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要約版

ファン トゥ ドライブを実現した電気自動車：
アウディは、ブランド初の量産電気自動車、

を発表します。このフルサイズ

スポーツ性と日常ユースにおける実用性の両方を兼ね備えています。
電動

は、

基の電気モーターと

輪駆動システムによって、素晴らしいパフォーマンスと俊敏なハンドリングを提供します。

さらに、高電圧バッテリーを搭載することにより、

ドライビングサイクルにおいて

以上の航続距離を実現しています。自宅及び移動先における幅広い充電方法の選択肢が
用意され、オーナーは一切妥協することなしに電気自動車による走行を楽しむことができます。
は、スポーツ走行も、家族連れのレジャーも楽しむこともできる電動
全長は

、全幅は

、全高は

です。

で、アウディ ブランドのフルサイズ

モデルにふさわしい広々としたスペースと高い快適性を提供します。
の長いホイールベースにより、乗員
スペースを備えています。ラゲージ容量は

は、

人とその荷物を積載することのできる余裕の
で、長距離ドライブにも対応可能です。

あらゆる地形で力強い性能を発揮：駆動システム＆ダイナミックハンドリングシステム
優れた効率、パフォーマンス、そして静粛性。
提供します。

は、新しい時代のドライビング体験を

基の電気モーターが、ゼロエミッションの電動

させます。システム出力（ブーストモード時）は最大

を力強く、そして静かに加速
、トルクは

駆動トルクは一瞬で最大値に到達し、力強くクルマを推し進めます。
秒で達し、最高速度は電子制御リミッターにより
新しい

世代の幕開けとなる電動

に達します。
は、 ～

に

に制限されています。

輪駆動システムは、あらゆる地形と天候状況で優れた

トラクションとハンドリングを提供します。このシステムは、

つのアクスル間で駆動トルクの

配分を理想的かつ連続的に可変制御します。その作動は、瞬時に行われます。ほとんどのケース
では、最高の効率を達成するために、主にリヤに搭載された電気モーターを使用します。ドライ
バーが、供給可能なパワーよりも多くの駆動力を要求した場合、この電動

輪駆動システムは、

必要に応じてフロントアクスルにトルクを伝えます。これは、滑りやすい路面や高速コーナリング
中にスリップが発生する前、あるいは車両がアンダーステアまたはオーバーステアの状態になる
前に、制御は予測的に行われます。

は、雪上などの摩擦係数が低い路面で、特に優れた

動的性能を発揮します。
このスポーティな性格と卓越したコーナリング性能は、駆動コンポーネントが車両中央の低い位
置に搭載されていることが大きく貢献しています。バッテリーシステムは、

のボディ

サイズに合わせて最適化されており、前後アクスル間のキャビンのフロア下に、フラットで広い
ブロック形式で配置されています。これによって、セダンと同等の重心高を実現しています。前後
重量配分は、理想的な

です。

アウディ ドライブセレクトを使用すると、ドライバーは、

の走行特性を、運転状況、

路面状況、個人的な好みに応じて、 種類のプロファイルから選択して変化させることができます。
このシステムは、標準装備される自動車高調整機能付きアダプティブ エアサスペンションの設定

にも影響を及ぼします。その結果、スムーズで快適な乗り心地から、スポーティで安定したハン
ドリングまで、幅広く車両の特性を変化させることが可能になりました。エアスプリングは、速
度及びドライバーの好みに応じて、路面の状態に合わせて個別に調整され、車高を最大で
変化させることができます。特に長距離ドライブでは、車高を低下させることによって空力が改
善し、航続距離を延ばすことができます。
高効率：回生、空力、サーマルマネージメント
は、

ドライビングサイクルにおいて、 回の充電で

以上を走行するこ

とができます。この優れた航続距離は、主に革新的な回生システムによるもので、回生されたエ
ネルギーによる航続距離への貢献は最大

％に達しています。この電動

は、ドライバーが

アクセルペダルから足を離したコースティング時、及びブレーキペダルを踏んだ制動時の

種類

の方法で回生を行います。いずれの場合も、電気モーターはジェネレーターとして機能し、運動
エネルギーを電気エネルギーへと変換します。最大

までの減速では、電気モーターのみで回

生を行います。これは、制動ケース全体の

％以上にあたります。通常のホイールブレーキは、

ドライバーがブレーキペダルを踏んで、

を超える減速が発生したときにのみ使用します。こ

れらの作動は、新しい電気油圧式アクチュエーターコンセプトにより、極めて迅速に行われます。
アウディは、このようなコンセプトを量産電気自動車に採用した世界初の自動車メーカーです。
例えば、

から制動する場合、

は最大

とができます。これは、作動エネルギー入力の

、

の電力を回生するこ

％以上に相当します。これほどの高い効率を備

えた量産車は、他に存在しません。電気油圧式統合ブレーキ制御システムは、運転状況に応じて、
電気モーターを使用するのか、ホイールブレーキを使用するのか、あるいは各アクスルで個別に
両方を組み合わせて回生するのかを即座に判断します。電気と油圧ブレーキ間の移行は総和量は
不変のままにスムーズに行われるため、ドライバーが気づくことはありません。制動力も一定に
保たれます。
の優れた効率に貢献しているもう一つの重要な要素は、洗練された空力（エアロダイ
ナミクス）です。このコンセプトの一つのハイライトは、オプション設定されているバーチャル
エクステリアミラーです。左右に伸びる支柱の先には、小さなカメラが組み込まれています。カ
メラの画像は、車内の高コントラスト

（有機

）ディスプレイに表示されます。その他の

空力対策としては、エアサスペンション、高電圧バッテリーを保護するためにアンダーボディ全
体を覆うアルミニウムプレートなど、目に見えない部分にも施されています。これらの対策や、
調整式冷却エアインテークによって、空気抵抗係数を減少させています。フロントブレーキの冷
却経路を含むこのインテークは、標準装備されるヒートポンプとともに、高度なサーマルマネー
ジメントシステムの切り替えポイントとして機能します。モーターやバッテリーの温度を適切に
保つサーマルマネージメントシステムのメリットとしては、高負荷時や急速充電を繰り返した場
合でも優れた性能を維持し、バッテリー寿命を延長できる点にあります。
係数（

値）は、バーチャルエクステリアミラー装着車の場合、

の空気抵抗

セグメントの最高値となる

を達成しています。従来の内燃エンジン搭載車と比較した場合、この優れた空気抵抗係数に
よって、 回の充電あたり約

航続距離を延長する効果があります。

自宅及び移動先におけるインテリジェントなソリューション：充電コンセプト
は、最大

のエネルギー容量を備える高電圧バッテリーによって、長距離ドラ

イブにも対応します。日常的な走行では、移動先で充電ステーションに立ち寄る必要はありません。

休暇中に長距離ドライブに出かける場合、市販車としては初めて、最大
電器で急速充電することができます。これによって、約
ます。この電動

は、最大

の交流（

の充電にも対応しています。
り、ヨーロッパの公共充電スタンドの約

）充

分で次の目的地に出発することができ

）で充電することもできます。オプションで、
のオーナーは、アウディ独自の充電サービスによ

％において、簡単な手順で充電することが可能です。

アウディの充電サービスに対応したカードさえあれば、それが
るいは

の直流（

充電、

であれ、すぐに充電を開始することができます。

充電、出力

あ

年以降は、プラグ＆チャー

ジ機能によって、充電手順はさらに便利なものになります。充電ステーションに停めるだけで、
クルマが自動的に認証されて充電器が起動します。
アウディは、自宅で充電するための様々な方法を提供しています。標準のモバイル充電システム
は、

の家庭用コンセントまたは

の

相コンセントのいずれかで使用できます。オプ

ションの コネクト 充電システムを使用すると、充電出力を

倍の

にすることができます。

家庭のエネルギー管理システムと組み合わせることにより、電気料金が安い時間帯に充電したり、
自宅に太陽光発電システムが設置されている場合は太陽光で充電するなど、インテリジェントな
機能を提供します。アウディのオーナーは、

アプリを使用することにより、スマートフォ

ン経由で、充電プロセスやエアコンディショナー（プレヒーティング等）を制御することができ
ます。
電動化を視覚化：エクステリア及びインテリア
は、アウディのデザイン

を完全に受け継ぎながら、新しいデザインエレメントを

定義することによって、電動化世代へと進化させています。典型的なアウディの
として、

モデルの 台

は、垂直のストラットを備えた八角形デザインのシングルフレームグリルを

備えています。シングルフレームグリルには、このクルマが電気自動車であることを示す、プラ
チナグレーのフレームが装着されています。マトリクス

ヘッドライトの下端には、デイタイ

ムランニングライトとして機能する 本の水平ストラットが設置され、

ならではのライトシ

グネチャーを生み出します。今回初めて、この機能が直接ヘッドライトに組み込まれています。
ブラックインサートを採用したシルエリアの表現力豊かなデザインは、

のエネルギー

源であるバッテリーの位置を視覚的に表現しています。リヤを見ると、ワイドなディフューザー
の左右には、エキゾーストパイプの代わりにスラットが設置されています。充電フラップの
ロゴ及びオプションのブレーキキャリパーには、高電圧を象徴するオレンジ色が採用されて
います。
このようなカラフルなアクセントは、広々としたインテリアにも採用され、パフォーマンス、イ
ンテリジェンス、軽快感を表現しています。大きな弧を描くダッシュボードは、インテリア全体
を包み込むように、オプションのバーチャルエクステリアミラーから彫刻的な造形のドアトリム
へと達し、デジタル化に対するアプローチをまったく新しいレベルへと引き上げています。セン
タートンネルコンソールの両サイドは、オープン構造になっています。ドライバーは、宙に浮い
ているように見えるこのコンソールに手を乗せて、一体化されたシフトスイッチを親指と人差し
指で操作することができます。ここでは、軽快な操作感と機能性が見事に融合しています。
運転席は、ドライバー中心にレイアウトされており、 つの大型

タッチレスポンス ディスプ

レイも、ドライバーに向けて設置されています。従来のほぼすべてのスイッチ類は、これらの

ディスプレイに置き換えられています。多くの機能は、日常会話にも対応するボイスコントロー
ルシステムによって操作することもできます。標準装備されるアウディ バーチャルコックピット
は、必要なすべての情報をシャープで高解像度なグラフィックで表示します。ドライバーは、デ
ィスプレイの表示方法を

種類のビューから選択することができます。オプションのアウディ バ

ーチャルコックピットプラスを装備すると、電気駆動システムに焦点を当てた
選択することもできます。

番目のビューを

は、高品質な素材と卓越したクラフトマンシップを組み合

わせることによりって生み出される包括的な快適性によって、 モビリティをさらにプレミアムな
体験へと引き上げています。
最高レベルのコネクティビティ：インフォテイメント及びアシスタンスシステム
ドイツ市場において、

には、

（

アドバンスト）規格に対応し、

ホットスポット機能を備えたハイエンドメディアセンターの
が標準装備されます。ナビゲーションシステムは、

ナビゲーションプラス

ルートプランナーによる理想的なサ

ポートを受けながら、以前に走行したルートに基づいてインテリジェントに目的地を提案します。
この機能によって、必要な充電ステーションを含む、適切なルートが表示されます。ナビゲーシ
ョンシステムは、バッテリーの充電状態に加えて交通情報も考慮し、充電時間も含めた到着時間
の推定を行います。
標準装備される効率アシストを含め、数多くのアシスタントシステムが、ドライブをさらにリラ
ックスしたものにします。アウディ バーチャルコックピットに表示される走行に関する予測的
なヒントと自動回生機能が、経済的な走行を支援します。システムは、レーダーセンサー、カメ
ラ画像、ナビゲーションデータ及び

情報を活用し、交通環境とルートの状況を検出し

ます。効率アシストは、アダプティブクルーズアシストと組み合わせることによって、クルマを
予測的に減速及び加速させることもできます。アシスタンスシステムの基盤となっているのが、
車両周囲の正確な環境モデルを継続的に算出するセントラルドライバーアシスタンスコントロー
ラーです。必要なデータは、選択されたオプションに応じて、最大
台のカメラ、

基のレーダーセンサー、

個の超音波センサー、 基のレーザースキャナーから取得します。

は、オーナーが特定の機能を必要に応じてオンラインで追加できるようにしたブラン
ド初のモデルです。この機能は、欧州では

年の中頃から利用可能になります。例えば、

ヘッドライトは、インテリジェントにハイビームを制御するマトリクス
プグレードすることができます。また、

ヘッドライトにアッ

デジタルラジオやアウディ スマートフォンインター

フェイスといったシステムやインフォテイメント機能を追加することができます。
欧州でのデリバリー開始は
は、ブリュッセルの
への最初の納車は、

年末
ニュートラルな工場で生産されます。ヨーロッパのオーナー

年後半に予定されています。ドイツにおけるベース価格は、 万

ユーロです。特定の市場では、すでにクルマを予約しているオーナーを対象として、専用のデザ
インエレメントと広範囲な装備パッケージを特徴とする
を選択することが可能です。

台の限定モデル、

詳細版

：アウディ ブランドを強化
アウディは、ブランド初の量産電気自動車、
で加速し（ブーストモード使用時）、
るゼロエミッションのフルサイズ

を発表します。 ～

ドライビングサイクルで

を

秒

以上の航続距離を誇

は、パワフル、効率的、スポーティで、日常ユースにおけ

る高い実用性を備えています。搭載される

基の電気モーターは最大

を発生し、電動

輪駆動システムとの組み合わせによって、あらゆる地形で最適な性能を発揮します。この電気自
動車は、包括的な充電オプションにより、自宅でも移動先でも簡単かつ便利に充電することがで
きます。
は、スポーツ走行も、家族連れのレジャーも楽しむこともできる電動

です。こ

のクルマは、高い実用性に、フルサイズクラスの快適性と電気駆動システムによる優れた効率を
組み合わせています。また、アウディ ブランドならではのプレミアムな体験を実現しながら、革
新的な機能も提供しています。

には、バーチャルエクステリアミラーがオプション

設定されます。このミラーは、新しいテクノロジーを体験できるだけでなく、快適性と安全性の
面においても実用的な利点を数多く備えています。さらに、

を購入した後でも柔軟

に機能を追加できるシステムも初めて搭載され、車両のデジタル化をまったく新しいレベルに引
き上げています。

の最初の納車は、

装備を特徴とする、この電動

年後半に予定されています。幅広い標準

のドイツにおけるベース価格は、 万

ユーロです。

エモーショナル：製品及びドライビング体験
は、たとえ停止していても、あるいは走行していても、電気自動車であることを明確
に主張します。オレンジを基調としたデザインエレメントと特徴的なシルエリアは、このクルマ
に極めて特別なドライビング体験を提供する高電圧テクノロジーが搭載されていることを示して
います。

は、エキサイティングな感動を呼び起こしますが、同時に、プレミアムなイ

ンテリアと優れたノイズ対策によって、乗員がリラックスできる環境を創出しています。フルデ
ジタルの操作系とディスプレイコンセプトによって、モビリティの新たな形態が完成しています。

パフォーマンスと魅力：デザイン
アウディのデザイン部門は、ブランドの基本的なデザイン言語をデジタル世代へと変換し、
のエクステリアとインテリアで表現しました。特徴的なデイタイムランニングライトのラ
イトシグネチャー、充電フラップ、エキゾーストパイプのないリヤディフューザー、電気回路の
基板を連想させるシートのステッチなど、新たに定義されたスタイルエレメントが、
が電気自動車であることを明確に表現しています。
電動化を視覚化：エクステリアデザイン
典型的なアウディの

モデルの

台として、

は、垂直のストラットを備えた八角形

デザインのシングルフレームグリルを備えています。シングルフレームグリルには、このクルマが
電気自動車であることを示す、プラチナグレーのフレームが装着されています。マトリクス
ヘッドライトの下端には、デイタイムランニングライトとして機能する
設置され、

本の水平ストラットが

ならではのライトシグネチャーを生み出します。今回初めて、この機能は直接

ヘッドライトに組み込まれています。これは、電気自動車専用のデザインです。ライトは、デザ
インの基本的要素となっています。
ラップアラウンドと呼ばれるショルダーラインは、サイドビューにおける重要なデザインエレメ
ントです。このラインは、ヘッドライトからボディ側面を通ってリヤライトへと達し、
の重心を低く見せる効果を生み出しています。ルーフは、力強いボディ全体にわたって伸び
やかなラインを描き、頑丈な

ピラーとアンダーボディプロテクションとともに、

のスタイルを実現しています。ホイール上の

ならでは

ブリスターは、このクルマが電動

輪駆動

システムを搭載していることを暗示しています。サイドシルは大きく張り出し、ドアトリムのブ
ラックインサートとともに、

のエネルギー源であるバッテリーがこの位置に搭載され

ていることを視覚的に示しています。
立体的な造形のリヤエンドを見ると、長いルーフエッジスポイラーとワイドなディフューザーが、
車両の幅広さと電動

のスポーティなキャラクターを強調しています。左右の

リヤライト

は、アウディのトップモデルの特徴となっているライトストリップで接続されています。このテ
ールライトは、水平方向を強調し、セグメント化されたデザインを採用することによって、フロ
ントのデイタイムランニングライトのグラフィックをリヤにも反映しています。ディフューザー
の左右に設置された横方向のルーバーは、エキゾーストパイプが存在しないことを強調するとと
もに、このクルマが電気自動車であることを示しています。
には、専用オプションカラーのアンティグアブルーを含めて、合計で
用意されています。充電フラップに設置された

のカラーが

ロゴと、オプションのブレーキキャリパー

には、高電圧を示すオレンジ色が採用され、デザイン上のアクセントとなっています。ホイール
アーチトリムとサイドシルには、コントラストカラーが採用され、オフロードモデルならではの
力強い外観を強調しています。
先進的なエレガンス：ドライバーズエリア
のインテリアは、パフォーマンス、インテリジェンス、軽快感を特徴としており、数
多くのディテールによってそれが表現されています。ここでは、デザインとテクノロジーが見事
に融合しています。ラップアラウンドと呼ばれる大きな弧を描くダッシュボードは、水平方向の
ラインを強調しつつ、段階的に傾斜したインストルメントパネルを包み込み、彫刻的な造形のド
アトリムにまで達しています。アウディ バーチャルコックピットのスリムなディスプレイは空間
の中に浮かんでいるような印象を与えますが、その上に位置するメーターフードも、オプション
設定されるバーチャルエクステリアミラーのディスプレイも、全体の調和を保ちながらデザイン
されています。バーチャルエクステリアミラーは、車両のデジタル化をまったく新しいレベルへ
と引き上げています。
運転席は、ドライバー中心にレイアウトされており、

つの

タッチレスポンスディスプレイ

も、ドライバーに向けて設置されています。ディスプレイをオフにすると、上部ディスプレイは、

周囲の大型ブラックパネルに溶け込んで、ほとんど見えなくなります。それとは対照的に、下部
ディスプレイは、幅広いセンターコンソールに一体化されています。オプションとして、マルチ
ファンクションボタンを端部に設置し、タッチレスポンステクノロジーを使用したブラックパネ
ルデザインによる、ライティング機能のコントロールエレメントを配置することも可能です。
いずれのタッチディスプレイも、画像や情報をブラックの背景に表示します。グラフィカルユー
ザーインターフェースは、意図的にシンプル化され、明瞭な構成になっているため、情報を瞬時
に把握することができます。ピクトグラムは精緻に描かれており、控えめなアニメーション機能
を備えているものもあります。
センタートンネルコンソールは、オープントップの立体的な収納もあって、軽快感のあるスリム
なイメージを演出しています。コンソールには、収納コンパートメント、カップホルダー、オプ
ションのアウディ フォンボックスなども設置されます。このレイアウトは、軽快感と機能性を組
み合わせ、ハンドレストはコンソールの上に浮いているように見えます。コンソールには、シフ
ト及びエレクトロニックパーキングブレーキのスイッチが統合されています。ドライバーは、親
指または人差し指を使って、ワンタッチでドライブポジションを選択することができます。この
ギヤシフトは、まったく新しい走行体験をドライバーにもたらします。
精密なインテリア：ディテールに至るまで電動化
は、すべての装備ラインにおいて、入念にコーディネートされた内装の素材、カラー、
インレイを採用しています。この電動

は、洗練されたヴァルコナレザーを選択しても、スポ

ーティなヘアライン仕上げのダークアルミニウムを選択しても、クラフトマンシップと素材の面
で最高の品質基準が適用されています。素材本来の木目を活かしたアッシュ材を使用したトリム
は、

専用です。シートには、電気回路の基板をモチーフにした、コントラスト色のス

テッチが施されています。このステッチは、インテリアに明確なアクセントを追加します。カス
タマイズドコンツァーシートでは、ステッチ及びパイピングが、高電圧エレクトリカルシステム
をモチーフにした、明るいオレンジ色になります。
オプション設定される、ホワイト

を使用したアンビエントライティングパッケージは、暗闇

の中で室内を照らし出します。ドアやインストルメントパネルには、ソフトな光が照射され、宙
に浮いているようなイメージが演出されます。さらに、アップグレードオプションとして、

種

類のカラーを選択可能なコンツァー／アンビエントライティングパッケージも用意されています。
このパッケージもまた、インテリアの造形を正確に照らし出します。このオプションを選択する
と、助手席側の幅一杯に広がる専用のグラフィックを備えた

ロゴが、バックライトで照明

されます。高級ラウンジのような室内に乗り込んで、イグニッションをオンにすると、ウエルカ
ムサウンドが再生されます。この機能は、全車に標準装備されています。

ファン トゥ ドライブを実現する電気自動車：エンジンとサスペンション
優れた効率、パフォーマンス、そして静粛性。
提供します。

基の電気モーターが、ゼロエミッションの電動

させます。システム出力は最大
を蓄え、

は、新しい時代のドライビング体験を
を力強く、そして静かに加速

に達します。高電圧バッテリーは

ドライビングサイクルにおいて

のエネルギー

以上の航続距離を実現しています。この

ように、

は、長距離走行を念頭に置いて設計されています。最先端のサスペンションと

組み合わされた新しい電動

輪駆動システムは、あらゆる運転状況や天候において、常に最適な

トラクションとハンドリングを提供します。
力強いパフォーマンス：電気モーター
は、まったく新しい次元の走る楽しみを提供します。
を発生する

基の電気モーターは、この電動

を ～

させます。搭載される非同期モーターは、最長

の出力と
まで

のトルク

秒で音もなく一気に加速

秒間にわたってピーク性能を発揮することができ

ます。これにより、停車状態から電子リミッターが作動する

までの加速を、出力リミッタ

ーを発動させることなしに、何度か繰り返すことが可能です。その発進加速は、スポーツカーに匹敵
します。駆動トルクは一瞬で最大値に到達します。理想的なパッケージングでアクスルと平行に設置
されたフロントの電気モーターは、
と同軸上に設置されるもう
速ギヤを備えた

の出力と

のトルクを発生します。リヤアクスル

基のモーターは、

の出力と

のトルクを発生します。

ステージプラネタリーギヤボックスが、ディファレンシャルを経由してアクスルに

駆動力を伝達します。
非同期モーターは、短時間であれば、出力を引き上げることが可能です。シフトレバーを
ードから

モードに移動し、アクセルペダルを床まで踏み込むと、ブーストモードが起動しま

す。この状態は、

秒間継続します。ブーストモードでは、

のトルクを発生し、 ～

を

のブースト出力と
に搭載される

のシステム出力と

秒で加速します。その際、フロントアクスルとリヤア

クスルの電気モーターの駆動力配分は、フロントが
リヤが

モ

のブースト出力と

のトルク、

のトルクに設定されます。

基の非同期モーター（

）は、設計上の大きなメリットをもたらし

ます。非同期モーターは、非通電状態において電気的に誘発される引きずり損失が発生しないた
め、きわめて効率的です。アルミニウム製ローターを採用することにより、非常に軽量であるば
かりでなく、メンテナンスの必要性が少なく、きわめて優れた耐久性も備えています。
電流の変換：パワーエレクトロニクスモジュール
に搭載されている電気モーターは、ドライブコントロールユニットと緊密かつダイ
ナミックに連携する独自のパワーエレクトロニクスモジュールに接続され、制御されています。
アクセルペダル、ブレーキ、電動

輪駆動システムなどから送信されるすべてのリクエストは、

ドライブコントロールユニットで集中管理されます。パワーエレクトロニクスモジュールは
秒間に

回の頻度でセンサーのデータを読み取り、電気モーターの電流値を出力します。

それによって、とくにダイナミックな走行時に、出力を最大限に活用できるようになります。
スリップ制御機能といった一部の機能は、パワーエレクトロニクスに直接組み込まれています。
これによりパワーを絞りすぎない緻密な出力コントロールが可能になり、例えば凍結した路面
における加速性能が大幅に向上しています。
構造的にまったく同一のパワーエレクトロニクスモジュールが電気モーターの各ハウジングに
設置されており、駆動システムのサーマルマネージメントシステムに統合されています。この
モジュールは非常にコンパクトで、その重量はそれぞれ

に抑えられています。これには、

アルミニウム製ハウジングを採用したことも貢献しています。その中心的なコンポーネントで
あるパルス幅変調インバーターは、バッテリーからの直流電流を三相交流に変換します。回生
時に電気モーターがジェネレーターとして作動するとき、このインバーターは発生した三相交
流を直流に変換し、バッテリーに戻します。
あらゆる地形で俊敏な走りを実現：電動
には、新しい

輪駆動システムとサスペンション

世代の到来を告げる電動

輪駆動システムが標準装備されてい

ます。このシステムは、 つのアクスル間で駆動トルクの配分を理想的かつ連続的に可変制御しま
す。その作動は、瞬時に行われます。これにより、この電動

は、あらゆる気象条件やあらゆ

る路面状況で、最適なトラクションを得ることができます。
ほとんどのケースでは、最高の効率を達成するために、主にリヤに搭載された電気モーターを使用
します。通常はリヤアクスルに、より多くのトルクが配分されます。ドライバーが、供給可能なパ
ワーよりも多くの駆動力を要求した場合、この電動

輪駆動システムは、必要に応じてフロントア

クスルにトルクを配分します。これは、滑りやすい路面や高速コーナリング中にスリップが発生す
る前、あるいは車両がアンダーステアまたはオーバーステアの状態になる前に、予測的に行われま
す。システムが運転状況を認識してから電気モーターがトルクを発生するまで、約
要としません。これは、従来の

秒しか必

テクノロジーよりもはるかに高速です。その理由は、機械

式クラッチを作動させるのではなく、電動

輪駆動システムが電気を配分するためです。その作動

は、まさに瞬時に、そして極めて精密に行われます。そのため、過酷な運転状況や、路面の摩擦係
数が突然変化した場合でも、
電動

ならではの卓越したパフォーマンスが実現しています。

輪駆動システムのカギは、数多くの制御システムをインテリジェントにネットワークで接続

することです。セントラル サスペンションコントロール ユニットは、

ドライブのハンド

リングコントローラーとホイールセレクティブ トルクコントロールの両方を統合しています。ス
ポーティなドライビング中にアンダーステアが検出されると、負荷が低下したコーナー内側のホイ
ールにわずかな制動を加えることによって、トルクを外側のホイールに向けます。これによって、
ステアリング操舵角に従って正確にコーナリングできるようになります。さらに、革新的なアンチ
スリップコントロールシステムが、優れたトラクションと安定性を提供します。タイヤのスリップ
は、電気モーターのパワーエレクトロニクスで直接制御され、従来よりも

倍高速、かつさらに

正確に、運転状況に合わせて制御されます。ドライバーは、エレクトロニック スタビリゼーショ
ン コントロール（

）のモードを

段階に切り替えることによって、さらにクルマを意のままに

操ることが可能になります。
これにより、ドライバーは、クルマのスタビリティに関して希望するレベルを選択し、特定の状
況においてパフォーマンスを強化することができます。

には、スポーツモードとオフロード

モードが含まれていますが、完全に無効にすることもできます。さらに、

の特性は、

標準装備されるダイナミック ハンドリングシステムを使用して、様々なタイプの地形に適応させ
ることもできます。ドライバーは、リラックスしたクルージング、ダイナミックなコーナリング
から、長距離ドライブまで、運転状況、道路状況、個人的な好みに応じて、 つのプロファイルを
選択することができます。アウディ ドライブセレクトは、駆動システムの特性やパワーステアリ
ングのアシスト量に加えて、標準装備される自動車高調整機能付きアダプティブ エアサスペンシ
ョンの設定も変更することができます。その結果、スムーズで快適な乗り心地から、スポーティ

で安定したハンドリングまで、幅広く車両の特性を変化させることが可能になりました。エアス
プリングは、車両の速度とドライバーの好みに応じて、路面状態に応じて個別に調整され、基準
となる最低地上高の

を中心として、上下に

きます。高速道路では、車高が

の範囲で車高を変化させることがで

低下することによって、安定性と空力が向上し、航続距離

をさらに伸ばすことが可能になります。オフロードモードでは、最低地上高を

増加させま

す。オフロードを走行する場合、アウディ ドライブセレクトのリフト機能を有効にすると、車高
はさらに

引き上げられます。

このスポーティな性格と卓越したコーナリング性能は、駆動コンポーネントが車両中央の低い位
置に搭載されていることが大きく貢献しています。バッテリーシステムは、

のボディ

サイズに合わせて最適化されており、前後アクスル間の乗員コンパートメント下にフラットで広
いブロック形式で配置されています。これによって、セダンと同等の重心を実現しています。前
後重量配分は、理想的な

です。フロント及びリヤサスペンションは

リンクタイプを採用

しています。標準装備されるプログレッシブステアリングは、操舵角に応じてステアリングレシ
オを調整し、速度に応じてパワーステアリングのアシスト量を変化させます。ステアリングは、
操舵角が増すに連れてよりダイレクトな設定となり、狭い道での取り回しやタイトなコーナーに
おけるハンドリングを改善します。これにより、わずかなステアリング入力で、クルマを素早く
正確に動かすことができます。低速ではパワーステアリングのアシスト量が増加し、操縦性が向
上します。
のエネルギー容量：高電圧バッテリーシステム
は、大容量リチウムイオンバッテリーを搭載することにより、
イクルにおいて
動し、

以上の航続距離を実現しています。バッテリーは

のエネルギーを保存することができます。

キャビンの下に設置され、その長さは

、幅は

ドライビングサ
の公称電圧で作

のバッテリーシステムは、
、高さは

ステムは、四角いアルミニウム製ハウジングに搭載された合計

です。バッテリーシ

個のセルモジュールから構成さ

れています。各セルモジュールは、靴箱くらいの大きさです。それらは、 フロア と呼ばれる
階層のレベルに配置されています。下のフロアはより長く、上のフロアは短くなっています。各
モジュールは、アルミニウムでコーティングされたポリマー製の柔軟なアウタースキンを備えた、
個のポーチセルとともに搭載されます。将来的にアウディは、マルチプルサプライヤー戦略に
基づき、技術的にも同等の完成度を達成しているプリズマティックセル（角柱型セル）も、モジ
ュラーコンセプトに採用する予定です。
のセルモジュールは、幅広い温度と充電状態で安定して充電と放電を繰り返すことが
可能です。このバッテリーは、利用可能な容量の範囲内で、非常に高い出力とエネルギー密度を
達成しています。これらのセルの化学組成は、より高い熱負荷に耐えることができ、円筒形のセ
ルよりも反応性が低いため、重大な損傷を受けた場合でも、火災のリスクが最小限に抑えられま
す。
小型のチャンバーに均一に分割されたフラットなアルミニウム押出セクションから構成される冷
却システムは、長期間にわたってバッテリーが高い性能を発揮するために重要な役割を担ってい
ます。バッテリーから発生した熱は、各セルモジュールの下に設置された熱伝導性ゲルを介して、
冷却システムへと伝達されます。これはきわめて効率的なソリューションであり、ゲルはセルが

放出する廃熱をバッテリーハウジング経由で均一にクーラントへと伝えます。
バッテリー本体とその充電状態、出力、サーマルマネージメントといったすべてのパラメーター
は、外部の独立したバッテリーマネージメントコントローラー（
トローラーは、

）が管理します。このコン

の右側 ピラーの乗員セルに設置されています。

は、モジュール

の電流、電圧、温度をモニターする、電気モーターのコントロールユニット及びセルモジュール
コントローラー（

）の両方と通信しています。高電圧リレーとヒューズが一体化されたバッ

テリージャンクションボックス（

）は、電気システムと車両のインターフェイスとなっていま

す。ダイカストアルミニウム製のハウジングを採用した
れています。

、

、

は、バッテリーシステムの前方に置か

間のデータ通信は、独立したバスシステムを経由して行われます。

では、高電圧バッテリーを保護するために、洗練された手法を採用しています。鋳造
アルミニウムノード（連結部）と押出成形された頑丈なフレームに加え、厚さ

のアルミ

ニウムプレートが、バッテリーを事故や縁石との衝突から保護しています。内部には、フレーム
ワークのようなアルミニウム構造が設置され、バッテリーシステムを補強しています。さらに、
押出成形セクションは、セルモジュールを仕切り箱のように保持しています。
洗練されたクラッシュ構造を持つバッテリーハウジングは、
ョン、

％のアルミニウムシート、

％のダイカストアルミニウム部品から構成されています。

バッテリーシステムの重量は、約
造に

％の押出成形アルミニウムセクシ

です。バッテリーシステムは、

のボディ構

か所でボルト留めされています。それにより、ボディのねじり剛性は

テリーハウジングの外側に装着されている冷却システムと同じく、
献しています。

は、従来の

と比較して、

％向上し、バッ
の高い安全性に貢

％高いねじり剛性を実現しています。

ねじり剛性は、正確なハンドリングと音響快適性のための重要なパラメーターです。

高い静粛性：音響性能とサウンド
電気駆動システムと快適で洗練されたインテリアを組み合わせた

は、モビリティの新

しい感覚を創出します。とくに市街地を走行するとき、このクルマはほぼ完全な静粛性をもたらし
ます。乗員に聞こえてくるのは、タイヤの音と電気モーターのささやきだけです。アウディに共通
する特徴として高い静粛性が挙げられますが、

はそれをさらに高いレベルへと引き上

げ、長距離ドライブにおける優れた快適性を提供します。
リラックスした雰囲気：空力音響学と防音性能
振動とノイズ面で最適化されたボディが、静かな室内の基盤となっています。ボディ剛性に関し
ては、応力がボディに伝わる箇所、とくにアクスルとの接続部が重要になりますが、
では、該当箇所の剛性を引き上げることで、ボディアセンブリーや路面からの振動が伝わりにく
くなっています。
構造体及び空気から伝達されるノイズを効果的に低減するため、

のエンジニアは吸音

材と遮音材を組み合わせて使用しています。設計上存在するボディの開口部や空洞は、密閉また
は充填してあります。例えば、ホイールに近接するホイールアーチ内には、吸音材を装着してあ
ります。必要な箇所には特殊な素材をコーティングすることにより、金属シートからの振動も抑

制されています。ファイアーウォールには複雑な多層構造が採用され、フロントエンドから室内に
侵入してくる音を低減しています。リヤエンドでも、リヤアクスルにも駆動システムを追加した
新しい車両アーキテクチャーの設計を考慮した防音対策が施されています。インテリアでは、フ
ォーム材を貼ったカーペットをはじめとする専用設計のコンポーネントによって、ノイズを最小
限に抑え込んでいます。
のリラックスできる雰囲気に貢献している

番目の重要な要素は、非常に高度な空

力音響特性です。基本的に、どのようなクルマであっても、速度が

を超えた時点から

コンポーネントのノイズよりも風切音の方が大きくなります。しかし、

のドアシー

ル、エクステリアミラー、ウェザーストリップなどは慎重に設計されているため、ノイズはきわ
めて小さく、乗員にはほとんど届きません。そのため、高速走行時でも、乗員同士で快適に会話
をすることが可能です。フロントウィンドーには、二重ガラスを標準装備しています。さらに、
サイドウィンドーを防音ガラスにするオプションも設定されています。
コンサートホールにいるような

サウンド：バング＆オルフセン サウンドシステム

オプション設定されているバング＆オルフセン
の音響品質をさらに引き上げます。

プレミアムサウンドシステムは、

ピラーに設置される小型スピーカーは、音の立体感を再現

します。このシステムは、人工的な効果を加えることなしに、まるでコンサートホールにいるよ
うな臨場感を生み出します。この新しいテクノロジーの背景にあるのは、アウディが、エルラン
ゲンにあるフラウンホーファー研究所と共同で開発したアルゴリズムです。このアルゴリズムは、
ステレオもしくは

録音をもとに、 次元化するための情報を計算し、

スピーカーに合わ

せて音を調整します。
バング＆オルフセン プレミアムサウンドシステムの中心的なコンポーネントは、きわめて効率の
高いアンプです。このアンプは、
いくつかのスピーカー、例えば

ワットの出力で
ピラーにある

のスピーカーを駆動します。その内の

スピーカーや

ピラーのサラウンドスピーカ

ーには、きわめて軽量でひずみが生じにくネオジム磁石が使われています。それらの結果として、
透明で高音質なサウンドが生み出されています。フロントドアのバススピーカーは、別体のハウ
ジング内に装着されており、周辺のパネルには振動が伝わらない設計になっているため、共鳴音
も発生しません。これによって、サウンドの質が向上し、車外への音の漏出も抑えられます。ス
ピーカーを周囲のコンポーネントと分離することにより、精緻で豊かな低音域が表現されます。
クルマの接近を知らせる：未来的なサウンドの発生
は、北米及びアジアの一部の国では、電気自動車の法的要件を満たすための人工的な
走行音を発生させます。国にもよりますが、

または

までの速度では、はっきり

と聞こえ、それ以上に速度を上げると徐々にフェードアウトしていく設定となっています。小型
のコントロールユニットが発生させるこの未来的なサウンドは、

の右側ホイールアー

チに設置したスピーカーから再生され、歩行者にクルマが近づいてきたことを知らせます。後退
時は、車両の後方でも聞き取れるように音量が引き上げられます。

新しい形のデジタル化：操作系とディスプレイ
には、フルデジタルによる操作系とディスプレイコンセプトが標準装備されています。

これは、体系的な進化プロセスにおける、次のステップを表しています。この進化の過程は、
年に、

にアウディ バーチャルコクピットが導入されたときから始まりました。昨年

発表された第

世代の

す。このコンセプトは、

には、まったく新しいコントロールコンセプトが導入されていま
つの

タッチレスポンスディスプレイにより、スマートフォンと同

様の操作ロジックを提供し、触覚及び音響フィードバックを備えています。

は、バー

チャルエクステリアミラーによって、デジタル世界への扉をさらに拡げます。
アウディ初採用：バーチャルエクステリアミラー
にはバーチャルエクステリアミラーがオプションで設定されます。このミラーは、
新しいテクノロジーを体験できるだけでなく、快適性と安全性の面においても実用的な利点を数
多く備えています。左右に伸びる支柱の先端には、小型のカメラが一体化されています。カメラ
の映像は、デジタル処理が施された後、インストルメントパネルとドアの間に設置された
ピクセルのハイコントラスト

ディスプレイに表示されます。このディスプレ

イは、ドライバーエリアのラップアラウンドコンセプトにも調和しています。
自動的に明るさが調整される

インチディスプレイには、近接センサーが装着されています。ド

ライバーがディスプレイ表面に向かって指を動かすと、映像を動かすことができるシンボルが起
動します。この切り替え機能により、ドライバーは、助手席側のバーチャルミラーも調整するこ
とができます。
洗練された画像処理により、このディスプレイは、直射日光などの特定の状況下において、従来
のミラーよりもはるかに優れた画像を提供します。ミラーは、高速走行、旋回時、駐車時の

つ

の運転状況に合わせて自動的に調整されます。高速走行時は、他のクルマの速度をより正確に判
断できるように、カメラがズームインされます。つまり、他のクルマはディスプレイ上でより大
きく表示されます。ドライバーが右左折または車線変更するためにインジケーターを操作した場
合、該当する方向の映像の範囲が広くなり、ブラインドスポットを縮小します。駐車時には、映
像の範囲が下向きに拡大されます。方向指示インジケーターは、ディスプレイ外側のフレームに
グリーンの枠として表示され、アウディ サイドアシストの車線変更アシスタントとエグジットワ
ーニングの警告もここに表示されます。
フル

の解像度：アウディ バーチャルコックピット
が採用するデジタルディスプレイと操作コンセプトには、マルチファンクションステ

アリングホイール経由で操作することができる、アウディ バーチャルコックピットも標準で含ま
れています。アウディ バーチャルコックピットは、
新しいグラフィックも
から

ピクセルのフル

専用となっています。ドライバーは、

画質を誇り、

種類のディスプレイモード

つを選択することができます。クラシックビューでは、パワーメーターとスピードメータ

ーが大型ダイヤルとして表示されます。インフォテインメントモードでは、それらの情報は縮小
され、ナビゲーションマップがディスプレイの中央に表示されます。オプション設定されている
アウディ バーチャルコックピットプラスを搭載した場合は、パワーメーターを中央に配置するビ
ューも選択することができます。オプションで、ヘッドアップディスプレイを装着することも可
能です。ヘッドアップディスプレイは、フロントウィンドー上に走行に関する重要な情報を投影
するもので、ドライバーはすべての情報を視界の中に捉えておくことができます。

気の利いた対話パートナー、触覚フィードバック：操作コンセプト
アウディが提供するすべてのフルサイズモデルと同様、
オペレーティングシステムを搭載しています。
ーディスプレイは

も、

タッチレスポンス

つの大型高解像度ディスプレイにより（アッパ

インチ、ローワーディスプレイは

インチ）、従来の物理的なスイッ

チやコントロール類は、ほとんど必要なくなりました。このディスプレイは、素早く確実に操作
することができます。指先の操作により該当する機能がオンになると、確認として触覚及びサウ
ンドによるフィードバックが返されます。
アッパーディスプレイでは、インフォテインメント、電話、ナビゲーションの操作の他、充電タ
イマーの起動やエネルギー回生の種類など、

特有の設定を行うことができます。ローワー

ディスプレイでは、テキスト入力、コンフォート機能の設定、エアコンディショナーの調整など
を行います。ドライバーは一体型セレクタースイッチを備えたサポートに手首を載せて、これら
の機能を快適に操作することができます。メニュー構造は、直感的に使用することが可能で、ス
マートフォンのようにフラットな階層になっています。お気に入りボタンの作成やスタート画面
の編集なども自由にできます。
ドライバーは、

つのタッチディスプレイによる操作に加えて、自然な会話によるボイスコント

ロールを使用して、数多くの機能を起動することができます。目的地やメディアに関する情報な
どは、車載のシステムもしくは外部のクラウドから

の高速通信を介して受け取ります。シス

テムは、日常会話によるコマンドを理解することができます。必要な場合には、高度に洗練され
たダイアローグマネージャーから質問が発せられて、ユーザーがコマンドを修正したり、いくつ
かの選択肢が示されたりします。同時に、コマンドが途中で途切れた場合でも内容の確認を行い
ます。

進化する力：インテリジェントな総合コンセプト
は、フルサイズクラスの車両ならではの快適性と実用性に、電気駆動システムの
優れた効率を組み合わせています。しかし、アウディは、クルマを購入した後のことも考えて
います。

を購入したオーナーには、インテリジェントなソリューションによる包

括的で多様な、自宅及び移動先の充電オプションが用意されています。ナビゲーション、充電
ステーションでの自動課金、スマートフォン経由のリモートコントロールなど、
は優れたコネクティビティを備えています。さらに、

年の中頃からは、

の一

部の機能を、個別かつ柔軟にいつでも予約して利用できるようになります。

日常ユースにおける実用性とプレミアムな品質：快適で広々とした室内
の全長は

、全幅は

、全高は

です。室内は開放的な雰

囲気に溢れていますが、実際のスペースも十分に確保されています。
の長いホイールベースにより、乗員

えています。車内長やフロントとリヤのヘッドルーム、さらに
フルサイズ

は、

人とその荷物を積載することのできる余裕のスペースを備
列目シートのニールームなども、

セグメントでトップクラスのスペースを確保しています。リヤでは、従来のセン

タートンネルに替わるフラットなフロアが、追加のスペースを生み出しています。
ラゲージ容量は
容量

で、長距離ドライブにも対応可能なサイズです。フロントハッチの下にも、

の実用的な収納スペースが確保されています。ここには、車載工具キットとモバイル充

電ケーブルが収められています。後席の背もたれを倒すと、ラゲージスペースは

に拡大し

ます。標準装備のパワーテールゲートは荷物の積み下ろしを容易にし、足の動きでテールゲート
を開閉できるジェスチャーコントロール機能もオプションで用意されています。オプションのト
レーラーヒッチを装着すれば、スポーツ及びレジャー用車両としての使い勝手はさらに拡大しま
す。

は、ヒッチを装着することによって、

までのトレーラーを牽引可能です。

また、サイクルキャリアなどの取り付けにも使うことができます。
室内の広さに加えて、アウディのフルサイズモデルならではの快適性と利便性も備えています。
パノラミックガラスサンルーフは室内に光を取り込み、開放的な雰囲気をさらに強調します。
には、 ゾーンオートマチックエアコンディショナーが標準装備されています。さら
に、オプションとして、 ゾーンオートマチックエアコンディショナー及びエアクオリティパッケ
ージを用意しています。エアクオリティパッケージは、イオン化装置と香りの強さを調整可能な
フレグランスディフューザーによって、優れた空気品質を維持します。さらに、夏や冬の匂いも
設定することができます。前者は地中海の海辺の空気を想起させ、後者は新鮮な山の空気にマツ
の匂いを加えたものです。エアクオリティセンサーは、有害なガスを検出し、必要に応じて内気
循環モードを起動します。
段階に調整可能なベンチレーションシートは、真夏でも快適なドライブを実現します。標準シー
トでも、様々なディテールによるパーフォレーテッド（穿孔）レザーを採用し、通気性が確保さ
れています。最上位オプションとして、数多くの調整機能を備えたカスタマイズドコンツァーシ
ートも用意しています。ニューマチックシート、ランバーサポート調整などの他に、オプション
としてマッサージ機能を装備することもできます。マッサージ機能は、
アポケットが、

種類のプログラムと

個の空気圧調整式のエ

段階の強度で、背中の筋肉をほぐしてくれます。これら

のシートは、とくに長距離ドライブにおいて、優れた快適性をすべての乗員に提供します。
インテリアパッケージには、レザーとアルカンターラを組み合わせ、よりホールド性を高めたス
ポーツシートが採用されます。
特定の市場では、すでにクルマを予約しているオーナーを対象として、アンティグアブルーに塗
装された

台の限定モデル、

を選択することが可能です。この限

定モデルの特徴は、バーチャルエクステリアミラー、

アームタービンデザインによる

インチ

鍛造ホイール、アルミニウムルックのアタッチメントなどです。ドアのエントリーライティング
は、路上に

のロゴを投影します。オレンジ色に塗装されたブレーキキャ

リパーと充電フラップに設置されたオレンジの

バッジは、高電圧システムを暗示していま

す。その他の装備としては、スポーツシート、

サウンドを発生させるバング＆オルフセン プレ

ミアムサウンドシステム、
ルを備えるマトリクス

アシストパッケージ、インテリジェントなハイビームコントロー
ヘッドライトなどが挙げられます。

優れた効率：回生、空力、サーマルマネージメント
は、実際の走行環境に近い

ドライビングサイクルにおいて、

回の充電で

以上を走行することができます。この数値は、数多くのハイテクソリューションによっ
て実現しています。バーチャルエクステリアミラー装着車の

という低い空気抵抗係数、効

果的なサーマルマネージメントに加え、革新的なエネルギー回生システムも大きく貢献してい
ます。この電動

は、航続距離のうち最大

％に回生エネルギーを使用します。

インテリジェントなエネルギー回生：回生とブレーキシステム
は、ドライバーがアクセルペダルから足を離したコースティング時、及びブレーキ
ペダルを踏んだ制動時の

種類の方法で回生を行います。いずれの場合も、電気モーターはジ

ェネレーターとして機能し、運動エネルギーを電気エネルギーへと変換します。

の減速ま

では、エネルギー回生は電気モーターだけが担当し、従来型のフリクションブレーキは使用し
ません。これは、すべての減速シナリオにおける

％以上に相当します。つまり、実質的に通

常のブレーキ操作のすべてにおいて、エネルギーがバッテリーに戻されることになります。
インチのベンチレーテッドディスクを使用したホイールブレーキは、ドライバーがブレーキペ
ダルを強く踏み込み、

を超える減速が行われるまで作動しません。

ドライバーは、ステアリングホイールに設置されたパドルを操作して、エネルギー回生のレベル
を

段階に切り替えることができます。最も低いレベル

すと、
す。

設定では、アクセルペダルから足を話

は引きずりトルクを発生することなしにコースティング（惰性走行）を続けま
はそのまま前進し続けます。クルマが動いている間、電気モーターに電流は流れ

ません。レベル （バランス重視：最低限の減速）及びレベル （強力な回生：大きな減速）の設
定では、電気モーターが回生ブレーキトルクを発生させ、電力を生み出します。

は大

きく減速するため、ドライバーはアクセルペダルのみで加速と減速を行うことが可能です。これ
により、ワンペダルフィーリングが生み出されます。この場合、ブレーキペダルを使用する必要
はほとんどないでしょう。
ステアリングホイールのパドルを経由してマニュアルで回生を調整する機構に加え、

を経

由して自動モードを選択することも可能です。この予測効率アシストは、例えば走行ルート、先
行車両の挙動といった要素を考慮しながら、必要な減速を予測的に調整します。ドライバーは、
シフトパドルを操作して、好みの回生レベルに調整することができます。これは、アクセルペダ
ルを再び踏み込むまでアクティブな状態に保たれます。
は、統合型の電気油圧式ブレーキコントロールシステムを活用して最大の回生ポテン
シャルを発揮します。アウディは、世界で初めて、量産タイプの電気自動車にこのようなシステ
ムを採用しました。減速を行う際、

は走行状況によって前後のアクスルそれぞれに関

し、電気モーター単独、ホイールブレーキ単独、あるいは両者を組み合わせて使用するかを判断
します。電気と油圧ブレーキ間の移行は総和量を保ちながらスムーズに行われるため、ドライバ
ーが気づくことはありません。制動力も一定に保たれます。

がホイールブレーキを使

う状況はあまり発生しませんが、例えば急制動時には、統合型ブレーキコントロールシステムの
利点が最大限に発揮されます。新しい電気油圧式アクチュエーターにより、高精度に制動圧を高
めることが可能で、それに要する時間も、従来型システムと比較して約半分に削減されました。
自動エマージェンシーブレーキが発動した場合、制動開始からパッドが最大圧でディスクに押し

当てられるまでの時間はわずかに

秒です。これは、まばたきするよりもすこし遅い程度の時

間です。この迅速な圧力増加により、電気油圧式の統合型ブレーキコントロールシステムは、従
来型ブレーキシステムと比較して、制動距離を最大
例えば

％短縮しています。

走行時からの制動において、

は最大

生することができます。これは走行に使用するエネルギー入力量の

、

％以上に相当するものです。

これほどの高い効率を備えた量産車は、他に存在しません。全体として、
離のうち最大

の電力を回
は、航続距

％に回生エネルギーを使用します。このシステムはきわめて適応力が高く、市場

においてもっとも効率的なものです。
単位で追求：空気抵抗
内燃エンジンを搭載した自動車と比較して、電気自動車の重量はエネルギー消費量にそれほど影
響しません。市街地走行において高い効率が保たれるのは、加速するために使ったエネルギーの
大部分を、赤信号で停まるまでに回生することができるからです。しかし、長距離走行の場合は
状況が一変します。

は、これまで電気自動車の課題とされてきた長距離走行で真価

を発揮します。車速が

を超えると、車両のタイプにかかわらず、転がり抵抗や慣性より

も空気抵抗の影響が強くなります。空気抵抗に打ち勝つためには、エネルギーが必要です。この
ような理由から、
の

の開発に際し、エンジニアは空力性能に焦点を当てました。標準

の抵抗係数は

ると、その数値は

です。オプションのバーチャルエクステリアミラーを装着す

にまで引き下げられ、

イビングサイクルにおいて

セグメントの最高値となります。

ドラ

以上の航続距離を達成するためには、空気抵抗の軽減が大き

な要因となります。この低い空気抵抗係数はドライバーに直接的な恩恵をもたらします。抵抗係
数が

違うと、日常的な運転環境における航続距離を約

延ばすことを意味します。

この数値を達成するため、アウディのエンジニアは、ボディのあらゆる部分において多様な空力
対策を採用しました。ひと目でわかるソリューションもありますし、見えないところでひそかに
機能する工夫もあります。それらのソリューションにより、
型の内燃エンジンを搭載する車両と比較して最大
走行条件で、

の空気抵抗係数は、従来

も向上しています。それにより、一般的な

ドライビングサイクルにおけるバッテリー充電

延長しています。もしこれを重量だけで実現しようとしたら、

回あたりの航続距離が約
もの軽量化が必要に

なる計算です。
オプションのバーチャルエクステリアミラーは、スタイル面でも空力性能面においても、このクル
マのハイライトとなるものです。標準的なミラーを搭載した場合と比べ、車幅は

ほど狭くな

りました。またこの新しい形状は空気抵抗を軽減するだけでなく、すでに高水準を達成している風
切り音も、さらに明確に分かるほど低減します。左右に伸びる支柱の先には、

ピクセ

ルの解像度を持つ小型カメラが設置されています。カメラの映像は、インストルメントパネルとド
アの間に設置された

ディスプレイに表示します。

標準装備される自動車高調整機能を備えたアダプティブエアサスペンションも、空気抵抗の軽減
に大きく貢献しています。車速が
から自動的に

を越えると、

の最低地上高は

引き下げられます。タイヤのでっぱりは空気抵抗を生む原因ですが、それ

が少しでも小さくなる一方で、ライドハイトを下げることは、重心を下げる意味でハンドリング

にもプラスの効果がもたらされます。
低い

値の実現には、完全にフラット化されたアンダーボディも貢献しています。フロント及びリ

ヤの両セクションは、完全にカバーされています。キャビン下側はアルミニウム製のプレートが設
置され、飛石や縁石などによる損傷から高電圧バッテリーを守ります。ボルト留めする箇所はゴル
フボールのディンプルのように少しへこませてあります。これは、完全にフラットな面よりも、エ
アフローが向上するためです。
ホイールアーチとホイールはクルマの空気抵抗のおよそ

を占めるため、この電動

のフロ

ントにはエアカーテンが設置されています。サイドエアインレットに一体化され、外側からもよ
く目立つこのエアカーテンは、空力的に最適化された標準装備の

インチホイールより外側にス

リップストリームを作り出します。このホイールは、通常よりもフラットにデザインされていま
す。装着される

タイヤは、非常に低い転がり抵抗を特徴としています。

車両のフロントにおいて空気抵抗を削減するためのもう

つの対策は、可変式クーリングエアイン

テークです。これは、シングルフレームグリルの後ろ側に設置されるフレームで、電動式のルーバ
ーが

つ設置されています。このルーバーを閉じると、周辺のエアは渦流を発生せずに後方に流れ

ます。ドライブトレインコンポーネントを冷却する必要がある場合、あるいはエアコンディショナ
ーに換気が必要な場合には、まず上部ルーバーが、それに続き下部ルーバーが開きます。油圧ブレ
ーキに高い負荷がかかって発熱すると、冷却エアインレットが開き、

本のダクトが開放されて、

フロントのホイールアーチからブレーキに冷却エアを導きます。
重要なパフォーマンス要因：サーマルマネージメント
の効果的なサーマルマネージメントシステムによって、最大

の急速直流充電、

バッテリーの寿命延長、高負荷時においても繰り返し再現可能な走行パフォーマンスなどが実現
しています。これによって、どのような状況でも活用できる高いパフォーマンスが提供されます。
サーマルマネージメントシステムは、必要に応じて接続が切り替えられる、 つの回路から構成さ
れています。このシステムは、ローター、パワーエレクトロニクス、チャージャーを含む電気モ
ーター関連機器を冷却します。また、キャビン内と高電圧バッテリーの冷却や加温も行います。
実際の走行時に、最大

で回転するローターは、電磁鋼板及び、軽量かつ高純度のア

ルミニウムから構成されています。シャフト内部にはクーラントが流れ、温度が

℃を超えな

いように管理されています。電気モーターのステーターとエンドシールドも水冷式です。このソ
リューションは、エンドシールドにマウントされるギヤボックスに対しても間接的に効果を発揮
します。開発を担当したエンジニアにとって新たな挑戦となったのは、リヤアクスルに設置した
コアキシャル電気モーターを効果的に冷却することでした。そこで採用されたソリューションは、
電気モーターのローター部に、セラミックシールを備える二重壁構造のチューブを設置してクー
ラントを通すことでした。

では、約

にも達する冷却ラインの中を、

のクー

ラントが循環しています。パワートレインの中でもっとも高温のコンポーネントである電気モー
ターは、サーマルマネージメントシステムに大量の熱を放出します。
標準装備されるヒートポンプは、この廃熱を利用します。最大

に到達する実際のパワーロス

は、室内の暖房やエアコンディショナーのために効率的に活用されます。外気温にもよりますが、
これによって

の航続距離を最大

％延ばすことができます。

このサーマルマネージメントシステムは、冬のコールドスタートから炎天下の高速道路走行と
いったあらゆる環境下で、バッテリーを

℃から

℃の理想的温度環境に保ちます。これは

また、バッテリーの長寿命にも貢献します。量産車としては

で初めて実現する

での直流充電時にパワーロスによって発生する熱は、冷えたクーラントが吸収して発
散します。冬場など、充電してもバッテリーがまだ冷たい場合は、暖かいクーラントでバッテ
リーを温めます。

高い信頼性：充電ネットワークとテクノロジー
量産電気自動車を発売するアウディは、従来型の自動車メーカーから、モビリティのシステムサ
プライヤーへと変貌を遂げました。自宅及び外出先における幅広い充電方法の選択肢により、オ
ーナーは、一切妥協することなしに、電気自動車による走行を楽しむことができます。
最大

：移動先での充電

高性能高電圧バッテリーを搭載する
ングサイクルにおいて、

は、実際の走行環境を反映した

ドライビ

以上の航続距離を達成しています。日常的な使用環境において、

充電ステーションに立ち寄る必要はほぼありません。休暇を利用した長距離ドライブの場合は、
ヨーロッパのコンバインドチャージングシステム（
最大

）基準に対応する急速充電ステーションで

の直流充電を利用することができます。これは、量産車としては世界初の機能です。

これによって、約

分で次の目的地に出発することができます。これは、

での充電を可

能にするリチウムイオンバッテリーと、洗練されたサーマルマネージメントの組み合わせにより、
はじめて実現しました。

年末までに、ハイパワー充電（

置される予定となっており、
設置されます。

）ステーションは

の全欧ネットワークそれぞれに最大

年までに、合計

カ所のステーションを、

近く設

カ所の充電ポイントが
間隔で高速道路及び幹

線道路に設置する計画も進行中です。アウディ及びポルシェを含むフォルクスワーゲングループ、
グループ、ダイムラー

、フォードモーターカンパニーは、共同で

備に取り組んでいます。この合弁事業とは別に、他の企業による

ネットワークの整

充電ステーションも全欧に

設置されています。
は、直流で急速充電を行うだけでなく、標準で

、追加の整流器を使用すれば

での交流充電も可能です。直流と交流を合わせれば、対応可能な公共充電ステーション数
は

を超えます。ステーションの数は、今後大幅に増加してゆく予定です。

欧州への市場導入時、アウディは

のオーナーに対し、

という名称で、これらの充電ステーションの約
直流、交流、

、あるいは

チャージングサービス

％を簡単に利用できるサービスを提供します。

。それが、どのような形式であっても、カード

充電することができます。必要なことは、あらかじめ

枚あれば

ポータルで登録し、個別の充電契

約を締結するだけです。使用した分の電気代は、利用者のアカウントへ自動的に課金されます。
現金による支払いは、いっさい必要ありません。この手順は、

年に導入される予定のプラグ

＆チャージ機能によってさらに便利になります。この機能では、充電ステーションにクルマを止
めるだけで認証が行われ、ステーションのロックが解除されるため、カードも必要なくなります。

標準は

、オプションで

：自宅での充電

は、自宅での充電がもっとも一般的な方法となるでしょう。充電のためにオーナーが
費やす時間は、充電ケーブルの接続と取り外しにかかる、わずか数秒です。ほとんどの場合、こ
の電動

は夜間に自宅の車庫で充電を行い、朝にフル充電の状態で走り出すことになると思わ

れますが、その場合の航続距離は

ドライビングサイクルで

を超えます。

アウディは、自宅で充電するための様々な方法を提供します。必要な場合は、現地のアウディ
ディーラーが電気技師を紹介し、車庫までの配線をチェックして必要な設備を取り付けることも
可能です。標準仕様となっているモバイル充電システムは、家庭用
大

、

テリーは約

の三相電源に接続すると最大

での充電が可能です。後者の場合、バッ

時間半でフル充電状態になります。オプション設定のコネクトチャージングシス

テムを利用すると、充電の出力を
るためには、

電源に接続すると最

倍の

まで引き上げることができます。これを使用す

年から搭載可能なセカンドチャージャーを

に搭載する必要がありま

す。
コネクトチャージングシステムは、家庭のエネルギー管理システムと連携してインテリジェント
な機能をもたらします。

は、家庭で使用している他の電気器具の使用量を計算し、過

負荷とならない程度の最大出力で充電を行います。また電力料金の安い時間帯に充電を行うなど、
優先順位をつけておくこともできます。太陽光発電システムが自宅に設置されている場合は、そ
れによって生み出された電気を優先して充電することもでき、天気予報を考慮することも可能で
す。

優れたコネクティビティ：

とアシストシステム

は、包括的なインフォテインメントシステムを採用しており、優れたコネクティ
ビティを特徴としています。数多くのアシストシステムがドライバーをサポートして快適性を
高め、柔軟に予約使用が可能な装備や機能もオプション設定されます。

のオーナ

ーは、車両を購入した後でも、必要に応じて機能を追加することができるようになります。
必要なすべての情報を取得：ナビゲーションと
は、ドイツ国内において、

ナビゲーションプラスを標準装備して発売されます。

最上位に位置するこのメディアセンターは、高速データ通信方式である
バンスト）規格に対応し、乗員のモバイル機器を接続できる

（

アド

ホットスポット機能を備えて

います。このナビゲーションシステムは、以前に走行したルートを参照してインテリジェントな
目的地の提案を行います。ルート計算は、車載のシステムを介して行われるか、マップのサーバ
ー及びナビゲーションプロバイダーである

を経由し、交通状況に関するリアルタイムデー

タを活用ながらオンラインで行われます。
のオンラインサービス、とくに

ルートプランナーはナビゲーションシステム

を理想的に補完します。オーナーは、ルートプランナーを、車載の

システムまたは

アプリで使用することができます。どちらの場合も、必要な充電ステーションを通過する適切な
ルートが示されます。ナビゲーションシステムは、バッテリーの充電状態に加えて交通情報も考慮

し、充電時間も含めた到着時間の推定を行います。
地のほとんどの

充電ステーションに加えて、

ルートプランナーには、ヨーロッパ各
充電ステーションが登録されています。ルー

ト計画には、出力などの充電ステーション情報に加え、（充電装置の仕様によっては）現在使用
中あるいは故障中という情報も表示することができます。走行中は、アウディ バーチャルコック
ピット及び最上位の

タッチレスポンスのディスプレイに走行可能な距離の詳細が表示されま

す。充電計画は、現在の状況に応じてリアルタイムで更新されます。例えば、目指していた

急

速充電ステーションに到達できないとシステムが判断すると、代替案が提案されます。充電計画
は、車載ディスプレイと

スマートフォンアプリの間でシームレスに連携しています。充

電プロセスでは、アプリのディスプレイに残り時間と現在の充電状態が表示されます。走行可能
な充電状態になったら、プッシュ通知を受け取る設定にすることも可能です。
アプリを使用すると、

の充電プロセス及び出発前の空調設定を計画し、遠隔

操作し、監視することができます。例えば、出発時間をセットすれば、それまでに充電を完了し、
車内を適切な温度に設定することができます。また、今回はじめて、車内の特定のゾーンを選ん
で冷暖房を作動させることも可能になりました。例えば、寒い冬の日などは、シートヒーター、
ステアリングヒーター、あるいはリヤウィンドーデフロスターを、スマートフォンを使用して事
前にオンにするとよいでしょう。アプリはまた、充電や走行に関するデータも表示します。クル
マとの連携は、

に標準装備されている車載

モジュールを経由して行われます。

ドライバーには、アウディのスワームインテリジェンス（群知能）を活用する

サービス

も提供されます。この機能に対応した車両は、駐車スペースへの進入または退出といった情報を
システムに報告するため、特定の町や市における道路沿いの駐車スペースの空き予測が可能にな
りました。さらに、スワーム内のクルマは、霧の発生や路面の凍結といった危険な場所に関する
警告を共有することが可能で、速度制限などの情報も交換できます。
オプションの

キーは、デジタル形式による

ドライバーとあらかじめ承認された

人のユーザーは、

へのアクセスを提供します。
スマートフォンを経由して、

の解錠、施錠、起動を行うことができます。各人の設定も、最大

種類のユーザープ

ロファイルとして保存が可能です。パーソナライゼーションには、シートポジション、好みの空
調設定から過去に使ったナビゲーションの目的地やお気に入りのメディアまで、最大
ラメーターに対応可能です。

ものパ

は、クルマのロックが解除された瞬間に、システムがキ

ーのシグナルからユーザーが誰であるか特定し、その人のパーソナルプロファイルを実行します。
新機能：追加機能を柔軟に予約可能
は、ライト、ドライバーアシスタンスシステム、インフォテインメントの領域におい
て、オーナーが選択した機能を、いつでもオンデマンドで追加購入することができる初のアウデ
ィとなります。この機能は、欧州では

年の中頃から利用可能になります。たとえ納車後で

あっても、オーナーは自分の希望に沿ったカスタマイズを続けることができます。各機能は、月
または年単位で購入することも、永続的に使用することも可能です。申し込みは、車両の
ステム、

アプリ、

シ

サービスポータルなどを経由して行い、支払いは便利な

を介して安全に行われます。
例えば、ライティングパッケージにおいて、オーナーは

ヘッドライトをインテリジェントな

ハイビームコントロールを備えたマトリクス

ヘッドライトにアップグレードすることができ

ます。このパッケージはまた、ダイナミックターンシグナル、

シグネチャーを備えたデイ

タイムランニングライト、車両を施錠及び解錠するときに起動するオリジナルのライティングシ
ナリオなども含んでいます。アシスタンスシステムでは、当初はパークアシストがアドオンオプ
ションとして設定されます。インフォテインメントパッケージは、

デジタルオーディオ及び

アウディ スマートフォンインターフェイスから構成されます。
利便性の高いサポート：ドライバーアシスタンスシステム
市街地や旅先で駐車をする場合、
アーアシスト

は、多くの状況でドライバーをサポートします。ツ

パッケージの中核機能はアダプティブ

ドライブアシストで、このシステムは ～

の間で、前車との車間維持および車線維持サポートを提供します。すなわち、加速、制
動、速度の維持、車間距離の維持、渋滞といった状況でドライバーを支援します。このシステム
は、道路標示、道路脇の構造物、隣接する車線の車両、先行車を検出します。道路工事が行われ
ている区間では、速度制限を考慮しながら、自動的にクルマの速度を交通状況に適応させます。
レーンが狭すぎて横並びで走行できない場合、アダプティブドライブアシストは、狭くなってい
る区間で他の車両に合流することも可能です。
アダプティブドライブアシストは、標準装備されるエフィシェンシーアシストと緊密に連携しま
す。これら

種類のシステムの連携により、

は、センサー及びナビゲーションデータ

の情報を評価し、信号などの状況に合わせて予測的に加速と減速を行います。また、制限速度に
合わせて自動的に速度を調整し、コーナーの手前、旋回中、ラウンドアバウト通過時に車両を減
速させます。この予測システムは、ドライビングプログラムの中から選択したモード（ エフィシ
エント から スポーティ まで）を反映させた走行スタイルを常に維持し、エネルギー回生もそれ
に沿った形で行います。アダプティブドライブアシストがオンになっていない場合、効率アシス
トが予測的なメッセージと自動回生機能を活用してドライバーに経済的な運転を促し、航続距離
を延長します。このシステムは、レーダーセンサー、カメラ画像、ナビゲーションデータ及び
情報を活用し、交通環境とルートの状況を検出します。ドライバーがアクセルペダルか
ら足を離してもよい状況になると、アウディ バーチャルコックピット及びオプションのヘッドア
ップディスプレイに、対応する情報が表示されます。ドライバーが

経由で自動回生設定を選

択している場合、取得した情報と自動回生を相互に作用させることにより、高度な総合システム
が形成されます。システムは、特定の状況に対する理想的な減速度を決定し、各ケースに最適な
方法でエネルギーを回生します。
市街地では、交差点アシスト、リヤクロストラフィックアシスト、レーンチェンジワーニング、エ
グジットワーニングといった機能が安全性を確保します。

カメラは、

単位の精密な操舵を

可能とする複数のビューを提供し、横切ろうとする人や車を映し出し、またホイール周辺の状況を
表示します。このシステムのハイライトは、視点を自由に変えることができる
ークアシストは、駐車のプロセスをサポートします。

ビューです。パ

は、縦列・並列の駐車スペースに、

前後方向を問わず、クルマをほぼ自動的に駐車させることができます。ドライバーは、ギヤを選択
し、アクセルとブレーキ操作を行うだけです。
の各種ドライバーアシスタンスシステム機能のベースとなっているのが、セントラ
ルドライバーアシスタンスコントローラー（

）です。このコントローラーは、車両周囲の

環境モデルを連続的に計算します。必要なデータは選択されたオプションに応じて、最大
のレーダーセンサー、

台のカメラ、

個の超音波センサー、

基

基のレーザースキャナーから

取得します。

クルマの本質を追求：豊かな経験と未来の新技術
は、アウディ初の電気自動車であるこのクルマの生産が開始される遥か以前から続
く、ブランドの一大改革を具現化しています。アウディは、完成の域に達した生産ネットワーク
の経験と専門知識を活用して、包括的で持続可能な変革を成し遂げ、全ての拠点が備える革新的
な力を引き出すという明確な目標を設定しています。これによって、たとえ新しい生産技術が出
現したとしても、アウディが掲げる未来の

（先進）を、継続的にオーナーに提供する

ことが可能になります。
は未来を体現：アウディ ブランドの
アウディにとって

モビリティ

とは、革新的な駆動システムを備えた新しいクルマというだけでな

く、さらに大きな意味を持っています。このモデルは、プレミアムセグメントにおいてモビリテ
ィを再定義するための戦略的ロードマップにおいて、主要なステップとなるものです。

年

までには、アウディの主要なラインアップのすべてに、電気自動車またはプラグインハイブリッ
ドが用意されます。その年までには、アウディが販売するクルマの約
しょう。水素は未来の

モビリティにとって完璧なエネルギー源の

が電動化されているで
つであるため、アウディは

年代の早い段階で、燃料電池による駆動システムを備えた限定生産モデルを発表する予定
です。またアウディは、資源を節約し、気候を保護するため、従来型の内燃エンジンで使用可能
な化学合成燃料の研究にも真剣に取り組んでいます。
製品のさらに先を見据えるアウディはまた、インフラの開発も推進しています。パートナー企
業とともに設立した
業です。

は、ヨーロッパに急速充電ネットワークを設置するための合弁事

の計画では、

年までには主要な幹線道路沿いに、それぞれ

を備えた充電ステーションを、合計で

基の充電器

カ所設置することを目指しています。米国では、

が同様の活動を行っており、アウディのオーナーも

の大都市圏とハイウ

ェイ沿いに設置される数多くの充電ステーションを利用できるようになるでしょう。
アウディにおける電気自動車革命は、戦略的マスタープランによって、そのペースを加速させて
います。 つの主要な相乗効果が、さらなる

（先進）をもたらそうとしています。

つは、コンパクトセグメント用にフォルクスワーゲンが開発したモジュラー エレクトリックプ
ラットフォームです。もう

つはミッドサイズ、フルサイズ及びラグジュアリークラスの電気自

動車向けにアウディとポルシェが共同開発しているプレミアム エレクトリフィケーション アー
キテクチャーです。これらの相乗効果により、電気自動車の収益性が確保され、またゼロエミッ
ションの魅力的かつ多彩なモデルを迅速にオーナーにお届けすることが可能になります。さら
に、モビリティに焦点を当てたまったく新しいサービスが開始されます。これは、すべてがデジ
タルで接続され、いつでもどこでも利用可能なサービスです。そのサービスには、もちろん自動
車そのものも含まれます。

は、新時代の象徴でもあります。このクルマは、アウディとしては初めて、モバイル
プラットフォームを経由して各種の機能を追加購入することができる初の量産車となります。ア
ウディはすでに、 モビリティの未来を形成しつつあります。すなわち、デジタル機能を備え、電
動化され、自動運転機能を実現するクルマです。アウディは、ブランドのスローガンである
（技術による先進）に従い、

年までに約

億ユーロを主要な

技術開発に投資する予定です。
クリーンな自動車工場：

ニュートラルのブリュッセル工場

は、オーナーが期待するプレミアムな駆動システムを、持続可能な方法で実現してい
ます。責任あるモビリティサプライヤーは、クルマの生産によってもたらされる環境への影響に
も配慮しなければなりません。ブランド初の電気自動車を生産する拠点として、アウディのブリ
ュッセル工場は理想的な場所となっています。業界の先駆けとなるこのクルマは、プレミアムセ
グメントにおいて初めて、

ニュートラルな生産施設で生み出されます。

ブリュッセル工場は、独立した認証機関により、

排出ゼロ認定を受けています。自宅に太陽光

発電システムを備えて自動車用のグリーンエネルギーを生み出している

のオーナーは、

ベルギーでの生産工程においても気候に影響を与えない事実を歓迎するでしょう。ベルギー工場に
おけるこの画期的な取り組みは、グリーン電力、環境に配慮した熱供給、そして環境保護プロジェ
クトという、 つの側面における努力の結果として達成されました。
ブリュッセル工場は、

年以来、使用するすべての電力をグリーンエネルギーに切り替え

ています。これには、工場に設置されたブリュッセル地域最大の太陽光発電システムが大きく
貢献しています。太陽光パネルの総面積は、
場の

万

に達します。この規模は、サッカー

倍を優に超えるもので、建物の屋根は、ほとんどが太陽光パネルで覆われています。さ

らに、植樹計画も実行されており、グリーン電力も購入しています。ブリュッセル工場では天
然ガスも使用していますが、適正に認定されたバイオメタン燃料を製造することで、それを相
殺しています。
ニュートラルな工場への第

のアプローチは、工場全域への熱の供給です。この工場は、認

定バイオガスによる暖房要件を満たしていますので、ガスの消費は
ます。再生可能なエネルギーのみを使用するこれら

ニュートラルとみなされ

つの対策だけで、年間最大

万トンの

排出量を削減しています。環境バランスシートで見れば、再生可能エネルギーで全体のエネルギ
ー要件の
残りの約

％以上を賄っています。
％のエネルギー要件は、社用車の燃料消費、暖房用の石油消費、そして溶剤の焼却です

が、アウディ ブリュッセルは炭素クレジットと呼ばれる排出削減量証明を活用して、環境バランス
シートをゼロにしています。ただしアウディにとっては、それらの対策を通じて継続的に環境の向
上を図ってゆくことが重要であり、アウディが排出削減量証明を購入するのは、あくまでも認定さ
れた高い基準を満たしているプロジェクトに限られています。
持続可能性に関する取り組みは、
わけではありません。

とその組立工場、及び

年までにすべての工場を

排出量だけに適用される

ニュートラルにするという野心的な目

標も含め、アウディは次のステップをしっかりと見据えています。アウディは、車両を生産する

前にライフサイクルアセスメントを実施し、環境バランスを評価しています。また、リサイクル
プロセスを確立し、生物学的多様性を維持するためにも多大な努力を払っています。これらすべ
ては、アウディが将来のために定めた環境面における取り組みです。
経験に基づいた新しい駆動システム：ジュールのセンター オブ コンピテンス
において、アウディのスローガンである
進）は、新たな次元へと進化しています。

（技術による先
の設計では、プレミアムカー製造における

膨大な経験と、革新的な電気自動車を作るという情熱が組み合わされました。その実例の一つが、
アウディ ハンガリアに在籍するデベロッパーとプロダクションスペシャリストです。
の電動アクスルドライブは、世界最大級のエンジン工場で製造されます。
駆動システムの専門家は、ハンガリーのジュールにある組立工場において、インテリジェントな
工場の実現に向けて重要なステップを踏み出しました。この工場では、デジタルによるネットワ
ークが構築され、従来の組立ラインは存在しません。アクスルドライブは、作業プロセスにおい
て高い柔軟性を実現するモジュラー組立工場で製造されます。電気モーターの製造に関連するシ
ステム、ロボット、組み付け及び計測ステーションは、製造アイランドと呼ばれる場所に設置さ
れています。ここでは、ガイドに沿って自動走行する車両が、各ステーションにアクスルやコン
ポーネントを運搬します。これは、制御室に設置された、スマートな

システムによってコント

ロールされる機械学習システムによって可能になりました。従来の製造ラインはありませんが、
人と機械が常にシステム全体、輸送システム、製品を見守っています。その結果としてオーナー
に提供される利点は、より多くの、より新しいバリエーションを、より迅速に製造できる点です。
さらに、最先端の知識を備えたイノベーターによる確立されたチームの存在も、電動アクスルド
ライブの製造にアドバンテージをもたらしています。ジュール工場の電気モーター開発部、製造
計画部、そしてエンジンスタートアップセンターは、緊密に連携して作業を行いました。それに
より、技術面で最適化された状態で、製造を開始することが可能になりました。さらに、ジュー
ル工場の電気モーター開発部は、環境試験、音響面の最適化、サブコンポーネントの設計におい
ても、的を絞った支援を行いました。その実例としては、ハウジングやエンドシールドの鋳造な
どが挙げられます。
電気モーターの中核コンポーネントとなるステーターのブランクには、出来る限り多くの細いエ
ナメル銅線を巻き付けなければなりません。この工場では、革新的なモジュラーマシンを使用し
て、高密度でワイヤーを巻き付けていきます。巻き付けの密度が高いほど、パワーの発生も効率
的になります。次のステップとして、ブランクはグレイ鋳鉄製のケーシングに圧入されます。ス
テーターが完成したら、ローターと各種アタッチメントを装着します。すべての装着が完了した
ら、ハウジングを閉じます。組立が終わった電動アクスルユニットが正しく機能することを確認
するため、気密性試験、高電圧試験に加えて、テストベンチでの作動試験が実施されます。
電動アクスルは、さらに

つの大型コンポーネントから構成されています。独立したハウジング

を備えて傍らに設置されるパワーエレクトロニクス、ギヤボックス、そしてホイールにパワーを
伝達する

本のフランジシャフトです。

台には、電動アクスルが

セット使用され

ます。スピードセンサーとローター用のクーラント回路が取り付けられると、ダイキャリアが自

動的にギヤボックスをモーターの上に設置します。それに続いて、パワーエレクトロニクスとフ
ランジシャフトが取り付けられます。
電気駆動システムの品質を安定して確保するため、技術開発部では、車両の生産が開始されると
同時に、電気モーター用のテストベンチが

つ新設されました。このベンチ上で行われる試験と

継続的な負荷運転において、電動アクスルは、繰り返しピーク性能を発揮できなければなりませ
ん。
アウディ ハンガリアの品質保証部のスタッフもまた、完成した電動アクスルに様々な試験を実施
します。光学的な
どを活用し、

計測、コンピュータートモグラフィー、専用のロボット、デジタル顕微鏡な

ミリ単位で精度を計測し、素材品質を点検します。ここでも、

は、

駆動システムの製造方法に関して蓄積された膨大な経験の恩恵を受けています。
高電圧のパイオニア：新しいバッテリー組み立て施設
アウディは、 モビリティに関連する生産のあらゆるステージに熟練し、オーナーの期待に応える
ためにプロセスを最適化する取り組みを続けています。アウディの電気自動車に、既製品のバッ
テリーを使用することは考えられませんでした。アウディが目指す
の専門知識によってのみ実現できるからです。したがって、

（先進）は、独自
開発の初期段階から、包

括的なアプローチの中で、バッテリー組み立て工場が必要になることは明確でした。
意図したとおりにバッテリーシステムを使用するためには厳しい要件をクリアしなければならず、
時として要件が矛盾している場合もあります。俊敏なパフォーマンスと優れたハンドリングを実
現するためには、軽量でコンパクトな構造が必要です。同時に、バッテリーはできるだけ多くの
エネルギーを供給しなければならず、何千回もの充電を繰り返していも、出力が低下することな
く適切に機能することが求められます。同時に、バッテリー本体と接続部に最大の安全性を確保
するため、効率的な冷却も重要です。
他の工場が保有している専門技術も、生産ネットワークを通じてバッテリー組み立て工場に集め
られました。例えば、バッテリーカバーのパーツはハンガリーのジュール工場から、ハウジング
のパーツはネッカーズルム工場から調達されました。また、バッテリーの製造に関連する新しい
技術も開発されました。例えば、コンパクトなハウジング内で、モジュールの正確な接続を可能
にする、型を使用したセルモジュールの自動配置技術などです。ここでは、ハウジングの耐負荷
機能を確保して構造体の強度を保つため、各エレメントを圧入してボルトで固定し、スペースを
最大限に活用しています。
生産を担当する従業員もまた、プロセスの各ステップにおいてパイオニア的な役割を果たしてき
ました。例えば、各モジュールの電気コネクターは、かつてのように固定式ではなく、柔軟なタ
イプに変更されています。製造部門のエキスパートは、このきわめて複雑なプロセスを完全に自
動化することに成功しました。このプロセスは現在、特許を出願中です。
は、ボディショップから組立ラインに供給される、アルミニウム製のバッテリーハウ
ジングを採用しています。この中に、きわめて精密かつ緊密にモジュールが詰められています。
のバッテリーハウジング内には一般的な冷却システムがなく、したがってクーラントも

流れていません。しかしセルで発生した熱は、バッテリーハウジングの外側に接着された充填材
に均等に吸収され、冷却システムへと伝達されます。この熱伝導性に優れたジェルは、空気を含
んでいないため、すべての面が完全に接触しています。この構造は、業界でも初めて採用される
もので、製造は高い技術を要するものです。アウディのエキスパートが実現した冷却システムの
接着面積は、車両の中でも最大となりました。
セルモジュールを相互接続する行程は、コンタクティングと呼ばれています。開発者は、優れた
接触抵抗を達成するために、モジュールの

極あたり

本のボルトで接続する行程を設計しまし

た。これによって、熱によって発生するエネルギー損失がきわめて少なくなり、必要なコンポー
ネントすなわち

の電気モーターへ、最大の電流を送ることが可能になりました。

コンタクティングが完了すると、システムの電圧は約

に達します。従って、この高電圧テ

クノロジーを扱うスタッフ全員が適正な資格を取得しています。セルモジュールを

層にマウン

トする作業は、ロボットが行います。その後、従業員が配線を行ってユニットを装着し、ハウジ
ングを密閉します。各バッテリーは、 つの試験ユニットで包括的な試験サイクルが実施されます。
このようなプロセスを経て初めて、完成したユニットが、

のフロアアセンブリーへ精

密に取り付けられます。ガイドに沿って自動走行する車両が、必要なバッテリーを組立ラインま
で運搬します。
「マリアージュ」への道：

の組み立て

アウディ ブリュッセルの全グループとチームは、 モビリティの立ち上げ準備に
ました。アウディ グループ内において、ベルギー工場は
電動

である

年間を費やし

モビリティ実現の要となっています。

は、その生産工程すべてにおいて、大きな変化を必要としました。

を製造するという挑戦を目の前に、ボディショップ、ペイントショップ、組立ライン
のすべてを完全に準備するため、アウディは必要な対策を段階的に実施しました。生産ネットワ
ークの中で、関連性のある工場は初期段階から協力を始めました。例えばアルミニウムとスチー
ルを使ってボディパーツを製造するジュール、インゴルシュタット、ネッカーズルムの各工場の
プレスショップです。技術開発部門、プレシリーズセンター、ロジスティックス部門とプランニ
ング部門も準備に参加しました。もちろん、アウディ ブリュッセル自体も、
トするために、工場全体の改装が必要となりました。生産プランナーは、

モビリティへシフ
の生産開始

にあたって、組立工場のホールレベル全体を強化し、組立ラインを徐々に再構築してゆきました。
そこには、燃料タンクも、エキゾーストシステムも、内燃エンジンもありません。存在するのは、
一体化されたバッテリーユニットで、高電圧下の作業が必要となります。

の生産にお

ける多くのステップが、完全に再検討され、計画され、実施されました。それは、建物のレイア
ウトから始まっています。新しいバッテリーの組立ラインのために、ロジスティックスショップ
は完全に建て直されました。生産およびロジスティックス部門は、車両に搭載するバッテリーが、
ジャスト イン シーケンスで到着するように設定しました。製造されたバッテリーシステムは、搭
載準備部門へと輸送されます。この部門は、

組立ホールの

階にあります。そこで行

われる数多くの作業手順は、内燃エンジンを搭載する従来型自動車の製造原理と基本的によく似
ています。従業員の多くが、従来型車両の生産に立ち会った経験を持っているため、これは大き
な利点となりました。

経験豊かで、広範囲な資格を持ったスタッフから構成されるチームは、生産開始にあたって重要
な柱となります。このチームのアウディ ブリュッセルにおける平均勤続年数は
ウディの最終組立行程には、

台につき

人以上の作業員が関わります。さらに、

年です。ア
台以上

のロボットも活用しています。体力的に厳しい作業や、高電圧バッテリーとの接触が求められる
作業はロボットが行います。生産工程のスムーズな立ち上げには、バーチャルファクトリーにお
いて、あらゆる生産シーケンスをシミュレーションしたことが大きく貢献しています。実際の生
産が開始される何ヶ月も前から、生産プランナーは高性能なコンピューターを使って、ごく小さ
なネジに至るまで、あらゆるシナリオを検討しました。
の生産ライン総延長は、

にも及びますが、そのラインに最初に乗る大型コンポ

ーネントは、電気モーター、ギヤボックス、パワーエレクトロニクスを備えたフロントアクスル
です。コンポーネント全体が、アウディ ハンガリアの電動アクスル組立ショップから運搬されて
きます。組立プロセスにおける次の大きな作業ステップは、高電圧ケーブルの設置とクーラント
ラインの接続です。バッテリーをハウジングに入れ、冷却ユニットを接着し、アンダーボディプ
ロテクションを装着することで、このステップは完了します。製造されたアンダーボディが
を出る前に、

番目の大きなステップが行われます。もう

階

台の電気モーターが搭載されるリヤ

アクスルの組立です。
駆動ユニットが完成したら、「マリアージュ」のときがやってきます。すなわち、ボディと駆動
システムを組み合わせる作業です。最適な作業サイクルによって

階で組み立てられたシャシー

フレームは、専用の開口部を通して上の階へと引き上げられ、ボディに組み付けられます。次の
ステーションでは、充電ユニットと関連するコネクターを装着されます。このエリアで作業する
従業員は、専門の電気技師としての教育を受けています。
が組立ラインを進んでゆく間に、コントロールユニットにデータを入力して、初期
設定が行われます。ウィンドウ、ヘッドライニング、シート、ステアリングホイール、ディスプ
レイやスイッチ類もここで装着されます。

においても、これらの古典的パーツの取

り扱いには細心の注意が払われます。その理由は、素材およびクラフトマンシップによるインテ
リアの優れた品質によって、何百万人ものファンの方々がアウディを支持しているからです。
が生産ラインを出る前には、慣らし運転用のテストベンチで包括的なプログラムを完
了しなければなりません。ここでは、バッテリーの充電からコースティング、フルスロットルで
の高速走行まで、実走行における主要な条件を想定したシミュレーションが行われます。最後に、
クルマは工場の外に出て、走行試験が実施されます。工場には、様々な路面を備えたテストトラ
ックが併設されており、各車両は実際の走行環境で問題がないことを証明しなければなりません。
このような厳しい手順を完了して始めて、

はオーナーの元へと届けられていきます。

車両概要および仕様について

エクステリアデザイン
 全長

、全幅

、全高

、ホイールベース

 ラップアラウンドと呼ばれるショルダーラインによる
ーフ、力強い


。
ならではのデザイン、フラットなル

ピラー、強固なアンダーボディ プロテクション。

専用装備：ライトグレーのシングルフレームグリル、表現力豊かなサイドシルエリア、
エキゾーストパイプのないディフューザー、高電圧を象徴するオレンジを採用したロゴとブレ
ーキキャリパー（オプション）。

 ヘッドライトに組み込まれた水平方向に広がる

のライトシグネチャー、リヤに採用され

た幅広いライトストリップ。

空力（エアロダイナミクス）
 洗練されたエアロダイナミクス：バーチャルエクステリアミラー、ブレーキ冷却ダクト付き調整
式クーリングエアインテーク、全域にライニングを施したアンダーボディ、エアカーテン、エア
フローを最適化したホイール、低転がり抵抗タイヤ、長いルーフエッジスポイラー。
 標準エクステリアミラーを装着した場合の空気抵抗係数は
ステリアミラーを搭載すると

セグメント最高値となる

、オプションのバーチャルエク
に向上。

 非常に低い風切り音やノイズ、斬新かつ静かなドライビング体験と高い快適性を実現。

駆動システム
 フロント及びリヤアクスルに電気モーターを各
トルクは

基搭載：合計システム出力は

、最大

。

 ゼロ発進のパフォーマンスはスポーツカーと同等、 ～
トモード）、最高速度はリミッターにより
 瞬時のコントロールが可能な電動

加速はわずか

秒（ブース

に制限。

輪駆動システム、各ホイールへのトルク配分も個別に制

御：ドライブ及びブレーキコントロールの緊密なネットワーキング。
 可変制御され極めて効率に優れた回生コンセプト、コースティング及びブレーキング時にエネ
ルギーを回収：ドライバーが


段階から選択可能。

サイクルにおいて、 回の充電で

以上の走行が可能。

サスペンション
 バッテリーを車両中央部の低重心位置に設置したことによるスポーティなキャラクター。


種類のプロフィールを備えるアウディ ドライブセレクトダイナミックハンドリングシステ
ム：スポーツ及びオフロードモードを備え、無効にすることも可能なエレクトロニックスタビ
リゼーションコントロール（

）。

 コンパクトなセントラルユニットが管理し、電気駆動されるシリンダーによって瞬時に最大制
動圧を達成する革新的なホイールブレーキシステム：ブレーキペダルシミュレーターはドライ
バーが気づかないうちに制動圧の増加と開放を実行。
 プログレッシブステアリング及びアダプティブエアサスペンションを標準装備：車高を基準値
から上下に

幅で調整することが可能。

高電圧バッテリー

のエネルギー、定格電圧
 サイズ：
、

、重量約

。

のセルモジュール、各モジュールには

層構造で

のパ

ウチセルを搭載。

 セルスペースの外側に設置したアルミニウムセクションが放熱を担当する間接的冷却システム。
 バッテリーを取り囲むフレームと厚いフロアプレートによる構造が実現する、高い衝突安全性。



つの冷却回路とヒートポンプを備える、効果的なサーマルマネージメントシステム。

充電オプション
 移動先での充電：直流では最大

に対応、交流では

または

に対応（後者の場

合は車載型のセカンドチャージャーが必要）。
 アウディのオーナーに対するサービス：カード
ンの約

％で簡単に充電ができるシステム：

枚で、ヨーロッパ全土にある充電ステーショ
年からはプラグ＆チャージに対応してクル

マを自動的に認証。
 自宅での充電では

に対応（オプションで

：自宅に設置されているエネルギー管

理システムと連携し、家庭用太陽光発電を活用するなどのインテリジェントな追加機能を利用
可能。


アプリで充電の遠隔操作やプレヒーター／エアコンディショナーの作動が可能。

インテリア
 エレガントで控えめなデザイン言語によるインテリア。
 乗員を取り囲むようなラップアラウンド、ドライバー重視の運転席、宙に浮いているような印
象を与え、シフトスイッチを配置したハンドレストを備えた立体的なセンタートンネル。
 厳選された素材とカラー、ナチュラルな木目仕上げのアッシュ材など。
 広々としたスペース：定員は

名、

のラゲージ容量はリヤシートを倒すと

拡大可能：フロントハッチ下の収納コンパートメントの容量は

まで

。

 包括的な快適性と利便性を実現する装備（オプション）：ベンチレーション及びマッサージ機能
付きシート、コンツァー アンビエントライティングパッケージ、

キー及びパーソ

ナライゼーション機能。

操作系及びコネクティビティ
 触覚フィードバックを備えた

インチ及び

インチの大型タッチスクリーン。

 新技術を体験できるタッチディスプレイ付きバーチャルエクステリアミラー（オプション）
 オンボード及びオンラインサーチが可能な自然言語によるボイスコントロール。
 アウディ バーチャルコックピットを標準装備、プラスバージョンは

番目のビューとヘッドア

ップディスプレイを採用。


ナビゲーションプラスを標準装備、

規格に対応、

ホットスポット機

能。
 柔軟性の高い

ロードプランナーを含む多様なオンラインサービスを利用できる

。


年の中頃からは、様々なライティング機能、アシスト機能、インフォテインメント機能
を購入後に予約して使用することが可能。

 アダプティブドライブアシストや効率アシストなど、長距離ドライブ、市街地走行、パーキン
グ用のドライバーアシスタンスシステム：センサーデータを処理するセントラルコントローラ
ー（

）。

戦略と生産



は、アウディ初の量産電気自動車。
年までには主要なラインナップのすべてに電動化バージョン（電気自動車またはプラグ
インハイブリッド）を投入：

年には

自動車のコンパクトモデルを投入：
場において



が登場：

年には電気

年以降にネッカーズルム郊外のベーリンガーホフ工

を生産。

年には、納車されるアウディの

を電動化し、年間

万台規模に。

を中心とした新サービス：長距離ドライブに対応するヨーロッパの急速充電ネッ
トワーク確立のために

に参加：ヨーロッパ圏内にある公共充電ステーションの

カードを使って簡単にアクセスできる

チャージングサービスを開始：

％に

年の中頃以

降は一部の車両機能をオンデマンドで柔軟に購入可能。


ニュートラルなブリュッセル工場での製造：

年までに、すべての工場の

ニュー

トラル化を目指す。


用の電動アクスルドライブは、世界最大のエンジン工場であるアウディ ハンガリ
アのジュール工場で組み立て。

 ブリュッセル工場にはバッテリー組立施設を保有：インゴルシュタットのガイマースハイムに
はコンピテンスセンターを設置。

