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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】内燃機関と電気機械とを有するハイブリッド車
を提供する。
【解決手段】内燃機関２と少なくとも一つの電気機械３
とを有し、且つ車両１のリヤアクスル５の駆動用トラン
スミッション４を有するハイブリッド車１に関する。こ
こで内燃機関２及び一つの電気機械３は、トランスミッ
ション４の共通の入力シャフト６に対応して設けられて
いる。前記種類のハイブリッド車の場合、本発明によれ
ば、内燃機関２と、前記一つの電気機械３と、前記電気
機械３用のメインバッテリ１９又は内燃機関２用のタン
クとが、車両１の後部領域において、走行方向に対して
横置きに配置され、電気機械パワーは内燃機関２のパワ
ーより大きいことが提供される。前記種類の車両の場合
、車両の構造的スペースの最適利用によるハイブリッド
ドライブの高度な電化が可能である。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内燃機関（２）と少なくとも一つの電気機械（３）とを有し、且つ車両（１）のリヤア
クスル（５）の駆動用トランスミッション（４）を有するハイブリッド車（１）であって
、前記トランスミッション（４）の共通の入力シャフト（６）に対応して前記内燃機関（
２）及び前記一つの電気機械（３）が設けられているハイブリッド車（１）において、前
記内燃機関（２）と、前記一つの電気機械（３）と、前記電気機械（３）用のメインバッ
テリ（１９）又は前記内燃機関（２）用のタンクとが、前記車両（１）の後部領域におい
て走行方向に対して横置きに配置され、前記電気機械パワーは前記内燃機関（２）のパワ
ーより大きいことを特徴とする、ハイブリッド車。
【請求項２】
　前記ハイブリッド車（１）がスポーツカーであることを特徴とする、請求項１に記載の
ハイブリッド車。
【請求項３】
　前記内燃機関（２）が占める構造的スペースが、前記電気機械（３）が占める構造的ス
ペースより小さいことを特徴とする、請求項１又は２に記載のハイブリッド車。
【請求項４】
　前記内燃機関（２）が略水平配置、特に水平配置であることを特徴とする、請求項１～
３のいずれか一項に記載のハイブリッド車。
【請求項５】
　前記内燃機関（２）が３気筒エンジン又は４気筒エンジンであることを特徴とする、請
求項１～４のいずれか一項に記載のハイブリッド車。
【請求項６】
　前記車両（１）の前記フロントアクスル（１２）の駆動用の別の電気機械（１５）が、
前記車両（１）の前部領域に配置されることを特徴とする、請求項１～５のいずれか一項
に記載のハイブリッド車。
【請求項７】
　前記別の電気機械（１５）が前記フロントアクスル（１２）の前に配置されることを特
徴とする、請求項６に記載のハイブリッド車。
【請求項８】
　前記車両（１）が前記別の電気機械（１５）用のメインバッテリ（１９）を有すること
を特徴とする、請求項７に記載のハイブリッド車。
【請求項９】
　前記メインバッテリ（１９）が、前記車両（１）の前記リヤアクスル（５）の領域に配
置されることを特徴とする、請求項１～８のいずれか一項に記載のハイブリッド車。
【請求項１０】
　前記メインバッテリ（１９）が、前記リヤアクスル（５）の前、且つ前記内燃機関（２
）の前に配置されることを特徴とする、請求項９に記載のハイブリッド車。
【請求項１１】
　前記車両（１）が、前記内燃機関（２）の運転用の燃料タンク（１８）であって、前記
別の電気機械（１５）の上に配置されるか、又は前記リヤアクスル（５）の領域において
前記リヤアクスル（５）の前に配置されるタンク（１８）を有することを特徴とする、請
求項１～１０のいずれか一項に記載のハイブリッド車。
【請求項１２】
　固定電源供給ネットワークへの接続部を用いて前記メインバッテリ（１９）を充填可能
であることを特徴とする、請求項１～１１のいずれか一項に記載のハイブリッド車。
【請求項１３】
　前記電気機械パワーが約１８０ｋＷであり、且つ前記内燃機関のパワーが約１６０ｋＷ
であることを特徴とする、請求項１～１２のいずれか一項に記載のハイブリッド車。
【請求項１４】
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　前記一つの電気機械（３）のパワー及び前記別の電気機械（１５）のパワーが、それぞ
れ約９０ｋＷであることを特徴とする、請求項１３に記載のハイブリッド車。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、内燃機関と少なくとも一つの電気機械とを有し、且つ車両のリヤアクスルの
駆動用トランスミッションを有するハイブリッド車に関し、ここで内燃機関及び一つの電
気機械は、トランスミッションの共通の入力シャフトに対応している。
【背景技術】
【０００２】
　前記種類のハイブリッド車は、パラレルハイブリッド車である。前記種類のハイブリッ
ド車の場合、内燃機関と電気機械とが共通のドライブトレインにおいて作動する。従って
、少なくとも１つの運転状態で、前記両ドライブの力又はトルクは同時に利用可能となる
。
【０００３】
　冒頭に記載した種類のハイブリッド車は、（特許文献１）により公知である。前記ハイ
ブリッド車では、内燃機関、電気機械及びトランスミッションが車両方向に、すなわち縦
置きに搭載される。ここで内燃機関は電気機械の前に配置され、電気機械はトランスミッ
ションの前に配置される。前記アセンブリは、この縦置きの配置のために、リヤアクスル
から前方に展開する車両の長手方向の広がりに極めて大きい構造的スペースを必要とする
。前記車両には、車両のフロントアクスルのホイールを駆動する別の電気機械が提供され
る。
【０００４】
　（特許文献２）は、ハイブリッド車について記載している。前記ハイブリッド車では、
２つのホイールを有するアクスルがドライブトレインに対応して設けられている。このド
ライブトレインは前記アクスルと平行に、すなわち走行方向に対して横置きに配置される
。前記ドライブトレインは、内燃機関、電気機械及びトランスミッションにより形成され
る。電気機械はエネルギー変換器を介してメインバッテリに接続される。従って前記ハイ
ブリッド車はパラレルハイブリッド車としても形成される。
【０００５】
　産業用トラックの形態をとるハイブリッド車において、走行方向に対して横置きに配置
されるドライブはまた、（特許文献３）からも公知である。このドライブアセンブリは、
車両のフロントアクスルとリヤアクスルとの間に配置される。メインバッテリは、ドライ
ブアセンブリの後ろ、すなわち前記ドライブアセンブリとリヤアクスルとの間に位置決め
される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】独国特許出願公開第１０　２０１１　０００　６０９　Ａ１号明細書
【特許文献２】米国特許出願公開第２００７／０１３７９０６　Ａ１号明細書
【特許文献３】独国特許出願公開第１０　２００７　０４４　５２６　Ａ１号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明の目的は、車両の構造的スペースの最適利用によりハイブリッドドライブの高度
な電化が可能となるように、冒頭に記載した種類のハイブリッド車をさらに発展させるこ
とである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　この目的は、内燃機関と、前記一つの電気機械と、電気機械用メインバッテリ又は内燃
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機関用タンクとが、車両の後部領域において走行方向に対して横置きに配置され、電気機
械パワーは内燃機関のパワーより大きいことで達成される。
【０００９】
　ハイブリッド車は、特にスポーツカーである。
【００１０】
　ドライブトレインを横置きに配置することにより、特に、大きい内燃機関を有する公知
のリヤエンジンスポーツカーとの関連で、後端領域に比較的大きい構造的空きスペースが
生じる。ここで、前記構造的空きスペースは、比較的大型の電気メインバッテリに利用す
るか、又はメインバッテリが車両の前端に配置される場合には、タンクに利用することが
できる。このハイブリッド車は電気機械パワーが内燃機関のパワーより大きくなるよう設
計されているため、電気機械と内燃機関とで構成されるユニットを、極めてコンパクトな
構造のユニットとなるように構成することができる。従ってハイブリッド車、特に通常大
排気量の６気筒又は８気筒エンジンにより駆動されるハイブリッドスポーツカーにおいて
、例えば、代わりに小型の内燃機関、例えば３気筒エンジン又はコンパクトな４気筒エン
ジンを使用することが考えられ得る。一つの電気機械は、このようにして自動車の後端領
域に得られた構造的スペースに配置される。
【００１１】
　従って、前輪駆動量産車両の、又は量産車両製造セットの、大幅に安価な上に低パワー
で動く従来の内燃機関ドライブトレインに頼ることが可能である。
【００１２】
　内燃機関、又は一般に横置き搭載物は、水平に配置され得る。スポーツカーに典型的に
みられるような低い重心位置は、このようにして維持することができる。この水平配置は
また、横置き搭載物の上に追加的な構造的スペースももたらす。基本的には、内燃機関又
は横置き搭載物を、前記水平配置から外れる配置で位置決めすることも可能である。例え
ば、横置き搭載物を垂直配置で提供してもよい。搭載物の姿勢が斜めに傾いた配置、すな
わちエンジンがホイールの接地面に平行な平面に水平に配置されるのでなく、前記平面に
対し鋭角をなす平面に配置されることも考え得る。
【００１３】
　本発明の好ましい改良例では、車両のフロントアクスル駆動用の別の電気機械が車両の
前部領域に配置されることが提供される。このハイブリッド車は、特に、リヤアクスル用
のハイブリッドドライブとフロントアクスル用の完全に電気式のドライブとを有する全輪
駆動車両の形態である。
【００１４】
　重量配分、効率及びトラクションの理由から、別の電気機械はフロントアクスルの前に
配置することが、特に有利であると考えられる。
【００１５】
　車両は、別の電気機械用のメインバッテリを有する。メインバッテリは、好ましくは、
別の電気機械と、さらに車両のリヤアクスルの領域に配置される電気機械との両方に割り
当てられる。
【００１６】
　メインバッテリは、例えば車両のリヤアクスルの領域に配置される。ここで、前記メイ
ンバッテリは特に、リヤアクスルの前、且つ内燃機関の前に配置される。或いはメインバ
ッテリは車両の前端に配置されてもよい。
【００１７】
　内燃機関の運転用の燃料タンクは、車両の前端において別の電気機械の上に配置される
か、又は車両の後部領域において内燃機関の前に配置される。
【００１８】
　メインバッテリは、好ましくは、固定電源供給ネットワークへの接続部を用いて充電す
ることができる（プラグインハイブリッド）。
【００１９】
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　従って本発明は、その改良例を含め、量産ドライブトレインを使用して製造することの
できるハイブリッド車、特にハイブリッドスポーツカーを提案する。これは、具体的にハ
イブリッド化されたスポーツカーの場合、タンク及び排気系統を有する内燃機関の他に、
電気ドライブ、メインバッテリ及び充電ユニットも狭い構造的スペースに収容する必要が
あることから生じる、構造的スペースが大幅に不足するという問題を解決する。このハイ
ブリッド車には高度な搭載電気パワーが提供されるため、従来の方法で駆動されてきた車
両に関連する駆動力の欠点を生じることなしに、内燃機関のサイズを小さくすることが可
能になる。ここでは、前輪駆動量産車両の、又は量産車両製造セットの、大幅に安価でい
て低パワーで動く従来の内燃機関ドライブトレインに頼ることが可能である。例えば、従
来より大排気量気筒タイプのエンジンにより駆動されてきたスポーツカーの場合、このハ
イブリッド駆動型であれば、小型の量産車両ドライブトレインに変更し、そのパワー不足
を、このようにして得られた構造的スペースに高出力の電気機械を用いることにより補償
することが可能である。ドライブトレインの前に搭載スペースが得られたことで、リヤア
クスルの前に、大型のメインバッテリに十分なスペースが提供され、従って車両の長い航
続距離要件を実現し得る。タンクは車両の前端に、別の電気機械の上に配置することがで
きる。タンクは、同じ航続距離を維持しながらも、従来の車両のタンクより小さい寸法と
することができる。この配置によって、車両の前端及び車両の後端の荷物室容積を実質的
に維持することができる。衝突時に最も重要な構成要素、具体的にメインバッテリ及び燃
料タンクは、即時変形範囲の外側に位置している。ドライブコンセプト全体を、既存の量
産車両をベースとして、対応するボディシェルの改良を伴い安価に実現することができる
。
【００２０】
　本発明のさらなる特徴が、従属項、添付の図面及びその図面に示される好ましい例示的
実施形態の説明より明らかになる。但し本発明は、前述の例示的実施形態に限定されるも
のではない。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】スポーツカーの形態である本発明に係るハイブリッド車を、上から見たときの概
略図で示す。
【図２】後端領域及び車両の乗員室に属するフロアアセンブリについて、ハイブリッド車
の車体の三次元図を示す。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　図１は、内燃機関２と、電気機械３と、車両１のリヤアクスル５の駆動用トランスミッ
ション４とを有するハイブリッド車１を示す。ここで、内燃機関２及び電気機械３は、ト
ランスミッションの共通の入力シャフト６に対応して設けられている。入力シャフト６は
電気機械３を貫通して延在する。入力シャフト６は、クラッチ７を用いて内燃機関２のク
ランクシャフト８に接続することができる。トランスミッション４はディファレンシャル
９を介してリヤアクスル５に接続される。リヤアクスル５は、ハイブリッド車１の右ホイ
ール１０及び左ホイール１１に対応している。
【００２３】
　フロントアクスル１２は、操縦可能ホイール１３及び操縦可能ホイール１４に対応して
いる。フロントアクスル１２の前に、別の電気機械１５が搭載される。前記別の電気機械
１５は、クラッチ１６及びトランスミッション１７によってフロントアクスル１２に非ポ
ジティブロック式に接続することができる。電気機械１５の上にタンク１８が配置される
。
【００２４】
　この車両には、車両１のリヤアクスル５の領域に、メインバッテリ１９が走行方向に対
して横置きに搭載される。この場合、メインバッテリ１９はリヤアクスル５の前に配置さ
れる。
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【００２５】
　ハイブリッド車では、例えば、第１の電気機械の最大パワーが約９０ｋＷ、特に９０ｋ
Ｗであり、且つ第２の電気機械の最大パワーが約９０ｋＷ、特に９０ｋＷであり、さらに
は内燃機関の最大パワーが約１６０ｋＷ、特に１６２ｋＷであることがある。そのような
レベルのパワーは、例えば１．４リットルの排気量を有する４気筒内燃機関により発生す
る。この内燃機関用の燃料を収容する、フロントアクスルの領域、すなわち１つの電気機
械の領域に配置されるタンクは、例えば約４５リットルのタンク容量を有する。
【００２６】
　従って電気機械パワー、すなわち２つの電気機械のパワーは、内燃機関のパワーより大
きい。
【００２７】
　明瞭性を高めるために選択される選択図に関わらず、内燃機関２は垂直に配置されるの
ではなく、むしろ好ましくは略水平に配置される。従って、内燃機関２と電気機械３とト
ランスミッション４とから形成されるドライブトレインについては、スポーツカーにおい
て典型的である低い重心位置が維持される。内燃機関２及び電気機械３の寸法により、内
燃機関２が占める構造的スペースは、電気機械３が占める構造的スペースより小さい。ド
ライブトレインを横置きに配置すると、後端領域に比較的大きい構造的空きスペースが得
られる。前記構造的スペースは、比較的大型の電気メインバッテリ１９に利用される。
【００２８】
　図２は、ハイブリッド車１の車体２０の部分的領域を示す。この図は、乗員室に属する
フロアアセンブリ２１を示し、またハイブリッド車１の後端車体領域２２も示す。前記領
域から、内燃機関２と電気機械３とトランスミッション４とを含む、ハイブリッド車１に
おいて後方奥深くに配置される構成の前に、十分な構造的空きスペース２３があることが
分かる。この構造的空きスペース２３の領域に、横置きされるメインバッテリ１９を配置
することができる。前記メインバッテリは図示しない。基本的には、前記領域にメインバ
ッテリを配置する代わりに、そこにタンクを配置することが可能である。この場合、フロ
ントアクスルの領域には、タンクを提供する代わりに、メインバッテリが配置される。
【００２９】
　ハイブリッド車１は、固定電源供給ネットワーク（プラグイン）への接続部（図示せず
）をさらに有する。
【符号の説明】
【００３０】
　１　ハイブリッド車
　２　内燃機関
　３　電気機械
　４　トランスミッション
　５　リヤアクスル
　６　入力シャフト
　７　クラッチ
　８　クランクシャフト
　９　ディファレンシャル
　１０　ホイール
　１１　ホイール
　１２　フロントアクスル
　１３　ホイール
　１４　ホイール
　１５　電気機械
　１６　クラッチ
　１７　トランスミッション
　１８　タンク
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　１９　メインバッテリ
　２０　車体
　２１　フロアアセンブリ
　２２　車体領域
　２３　構造的スペース

【図１】 【図２】



(8) JP 2014-201308 A 2014.10.27

10

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                    テーマコード（参考）
   Ｂ６０Ｋ   1/04     (2006.01)           Ｂ６０Ｋ   1/04    　　　Ｚ          　　　　　
   Ｂ６０Ｌ  11/14     (2006.01)           Ｂ６０Ｌ  11/14    　　　　          　　　　　

(72)発明者  マルクス　ゲーリング
            ドイツ国　７１１５４　ヌフリンゲン，　フォルシェンウエグ　７
(72)発明者  マルティン　ロス
            ドイツ国　７１２７７　ルーテスハイム，　トゥルペンウエグ　９
(72)発明者  ヴェルナー　フェフナー
            ドイツ国　７５２３３　ティーフェンブロン，　シュターデルバッハシュトラーセ　３６
Ｆターム(参考) 3D202 AA01  AA10  EE01  EE23  FF02  FF04  FF13  FF14 
　　　　 　　  3D235 AA02  BB17  BB18  CC07  CC12  CC15  CC32  DD05  DD12  DD13 
　　　　 　　        DD32  FF35 
　　　　 　　  5H125 AA01  AB01  AC08  AC12  AC24  FF01  FF04 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

