、製品化している。また、ADAS/自動運転向けセンサーな

どにも手掛ける。 

-車体外装＆ストラクチャーでは、軽量化、安全、モジュール化など

を手掛ける。 

-車両組立では、エンジン車のみならず、電動車の組立を行う。今

後、生産合弁などを通じて電動車の組立規模が増える見通し。 

 

▽Magna の機電一体化戦略「etelligent Drive」 

・Magna は 2016 年 1 月に買収した Getrag を活用して、2008 年から

自社傘下の Magna E-Car Systems で推進してきた電動車用駆動シ
Magna が発表した機電一体ユニット 

ステムの「eDrive Platform」を完成しており、これを基に軽量化、コン

パクト化、低コスト化などを図った高度機電一体化駆動ユニットであ

る「etelligent Drive」を発表した。 

-Magna の電子制御・設計アーキテクチャーと、Getrag の変速機部

門を活用した。 

Magna が掲げる Smart Mobility への事業戦略 

▽Magna の電動化ポートフォリオ 

・Magna は、Getrag の買収を契機に HEV/PHEV/BEV/FCEV に対

応可能な電動化部品を展開。特に、機電一体化プラットフォームを

主軸に展開する。 

-マイルド HEV：48V マイルド HEV システム向け駆動システム、

eAxle など。 

-フル HEV/PHEV：高電圧 HEV ドライブトレイン。 

-BEV/FCEV ： 高 度 機 電 一 体 化 シ ス テ ム （ Highly Integrated 

eDrive）。 

 

▽etelligent Drive のバリエーション 

・Magna は、機電一体化システム etelligent Drive について、最高出

力を基準にして、48V MHEV 向けと高圧（High Voltage）向けと区

分（製品詳細は次項を参照） 

-48V 向けは、P4 の eRAD および P2 の 7 速 DCT ベースの 2 種類

を展開。 

-高圧向けは、最高出力 100kW 以下（Low）、100～180kW（Mid）、

180kW 以上（High）の 3 つの種類を展開する。 

・さらに、2020 年 2 月時点で、新たにギア 4 つまた 5 つで構成される

DHT（=Dedicated Hybrid Transmission）を 2 種類展開している（後

頁参照）。 

 

Magna は車両組立事業から得た、車両設計（アーキテクチャー）技術をもと

に、最適化した電動化向けアーキテクチャーを考案。BEV のみならず、

HEVやPHEVを含む電動化全般に活用している。Getragの活用も最大化。 

(Magna 広報資料、各種報道より FOURIN 作成)
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【Magna/Getrag、主な機電一体型ユニットの概要（2020 年）】 

Hybrid Transmission（DHT）をラインアップに追加している。 

Magnaは、etelligent Driveを中国で先に投入し、その後欧州や北米へと順次展開する計画。2020年より

中国華域汽車との合弁拠点で、etelligent DriveのLow仕様（FWD、最高出力100kW以下）を生産し、中国

で生産するVWのMEBプロジェクト向けに供給する。具体的な受注規模は明らかにされていないが、VWの

中国MEBプロジェクトでは2025年に60万台/年の販売を目指していることから、同等の規模と推定される。

また、NIOのES8にも供給しているほか、中国完成車メーカーの受注活動を活発化している。 

(Magna 広報資料、各種報道より FOURIN 作成)

指標 Low 仕様 Mid 仕様 High 仕様 

画像    

電動化適用タイプ P4 
機電一体化構成 モーター、減速機、インバーターの一体化（3in1） 
▽モーター/ギアセット 
最高出力（kW） 90（60 秒間） 160kW（60 秒間） 250kW（30 秒間） 
出力範囲（kW） 60～90 90～160 160～250 
最大トルク（N・m、ホイール） n.a. 4,000 6,000 
変速段数 1 段 1 段 1 段または 2 段（オプション） 
▽インバーター 
電圧（V、定格） 360 450 450 
電流（A、定格） 350 585 960 
最高出力（kW） 76kW（30 秒間） n.a. n.a. 
 

▽高圧向け機電一体化ユニット（etelligent Drive） 

▽Dedicated Hybrid Transmission（DHT） 

Magna による搭載タイプ別 

電動化ドライブユニットの分類 

▽48V マイルド HEV 向け機電一体化ユニット 

指標 eRAD 7HDT400 7HDT300 

画像    

電動化適用タイプ P4 P2 P2 
機電一体化構成 モーター、減速機、インバーターの一体化（3in1） 
サイズ（mm） n.a. 369 364 
システム重量（kg） n.a. 91 90kg 以下 
CO2 低減効果（WLTP 基準） 最大 18%低減 n.a. n.a. 
▽モーター/ギアセット 
最高出力（kW） 25kW 85kW 15kW 
最大回転数（rpm） 35,000 n.a. n.a. 

減速ギア比 n.a. 
7.873:1 

1 速ギア比は 14.3～16.99：1 
8.5:1 

1 速ギア比は 13.7～18.6：1 
最大トルク（N・m、ギア軸） n.a. 400 320 
▽インバーター 
電圧（V、定格） 36～52 n.a. n.a. 
電流（A、定格） 350 n.a. n.a. 

指標 DHTeco DHTplus 

画像   

電動化適用タイプ P2.5 P2 
機電一体化構成 モーター、減速機、インバーターの一体化（3in1） 
サイズ（mm） 350 360 
システム重量（kg） 83 108（オイル込み） 
▽モーター/ギアセット 
最高出力（kW） 120kW（モーター最大トルクは 200N・m）@350V 
ギア数 4 5 
最大トルク（N・m、ギア軸） 230（通常）、300（e-Boost） 400（通常）、500（e-Boost） 

 

DHT について、2020 年に新たにラインアップに追加。P0、P2、

P3、P4 タイプは 2019 年末までに製品化したが、P2.5 タイプが

最終的に製品化された。 
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【Magna/Getrag、電動化をめぐる最近の主な事業動向】 

＜機電一体化＞ 

▽華域汽車との合弁設立 

・2018 年 3 月、Magna 傘下完全子会社の麦格納（太倉）汽車科技

は華域汽車との合弁会社である華域麦格納電駆動系統（有）が設

立された。 

-資本金 2 億元、出資比率は華域汽車 50.1%、麦格納（太倉）汽車

科技 49.9%。 

-新エネルギー車用電気駆動システムを生産する予定。 

-華域汽車の広報資料によると、合弁会社は既に上汽 VW、一汽

VW からVW 電動車プラットフォーム（MEB プラットフォーム）用電

気駆動システムの注文を獲得し、2020 年に量産を開始する予定。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▽BAIC と BEV を共同で開発 

・2018 年 4 月、中国 BAIC（北京汽車）と、中国市場向け次世代型

BEV を共同開発すると発表。 

-BAIC とは初の共同プロジェクトとなる。Magna は、車両製造やエ

ンジニアリングサービスのほか、電子/電気アーキテクチャ、軽量

技術の提案などを担う。 

-中国政府が BEV 市場拡大に向けた各種政策を展開するため、

BAIC 側も BEV 投入に向けて本腰を入れている。 

 

▽BAIC との合弁で中国に BEV 生産拠点設置へ 

・2018 年 6 月、BAIC（北京汽車）の子会社 Beijing Electric Vehicle

（BJEV）との合弁で、BEV 生産を手がける合弁会社を江蘇省鎮江

市に設立すると発表した。 

-BEV 技術の開発拠点も兼ねる。 

-BEV を生産する工場は、BAIC が保有する既存の製造拠点（鎮

江）を引き継ぐ。 

:2020 年の稼働を目指す。生産能力は年間 18 万台規模を予定し

ている。 

-新工場の設置は中国市場の攻略が目的。 

-両社は 2018 年 4 月に、中国市場向け次世代型 BEV を共同開発

すると発表していた。 

 

▽48V マイルドハイブリッド向けトランスファーケースを発表 

・2018 年 6 月、四輪駆動の 48V マイルドハイブリッド車向けトランス

ファーケース etelligentDrive eDS 48V High Performance System を

発表した。 

-従来の 2WD に比べ、最大 10%の CO₂排出量が削減できる。 

-既存のドライブトレインに容易に組み込みが可能。 

 

▽BAIC との合弁で中国に BEV 生産拠点設置へ 

・2018 年 6 月、BAIC（北京汽車）の子会社 Beijing Electric Vehicle

（BJEV）との合弁で、BEV 生産を手がける合弁会社を江蘇省鎮江

市に設立すると発表した。 

 

＜その他電動化関連＞ 

・Magna は、後輪駆動モデルに搭載可能な機電一体化システム

eRAD（electricified Rear Axle Drive）を展開。 

-リアアクスルと機電一体化駆動ユニットをモジュール化した。 

-2017 年 7 月、Volvo Car が 2019 年より投入する予定の V60 及び

S60 の PHEV 向け eRAD システムを供給するサプライヤーに選定

された。 

・2020 年 3 月、Magna は Jaguar i-PACE をベースにして自社の機電

一体 eAxle の etelligent Drive の冬季テストを行っていると発表。 

-スウェーデン北部の Arjeplog で、P4 タイプの etelligent Drive(Mid

または High)を用いて前後 2 モーターシステムを構成。 

：Magna では、前後モーター搭載による駆動システムを e4 と呼

ぶ。リアのみは e2。 

-e4 システムでは、フロント eAxle は PMSM を用いる機電一体 eAxle

（160kW クラス）、リア eAxle（PMSM、160kW クラス）はツインクラッ

チによるトルクベクタリング付きとなる。 

 

(Magna 広報資料、各種報道、ヒアリング情報より FOURIN 作成)

技術/分野 OEM（国・地域） 時期 備考 

機電一体型 

Volvo Car（欧州） 2012～2018 年 ・Volvo Car の V60 PHEV 向けに機電一体型駆動ユニットを供給 

E1（Manga EV コンセプト） 2017 年～ ・リアアクスル上に機電一体型ユニットを開発、実験中 

NIO（中国） 2017 年～ ・NIO ES8 向けに機電一体型ユニットを供給 

Volvo Car（欧州） 2019 年～ ・V60 及び S60 の PHEV 向けに供給 

北汽集団（中国） 2020 年～ ・北京汽車ブランド及び他社 OEM 向け BEV 用として供給 

VW（中国） 2020 年～ ・VW MEB 向け前輪駆動部の機電一体型ユニットを供給 

モーター/ギアセット 

Ford（米国） 2008 年～ ・Focus Electric 向けに供給 

Volvo Car（欧州） 2010 年～ ・Volvo Car C30 BEV 向けに供給 

BMW/Mini（欧州） n.a. ・Mini の BEV（モデル名不明）向けに供給 

Mercedes-Benz（欧州） n.a. ・Mercedes-Benz B クラスの F-CELL 向けに供給 

インバーター Ford（米国） 2008 年～ ・Focus Electric 向けに供給 

変速機/ギアセット 
江鈴汽車（中国） 2016 年～ ・江鈴汽車の中小型クラス乗用車向けに Getrag 製 7 速 DCT の 7DCT300 を供給中 

BMW（欧州） 2019 年～ ・48V マイルド HEV 用 DCT を含む DCT を供給 

コンバーター Ford（米国） 2008 年～ ・Focus Electric 向けに供給 

車載充電器（OBC） Ford（米国） 2008 年～ ・Focus Electric 向けに供給 

車体組立 
Jaguar Land Rover（欧州） 2018 年～ ・BEV SUV の I-Face を受託生産。年間 20 万台規模 

北汽集団（中国） 2020 年～ ・BEV 生産合弁を設立。 

【Magna/Getrag、電動車部品納入一覧】 

(Magna 広報資料、各種報道より FOURIN 作成)

Magna が 2020 年中国で量産開始する機電一体ユニット 

後    前 

フロント eAxle リア eAxle 


