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注意事項

本取扱説明書について

手引き
「取扱説明書」から特定のテーマを調べる場合、50音検索が適しています。

車両の概要については、「画像検索」をお勧めします。

取扱説明書の有効性
車両の生産
工場での製造時点で、印刷された取扱説明書は最新の媒体です。編集締切後の更新により、製本版の取扱
説明書とインテグレーテッド オーナーズ ハンドブックで相違がある場合があります。

編集締切後の更新に関する注意事項は、製本版の車両取扱説明書の添付ページに掲載されている場合があ
ります。

車両でのソフトウェア アップデート後
Remote Software Upgradeなどによる車両のソフトウェア アップデート後、車両のインテグレーテッド
オーナーズ ハンドブックに最新情報が提供されます。

補足情報

サービス パートナー
不明な点は、いつでもメーカーのサービス パートナーにお問い合わせください。

インターネット

インデックスA–Z !!検索 "



インターネット
車両情報やBMWに関する技術情報などの一般的な情報は、 # www.bmw.co.jp(http://www.bmw.co.jp)
でご覧いただけます。

製本版の取扱説明書
製本版のオーナーズ ハンドブックには、モデルに応じて現在および今後提供される全ての標準装備、国別
装備、オプション装備品について記載されています。 # 詳しい情報 ：

BMW Driver’s Guideアプリ
BMW Driver’s Guide Appでは、モデルに応じて現在および今後提供される全ての標準装備、国別装備、オ
プション装備品が表示されます。アプリはスマートフォンやタブレットに表示させることができます。

BMW Driver’s Guide Web
Driver’s Guideウェブでは、モデルに応じて現在および今後提供される全ての標準装備、国別装備、オプ
ション装備が表示されます。Driver’s Guide Webは最新のどのブラウザでも表示できます。

シンボルと表示

取扱説明書の中のシンボル マーク
シンボル 意味

お客様ご自身と他者の安全さらに車両の損傷を回避するために守らなけ
ればならない警告。

環境保護に貢献する措置。

「...」 機能を選択するための車内ディスプレイのテキスト。

›...‹ スピーチコントロール用のボイス コマンド。

››...‹‹ スピーチ コントロールシステムの応答。

取扱い手順
実行する取扱い手順は数字付きリストで表示されています。手順に従ってください。

1. 第1の取扱い手順。
2. 第2の取扱い手順。

列挙



強制的な順序や代替方法のない列挙は、箇条書きのリストで表示されています。

‒ 第1の方法。
‒ 第2の方法。

車両部品につけられたシンボル
取扱説明書に詳細情報が記載されていることを示す車両部品のマーク。

車両の部品にこのマークが付いている場合、高電圧技術またはオレンジ色のハイ ボルテージ コンポーネン
トを正しく使用しないと、感電により生命に危険が及ぶような傷害を負うおそれがあることを示していま
す。

車両装備
このオーナーズ ハンドブックには、全てのモデルについて、また、モデルに応じて、つまりモデル シリー
ズで、現在および今後提供される全ての標準装備、国別装備、オプション装備品について記載されていま
す。したがって、このオーナーズ ハンドブックには、以下の状況などが理由でお客様の車両にはない装
備、システム、機能についても説明と図が含まれています：

‒ 選択されたオプション装備品。
‒ 国別仕様または国別装備。
‒ 後のリリースやソフトウェア アップデートの可能性。

このことは、安全関連の機能とシステムにも当てはまります。

走行を始める前に、説明されている装備または機能が車両で利用可能かどうかを確認してください。現
在、車両に機能があるかどうかや、車両に機能をインストールできるかどうか、いつインストールできる
かといった情報は、メーカーのサービス パートナーや他の認定サービス パートナーにお問い合わせくださ
い。



オーナーズ ハンドブックに説明があることを理由に、車両の装備、システムまたは機能を利用可能にする
ように求めることはできません。

該当する機能とシステムを使用する場合は、各国の有効な法律と規定に従ってください。

このオーナーズ ハンドブックで説明されていない装備やモデルがある場合は、製本版のオーナーズ ハンド
ブックや、必要に応じて付属の取扱説明書補足版をご覧ください。

本書では、一部に左ハンドル車の図でのみ説明している場合があります。右ハンドル車の場合は、表示さ
れているマークなどを参考にしてください。

本書の内容について
車両の機能および安全、ならびに品質向上の観点から、道路運送車両法および関連法令に基づき、装備内
容は変更される場合があります。

車両の構造、装備および付属品の仕様変更や改良などにより、本書の内容とお客様の車両が一致しない場
合がありますので、あらかじめご了承ください。

車両の仕様説明のために法定速度を超える記載があります。これは高速走行を奨励するものではありませ
ん。事故予防のために走行時には法定速度を遵守してください。

お客様の安全のために

適切な使用
車両を使用する場合は、以下に注意してください：

‒ 取扱説明書。
‒ 車両の情報。ラベルは剥がしません。
‒ 車両のテクニカル データ。
‒ 車両を走行させる国の現行法および安全基準。
‒ 車検証および法定文書。

保証
車両は、最初に納車 - 型式承認が行われる国で定められている運転条件や認可要求を技術的に満たすよう
に設計されています。車両を外国で運転する場合は、運転条件や認可要求が母国と異なることがありま
す。その場合は車両を事前にその国で適用される運転条件や認可要求に合わせる必要があります。車両が
特定の国の型式承認要求を満たしていない場合、その車両に対する保証申請が無効となる場合がありま
す。車両メーカーが不適切であると判断しているコントロール ユニット、ハードウェアまたはソフトウェ
アによって車両エレクトリカル システムに変更が加えられた場合、保証請求権が失効することもありま
す。詳細はサービス パートナーにお問い合わせください。



注記：法律上の保証に加えて、ドイツで販売を行っているBMW認定ディーラーまたはBMW AG直営ディー
ラーは、BMW新車の購入時にBMW品質保証書においてさらなる性能保証を行っています。詳しい情報： 
# www.bmw.de/qualitaetsbrief(http://www.bmw.de/qualitaetsbrief) 。

点検整備および修理
最新の素材や高性能電子機器の技術的進歩に伴い、適したメインテナンスや修理の方法が必要になってい
ます。

そのため車両メーカーは、該当する作業をBMW正規ディーラーに依頼することを推奨しています。その他
のワークショップに依頼する場合、BMWは、メインテナンスおよび修理などの該当する作業をBMW規定
に従って実行し、適切なトレーニングを受けたメカニックが作業を行う専門ワークショップを選択するこ
とを推奨します。この取扱説明書ではそれらのワークショップをその他の認定サービス パートナーあるい
は認定専門ワークショップと呼んでいます。

メインテナンスや修理などで作業が適切に実行されなかった場合は、結果として車両が損傷し、それが原
因で安全性が損なわれるおそれがあります。

車両塗装に対し専門知識を欠いた不適切な作業を行うと、レーダー センサーなどのコンポーネントの故障
や異常を招き、安全性に問題が生じるおそれがあります。

部品およびアクセサリー
BMW社が承認し、適切であると認めている部品およびアクセサリー製品をご使用になることを推奨しま
す。

BMW正規ディーラーでは、BMW純正部品、アクセサリーならびにBMW社の承認する製品、およびそれら
に対する適切なアドバイスを提供しております。

これらの製品は、BMW車両に取り付けた場合の安全性と機能の有用性についてBMW社が試験したもので
す。

BMW社はBMW純正部品およびアクセサリーに対して製造物責任を負っています。これに対して、承認し
ていない部品やアクセサリー製品については、いかなるものであってもBMW社は責任を負いません。

BMW社は全ての他社製品について、それがBMW車両において安全性に問題を生じさせることなく使用で
きるかどうかを判定することはできません。それらの製品が特定の国の法的な許可を取得している場合で
も、安全性を保証することはできません。そのような試験は、必ずしもBMW車両の全ての使用条件を考慮
しているとは限らず、そのためBMW社の要求事項を満たしていない場合もあります。

車両データおよびデータ保護

責任および権利
データに対する責任
車両メーカーは、データ保護ガイドラインまたは法律のもと、車両の使用またはウェブページ、カスタ
マー サポート、オンラインサービスおよびマーケティングの範囲内で収集された個人データの取扱いに責
任を負います。



個人の特定
各車両には、車両特定番号が付けられています。国に応じて車両識別番号やライセンス プレート ナン
バー、該当官庁によって車両所有者を特定することができます。さらに、使用しているConnectedDriveア
カウントなどにより車内で発生したデータでドライバーや車両所有者を特定する方法もあります。

データ保護法
車両利用者は有効なデータ保護法にしたがい、車両メーカーや個人データを取得または取り扱う企業に対
して、特定の権利を有します。

車両利用者は、車両利用者の個人データを保存する機関に対して、無償で包括的な情報要求権を有してい
ます。

この機関には以下などが含まれます：

‒ 車両メーカー。
‒ 認定サービス パートナー。
‒ ワークショップ。
‒ サービス プロバイダー。

車両使用者は、どの個人データが保存され、どのような目的で利用され、そのデータの出処はどこなのか
情報開示請求することができます。この情報を請求するには、所有または使用証明が必要です。

情報開示請求は、他の企業や機関に転送されたデータに関する情報も含まれます。

車両メーカーのウェブサイトには、適用される個人データの取扱いに関する注意事項が記載されていま
す。この個人データの取扱いに関する注意事項には、データの削除や訂正を行う権利についての情報も含
まれています。車両メーカーのインターネットサイトには、メーカー問い合わせ先および個人情報保護責
任者の問い合わせ先も記載されています。

車両所有者は、メーカーのサービス パートナーまたはその他の認定サービス パートナーあるいは専門ワー
クショップでも、車両に保存されているデータを有料で読み出すことができます。

車両データの読み出しは、法的に決められた車両オンボード診断OBDのソケットを使用して行われます。

データ処理
個人データの収集は、車両メーカーとして顧客または立法機関に対する義務を履行するため、または高品
質な製品およびサービスを提供するために必要になる場合があります。

これには、例えば以下が含まれます：

‒ 車両の販売、整備および修理の範囲内での契約による義務履行。販売プロセスや整備など。
‒ 車両に関連したデジタルサービスの提供のための契約による義務履行。BMW ConnectedDriveなど。
‒ 製品品質の保証、新製品の研究、開発およびサービスプロセスの最適化。
‒ 直営ディーラーおよび国内の販売会社を含む販売プロセス、サービスプロセスおよび管理プロセスの実
行。

‒ カスタマー サポート。契約精算時など。
‒ 個人の同意にもとづいた広告に関する通信および市場調査。
‒ 権利義務の履行。テクニカルキャンペーンに関する情報など。
‒ 主張された保証請求の処理。

データ収集



収集するデータの種類
状況に応じて、以下の個人データを収集する可能性があります。

連絡先データ
名前、住所、電話番号、Eメール アドレス。

個人データ
‒ 顧客が提出した個人情報。誕生日、学歴、家族構成または職業。
‒ 身分証明のためのデータ。免許証など。

契約データ
‒ 顧客番号、契約番号、購入済みオンラインサービス。
‒ 登録されている支払情報。クレジットカード番号など。

支払能力の表記
‒ リスクのある取引に関する情報。
‒ 詐欺または犯罪に関する情報。

興味関心
顧客が提出した興味関心についての情報。お気に入りの製品、趣味、その他個人的な嗜好。

ウェブページおよび通信の利用
‒ ウェブページをどのように利用しているか、メッセージを開いたか、転送したかの情報。
‒ オンラインサービス、顧客ポータルおよび興味関心ポータルに関するアカウント情報。

取引およびインタラクション データ
製品およびサービスの購入、カスタマー サポートとのやり取りおよび市場調査への参加に関する情報。

自動車メーカーのアプリおよびサービスの利用
モバイル端末機器でのアプリの利用およびオンライン サービスの利用に関する情報。

車両機能および設定に関する項目
車両の機能および設定に関する情報。オンライン サービスの利用時など。

車両に関連するセンサー データおよび利用データ
車両で生成または処理されるデータ。

‒ ドライバー アシスタント システム：センサー データを処理することで、車両の周囲またはドライバーの
行動が評価されます。

‒ 個人設定：車両プロファイルに保存された設定。シート設定など。
‒ マルチメディア、ナビゲーション システム。目的地など。

データ収集の時点



個人データの収集は、以下の時点で行われることがあります：

‒ 車両メーカーとの直接のコンタクト時。ウェブページ経由など。
‒ 製品およびサービスまたは直接の購入に関する情報の要求時。ウェブページまたはアプリなどで。
‒ 直接の購入時。ウェブページなどで。
‒ サービスの直接の購入時。オンライン サービスなど。
‒ 直接のマーケティング アクションに対する顧客の返答時。個人データが記載される場合。
‒ 車両、製品、サービスおよびデジタル サービスの利用時。ウェブページ、アプリなど。
‒ 車両メーカーが認めたパートナーまたはサードパーティによる個人データの伝送時。データ保護法の前
提条件を満たしている場合。

‒ 認められた住所情報提供業者による個人データの準備時。データ保護法の前提条件を満たしている場
合。

‒ 車両識別番号を含む車両データの読み出し時およびサービス、整備、修理の間。

車内のデータ
一般事項
車両には電子コントロール ユニットが取り付けられています。電子コントロール ユニットは、車両セン
サーなどから受信したデータや内部で生成したデータ、交換したデータを処理します。多くのコントロー
ル ユニットは車両の安全機能に必要であり、ドライバー アシスト システムなどのように走行をサポートす
るものもあります。さらにコントロール ユニットはコンフォートまたはインフォテイメント機能を実行し
ます。

車両に保存されたデータはいつでも削除することができます。これらのデータを第三者へ転送すること
は、オンライン サービスの利用の枠組みにおいて個人の希望に基づいてのみ行われます。転送はサービス
利用時の希望設定によって異なります。

センサー データ
アクティブ クルーズ コントロールや疲労アシスタントなどのドライバー アシスタント システムは、セン
サー データを処理することで、車両の周囲またはドライバーの行動を評価します。

これには、例えば以下が含まれます：

‒ 車両とその個別コンポーネントのステータス メッセージ。例えばホイール回転数、ホイール速度、減
速、横方向加速度、シート ベルト装着など。

‒ 周囲の状況、例えば気温、レイン センサーの信号。

データは車内で処理され、通常揮発性です。顧客が同意したサービスの提供のために必要な場合は、作動
時間を超えてもなお保存されます。

電子的なコンポーネント
コントロール ユニットや車両キーなどの電子部品は、技術情報を保存するためのコンポーネントを含みま
す。これは車両状態や部品への負荷、メインテナンスの必要性、イベント、エラーに関する情報を一時的
または長期的にメモリーすることができます。

これらの情報は一般に、以下のようなコンポーネント、モジュール、システム、および車両の周囲の状態
を記録するものです：

‒ システム コンポーネントの作動状態、例えば充填レベル、タイヤ空気圧、バッテリー ステータスなど。
‒ 重要なシステム コンポーネントの機能異常、故障、例えばライトおよびブレーキ。



‒ エアバッグの作動、ドライビング スタビリティ コントロールの作動など、特別な走行状況での車両の反
応。

‒ 車両損傷の状況に関する情報。

これらのデータはコントロール ユニット機能の実行に必要です。さらにこれらのデータは機能不良の検出
と解消、車両機能の最適化に使用されます。

これらのデータの大部分は揮発性であり、車両自体でのみ処理されます。一部のデータのみ、状況に応じ
てイベントまたはディフェクト メモリーに保存されます。

個人設定
シート、エアコンまたはライト調節などのコンフォート機能は走行をより快適にします。この機能の個人
設定は、車両プロファイルに保存することができ、他のドライバーによって一時的に設定が変更された場
合などに、希望に応じてこれを呼び出すことができます。装備に応じて、このユーザー プロファイルを車
両メーカーの安全なデータ システムに保存することができます。車両交換の際に、保存したユーザー プロ
ファイルを他の車両に簡単に適用させることができます。

車両プロファイルに保存された車両設定は、いつでも変更および削除することができます。

マルチメディアおよびナビゲーション システム
例えばスマートフォンやMP3プレーヤーを介して、データをさらに車両のエンターテイメントおよび通信
システムに送信することができます。送信したデータは車内で処理され、お気に入りの曲を再生したりす
ることができます。

これは装備に応じて異なります：

‒ 音楽、映画、写真などのマルチメディア データ、内蔵のマルチメディア システムでの再生用。
‒ 内蔵のハンズフリー ユニットまたは内蔵のナビゲーション システムと接続して利用されるアドレス帳
データ。

‒ 目的地：ナビゲーション システムが学習した目的地を使用して、装備に応じて自動的にルート案内を開
始することができます。

‒ インターネット サービスの利用に関するデータ。

これらのデータは車両にローカルでメモリーすることができます。あるいはスマートフォン、USBス
ティック、MP3プレーヤーなど、車両と接続された機器に入っています。

サービスのデータ
一般事項
例えば修理作業、サービス プロセス、保証、品質保証などでサービス業務が要求される場合、車両からこ
れらの技術的な情報と車台番号を読み出すことができます。

保存されたデータ
車両の電子コンポーネントには、車両状況、イベントおよびエラーに関する技術情報を保存するデータ メ
モリーが含まれる場合があります。サービス処置に必要なデータは現地で処理され、処置終了後に自動的
に削除されます。情報の読出しはメーカーのサービス パートナーまたはその他の認定サービス パートナー
あるいは専門ワークショップで行うことができます。サービスおよび修理作業においては、専用の診断シ
ステムを使用してオンボード診断OBDからデータを読み出し、車両メーカーに伝送します。データの読み
出しと転送は拒否することができます。



サービス プロセスの最適化
車両メーカーは、最適なサービスを得られるよう車両のドキュメントを保存します。法的な規則の範囲内
で、このドキュメントは専門ワークショップなどの権限を持つ第三者に提供されることがあります。

この権限を持つ第三者はこのデータを、該当するサービスおよび修理作業を行う目的にのみ利用できま
す。これによって、車両への不必要な二重作業などの実行を防ぎます。

製品品質の保証
このデータは車両の技術的な状態を記録し、故障の発見や補償義務および品質改善の遵守のために使用さ
れます。

製品品質の保証および新製品開発のため、ライト、ブレーキ、パワー ウィンドウ、ディスプレイなどの個
別コンポーネントやシステムの利用に関するデータを読み出すことがあります。これらのデータは、車両
メーカーがコンポーネントおよびシステムを最適化するのに役立ちます。データの分析はテクニカルキャ
ンペーンや法的な回収措置のベースにもなります。

さらにメーカーは製造物責任法により製品監視義務を担っています。この義務を果たすために、車両メー
カーは車両からの技術的なデータを必要とします。

グッドウィルおよび保証要求
これに加えて、車両からのデータは顧客からの補償および保証要求の検査にも使用されます。グッドウィ
ルまたは保証要求が主張された場合、読みだしたデータは迅速な要求説明のために車両メーカーに伝送さ
れます。

車両のエラーおよびイベント メモリーは、メーカーのサービス パートナーまたはその他の認定サービス
パートナーあるいは専門ワークショップにおいて修理またはサービス作業の範囲でリセットすることがで
きます。

データの点検
製品品質の保証やサービス プロセスの最適化を目的とした車両メーカーへのデータ伝送は、希望に応じて
差し止めることができます。

データ開示のための法的要求
車両メーカーは、有効な法律の範囲内において、保存されているデータを官庁に提供する義務がありま
す。必要範囲のデータ提供は、犯罪行為の解明など個別のケースで行われます。

国の機関には有効な法規の範囲内で、個別のケースにおいて自身でデータを車両から読み出す権利があり
ます。情報は事故の解明などの場合に、主にエアバッグ コントロール ユニットから読み出されます。

モバイル端末機器
装備に応じて、BMWコネクテッドやApple CarPlayなどを使用して車両の機能を制御するために、スマー
トフォンなどのモバイル端末機器を車両と接続することができます。その場合、モバイル端末機器の画像
と音声などをマルチメディア システムを介して車両に出力することができます。

同時に、一部の情報がモバイル端末機器に伝送されます。接続方式によって、位置データとその他の一般
車両情報などがこれに含まれます。これにより、ナビゲーションや音楽再生など、選択したアプリを最適
に利用することができます。その他のデータ処理の方式は、使用される各アプリのプロバイダーによって



規定されます。

サービス
一般事項
車両が無線ネットワークを使用する場合、車両とBMW ConnectedDriveなどのその他のシステム間での
データ交換が可能となります。

車両メーカーのサービス
車両メーカーのオンライン サービスの場合、各機能の説明は取扱説明書やメーカーのウェブ サイトなど適
切な個所にあります。そこには、関連するデータ保護法の情報も記載されています。

オンライン サービスを利用する際には、個人に関するデータが使用されることがあります。データ交換
は、例えば車両メーカーの専用データシステムとの安全な接続を介して行われます。

サービス提供の範囲を超える個人データの収集、処理、利用は、法律による許可、契約による取決め、ま
たはユーザーの同意に基づいてのみ行われます。

BMW ConnectedDrive
BMW ConnectedDriveはさまざまなデジタルサービスによって車両のネットワーク化を行います。利用
時、車両に保存されており、契約したサービスの提供のために必要なデータのみがオンラインで伝送され
ます。車両の識別および現在位置特定の情報など。ユーザーとの契約が基礎となります。

個別のケースでは、前定義されたイベントによってデータ伝送が行われます。SOSコールなど。無線ネッ
トワークは、車両固有の送受信ユニットにより、または個人的に使用するスマートフォンなどのモバイル
端末を介して実現されます。データ伝送は希望に応じて作動解除することができます。

無線ネットワークを介してオンライン機能を利用することができます。これには、車両メーカーまたは他
のプロバイダーによって提供されるオンライン サービスやアプリが含まれます。

他のプロバイダーのサービス
他のプロバイダーのオンライン サービスを利用する場合、これらのサービスは該当するプロバイダーの責
任ならびにデータ保護および利用条件に従うことになります。車両メーカーはその際、やり取りしたデー
タに影響を与えません。

第三者のサービス範囲における個人データの収集および処理の方法、範囲、目的についての情報は、該当
するプロバイダーにお問い合わせください。

自己判断
各ユーザーは、サービスの契約を結ぶか自分で決定します。BMW ConnectedDriveなど。データ処理の範
囲やコンテンツに関した書面による情報はサービス提供前に行われ、車両の引き渡し時に行われます。

ユーザーはいつでもサービスを解約し、サービスに必要なデータ処理を差し止めることができます。ま
た、全てのデータ接続をオンまたはオフにすることもできます。ただしSOSコール システムなど、法律で
規定された機能は除外されます。

車両データの透明性



BMW CarDataは、BMW ConnectedDrive利用時に車両データの取り扱いを明確にすることができます。
BMW CarDataを介して、BMW ConnectedDriveの範囲で処理される車両データを第三者に伝送するかどう
か、決定することができます。個別のサービスでは、これによって保険会社などの第三者へのデータ使用
許可に同意するか、拒否するか決めることができます。

さらに、いつでもBMW CarDataのアーカイブを要求することができます。アーカイブには、BMW
ConnectedDriveの範囲内で送信され、保存されたデータに関する情報が含まれています。サードパーティ
のプロバイダーのBMW CarDataへのアクセスは、車両メーカーのサーバーを介してのみ行われます。車両
およびそのデータへの直接のアクセスは認められません。

BMW CarDataに関する詳細な情報は、BMW ConnectedDriveポータルをご覧ください。

法律で規定されたSOSコール システム
原理
法律で規定されたSOSコール システム（eCall）では、例えば事故の際に手動によるSOSコールまたは自動
のSOSコールが可能です。

SOSコールは公的な救急機関により受けられます。

一般事項
緊急通報用電話をベースとした、法律で規定されたオンボードSOSコール システムeCall、その作動方法お
よび機能に関する情報はSOSコールのチャプターにあります。

緊急通報用電話をベースとしたeCallサービスは、一般的な公共サービスで、無料で提供されます。

重大な事故が発生すると、法律で規定されたSOSコール システム（eCall）がオンボードのセンサーを介
し、標準設定で自動的にオンになります。これに加えて、インテリジェントSOSコール システム装備車の
場合で重大な事故の際にこれが機能しないときは、法律で規定されたSOSコール システム（eCall）が自動
的に作動します。

法律で規定されたSOSコール システム（eCall）は、必要な時に手動で作動させることもできます。

危険なシステム障害が発生し、法律で規定されたSOSコール システムeCallが機能しない場合、乗員に対し
警告が行われます。

詳しい情報：

‒ # SOSコール 。
‒ # 機能障害 。

データの取扱いに関する情報
法律で規定されたSOSコール システム（eCall）による個人データの取扱いは、以下の規定に沿って行われ
ます：

‒ 個人データ保護：欧州議会および欧州理事会の規則2016/679/EG。
‒ 個人データ保護：欧州議会および欧州理事会のガイドライン2002/58/EG。

個人データは、eCall SOSコールを欧州共通緊急通報用電話番号112（欧州の場合）に繋ぐ目的でのみ使用
されます。



SIMカード
法律で規定されたSOSコール システム（eCall）は、車両に取り付けられたSIMカードを介して無線で実行
されます。SIMカードは常時モバイル ネットワークに接続されているのではなく、SOSコールが作動して
いる時間だけ接続されます。

データの種類および受信者
法律で規定されたSOSコール システム（eCall）は、以下のデータのみを収集および処理できます：

‒ 車台番号。車両、例えばモデルを迅速に識別するため。
‒ 車両タイプ。乗用車など。
‒ ガソリン、ディーゼルなどのエンジンの種類。救助の際に燃料による火災の危険がないかリスクを判断
するため。

‒ 事故発生時の車両位置およびそれ以前の3箇所の車両現在位置および進行方向。複雑な地形でも車両位置
を素早く特定するため。

‒ システム自動作動のプロトコル データおよびそのタイムスタンプ。
‒ 救急機関に提供される管理情報、例えば、SOSコールが自動的に送信されたか、または手動で送信され
たかについての情報など。

‒ 救急隊の投入計画を最適にすることを目的として、事故発生時刻を特定するためのタイム スタンプ。
‒ 走行方向。例えば高速道路で車線情報を伝えるため。

その領土でeCallシステムのSOSコールが発信された国の官庁が、法定SOSコールのデータを受信して処理
するSOSコール指令センターを決定します。

データ処理の形態
法律で規定されたSOSコール システム（eCall）は、システム メモリーに含まれているデータにSOSコー
ル作動前にシステム外部から決してアクセスすることができないようになっています。

法律で規定されたSOSコール システム（eCall）用に収集されたデータは車両にのみ保存され、SOSコール
の作動時に救急機関に送信されます。

法律で規定されたSOSコール システム（eCall）は、決してさかのぼって追跡できず、通常時は長時間の追
跡を行いません。

法律で規定されたSOSコール システム（eCall）では、システムの内部メモリーのデータが必ず自動的およ
び継続的に削除されます。

システムの内部メモリーにある車両現在位置のデータは継続的に上書きされ、システムの通常機能のため
に必要な車両現在位置として利用可能な位置は、常に多くとも直近の3箇所となります。

法律で規定されたSOSコール システム（eCall）の作動データの記録の保存は、最長でもeCall SOSコール
の処理目的を果たすのに必要な期間に限定され、eCall SOSコール作動から13 時間後には必ず削除されま
す。

データ処理に該当する人物の権利
車両所有者などデータ処理に該当する人物は、データにアクセスする権利があり、自身に該当するデータ
でその取扱いが規定に反する場合はデータの修正や削除、ロックを要求することができます。規定により
行われる修正や削除、ロックは、釣り合いの取れたコストや手間で可能な場合、データを受け取った第三
者に通知しなければなりません。



データ処理に該当する人物は、個人データの取扱いによって権利が侵されたと解釈する場合、データ保護
を担当する官庁に苦情を伝える権利があります。

アクセス権の処理については、メーカーのサービス パートナーまたはその他の認定サービスパートナーあ
るいは専門ワークショップにお問い合わせください。

車台番号

一般事項
国別仕様に応じて、車両識別番号の取付け位置が異なります。この章には、このモデル シリーズで考えら
れるすべての位置が記載されています。

フロント フード下
車両識別番号の刻印は車両右側のフロント フード下にあります。

必ずメーカーのサービス パートナーまたはその他の認定サービス パートナーあるいは専門ワークショップ
で、フロント フードを開けてもらいます。

安全上の注意事項

$ フロント フード下の作業は行わない

警告

フロント フードの下で不適切な作業を行うと、構成部品が損傷し、安全性に問題が生じるおそれがありま
す。事故の危険性や損傷が発生する危険があります。フロント フード下の作業はメーカーのサービス パー
トナーまたはその他の認定サービス パートナーあるいは専門ワークショップに依頼してください。

フロント フードを開く
フロント フードを開くには、以下のように操作します：



1. ワイア ループをインスツルメント パネルの開口部から取り出します。

2. ワイア ループを引きます。左フロント フラップ ロックがロック解除されます。

3. 車両右側でも同じことを行います。
4. フロント フードがロック解除され、テールゲートを開けることができるようになります。

右タイプ プレート



車台番号は車両右側の型式プレートに記されています。

左タイプ プレート

車両識別番号は車両左側のタイプ プレートに記されています。

フロント ウィンドウ



車台番号はさらにフロント ウィンドウ後ろにあります。
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BMW iX.

ハイ ボルテージ システムの安全性

車両装備
この章では、モデルに応じて現在および今後提供される装備、システム、機能について、それらがお客様
の車両にない場合も含めて説明されています。

詳しい情報：

! 車両装備 。

車両での作業

一般事項
アクセサリーの後付けなどの車両の変更および作業は、メーカーのサービス パートナーまたはその他の認
定サービス パートナーあるいはBMW規定に準拠して適切な訓練を受けたメカニックのいる専門ワーク
ショップにご依頼ください。

安全に関する注意事項

" メインテナンスおよび修理をサービス パートナーに依頼する

インデックスA–Z ##検索 $



警告

特にハイ ボルテージ システムのメインテナンスや修理で作業が適切に行われなかった場合は、感電が起こ
るおそれがあります。けがをするおそれ、火災の危険、生命の危険があります。車両に関する作業、特に
メインテナンス、修理、変更については、必ずメーカーのサービス パートナーまたはその他の認定サービ
ス パートナーあるいは専門ワークショップに依頼してください。

水との接触
ハイ ボルテージ システムは、通常、以下のような状況でも安全です：

‒ 例えばウィンドウを開いた状態で雨が降った後に足元に水が溜まったとき。
‒ 走行可能と規定される深さの水に車両が入っている。
‒ ラゲッジ ルームに液体がこぼれたとき。

高電圧バッテリーのモニター

原理
高電圧バッテリーの温度はモニターされます。

高電圧バッテリーの温度が異常に高くなると、合図を発します。

安全に関する注意事項

" 通知の際の処置に関する注記を確認してください

警告

高電圧バッテリーの温度が異常に高い場合、ガスや煙が発生するおそれがあります。けがをするおそれま
たは生命の危険があります。異常な臭いまたは煙の発生が確認された場合は、通知の際の処置に関する注
記を確認してください。

高すぎる温度の通知
走行中
チェック コントロール メッセージが表示されます。



充電プロセス中および直後
国別仕様に応じて：車両のホーンが鳴り、場合によっては車両照明が点滅します。

通知の際の処置
走行中
1. 直ちに停車させます。
2. 車両を安全に駐車してください。
3. 車両から離れます。
4. 車両との距離を十分に取って、その場にとどまります。
5. 救助隊に通報します。

充電プロセス中および直後
1. 必要に応じて車両から離れます。
2. 車両との距離を十分に取って、その場にとどまります。
3. 救助隊に通報します。

自動的作動解除
事故時には、乗員と他の道路利用者が危険にさらされないように、ハイ ボルテージ システムが自動的にオ
フになります。

詳しい情報：

! 事故後の行動 。



BMW iX.

取扱説明書のメディア

車両装備
この章では、モデルに応じて現在および今後提供される装備、システム、機能について、それらがお客様
の車両にない場合も含めて説明されています。

詳しい情報：

! 車両装備 。

一般事項

メディアの概要
取扱説明書の項目はさまざまなメディアにより呼び出すことができます。取扱説明書のメディアとして次の
ものが提供されています：

‒ 製本版の取扱説明書。
‒ インテグレーテッド オーナーズ ハンドブック。

取扱説明書の有効性
車両の生産
工場での製造時点で、印刷された取扱説明書は最新の媒体です。編集締切後の更新により、製本版の取扱
説明書とインテグレーテッド オーナーズ ハンドブックで相違がある場合があります。

編集締切後の更新に関する注意事項は、製本版の車両取扱説明書の添付ページに掲載されている場合があ
ります。
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車両でのソフトウェア アップデート後
Remote Software Upgradeなどによる車両のソフトウェア アップデート後、車両のインテグレーテッド
オーナーズ ハンドブックに最新情報が提供されます。

製本版の取扱説明書

原理
製本版のオーナーズ ハンドブックには、モデルに応じて現在および今後提供される全ての標準装備、国別
装備、オプション装備品について記載されています。

一般事項
ナビゲーション システム、エンターテイメント、コミュニケーションに関する取扱説明書は、正規ディー
ラーで製本版をお求めいただけます。

取扱説明書の補足版
取扱説明書の補足版も確認してください。これは車両に付属されている書類に、補足として添付されてい
る場合があります。

インテグレーテッド オーナーズ ハンドブック

原理
インテグレーテッド オーナーズ ハンドブックでは、モデルに応じて現在および今後提供される全ての標準
装備、国別装備、オプション装備品が表示されます。インテグレーテッド オーナーズ ハンドブックをコン
トロール ディスプレイに表示させることができます。

取扱説明書を選択する
1. 「メニュー」
2. 「車両アプリ」
3. 「取扱説明書」
4. 項目への希望するアクセス方法を選択します。

取扱説明書内でページをスクロールする
次の内容または前の内容が表示されるまで、上または下にスワイプします。

ヘルプ



一般事項
インテグレーテッド オーナーズ ハンドブックは、どのメニューからでも呼び出すことができます。選択し
た機能に応じて、その機能の説明あるいはインテグレーテッド オーナーズ ハンドブックのメイン メニュー
が表示されます。

メニューからコンテキスト ヘルプを選択する
1. 希望のメニュー項目を押し続けます。
2. 「ヘルプ」

チェック コントロール メッセージからコンテキスト ヘルプを選択する
直接、コントロール ディスプレイのチェック コントロール メッセージから選択：

「取扱説明書」
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車両のセンサー

車両装備
この章では、モデルに応じて現在および今後提供される装備、システム、機能について、それらがお客様
の車両にない場合も含めて説明されています。

詳しい情報：

! 車両装備 。

概要
装備に応じて、以下のカメラとセンサーが車両に取り付けられています：

‒ フロント カメラ。
‒ フロント ウィンドウ裏のカメラ。
‒ ドア ミラー カメラ。
‒ リア ビュー カメラ。
‒ フロント レーダー センサー。
‒ フロント サイド レーダー センサー。
‒ リア サイド レーダー センサー。
‒ フロント/リア バンパー内の超音波センサー。
‒ サイド超音波センサー。

カメラ

フロント カメラ
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フロント カメラはイラストの強調表示されている部分にあります。

フロント ウィンドウ裏のカメラ

カメラはルーム ミラー付近に取り付けられています。

ドア ミラー カメラ



ドア ミラー ハウジングの下部に各1個のカメラがあります。

リア ビュー カメラ

カメラはリアのエンブレム内にあります。

カメラの機能前提条件
カメラ付近を清潔に保ち、遮るものがないようにします。

詳しい情報：

‒ ! 洗車 。
‒ ! カー ケア 。

カメラのシステム限界



カメラのシステム限界
カメラの機能が制限されているか、例えば以下の状況では表示が間違っているおそれがあります：

‒ 濃い霧、激しい雨や降雪のとき。
‒ 急勾配の上りや下り、狭いカーブの走行。
‒ カメラの検知範囲がフロント ウィンドウのくもりやステッカーなどで覆われている場合。
‒ カメラのレンズが汚れていたり損傷している場合。
‒ ドア ミラーが折りたたまれている場合。
‒ ドアまたはラゲッジ ルームが開いているとき。
‒ 低い位置にある太陽などにより、逆光が強いまたは反射が強い場合。
‒ 暗がり。
‒ 高温のためにカメラが過熱し、一時的にオフになっている。
‒ 納車直後でカメラが補正されている間。

システム限界に達すると、必要に応じてチェック コントロール メッセージが表示されます。

レーダー センサー

フロント レーダー センサー

レーダー センサーはイラストの強調表示されている部分にあります。

フロント サイド レーダー センサー



レーダー センサーはイラストの強調表示されている部分にあります。

リア サイド レーダー センサー

レーダー センサーはイラストの強調表示されている部分にあります。

レーダー センサーの機能前提条件
レーダー センサー付近を清潔に保ち、遮るものがないようにします。

詳しい情報：

‒ ! 洗車 。
‒ ! カー ケア 。

レーダー センサーのシステム限界



レーダー センサーのシステム限界
例えば以下のような状況では、レーダー センサーの機能が制限されるか、使用することができないことが
あります：

‒ センサーが汚れている場合。
‒ センサーが氷結した場合。
‒ ステッカー、フィルム、ライセンス プレート ホルダーなどでセンサーが覆われている場合。
‒ 駐車時の損傷などが原因でセンサーが正しく調整されていない場合。
‒ 突き出ている積載物などでセンサーの放射範囲が覆われている場合。
‒ ガレージ壁、生け垣、雪溜め、車両、トレーラーなどでセンサーの検知範囲が隠れている場合。
‒ センサー付近の車両塗装に対して不適切な作業が行われた後。
‒ 急勾配の上りや下り。

システム限界に達すると、必要に応じてチェック コントロール メッセージが表示されます。

超音波センサー

フロント超音波センサー

パーク アシスト システムの超音波センサーはフロント バンパー内にあります。

リア超音波センサー



パーク アシスト システムの超音波センサーはリア バンパー内にあります。

サイド超音波センサー

パーク アシスト システムの超音波センサーは、車両の側面にあります。

超音波センサーの機能前提条件
超音波センサー付近を清潔に保ち、遮るものがないようにします。

詳しい情報：

‒ ! 洗車 。
‒ ! カー ケア 。

超音波センサーのシステム限界



超音波センサーのシステム限界
以下のような状況では、物理的限界により、超音波測定で物体を検知できないことがあります：

‒ センサーが汚れている場合。
‒ ステッカーなどでセンサーが覆われている場合。
‒ 駐車時の損傷などが原因でセンサーが正しく調整されていない場合。
‒ センサー付近の車両塗装に対して不適切な作業が行われた後。
‒ 小さい子供や動物の場合。
‒ コートなどの特定の衣服を着用している歩行者。
‒ 車線の縁部の障害物と人の場合。
‒ 横を通り過ぎる車両や音のやかましい機械、他の超音波源などにより、超音波が外的干渉を受ける場
合。

‒ 高い湿度、降雨、降雪、低温、異常高温、激しい風など、特定の気象条件の場合。
‒ 他の車両のけん引バーとけん引フック。
‒ 薄い物体またはくさび形の物体。
‒ 動く物体。
‒ 高い位置で突出した物体、例えば壁の盛り上がりなどの場合。
‒ 角があり、先が尖り、表面がつるつるした物体。
‒ 細かい表面や構造を持った物体、例えば垣根などの場合。
‒ 表面に穴がたくさんあいている物体。
‒ 小さくて低い物体の場合、箱など。
‒ 縁石の角などのすでに表示されている低い位置の物体は、センサーの死角に入ることがあります。
‒ 柔らかい障害物またはスポンジ材で覆われた障害物の場合。
‒ 植物や茂みの場合。
‒ 自動洗車機に入れる場合。
‒ 例えば速度を抑制するために施された不均一な路面。
‒ 排気ガスがひどい場合。
‒ 車両から飛び出している荷物は、超音波センサーでは考慮されません。
‒ トレーラー ヒッチのカバーが傾いて付いている場合。

システム限界に達すると、必要に応じてチェック コントロール メッセージが表示されます。
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車両の作動状態

車両装備
この章では、モデルに応じて現在および今後提供される装備、システム、機能について、それらがお客様
の車両にない場合も含めて説明されています。

詳しい情報：

! 車両装備 。

一般事項
状況に応じて、車両は次の3つの状態のいずれかになります：

‒ 停止状態。
‒ 作動スタンバイ。
‒ 走行スタンバイ。

停止状態

原理
車両が停車しているとき、これはオフになっています。

一般事項
外側から開ける前とロックして車両を離れた後、車両は停止状態になっています。

安全に関する注意事項
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安全に関する注意事項

$ 車両から離れる前に注意する

$ お子様やペットを車内に残したままにしないでください

自動的にスリープ モードに入る
例えば以下の状況で、自動的にスリープ モードになります。

‒ 車両で操作がまったく行われずに数分が経過した後。
‒ 車両バッテリーの充電状態が低い場合。
‒ iDriveでの設定に応じて：走行後に車両から離れる際に、片方または両方のフロント ドアを開いた場
合。

電話中やロービームがオンになっている状態など、多くの状況では、自動的に停止状態に切り換わること
はありません。

フロント ドアを開けるときに停止状態を確立する
走行後、フロント ドアを開くことによって待機状態にすることができます。そのためには、全員が車両か
ら離れる必要があります。

1. 「メニュー」
2. 「車両アプリ」
3. 「ドアと ウィンドウ」
4. 「ロック/ロック解除」
5. 「ドアを開けた後にスリープモード」

手動でスリープ モードに入れる
走行終了後に車両で停止状態を確立する：



メーターパネルのOFF表示が消えるまで、センター コンソールのダイヤルを押し続けます。

作動スタンバイ

原理
作動スタンバイがオンの場合は、停止時にほとんどの機能を操作できます。希望の設定を行うことができ
ます。

一般事項
フロント ドアを外側から開けた後、車両は作動スタンバイになります。

バッテリーを保護するために、作動スタンバイおよび電装品のスイッチをオンにするのは、どうしても必
要な間だけにしてください。

メーターパネル内の表示



メーターパネルにOFFが表示されます。ドライブトレインがオフで、作動スタンバイがオンの状態です。

走行スタンバイ

一般事項



スタート/ストップ ボタンで走行スタンバイをオンまたはオフにします。

走行スタンバイ オンは、従来の車両でのエンジン スタートに相当します。

走行スタンバイ オフは、エンジン ストップに相当します。

走行スタンバイがオンのとき、車両は走行可能な状態で、メーターパネルにはREADYが表示されます。



全てのシステムが作動可能な状態になります。

駐車する際には、バッテリーを保護するため、走行スタンバイをオフにし、不要な電装品をオフにしてく
ださい。

安全に関する注意事項

$ 交通状況に注意し、状況によっては介入してください

$ 車両から離れる前に注意する

$ ペダルの位置を確認する

$ 車内で仮眠しないでください

$ お子様やペットを車内に残したままにしないでください

$ 自動洗車機では作動スタンバイをオフにしない

走行スタンバイをオンにする
1. 運転席ドアを閉めます。
2. ブレーキ ペダルを踏みます。
3. スタート/ストップ ボタンを押します。
メーターパネル内の大部分の表示灯や警告灯が、異なった長さで点灯します。

メーターパネルにREADYが表示され、信号音が鳴ります。

走行スタンバイがオンになっている。

走行スタンバイをオフにする
停止後：

1. ブレーキを踏み、パーキング ブレーキをかけます。
2. スタート/ストップ ボタンを押します。

READY表示が消え、警告音が鳴ります。

運転席ドアを開ける際に運転席シート ベルトを締めていない場合、走行スタンバイが自動的にオフになり
ます。
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iDrive

車両装備
この章では、モデルに応じて現在および今後提供される装備、システム、機能について、それらがお客様
の車両にない場合も含めて説明されています。

詳しい情報：

! 車両装備 。

操作コンセプト

原理
インフォテインメント システムの操作コンセプトであるiDriveには多数の機能があります。

一般事項
機能は、以下のように操作することができます：

‒ コントローラーにより。
‒ タッチスクリーンにより。
‒ BMW Intelligent Personal Assistantから。
‒ ジェスチャー コントロールにより。

安全に関する注意事項

" システムおよび機器の操作時の注意
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メイン メニュー
概要

メニュー
アプリおよび車両機能へのアクセス。「全てのアプリ」および「車両アプリ」用のフィルターを選択

することができます。「全てのアプリ」エリアにはすべてのアプリと機能が表示されます。「車両アプ
リ」エリアには車両設定用の機能のみが表示されます。最後に選択したフィルターが保存されます。必要に
応じて、「全てのアプリ」エリアに切り換えて、すべてのアプリと機能を表示させます。

メディア
例えばラジオ放送局や外部機器との接続など、エンターテイメント システムの全ての機能へのアクセ

ス。

電話
電話機能およびメッセージ機能へのアクセス、ならびにスマートフォンなどの携帯機器の接続と管

理。

ナビゲーション システム
ナビゲーション システムへのアクセス、目的地入力および交通情報。設定可能な地図画面および施設

などのその他の機能。

ウィジェット
ウィジェットは、例えばナビゲーション システムの地図などのリアルタイム情報とダイナミック コンテン
ツを表示します。ウィジェットは同時にコマンド ボタンとして機能し、目的のメニューにジャンプするこ
とができるようにします。

ステータス情報



ステータス情報
一般事項
コントロール ディスプレイの上部領域にステータス フィールドがあります。ステータス情報はマークで表
示されます。

電話ステータス情報
マーク 意味

通話中。

受信感度。

SIMカードがありません。

エンターテイメント ステータス情報
マーク 意味

USBオーディオ。

Bluetoothオーディオ。

スマートフォン オーディオ。

その他のステータス情報
マーク 意味

チェック コントロール メッセージ。

音声出力がオン。

音声出力がオフ。

初期起動コマンドが有効。

BMW IDまたはドライバー プロファイル。

ルート案内オン。

クイックリスト。

プライベートな内容を非表示にします。



介入なし。

ワイヤレス チャージングが有効。

入力と表示
文字と記号
目的地入力などでは、文字と記号を選択することができます。

文字と記号はコントローラーにより、また装備によってはタッチスクリーンまたは音声入力システムによ
り入力することができます。その場合、キーボードの表示は自動的に変更されます。

マーク 機能

記号を切り換えます。

スペースを入力します。

言語を切り換えます。

音声入力を使用します。

タッチパッドにより入力します。

入力を確定します。

入力範囲を左または右に移動します。

入力比較
例えば連絡先などのデータ ベースから名前と住所を入力するときには、文字と記号を入力するにつれて、
徐々に選択が絞られ、場合によっては完全に入力されます。

入力値は、絶えず車内に保存されているデータと比較されます。

‒ 入力時には、対応するデータがある欧文文字と記号だけが提案されます。
‒ 目的地を検索するときには、iDriveで使用可能な全ての言語で場所の名前を入力することができます。

機能を作動させる/作動解除する
いくつかのメニュー項目の前にマークが表示されます。メニュー項目の選択により、機能が作動または作動
解除されます。

マーク 意味

機能がオンになっている。



機能がオフになっている。

クイック アクセス
クイックリストで、ショートカット、特定の設定値および推奨アプリにアクセスすることができます。

入力 操作方法

クイックリストを表示しま
す。

コントロール ディスプレイを上から下へスワイプします。

コントローラーを上に傾けます。

クイックリストを非表示にし
ます。

コントロール ディスプレイを下から上へスワイプします。

コントローラーを上に傾けます。

ショートカット
一般事項
ラジオ放送局、ナビゲーションの目的地、電話番号、メニューへのジャンプなど、iDriveの機能をショート
カットに記憶させて直接呼び出すことができます。

機能をメモリーする
1. 機能を選択します。例：「メディア」
2. 希望の機能を押し続けます。
3. 「ショートカットに追加」

ショートカットを作成するには、いずれかのBMW IDまたはドライバー プロファイルを有効にする必要が
あります。

機能を実行する
1. コントロール ディスプレイを上から下へスワイプします。
2. 希望のショートカットをタップします。

機能はすぐに実行されます。電話番号が登録されている場合は、直接その番号に電話をかけます。

ショートカットを削除する
1. コントロール ディスプレイを上から下へスワイプします。
2. 希望のショートカットを押し続けます。
3. 「ショートカットの削除」

ダイレクト ジャンプ



ダイレクト ジャンプ

一般事項
車内には、使用したい機能のメニューを直接コントロール ディスプレイに呼び出すボタンがあります。
iDriveで操作を続けます。

概要
車両のボタン

ボタン 機能

走行設定メニュー。

エクステリア ライト メニュー。

インテリア ライト メニュー。



シート設定メニュー。

コントロール ディスプレイ

原理
コントロール ディスプレイにiDriveの機能が表示されます。

安全に関する注意事項

" コントロール ディスプレイの前には物を置かないこと

概要

コントロール ディスプレイ

自動でオン/オフにする
車両をロック解除したときや、操作にコントロール ディスプレイが必要になると、コントロール ディスプ
レイが自動的にオンになります。



特定の状況では、例えば車両で操作がまったく行われずに数分が経過した後、コントロール ディスプレイ
は自動的にオフになります。

手動でオン/オフにする
コントロール ディスプレイは手動でオフにすることができます。

1. コントロール ディスプレイを上から下へスワイプします。
2. 「画面オフ」

コントロール ディスプレイをタップすると、再びオンになります。

システムの限界
直射日光などによってコントロール ディスプレイが非常に高い温度にさらされる場合、明るさが低下し、
完全にオフになることがあります。影やエア コンディショナーにより温度が下がると、再び通常の機能に
戻ります。

コントローラー

一般事項
ボタンを使って、メニューを直接呼び出すことができます。コントローラーでメニュー項目を選択し、設定
を行うことができます。

コントローラーのタッチパッドで、iDriveのいくつかの機能を操作することができます。

概要

コントローラー

コントローラーのボタン



コントローラーのボタン
ボタン 機能

メイン メニューを呼び出します。

メディア メニューを呼び出します。

電話メニューを呼び出す。

ナビゲーション メニューを呼び出します。

前の表示範囲を呼び出します。

操作方法



‒ 回す。メニュー項目などを切り換えます。

‒ 押す。メニュー項目などを選択します。



‒ 4方向に傾けて、例えば表示範囲を切り換えます。

コントローラーによる操作

メイン メニューを呼び出す

ボタンを押します。

メイン メニューが表示されます。

メニュー項目を選択する
1. 希望のメニュー項目がマークされるまで、コントローラーを回します。
2. コントローラーを押します。

ウィジェットを選択する
1. メイン メニューでコントローラーを右に傾けます。
2. 希望のウィジェットが選択されるまで、コントローラーを回します。
3. コントローラーを押します。

表示範囲を切り換える
「システム設定」などのいずれかのメニュー項目を選択すると、新しい表示範囲が表示されます。

‒ コントローラーを左に傾けます。現在の表示範囲が閉じ、その前の表示範囲が表示されます。



‒

ボタンを押します。その前の表示範囲が再び開きます。

文字または記号を入力する
入力
1. コントローラーを回す：列をマークします。
2. コントローラーを押す：マークされた列が選択されます。
コントローラーを左に傾ける：列の選択に戻ります。

3. 文字または音節をマークします。
4. ：文字または音節を選択します。
上の行に、文字または音節が表示されます。

削除する
マーク 機能

コントローラーを押す：文字または記号を削除します。

コントローラーを押し続ける：全ての文字または記号を削除します。

アルファベット文字のリストを操作する
アルファベット文字のリストに30より多くの登録が含まれる場合、登録のある文字を文字フィールドで表
示させることができます。

1. コントローラーを素早く左または右に回します。
2. 希望する登録の最初の文字を選択します。
選択した文字の最初の登録がリストに表示されます。

タッチパッドによる操作

一般事項
コントローラーのタッチパッドで、iDriveのいくつかの機能を操作することができます。

機能を選択する



1. 「メニュー」
2. 「車両アプリ」
3. 「システム設定」
4. 「タッチパッド」
5. 希望する項目を選択します。

文字または記号を入力する
1. マークをタップします。
タッチパッドによる入力がオンになります。

2. 入力モードを選択します。
3. タッチパッドで文字、音節、数字を入力します。
文字を削除するには、タッチパッド上で左方向にスワイプします。

地図を操作する
ナビゲーション システムの地図は、タッチパッドを用いてスクロールすることができます。コントロール
ディスプレイに表示された地図をタップし、次にタッチパッドで操作を続けます。

機能 操作方法

地図をスクロールする。 該当する方向にスワイプします。

メニューを表示する。 1回タップする。

アルファベット文字のリストを操作する
アルファベット文字のリストに30より多くの登録が含まれる場合、登録のある文字に直接ジャンプするこ
とができます。

タッチパッドで最初の文字を入力します。

入力した文字の最初の登録がリストに表示されます。

タッチスクリーンによる操作

一般事項
コントロール ディスプレイにはタッチスクリーンが付いています。

メニュー項目とウィジェットを軽く押すことができます。タッチスクリーンには指で触れてください。物
を使用しないでください。

メイン メニューを呼び出す



シンボルをタップします。

メイン メニューが表示されます。

ウィジェットを適合化する
メイン メニューでウィジェットを適合化することができます。適合化は停車時にのみ行うことができま
す。

1. 必要に応じて マークをタップします。
2. ウィジェットを押し続けます。
3. 希望する適合を行います：

‒ マークをタップします。新しいウィジェットを選択することができます。
‒ マークをタップします。ウィジェットが削除されます。
‒ ウィジェットを押し続け、左または右にスライドします。ウィジェットが希望する位置に移動しま
す。

コンテクスト メニューを呼び出す
メニュー項目に応じて、コンテクスト メニューを他のオプションと一緒に表示させることができます。

希望のメニュー項目を押し続けます。

メニューは、いくつかの項目に分けて構成されています。例：

‒ 「ヘルプ」：インテグレーテッド オーナーズ ハンドブックの呼び出し。
‒ 「ショートカットに追加」：メニュー項目のショートカットを作成します。

文字または記号を入力する
入力
1. 装備に応じて：
‒ タッチスクリーンの マークをタップします。
‒ タッチスクリーンに近づくとコントロール ディスプレイにキーボードが表示されます。

2. 任意の文字と記号を入力します。

削除する
マーク 機能

マークに触れる：文字または記号を削除します。

マークに長く触れる：全ての文字または記号を削除します。

地図を操作する
ナビゲーション システムの地図をタッチスクリーンで動かすことができます。



機能 操作方法

地図をスクロールする。 該当する方向にスワイプする。

地図を拡大/縮小する。 タッチパッド上に置いた2本の指を狭めるか、広げる。

メニューを表示する。 1回タップする。

アルファベット文字のリストを操作する
アルファベット文字のリストに30より多くの登録が含まれる場合、登録のある文字を文字フィールドで表
示させることができます。

1. リストの前の文字をタップします。
文字フィールドが表示されます。

2. 希望の登録の最初の文字をタップします。
選択した文字の最初の登録がリストに表示されます。

BMW Intelligent Personal Assistant

原理

" アニメーション：BMW Intelligent Personal Assistant

BMW Intelligent Personal Assistantは、さまざまな車両機能の自然な音声操作を可能にするパーソナル ア
シスタントです。このパーソナル アシスタントは、プロセスや習慣を自動化することによって、車両の操
作を楽にします。

一般事項
‒ BMW Intelligent Personal Assistantは国別仕様に応じて使用することができます。
‒ このシステムには、運転席側および助手席側の専用マイクが含まれます。
‒ 通常の声量でコマンドを話します。マイクロフォンのすぐ近くで話しても、音声認識されやすくはなり
ません。

‒ コマンドと数字をスラスラと普通の音量、アクセントおよび速度で発話します。
‒ ›...‹は、話すことができるコマンドを示します。

機能の前提条件
‒ iDriveから、パーソナル アシスタントが対応しているシステム言語を設定する必要があります。
! システム言語を設定します 。

‒ コマンドは常に、設定されたシステム言語で話してください。



機能範囲全体を使用するには、以下の機能を有効にする、あるいは設定または予約しておくことをお勧め
します。

‒ 「オンライン音声認識」がオンになっています。
‒ 「データ保護」のすべての設定が有効になっている。
‒ 初期起動コマンドが有効になっている。
‒ BMW IDまたはドライバー プロファイルが有効になっていること。
‒ ConnectedDrive Storeで適切なコネクテッド ドライブ サービスを予約済みであること。

音声入力を作動させる
一般事項
音声入力はさまざまな方法でオンにすることができます：

‒

ステアリング ホイールのボタンを短く押します。運転席側のマイクロフォンが作動しています。
‒ 起動コマンド ›オーケーBMW‹またはあなたの起動コマンドで呼びかけます。その後の音声操作中、初期
起動コマンドが話された場所に応じて、運転席側または助手席側のマイクロフォンが作動しています。

次にコマンドを言います。初期起動コマンドやコマンドを途切れのない文で話すことができます。

ステアリング ホイールのボタン
1. ボタンを短く押します。

2. ボイス コマンドを話します。

起動コマンド

一般事項
初期起動コマンド ›オーケーBMW‹ または自分専用の初期起動コマンドを発話すると、パーソナル アシス
タントが起動します。パーソナル アシスタントが傾聴します。

初期起動コマンド
初期起動コマンド ›オーケーBMW‹ はオン/オフできます。

1. 「メニュー」
2. 「車両アプリ」
3. 「システム設定」



4. 「パーソナルアシスタント」
5. 「起動コマンド」
6. 「"オーケーBMW"」

あなたの起動コマンド
プリセットした初期起動コマンド ›オーケーBMW‹ に加えて、有効なBMW IDまたはドライバー プロファイ
ルを用いて自分専用の初期起動コマンドを設定することができます。ご自分の初期起動コマンドを変更す
ることや削除することもできます。

良好に認識されるようにするには、初期起動コマンドを複数の音節で構成する必要があります。›こんにち
は‹などの追加は不要です。

1. 「メニュー」
2. 「車両アプリ」
3. 「システム設定」
4. 「パーソナルアシスタント」
5. 「起動コマンド」
6. 「パーソナル起動コマンド」
7. 「設定」
8. 「録音開始」

サードパーティの初期起動コマンド
国別仕様に応じて、一部のサードパーティはSiri、Amazon Alexa、Google Assistantなどのデジタル音声
アシスタントを提供しています。

対応している音声アシスタントは、車内でスマートフォンが接続されている場合に使用することができま
す。プリセットされている初期起動コマンドまたはご自分の初期起動コマンドに加えて、接続されている
サードパーティの音声アシスタントの初期起動コマンドを使用することができます。

1. 「メニュー」
2. 「車両アプリ」
3. 「システム設定」
4. 「サードパーティ」
5. 希望する項目を選択します。

音声入力をキャンセルする
‒

ステアリング ホイールのボタンを再度押します。
‒ ›キャンセル‹
‒ コントローラーを右または左に傾けます。
‒ コントローラーを押します。

利用可能なボイス コマンド



一般事項
コントロール ディスプレイの多くの内容はボイス コマンドで操作することができます、例えばメニュー項
目やリスト エントリーなど。表示されているようにリスト登録を話します。

パーソナル アシスタントが対応している指示を出したり、質問をしたりすることができます。

車両ステータスおよび車両機能
‒ ›タイヤ空気圧はまだ正常ですか？‹
‒ ›スポーツ表示を開く。‹
‒ ›取扱説明書を開く‹

ナビゲーション システム
‒ ›東京都千代田区丸の内1-9-2に行きたい。‹
‒ ›自宅に帰る。‹
‒ ›道路情報はありますか？‹

コミュニケーション
接続されている携帯電話を使って、通話を開始することやショート メッセージを送信することができま
す。

‒ ›山田太郎の携帯に電話‹
‒ ›03 6259 0000にダイアル.‹
‒ ›山田太郎へ新しいSMS: すぐ行きます。‹

エンターテイメント
‒ ›何の曲ですか？‹
‒ ›エルビス・プレスリーのブルースエードシューズ再生‹
‒ ›次のトラック‹

快適な温度調節
‒ ›エアコンディショナーをオフにする。‹
‒ ›フレッシュエアをオンにする‹
‒ ›寒い‹

ウィンドウとライト
‒ ›窓を自動で開ける.‹
‒ ›自動パワーウィンドウの作動地点 の削除‹
‒ ›自動ヘッドライトオン‹

音声による取扱説明書
車両の機能および操作に関して簡単な質問をすることができます。

音声入力システムおよびそこから得られるフィードバックは、製本版またはインテグレーテッド オーナー
ズ ハンドブックに代わるものではありません。ボイス検知やフィードバックの質は異なることがありま
す。



›助手席用エアバッグをオフにするにはどうしたらいい？‹

パーソナル アシスタントは返答します。車を止めた状態のときに、コントロール ディスプレイではインテ
グレーテッド オーナーズ ハンドブックの一部などが表示されます。

メニュー項目
メニュー項目のコマンドを、コントロール ディスプレイで選択するのと同じように発話します。

1. 音声入力を作動させます。
2. ›メディア‹
3. ›プリセット放送局‹
プリセット放送局がコントロール ディスプレイに表示されます。

音声操作のヘルプ
‒ ›音声コマンド‹：利用可能なボイス コマンドを読み上げさせます。
‒ ›音声操作情報‹：音声操作の機能原理に関する情報を読み上げさせます。
‒ ›ヘルプ‹：音声操作のヒントとコマンド例を読み上げさせます。
‒ BMW Intelligent Personal Assistantのウィジェットに、その時のコンテクストに関連するその他のコマ
ンド例が表示されます。

設定
応答長さを設定する
パーソナル アシスタントで標準ダイアログまたはショート ダイアログのどちらを使用するかを設定するこ
とができます。ショート ダイアログの場合は、パーソナル アシスタントがアナウンスを短縮して再生しま
す。

1. 「メニュー」
2. 「車両アプリ」
3. 「システム設定」
4. 「パーソナルアシスタント」
5. 「返答の長さ」
6. 希望する項目を選択します。

音声出力中に話す
パーソナル アシスタントが応答している間に答えることができます。背景の騒音や車内での話し声などに
よって問いが頻繁に中断される場合は、この機能を作動解除することができます。

1. 「メニュー」
2. 「車両アプリ」
3. 「システム設定」
4. 「パーソナルアシスタント」
5. 「バージイン」

音量を調節する
音声案内の再生中に、希望する音量に調節されるまで音量調整ボタンを回します。



音量は、他の音源の音量が変えられても、維持されます。

スマートフォンの音声コントロールを利用する
デバイスに応じて、車両と接続されているスマートフォンは音声入力で操作することができます。

機器をApple CarPlayまたはAndroid Autoを介して接続しておく必要があります。

1. ステアリング ホイールのボタンを約3秒間押し続けます。
スマートフォンの音声コントロールが起動します。

正常に作動した場合は、コントロール ディスプレイに確認が表示されます。

2. ステアリング ホイールのボタンを押し、スマートフォンの音声操作をキャンセルします。

習慣を自動化する
一般事項
パーソナル アシスタントは、同じ位置でウィンドウを自動で開くなど、習慣を自動化することができま
す。このためにはルールを作成し、いつでもオンオフすることができます。

習慣を有効にする/無効にする
1. 「メニュー」
2. 「全てのアプリ」
3. 「ルーチンの 自動化」
4. 希望する項目を選択します。

システムの限界
‒ このパーソナル アシスタントは、場合によってはその車両に搭載されていない車両機能に関する情報を
提供します。このことは、安全関連の機能とシステムにも当てはまります。

‒ 特定のノイズが検知され、場合によっては問題になることがあります。ドアおよびウィンドウを閉めた
状態に維持します。

‒ 助手席や他の席の乗員からの音により、システムが妨害されるおそれがあります。話している間は、車
内で音をたてないようにしてください。

‒ 方言が強すぎる場合は、ボイス検知に問題が生じるおそれがあります。
‒ データ接続状態が悪いと、パーソナル アシスタントのレスポンス時間や検索に影響します。

BMWジェスチャー コントロール



BMWジェスチャー コントロール

原理

" アニメーション：BMWジェスチャー コントロール

BMWジェスチャー コントロールにより、iDriveのいくつかの機能を手の動きで操作することができます。

概要

ルーフ ライニングのカメラは、センター コンソール付近のコントロール ディスプレイの高さで行われる動
作を検知します。

ジェスチャー操作のカメラは、クラス1の不可視光レーザーを使用します。

ジェスチャー操作を作動させる/作動解除する
1. 「メニュー」
2. 「車両アプリ」
3. 「システム設定」
4. 「ジェスチャー操作」
5. 「ジェスチャー操作」

設定
1. 「メニュー」
2. 「車両アプリ」
3. 「システム設定」
4. 「ジェスチャー操作」
5. 希望する項目を選択します。

ジェスチャーを行う



ジェスチャーを行う
‒ ルーム ミラーの下およびステアリング ホイールの横でジェスチャーを行います。
‒ ジェスチャーははっきりと行います。
‒ ジェスチャーは助手席側でも行うことができます。

可能なジェスチャー
ジェスチャー 操作方法 機能

伸ばした人差し指をコントロール
ディスプレイの方向へ前後に動かし
ます。

電話に出る。

音声入力時にリストの中の強調され
た項目を選択する。

ポップアップを確定する。

コントロール ディスプレイの前
で、手で助手席の方向へスワイプし
ます。

電話に出るのを拒否する。

ポップアップを閉じる。

音声入力を終了する。

伸ばした人差し指で時計回りにゆっ
くりと円を描きます。

ほぼ円を描いた後にジェスチャーが
検知されます。

音量を上げる。



伸ばした人差し指で反時計回りに
ゆっくりと円を描きます。

ほぼ円を描いた後にジェスチャーが
検知されます。

音量を下げる。

親指を右に出してこぶしを握り、前
後に動かします。

後方へのスキップ機能。

前の音楽タイトルが再生されます。

親指を左に出してこぶしを握り、前
後に動かします。

前方へのスキップ機能。

次の曲名が再生されます。

伸ばした人差し指と中指でコント
ロール ディスプレイの方向を指し
ます。

個別に割り当てることができるジェ
スチャーを行います。



5本の指を伸ばし、こぶしを作り、
もう一度5本の指を伸ばします。

個別に割り当てることができるジェ
スチャーを行います。

ジェスチャーを個別に割り当てる
一般事項
2つのジェスチャーを個別に割り当て、例えば以下のように、特定の機能用のショートカットとして指定す
ることができます：

‒ 自宅住所へのルート案内。
‒ ミュート/再生。
‒ コントロール ディスプレイのオン/オフ。

ジェスチャーのショートカットを指定する
各メニューで直接、希望の機能を選択し、ショートカットとして指定することができます。

1. 希望のメニュー項目を押し続けます。
2. 「ジェスチャーショートカットに追加」

機能を選択する
定義されている機能の一部は、ジェスチャー操作のメニューで直接選択することができます。

1. 「メニュー」
2. 「車両アプリ」
3. 「システム設定」
4. 「ジェスチャー操作」
5. 「指を2本出す」または「指を5、0、5本の順に出す」
6. 希望する項目を選択します。

システムの限界
ルーフ ライニングのカメラによるジェスチャーの検知は、特に以下の状況で妨害される可能性がありま
す：

‒ カメラ レンズが覆われている。
‒ ルーム ミラーに物体が付着している。
‒ カメラ レンズが汚れています。カメラ レンズを清掃してください。 ! センサーおよびカメラ レンズ
。

‒ 検知範囲外でジェスチャーが行われる。



‒ 手袋や装身具の着用。
‒ 車内での喫煙。
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BMW Remote Software Upgrade

車両装備
この章では、モデルに応じて現在および今後提供される装備、システム、機能について、それらがお客様
の車両にない場合も含めて説明されています。

詳しい情報：

! 車両装備 。

BMW Remote Software Upgrade

原理
Remote Software Upgradeにより、車両の全ソフトウェアを更新することができます。その際に、新しい
機能が提供され、機能拡張や品質改善が行われます。

一般事項
BMWは、Remote Software Upgradeが提供された場合は直ちに更新を行うことを推奨しています。

安全に関する注意事項

" お子様やペットを車内に残したままにしないでください
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警告

お子様やペットを車内に残したままにすると、以下の操作などが行われることにより、車両が動き出した
り、お子様やペットがけがをしたり、他の道路利用者が危険にさらされるおそれがあります：

‒ スタート/ストップ ボタンが押される。
‒ パーキング ブレーキの解除。
‒ ドアやウィンドウの開閉。
‒ セレクター レバーがポジションNに入る。
‒ 車両装備の操作。

事故の危険性またはけがをするおそれがあります。お子様やペットを車内に残したままにしないでくださ
い。車両を離れるときは、車両キーを携行し、車両をロックしてください。

機能の前提条件
‒ コネクテッド ドライブ契約が有効。
‒ 車両に内蔵されているSIMカードが有効である。
‒ モバイルネットワーク内での受信。
‒ データ保護メニューで、該当データの伝送に関して同意された。

アップグレードの検索
ソフトウェア アップグレードの検索は、作動スタンバイがオンになっている場合にのみ行うことができま
す。

自動検索
車両は、バックグラウンドで定期的に更新を検索します。

手動検索
1. 「メニュー」
2. 「全てのアプリ」
3. 「システム設定」
4. 「Remote Software Upgrade」
5. 「アップグレードの検索」
6. コントロール ディスプレイに表示された指示に従ってください。

アップグレードのダウンロード
自動ダウンロード
Remote Software Upgrade用のデータが提供可能な場合は、それが自動的に車両にロードされます。ダウ
ンロードへの同意はいりません。

BMWアプリから
アップグレードが利用可能な場合、BMWアプリに新しいソフトウェア バージョンに関する情報が表示され
ます。



アップグレード用のデータは、無線LAN接続などを介して携帯機器にダウンロードすることができます。

その後、携帯機器からデータを車両に伝送することができます。

携帯電波の利用に制限がある場所などでは、この伝送方法でデータのダウンロードをスピーディに行うこ
とができます。

1. BMWアプリのアップグレードをスマートフォンにダウンロードします。
2. BMWアプリの指示に従います。
3. 車両への接続を確立します。

‒ iOS：Bluetoothオーディオおよび無線LANを接続します。
‒ Android：Bluetoothオーディオおよび無線LANを接続します。

携帯機器から車両へのアップグレードのデータ伝送は、走行中にのみバックグラウンドで行われます。

4. コントロール ディスプレイに表示された指示に従ってください。

詳しい情報：

! モバイル機器と車両を接続する 。

バージョンに関する情報
一般事項
バージョンに関する情報の中に、Remote Software Upgradeに含まれる更新事項についての説明がありま
す。ダウンロード中およびインストールの完了後、新バージョンに関する情報をコントロール ディスプレ
イに表示させることができます。

この情報は、ConnectedDriveカスタマー ポータルでも利用することができます。

情報を表示させる
車内で表示させる：

1. 「メニュー」
2. 「全てのアプリ」
3. 「システム設定」
4. 「Remote Software Upgrade」
5. ‒ その時にインストールされているバージョンを表示する：「インストールしたバージョン:」

‒ 入手可能な新バージョンを表示する：「バージョン に関する情報」

6. コントロール ディスプレイに表示された指示に従ってください。

インターネット上のConnectedDriveカスタマー ポータルに表示させる：

! www.bmw-connecteddrive.com(https://www.bmw-connecteddrive.com) 。

アップグレードをインストールする
一般事項
‒ 場合によっては、アップグレードのインストールによって、車両メーカーが行ったものではない出力
アップなどのソフトウェア変更内容が削除される可能性があります。



‒ インストールには約20～30分かかることがあります。
‒ インストールは中断することができません。
‒ インストール中に車両を使用することはできません。
‒ インストール中に車両を離れることはできます。
‒ インストールは同意された後に行われます。
‒ インストールにより、車両の充電は中断されます。
‒ インストールが完了した後、場合によっては車両の充電が自動的に続行されません。

インストールの前提条件
‒ 車両バッテリーが十分充電されている。
‒ 外気温度が-10!以上。
‒ 車両が平らな面に止まっていること。
‒ ハザード ライトがオフになっていること。
‒ セレクター レバーがポジションPに入っている。
‒ 走行スタンバイがオフになっている。

必要に応じて、コントロール ディスプレイでその他の前提条件に関する注記を確認してください。

例えば車両バッテリーの十分な充電状態など、前提条件が満たされていない場合は、インストールのため
のアップグレードが提供されません。

長距離の走行後などに、インストールが推奨されているか確認してください。

車両を準備する
‒ 車両を一般道路の外側の安全な場所に止めます。
‒ 携帯電波を確実に受信できる状態であること。これは、インストールが中断された場合などにエラー
メッセージを車両メーカーに送信することができるようにするためです。

‒ ウィンドウを閉めます。
‒ テールゲートを閉めます。
‒ 電力を消費する機器、例えば携帯電話などを取り除きます。
‒ トレーラーまたは荷物台車を連結解除します。
‒ インストールに同意するときに、車両キーが車内になければなりません。
‒ 車外ライトをオフにします。
‒ OBDソケットに接続されている機器を取り外してください。

すぐにインストールする
すべての前提条件が満たされている場合に、アップグレードをすぐにインストールすることができます。

1. 「メニュー」
2. 「全てのアプリ」
3. 「システム設定」
4. 「Remote Software Upgrade」
5. 「アップグレードを今すぐ開始」
6. コントロール ディスプレイに表示された指示に従ってください。

タイマーを使用してインストールする



走行終了後、タイマーを使用すると、夜間などの指定されたタイミングで、アップグレードのインストー
ルを自動で行うことができます。車両バッテリーが十分に充電されていることなど、機能の前提条件を満
たすためには、遅い時間にインストールすることが有効です。

1. 「メニュー」
2. 「全てのアプリ」
3. 「システム設定」
4. 「Remote Software Upgrade」
5. 希望のタイマー設定を行います。

以下の場合には、自動的にインストールが始まります：

‒ インストールのすべての前提条件が正常に満たされた。
‒ インストールの時点ですべての前提条件が引き続き満たされている。

走行スタンバイをオンにすると、タイマーがオフになります。

機能制限
アップデート中には機能の大部分が一時的に使用することができなくなります。例：

‒ ハザード フラッシャー。
‒ 集中ロック システムおよび場合によってはコンフォート アクセス。
‒ スモール ライト。
‒ ホーン。
‒ アラーム システム。
‒ SOSコール。
‒ パワー ウィンドウ スイッチ。
‒ テールゲートの操作。
‒ 充電リッドのロック。
‒ 降車警告。

内蔵キーで運転席ドアを外側からロック解除およびロックすることができます。

電動ロック付き車両では、ロックが一時的に機能しないことがあります。その場合には、運転席側ドアを
手動でロック解除して車両から出ることができます。

詳しい情報：

! セントラル ロック ボタン 。

アップグレードの完了後
すぐに車両を使用することができます。

リアル タイム交通情報やリモート サービスなどの予約されたサービスは、次回の走行中に自動的に有効に
なります。

長時間にわたって停車していた後は、必要に応じて長距離の走行で車両バッテリーを充電してください。

故障
機能障害が発生した場合は、コントロール ディスプレイまたはBMWアプリの指示に従ってください。



機能障害を解決することができない場合は、メーカーのサービス パートナーまたはその他の認定サービス
パートナーあるいは専門ワークショップに連絡してください。

取扱説明書の有効性
車両の生産
工場での製造時点で、印刷された取扱説明書は最新の媒体です。

車両でのソフトウェア アップデート後
Remote Software Upgradeなどによる車両のソフトウェア アップデート後、車両のインテグレーテッド
オーナーズ ハンドブックに最新情報が提供されます。
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一般設定

車両装備
この章では、モデルに応じて現在および今後提供される装備、システム、機能について、それらがお客様
の車両にない場合も含めて説明されています。

詳しい情報：

! 車両装備 。

時刻

時間帯を設定する
装備と国別仕様に応じて、等時帯を設定することができます。

1. 「メニュー」
2. 「車両アプリ」
3. 「システム設定」
4. 「日付と時刻」
5. 「時間帯:」
6. 希望する項目を選択します。

時刻設定
1. 「メニュー」
2. 「車両アプリ」
3. 「システム設定」
4. 「日付と時刻」
5. 「時刻」
6. 希望する項目を選択します。

時刻表示方法を設定する
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時刻表示方法を設定する
1. 「メニュー」
2. 「車両アプリ」
3. 「システム設定」
4. 「日付と時刻」
5. 「時間形式」
6. 希望する項目を選択します。

自動時間設定
装備に応じて、時刻、日付、必要に応じて時間帯が自動更新されます。

1. 「メニュー」
2. 「車両アプリ」
3. 「システム設定」
4. 「日付と時刻」
5. 「自動時刻設定」

日付

日付設定
1. 「メニュー」
2. 「車両アプリ」
3. 「システム設定」
4. 「日付と時刻」
5. 「日付」
6. 希望する項目を選択します。

日付表示方法の設定
1. 「メニュー」
2. 「車両アプリ」
3. 「システム設定」
4. 「日付と時刻」
5. 「日付表示方法」
6. 希望する項目を選択します。

言語

システム言語を設定する



システム言語を設定する
1. 「メニュー」
2. 「車両アプリ」
3. 「システム設定」
4. 「言語 (Language)」
5. 希望する項目を選択します。

表示単位の設定
装備に応じて、消費、距離、温度などのさまざまな値の表示単位を設定することができます。

1. 「メニュー」
2. 「車両アプリ」
3. 「システム設定」
4. 「単位」
5. 希望のメニュー項目を選択します。
6. 希望する項目を選択します。

ドライバー注意喚起カメラ

原理
メーターパネルのカメラは、装備に応じてドライバーの動作または視線の方向をモニターします。

一般事項
ドライバー アシスタント システムをサポートするため、ドライバーの頭の位置と目の高さを評価して、ド
ライバーの注意力を分析します。

完全な機能性を得るために、ドライバー注意喚起カメラの視野が隠れていないことを確認します。

詳しい情報：

‒ ! 運転注意力モニター 。
‒ ! Assisted Driving Plus付きステアリング＆レーン コントロール アシスト 。

概要



装備に応じて、メーターパネル内に最大3つの赤外線ソースがあります。これらは、車両が作動スタンバイ
状態になると見えるようになりますが、周囲の光の条件によっては見えないこともあります。

システムの限界
以下のような状況では、ドライバー注意喚起カメラの機能が制限される可能性があります：

‒ ステアリング ホイールによりドライバー注意喚起カメラが覆われている場合。
‒ 赤外線の防止効果の高いサングラスにより。

ETCの機能
ルーム ミラー裏側に内蔵されるETC車載器システムについては、別冊の取扱説明書補足版「ETC車載器シ
ステム（ルーム ミラー内蔵タイプ）」をご覧ください。

ETC料金表を表示させる
1. 「メニュー」
2. 「車両アプリ」
3. 「システム設定」
4. 「ETC料金リスト」

ETC設定
1. 「メニュー」
2. 「車両アプリ」
3. 「システム設定」
4. 「ETC料金リスト」
5. 希望する設定を行います。

ポップアップを作動/作動解除する



ポップアップを作動/作動解除する
多くの機能に関して、ポップアップが自動的にコントロール ディスプレイに表示されます。これらのポッ
プアップの一部を作動または作動解除することができます。

1. 「メニュー」
2. 「車両アプリ」
3. 「システム設定」
4. 「ポップアップ」
5. 希望する項目を選択します。

コントロール ディスプレイ

明るさ
1. 「メニュー」
2. 「車両アプリ」
3. 「ディスプレイ」
4. 「コントロールディスプレイ」
5. 「夜間の明るさ」
6. 希望する設定を行います。

光の条件によっては、明るさの調節が直接認識できません。

車両データをリセットする
全ての個人設定は、走行スタンバイがオフの状態で初期設定にリセットすることができます。車両キーが
車内にあることが必要です。

1. 「メニュー」
2. 「車両アプリ」
3. 「システム設定」
4. 「車両データのリセット」
5. 「車両データのリセット」

BMW IDに記憶されている設定がBMW Cloudと同期されると、この設定はBMW Cloudに保存されます。

メッセージ

原理



このメニューは、車両で受信される全てのメッセージを、中央にリストで表示します。

一般事項
以下のメッセージを表示させることができます：

‒ 交通情報。
‒ チェック コントロール メッセージ。
‒ 必要なサービスについてのメッセージ。
‒ コミュニケーション メッセージ（Eメール、SMS、リマインダーなど）。
‒ BMWアプリなどからのメッセージ。
‒ 技術情報や重要なお客様情報などの車両メーカーからのメッセージ。

メッセージの数はさらにステータス フィールドにも表示されます。

メッセージを呼び出す
1. コントロール ディスプレイを上から下へスワイプします。
2. 「メッセージ」
3. 希望するメッセージを選択します。

メッセージを削除する
チェック コントロール メッセージや車両メーカーからのメッセージ以外の全てのメッセージをリストから
削除することができます。

チェック コントロール メッセージや車両メーカーからのメッセージは、既読になるまで消えません。

1. コントロール ディスプレイを上から下へスワイプします。
2. 「メッセージ」
3. 希望するメッセージを選択します。
4. 登録を長押しして選択メニューを呼び出します。
5. メッセージを削除します。

設定
どのメッセージを許可するか、また、走行開始時や終了時にどのメッセージを表示させるかを設定するこ
とができます。

1. 「JA: Notifications」
2. 「設定」
3. 希望する項目を選択します。

メッセージを表示させる
一般事項
BMW Intelligent Personal Assistantを使用して、メッセージが表示される範囲を設定することができま
す。状況に応じて、希望の状態を有効にすることができます。

状態 説明



「マナーモード」 着信や重大でないメッセージは表示されません。

「プライベート 情報非表示」 例えばメッセージなどのプライベートな内容は直接表示されません。

ステータス情報のマークで、メッセージの件数を表示します。

表示をオン/オフにする
1. コントロール ディスプレイを上から下へスワイプします。
2. ‒ 「マナーモード」

‒ 「プライベート 情報非表示」

3. 希望する項目を選択します。
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個人設定

車両装備
この章では、モデルに応じて現在および今後提供される装備、システム、機能について、それらがお客様
の車両にない場合も含めて説明されています。

詳しい情報：

! 車両装備 。

データ保護

データ伝送
原理
車両は、使用するためにBMWまたはサービス プロバイダーへのデータ伝送が必要になる各種サービスを提
供します。一部のサービスについては、データ伝送を無効にすることができます。

一般事項
データ伝送を無効にすると、そのサービスは使用することができません。

設定は、必ず車を止めた状態で行ってください。

設定
さまざまな段階や各サービスに対して、データ伝送を個別に設定することができます。

1. 「メニュー」
2. 「車両アプリ」
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3. 「システム設定」
4. 「データ保護」
5. 希望する項目を選択します。

車両の個人データを削除する
原理
車両は利用に応じて個人データを保存します（ラジオ局の保存など）。これらの個人データはiDriveで完全
に削除することができます。

一般事項
装備に応じて、例えば以下のデータが削除されます：

‒ BMW IDまたはドライバー プロファイル。
‒ 保存されたラジオ局。
‒ 保存されたショートカット。
‒ ナビゲーション システム、保存された目的地など。
‒ 電話帳。
‒ オンライン データ（お気に入り、クッキーなど）。
‒ Officeデータ、例えばボイス メモなど。
‒ ログイン アカウント。
‒ 車両とBMW Cloudのリンク。

データの削除は最大15分かかる場合があります。

作動条件
データは停車時にのみ削除できます。

データを削除する
車両を初期設定にリセットすると、車両の個人データが削除されます。

詳しい情報：

! 車両データをリセットします 。

BMW ID/ドライバー プロファイル

原理
ConnectedDrive対応国では、個人ログインのBMW IDでBMWブランド関連のあらゆるサービスを利用する
ことができます。BMW IDを車内で使用すれば、車両使用者固有の車両設定を記憶させることができます。

ConnectedDrive非対応国では、車両使用者固有の車両設定をドライバー プロファイルに記憶させることが
できます。



ある個人が自分のBMW IDまたはドライバー プロファイルで車両にログインすると、保存されている設定
が有効になります。

一般事項
BMW IDは車内で、BMWアプリを介して、ConnectedDriveポータルおよびサービス パートナーで作成する
ことができます。ドライバー プロファイルは、車両内部に作成されます。

複数人で車両を使用する場合には、BMW IDまたはドライバー プロファイルでそれぞれの個人設定を有効
にすることができます。

車内に保存されたBMW IDの設定の多くは、BMW Cloudと同期することができます。これにより、同一の
BMW IDで車両にログインすれば、これらの設定がどの車両でも使用することができるようになります。

車両は、BMW IDを7件まで、またはドライバー プロファイルを7件まで保存することができます。

BMW IDでログインせず、有効になっているドライバー プロファイルがない場合には、車両ではゲスト
ユーザー プロファイルが有効になります。

ロック解除すると、BMW IDによるログインが実行される、ドライバー プロファイルが有効になります。
それにはBMW IDまたはドライバー プロファイルに、ドライバー認識方法を車両キーかデジタル キーに割
り当てる必要があります。

機能の前提条件
BMW IDまたはドライバー プロファイルを作成、切り換え、削除または編集するときには、車両を徐行速
度以下で走行することができます。

車両が携帯電波を受信できる場合にのみ、BMW IDで車両にログインでき、BMW Cloudと同期することが
できます。

ウェルカ ムウィンドウ
車両をロック解除すると、コントロール ディスプレイにウェルカム ウィンドウが表示されます。挨拶の種
類は、以下の前提条件によって異なります：

‒ 車両に、BMW IDとドライバー プロファイルが保存されていない：一般的な挨拶。BMW IDの追加また
はドライバー プロファイルの作成が提案されます。

‒ 車両キーまたはデジタル キーに、BMW IDまたはドライバー プロファイルが割り当てられていない：一
般的な挨拶。保存されているBMW IDまたはドライバー プロファイルを選択するように提案されます。
さらに、新しいBMW IDの追加または新しいドライバー プロファイルの作成が提案されます。

‒ 車両キーまたはデジタル キーに、BMW IDまたはドライバー プロファイルを割り当てることができた：
パーソナライジングされた挨拶。保存されている設定が有効になります。BMW IDまたはドライバー プ
ロファイルを変更することができます。

走行スタンバイをオンにするか、コントロール ディスプレイのウェルカム ウィンドウ以外の部分をタップ
すると、挨拶が消えます。

BMW IDを作成する
新しいBMW IDを車内に作成します。

1. ステータス リストのマークまたは自分の写真をタップします。
2. 「BMW IDの追加」



3. 「今すぐ登録する」
4. ディスプレイに表示されたQRコードをスキャンします。BMW IDは、スマートフォンで作成します。

BMW IDを追加する
既存のBMW IDを車両に追加します：

1. ステータス リストのマークまたは自分の写真をタップします。
2. 「BMW IDの追加」
3. ‒ 「My BMWアプリでログイン」表示されたQRコードをスキャンすると、BMWアプリからBMW IDが

取り込まれます。
‒ 「BMW IDでログイン」BMW IDのアクセス データを入力します。

4. 国によって以下の設定を選択することができます：
‒ 「BMW Cloudにある設定」BMW Cloudに保存されている設定が取り込まれます。
‒ 「現在の設定」車両がゲスト ユーザー プロファイル内にあると、ゲスト ユーザー プロファイルの設
定が取り込まれます。

‒ 「BMW IDの同期」今後、設定を変更すると、BMW Cloudと同期されます。
‒ 「続行」

ドライバー プロファイルを作成する
ドライバー プロファイルを作成します。

1. ステータス リストのマークまたは自分の写真をタップします。
2. 「プロファイル追加」
3. ドライバー プロファイルの名前を入力します。
4. 希望する設定を選択します：
「現在の設定」

車両がゲスト ユーザー プロファイル内にあると、ゲスト ユーザー プロファイルの設定が取り込まれま
す。

ドライバー認識方法を設定する
BMW IDまたはドライバー プロファイルに、ドライバー認識方法とPINを設定することができます。

ドライバー認識方法を決めておくと、以下のようなメリットがあります：

‒ 記憶されている設定内容が自動的に有効になる。
‒ 本人以外の人は設定内容にアクセスすることができない。
‒ 割り当てられた車両キーまたはデジタル キーを使用することができなくても、PINを使ってBMW IDまた
はドライバー プロファイルを有効にすることができる。

ドライバー認識方法の設定は、BMW IDを追加した直後、またはドライバー プロファイルを作成した直後
に行います。

‒ 「PIN」ドライバー認識方法を選択する前に、まずPINを設定する必要があります。
‒ 「車両キー」BMW IDまたはドライバー プロファイルに、車両内部で検知される車両キーが割り当てら
れます。

‒ 「デジタルキー」BMW IDまたはドライバー プロファイルに、車両内部で検知されるデジタル キーが割
り当てられます。

BMW ID/ドライバー プロファイルを選択する



BMW ID/ドライバー プロファイルを選択する
車両をロック解除したときに再検知することができないときには、ウェルカムウィンドウでドライバー プ
ロファイルを選択します。

いつでもiDriveで、BMW IDまたはドライバー プロファイルを切り換えることができます。

1. ステータス リストのマークまたは自分の写真をタップします。
2. ‒ 「BMW IDの切替」

‒ ドライバー プロファイルを変更する。

3. BMW IDまたはドライバー プロファイルを選択します。
4. 必要に応じてPINを入力します。

BMW IDまたはドライバー プロファイルが有効になり、記憶されている設定が呼び出されます。

ゲスト プロファイル
誰でもゲスト プロファイルを有効にして変更することができます。

以下の場合は、ゲスト プロファイルが自動的に有効になります：

‒ まだBMW IDが追加されていないか、まだドライバー プロファイルが作成されていない。
‒ 車両をロック解除したときの車両キーまたはデジタル キーに、BMW IDまたはドライバー プロファイル
が割り当てられていない。

ゲスト ユーザー プロファイルには、以下の制限があります：

‒ 機密個人データを不正アクセスから保護するため、個人データを処理する機能は使用することができま
せん。その代表的なものは、ナビゲーション システムの選択された機能およびお気に入りの保存機能で
す。インターネットの「ConnectedDriveデータ保護方針/サービスの説明」で、データ処理に関する詳細
な情報を参照することができます。

‒ ゲスト プロファイルの名前を変更することはできません。
‒ ゲスト プロファイルにPINを割り当てることはできません。
‒ ゲスト プロファイルにドライバー認識方法を割り当てることはできません。
‒ ConnectedDrive対応国では、BMW Cloudとの同期はできません。

ウェルカム画面で、またはiDriveでゲスト プロファイルを選択します：

1. ステータス リストのマークまたは自分の写真をタップします。
2. ‒ 「BMW IDの切替」

‒ ドライバー プロファイルを変更する。

3. 「ゲストとして続行する」

BMW ID/ドライバー プロファイルを削除する
1. ステータス リストのマークまたは自分の写真をタップします。
2. ‒ 「BMW IDの切替」

‒ ドライバー プロファイルを変更する。

3. 希望するBMW IDまたはドライバー プロファイルのマークをタップします。

BMW IDをBMW Cloudと同期すると、BMW Cloudに記憶されているデータが維持されます。

削除すると、ゲスト ユーザー プロファイルが有効になります。

車両キーの引き渡し



車両キーの引き渡し
BMW IDまたはドライバー プロファイルが割り当てられた車両キーを使って、記憶されている個人設定内
容を読み取って変更することができます。

他人に車両キーを引き渡す際には、その前に割り当てられているドライバー認識方法を取り消すことをお
勧めします。ドライバー認識方法の変更は、BMW IDまたはドライバー プロファイルの設定で行うことが
できます。

BMWデジタル キーにはデジタル キーを第三者に引き渡す機能が付いていますので、他人にご所有の車両
の利用を許可するときには、その機能をご利用いただけます。

詳しい情報：

! BMWデジタル キー 。

設定
一般事項
BMW IDを追加するとき、またはドライバー プロファイルを作成するときに行う設定内容を変更すること
ができます。

1. ステータス リストのマークまたは自分の写真をタップします。
2. 「設定」

BMW IDに、以下の設定を行うことができます：

‒ ドライバー認識方法。
‒ プロファイル写真。
‒ BMW Cloudとの同期。
‒ 呼びかけ方。

ドライバー プロファイルに、以下の設定を行うことができます：

‒ ドライバー認識方法。
‒ プロファイル写真。
‒ プロファイル名。

プロファイル画像を選択する
提供されたプロファイル写真の中から、プロファイル写真を選択することができます。

BMW Cloudから自分のプロファイル写真をBMW IDに取り込むことができます。それには、設定でBMW
Cloudとの同期を有効にしておく必要があります。BMW Cloudからプロファイル写真を取り込んだ後、
BMW Cloudからそのプロファイル写真を削除すれば、提供される写真の中から選択することができます。

システムの限界
車両キーまたはデジタル キーでドライバーを一意で識別する機能は、例えば以下の場合には正常に機能し
ないことがあります。

‒ ドライバーがアウター ドア ハンドルを使って車両をロック解除する。
‒ 運転者を交代する際に、車両をロックおよびロック解除しなかった場合。



‒ 車両の運転席側の車外に、BMW IDまたはドライバー プロファイルが割り当てられている車両キーまた
はデジタル キーが複数ある場合。

‒ 車両をBMWアプリでロック解除した場合。

BMW IDに対して保存した個人設定内容を別の車両内部で使用する際には、技術的な制限がかかります。例
えば、他の車両にないシステムまたは互換性のないバージョンのシステム用の設定が保存されている場合
があります。



BMW iX.

接続

車両装備
この章では、モデルに応じて現在および今後提供される装備、システム、機能について、それらがお客様
の車両にない場合も含めて説明されています。

詳しい情報：

! 車両装備 。

モバイル機器と車両を接続する

原理
車内でモバイル機器を使用できるようにするために、さまざまな接続方法があります。適切な接続方法は
モバイル機器および希望する機能によって異なります。

一般事項
次の概要は、使用可能な機能とそれに適した接続方法を示したものです。機能範囲はモバイル機器によっ
て異なります。場合によっては、車両に1回登録する必要があります。

機能 接続方法 コントロール ディ
スプレイのマーク

ハンズフリー ユニットを使用した通話。

電話機能をiDriveまたはタッチスクリー
ンで操作します。

連絡先またはSMSなどのその他の機能。

Bluetooth。
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スマートフォンまたはオーディオ プレー
ヤーの音楽を再生します。 Bluetoothオーディオ。

パーソナル ホットスポット：

インターネット アクセスを利用します。
無線LAN（WLAN）。

USBポート：

USB機器の音楽を再生します。
USB。

その後は、登録した機器は自動検知され、車両に接続されます。

安全に関する注意事項

$ システムおよび機器の操作時の注意

警告

走行中に統合インフォメーション システムおよび通信機器を操作すると、交通状況から注意がそれるおそ
れがあります。車両を制御できなくなるおそれがあります。事故が発生するおそれがあります。システムや
装置の操作は、交通状況が許す場合にのみ行ってください。必要な場合は車両を止め、停止状態でシステ
ムや装置を操作してください。

互換性のある機器
一般事項
車両と互換性のあるモバイル機器についての情報は、メーカーのサービス パートナーまたはその他の認定
サービス パートナーあるいは専門ワークショップにお問い合わせください。

モバイル機器を管理する

一般事項
‒ 1度登録した後は、作動スタンバイがオンのときに機器が自動検知され、再び接続されます。
‒ 携帯機器によっては、機器で直接、承認などの特定の設定が必要な場合があります。機器の取扱説明書
を参照してください。

機器リストを表示する
車両に登録または接続されている全ての機器が機器リストに表示されます。



Bluetoothを使用する場合は最大で4台の機器を、また無線LANを使用する場合は最大で10台の機器を車両
と接続することができます。最大で20台の機器が検知されます。

1. 「メニュー」
2. 「全てのアプリ」
3. 「機器管理」

デバイス名の右にあるマークは、そのデバイスで使用することができる機能を示します。

マークが白色で表示される場合、この機能により車両とのアクティブな接続が成立しています。マークが
灰色で表示される場合は、機器の機能がオフになっています。

マーク 意味

電話。

Bluetoothオーディオ。

パーソナル ホットスポット。

機器を設定する
これらの機能は、機器が登録または接続されている場合にオンまたはオフにすることができます。

機能範囲はモバイル機器によって異なります。

コントロール ディスプレイの注意事項に従います。

1. 「メニュー」
2. 「全てのアプリ」
3. 「機器管理」
4. 希望する機器を選択します。
5. 希望する項目を選択します。

電話の優先順位
複数台の携帯電話が車両と接続されている場合、再接続に関する携帯電話の優先順位を決めることができ
ます。

1. 「メニュー」
2. 「全てのアプリ」
3. 「機器管理」
4. 「設定」
5. 「電話の優先度」
6. 希望する機器を選択します。
7. 移動させて希望の優先順位を選択します。

Bluetooth接続
機能の前提条件



機能の前提条件
‒ Bluetoothインターフェースと互換性のある機器。 ! 互換性のある機器 。
‒ Bluetooth電話を使用することができるように、車内に車両キーがある。
‒ 機器が作動可能な状態。
‒ Bluetoothが機器と車両でオンになっている。
‒ コントロール ディスプレイに登録スタンバイが表示されます。
‒ 場合によっては、検出可能など、機器側のBluetoothを事前に設定する必要があります。機器の取扱説明
書を参照してください。

機器を接続する
1. 「メニュー」
2. 「全てのアプリ」
3. 「機器管理」
4. 「新規機器接続」
コントロール ディスプレイに、通信範囲内にある携帯電話が表示されます。

5. 希望の携帯電話を選択します。
6. コントロール ディスプレイに表示されたコントロール番号と、携帯電話のディスプレイに表示されたコ
ントロール番号を比較し、一致していることを確認します。

7. 必要に応じて接続モードを選択します：「BMW iDriveで継続」

モバイル機器が車両と接続され、機器リストに表示されます。

よくある質問
全ての前提条件が満たされており、全ての必要な手順が規定の順序で実施されました。しかしモバイル機
器が期待どおりに機能しません。

この場合は以下の説明が役に立つ場合があります：

なぜ携帯電話を登録または接続することができなかったのですか？

‒ 携帯電話または車両と接続されているBluetooth機器の数が多すぎます。車両で他の機器とのBluetooth
接続を削除してください。Bluetooth接続を携帯電話の機器リストから削除し、新たに機器検索を開始し
ます。同じ機能を持つBluetooth機器があまりに多く登録されています。

‒ 携帯電話が省電力モードになっているか、または充電池の残り容量がわずかしかありません。携帯電話
を充電し、必要に応じて節電モードをオフにします。

なぜ携帯電話が応答しないのですか？

‒ 携帯電話のアプリケーションが正常に作動していません。携帯電話のスイッチをオフにし、再びスイッ
チをオンにしてください。

‒ 携帯電話の作動にとって周囲の温度が高すぎます、または低すぎます。携帯電話を極端な周辺環境にさ
らさないでください。

なぜ電話機能をiDriveで操作できないのですか？

‒ 電話機能が携帯電話用に設定されていません。携帯電話を電話機能に接続します。

電話帳登録の全てまたは一部が表示されないか、不完全な状態で表示されるのはなぜですか？

‒ 電話帳登録の転送がまだ終了していません。
‒ 携帯電話またはSIMカードの電話帳登録だけが転送される場合があります。



‒ 電話帳に特殊記号が用いられている場合、表示することができないことがあります。
‒ ソーシャルネットワークの連絡先を伝送できないことがあります。
‒ 転送する電話帳登録の数が多すぎます。
‒ 例えばメモなどの記憶された情報により、連絡先のデータ量が大きくなりすぎています。連絡先のデー
タ量を減らしてください。

‒ 携帯電話はオーディオ音源または電話としてのみ接続できます。携帯電話を設定し、電話機能に接続し
ます。

‒ 前回の同期の後、電話の連絡先リストに連絡先が作成されました。連絡先を新たに同期する：「連絡先
の再ロード」

電話接続の質を向上するにはどうしたらよいですか？

‒ 携帯電話によっては、Bluetooth信号の強度を携帯電話で調整します。
‒ 携帯電話をセンター コンソール付近に置きます。

リストの全項目を点検した後でも希望の機能を実行することができない場合は、カスタマー インタラク
ション センター、メーカーのサービス パートナーまたは他の認定サービス パートナー、あるいは専門ワー
クショップにお問い合わせください。

無線LAN接続

一般事項
Apple CarPlayなど特定のソフトウェア アプリケーションのために、スマートフォンと車両が無線LANを
介してデータ交換を行います。

機能の前提条件
‒ 作動スタンバイがオン。
‒ 有効なWiFiインターフェースを装備した互換性のある機器。
‒ BMWアプリが携帯機器にインストールされていること。

車内の無線LANをオンにする
1. 「メニュー」
2. 「全てのアプリ」
3. 「機器管理」
4. 「新規機器接続」
コントロール ディスプレイに、通信範囲内にある携帯電話が表示されます。

5. 希望の携帯電話を選択します。
6. コントロール ディスプレイに表示されたコントロール番号と、携帯電話のディスプレイに表示されたコ
ントロール番号を比較し、一致していることを確認します。

7. 接続モードを選択する：「BMW iDriveで継続」
8. 「をBluetoothとWiFi経由でも接続しますか？」
9. 選択ウィンドウで確定する：「はい、接続する」

スマートフォンが無線LANで接続されていること。

パーソナルeSIM



パーソナルeSIM

原理
パーソナルeSIMにより、車内に携帯電話がなくても、通話したりモバイル データを利用したりすることが
できます。

一般事項
使用国によっては、パーソナルeSIMを使用することができないことがあります。車内の移動通信アンテナ
を使用すると、電話接続状態とモバイル データの受信状態が良くなります。パーソナルeSIMを無線LAN
ホットスポットとして利用することができます。

機能の前提条件
‒ 携帯電話回線業者がパーソナルeSIM機能をサポートしている。
‒ 例えばBMWアプリを使って、携帯電話回線業者でパーソナルeSIMをアクティベーションした。この手
続きは1回行えば再び行う必要はありません。

‒ 車内のBMW IDまたはドライバー プロファイルが有効になっている。これは、車内でログインしたとい
うことを意味します。

車内でパーソナルeSIMを有効にする
1. 「メニュー」
2. 「全てのアプリ」
3. 「機器管理」
4. 「新規機器接続」
5. 「eSIMを有効にする」
6. 表示されたQRコードをスマートフォンでスキャンして、アクティベーションを開始します。
7. スマートフォンまたはコントロール ディスプレイに表示された指示に従います。

パーソナルeSIMを管理する
パーソナルeSIMを電話とパーソナル ホットスポットのどちらとして使用するかを設定することができま
す。

外国で使用するできるように、ローミングを有効にすることができます。

1. 「メニュー」
2. 「全てのアプリ」
3. 「機器管理」
4. パーソナルeSIMを選択します。
5. 希望の設定を選択します。

パーソナル ホットスポット

原理



原理
無線LANインターフェースを備えた互換性のある機器は、パーソナル ホットスポットを介して、パーソナ
ルeSIMのデータ容量でインターネット接続を使用することができます。

一般事項
同時に最大10台の機器をパーソナル ホットスポットと接続することができます。

機能の前提条件
‒ 有効なWiFiインターフェースを装備した互換性のある機器。 ! 互換性のある機器 。
‒ 作動スタンバイがオン。
‒ パーソナルeSIMをデータ機能用に設定して有効にしている。
‒ 車両で無線LANがオンになっている。
‒ 車両でのインターネット利用がオンになっている。

パーソナル ホットスポットを有効にして機器を接続する
1. 「メニュー」
2. 「全てのアプリ」
3. 「パーソナルホットスポット」
4. インターネット アクセスを有効にします。
「インターネットアクセスを有効にする」

5. 希望する機器をペアリングします。
‒ ディスプレイに表示されたQRコードをスキャンします。
‒ 表示されたアクセス データを携帯端末機器に入力します。

ホットスポットを介して接続されている全ての機器は、パーソナルeSIMのデータ容量を使用します。

インターネット利用をオフにする
データ容量を使い切った場合などに、インターネット利用をオフにすることができます。

1. 「メニュー」
2. 「全てのアプリ」
3. 「パーソナルホットスポット」
4. 希望する項目を選択します。

USB接続

一般事項
USBポートには以下のモバイル機器を接続することができます：

‒ 携帯電話。
‒ MP3プレーヤーなどのオーディオ機器。



‒ USBメモリー デバイス。

一般的なファイル システムに対応しています。FAT32およびexFATのフォーマットを推奨します。

機器がサポートしていれば、接続されているUSB機器にはUSBポートから充電電流が供給されます。USB
ポートの最大充電電流値に注意してください。

データ伝送用USBポートでは、以下を行うことができます：

‒ 音楽ファイルを ! オーディオUSB を介して再生する。

接続の際は、次のことに注意してください：

‒ コネクターをUSBポートに無理やり差し込まないでください。
‒ 柔軟なアダプター ケーブルを使用してください。
‒ USB機器を機械的な損傷から保護してください。
‒ 市場には無数のUSB機器が存在するため、どの機器/携帯電話に対しても、車両からの操作が保証される
ものではありません。

‒ USB機器を非常に高い温度など、極端な環境条件にさらさないでください、機器の取扱説明書を参照し
てください。

‒ 多数の異なる圧縮技術が使用されるため、USB機器に記憶されているメディアの正常な再生が常に保証
されるわけではありません。

‒ 記憶されたデータを確実に伝送するため、USB機器がUSBポートに接続されている場合は電源ソケット
で充電しないでください。

‒ USB機器の利用の仕方に応じて、USB機器での設定が必要になる場合があります、機器の取扱説明書を
参照してください。

不適切なUSB機器：

‒ USBハードディスク。
‒ USBハブ。
‒ 複数のスロット付きUSBメモリー カード リーダー。
‒ HFS形式のUSB機器。
‒ ベンチレーターなどの装置やランプ。

作動条件
USBポートと互換性のある機器。

詳しい情報：

! 互換性のある機器 。

機器を接続する
適切なアダプター ケーブルを用いてUSB機器とUSBポートを接続します。

USB機器がMEDIAメニューに表示されます。

詳しい情報：

! USBポート 。



BMW iX.

開閉

車両装備
この章では、モデルに応じて現在および今後提供される装備、システム、機能について、それらがお客様
の車両にない場合も含めて説明されています。

詳しい情報：

! 車両装備 。

車両キー

一般事項
供給範囲には、2個の内蔵キー付き車両キーが含まれています。

全ての車両キーに交換可能な電池が入っています。

装備と国別仕様に応じて、ボタン機能に対してさまざまな設定を行うことができます。

車両キーに、個人設定のあるBMW IDまたはドライバー プロファイルを割り当てることができます。

メインテナンスの必要性に関する情報として、サービス データが車両キーにメモリーされます。

車両キーの閉じ込めを防ぐため、車両を離れるときには車両キーを携行します。

安全に関する注意事項

" 車両キーがお子様の手の届く場所にないこと

インデックスA–Z ##検索 $



概要

マーク 意味

ロック解除。

ロック。

ウェルカム ライトを点灯します。

ラゲッジ ルームを開ける/閉める。

機能設定可能：

! ホーム ライト 。
! パーキング エア コンディショナー 。

追加の車両キー



追加の車両キー
追加の車両キーはメーカーのサービス パートナーまたはその他の認定サービス パートナーあるいは専門
ワークショップでお求めいただけます。

車両キーの紛失
紛失した車両キーはメーカーのサービス パートナーまたはその他の認定サービス パートナーあるいは専門
ワークショップでロックし、交換することができます。

紛失した車両キーにBMW IDまたはドライバー プロファイルが割り当てられている場合、この車両キーへ
の接続を削除する必要があります。その後で、BMW IDまたはドライバー プロファイルを新しい車両キー
に割り当てることができます。

バッテリーの交換

" 不適切なバッテリーを使用しないでください

1. ボタン、矢印1、を押し続け、カバー、矢印2、を横から取り出します。



2. バッテリー ハウジングを車両キーから横へ引き出します。

3. バッテリー ハウジングからバッテリーを取り出します。

4. タイプCR 2032の3Vバッテリーを、プラス側を下にして入れます。



5. バッテリー ハウジングを車両キーに差し込みます。

6. カバーを車両キーの中に入れます。

使用済みの電池は、各自治体の定める取決めをご確認の上、廃棄してください。

内蔵キー
一般事項
車両キーを使わずに、内蔵キーで運転席ドアをロック解除およびロックすることができます。

国別仕様によっては、グローブ ボックスに内蔵キーを収納するようになっています。

内蔵キーで助手席エアバッグ用キー スイッチを操作することができます。

安全に関する注意事項

" 車外からロックしない

内蔵キーを取り出す



1. ボタン、矢印1、を押し続け、カバー、矢印2、を横から取り出します。

2. 内蔵キーを車両キーの開口部から引き出します。

3. 内蔵キーを車両キーから取り出す

ドアのキー シリンダーからのロック解除



1. カバー キャップを内側に押します。
カバー キャップが少し開きます。

2. カバー キャップを横に引くと、ドア ロックが見えます。
3. ドア ロックを内蔵キーでロック解除します。

4. 内蔵キーをドア ロックから引き出します。



5. カバー キャップを内側に押して閉じます。

6. カバー キャップを再び内側に押すと、カバー キャップが再び開きます。
7. ドアが開くまで、カバー キャップを引きます。

他のドアは内側からロック解除する必要があります。

サイド ドア キー シリンダーでロックする



運転席側ドアのサイド ドア キー シリンダー。

1. 運転席側ドアを少し開けます。
2. サイド ドア キー シリンダーを内蔵キーでロックします。

3. 運転席ドアを閉めます。

必要に応じて、他のドアも同じようにサイド ドア キー シリンダーでロックします。

アラーム システム
ドアのキー シリンダーを回してロック解除すると、ドアを開ける際にスタンバイ中のアラーム システムが
作動します。

車両を内蔵キーでロックした場合、アラーム システムはオンになりません。

車両キーのエマージェンシー機能



車両キーが検知されなかった場合は、走行スタンバイをオンにすることができません。

この場合は以下のように行います：

1. 車両キーの裏面をステアリング コラムのマークのところで保持します。その際にはメーターパネルの表
示に注意してください。

2. ‒ 車両キーが検知された場合：10秒以内に走行スタンバイがオンになります。
‒ 車両キーが検知されない場合：車両キーの位置を少し変更し、プロセスを繰り返してください。

故障
必要に応じてチェック コントロール メッセージが表示されます。

車両の車両キー検知は、特に以下の状況で妨害される可能性があります：

‒ 車両キーの電池が放電している。
‒ 電波塔や送信出力の大きい他の施設による無線接続の妨害。
‒ 金属性の物による車両キーの遮蔽。車両キーを金属性の物と一緒に運ばないでください。
‒ 車両キーのすぐ近くにある携帯電話や電子機器による無線接続の妨害。車両キーを電子機器と一緒に運
ばないでください。

‒ 携帯電話の充電など、モバイル機器の充電動作による無線送信の障害。
‒ 車両充電中の無線接続障害。

故障の場合は、内蔵キーで車両を外側からロック解除およびロックすることができます。走行スタンバイ
をオンにするには、車両キーのエマージェンシー機能を使用します。

車両内部へのアクセス

安全に関する注意事項



" 車両キーの携行

" 車外からロックしない

" お子様やペットを車内に残したままにしないでください

ロック解除時の動作
ロック解除時の車両の動作は以下の設定により異なります：

‒ 運転席側ドアと充電リッドのみをロック解除するか、または全てのドア/リッドをロック解除するかの設
定。

‒ 車両がロック解除されたときに確認のために、ライト信号が出力されるか、音響信号が出力されるかの
設定。

‒ ロック解除時にウェルカム ライトを点灯するかの設定。
‒ ドアを開けるとウィンドウがさらに下降し、楽に乗車することができるようになります。

さらに以下の機能が実行されます：

‒ 車両キーにBMW IDまたはドライバー プロファイルを割り当てると、そのBMW IDまたはドライバー プ
ロファイルが有効になります。

‒ 手動でオフにされていない場合、ルーム ライトがオンになります。
‒ 折りたたまれたドア ミラーが展開します。車内のボタンでドア ミラーが折りたたまれると、ロック解除
時には展開しません。

‒ アラーム システムがオフになります。

詳しい情報：

‒ ! 設定 。
‒ ! ウェルカム ライト 。
‒ ! BMW ID/ドライバー プロファイル 。

ロック時の動作
ロック解除時の車両の動作は以下の設定により異なります。

‒ 車両がロックされたときに確認のために、ライト信号が出力されるか、音響信号が出力されるかの設
定。

‒ ロック時にドア ミラーを自動的に折りたたむかの設定。ハザード ライトがオンの場合、ドア ミラーは折
りたたまれません。

‒ ロック時にホーム ライトを点灯させることができます。

以下の機能が実行されます：

‒ すべてのドア、テールゲートおよび充電リッドがロックされます。
‒ アラーム システムがオンになります。

ロック時に走行スタンバイがまだオンになっている場合は、車両のホーンが2回鳴ります。この場合は、走
行スタンバイをスタート/ストップ ボタンでオフにします。



詳しい情報：

! 設定 。

車両キーを用いて
車両をロック解除する

車両キーのボタンを押します。

調整に基づいて運転席ドアと充電リッドのみがロック解除された場合、他の車両ドア/リッドをロック解除
するには、車両キーのボタンをもう一度押します。

フロント ドアを開けると、車両が始動可能な状態になります。

ライト機能は周囲の明るさによって異なる場合があります。

コンフォート エントリー

コンフォート エントリーを作動させるには、車両キーのボタンを2回連続で押します。

設定に応じて、ドアを開けるとウィンドウがさらに下がります。

車両をロックする
1. 運転席ドアを閉めます。
2. 車両キーのボタンを押します。

アウター ドア ハンドル
原理
車両キーを操作しなくても、車両にアクセスすることができます。

車両付近では、車両キーは自動的に検知されません。

一般事項



一部の国では、デジタル キーが保存されている互換性のあるスマートフォンでも、アウター ドア ハンドル
で車両のロックおよびロック解除することができます。

詳しい情報：

! BMWデジタル キー 。

機能の前提条件
‒ 車両キーをズボンのポケットなどに入れて携行します。
‒ 車両をロックするには、車両キーが車外のドア付近にある必要があります。
‒ ロックしてから約2秒経過すれば、ロック解除することができるようになります。

フロント ドアで車両をロック解除する

いずれかのフロント ドアの引き手をつかみます。

リア ドアで車両をロック解除する



引き手のボタンを押し続け、車両をロック解除してリア ドアを開きます。

車両をロックする
1. 運転席ドアを閉めます。
2. 閉まっているフロント ドアの引き手をつかまずに、アウター ドア ハンドルの溝部分に指で約1秒間触れ
ます。

故障
アウター ドア ハンドルロック ジェスチャーの識別機能は、水濡れまたは雪によって正常に機能しないこと
があります。

故障時、車両を車両キーのボタンまたは内蔵キーでロック解除およびロックします。

車両を非接触でロック解除/ロックする



車両を非接触でロック解除/ロックする
原理
運転者が車両キーを携行してロックされた車両に近づくと、車両がロック解除されます。

運転者が車両キーを携行してロック解除された車両から離れると、車両はロックされます。

一般事項
ロック解除ゾーンで正当な車両キーが検知されると、車両がロック解除されます。

ロック解除ゾーンは車両から半径約1mの範囲内です。

一部の国では、デジタル キーが保存されている互換性のあるスマートフォンでも非接触でロック解除/ロッ
クすることができます。

ロック ゾーンから車両キーが出ると、車両がロックされます。

ロック ゾーンは車両から半径約1mの範囲内です。

車両キーが長時間ロック解除ゾーンにあり、動かされない場合、車両は自動的にロックされます。

ロック時に助手席シートに乗員を検知し、助手席のシート ベルトがベルト キャッチ内にある場合：

‒ 車両はロックされますが、盗難防止用のロックはかかりません。
‒ 充電リッドは、ロック解除されたままです。

詳しい情報：

! BMWデジタル キー 。

ロック解除時の動作
設定に、運転席側ドアと充電リッドだけロック解除するように設定に保存されている場合には、以下の点
に注意してください：

運転席側ドアと充電リッドは、ドライバーが運転席側から車両に近づいた場合のみロック解除されます。

詳しい情報：

! 設定 。

機能の前提条件
‒ 車両キーをズボンのポケットなどに入れて携行します。
‒ 自動ロック/ロック解除は、その設定で有効にしておく必要があります。
‒ 走行スタンバイがオフになっている必要があります。
‒ 車両の非接触ロックを正常に作動させるには、車両の半径6m以内にもう1つの車両キーがあってはなり
ません。

‒ 車両を数日間停車状態にすると、車両を走行させた後に非接触でのロック解除/ロックが再び可能になり
ます。

詳しい情報：

! 設定 。

Key Cardを用いて



Key Cardを用いて
原理
Key Cardは、デジタル キーがインストールされたチップカードです。これは、車両のロック解除とロック
に使用します。

詳しい情報：

! Key Card 。

車両をロック解除/ロックする

有効になっているKey Cardを直接、運転席側ドアの外側ドア フラップの中央にかざします。

Key Cardで車両をロックしたら、すべてのドアおよびラゲッジ ルームが閉まっていることを確認してくだ
さい。

Key Cardが検知されない場合は、Key Cardの位置を少し変更し、プロセスを繰り返してください。

BMWデジタル キーを用いて
原理
使用国と装備によっては、互換性があるスマートフォンにデジタル キーをインストールして、そのスマー
トフォンを車両のロック解除とロックに使用することができます。

詳しい情報：

! BMWデジタル キー 。

車両をロック解除/ロックする



スマートフォンのNFCアンテナを直接、運転席側ドアの外側ドア フラップの中央部分にかざします。NFC
アンテナの位置は、スマートフォンのモデルによって異なります。

スマートフォンで車両をロックしたら、すべてのドアおよびラゲッジ ルームが閉まっていることを確認し
てください。

よくある質問
誤って車両キーがインロックされた場合でも車両を開けられるようにするために、どのような対策をとる
ことができますか？

‒ そのためにはBMW ConnectedDriveとの契約が有効であり、BMWアプリをスマートフォンにインストー
ルしておくことが必要となります。

‒ 車両のロック解除はBMWコネクテッド ドライブ コール センターを介して要求することができます。そ
のためには有効なBMWコネクテッド ドライブ契約が結ばれている必要があります。

ラゲッジ ルームへのアクセス

一般事項
車両後方にいる人物が眩惑されないように、トランク リッドを開けるとナンバー プレート ライトがオフに
なります。

トレーラー ソケットが使用されている場合、車両キーと車内のボタンでラゲッジ ルームを開けることはで
きません。

ラゲッジ ルームは、設定された開口時の高さまで開きます。

安全に関する注意事項



" テールゲートの動作範囲に何もないこと

" テールゲートの動作範囲に注意すること

" 先の鋭いものや角のとがったものにカバーをする

車両キーを用いて
一般事項
車両キーの閉じ込めを防ぐために、車両キーをラゲッジ ルーム内に置かないでください。

装備と国別仕様に応じて、車両キーによるロック解除時にドアもロック解除するかどうかを設定すること
ができます。

ラゲッジ ルームを開ける

車両キーのボタンを約1秒間押します。

ラゲッジ ルームを閉める

ラゲッジ ルームが閉まるまで車両キーのボタンを押し続けます。

スイッチから手を離すと、動きが止まります。

ドアがロック解除されていなければ、ラゲッジ ルームは閉めるとすぐに再びロックされます。

ラゲッジ ルームで
一般事項
コンフォート アクセスにより、車両キーを操作しなくてもラゲッジ ルームにアクセスすることができま
す。車両キーをズボンのポケットなどに入れて携行するだけで十分です。キーは車両付近で自動的に検知
されます。

国によっては、デジタル キーを登録した互換性があるスマートフォンも自動的に検知されます。



詳しい情報：

! BMWデジタル キー 。

ラゲッジ ルームを開ける

‒ 車両をロック解除し、ラゲッジ ルームのボタンを押します。
‒ コンフォート アクセス装備の場合：車両キーを携行し、ラゲッジ ルームのボタンを押します。ロックさ
れているドアはロック解除されません。

ラゲッジ ルームを閉める



ラゲッジ ルームのボタンを押します。

車内で
ラゲッジ ルームを開ける

運転席ドアのトレイ内のボタンを押します。

ラゲッジ ルームを閉める

運転席ドアの小物入れ内のボタンを引き、そのまま保持します。

この機能を使用するには、車両キーまたはデジタル キーが車内にある必要があります。

開く動作の中断
オープン プロセスは以下の状況で中止されます：

‒ 車両が動き出したとき。
‒ ラゲッジ ルームの外側にあるボタンを押したとき。もう一度押すと、ラゲッジ ルームが再び閉まりま
す。

‒ ラゲッジ ルームの内側にあるボタンを押したとき。もう一度押すと、ラゲッジ ルームが再び閉まりま
す。

‒ 車両キーのボタンを押したとき。もう一度押すと、開動作が再開されます。ボタンを押して保持する
と、ラゲッジ ルームが再び閉まります。

‒ 運転席ドアのボタンを押したまたは引いたとき。もう一度押すと、開動作が再開されます。

閉まる動作の中断
クローズ プロセスは以下の状況で中止されます：

‒ 急発進時。
‒ ラゲッジ ルームの外側にあるボタンを押したとき。もう一度押すと、ラゲッジ ルームが再び開きます。
‒ ラゲッジ ルームの内側にあるボタンを押したとき。もう一度押すと、ラゲッジ ルームが再び開きます。
‒ 運転席ドアのボタンを放したとき。もう一度引き、そのまま保持すると、閉動作が再開されます。
‒ 車両キーのボタンを放したとき。もう一度押し、そのまま保持すると、閉動作が再開されます。

ラゲッジ ルームを非接触で開閉する



ラゲッジ ルームを非接触で開閉する
原理
車両キーを携帯している場合、ラゲッジ ルームを非接触で開閉することができます。

ボディ後部の中央で足を前方に動かすと2個のセンサーがその動きを検知し、ラゲッジ ルームが開閉しま
す。

一般事項
車両キーがセンサー範囲内にある場合は、無意識の足の動きや誤って検知された足の動きなどによって、
ラゲッジ ルームが不意に開閉することがあります。

センサーの検知範囲はリア エンド後方の約1.50mです。

非接触でラゲッジ ルームを開く場合、ロックされているドアはロック解除されません。

一部の国では、デジタル キーが保存されている互換性のあるスマートフォンでもラゲッジ ルームを非接触
でロック解除/ロックすることができます。

詳しい情報：

! BMWデジタル キー 。

安全に関する注意事項

" テールゲートの動作範囲に何もないこと

" テールゲートの動作範囲に注意すること

" 先の鋭いものや角のとがったものにカバーをする

機能の前提条件
ラゲッジ ルームの非接触オープンおよびクローズは各設定でオンにされている必要があります。

詳しい情報：

! 設定 。

ラゲッジ ルームを開ける
1. 車両の後ろ中央に、車両後端からおよそ腕の長さの分だけ離れて立ちます。



2. 車両の下でどちらかの足を走行方向にできるだけ大きく動かし、すぐに元の位置に戻します。この動作
のときには、両方のセンサーの領域内で足を横に動かす必要があります。

ラゲッジ ルームが開く前に、ハザード ライトが点滅します。

再び足を動かすと開動作が停止します。それに続いて足を動かすと、ラゲッジ ルームが再び閉まります。

ラゲッジ ルームを閉める
ラゲッジ ルームを開くための足の動きを行います。

ハザード フラッシャーが点滅して、信号音が鳴ります。

再び足を動かすと閉動作が停止します。それに続いて足を動かすと、テールゲートが再び開きます。

システムの限界
以下の外部状況により、足の動きの検知が制限されている可能性があります：

‒ 車両後部の氷、雪または雪のぬかるみ。
‒ 車両後部の汚れまたは散布用塩。

車両清掃時に落ちてくる水や激しい雨など、センサー付近での動きによって、意図せずにラゲッジ ルーム
が開く可能性があります。そのような場合に意図せずにラゲッジ ルームが開くのを防ぐため、車両キーを
車両後部から十分に離れた場所に保管します。

故障
電気的な異常がある場合は、ロック解除されたラゲッジ ルームをゆっくりと、急激に動かさないように手
動で操作します。

Key Card

原理



原理
Key Cardにより、車両のロック解除およびロック、さらに車両をスタートさせることができます。

一般事項
Key Cardにデジタル キーがインストールされており、すでに車両に登録されています。デジタル キーは
iDriveでオンにする必要があります。

有効になっているKey Cardで車両をスタートさせることができるため、車両から離れる際はKey Cardをオ
フにするか携行してください。サービス アポイントの際は常に車両キーを携行してください。

車内でKey Cardをオン/オフする
一般事項
Key Cardを有効にするには、Key Cardがスマートフォン トレイに置いてあり、車両キーが車内にあること
が必要です。

Key Cardを無効にするには、車両キーが車内にあることが必要です。

車両に対してBMWデジタル キーが有効になっていれば、車両キーの代わりにデジタル キーを使用するこ
とができます。

オフにされたKey Cardは、登録済みデジタル キーのリストに残ります。

Key Cardを有効にする

1. Key Cardをスマートフォン トレイの中央に置きます。
2. コントロール ディスプレイに表示された指示に従います。

Key Cardを無効にする
1. 「メニュー」
2. 「車両アプリ」



3. 「ドアと ウィンドウ」
4. 「Key Card」
5. 「Key Cardの無効化」

オフにされたKey Cardは、登録済みデジタル キーのリストに残ります。

車両をロック解除およびロックする
有効にしたKey Cardで車両をロック解除およびロックすることができます。

詳しい情報：

! 車両内部へのアクセス 。

走行スタンバイをオンにする

1. 有効にしたKey Cardをスマートフォン トレイの中央に置きます。
2. スタート/ストップ ボタンを押します。

故障
車両がKey Cardを検知するときに、例えば財布など何らかのものがセンサーとKey Cardの間にあると検知
できないことがあります。

BMWデジタル キー

原理
互換性のあるスマートフォンを使用することで、BMWデジタル キーにより車両のロック解除およびロック
を行うことができます。

一般事項



一般事項
BMWデジタル キーが利用可能かどうか、また、その機能範囲は、装備と国によって異なります。

BMWデジタル キーは、互換性のあるスマートフォンまたは互換性のある他の携帯端末機器で使用すること
ができます。

互換性のあるスマートフォンで車両のロック解除とスタートができるようにするには、そのスマートフォ
ンのメーカーがこの機能を提供していることが前提になります。BMWアプリで、スマートフォンと車両に
互換性があるか、また、どの機能がサポートされているかを確認することができます。

デジタル キーに、BMW IDまたは個別の設定を含むドライバー プロファイルを割り当てることができま
す。

デジタル キーとしてスマートフォンを使用する際には必ず、車両キーまたは有効なKey Cardを携行してく
ださい。これによって、スマートフォンが機能停止になっても車両へのアクセスが確保されます。車両
キーまたはKey Cardの携行は、車両を他人に引き渡す必要がある場合にもメリットとなります。この場
合、車両キーまたはKey Cardはスマートフォンの代わりに引き渡すことができます。サービス アポイント
の際は常に車両キーを携行してください。

詳しい情報：

‒ ! BMW ID/ドライバー プロファイル 。
‒ www.bmw.com/digitalkey

機能の前提条件
‒ スマートフォンにBMWデジタル キーとの互換性がある。
‒ 車両は、車両所有者のConnectedDriveアカウントとリンクしています。
‒ スマートフォンのバッテリーが十分に充電されていること。バッテリーの必要な最低充電量はスマート
フォンにより異なります。

メイン デジタル キーを有効にする
車両所有者のスマートフォンを車両でメイン デジタル キーとして有効にします。そのために、車両所有者
はその車両に対する権限を証明しなければなりません。

権限の証明は、BMWアプリまたはウォレット アプリなどのスマートフォン機能のアクティベーション
コードを介して開始することができます。この有効化中は、車両キーが両方とも車内にある必要がありま
す。

有効化の際は、BMWアプリのデジタル キー メニューまたはコントロール ディスプレイの指示に従ってく
ださい。

デジタル キーを共有する
一般事項
デジタル キーなら、他の人々とデジタル キーを共有できます。この機能は、メイン デジタル キーとして
有効になっているスマートフォンで実行できます。

権限を付与する
デジタル キーを共有するには、スマートフォンでウォレット アプリなどの機能を選択します。



デジタル キーの共有を開始すると、共有相手に招待通知が送信されます。この招待通知を承認すると、受
信者のスマートフォンでデジタル キーが有効になります。

機能範囲を制限する
デジタル キーには、転送前に特定の機能制限をかけることができます。例えば運転初心者にデジタル キー
を転送する場合、走行安定性制御システムのスイッチ オフを除外することができます。詳しい情報は、
ConnectedDriveポータルやBMWアプリでご覧ください。

認証
受信者のスマートフォンの機種によっては、安全上の理由により認証が必要になることがあります。

認証するには、権限のある車両キー、メイン デジタル キーまたはその他の方法を使用します。スマート
フォンまたはコントロール ディスプレイに表示された該当する注意事項に従います。

デジタル キーを削除する
一般事項
削除されたデジタル キーは、有効化されているデジタル キーのリストから消去されます。

削除されたデジタル キーは復元できません。

メイン デジタル キーを削除する
スマートフォンまたはiDriveで、メイン デジタル キーを削除することができます。

メイン デジタル キーの削除がすぐに実行されます。

共有キーを削除する
共有キーは、メイン デジタル キーのスマートフォン、共有キーのスマートフォンまたはiDriveで削除でき
ます。

メイン デジタル キーのスマートフォンでの削除は、削除するキー以外のキーで車両を使用してから行って
ください。

共有キーのスマートフォンまたはiDriveでの削除は、すぐに行うことができます。

iDriveからの削除
iDriveでデジタル キーを削除するには、権限のある車両キーが車内にあること、あるいはメイン キーがス
マートフォン トレイに置いてあることが必要です。

1. 「メニュー」
2. 「車両アプリ」
3. 「ドアと ウィンドウ」
4. 「デジタルキー」
5. 必要に応じてデジタル キーを選択します。
6. デジタル キーを削除します。

機能をリセットする



BMWデジタル キー機能をリセットするには、正当な車両キーが車内にあることが必要です。

BMWデジタル キー機能をリセットすると、メイン キーを含むすべてのデジタル キーが削除されます。

リセット後、デジタル キーによるロック解除/ロックおよび車両のスタートができなくなります。

BMWデジタル キーを再び使用することができるようにするには、メイン デジタル キーを改めて有効にす
る必要があります。

1. 「メニュー」
2. 「車両アプリ」
3. 「ドアと ウィンドウ」
4. 「デジタルキー」
5. 「本機能を工場出荷時設定にリセット」

車両をロック解除およびロックする
車両は以下の要領でロック解除およびロックすることができます：

‒ アウター ドア ハンドルで。
‒ コンフォート アクセスで：使用国に応じて、車両を非接触でロック解除およびロックすることができま
す。

詳しい情報：

! 車両内部へのアクセス 。

走行スタンバイをオンにする
スマートフォン トレイを介して

1. スマートフォンをスマートフォン トレイの中央に置きます。
ディスプレイが上を向くように注意してください。

2. スタート/ストップ ボタンを押して、走行スタンバイ状態をオンにします。



コンフォート アクセスを用いて
一部の国では、デジタル キーが保存されている互換性のあるスマートフォンでも、コンフォート アクセス
による走行スタンバイをオンにすることができます。

1. スマートフォンが車内にあることが必要です。
2. スタート/ストップ ボタンを押して、走行スタンバイ状態をオンにします。

スマートフォンの売却
スマートフォンを売却する前に、そのスマートフォンに保存されているすべてのデジタル キーを削除して
ください。そうすることで、そのスマートフォンは車両に対して使用することができなくなります。

車両の売却
車両を売却する前に、デジタル キー機能をリセットするか、それまでの車両所有者のConnectedDriveアカ
ウントから車両を削除してください。

ConnectedDriveアカウントからこの車両を削除すると、この車両に登録したすべてのデジタル キーが削除
されます。

故障
車両のデジタル キー検知は、特に以下の事情によって正常に機能しない可能性があります：

‒ 不適切なスマートフォン ケースにより、スマートフォンが車内のセンサーに反応しません。
‒ スマートフォンとスマートフォン ケースの間に、チップ内蔵カードやKey Cardなどの物があります。
‒ 電波塔や送信出力の大きい他の施設による接続の妨害。
‒ 建物の一部または金属性の物によるスマートフォンの遮蔽。

集中ロック システム用ボタン

一般事項
重大な事故が起きた場合、車両は自動的にロック解除されます。ハザード フラッシャーとルーム ライトの
スイッチが入ります。

安全に関する注意事項

" ドア開閉時の注意

概要



集中ロック システム用ボタン。

車両をロックする

フロント ドアが閉まった状態でボタンを押します。

ロック時に車両に盗難防止用の二重ロックはかかりません。

車両をロック解除する

ボタンを押します。

ドアを開ける

ボタンを押します。

ドアがロック解除され、少し開きます。

ドアを外側に開きます。

故障



故障
一般事項
電流が停止した場合には、運転席側ドアを手動でロック解除することができます。

概要

運転席側ドアのレバー。

運転席側ドアを手動でロック解除する



運転席側ドアのレバーを引いて、運転席側ドアをロック解除します。

ドア用ソフト クローズ オートマチック

原理
ソフト クローズ オートマチックは使用する力を低減し、車両ドアを静かに閉めます。

ドアはゆっくりとドア ロックに押し込まれ、ドアが自動的に完全に閉まります。

安全に関する注意事項

" ドアが動く範囲に何もないこと

閉める
ドアは軽く押して閉めてください。

閉める操作は、自動的に行われます。

パーキング サービス モード

原理



パーキング サービス モードではコントロール ディスプレイがロックされます。

このモードは、例えば車両をパーキング サービスに渡す場合に使用することができます。

一般事項
一部の国では、パーク サービス モードを使用することができません。

パーキング サービス モードでは、iDriveによる車両設定の変更は行うことができません。BMW IDまたは
ゲスト ユーザー プロファイルに保存した個人設定を変更することはできません。個人データは表示するこ
とができません。

さらに以下のアクションが実行されます：

‒ オーディオ システムの音量が制限されます。
‒ 走行モードの設定項目の中には、機能に制限のあるものがあります。

詳しい情報：

! BMW ID/ドライバー プロファイル 。

作動条件
ドライバーが、BMW IDを使って車両にログインしている。

パーキング サービス モードをオンにする
1. 「メニュー」
2. 「車両アプリ」
3. 「システム設定」
4. 「パークサービスモード」
5. 必要に応じて「PIN」
この有効なBMW ID用にPINが保存されていない場合、このPINを指定する必要があります。パークサー
ビス モードを作動解除するためには、PINが必要です。

6. 必要に応じてPINを入力します。
7. 「パークサービスモードの有効化」

パーキング サービス モードをオフにする
1. ロック画面で希望のBMW IDを選択します。
2. ‒ BMW IDに割り当てられているPINを入力します。PINを忘れてしまった場合：BMW IDへのアクセス

データを入力します。
‒ 選択したBMW IDにPINが割り当てられていない場合：BMW IDへのアクセス データを入力します。

設定

一般事項



装備と国別仕様に応じて、さまざまな開閉の設定が可能です。

ロック解除とロック
ドア
1. 「メニュー」
2. 「車両アプリ」
3. 「ドアと ウィンドウ」
4. 「ロック/ロック解除」
5. 「ロック解除」
6. 希望する設定を選択します：

‒ 「運転席ドアのみ」運転席側ドアと充電リッドのみがロック解除されます。もう1度押すと、車両全
体のロックが解除されます。

‒ 「全てのドア」ロック解除ボタンを押すと、車両全体がロック解除されます。

非接触でロック解除/ロックする
1. 「メニュー」
2. 「車両アプリ」
3. 「ドアと ウィンドウ」
4. 「コンフォート アクセス」
5. 希望する設定を選択します：

‒ 「接近時にロック解除」
‒ 「離れるとロック」

自動ロック解除
1. 「メニュー」
2. 「車両アプリ」
3. 「ドアと ウィンドウ」
4. 「ロック/ロック解除」
5. 「走行終了後ロック解除」
スタート/ストップ ボタンを押すと、走行スタンバイがオフになった後に、ロックされている車両が自
動的にロック解除されます。

自動ロック
1. 「メニュー」
2. 「車両アプリ」
3. 「ドアと ウィンドウ」
4. 「ロック/ロック解除」
5. 「一定時間後にロック」
ロック解除後にどのドアも開けられない場合は、一定時間経過後に自動的に再びロックされます。

車両の確認シグナル
1. 「メニュー」



2. 「車両アプリ」
3. 「ドアと ウィンドウ」
4. 「ロック/ロック解除」
5. 希望する確認信号を作動解除または作動させます：

‒ 「ロック/ロック解除の確認点滅」ロック解除の確認として2回の点滅が行われ、ロックの確認として
1回の点滅が行われます。

ミラーの自動格納
1. 「メニュー」
2. 「車両アプリ」
3. 「ドアと ウィンドウ」
4. 「ロック/ロック解除」
5. 「ロック/ロック解除時のミラー開閉」

ラゲッジ ルーム
ラゲッジ ルームとドア
ラゲッジ ルームのみをロック解除するか、ラゲッジ ルームと一緒にドアもロック解除するかを設定するこ
とができます。

1. 「メニュー」
2. 「車両アプリ」
3. 「ドアと ウィンドウ」
4. 「テールゲート」
5. 希望する設定を選択します：

‒ 「アッパーテールゲート」装備に応じて、ラゲッジ ルームがロック解除されるか、開きます。
‒ 「アッパーテールゲートとドア」装備に応じて、ラゲッジ ルームがロック解除されるか開くと同時
に、ドアがロック解除されます。

‒ 「車両が予めロック解除されている時だけテールゲートオープン」テールゲートを車両キーで操作す
ることができるようにする前に、車両をロック解除する必要があります。

‒ 「テールゲートボタンのロック」車両キーによるテールゲートの操作は行うことができません。

オープニング高さの調整
テールゲートを開けたときの高さを調整することができます。

オープニング高さを調整する際は、テールゲート上方に少なくとも10cm のスペースがあることに注意しま
す。

1. 「メニュー」
2. 「車両アプリ」
3. 「ドアと ウィンドウ」
4. 「テールゲート」
5. 「開口度」
6. テールゲートを確認し、希望のオープニング高さに調整します。

ラゲッジ ルームを非接触で開閉する



1. 「メニュー」
2. 「車両アプリ」
3. 「ドアと ウィンドウ」
4. 「テールゲート」
5. 希望する設定を選択します：

‒ 「足の動作で開ける」
‒ 「足の動作で閉じる」

アラーム システム

一般事項
車両がロックされている場合、アラーム システムは以下の変化に反応します：

‒ ドア、フロント フード、ラゲッジ ルームのいずれかを開けたとき。
‒ 車内での動き。
‒ 車両の傾きが変化したとき（ホイールが盗まれそうなときやけん引を行うとき）。
‒ バッテリー電圧が遮断されたとき。
‒ オンボード診断OBD用ソケットの不適切な使用。

アラーム システムはこれらの変化を表示と音によって知らせます：

‒ 音によるアラーム：国の規定によっては、警告音がオフにされる場合があります。
‒ 視覚的なアラーム：ハザード フラッシャーおよび場合によってはヘッドライトの点滅によって。

アラーム システムの機能を確保するために、システムを変更しないこと。

アラーム システムをオン/オフにする
車両をロック解除またはロックすると、アラーム システムがオフまたはオンになります。

アラーム システムがオンの状態でドアを開く
内蔵キーでドアのキー シリンダーを回してドアをロック解除した場合、ドアを開けるとアラーム システム
が作動します。

アラーム システムがオンのときにラゲッジ ルームを開ける
ラゲッジ ルームはアラーム システムがオンのときでも開けることができます。

ラゲッジ ルームが閉じた後に、ラゲッジ ルームが再びロックされモニターされます。閉まるときにハザー
ド ライトが1回点滅します。

ルーム ミラーについている表示灯



‒ 表示灯が2秒ごとに点滅する：アラーム システムがオンになっています。
‒ 表示灯が約10秒間点滅し、その後2秒間隔で点滅する：ドア、フロント フード、またはテールゲートが正
しく閉まっていないため、車内検知機能および傾斜センサーが作動していません。正しく閉められたド
ア/リッドにはロックがかかります。まだ開いている部分が閉められると、車内検知機能および傾斜セン
サーがオンになります。

‒ ロック解除後に表示灯が消える：車両には、何も不正な操作はされませんでした。
‒ 表示灯が、ロック解除後に走行スタンバイがオンになるまで、最長約5分間点滅する：何らかの要因でア
ラームが作動しました。

傾斜センサー
車両の傾きを監視します。

例えばホイールを盗もうとしたり、けん引しようとしたりすると、アラーム システムが反応します。

車内検知機能
車両内部をモニターします。

車両内部に動きを検知すると、アラーム システムが反応します。

ウィンドウが閉まっていなければ、機能は正常に作動しません。

意図しないアラームを防止する
一般事項
権限のない操作が行われていなくても、傾斜センサーおよび車内検知機能によってアラームが作動するこ
とがあります。

意図しないアラームの考えられる状況：

‒ 自動洗車機に入れる場合。
‒ 立体駐車場内。
‒ 自動車運搬専用の列車、船舶、またはトレーラーで輸送される場合。



‒ 車内に動物がいる場合。

このような状況では、傾斜センサーおよび車内検知機能をオフにすることができます。

傾斜センサーおよび車内検知機能をオフにする
‒

車両をロックしてから10秒以内に車両キーのボタンを押します。表示灯が約2秒間点灯してから、点滅し
ます。

‒ 作動スタンバイをオフにすると、コントロール ディスプレイに車内侵入防止と傾斜センサーをオフにす
ることができる旨の通知が表示されます。

傾斜センサーと車内検知機能は、次にロックをかけるまで、スイッチがオフになっています。

警報アラームを止める
車両をロック解除します。

車両を内蔵キーでロック解除すると、車両キーのエマージェンシー機能で走行スタンバイがオンになるこ
とが必要です。

ウィンドウ

一般事項
ウィンドウを開く場所が同じことがよくあるという場合には、この作業をBMW Intelligent Personal
Assistantに任せることができます。例えば、頻繁に同じ屋内駐車場を利用する場合などです。

詳しい情報：

! BMW Intelligent Personal Assistant 。

安全に関する注意事項

" ウィンドウが動く範囲に何もないこと

車両キーを用いて
ウィンドウを開く



ロック解除後、車両キーのボタンを押し続けます。

車両キーのボタンが押されている間、パワー ウィンドウが開きます。

ウィンドウを閉める

ロック後、車両キーのボタンを押し続けます。

車両キーのボタンが押されている間、パワー ウィンドウが閉じます。

ロック時に折りたたまれなかった場合に、ドア ミラーが折りたたまれます。ハザード ライトがオンの場
合、ドア ミラーは折りたたまれません。

アウター ドア ハンドル
原理
車両キーを操作しなくても、ウィンドウを閉めることができます。

車両付近では、車両キーは自動的に検知されません。

一般事項
一部の国では、デジタル キーが保存されている互換性のあるスマートフォンでも、アウター ドア ハンドル
でウィンドウを閉めることができます。

詳しい情報：

! BMWデジタル キー 。

機能の前提条件
車両キーをズボンのポケットなどに入れて携行します。

ウィンドウを閉める



閉まっている車両ドアの引き手をつかまずに、アウター ドア ハンドルの溝部分に指を軽くあてたままにし
ます。

ロックに加え、ウィンドウが閉まります。

ロック時に折りたたまれなかった場合に、ドア ミラーが折りたたまれます。ハザード ライトがオンの場
合、ドア ミラーは折りたたまれません。

車内で
概要



パワー ウィンドウ

機能の前提条件
以下の前提条件が満たされている場合、ウィンドウを操作することができます。

‒ 作動スタンバイがオン。
‒ 走行スタンバイがオン。
‒ 停車状態が確立された後の特定の時間。

車両キーまたはデジタル キーが車内にあることが必要です。

ウィンドウを開く
‒

スイッチを軽く止まる位置まで押します。ウィンドウは、スイッチが保持されている間、開きます。
‒

スイッチを軽く止まる位置を越えるまで押します。ウィンドウは自動的に開きます。スイッチを再び押す
と、動きが止まります。

ウィンドウを閉める
‒

スイッチを軽く止まる位置まで引きます。ウィンドウは、スイッチが保持されている間、閉まります。
‒

スイッチを軽く止まる位置を越えるまで引きます。ウィンドウが自動的に閉まります。もう1度引くと、
動きが止まります。

はさみ込み防止



はさみ込み防止
原理
はさみ込み防止機能は、ウィンドウ クローズ時に物や体の一部がドア フレームとウィンドウの間に挟まる
ことを防ぎます。

一般事項
ウィンドウ クローズ時に抵抗や障害物を検知すると、クローズ プロセスが中断します。

安全に関する注意事項

" ウィンドウが動く範囲に何もないこと

はさみ込み防止機能を作動させずに閉める
車外からの危険がある場合やウィンドウが凍り付いていて通常の閉め方ができない場合は、次のように操
作してください：

1. スイッチを軽く止まる位置を越えるまで引き、保持します。
はさみ込み防止機能が制限されてウィンドウが閉まります。閉める力が特定の値を超えると、閉まる動
作が中断されます。

2. スイッチを約4秒以内にもう1度、軽く止まる位置を越えるまで引き、保持します。
ウィンドウは、はさみ込み防止機能を作動させずに閉まります。

セイフティ スイッチ

原理
セイフティ スイッチを用いて、リア シートの特定の機能をロックすることができます。それらの機能を作
動しないようにしておくと、例えば後部座席にお子様やペットが乗車している場合に安心です。

一般事項



一般事項
以下の機能は、セイフティ スイッチを押すとロックすることができます：

‒ 後席のスイッチによるリア ウィンドウの開閉。
‒ 後部座席の乗員がリア ドアを開く。リア ドアは、外からのみ開くことができます。

概要

セイフティ スイッチ

セイフティ機能をオン/オフにする

ボタンを押します。

セイフティ機能のスイッチが入っている場合、LEDが点灯します。



BMW iX.

シート、ドア ミラーおよびステアリング ホ
イール

車両装備
この章では、モデルに応じて現在および今後提供される装備、システム、機能について、それらがお客様
の車両にない場合も含めて説明されています。

詳しい情報：

! 車両装備 。

安全な座り方
乗員に最適なシート位置は、リラックスし疲労することなく運転するための前提条件といえます。

事故の際には、正しいシート位置が重要な役割を果たします。以下の章の注意事項を守ってください。

詳しい情報：

‒ ! シート 。
‒ ! シート ベルト 。
‒ ! ヘッドレスト 。
‒ ! エアバッグ 。

シート

一般事項

インデックスA–Z ""検索 #



運転席のシート設定は、有効になっているBMW IDまたはドライバー プロファイルに記憶されます。BMW
IDまたはドライバー プロファイルを後で再び有効にすると、記憶されている位置が自動的に呼び出されま
す。

現在のシート位置をメモリー機能で記憶させることができます。

安全に関する注意事項

$ 運転席シートは必ず車を止めた状態で調整してください

警告

走行中にシート調節を行うと、不意にシートが動くおそれがあります。車両を制御できなくなるおそれが
あります。事故が発生するおそれがあります。運転席シートは必ず車を止めた状態で調整してください。

$ バック レストをできるだけ垂直の位置に調節する

警告

バック レストを後ろに傾けすぎることにより、シート ベルトの保護効果が保証されなくなります。事故の
際に体がシート ベルトの下に滑り込んでしまう危険があります。けがをするおそれまたは生命の危険があ
ります。シートは走行前に調整してください。バック レストはできるだけ垂直の位置にして、走行中には
変更しないでください。

$ 調整の際、シートが動く範囲に何もないこと

警告

シートが動く際に挟まれる危険があります。けがをするおそれまたは損傷が発生する危険があります。設
定の前に、シートが動く範囲に物がないことを確認してください。

概要



シート設定スイッチはフロント ドアに取り付けられています。

シート設定メニュー

ボタンを押すと、シート設定メニューが直接コントロール ディスプレイに呼び出されます。

前後



スイッチを前または後ろに押します。

高さ

スイッチを上または下に押します。

シート角度

スイッチを上または下に押します。

バック レスト角度



スイッチを前または後ろに動かします。

ランバー サポート
原理
バック レストの湾曲は、腰椎、脊椎前わんをサポートするように、変化させることができます。正しい乗
車姿勢になるよう、骨盤の上縁と脊椎がまっすぐになるように支えます。

ランバー サポートを設定する
1. 「メニュー」
2. 「車両アプリ」
3. 「シートの快適性」
4. 希望するシートを選択します。
5. 希望の機能を選択します。
6. 希望する設定を選択します：

‒ 左/右の矢印を引く：湾曲が強く/弱くなります。
‒ 上/下の矢印を引く：湾曲が上に/下に移動します。

バック レスト幅
原理
バック レスト幅を適切に調節することで、カーブ走行時に体の側面がより良く支えられるようになりま
す。

一般事項
バックレスト幅は、バックレストのサイド サポートの設定で変更します。



バックレスト幅を設定する
1. 「メニュー」
2. 「車両アプリ」
3. 「シートの快適性」
4. 希望するシートを選択します。
5. 希望の機能を選択します。
6. 希望する項目を選択します。

シート マッサージ
原理
シート マッサージで背中の筋肉の緊張をとったり血行を良くしたりして、疲労を防ぐことができます。

シート マッサージをオン/オフにする
1. 「メニュー」
2. 「車両アプリ」
3. 「シートの快適性」
4. 希望するシートを選択します。
5. 「マッサージ」
6. 「シートマッサージ」
7. 必要に応じて希望の設定を選択します。
シート マッサージは20分間オンになります。

シート ベルト

一般事項
乗員の安全のために、車両には5つのシート ベルトが装備されています。シート ベルトは、正しく着用さ
れた場合にのみ保護機能を発揮します。

走行を開始する前に、全ての乗員が必ずシート ベルトを着用してください。エアバッグは補助的な安全装
置としてシート ベルトの機能を補助します。エアバッグはシート ベルトに代わるものではありません。

ベルト固定ポイントはすべて、シート ベルトの使用とシート調節が正しい場合にシート ベルトの最大限の
保護効果が発揮されるように設計されています。

リア シートの左右外側のシートに取り付けられているベルト キャッチは、リア シートの左右に座る乗員用
です。

リア シートの内側ベルト キャッチは、中央に座る乗員用です。

詳しい情報：

!  安全な座り方に関する注記 。

安全に関する注意事項



安全に関する注意事項

$ 必ず1本のシート ベルトを1人が着用してください

警告

1本のシート ベルトを2人以上の乗員が着用すると、シート ベルトの保護効果が保証されなくなります。け
がをするおそれまたは生命の危険があります。必ず1本のシート ベルトを1人が着用してください。乳児や
子供は膝の上にのせないで、専用のチャイルド レストレイント システムを使用して固定してください。

$ シート ベルトを正しく着用する

警告

シート ベルトを正しく着用していないと、シート ベルトの保護効果が制限されるか、正常に働かないおそ
れがあります。シート ベルトを正しく着用していないと、事故が起こったとき、あるいはブレーキ操作や
障害物を回避するステアリング操作を行ったときなどにけがをするおそれがあります。けがをするおそれ
または生命の危険があります。全ての乗員がシート ベルトを正しく装着していることを確認してくださ
い。

$ 幅の広いリア シート バック レストをロックする

警告

リア シート バック レストがロックされていない場合は、センター シート ベルトの保護作用が保証されま
せん。けがをするおそれまたは生命の危険があります。センター シート ベルトを使用する場合は、幅の広
いほうのリア シート バック レストをロックしてください。

$ シート ベルトは変更せず事故後は点検を依頼すること



警告

以下のような状況では、シート ベルトの保護効果が制限されるか、正常に働かないおそれがあります：

‒ シート ベルトまたはベルト キャッチが損傷している、汚れている、あるいは他の方法で改造されてい
る。

‒ シート ベルト テンショナーまたはシート ベルト リトラクターが改造された。

事故が起こった場合、シート ベルトは気がつかない程度に損傷している場合があります。けがをするおそ
れまたは生命の危険があります。シート ベルト、ベルト キャッチ、シート ベルト テンショナー、シート
ベルト リトラクター、ベルト アンカーは改造せずに、清潔に保ってください。事故後は、メーカーのサー
ビス パートナーまたはその他の認定サービス パートナーあるいは専門ワークショップにシート ベルトの点
検を依頼してください。

シート ベルトの正しい使用
‒ シート ベルトはねじれないように、骨盤と肩にたるまないようにかけ、体に密着するように着用しま
す。

‒ シート ベルトを骨盤部分で腰の深い位置に当てます。シート ベルトが腹部を押さえつけないように注意
してください。

‒ シート ベルトを鋭利なものでこすったり、硬いものや壊れやすい物の上にかけたり、それらの物を挟ん
だりしないでください。

‒ かさのある厚手の衣服を避けてください。
‒ 胸元部分のシート ベルトをときどき上に引いて張り直してください。

シート ベルトを締める
1. シート ベルトを着用する際は、肩と腰の上にゆっくりと伸ばします。
2. ベルトのプレートをシート ベルト キャッチに差し込みます。ベルト キャッチからロックする音が聞こ
えます。

シート ベルトを外す



シート ベルトを外す
1. シート ベルトを保持します。
2. ベルト キャッチの赤いボタンを押します。
3. シート ベルトを巻取装置に巻き取らせます。

シート ベルト警告
一般事項
シート ベルトが正しく着用されているか点検してください。

以下の場合にはシート ベルト警告が作動します：

‒ 運転席側または助手席側のシート ベルトが着用されていない場合。
‒ 走行中にシート ベルトを外した場合。
‒ 助手席に物を置いている場合。

メーターパネル内の表示
走行スタンバイがオンになっておりシート ベルト警告が出ているときには、メーターパネルに表示灯が点
灯します。

必要に応じてチェック コントロール メッセージが表示されます。シート ベルトが正しく着用されているか
点検してください。

装備と国別仕様に応じて表示が異なる場合があります。

マーク 意味

シート ベルトが着用されていません。

対応するシートでシート ベルトを着用しています。

対応するシートでシート ベルトが着用されていません。

フロント ヘッドレスト



フロント ヘッドレスト

安全に関する注意事項

$ ヘッドレストを正しく調整する

警告

ヘッドレストが取り外されていたり、正しく調節されていないと、保護効果が低下して、頭部や頚部を負
傷するおそれがあります。けがをするおそれがあります。

‒ 取り外したヘッドレストは、走行を開始する前に、乗員が座るシートに取り付けてください。
‒ ヘッドレストは、できるだけヘッドレストの中央部が目の高さの位置で後頭部を支持するように調節し
ます。

‒ ヘッドレストができるだけ後頭部に近づくように間隔を調整してください。必要に応じてバック レスト
角度により間隔を調整します。

$ ヘッドレストにものを取り付けないこと

警告

ヘッドレストに物を付けていると、頭部および頚部の保護効果が低下します。けがをするおそれがありま
す。

‒ シート カバーまたはヘッドレスト カバーを使用しないでください。
‒ ハンガーなどをヘッドレストに直接掛けないでください。
‒ ヘッドレストに固定するのは、安全であることが確認されているアクセサリーのみを使用してくださ
い。

‒ 走行中にはクッションなどのアクセサリーを使用しないでください。

高さ調整
ヘッドレストの高さは調節することができません。

車間距離の設定
バック レストの角度を調節して、後頭部との間隔を調節します。

ヘッドレストができるだけ後頭部に近づくように間隔を調整してください。

ヘッドレストを取り外す
ヘッドレストを取り外すことはできません。

リア ヘッドレスト



リア ヘッドレスト

安全に関する注意事項

$ ヘッドレストを正しく調整する

警告

ヘッドレストが取り外されていたり、正しく調節されていないと、保護効果が低下して、頭部や頚部を負
傷するおそれがあります。けがをするおそれがあります。

‒ 取り外したヘッドレストは、走行を開始する前に、乗員が座るシートに取り付けてください。
‒ ヘッドレストは、できるだけヘッドレストの中央部が目の高さの位置で後頭部を支持するように調節し
ます。

‒ ヘッドレストができるだけ後頭部に近づくように間隔を調整してください。必要に応じてバック レスト
角度により間隔を調整します。

$ ヘッドレストが動く範囲に何もないこと

警告

ヘッドレストを動かす際に、身体の一部が挟まれるおそれがあります。けがをするおそれがあります。ヘッ
ドレストを動かす際には、動く範囲に身体の一部がないことを確認してください。

$ ヘッドレストにものを取り付けないこと

警告

ヘッドレストに物を付けていると、頭部および頚部の保護効果が低下します。けがをするおそれがありま
す。

‒ シート カバーまたはヘッドレスト カバーを使用しないでください。
‒ ハンガーなどをヘッドレストに直接掛けないでください。
‒ ヘッドレストに固定するのは、安全であることが確認されているアクセサリーのみを使用してくださ
い。

‒ 走行中にはクッションなどのアクセサリーを使用しないでください。

中央のヘッドレストをたたむ
一般事項



後方への視界をよくするため、センター ヘッドレストを後方に倒すことができます。センター シートに人
を乗せて走行しない場合にのみ、ヘッドレストを後方に倒してください。

ヘッドレストを倒す

‒ 後方に：ボタン、矢印1、を押し、ヘッドレストを後方に倒します。
‒ 前方へ：ヘッドレストを止まるところまで前方へ倒します。ヘッドレストが正しくかみ合うよう注意し
てください。

中央ヘッドレストの取外し
中央のシートに人を乗せて走行しない場合にのみ、ヘッドレストを取り外してください。

1. 抵抗が感じられるまでヘッドレストを上方に引き上げます。
2. ボタン（矢印1）を押し、ヘッドレストを完全に引き出します。

中央ヘッドレストの取り付け



中央ヘッドレストの取り付け
ヘッドレストの取付けは逆の手順で行います。

設定後、ヘッドレストが正しくロックされているか確認します。

ドア ミラー

一般事項
ドア ミラー調整は、有効になっているBMW IDまたはドライバー プロファイルに記憶されます。BMW ID
またはドライバー プロファイルを後で再び有効にすると、記憶されている位置が自動的に呼び出されま
す。

その時に有効になっているドア ミラー調整を、メモリー機能で記憶させることができます。

安全に関する注意事項

$ 距離を正しく判断する

警告

ミラーに映る対象物は、見た目よりも近くにあります。例えば車線変更の際に、後方の道路利用者との車
間距離を正しく判断できない場合があります。事故が発生するおそれがあります。後方の道路利用者との
車間距離は、肩ごしに直接目で確かめてください。

概要



マーク 意味

ドア ミラーを格納または展開します。

ドア ミラーを調整します。

左ドア ミラーを選択する。

右ドア ミラーを選択する、リバース連動下向き機能

ドア ミラーを調整する

ボタンを押します。

選択されたミラーはボタンの動きと同じように動きます。

ドア ミラーを選択する
‒

ボタンを押して、左ドア ミラーを選択します。LEDが点灯します。



‒

ボタンを押して、右ドア ミラーを選択します。LEDが点灯します。

故障
電気系統の故障の場合は、ミラー ガラスの縁を押してドア ミラーを調整してください。

ドア ミラーの格納/展開

$ 自動洗車機の中ではドア ミラーを折りたたむ

注記

車両の幅によっては、車両が自動洗車機で損傷する場合があります。ーが放電するおそれがあります。洗
車する前にドア ミラーを手で、またはボタンで折りたたんでください。

ボタンを押します。

格納は、速度が約20km/h以下のときに行うことができます。

ドア ミラーの格納および展開は、以下の状況において便利な機能です：

‒ 自動洗車機に入れる場合。
‒ 狭い道路に入る場合。

折りたたまれたドア ミラーは、速度が約40km/hになると、自動的に開きます。

ドア ミラー ヒーター
左右のドア ミラーは、必要時および走行スタンバイをオンにすると自動的に温められます。

自動防眩
運転席側のドア ミラーは自動的に防眩されます。制御を行うのは、ルーム ミラーのフォト セルです。

下向き調節
原理



リバース ギアにシフトされている場合、助手席側のミラーが下方へ傾きます。これにより、駐車する際に
縁石や路上近くの障害物が良く見えるようになります。

リバース連動下向き機能をオンにする
1. ボタンを押します。LEDが点灯します。

2. セレクター レバーをRポジションにシフトします。

トレーラー コネクターを使用している場合、リバース連動機能はオフになっています。

リバース連動下向き機能をオフにする
ボタンをもうー度押します。LEDが消灯します。

ルーム ミラー

一般事項
ルーム ミラーが自動的に防眩されます。

制御用のフォト セルは以下に設置されています：

‒ ミラー ガラス内。
‒ ミラーの裏側。

概要



機能の前提条件
‒ フォト セルを清潔に保ってください。
‒ ルーム ミラーとフロント ウィンドウ間の領域が覆われることのないようにしてください。

ETCの機能
ルーム ミラー裏側に内蔵されるETC車載器システムについては、別冊の取扱説明書補足版「ETC車載器シ
ステム（ルーム ミラー内蔵タイプ）」をご覧ください。

ステアリング ホイール

安全に関する注意事項

$ ステアリング ホイールは、必ず車両を停止した状態で調整してください

警告

走行中にステアリング ホイール調整を行うと、不意にステアリング ホイールが動くおそれがあります。車
両を制御できなくなるおそれがあります。事故が発生するおそれがあります。ステアリング ホイールは、
必ず車両を停止した状態で調整してください。

電動ステアリング ホイール調節
一般事項



ステアリング ホイール調整は、有効になっているBMW IDまたはドライバー プロファイルに記憶されま
す。BMW IDまたはドライバー プロファイルを後で再び有効にすると、記憶されている位置が自動的に呼
び出されます。

現在のステアリング ホイール位置をメモリー機能で記憶させることができます。

乗り降りを楽にするため、ステアリング ホイールが一時的に最上位置に移動します。

ハンドル位置を設定する

シート位置のスイッチを押して、ステアリング ホィールの前後位置および高さを調整します。

ステアリング ホイール ヒーターをオン/オフにする
1. エア コンディショナー バーの中央にある「エアコン メニュー」をタップします。
2. ステアリング ホイール ヒーター。
3. 希望する項目を選択します。

メモリー機能

原理
メモリー機能により、以下の設定を記憶させ、必要に応じて呼び出すことができます：

‒ シート位置。
‒ ドア ミラー調整。
‒ ステアリング ホイール位置。
‒ 装備に応じて：ヘッドアップ ディスプレイの高さ。

安全に関する注意事項



$ メモリー機能は必ず停車時に呼び出す

警告

走行中にメモリー機能を使用すると、不意にシートまたはステアリング ホイールが動くおそれがありま
す。車両を制御できなくなるおそれがあります。事故が発生するおそれがあります。メモリー機能は、必ず
車両を停止した状態で呼び出してください。

$ 調整の際、シートが動く範囲に何もないこと

警告

シートが動く際に挟まれる危険があります。けがをするおそれまたは損傷が発生する危険があります。設
定の前に、シートが動く範囲に物がないことを確認してください。

概要

メモリー ボタンはフロント ドアにあります。

設定を保存する
1. 希望する位置に調整します。



2. ボタンを押します。LEDが点灯します。

3. LEDが点灯している間に、希望するボタン1または2を押します。信号音が鳴ります。

設定を呼び出す
希望するボタン1または2を押します。

保存された位置が呼び出されます。

シート調節のスイッチを押した場合やいずれかのメモリー ボタンを再び押した場合、この動作は中止され
ます。

運転席側のシート位置の調整は、走行中しばらくすると中止されます。

シート ヒーター

一般事項
停車してから約15分以内に走行を再開すると、機能が自動的に走行再開前に設定されていた温度でオンに
なります。

オートマチック エア コンディショナー
概要



シート ヒーターをオン/オフにする
1. エア コンディショナー バーの中央にある「エアコン メニュー」をタップします。
2. シート ヒーター。
3. 希望する項目を選択します。

後席用エア コンディショナー
概要

シート ヒーターをオンにする

ボタンを1回押すごとに温度が段階的に切り換わります。

最高温度では、3個のLEDが点灯します。

シート ヒーターをオフにする

LEDが消えるまで、ボタンを押し続けます。

ベンチレーション シート



ベンチレーション シート

原理
シートおよびバック レスト面に内蔵されたファンが快適な着席環境を作ります。

アクティブ シート ベンチレーションをオン/オフにする
1. エア コンディショナー バーの中央にある「エアコン メニュー」をタップします。
2. シート ベンチレーション。
3. 希望する項目を選択します。



BMW iX.

お子様の安全について

車両装備
この章では、モデルに応じて現在および今後提供される装備、システム、機能について、それらがお客様
の車両にない場合も含めて説明されています。

詳しい情報：

! 車両装備 。

お子様の正しい乗車位置

安全に関する注意事項

" お子様やペットを車内に残したままにしないでください
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警告

お子様やペットを車内に残したままにすると、以下の操作などが行われることにより、車両が動き出した
り、お子様やペットがけがをしたり、他の道路利用者が危険にさらされるおそれがあります：

‒ スタート/ストップ ボタンが押される。
‒ パーキング ブレーキの解除。
‒ ドアやウィンドウの開閉。
‒ セレクター レバーがポジションNに入る。
‒ 車両装備の操作。

事故の危険性またはけがをするおそれがあります。お子様やペットを車内に残したままにしないでくださ
い。車両を離れるときは、車両キーを携行し、車両をロックしてください。

" 高温になった車内のお子様

警告

高温になった車両は人、特にお子様やペットの生命の危険につながるおそれがあります。けがをするおそ
れまたは生命の危険があります。人、特にお子様やペットを車内に残したままにしないでください

" チャイルド レストレイント システムを冷ます

警告

チャイルド レストレイント システムおよびその部品は、日光が当たると非常に高温になるおそれがありま
す。高温になった部分に触れると、やけどするおそれがあります。けがをするおそれがあります。チャイル
ド レストレイント システムは直射日光にさらさないようにするか、必要に応じてカバーをかけてくださ
い。必要に応じて、お子様を乗せる前にチャイルド レストレイント システムを冷ましてください。お子様
を車内に残したままにしないでください。

お子様はリア シートに
一般事項
事故に関する研究の結果、お子様にとって最も安全な場所は後席であることが明らかになっています。

12歳未満のお子様または身長が150cm未満のお子様は、可能な限りリア シートに、年齢、体重、身長に
合った適切なチャイルド レストレイント システムを使ってお乗せください。12歳以上のお子様は、年齢、
体重、身長の点で適切なチャイルド レストレイント システムを使用することができなくなった場合、シー
ト ベルトの着用が義務づけられます。

安全に関する注意事項



" 適切なチャイルド レストレイント システムを使用する

警告

身長が150cm未満のお子様は、適切な補助チャイルド レストレイント システムを用いなければ、シート ベ
ルトを正しく着用することができません。シート ベルトを正しく着用していないと、シート ベルトの保護
効果が制限されるか、正常に働かないおそれがあります。シート ベルトを正しく着用していないと、事故
が起こったとき、あるいはブレーキ操作や障害物を回避するステアリング操作を行ったときなどにけがを
するおそれがあります。けがをするおそれまたは生命の危険があります。身長が150cm未満のお子様は適
切なチャイルド レストレイント システムで固定してください。

助手席シート上のお子様
一般事項
助手席シートにチャイルド レストレイント システムを取り付ける前に、助手席側のフロントおよびサイド
エアバッグが作動解除されていることを確認してください。助手席エアバッグは、助手席エアバッグ用
キー スイッチからのみ作動解除することができます。助手席エアバッグを作動解除することができない場
合、助手席シートではなく適切なチャイルド レストレイント システムを使用して、お子様を乗せることを
お勧めします。

詳しい情報：

! 助手席エアバッグ用キー スイッチ 。

安全に関する注意事項

" 助手席エアバッグを作動解除する

警告

助手席エアバッグがアクティブになっていると、エアバッグが作動した場合に、チャイルド レストレイン
ト システムを使用しているお子様がけがをするおそれがあります。けがをするおそれがあります。助手席
エアバッグが作動解除され、PASSENGER AIRBAG OFFの警告灯が点灯していることを確認してくださ
い。

チャイルド シートの取付け方法

一般事項
チャイルド レストレイント システムの選択、取付け、使用の際には、チャイルド レストレイント システ
ムのメーカーの指示、使用上および安全上の注意事項を守ってください。

安全に関する注意事項



安全に関する注意事項

" 事故後のチャイルド シート

警告

チャイルド レストレイント システムと固定システムが損傷した場合または事故により変形した場合は、保
護効果が制限されたり、働かなくなるおそれがあります。事故が起こったとき、あるいはブレーキ操作や
障害物を回避するステアリング操作を行ったときなどに、お子様を十分に拘束することができません。け
がをするおそれまたは生命の危険があります。

チャイルド レストレイント システムと固定システムが損傷した場合または事故により変形した場合は、引
き続き使用しないでください。

固定システムが損傷または事故により変形した場合は、メーカーのサービス パートナーまたはその他の認
定サービス パートナーあるいは専門ワークショップに点検および交換を依頼してください。

" チャイルド シートの安定性を確認する

警告

シート調節が正しくない場合やチャイルド シートの取付けが正しくない場合は、チャイルド レストレイン
ト システムの安定性が制限されるか、損なわれます。けがをするおそれまたは生命の危険があります。
チャイルド レストレイント システムがバック レストにしっかり固定されていることを確認してください。
該当する全てのバック レストで、バック レスト角度をできるだけ適切に合わせ、シートを正しく調整して
ください。シートとバック レストが正しくかみ合っていること、またはロックされていることを確認して
ください。できればヘッドレストの高さを調節するか、ヘッドレストを取り外してください。

助手席シート上のお子様
エアバッグを作動解除する

" 助手席エアバッグを作動解除する

警告

助手席エアバッグがアクティブになっていると、エアバッグが作動した場合に、チャイルド レストレイン
ト システムを使用しているお子様がけがをするおそれがあります。けがをするおそれがあります。助手席
エアバッグが作動解除され、PASSENGER AIRBAG OFFの警告灯が点灯していることを確認してくださ
い。



助手席シートにチャイルド レストレイント システムを取り付ける前に、助手席側のフロントおよびサイド
エアバッグが作動しないようになっていることを確認してください。エアバッグをオフにすることができ
ない場合は、チャイルド レストレイント システムを取り付けないでください。

詳しい情報：

! 助手席エアバッグ用キー スイッチ 。

助手席へのチャイルドシート取付けに関する警告ラベル

" 後ろ向きにチャイルド シートを取りつけない

危険

助手席エアバッグの作動の際、後ろ向きのチャイルド レストレイント システムに着座している子供が致命
的なけがを負うおそれがあります。けがをするおそれまたは生命の危険があります。助手席には後ろ向き
にチャイルド シートを取り付けないでください。

助手席側のサンバイザーに警告ラベルが貼付されていますので、記載内容をご確認ください。



シート位置とシートの高さ
汎用チャイルド レストレイント システムを取り付けた後に、助手席シートをできるだけ後ろの位置に、ま
た最も上の位置に調節します。このシート位置と高さでは、事故が起きた場合にシート ベルトが最適に伸
びてお子様を効果的に保護できます。

シート ベルトの上部固定ポイントがチャイルド シートのシート ベルト ガイドより前にある場合、助手席
シートを慎重に前方にずらしながら、シート ベルト ガイドを最適な位置にします。

バック レスト幅
バック レスト幅が調整可能な場合：助手席シートにチャイルド レストレイント システムを取り付ける前
に、バック レスト幅を完全に開いてください。この位置でバック レスト幅を変更しないでください、また
メモリー ポジションを呼び出さないでください。

ISOFIXチャイルド シート アタッチメント

一般事項
ISOFIXチャイルド レストレイント システムの選択、取付け、使用の際には、チャイルド レストレイント
システムのメーカーの指示、使用上および安全上の注意事項を守ってください。

適切なISOFIXチャイルド シート
特定のISOFIXチャイルド シートのみ、それに適したシートで使用することができます。対応する体格クラ
スと体格カテゴリーは、チャイルド シートの注意書にアルファベットまたはISO表記で記されています。

チャイルド レストレイント システムISOFIXに適しているまたはISOFIXに準拠する場合の、各シートでの
チャイルド レストレイント システムの使用についての情報：チャイルド レストレイント システムに適し
たシートの概要は、印刷された取扱説明書をご覧ください。

ISOFIXチャイルド シート用の下部ホルダー



ISOFIXチャイルド シート用の下部ホルダー
一般事項
ベルト一体型のチャイルド レストレイント システムを下のISOFIXチャイルド シート アンカーに固定する
場合は、以下の点に注意してください：

お子様とチャイルド レストレイント システムを合わせた総重量が33kgを超えないようにします。

安全に関する注意事項

" ISOFIXチャイルド シート下部アンカーを正しくロックする

警告

ISOFIXチャイルド レストレイント システムが正しくロックされていないと、ISOFIXチャイルド レストレ
イント システムの保護効果が制限されます。けがをするおそれまたは生命の危険があります。下部アン
カーが正しくロックされていること、ISOFIXチャイルド レストレイント システムがバック レストにしっ
かり固定されていることを確認してください。

" 固定点は、チャイルド レストレイント システムにのみ使用する

警告

車両のチャイルド レストレイント システム用の固定点は、チャイルド レストレイント システムの取付け
専用です。他のものを固定すると、固定ポイントが損傷するおそれがあります。けがをするおそれまたは
損傷が発生する危険があります。この固定点にはチャイルド レストレイント システムのみを固定してくだ
さい。

位置
マーク 意味

マークは下部のISOFIXアンカーのホルダーを示しています。



ISOFIXチャイルド シート下部アンカー用のマウントは、マークの付いたカバーの裏にあります。

装備に応じて：フラップを上方へ開くかループ バンドのカバーを上方に引いて、アンカーを露出させま
す。

ISOFIXチャイルド レストレイント システムの取付け前
チャイルド シート マウントの領域からシート ベルトを引き出します。

ISOFIXチャイルド レストレイント システムの取付け
1. チャイルド レストレイント システムを取り付けます。メーカーの注意事項を参照してください。
2. 左右のISOFIXチャイルド シートアンカーが正しく固定されていることを確認してください。

iサイズのチャイルド レストレイント システム
一般事項
iサイズは、チャイルド レストレイント システムの使用を許可するための安全基準です。

マーク 意味

車両にこのマークが記されている場合、その車両はさらにiサイズに準拠
しています。マークはシステムの下部アンカーのマウントを示していま
す。下部の留め具はヨーロッパのiサイズ要件を満たしています。



マークはトップ テザーの固定ポイントを示しています。

トップ テザー用マウント

安全に関する注意事項

" トップ テザーの正しい取り回しに注意すること

警告

チャイルド レストレイント システムの上トップ テザーを不適切に使用すると、保護効果が低下します。け
がをするおそれがあります。トップ テザーが鋭いエッジの上を通らないよう、またねじれないようにし
て、トップ テザーを上部固定点まで取り回すように注意してください。

" リア シート バック レストを正しくロックする

警告

リア シート バック レストがロックされていない場合は、チャイルド レストレイント システムの保護作用
が制限されるか、機能しません。ブレーキ操作や事故などの特定の状況では、リア シート バック レストが
前方に倒れるおそれがあります。けがをするおそれまたは生命の危険があります。リア シート バック レス
トがロックされていることを確認してください。

" 固定点は、チャイルド レストレイント システムにのみ使用する



警告

車両のチャイルド レストレイント システム用の固定点は、チャイルド レストレイント システムの取付け
専用です。他のものを固定すると、固定ポイントが損傷するおそれがあります。けがをするおそれまたは
損傷が発生する危険があります。この固定点にはチャイルド レストレイント システムのみを固定してくだ
さい。

固定ポイント
マーク 意味

マークはトップ テザーの固定ポイントを示しています。

装備に応じて、ISOFIXチャイルド レストレイント システムのトップ テザー用として、2つ/3つの固定ポイ
ントがあります。

トップ テザーを固定ポイントに取り付ける
1. トップ テザーをヘッドレスト上から固定点に取り回します。



2. サポート バーを必要に応じてバック レストとラゲッジ ルーム カバーの間に通します。
3. トップ テザーのフックを固定用アイにかけます。
4. トップ テザーをたるみがないように下方へ締めます。

チャイルド レストレイント システムに適した座席

一般事項
規格ECE-R 16およびECE-R 129に準拠したチャイルド レストレイント システムの有効性についての情報：
詳細な一覧は、印刷された取扱説明書をご覧ください。

後席左右のシートは、メーカーが推奨する全てのチャイルドシートに適合しています。

推奨チャイルド シート
チャイルド レストレイント システムの選択、取付け、使用の際には、チャイルド レストレイント システ
ムのメーカーの指示、使用上および安全上の注意事項を守ってください。

詳細な一覧は、印刷された取扱説明書をご覧ください。

リア ドアとリア ウィンドウのロック

一般事項
お子様を乗せている場合など、特定の状況では、リア ドアやリア ウィンドウをロックしておくことが望ま
しい場合があります。

車両のボタン



ボタンを押します。セイフティ機能のスイッチが入っている場合、LEDが点灯します。

リア ウィンドウとドアがロックされ、リア シートで操作することができなくなります。

それぞれのドアは、外からしか開けられなくなります。



BMW iX.

走行

車両装備
この章では、モデルに応じて現在および今後提供される装備、システム、機能について、それらがお客様
の車両にない場合も含めて説明されています。

詳しい情報：

! 車両装備 。

BMW eDRIVE

原理
BMW eDRIVEは電気駆動技術のことを表します。この車両にはハイボルテージ システムが装備されてお
り、その主な構成要素は電気モーター2基と高電圧バッテリー1基です。

一般事項
eDRIVEシステムには以下の特徴があります：

‒ この車両は電気駆動システムにより、排出ガスを出さずに走行します。
‒ 専用のハイ ボルテージ バッテリーから電気モーターとコンフォート機能にエネルギーを供給します。
‒ ハイ ボルテージ バッテリーは、駐車時などに充電ケーブルを使って、あるいは走行中のエネルギー回生
によって充電されます。

‒ 特殊な充電ステーションでは、特に高速の充電が可能です。同様に、家庭用コンセントからの充電が可
能です。

‒ 走行中はエネルギー回生が行われ、特に制動時にはエネルギーをほとんど損失しません。
‒ 車両減速時には電気モーターがジェネレーターの機能を担い、使用されない運動エネルギーを電気エネ
ルギーに変換します。この電気エネルギーで高電圧バッテリーの一部を再充電し、航続可能距離を延ば
します。

インデックスA–Z ""検索 #



‒ 2基の電気モーターがアクスルを1本ずつ駆動します。これによって車両は電動4輪駆動で走行します。

概要

機能
電気走行：eDRIVE
車両は電気のみで駆動されます。

アクセル ペダルは加速だけでなく減速にも使用することができます。

減速時には電気モーターがジェネレーターのような働きをし、ハイボルテージ バッテリーを充電します。
この機能はアクセル ペダルの操作のみで実行でき、先を予測した運転スタイルにより、特に効率的なエネ
ルギー回生と快適な走行を実現できます。

車両接近通報装置
国別仕様に応じて、車両接近通報装置が継続的な走行音を発生させます。

高電圧ケーブル、オレンジ

充電ソケット

リア駆動ユニット

ハイ ボルテージ バッテリー

フロント駆動ユニット

1

2

3

4
5

1

2

3

4

5



‒ セレクター レバー ポジションPからシフトされた直後で、車両が停止していて走行スタンバイがオンの
とき。

‒ 約30km/h以下での走行時。

スピーカー システムが走行音を周囲に発します。

これにより、歩行者や自転車などの他の道路利用者が車両の接近をより良く感知することができます。

エネルギー回生：CHARGE
ハイ ボルテージ バッテリーは走行中にエネルギー回生によって充電されます。

電気モーターがジェネレーターのような働きをし、車両の運動エネルギーを電気エネルギーに変換しま
す。

高電圧バッテリーの充電は、走行中に以下のようなさまざまな状況で行われます：

‒ アクセル ペダルをごく軽く踏んでいる。
‒ アクセル ペダルを踏んでいない。
‒ アクセル ペダルへの圧力が低減します。

表示
この表示は、ドライブの現在の状態を示し、システムの利用状況を視覚化します。

詳しい情報：

! 表示 。

省燃費走行により、走行可能距離を最大限延ばす
一般事項
省エネルギー走行は、航続可能距離をできる限り延ばすための基本的な前提条件です。eDRIVEは、エネル
ギーを節約するドライビング スタイルをサポートするためのさまざまな機能を提供します。eDRIVEの機能
は、航続可能距離を管理して必要に応じて延ばすのをサポートします。以下の説明は、利用可能な機能と
お客様への推奨事項の概要を示したものです。

走行の前に
eDRIVEで、走行開始前に車両のエア コンディショニングを実行することができます。パーキング エア コ
ンディショナーを使うと、走行中にフルパワーでエア コンディショニングするよりも航続距離を延長でき
ます。

充電しながらの事前温度調整により、出発時に最長の航続距離を提供できます。

詳しい情報：

! パーキング エア コンディショナー 。

ナビゲーション システムのルート編集と周辺施設機能
ナビゲーション システムのいくつかの周辺施設機能は、電気による航続距離を考慮したルート編集に役立
ちます：



‒ 走行可能距離マップは、ナビゲーション マップ上で走行可能な範囲を示します。
‒ ナビゲーションの周辺施設の下の充電ステーション アシスタントは、希望のルート上にある公的充電ス
テーションを検索したり、必要であれば予定する際に役立ちます。

走行時
‒ 「Efficient Mode」：走行モードを有効にして、航続可能距離を増やします。! My Modes 。
‒ 予測航続可能距離に関する情報。! 航続距離範囲 。
‒ その時の走行状態に関する情報。Live Vehicleメニューの表示、 ! 走行状態 。
‒ 航続可能距離を延ばすために、確認事項に注意します。! 航続距離を延ばす 。
‒ ドライビング スタイルを最適化するため、確認事項に注意します。! 走行モードEfficient 。
‒ 効率的な走行のために、アダプティブ エネルギー回生をオンにします。
! アダプティブ エネルギー回生、回生 。

‒ エフィシエンシー コーチに関する注記をお読みください。! エフィシエンシー コーチ 。

走行後
‒ 車両の充電と次回の走行の計画。! 車両の充電 。
‒ 車両を長期間使用しない場合の準備に注意してください。! 比較的長い期間の駐車と車両の長期保管
。

BMWアプリ
BMWアプリはモビリティに関するサービスとソフトウェア アプリケーションを提供します。

ハイ ボルテージ システムの安全性
ハイボルテージ システムの安全性に関する情報に注意してください。

詳しい情報：

! ハイボルテージ システムの安全性 。

作動音
電動システムにより作動音が発生する場合があります。次の状況などで、作動音が発生することがありま
す：

‒ 充電プロセス中のハイ ボルテージ バッテリーの冷却時。
‒ 走行スタンバイがオンの状態でのハイ ボルテージ バッテリーの冷却時。
‒ 車内のエア コンディショニング時。

ハイ ボルテージ バッテリー、長い停車時間
長期保管と比較的長い期間車両を使用しない場合についての注意事項を守ってください。

詳しい情報：

! ハイ ボルテージ バッテリー、長い停車時間 。

スタート/ストップ ボタン



スタート/ストップ ボタン

原理
スタート/ストップ ボタンを押すことにより、走行スタンバイをオンまたはオフにすることができます。

ブレーキを踏みながらスタート/ストップ ボタンを押すと、走行スタンバイがオンになります。

スタート/ストップ ボタンを再度押すと、走行スタンバイがオフになり、作動スタンバイがオンになりま
す。

充電ケーブルが接続されている間は、走行スタンバイをオンにすることはできません。

詳しい情報：

‒ ! 走行スタンバイ 。
‒ ! 作動スタンバイ 。
‒ ! 充電ケーブル 。

走行スタンバイの詳細

安全に関する注意事項

$ 車両から離れる前に注意する

$ ペダルの位置を確認する

$ 車内で仮眠しないでください

走行スタンバイをオンにする
1. 運転席ドアを閉めます。
2. ブレーキ ペダルを踏みます。
3. スタート/ストップ ボタンを押します。

信号音が鳴ります。走行スタンバイがオンになっている。

メーターパネル内の表示



READYの表示は、車両が走行可能であることを示しています。

走行開始
機能の前提条件
走行は以下の前提条件で開始できます：

‒ ハイ ボルテージ バッテリーの充電状態が十分である。
‒ 運転席ドアが閉じている。
‒ 充電ケーブルが抜かれている。

走行
1. 走行スタンバイをオンにします。
2. ブレーキ ペダルを踏みます。
3. セレクター レバー ポジションD、BまたはRに入れます。
4. アクセル ペダルを操作して発進します。

温度差が激しい状況での充電状態
温度差が激しくハイ ボルテージ バッテリーの充電状態が低い場合、次の発進時に車両がスタートしない可
能性があります。充電状態が低い場合は早めに充電してください。

セレクター レバー ポジション
表示



メーターパネルとセレクター レバーに、選択されたセレクター レバー ポジションが表示されます。

Dドライブ ポジション
通常走行するときのセレクター レバー ポジションです。

ブレーキ ペダルを放すと、車両がゆっくり発進します。

Rリバース（後退）
必ず停車している状態で、セレクター レバーをポジションRにします。

Nニュートラル
セレクター レバー ポジションNでは、例えば自動洗車機で車両を移動させたり、またはエンジン パワーな
しで動かすことができます。

Pパーキング
車両を駐車するときのセレクター レバー ポジションです。セレクター レバー ポジション Pでは駆動部を作
動させることができなくなり、パーキング ブレーキを引いた状態になります。

例えば以下の状況のときに、セレクター レバーはポジションPに自動的にシフトされます：

‒ 走行スタンバイをオフにした後に、セレクター レバー ポジションがD、RまたはBになっているとき。
‒ 走行スタンバイがオンでセレクター レバーがポジションD、RまたはBになっている状態で、ブレーキ ペ
ダルもアクセル ペダルも踏まずに運転席シート ベルトを外し、運転席ドアを開いた場合。

‒ 作動スタンバイをオフにしたとき。

車両を離れる前に、セレクター レバーがポジションPに入っておりパーキング ブレーキがかかっているこ
とを確認してください。車両が動き出してしまうことがあります。

詳しい情報：

! パーキング ブレーキ 。

エネルギー回生が高いシフト ポジションB
セレクター レバー ポジションBは以下の特性を提供します：

‒ アクセル ペダルを放すと、高いレベルのエネルギー回生。
‒ アクセル ペダルを放すと急激に減速し、場合によっては車両を停止させることもあります。
‒ ブレーキ ペダルを放しても、車両は発進しません。

セレクター レバー ポジションに入れる
一般事項
ギアがドライブ ポジションに入っている場合は車両が動き出しますので、発進するまでの間はブレーキを
踏んでいてください。

機能の前提条件



‒ 走行スタンバイがオンでブレーキを踏んでいる場合にのみ、セレクター レバー ポジションPから別のセ
レクター レバー ポジションへのシフトが行われます。

‒ 場合によっては、全ての技術的な前提条件が満たされていなければ、セレクター レバー ポジションP か
ら別のポジションへ移動できないことがあります。

‒ セレクター レバー ポジションPからギアシフトする前に、充電ケーブルを車両から外します。充電ケー
ブルを接続したままにしていると、ギアシフトすることはできません。

セレクター レバー ポジションR、N、D、Bに入れる
1. 運転席シート ベルトを着用します。
2. セレクター レバーを希望の方向に軽く押すか、引きます。場合によっては軽く止まる位置を越えるまで
押すか、引きます。手を離すと、セレクター レバーは中央位置に戻ります。
セレクター レバー ポジションDとBの間でシフトする：セレクター レバーをD/Bのほうへ引きます。

セレクター レバーをPポジションにする



ボタンを押します。

車両を停止するとき
セレクター レバー ポジションDまたはR
登り坂では、設定された進行方向の逆方向に車両が動き出すのを防ぎ、発進をサポートします。

セレクター レバー ポジションB
車両が停止してアクセル ペダルが操作されなくなると、システムが車両が動き出さないようにします。

発進
発進するには、いずれかの走行シフト ポジションを選択してアクセル ペダルを踏みます。

パーキング ブレーキが自動的に解除されます。

車両を動かす/移動する
一般事項
例えば自動洗車機や車両の移動などの状況で、車両をエンジン パワーなしで短い距離だけ動かさなければ
ならないことがよくあります。

セレクター レバー ポジションNにシフトする

$ 自動洗車機では作動スタンバイをオフにしない



1. ブレーキを踏みながら走行スタンバイをオンにします。
2. ブレーキ ペダルを踏みます。
3. セレクター レバーをニュートラル ポジションNにします。
4. 走行スタンバイをオフにします。
この方法で作動スタンバイはオンに維持され、チェック コントロール メッセージが表示されます。

車輪がロックされないので、車両を移動させることができます。

作動スタンバイに関係なく、約35分後にセレクター レバーはポジションPに自動的にシフトされます。

故障の場合は、セレクター レバー ポジションの切換えができないことがあります。

必要に応じてトランスミッション ロックを電子的にロック解除します。

トランスミッション ロックを電子的にロック解除
一般事項
車両を危険領域から移動させるために、トランスミッション ロックを電子的にロック解除します。

トランスミッション ロックの解除前に、例えば輪止めなどで車両を動き出さないように固定します。

セレクター レバー ポジションNにシフトする
1. ブレーキを踏まずに、スタート/ストップ ボタンを3回押します。
2. ブレーキ ペダルを踏みます。
3. セレクター レバーをポジションNに入れます。
チェック コントロール メッセージが表示されます。

セレクター レバーにポジションNが表示されます。

4. 車両を危険領域から移動し、車両が動き出さないように固定します。

走行スタンバイをオフにする
車両停止後にエレクトリック システムの作動音（ハイ ボルテージ バッテリーの冷却など）が聞こえること
があります。

停止後：

1. ブレーキを踏み、パーキング ブレーキをかけます。
2. スタート/ストップ ボタンを押します。

READY表示が消え、警告音が鳴ります。

比較的長い間車両を使用しない場合は、お手入れの章の確認事項を参照してください。

! 比較的長い期間の駐車と車両の長期保管 。

走行について：eDRIVE

安全に関する注意事項



安全に関する注意事項

$ アクセル ペダルから慎重に足を放す

$ 交通状況に注意し、状況によっては介入してください

$ 運転の仕方を状況に合わせ、状況によっては介入してください

アクセル ペダル位置、表示

減速およびエネルギー回生
減速
減速度は、セレクター レバー ポジション、ブレーキ エネルギー回生システムの設定および走行状況に依存
します。

この減速度が急激になるほど、ブレーキ ペダルを踏まなくてもブレーキ ランプが点灯します。

減速、回生

動き出す

加速、走行

1 2 3

1

2

3



減速度は、セレクター レバー ポジションBで大きくなります。

減速中、エネルギーが回収され、ハイ ボルテージ バッテリーが充電されます。

減速度の低下

$ 運転の仕方を状況に合わせ、状況によっては介入してください

ホイール ロックなどの危険がある場合は、不安定な走行状態になるのを防止するためにエネルギー回生が
抑制され、ひいては減速度も低下します。

エネルギー回生：CHARGE
エネルギー回生CHARGEでは、減速時に電気モーターがジェネレーターのような働きをし、運動エネル
ギーを電気エネルギーに変換します。

ハイ ボルテージ バッテリーはエネルギー回生により部分的に充電されます。

車両のエネルギー回生を最適に利用するには、先を見越した走行と適切なタイミングでの減速が重要で
す。

次の条件が整えば、エネルギーを回生することができます：

‒ 車両が動いている。
‒ セレクター レバーがポジションB、DまたはRに入っている。
‒ アクセル ペダルを踏んでいないか、ごく軽く踏んでいる。

エネルギー回生がメーターパネルに表示されます。

詳しい情報：

! 出力表示 。
例えば以下の状況では、エネルギーを回生することはできません：

‒ セレクター レバーがニュートラル ポジションNになっている。
‒ たとえ表示灯によって作動中であることが示されていなくても、走行安定性制御システムが有効になっ
ている、または制御しているとき。

‒ ハイ ボルテージ バッテリーがフル充電されている。
‒ ハイ ボルテージ バッテリーの温度が低すぎる場合や高すぎる場合。冬の時期、スタート後にエネルギー
回生が一時的に使用できないことがあります。

模範的な走行状況
走行時に減速操作を行うことが予測される場合、これをエネルギー回生に利用することができます。

以下の模範的な走行状況は、惰性走行に適している場合があります：

‒ 下り坂での減速。
‒ 赤信号前での減速。

ブレーキの遅れや強いブレーキは避けてください。このようなブレーキを避けて、エネルギー回生によっ
て車両を減速させます。



エネルギー回生の強さ
セレクター レバー ポジションBではエネルギー回生が高く、減速が強くなります。

iDriveで、セレクター レバー ポジションDで走行するときのエネルギー回生の強さを設定することができ
ます。

‒ 装備によって異なるアダプティブ エネルギー回生：エネルギー回生および減速は、走行状況に自動的に
適合されます。! アダプティブ エネルギー回生、回生 。

‒ 高いエネルギー回生：車両は強く減速し、より多くのエネルギーをハイ ボルテージ バッテリーに還元し
ます。

‒ 中程度のエネルギー回生。
‒ 低いエネルギー回生：車両は弱く減速し、少ないエネルギーをハイ ボルテージ バッテリーに還元しま
す。

エネルギー回生の強さを設定する
1. ボタンを押します。

2. 「駆動システムと シャシー」
3. 「走行レンジDでの回生」
4. 希望する項目を選択します。

激しく放電したハイ ボルテージ バッテリー
走行中にハイ ボルテージ バッテリーが激しく放電した場合は、航続距離のために駆動出力といくつかのコ
ンフォート機能が段階的に低下します。

ハイ ボルテージ バッテリーの過熱
車両停止時
非常に高い外気温度や直射日光など例外的な状況においては、車両停止時にハイ ボルテージ バッテリーが
極めて高温になることがあります。ハイ ボルテージ バッテリーが過熱した場合は、走行スタンバイをオン
にすることができません。

チェック コントロール メッセージが表示されます。

走行スタンバイが再び使用できるようになった場合も、メッセージが表示されます。

走行中
走行中にハイ ボルテージ バッテリーが過熱した場合、ハイ ボルテージ バッテリーを冷却するために、駆
動出力が段階的に低下します。メーターパネルの出力表示のePOWERが低下します。温度が再び上がった
場合は、ハイ ボルテージ バッテリーが冷えた状態になるまで車両を停止してください。出力表示が0まで
低下した場合は、走行スタンバイがオフになり、車両が停止します。

My Modes



My Modes

原理
My Modesによって、車両の走行特性と車両内部での総合的な体験の演出を変化させることができます。

さまざまな走行モードを介して、車両を状況に応じて適切に調整することができます。

一般事項
装備に応じて、例えば以下のシステムが調整されます：

‒ 駆動部。
‒ ステアリング。
‒ シャシー。
‒ メーターパネル内の表示。
‒ クルーズ コントロール。
‒ 車両内部のコンフォート機能。

概要
車両のボタン

My Modes

メーターパネル内の表示



必要に応じて、メーターパネルに選択された走行モードが表示されます。

走行モード
ボタン 走行モード

「Personal Mode」

「Sport Mode」

「Efficient Mode」

装備と国別仕様に応じて、他の走行モードを使用することができる場合があります。

走行モードの詳細
‒ 「Personal Mode」：コンフォート重視の設定のための走行モード自分の好みに合わせてコンフォート
設定を行うことができます。この走行モードは、走行スタンバイをオンにすると自動的に有効になりま
す。

‒ 「Sport Mode」：車両の敏捷さを高める走行モード。例えば走行ダイナミクス、シャシーおよび駆動部
に対して、個人設定を行うことができます。「SPORT PLUS」：走行ダイナミクスのこの設定によっ
て、ダイナミック スタビリティ コントロールが制限されているため、走行安定性も制限されています。
‒ ! ダイナミック スタビリティ コントロール
‒ ! 強化走行ダイナミクスの設定 。



‒ 「Efficient Mode」：消費を最適化する乗り心地のための走行モードと予測表示。
! エフィシエンシー コーチ 。

走行モードを選択する
1. ボタンを押します。

2. 「モード切替」
3. 希望する走行モードを選択します。

走行モードを設定する
いくつかの走行モードは、個人設定することができます。

1. ボタンを押します。

2. 走行モードを選択します。
3. 「設定」
4. 希望する設定を行います。

パーキング ブレーキ

原理
パーキング ブレーキは、停車中の車両が動き出さないようにするために使います。

安全に関する注意事項

$ 車両から離れる前に注意する

$ お子様やペットを車内に残したままにしないでください



概要
車両のボタン

パーキング ブレーキ

パーキング ブレーキをかける
車両停止時

ボタンを押します。

LEDが点灯します。

メーターパネルの表示灯が赤色に点灯します。

パーキング ブレーキをかけており、ギア ロックがかかった状態です。



走行中
走行中に使用する場合は非常ブレーキ機能として働きます。

ボタンを押し、そのまま保持してください。ボタンを押す間、車両が急激に減速します。

メーターパネルの表示灯が赤色に点灯し、信号音が鳴り、ブレーキ ライトが点灯します。

チェック コントロール メッセージが表示されます。

車両停止時にはパーキング ブレーキとギア ロックをかけます。

自動でパーキング ブレーキをかける
状況によっては、オートマチック ホールドなどにより、自動的にパーキング ブレーキがかかります。

さらに、走行スタンバイをオフにすると自動的にパーキング ブレーキがかかるようにシステムを設定する
ことができます。

1. ボタンを押します。

2. 「駆動システムと シャシー」
3. 「パーキングブレーキ」
4. 希望する項目を選択します。

セレクター レバー ポジションNでは、パーキング ブレーキが自動的にはかかりません。

パーキング ブレーキを解除する
パーキング ブレーキを手動で解除する
1. 走行スタンバイをオンにします。



2. ボタンをブレーキ ペダルを踏むと同時に押します。
LEDと表示灯が消えます。

パーキング ブレーキが解除されています。

ギア ロックは走行レベルを選択するまで維持されます。

パーキング ブレーキを自動的に解除する
発進すると、パーキング ブレーキが自動的に解除されます。

LEDと表示灯が消えます。

パーキング ブレーキをiDriveで操作します
iDriveでもパーキング ブレーキをかけたり解除したりすることができます。さらに、補足情報が表示されま
す。

1. ボタンを押します。

2. 「駆動システムと シャシー」
3. 「パーキングブレーキ」
4. 希望する項目を選択します。

故障
パーキング ブレーキの故障または異常の場合は、車両を離れる前に、車両が動き出さないように固定して
ください。

チェック コントロール メッセージが表示されます。

降車後、例えば輪止めなどで車両を動き出さないように固定します。

電源が遮断した後
電気回路断線後にパーキング ブレーキの機能を回復させるために、初期化が必要になることがあります。

1. 作動スタンバイをオンにします。



2. ボタンを押します。

3. 2秒後にボタンをもう一度押します。
パーキング ブレーキに関するメッセージが消えます。

音がすることがありますが、異常ではありません。

この表示灯は、パーキング ブレーキが再び作動可能な状態になったことを示します。

オートマチック ホールド

原理
オートマチック ホールドは、停止と発進を繰り返す渋滞などの場合、自動的にブレーキをかけたり、解除
することによりサポートします。

走行シフト ポジションを選択していれば、車両は自動的に停止状態に維持されます。

これにより、坂道では発進時に車両が後退することを防ぎます。

一般事項
以下の条件のとき、パーキング ブレーキは自動的にかかります：

‒ 走行スタンバイがオフになるとき。
‒ 停車時に運転席ドアが開けられたとき。
‒ 走行中に、停止するまでパーキング ブレーキによってブレーキがかけられた場合。

安全に関する注意事項



$ 車両から離れる前に注意する

$ お子様やペットを車内に残したままにしないでください

概要
車両のボタン

オートマチック ホールド

オートマチック ホールドを機能スタンバイ状態にする
1. 走行スタンバイをオンにします。
2. ボタンを押します。

LEDが点灯します。



表示灯が緑色に点灯します。

オートマチック ホールドが機能スタンバイ状態です。

車両を新たにスタートしたときは、最後に選択された設定が維持されます。

オートマチック ホールドが車両を停止状態に維持する
機能スタンバイが確立され、運転席ドアが閉まっています。

停車後、表示灯が緑に点灯すると、車両が動き出さないように自動的に固定されます。

発進
発進するには、アクセル ペダルを踏みます。

ブレーキは自動的に解除され、パーキング ブレーキの表示灯が消えます。

パーキング ブレーキの自動作動
車両がオートマチック ホールドにより保持されているときに、走行スタンバイをオフにするか、車両を離
れると、パーキングブレーキが自動的にかかります。

表示灯が緑から赤に変わります。

惰性走行時に走行スタンバイをオフにした場合、パーキング ブレーキは自動的にかかりません。その場
合、オートマチック ホールドもオフになります。

機能スタンバイをオフにする

ボタンを押します。

LEDが消えます。



表示灯が消えます。

オートマチック ホールドはオフになっています。

車両がオートマチック ホールドによって保持されている場合、オフにする際にはさらにブレーキを踏んで
ください。

ターン インジケーター

ドア ミラーのターン インジケーター
ドア ミラーのフラッシャーはよく見えるようにしておく必要があるので、走行時およびフラッシャーまた
はハザード フラッシャーの作動中にドア ミラーを折りたたまないでください。

ターン インジケーターを使う

レバーを軽く止まる位置を越えるまで押します。

ワンタッチ ターン シグナル
レバーを軽く上または下へ押します。

ワンタッチ ターン シグナルの継続時間を設定することができます。



1. ライト スイッチ エレメントのボタンを押します。

2. 「その他の設定」
3. 「ワンタッチターンシグナル」
4. 希望する項目を選択します。

短時間の点滅
レバーを軽く止まる位置まで押し、点滅を続けたい間、保持します。

ハイビーム、パッシング ライト
レバーを前に押すか、後ろに引きます。

‒ ハイビーム オン（矢印1）。ハイビームは、ロービームがオンのときに点灯します。
‒ ハイビーム オフ/パッシング ライト（矢印2）。

ワイパー

一般事項



ワイパー ブレードの摩耗が早まったりワイパー ブレードが損傷するおそれがあるため、フロント ウィンド
ウが乾いているときにワイパーを使用しないでください。

安全に関する注意事項

$ 車両をオンにする前に、ワイパーをウィンドウに倒す

$ ワイパーを使用する前にウィンドウの霜取りをする

フロント ワイパー システムをオンにする

レバーを、希望する位置になるまで上方に押します。

‒ ワイパーの停止位置、位置0。
‒ レイン センサー、位置1。
‒ 標準ワイパー スピード、位置2。停車中は、間欠作動に切換えられます。
‒ 高速ワイパー スピード、位置3。停車中は、標準ワイパー スピードに切り換わります。

フロント ワイパー システムをオンにした状態で走行を中断した場合：走行が再開されると、ワイパーはあ
らかじめ設定されたレベルで動作します。

フロント ワイパー システムをオフにする、ワンタッチ ワイパー



レバーを下または前に押します。

‒ オフにする：レバーを0位置になるまで下に押します、矢印1。
‒ ワンタッチ ワイパー：レバーを0位置から下に押し、矢印1、0位置または1位置のレバーを前に押しま
す、矢印2。手を放すと、レバーは0位置に戻ります。

レイン センサー
原理
レイン センサーは、雨の強さに合わせてワイパー作動を自動的に制御します。

一般事項
センサーは、フロント ウィンドウのルーム ミラーのすぐ前にあります。

安全に関する注意事項

$ レイン センサーと自動洗車機

レイン センサーを作動させる



レバーを0位置から1回上に押します、矢印1。

ワイパー動作がスタートします。

ワイパー レバーのLEDが点灯します。

氷点下ではワイパー動作がスタートしない場合があります。

レイン センサーを作動解除する
レバーを押して0位置に戻します。

レイン センサー感度を設定する

レイン センサーの感度を調節するにはダイヤルを回します。

上に回す：レイン センサーの感度が上がります。



下に回す：レイン センサーの感度が下がります。

ウィンドウ ウォッシャー
安全に関する注意事項

$ 十分な凍結防止剤があることを確認してください

$ ウォッシャー液リザーバーが空のときにはワイパーを使用しない

フロント ウィンドウを清掃する

レバーを引きます。

フロント ウィンドウ ワイパーを上下動させると、ウォッシャー液がワイパー ブレードのすぐ前のフロント
ウィンドウに噴射されます。

ウォッシャー ノズル
作動スタンバイをオンにすると、ウォッシャー ノズルが自動的に温められます。

リア ウィンドウ ワイパー
リア ウィンドウ ワイパーをオンにする



外側のスイッチを上方に回します。

‒ ワイパーの停止位置、位置0。
‒ 間隔運転、矢印1。リバース ギアに入れたとき、連続モードが行われます。

リア ウィンドウ ウォッシャー作動
外側のスイッチを希望する方向に回します。

‒ 停止位置で：スイッチを下方に回します、矢印3。手を放すと、スイッチは停止位置に戻ります。
‒ 間欠作動位置で：スイッチをさらに回します、矢印2。手を放すと、スイッチは間欠作動位置に戻りま
す。

ウォッシャー タンクの充填レベルが低い場合、この機能がオフになります。

ワイパー停止位置の切換え
原理
ライズアップ位置では、ワイパーをフロント ウィンドウから起こすことができます。例えばワイパー ブ
レードを交換する際や、氷点下時にワイパーを起こす際に重要です。

安全に関する注意事項

$ 車両をオンにする前に、ワイパーをウィンドウに倒す

$ ワイパーを使用する前にウィンドウの霜取りをする

ワイパーを起こす
1. 作動スタンバイをオンにします。



2. ワイパーがほぼ垂直の位置で止まるまで、ワイパー レバーを下に押し続けます。

3. ワイパーを持ち上げて、フロント ウィンドウから完全に離します。

ワイパーを倒す
1. ワイパーをフロント ウィンドウに完全に倒します。
2. 作動スタンバイをオンにして、ワイパー レバーを再び下に押し続けます。
ワイパーが停止位置に戻り、再び作動可能な状態になります。



BMW iX.

表示

車両装備
この章では、モデルに応じて現在および今後提供される装備、システム、機能について、それらがお客様
の車両にない場合も含めて説明されています。

詳しい情報：

! 車両装備 。

メーターパネル

原理
メーターパネルは可変表示されます。My Modesボタンを操作してプログラムを変更すると、メーターパネ
ルの表示と表示レイアウトが選択した走行モードに合ったものになります。

一般事項
メーターパネルの表示は、この取扱説明書に示した表示と一部異なる場合があります。

概要

インデックスA–Z ""検索 #



制限速度情報

制限速度アシスト
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ステアリング ホイールの操作エレメント
操作エレメント 機能

メーターパネルに選択メニューを表示させる：ボタンを押します。

選択を上または下へ：ダイヤルを回します。

選択を左または右へ：ダイヤルを該当する方向に傾けます。

選択を確定する：ダイヤルを押します。

メイン表示範囲を設定する
メーターパネルのメイン表示範囲に表示する内容は、例えば走行データの表示など、好みや必要性に応じ
て設定することができます。

1. ボタンを押します。
ファンクションバーがメーターパネルに表示されます。

2. 「CONTENT」：表示を選択します。

セレクター レバー ポジション

My Modesステータス

17

18



3. 希望する設定を選択します：
‒ シンプルなビュー。
‒ 走行データ。
‒ 航続距離範囲。
‒ Assisted View。
‒ ナビゲーション システム装備車：ルート情報
‒ ナビゲーション システム装備車：地図画面
‒ エンターテイメント。

メイン表示範囲に表示される内容の中には、ヘッドアップ ディスプレイのビューとして設定することがで
きるものもあります。

詳しい情報：

! ヘッドアップ ディスプレイ 。

レイアウトを設定する
走行モードPersonal Modeではメーターパネルのレイアウトを、例えばスポーツ ビューなど、好みや必要
性に応じて設定することができます。

1. ボタンを押します。
ファンクションバーがメーターパネルに表示されます。

2. 「LAYOUT」
3. 希望する項目を選択します。

設定
メーターパネルの各表示を、iDriveで例えば2件目の実速度などのカスタマイズ設定をすることができま
す。

1. 「メニュー」
2. 「車両アプリ」
3. 「ディスプレイ」
4. 「メーターパネル」
5. 希望する項目を選択します。

航続距離範囲

原理



航続距離範囲には、その時のドライビング スタイルでどの程度、航続可能距離が増減するかが表示されま
す。これにより、効率的なドライビング スタイルをサポートします。

一般事項
その時の航続可能距離を増減する要因は多数ありますが、特に大きく影響するのは速度です。

航続可能距離の傾向は、その時のドライビング スタイルにもとづいて予測される航続可能距離の変化を示
します。航続可能距離の傾向は、直前の走行区間で求めた平均燃料消費量をもとに計算されます。

詳しい情報：

‒ ! 航続可能距離 。
‒ ! 航続距離を延ばす 。

概要

‒ 現在の航続可能距離、矢印1。
‒ 航続可能距離の傾向、矢印2。
‒ エネルギー消費が非常に少ないときの航続可能距離、矢印3。
‒ エネルギー消費が非常に多いときの航続可能距離、矢印4。

ルート案内作動中の航続距離範囲
ルート案内をオンにすると、さらに目的地までの距離と、目的地到着時に予想される高電圧バッテリーの
充電状態が表示されます。

マーク 説明

マークの横に、目的地到着時の予想充電状態が表示されます。



充電スタンドは、スタートしたルート案内の目的地である充電ステー
ションを表しています。

このマークは、ナビゲーション システムでルート案内をスタートすると
表示されます。ナビゲーション システムからの情報を考慮して、その時
の航続可能距離を計算します。

Assisted View

原理
装備に応じて、アニメーション化された車両の周囲に以下の情報が表示されます：

‒ ドライバー アシスタンスが作動している場合：ドライバー アシスタント システムに関する情報。
‒ パーキング アシストが作動している場合：駐車および駐車操作に関する情報。

一般事項
設定に応じて、作動しているドライバー アシスタンスに関する情報を常に、または一時的にメーターパネ
ルに表示させることができます。

駐車および駐車操作に関する情報は、パーキング アシストが作動している場合に常に表示されます。

安全に関する注意事項

$ 交通状況に注意し、運転スタイルを状況に合わせる

持続的な表示
ドライバー アシスタンスに関する情報は、メーターパネルのメインの表示範囲でいつでも設定することが
できます。

一時的な表示
1. 「メニュー」
2. 「車両アプリ」
3. 「ディスプレイ」
4. 「メーターパネル」
5. 「ドライバーアシスタンス有効時にAssisted Viewを表示」

表示



ドライバーアシスタンスが有効になっているときの例：車間距離維持システムおよびレーン チェンジ アシ
ストの警告灯が、隣接車線への車線変更を表示します。同時に、隣接車線への車線変更がAssisted Viewに
アニメーション表示されます。

システムの限界
システムの検知性能には限界があります。

システムによって検知される物体のみが考慮されます。

詳しい情報：

‒ ! カメラ 。
‒ ! レーダー センサー 。

充電画面

一般事項
メーターパネルの充電画面に、充電プロセスに関する情報が表示されます。

メーターパネルの表示は、この取扱説明書に示した表示と一部異なる場合があります。

詳しい情報：

! 車両の充電 。

概要



チェック コントロール

原理
チェック コントロールは、車両の機能をモニターし、モニターされたシステムに故障がある場合、メッ
セージを出します。

一般事項

現在の充電出力

充電目標

出発時刻タイマー

充電終了時刻

パーキング エア コンディショナー

充電状態

現在の走行可能距離

目標充電量に達したときの航続可能距離

電流制限
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チェック コントロール メッセージは、表示灯または警告灯とメーターパネル内のテキスト メッセージとを
組み合わせて、また必要に応じてヘッドアップ ディスプレイに表示されます。

さらに、必要に応じて信号音が出力され、コントロール ディスプレイにテキスト メッセージが表示されま
す。

チェック コントロール メッセージの非表示
ステアリング ホイールのダイヤルを左または右に傾けると、チェック コントロール メッセージが消えま
す。

持続的な表示
いくつかのチェック コントロール メッセージは持続的に表示され、故障が解消されるまで消えません。複
数の故障がある場合、メッセージは順番に表示されます。

これらのメッセージは、約8秒間、非表示にすることができます。その後メッセージは再び自動的に表示さ
れます。

一時的な表示
一部のチェック コントロール メッセージは、約20秒後に自動的に非表示になります。これらのチェック
コントロール メッセージはメモリーされ、再び表示させることができます。

記憶されたチェック コントロール メッセージを表示する
1. 「メニュー」
2. 「車両アプリ」
3. 「Live Vehicle」
4. 「コンテンツ」
5. 「車両ステータス」
6. 「チェックコントロール」
7. テキスト メッセージを選択する。

表示
チェック コントロール

チェック コントロール メッセージが1件以上表示されるか、保存されています。

テキスト メッセージ
メーターパネル内のテキスト メッセージは、表示されるマークとの組み合わせにより、チェックコント
ロール メッセージおよび表示灯や警告灯の意味を説明します。

補足情報の表示



故障の原因や、対応する操作の必要性などの補足情報を、チェック コントロールによって呼び出すことが
できます。

緊急テキスト メッセージが出ると、コントロール ディスプレイに自動的に補足テキストが表示されます。

チェック コントロール メッセージに応じて、詳細なヘルプを選択することができます。

1. 「メニュー」
2. 「車両アプリ」
3. 「Live Vehicle」
4. 「コンテンツ」
5. 「車両ステータス」
6. 「チェックコントロール」
7. 希望するテキスト メッセージを選択します。
8. 希望する項目を選択します。

走行後のメッセージ表示
走行中に表示された特定のメッセージは、走行スタンバイをオフにした後に再表示されます。

表示灯と警告灯

一般事項
ここでは、表示灯と警告灯はどのような意味を持つか、また、他のどのステップをいつ行う必要があるか
を説明しています。

赤色のライト
シート ベルト警告

シート ベルトが着用されていません。

詳しい情報：

! シート ベルト警告 。

エアバッグ システム



エアバッグ システムとシート ベルト テンショナーが故障している可能性があります。

直ちに車両の点検をメーカーのサービス パートナーまたはその他の認定サービス パートナーあるいは専門
ワークショップに依頼してください。

パーキング ブレーキ

パーキング ブレーキが作動しています。

詳しい情報：

! パーキング ブレーキを解除します 。

ブレーキ システム

ブレーキ システムの障害、ブレーキ ブースターが故障しているおそれがあります。穏やかに走行を継続し
ます。急ブレーキを回避し、制動距離に余裕をもたせてブレーキをかけます。

直ちに車両の点検をメーカーのサービス パートナーまたはその他の認定サービス パートナーあるいは専門
ワークショップに依頼してください。

正面衝突警告

いずれかの表示灯の点灯：危険な状況を検知しています。

いずれかの表示灯の点滅：衝突の危険が迫っています。

自分ですぐに状況に応じて適切な介入を行います。

詳しい情報：

! 正面衝突警告 。



車間距離維持システム付きクルーズ コントロール

表示灯が点滅し、信号音が鳴る：緊急ブレーキおよび必要に応じて回避します。

詳しい情報：

! 車間距離維持システム付きクルーズ コントロール 。

Assisted Driving Mode

表示灯が点滅し、信号音が鳴る：システムがオフになります。

詳しい情報：

! Assisted Driving Mode 。

黄色のライト
Assisted Driving Mode

表示灯が点灯し、場合によっては信号音が鳴る：システムの中断が差し迫っています。

表示灯が点滅する：車線の境界を越えました。

詳しい情報：

! Assisted Driving Mode 。

アンチロック ブレーキ システムABS

急ブレーキを回避します。通常より長い制動距離を考慮してください。

システムの故障です。フル ブレーキをかけるとステアリング操作が制限されます。

直ちにメーカーのサービス パートナーまたはその他の認定サービス パートナーあるいは専門ワークショッ
プに点検を依頼してください。



正面衝突警告

国別仕様に依存: システムが制限されたり機能しません。

国別仕様に依存: システムが無効にされています。

詳しい情報：

! 正面衝突警告 。

ダイナミック スタビリティ コントロール

表示灯が点滅する：ダイナミック スタビリティ コントロールが駆動力と制動力を制御しています。車両が
安定化されます。速度を落として、運転の仕方を道路の状況に合わせてください。

表示灯が点灯する：ダイナミック スタビリティ コントロールが機能停止しているか、初期化されていま
す。走行安定化非装備。

直ちにシステムの点検をメーカーのサービス パートナーまたはその他の認定サービス パートナーあるいは
専門ワークショップに依頼してください。

詳しい情報：

! ダイナミック スタビリティ コントロール 。

ダイナミック スタビリティ コントロールが制限されているか、強化走行ダイナミ
クスが有効になっている

ダイナミック スタビリティ コントロールが制限されているか、強化走行ダイナミクスが有効になってい
る。

詳しい情報：

ダイナミック スタビリティ コントロール 。



‒ ! ダイナミック スタビリティ コントロール 。
‒ ! 強化走行ダイナミクスの設定 。

タイヤ空気圧警告システムRPA

RPAはタイヤ空気圧の低下を知らせます。

速度を落として、慎重に停車してください。急なブレーキ操作やステアリング操作は行わないでくださ
い。

詳しい情報：

! タイヤ空気圧警告システムRPA 。

ステアリング システム

ステアリング システムが故障している場合があります。

システムの点検をメーカーのサービス パートナーまたはその他の認定サービス パートナーあるいは専門
ワークショップに依頼してください。

レーン ディパーチャー ウォーニング

国別仕様に応じて：

表示灯が点灯：システムが制限されている、または無効になっている、または機能停止しています。

表示灯が点滅する：警告が出されます。

詳しい情報：

! レーン ディパーチャー ウォーニング 。

レーン チェンジ ウォーニング



国別仕様に依存: 場合によってチェック コントロール メッセージと同時に表示灯が点灯: システムが制限さ
れているか機能しません。

国別仕様に依存: システムがオフになっています。

詳しい情報：

! レーン チェンジ ウォーニング 。

リア フォグ ライト

リア フォグ ライトがオンになっています。

詳しい情報：

! リア フォグ ライト 。

車両接近通報装置

車両接近通報装置が機能停止しています。車両を操作する際は十分に注意してください。

機能停止が繰り返し発生する場合は、システムの点検をメーカーのサービス パートナーまたはその他の認
定サービス パートナーあるいは専門ワークショップに依頼してください。

駆動力

例えば著しく放電した高電圧バッテリーが原因で、駆動力が低下します。

詳しい情報：

! 激しく放電した高電圧バッテリー 。

緑色のライト
ターン インジケーター



ターン インジケーターがオン。

表示灯の点滅や点滅作動音が通常よりも速い場合は、ターン インジケーターの1箇所が故障しています。

詳しい情報：

! ターン インジケーター 。

スモール ライト

スモール ライトがオンになっています。

詳しい情報：

! スモール ライト/ロービーム 。

ロービーム ヘッドライト

ロービームがオンになっています。

詳しい情報：

! スモール ライト/ロービーム 。

レーン ディパーチャー ウォーニング

国別仕様によって：表示灯が点灯：システムが有効になっています。警告が発せられる可能性がありま
す。

表示灯が点滅する：警告が出されます。

詳しい情報：

! レーン ディパーチャー ウォーニング 。



レーン チェンジ ウォーニング

国別仕様によって：表示灯が点灯：システムがオンになっています。システム限界内で警告および場合に
よってはステアリング介入が行われることがあります。

詳しい情報：

! レーン チェンジ ウォーニング 。

ハイビーム アシスタント

ハイビーム アシスタントがオンになっています。

ハイビームは交通状況に応じて自動的にオンおよびオフにされます。

詳しい情報：

! ハイビーム アシスタント 。

オートマチック ホールド

オートマチック ホールドが作動しています。車両は、自動的に停止状態に維持されます。

詳しい情報：

! オートマチック ホールド 。

手動スピードリミッター

表示灯が点灯する：システムがオンになっています。

表示灯が点滅する：設定された速度リミットを超過しています。

詳しい情報：



! 手動スピードリミッター 。

クルーズ コントロール

表示灯が点灯：システムが作動中です。

詳しい情報：

! クルーズ コントロール 。

車間距離維持システム付きクルーズ コントロール

表示灯が点灯する：システムがオンになっています。

詳しい情報：

! 車間距離維持システム 。

制限速度アシスト

表示灯が点灯する：検知された制限速度をSETボタンで適用することができます。制限速度が適用された
ら、緑色のチェック マークが表示されます。

詳しい情報：

! 制限速度アシスト 。

Assisted Driving Mode

表示灯が点灯：このシステムは、車両を車線内に維持するようにサポートします。

詳しい情報：

! Assisted Driving Mode 。



レーン チェンジ アシスト

車線変更の矢印記号が緑色：システムは車線変更を実行します。

該当する側の車線境界線のラインが灰色：車線変更の要求がシステムにより検知されました。車線変更は
現在行えません。

国別仕様に応じて：

車線変更の矢印記号が灰色：車線変更を行うことができません。作動条件が満たされていません。

詳しい情報：

! レーン チェンジ アシスト 。

アシステッド ドライビング プラス

表示灯が点灯：システムが作動中です。

詳しい情報：

! Assisted Driving Plus 。

青色のライト
ハイビーム

ハイビームが手動でオンにされています。



ハイビームがハイビーム アシストによってオンにされています。

詳しい情報：

‒ ! ハイビーム 。
‒ ! ハイビーム アシスタント 。

灰色のライト
車間距離維持システム付きクルーズ コントロール

表示灯が点灯：システムは中断されています。

表示灯の点滅：システム作動のための前提条件が満たされていないか、システムがオフにされました。

詳しい情報：

! 車間距離維持システム付きクルーズ コントロール 。

Assisted Driving Mode

表示灯が点灯する：システムはスタンバイ状態で、ステアリング動作を実行しません。

全ての機能前提条件が満たされると、システムは自動的にオンになります。

詳しい情報：

! Assisted Driving Mode 。

駆動力

駆動部が冷えているまたは過熱したことによる駆動力の低減。

詳しい情報：

! 出力表示 。

充電状態表示



充電状態表示

安全に関する注意事項

$ 導電性の部品に触れない

表示

作動スタンバイおよび走行スタンバイがオンになっているとき、メーターパネルには常に、利用可能な高
電圧バッテリーの充電状態がパーセンテージで表示されます。

バッテリー マーク横の矢印は、充電リッドが車両のどちら側にあるかを示します。

温度が変動すると、充電状態が変化することがあります。

出力表示

原理
この出力表示は、その時に使用することができる駆動力を全出力に対するパーセンテージで示すもので
す。

一般事項



一般事項
以下の要因により、使用することができる駆動力が低下する可能性があります：

‒ 激しく放電したハイ ボルテージ バッテリー。
‒ 異常な外気温度。
‒ スポーティなドライビング スタイルや山道走行の場合など、長時間の出力や高い出力が必要な場合。

グレーのePOWER範囲は自動的に適合されます。

出力表示には、駆動力の低下の原因がさまざまなマークで示されます。

例：駆動部が冷えているか、過熱していることにより低下した駆動力。

エネルギー回生量の大きさは、エネルギー回生の設定に依存します。

詳しい情報：

‒ ! 航続距離を延ばす 。
‒ ! 走行について：eDRIVE 。

表示

走行モードPersonal ModeとEfficient Modeで：

矢印1の領域の針：惰走または減速時のエネルギー回生の表示。

矢印2の領域の針：出力、単位：パーセント

エネルギー回生の表示
エネルギー回生の設定に応じて、出力表示内の表示が変わります。



マーク 説明

低エネルギー回生

セレクター レバーがポジションDに入っている。

中程度のエネルギー回生。

セレクター レバーがポジションDに入っている。

高エネルギー回生

セレクター レバーがポジションDまたはBに入っている。

アダプティブ エネルギー回生がオンになっている。

! アダプティブ エネルギー回生 。

作動スタンバイと走行スタンバイ



メーターパネルの文字OFFは、走行スタンバイがオフで、作動スタンバイがオンの状態であることを示し
ます。

走行スタンバイ状態になると、READYが表示されます。

詳しい情報：



! 車両の作動状態 。

外気温度

一般事項
表示が+3!以下に下がると、信号音が鳴ります。

チェック コントロール メッセージが表示されます。

路面が凍結しているおそれがあります。

安全に関する注意事項

$ 運転の仕方を天候状態に合わせてください

走行可能距離

一般事項
ハイ ボルテージ バッテリーに蓄えられているエネルギーでの推定走行可能距離が、メーターパネルに常時
表示されます。

予定した走行に航続距離が十分であるか、常に注意してください。航続距離は流動的であり、急に変化す
ることがあります。

以下の要因により、航続可能距離が短縮または延長される可能性があります：

‒ 走行スタイル。
‒ 交通状況。
‒ My Modesからの走行モードの切換え。
‒ 天候および地形状況。
‒ オートマチック エア コンディショナーの設定。
‒ ナビゲーション システムによるルート検索後、プロファイル、ルートの長さ、選択した速度に応じて。
‒ ルートを離れた場合やルートの再計算の場合。

現在の航続可能距離に関する情報をメーターパネルに表示させることができます。

走行可能距離がわずかであることがチェック コントロール メッセージで伝えられます。

詳しい情報：

‒ ! 航続距離範囲 。
‒ ! 航続距離を延ばす 。

表示



表示

航続可能距離は常時メーターパネルに表示されます。

ルート案内作動中の航続可能距離
このマークは、ナビゲーション システムでルート案内をスタートすると、航続可能距離の横に表示さ

れます。ナビゲーション システムからの情報を考慮して、その時の航続可能距離を計算します。

激しく放電したハイ ボルテージ バッテリー



ハイ ボルテージ バッテリーが激しく放電している。駆動力が低減されます。ヒーターおよびエアコン機能
が作動解除する。

この状態では、走行可能距離の正確な計算はできない。環境条件に応じて、わずかな距離を走行できる場
合がある。

再び走行スタンバイ状態にすることで、例えば車両を危険なエリアから遠ざけるために、航続可能距離を
少し延ばすことができます。

温度差が激しい状況での充電状態
温度差が激しくハイ ボルテージ バッテリーの充電状態が低い場合、次の発進時に車両がスタートしない可
能性があります。充電状態が低い場合は早めに充電してください。

サービス時期の表示

原理
この機能は、必要なサービス時期と該当する点検整備項目を表示します。

一般事項
走行スタンバイをオンにすると、メーターパネルに次のサービスまでの走行距離または時間が短時間表示
されます。

現在必要なメインテナンスは、サービス アドバイザーにて、車両キーから読み出すことが可能です。

表示



表示
必要なサービスについての詳細情報
メインテナンスについての詳しい情報は、コントロール ディスプレイに表示することができます。

1. 「メニュー」
2. 「車両アプリ」
3. 「Live Vehicle」
4. 「コンテンツ」
5. 「車両ステータス」
6. 「点検実施時期」
点検整備項目および場合によっては法定点検が表示されます。

7. 詳細情報を表示するには、項目を選択してください。

表示されるマーク
マーク 説明

現時点での点検は不要です。

点検整備または法定点検の実施時期が迫っています。

サービス インターバルを超過しています。

期日の入力
車両の所定の点検日を入力します。

車両の日付と時刻が正しく設定されていることを確認してください。

1. 「メニュー」
2. 「車両アプリ」
3. 「Live Vehicle」
4. 「コンテンツ」
5. 「車両ステータス」



6. 「点検実施時期」
7. 「法定点検」
8. 「日付:」
9. 希望する項目を選択します。

サービス履歴
原理
実施したメインテナンスをコントロール ディスプレイに表示させることができます。

一般事項
点検整備はメーカーのサービス パートナーまたはその他の認定サービス パートナーあるいは専門ワーク
ショップに依頼してください。実施された点検整備は車両データに記入されます。点検整備が車両データ
に登録されると、機能を利用できるようになります。

表示
1. 「メニュー」
2. 「車両アプリ」
3. 「Live Vehicle」
4. 「コンテンツ」
5. 「車両ステータス」
6. 「点検実施時期」
必要な点検整備項目、または法定点検が表示されます。

7. 「サービス履歴」
8. 詳細情報を表示するには、項目を選択してください。

表示されるマーク
マーク 説明

緑：点検整備を期日までに実施しました。

黄：点検整備を期日を過ぎてから実施しました。



点検整備を実施していません。

追い越し禁止表示付き制限速度情報

制限速度情報
原理

$ アニメーション：制限速度情報

制限速度情報は、メーターパネルと、場合によってはヘッドアップ ディスプレイにも現在有効な制限速度
を表示します。

一般事項
ルーム ミラー付近にあるカメラが、道路脇の交通標識や門型式標識の表示を検知します。

追加交通標識付きの交通標識が考慮され、車内データと比較されます。その後、交通標識が状況に合わせ
てメーターパネルおよび場合によってはヘッドアップ ディスプレイに表示されるか、無視されます。

ナビゲーション システム装備の場合、このシステムは必要に応じてナビゲーション データに保存されてい
る情報を考慮し、標識のない区間の制限速度も表示します。

トレーラー コネクターを使用している場合またはトレーラーけん引がiDriveによりオンにされた場合、ト
レーラーけん引用の制限速度が表示されます。

装備に応じて、トレーラー モードに許容最高速度を設定することができ、制限速度を表示する際には設定
した許容最高速度が考慮されます。

詳しい情報：

! トレーラー モード 。

追い越し禁止表示機能
原理
カメラが検知した追い越し禁止の開始が、該当マークでメーターパネルおよび場合によってはヘッドアッ
プ ディスプレイに表示されます。

一般事項



このシステムは、標識や道路標示などで明示された追い越し禁止を検知し、通知します。

以下の状況では表示が行われません：

‒ 追い越し禁止が主に道路上のマークによって示されている国々。
‒ 標識のない区間。
‒ 踏切、路面表示、または標識以外で追い越し禁止が示唆されるその他の状況の場合。

トレーラーけん引時の追い越し禁止は表示されません。

安全に関する注意事項

$ 交通状況に注意し、運転スタイルを状況に合わせる

センサー
このシステムは、装備に応じて以下のセンサーにより制御されます：

‒ フロント ウィンドウ裏のカメラ。

詳しい情報：

! 車両のセンサー 。

制限速度情報を表示させる
一般事項
iDriveを操作して、メーターパネルの制限速度情報の表示/非表示を切り換えます。装備に応じて、制限速
度情報はメーターパネルに常時表示されます。

制限速度情報を表示させる
1. ボタンを押します。

2. 「ドライバー アシスタンス」
3. 「走行」
4. 「制限速度アシスト」
5. 「制限速度」
6. 「現在の制限速度を表示」

表示
一般事項



追い越し禁止は制限速度情報と一緒に表示されます。

制限速度情報

現在の制限速度。

その時に有効な制限速度に関するデータがありません。

制限速度情報の使用不可。

検知された制限速度を超えた場合は、表示が点滅します。

追い越し禁止表示機能

追い越し禁止。

設定
1. ボタンを押します。

2. 「ドライバー アシスタンス」
3. 「走行」
4. 「制限速度アシスト」



5. 希望する設定を選択します：
‒ 「超過時の警告」：現在有効な制限速度を超えた際の、メーターパネルおよび場合によってはヘッド
アップ ディスプレイでの制限速度情報の表示の点滅をオン/オフにします。制限速度超過時の警告
は、制限速度アシストの設定に応じて行われる場合があります。

‒ 「超過を表示」：制限速度情報によって検知された制限速度がメーターパネル内のスピードメーター
にマークで表示されます。

システムの限界
センサーのシステム限界
詳しい情報：

‒ ! カメラ 。

機能制限
この機能は、次のような状況のとき、機能が制限されたり、誤作動を起こす場合があります：

‒ 交通標識の全体または一部が物体、ラベルまたは塗料で隠れているとき。
‒ 前走車との車間距離を詰めすぎているとき。
‒ ナビゲーション データが無効であったり、古かったり、または使用できない場合。
‒ ナビゲーション システムに反映されていない地域を走行するとき。
‒ 例えば通りのルートが変わったために、ナビゲーションとの相違が生じるとき。
‒ 電子式交通標識の場合。
‒ 交通標識ラベル付きのバスやトラックを追い越すとき。
‒ 交通標識が規格に準拠していない場合。
‒ 平行する道路の交通標識の認識時。
‒ 標識または通りのルートがその国特有である場合。

選択リスト

原理
メーターパネルまたはヘッドアップ ディスプレイに特定の機能用のリストを表示し、必要に応じて操作す
ることができます。

‒ エンターテイメントの音源。
‒ 使用中のオーディオ音源。
‒ 通話履歴リスト。

必要に応じて、該当するメニューがコントロール ディスプレイで開きます。

リストの表示および操作
ステアリング ホイールの操作エレメントで、選択リストを表示して操作することができます。

操作ボタン 機能



エンターテイメント ソースを切り換える：ボタンを押します。

再度ボタンを押すと、現在表示されているリストが閉じます。

通話履歴リストを表示する：

選択を上または下へ：ダイヤルを回します。

選択を左または右へ：ダイヤルを該当する方向に傾けます。

選択を確定する：ダイヤルを押します。

ダイヤルを回すと、最新のエンターテイメント ソースのリストがメー
ターパネルに表示されます。

表示

例：エンターテイメント ソースを呼び出した後に、ダイヤルを左または右に傾け、必要に応じてソースを
切り換えます。ダイヤルを押して、選択を確定します。

選択されたエンターテイメント ソースのリストでダイヤルを上または下に回して、希望の登録を選択しま
す。ダイヤルを押して、選択を確定します。



装備に応じて、メーターパネルのリストは図と異なる場合があります。

Live Vehicle

原理
走行状況と、My Modesで設定した内容に応じて、適切な表示と情報がコントロール ディスプレイに映し
出されます。

一般事項
表示の中心は自車の仮想図で、例えばドアが開いているなど、その時の車両の状態を示します。

コントロール ディスプレイのビューは、動的または静的に設定することができます。

ビューを設定する
1. 「メニュー」
2. 「車両アプリ」
3. 「Live Vehicle」
4. 「コンテンツ」
5. 希望する項目を選択します。

動的表示
以下の表示は、My Modesのその時点での設定と走行状況に応じて、走行中にコントロール ディスプレイ
に動的に表示されます。

‒ ! 車両ステータス 。
‒ ! 現在の走行状態 。
‒ ! スポーツ ディスプレイ 。
‒ ! エフィシエンシー コーチ 。
‒ ! 走行データ 。

走行モード 走行中の表示

「Personal Mode」

現在の走行状態。

設定されたインターバルに応じた走行距離。

設定されたインターバルに応じたエネルギー回生の
カウンター。

「Sport Mode」 スポーツ表示。

「Efficient Mode」
現在の走行状態。

エフィシエンシー コーチ。



My Modesのすべての走行モードで、以下の情報が自動的にコントロール ディスプレイに表示されます。

‒ 走行前：車両ステータス。
‒ 走行後：車両データ。

静的表示
以下の表示は、My Modesに関する設定および走行状況とは無関係に、常時コントロール ディスプレイに
表示されます：

‒ 車両ステータス。
‒ 走行データ。

走行データ

原理
平均燃料消費量やトリップ メーターなどの走行に関する値が表示されます。

一般事項
走行データをコントロール ディスプレイおよびメーターパネルに表示することができます。

Live Vehicleメニューでの設定に応じて、コントロール ディスプレイに走行データが動的または常に表示さ
れます。

この値は、さまざまなインターバルに応じて表示させることができ、車両の充電後などにリセットするこ
ともできます。

コントロール ディスプレイの表示
概要
装備によっては、設定されたインターバルと走行モードに応じて、以下の情報が表示されます：

‒ 走行データ表示の設定インターバル。
‒ 設定されたインターバルに応じた平均燃料消費量。
‒ 設定されたインターバルに応じた走行時間。
‒ 設定されたインターバルに応じた走行距離。
‒ 設定されたインターバルに応じたエネルギー回生のカウンター。

走行データを常に表示させる
1. 「メニュー」
2. 「車両アプリ」
3. 「Live Vehicle」
4. 「コンテンツ」
5. 「走行データ」

メーターパネル内の表示



メーターパネル内の表示
メーターパネルに消費量と走行距離に関する情報を表示させることができます。

‒ 瞬間燃費（矢印1）。
‒ 平均燃費（矢印2）。
‒ 設定されたインターバルに応じた走行距離、矢印3。
‒ 総走行距離、矢印4。

平均燃費
平均燃費の計算には、さまざまな距離が基礎として用いられます。

瞬間燃費
瞬間消費量はその瞬間のエネルギー消費量を表示します。どれだけ効率的な走行をしているかを確認する
ことができます。

エネルギー回生
電気モーターがジェネレーターのような働きをし、車両の運動エネルギーを電気エネルギーに変換しま
す。

走行データ表示を設定する
メーターパネルおよびコントロール ディスプレイでの走行データ表示のインターバルを設定することがで
きます。

1. 「メニュー」
2. 「車両アプリ」
3. 「システム設定」
4. 「走行データの期間」
5. 「走行データ」



6. 希望する設定を選択します：
‒ 「走行開始以降 ( )」：約4時間の車両停止状態後、値が自動的にリセットされます。
‒ 「充電以降 ( )」：この値は充電後に自動的にリセットされます。
‒ 「工場出荷以降」： 工場出荷以降の平均燃費。工場出荷の時点からの値が表示されます。
‒ 「個別設定以降 ( )」：前回の手動によるリセット以降の値が表示されます。値は任意の時点でリセッ
トすることができます。

平均値を手動でリセットする
以下の間隔を任意の時点で手動によりリセットすることができます：「個別設定以降 ( )」。

ステアリング ホイールのダイヤルで：

1. メーターパネルに走行データを表示させます。
2. ダイヤルを押し続けます。

iDriveから：

1. 「メニュー」
2. 「車両アプリ」
3. 「システム設定」
4. 「走行データの期間」
5. 「個別設定リセット」

平均値およびカウンターがリセットされます。平均値およびカウンターのリセット後、自動的に以下のイ
ンターバルが設定されます：「個別設定以降 ( )」。

現在の走行状態

一般事項
走行中は、コントロール ディスプレイのLive Vehicleメニューにその時々の走行状態が表示されます。そう
するには、以下の走行モードのいずれかをMy Modesボタンで選択しておきます：

‒ 「Personal Mode」
‒ 「Efficient Mode」

以下の状態が表示されます：

‒ 走行。
‒ 効率的な惰走。
‒ バッテリーの充電。
‒ アダプティブ エネルギー回生がオンになっている。状況に応じて、アダプティブ エネルギー回生に関す
る詳細な情報が表示されることがあります。

詳しい情報：

! アダプティブ エネルギー回生 。

表示



表示

例：

アダプティブ エネルギー回生がオンになっています、矢印1。

車両を減速するときに、高電圧バッテリーを充電します、矢印2。

スポーツ表示

原理
スポーツ表示は特にスポーティな運転の仕方をサポートします。

一般事項
コントロール ディスプレイのLive Vehicleメニューでスポーツ ディスプレイが表示されます。それには、以
下の走行モードをMy Modesボタンで選択しておきます：

「Sport Mode」

以下の情報が表示されます：

‒ トルク。
‒ 出力。
‒ 電気モーター回転数
‒ 電気モーター温度

車両ステータス



車両ステータス

一般事項
例えばチェック コントロールなど、いくつかのシステムについては状態を表示したり、アクションを実行
したりすることができます。

Live Vehicleメニューの設定に応じて、コントロール ディスプレイ上で車両ステータスの動的表示または静
的表示ができます。

車両ステータスの静的表示
1. 「メニュー」
2. 「車両アプリ」
3. 「Live Vehicle」
4. 「コンテンツ」
5. 「車両ステータス」

概要
マーク 説明

「タイヤ空気圧警告システム」： 
! タイヤ空気圧警告システムRPAのステータス 。

「チェックコントロール」： 
! メモリーされているチェック コントロール メッセージの表示 。

「点検実施時期」： ! サービス時期の表示 。

ヘッドアップ ディスプレイ

原理

$ アニメーション：ヘッドアップ ディスプレイ

運転者は、路面から目を離さずに、このような情報を得ることができます。

ヘッドアップ ディスプレイは、ドライバーの視野領域内に速度などの重要な情報を投影します。

一般事項
ヘッドアップ ディスプレイの清掃に関する情報に注意してください。

概要



概要

ビューを設定する
メーターパネルの表示とは関係なく、ヘッドアップ ディスプレイのビューを例えば縮小表示に設定するこ
とができます。

1. ボタンを押します。
ファンクションバーがメーターパネルに表示されます。

2. 「HEAD-UP」
3. 希望する項目を選択します。

表示
ヘッドアップ ディスプレイをオン/オフにする
1. 「メニュー」
2. 「車両アプリ」
3. 「ディスプレイ」
4. 「ヘッドアップディスプレイ」
5. 「ヘッドアップディスプレイ」

概要
ヘッドアップ ディスプレイには以下の情報が表示されます：

‒ 速度。



‒ ナビゲーション情報。
‒ チェック コントロール メッセージ。
‒ リストと通知。
‒ ドライバー アシスト システム。

これらの情報のいくつかは、必要に応じて短時間のみ表示されます。

表示の見やすさ
ヘッドアップ ディスプレイの表示の見やすさは、以下の影響を受けます：

‒ シート位置。
‒ ヘッドアップ ディスプレイのカバー上の物。
‒ 特定の偏光フィルター付きサングラス。
‒ 濡れた路面。
‒ 不適切な照明状況。

画像がゆがんで表示される場合は、メーカーのサービス パートナーまたはその他の認定サービス パート
ナーあるいは専門ワークショップに基本設定の点検を依頼してください。

設定
ヘッドアップ ディスプレイに対して、例えば高さ、明るさまたは表示などのさまざまな設定を行うことが
できます。さらに、例えばドライバーアシスタンスに関する情報など、ヘッドアップ ディスプレイの1つ1つ
の表示を好みに合わせて設定することができます。

1. 「メニュー」
2. 「車両アプリ」
3. 「ディスプレイ」
4. 「ヘッドアップディスプレイ」
5. 希望する項目を選択します。

専用フロント ウィンドウ
フロント ウィンドウは、ヘッドアップ ディスプレイ用に専用部品を使用しています。

専用フロント ウィンドウの形状が、正確な画像投影を可能にしています。

フロント ウィンドウのフィルムは、画像が二重に見えるのを防ぎます。

このような理由から、専用フロント ウィンドウの交換は必要な場合に、メーカーのサービス パートナーま
たはその他の認定サービス パートナーあるいは専門ワークショップに依頼することを強く推奨します。
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ライト

車両装備
この章では、モデルに応じて現在および今後提供される装備、システム、機能について、それらがお客様
の車両にない場合も含めて説明されています。

詳しい情報：

! 車両装備 。

ライトと照明

概要
車両のボタン

インデックスA–Z ""検索 #



マーク 機能

エクステリア ライト メニュー。

オート ライト コントロール。

ロービーム。

ライト オフ。

リア フォグ ライト。

iDriveによる機能
シンボル 機能

オート ライト コントロール。



ロービーム。

スモール ライト。

ライト オフ。

パーキング ライト、左。

パーキング ライト、右。

車両キーのボタン
シンボル 機能

インテリア ライト。

エクステリア ライトの部品。

ホーム ライト。



オート ライト コントロール

原理
トンネルや夜明け前や日没時、また降水時など、周囲の明るさに合わせて、ロービームが自動的にオン/オ
フされます。

一般事項
晴天時、太陽が傾きかけている時間帯などではライトが点灯することがあります。

ロービームを手動でオンにすると、オート ライト コントロールが作動解除されます。

オート ライト コントロールを作動させる

ライト スイッチ エレメントのボタンを押します。

ボタンのLEDが点灯します。

ロービーム オン時にメーターパネルの表示灯が点灯します。

システムの限界
オート ライト コントロールは、運転者に代わって明るさの状態を判断することはできません。

センサーは、霧やもやの立ち込めた天気などを検知できません。そのような状況では、ライトを手動でオ
ンにしてください。

スモール ライト、ロービームおよびパーキング ライト

一般事項
走行スタンバイがオフの状態で運転席ドアを開くと、車外ライトが少し経ってから自動的に消灯します。

スモール ライト



スモール ライト
一般事項
スモール ライトは低速範囲でのみオンにすることができます。

スモール ライトをオンにする
1. ライト スイッチ エレメントのボタンを押します。

2. 「スモールライト」

メーターパネルの表示灯が点灯します。

車両の周囲が照らされます。

車両バッテリーが放電し、走行スタンバイをオンにできなくなるおそれがありますので、スモール ライト
のスイッチを長い間オンのままにしないでください。

スモール ライトをオフにする
スモール ライトをオフにするには、以下の方法があります：

‒

ライト スイッチ エレメントのボタンを押し続けます。
‒ iDriveでライトをオフにします。
‒ 走行スタンバイをオンにします。走行スタンバイをオンにすると、オート ライト コントロールが作動し
ます。

ロービーム ヘッドライト
ロービームをオンにする



ライト スイッチ エレメントのボタンを押します。

ロービームは走行スタンバイがオンのときに点灯します。

メーターパネルの表示灯が点灯します。

作動スタンバイをオンにしたときにロービームを点灯させるには、ボタンを再び押します。

ロービームをオフにする
国別仕様に応じて、ロービームは低速域でオフにすることができます：

‒

ライト スイッチ エレメントのボタンを押し続けます。
‒ iDriveでライトをオフにします。

パーキング ライト
車両を駐車する際に、片側のパーキング ライトをオンにすることができます。

1. ライト スイッチ エレメントのボタンを押します。

2. 「左パーキングライト」または「右パーキングライト」

ウェルカム ライト

原理
車両に接近したりロック解除したりすると、自動的にエクステリア ライトが一定時間、点灯します。

一般事項



一般事項
装備に応じて、車両のエクステリア ライトを個別に調節することができます。

ウェルカム ライトを作動させる/作動解除する
1. ライト スイッチ エレメントのボタンを押します。

2. 「その他の設定」
3. 装備に応じて、希望の設定を選択します：

‒ 「ウェルカムライト」車両をロック解除したときに、個別のライト機能がオンになります。

ウェルカム ライトをオンにする
‒ 接近すると自動的に。
‒ ロック解除したとき。
‒

車両がロックされているときに、車両キーのボタンを押します。設定に応じて、インテリア ライトとエ
クステリア ライトの一部が点灯します。ロック後に最初の10秒が経過するまで、この機能は使用できま
せん。

ライトカーペット



光源はマークの付いた位置にあります。

光源は清潔に保ち、遮るものがないようにしてください。

ホーム ライト

原理
車両を離れた後で車両の周囲を照明するために、エクステリア ライトを一定時間、点灯させることができ
ます。

ホーム ライトをオンにする
‒ 走行スタンバイをオフにした後、ターン インジケーター レバーを短時間、前方へ押します。
‒

車両キーのボタンを約1秒間押し続けます。

車両キーのボタンにホーム ライト機能をオンにする：

1. 「メニュー」
2. 「車両アプリ」
3. 「ドアと ウィンドウ」
4. 「車両キー」
5. 希望する項目を選択します。

点灯時間を設定する
1. ライト スイッチ エレメントのボタンを押します。

2. 「その他の設定」
3. 「ホームライト」
4. 希望する項目を選択します。

デイタイム ランニング ライト

一般事項



一般事項
デイタイム ランニング ライトは走行スタンバイがオンのときに点灯します。

リア デイタイム ランニング ライト オン時にメーターパネルの表示灯が点灯します。

デイタイム ランニング ライトを作動させる/作動解除する
いくつかの国では、デイタイム ランニング ライトが義務付けられているため、フロント デイタイム ラン
ニング ライトを作動解除することはできない場合があります。

1. ライト スイッチ エレメントのボタンを押します。

2. 「その他の設定」
3. 国別仕様に応じて：「デイタイムランニングライト」または「リアデイタイムランニングライト」

アダプティブ ライト機能

原理
アダプティブ ライト機能は路面をダイナミックに照明することができます。

一般事項
装備に応じて、アダプティブ ライト機能は1つまたは複数のシステムで構成されています：

‒ アダプティブ ヘッドライト。
‒ 可変の光分配。
‒ コーナリング ライト。
‒ ロータリー ライト。

アダプティブ ライト機能を作動させる



ライト スイッチ エレメントのボタンを押します。

ボタンのLEDが点灯します。

アダプティブ ライト機能は、走行スタンバイがオンのときに作動しています。

アダプティブ ヘッドライト

一般事項
ステアリング アングルやその他のパラメーターに応じて、レーザー ハイビームは道筋に合わせて適切に照
明します。

装備に応じて：ヘッドライトが変更されると、アダプティブ ヘッドライトの使用が制限される場合があり
ます。

詳しい情報：

! 右側通行/左側通行 。

予測的なアダプティブ ヘッドライト
カーブ入る前またはカーブを抜ける前に、ヘッドライトが走行方向に追従して向きを変えます。

Sアダプティブ ヘッドライト
S字カーブを通過する場合、ヘッドライトはできるだけまっすぐに維持されます。

ヘアピンカーブ アダプティブ ヘッドライト
ヘアピンカーブに入る前に、さらにコーナリング ライトがオンになります。

可変配光システム

原理
可変配光により、路面の照明状態を良くすることができます。

一般事項
光分配は、ナビゲーション データと速度に応じて自動的に調整されます。

市街地走行用ライト



市街地走行用ライト
ロービーム ヘッドライトの照射範囲が左右両側で拡張されます。

高速走行用ライト
ロービーム ヘッドライトの照射幅が拡張されます。

コーナリング ライト

原理
ヘアピン カーブなどの急カーブや右左折の場合、特定の速度まで、コーナリング ライトがオンになり、
カーブの内側を照らします。

一般事項
コーナリング ライトはステアリング アングルまたはターン インジケーターに応じて自動的にオンになりま
す。

後退走行時、場合によってはステアリング アングルとは無関係にコーナリング ライトが自動的に点灯しま
す。

ロータリー用ライト
ロータリーに進入する直前に、両側のコーナリング ライトがオンになります。路肩をより明るく照らしま
す。ロータリーを抜けた直後に、両側のコーナリング ライトは再びオフになります。

アダプティブ ヘッドライト光軸調節
アダプティブ ヘッドライト光軸調節は加速およびブレーキ プロセスならびに車両の積載状態に応じて、対
向車への眩惑を回避します。

ハイビーム アシスタント

原理



$ アニメーション：ハイビーム アシスタント

ハイビーム アシスタント

ハイビーム アシスタントは早期に他の道路利用者を検知し、交通状況に応じて自動的に増光および減光し
ます。

一般事項
ハイビーム アシスタントは、交通状況が許す限りハイビームがオンにされるように配慮します。低速時に
は、ハイビームはシステムによってオンにされません。

システムは、対向車や前走車の照明や、また町の中などの周囲の照明に反応します。

ハイビームは、いつでも手動でオン/オフすることができます。

防眩ハイビーム アシスタントを装備している車両の場合は、対向車または前走車があってもハイビームが
オフになりません。対向車または前走車を眩惑させる範囲だけを減光します。この場合、青色の表示灯は
継続して点灯します。

装備に応じて：ヘッドライトが変更されると、ハイビーム アシストの使用が制限される場合があります。

詳しい情報：

! 右側通行/左側通行 。

機能の前提条件
‒ オート ライト コントロールが作動している。
‒ ロービームがオンになっています。

ハイビーム アシストを作動させる



1. ライト スイッチ エレメントのボタンを押します。

2. 「その他の設定」
3. 「ハイビームアシスタント」

ロービーム オン時にメーターパネルの表示灯が点灯します。

ロービーム ヘッドライトとハイビームの切換えは自動的に行われます。

ハイビームがシステムによってオンにされると、メーターパネルの青色の表示灯が点灯します。

ハイビーム アシストが作動した状態で走行を中断した場合：走行が再開されると、ハイビーム アシストは
引き続き作動します。

手動で増光および減光を行う場合は、ハイビーム アシスタントが作動解除されます。

ハイビーム アシストを再び作動させるには、ターン インジケーター レバーを前に押します、矢印1。

ハイビーム アシストを作動解除する



ターン インジケーター レバーを前に押すか、矢印1、または、ハイビームがオンになっている場合はターン
インジケーター レバーを後ろに引きます、矢印2。

iDriveでハイビーム アシストを作動解除すると、ターン インジケーター レバーでの操作ができなくなりま
す。

システムの限界
ハイビーム アシスタントは、運転者自身に代わってハイビームの使用/不使用を決定することはできませ
ん。そのため、必要な状況では手動でロービームに切り換えてください。

以下の状況では、システムは作動しないか、制限付きでのみ作動するので、運転者自身の反応が必要とな
ります：

‒ 霧や激しい降水のような極端に不適切な天候条件の場合。
‒ 道路利用者（歩行者、自転車、騎手、荷車）を照明不良の状態で確認する場合、道路に近い鉄道や船舶
交通の場合、野生動物の道路横断の場合。

‒ 狭いカーブ、急な上り/下り、十字交差点、高速道路上の半分隠れた対向車。
‒ 照明の暗い集落、道路標識の反射が強い場合。
‒ ルーム ミラー前の範囲のフロント ウィンドウに曇りや汚れがあるとき、フロント ウィンドウがラベル
で覆われているとき。

レーザー ヘッドライト

原理

$ アニメーション：レーザー ライト



レーザー ライト

ハイビームの照射幅が拡張され、路面の照明状態が良くなります。

一般事項
ハイビームがオンの場合、速度が約60km/h以上になると、LEDハイビームの他にレーザー ヘッドライトが
自動的にオンになります。

国別仕様に応じて、ヘッドライトのレーザー注意書に詳しい情報が記載されていることがあります。

フォグ ライト

リア フォグ ライト
作動条件
リア フォグ ライトをオンにする前に、ロービームをオンにしてください。

リア フォグ ライトをオン/オフにする

ボタンを押します。



リア フォグ ライトをオンにすると、メーターパネルの黄色の表示灯が点灯します。

オート ライト コントロールが作動している場合、リア フォグ ライトをオンにすると、ロービームが自動
的にオンになります。

$ 視界が悪い場合のみ使用する

警告

リア フォグ ライトは、霧などによる視界不良時の追突事故を防止するための灯火装置です。視界が良好な
ときには、このライトが後続車を眩惑する可能性があります。事故が発生するおそれがあります。視界が
良好なときには、リア フォグ ライトを点灯しないでください。

悪天候ライト
原理
悪天候ライトは、霧や雨などの視界が悪い状況で路面を最適に照らします。ロービームの配光は、状況に
合わせて適合化されます。

機能の前提条件
‒ 自動ヘッドライトが作動している。
‒ リア フォグ ライトがオンになっています。

右側通行/左側通行

右側通行帯での走行
日本とは通行帯が反対側の国等で走行する場合、走行する国の法規に従ってヘッドライトの眩惑作用を防
止するための措置が必要となる場合があります。

ヘッドライトを変更する



1. ライト スイッチ エレメントのボタンを押します。

2. 「その他の設定」
3. 「右側/左側通行」
4. 希望する項目を選択します。

システムの限界
ハイビーム アシスタントの使用が制限される場合があります。

アダプティブ ライト機能の使用が制限される場合があります。

メーター パネル照明

作動条件
周辺が暗くなってスモールライトまたはロービームが点灯しているときにのみ、明るさを設定することが
できます。

明るさを調整する
1. ボタンを押します。

2. 「夜間のコックピットの明るさ」
3. 希望する項目を選択します。

インテリア ライト

一般事項
装備に応じて、ルーム ライト、足元ライト、エントランス ライト、アンビエント ライト、スピーカー照明
が自動的に制御されます。

概要



概要
車両のボタン

インテリア ライト メニュー

リーディング ライト

ルーム ライト

ルーム ライトをオン/オフにする
ボタンから：



ボタンを押します。

常時オフにする：ボタンを約3秒間押し続けます。

iDriveから：

1. ボタンを押します。

2. 「シートのスポットライト」
3. マークをタップします。

リア シートのルームライトは単独でオン/オフできます。ボタンは後席ルーフ ライニングに配置されてい
ます。

読書灯をオン/オフにする
ボタンから：

ボタンを押します。

iDriveから：

1. ボタンを押します。

2. 「シートのスポットライト」
3. 希望のシートをタップします。

装備に応じて、リーディング ライトは、フロントとリアのルーム ライトの横にあります。

アンビエント ライト

一般事項



一般事項
装備に応じて、車内照明のいくつかのライトを調節することができます。

アンビエント ライトを作動させる/作動解除する
1. ボタンを押します。

2. 「アンビエント」
3. 「アンビエントライト」

アンビエント ライトをオン/オフにする
アンビエント ライトは車両のロック解除時にオンになり、車両のロック時にオフになります。

アンビエント ライトがiDriveでオフにされた場合、車両のロック解除時にオンになりません。

カラーを選択する
1. ボタンを押します。

2. 「アンビエント」
3. 「カラー」
4. 希望する項目を選択します。

明るさを調整する
1. ボタンを押します。

2. 「アンビエント」
3. 「バックグラウンドライト」または「アクセントライト」
4. 希望する項目を選択します。

ダイナミック ライト
着信やドア オープンなどの各アクションがライト効果により示されます。



1. ボタンを押します。

2. 「アンビエント」
3. 「ライト演出」
4. 希望する項目を選択します。

夜間走行時の減光
夜間に走行中、いくつかの照明に対して車内の照明が減光されます。

1. ボタンを押します。

2. 「アンビエント」
3. 「夜間走行時に減光」

Bowers & Wilkinsダイヤモンド サラウンド サウンド
システム

原理
車両のいくつかのスピーカーは照明付きです。

一般事項
スピーカーがミュートに切り換えられると、スピーカー照明はオフになります。

スピーカー ライトをオン/オフにする
スピーカー照明は車両のロック解除時にオンになり、車両のロック時にオフになります。



BMW iX.

安全性

車両装備
この章では、モデルに応じて現在および今後提供される装備、システム、機能について、それらがお客様
の車両にない場合も含めて説明されています。

詳しい情報：

! 車両装備 。

エアバッグ

概要

インデックスA–Z ""検索 #



フロント エアバッグ
フロント エアバッグは、シート ベルトの保護効果だけでは十分でないような正面衝突の際、運転者および
助手席同乗者を衝撃から保護するための装置です。

サイド エアバッグ
サイド エアバッグは、側面衝突が起きたときに身体の胸部および腰部の側面を保護します。

リア シートのサイド エアバッグは、側面衝突が起きたときにリア シート外側の同乗者の胸部および腰部の
側面を保護します。

ヘッド エアバッグ
ヘッド エアバッグは、側面衝突が起きたときに頭部を保護します。

保護効果
一般事項
エアバッグは、どの衝突状況でも作動するわけではなく、軽度の事故などでは作動しません。

フロント エアバッグ、運転席

フロント エアバッグ、助手席

ヘッド エアバッグ

リア シートのサイド エアバッグ

サイド エアバッグ

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5



エアバッグの最適な保護効果のための注意事項

$ エアバッグ システムの最適な保護効果を確認してください

‒ エアバッグとの間隔を保ってください。
‒ 常にステアリング ホイールのグリップ部分を握ってください。手や腕にけがをする危険をできるだけ少
なくするために、ステアリング ホイールは常に両手を3時と9時の位置に保ってください。

‒ シートとステアリング ホイールは、手を斜めに交差させてステアリング ホイールをつかめるように調整
します。手を交差させてつかんだときにバックレストに肩がつき、上体とステアリング ホイール間の間
隔ができる限り大きく保たれるように調整します。

‒ 助手席の同乗者が足/脚をダッシュボードの上に載せずに足元スペース内に置くなど、正しい座り方をす
るよう注意してください。

‒ 同乗者がサイド エアバッグに頭を近づけたままにしないように注意してください。
‒ エアバッグと乗員の間には、お子様やペット、または物がないようにしてください。
‒ ダッシュボードやフロント ウィンドウの助手席側の部分は空けておき、シールやカバーなどで覆った
り、ナビゲーション機器や携帯電話のホルダーを取り付けたりしないでください。

‒ エアバッグ カバーの上にステッカー類を貼ったり、カバーをかけたり、その他どのような変更も行わな
いでください。

‒ 助手席側のフロント エアバッグのカバーに物を載せないでください。
‒ エアバッグ内蔵仕様のシートに適していないシート カバー、シート クッション、その他の物を前席に取
り付けないでください。

‒ 背広などの衣服をバック レストに掛けないでください。
‒ 各構成部品や配線などは、絶対に改造しないでください。これはステアリング ホイール カバーやダッ
シュボード、シートに対しても当てはまります。

‒ エアバッグ システムは取り外さないでください。

全ての注意事項を守っても、状況によっては、エアバッグとの接触により、けがをする危険があります。

同乗者によっては、エアバッグの点火音や膨張時の音により、一時的に聴覚が影響を受ける場合がありま
すが、通常、しばらく時間をおくことで回復します。

エアバッグ システムの機能スタンバイ
安全に関する注意事項

$ エアバッグ システム作動後の注意

$ 故障、作動解除および作動後に注意すること

メーターパネル内の表示



走行スタンバイをオンにすると、メーターパネルの警告灯が短時間点灯し、全エアバッグ システムおよび
シート ベルト ロックの機能が作動可能状態であることを示します。

故障

‒ 走行スタンバイをオンにしたときに警告灯が点灯しない。
‒ 警告灯が点灯し続ける。

システムの点検を依頼してください。

助手席エアバッグ用キー スイッチ

原理
助手席シートでチャイルド レストレイント システムを使用する場合、助手席エアバッグ用キー スイッチ
で、助手席側のフロントおよびサイド エアバッグを作動解除することができます。

一般事項
助手席用フロント エアバッグおよびサイド エアバッグは、車両キーの内蔵キーにより作動解除したり、再
び作動可能状態にすることができます。

概要



助手席エアバッグ用のキー スイッチはダッシュボードの外側にあります。

助手席エアバッグを作動解除する

1. キーを差し込み、必要に応じてさらに押します。
2. 押したまま、OFF位置で止まるまで回します。止まった位置でキーを抜きます。
3. エアバッグが作動解除されるには、キー スイッチがエンド ポジションにあることを確認してくださ
い。

助手席エアバッグが作動解除されます。運転席エアバッグは、引き続き作動可能な状態です。

助手席シートにチャイルド シートを取り付ける必要がなくなった際は、事故が起きた場合に適切に作動す
るよう、再び助手席エアバッグを作動可能な状態にします。

エアバッグの状態は、ルーフ ライニングの表示灯により示されます。

助手席エアバッグを作動させる



助手席エアバッグを作動させる

1. キーを差し込み、必要に応じてさらに押します。
2. 押したまま、ON位置で止まるまで回します。止まった位置でキーを抜きます。
3. エアバッグが作動可能な状態になるには、キー スイッチがエンド ポジションにあることを確認してく
ださい。

助手席エアバッグは再び作動可能な状態になり、必要な状況になると作動します。

助手席エアバッグ警告灯
ルーフ ライニングの助手席エアバッグ警告灯は、助手席エアバッグの状態を表示します。

走行スタンバイをオンにした後、警告灯は短時間点灯し、その後エアバッグが作動可能な状態にあるの
か、作動解除されているのかを示します。

表示 機能

助手席エアバッグが作動可能な状態にある場合は、表示灯が短時間点灯
し、その後消灯します。



助手席エアバッグが作動解除されていると、警告灯は常時点灯します。

アクティブ歩行者保護

原理
アクティブ歩行者保護システムにより、車両前部が歩行者と衝突した場合、フロント フードが持ち上がり
ます。

一般事項
作動した歩行者保護システムは、それに続いて歩行者の頭部が車両に衝突したときに備えて、フロント
フード下に衝撃を吸収するスペースを作り出します。検知には、バンパー下のセンサーを使用します。

安全に関する注意事項

$ 個々のコンポーネントに手を触れない

$ システムの取り外しおよび変更の禁止

$ 故障、作動解除および作動後に注意すること

$ 歩行者保護システムでの注意

$ フロント フードを開かないこと

システムの限界



アクティブ歩行者保護は、速度が約30km/h～55km/hの範囲にあるときにのみ作動します。

安全上の理由から、次のような状況では、歩行者との衝突である可能性を考慮し、システムが作動する場
合があります：

‒ ドラム缶やガードレールなどの物体への衝突の場合。
‒ 動物との衝突の場合。
‒ 飛石の衝突の場合。
‒ 雪溜まりへの侵入の場合。

故障

チェック コントロール メッセージが表示されます。

システムが作動したか、または故障しています。

直ちにメーカーのサービス パートナーまたはその他の認定サービス パートナーあるいは専門ワークショッ
プまで慎重に走行し、システムの点検と修理を依頼してください。

衝突警告システム

一般事項
装備に応じて、車両には衝突の危険回避をサポートするさまざまなシステムがあります。

‒ ! 正面衝突警告 。
‒ ! 降車警告 。
‒ ! レーン ディパーチャー ウォーニング 。
‒ ! レーン チェンジ ウォーニング 。
‒ ! 側方衝突警告 。
‒ ! 優先通行警告 。
‒ ! 逆走警告 。
‒ ! 後車追突警告 。

安全に関する注意事項

$ 交通状況に注意し、運転スタイルを状況に合わせる

$ 交通状況に注意し、運転スタイルを状況に合わせる



$ 正面衝突警告をオフにする

衝突警告システムをオン/オフにする
いくつかのシステムは、走行を開始するたびに自動的にオンになるものがあります。

いくつかのシステムは、最後に有効になっていた設定に基づいて作動します。

いくつかの機能を設定することができます。

1. ボタンを押します。

2. 「ドライバー アシスタンス」
3. 「安全と警告」
希望する設定を行います。

正面衝突警告

原理
正面衝突警告は、事故を回避するためのサポートを行うことができます。事故を避けることができない場
合、このシステムは必要に応じて、事故の程度を軽くするように支援します。

このシステムは、衝突の危険がある場合に警告を発し、必要に応じて自動的にブレーキをかけることがで
きます。

一般事項
正面衝突警告システムには、装備に応じて以下の機能が備えられています：

‒ ! 前方衝突状況での警告機能 。
‒ ! 対向車の場合の警告機能 。
‒ ! 対向車と同時の右左折時の警告機能 。
‒ ! 人の場合の警告機能 。
‒ ! 交差点での警告機能 。
‒ ! 回避アシスト 。

速度範囲
このシステムは、約5km/h以上から、衝突の危険がある場合に警告します。



速度が約250km/hを超えると、システムは一時的に作動解除されます。

一部の機能は、それ以前に作動解除されます。

速度がこの値を下回ると、システムは再び設定にしたがって反応します。

安全に関する注意事項

$ 交通状況に注意し、運転スタイルを状況に合わせる

$ 交通状況に注意し、運転スタイルを状況に合わせる

$ 正面衝突警告をオフにする

概要
センサー
このシステムは、装備に応じて以下のセンサーにより制御されます：

‒ フロント ウィンドウ裏のカメラ。
‒ フロント レーダー センサー。
‒ フロント サイド レーダー センサー。

詳しい情報：

! 車両のセンサー 。

正面衝突警告をオン/オフにする
システムを自動的にオンにする
システムは毎発進後に自動的にオンになります。

システムを手動で作動解除する/作動させる
このシステムは一時的に作動解除することができます。

1. ボタンを押します。

2. 「ドライバー アシスタンス」
3. 「安全と警告」



4. 「正面衝突警告」
5. 「オフ」

警告タイミングの設定
1. ボタンを押します。

2. 「ドライバー アシスタンス」
3. 「安全と警告」
4. 「正面衝突警告」
5. 希望する項目を選択します。
「遅め」：緊急警告のみが表示されます。

警告タイミングの設定を反応しやすくするほど、より多くの警告が表示されます。しかしこれにより、警
告や反応が早すぎる、または理由なく行われることが多くなることもあります。

このシステムは、視界の妨害があるかをチェックします。さらに、メーターパネルのドライバー注意喚起
カメラによって、ドライバーの視線の動きが検知されます。視界と視線の動きは警告のタイミングにも影
響を及ぼします。

警告音をオン/オフにする
装備に応じて、システムの警告音をオフにすることができます。

1. ボタンを押します。

2. 「ドライバー アシスタンス」
3. 「安全と警告」
4. 「正面衝突警告」
5. 「危険時に警告音」

メーターパネル内の表示
装備に応じて、メーターパネルとヘッドアップ ディスプレイに以下のマークが表示されます：

マーク 意味



国別仕様に応じて：

システムが制限されているか、機能停止している。

国別仕様に応じて：

システムが作動解除されている。

例えば人との衝突の危険。

例えば前走車または対向車との衝突の危険。

例えば横切る車両との衝突の危険。

一般的な衝突の危険。

場合によっては複数の物体がシステムによって検知されるため、それぞれのマークの表示が異なる場合が
あります。

警告機能
正面衝突警告は、それぞれの危険な状況に応じてさまざまな警告レベルで警告します。

このシステムからの警告時は、すぐに状況に合わせて自ら介入してください。

‒ 赤色のマークが点灯する：危険な状況が検知されました。十分に注意することが必要です。



‒ 赤色のマークが点滅する：衝突の危険があります。すぐに自ら介入してください。
‒ 警告音が鳴る：衝突の危険があります。すぐに自ら介入してください。
‒ 自動ブレーキ制御：装備と状況に応じて、このシステムは衝突がせまっているときに追加で自動ブレー
キ制御によって介入し、必要に応じて自動で車両を停止するまで制動することができます。

警告中には、ブレーキを操作した場合に必要な最大の制動力が働きます。前提条件は、ブレーキを十分に
速く、また強く踏むことです。

自動ブレーキ制御
衝突の危険がある場合、このシステムは必要に応じて、自動ブレーキ制御によってサポートすることがで
きます。

低速の場合は、車両が停止するまで制動することができます。

ブレーキ制御は、アクセル ペダルを踏むか、ブレーキ ペダルから足を放すか、自分でステアリングを動か
すことにより中止することができます。

装備と状況に応じて、ブレーキ制御は約250km/h以下で行うことができます。

速度が約210km/hを上回ると、短時間のブレーキ制御のみが行われます。

システムの限界
安全に関する注意事項

$ システムの限界に注意する

検知能力
システムの検知性能には限界があります。

検知範囲内にあり、システムによって検知される物体のみが考慮されます。

そのため、システムの反応が行われなかったり、遅れたりする可能性があります。

センサーのシステム限界
詳しい情報：

! 車両のセンサー 。

機能制限
以下のような状況では、機能が制限されている可能性があります：

‒ 急カーブ。
‒ 走行安定性制御システムの制限時。
‒ スタート/ストップ ボタンで走行スタンバイをオンにしてから10秒以内。

故障



システム エラーの場合は、通常、チェック コントロール メッセージまたは表示灯と警告灯が表示されま
す。

例えば以下の個々のコンポーネントの故障によって、システム エラーが発生する場合があります：

‒ カメラなどのセンサー。
‒ 例えばダイナミック スタビリティ コントロールなどのコントロール ユニット。

衝突しそうな状況における警告機能

原理

$ アニメーション：前車接近警告機能

このシステムは、衝突の危険がある場合に警告を発し、必要に応じて自動的にブレーキをかけます。事故
を避けることができない場合には、そうすることによって衝突速度を抑えます。

一般事項

センサーが交通状況を検知します。

このシステムは、約5km/h以上から、車両との衝突の危険がある場合に警告します。その時の走行状況に
よって警告を出すタイミングが決まります。

意識的にある車両に向かって近づくときは、不適切なシステム反応を避けるために、遅れて前車接近警告
とブレーキ介入が行われます。

詳しい情報：

! 正面衝突警告 。
安全に関する注意事項



安全に関する注意事項

$ 交通状況に注意し、運転スタイルを状況に合わせる

$ 交通状況に注意し、運転スタイルを状況に合わせる

$ 正面衝突警告をオフにする

メーターパネル内の表示
検知された車両に衝突する危険がせまっている場合、警告アイコンが表示されます。

マーク 意味

車両を検知したときの前車接近警告機能。

一般的な衝突の危険。

警告機能
警告は自身で制御することを要求します。

詳しい情報：

! 正面衝突警告 。

システムの限界
一般事項
このシステムには限界があり、正面衝突警告の機能が制限されます。

安全に関する注意事項



$ システムの限界に注意する

検知範囲

システムの検知性能には限界があります。

検知範囲内にあり、システムによって検知される物体のみが考慮されます。

例えば以下のケースでは、検知されなかったり検知が遅れることがあります：

‒ 低速走行の前走車両に高速で接近している状況。
‒ 突然割り込んでくる車両または急激に減速する車両。
‒ 後部外観が異様な車両。

対向車の場合の警告機能

原理
このシステムは、対向車と衝突の危険がある場合に警告を発し、必要に応じて自動的にブレーキをかけま
す。

衝突時には、このシステムが衝突速度を抑えるのを助けます。

一般事項



センサーが交通状況を検知します。

このシステムは、約5km/h以上から、車両との衝突の危険がある場合に警告します。その時の走行状況に
よって警告を出すタイミングが決まります。

詳しい情報：

! 正面衝突警告 。

安全に関する注意事項

$ 交通状況に注意し、運転スタイルを状況に合わせる

$ 交通状況に注意し、運転スタイルを状況に合わせる

$ 正面衝突警告をオフにする

メーターパネル内の表示
検知された車両に衝突する危険がせまっている場合、警告アイコンが表示されます。

マーク 意味

車両を検知したときの対向交通警告機能。



一般的な衝突の危険。

警告機能
警告は自身で制御することを要求します。

衝突しそうになると、ブレーキ制御が作動します。

詳しい情報：

! 正面衝突警告 。

システムの限界
一般事項
このシステムには限界があり、正面衝突警告の機能が制限されます。

安全に関する注意事項

$ システムの限界に注意する

検知範囲

システムの検知性能には限界があります。



検知範囲内にあり、システムによって検知される物体のみが考慮されます。

例えば以下が検知されない場合があります：

‒ 非常に高い速度で走行している対向車。
‒ 後部外観が異様な車両。

対向車と同時の右左折時の警告機能

原理
対向車線を横切って右左折するときには、対向車と事故を起こす危険があります。

このシステムは、そのような事故を防ぐためのサポートを行います。事故を避けることができない場合、
システムは衝突速度を抑えるように努めます。

このシステムは、衝突の危険がある場合に警告を発し、必要に応じて自動的にブレーキをかけることがで
きます。

一般事項

センサーが交通状況を検知します。

このシステムは、約5km/h以上の速度のとき、対向車との衝突の危険がある場合に警告を出します。その
時の走行状況によって警告を出すタイミングが決まります。

詳しい情報：

! 正面衝突警告 。

安全に関する注意事項



$ 交通状況に注意し、運転スタイルを状況に合わせる

$ 交通状況に注意し、運転スタイルを状況に合わせる

$ 正面衝突警告をオフにする

メーターパネル内の表示
検知された車両に衝突する危険がせまっている場合、警告アイコンが表示されます。

マーク 意味

車両を検知したときの対向交通警告機能。

一般的な衝突の危険。

警告機能
警告は自身で制御することを要求します。

詳しい情報：

! 正面衝突警告 。

システムの限界
一般事項
このシステムには限界があり、正面衝突警告の機能が制限されます。

安全に関する注意事項

$ システムの限界に注意する



検知範囲

システムの検知性能には限界があります。

検知範囲内にあり、システムによって検知される物体のみが考慮されます。

例えば以下が検知されない場合があります：

‒ 非常に高い速度で走行している対向車。
‒ 別の車両と重なって隠れている車両。
‒ 後部外観が異様な車両。

速度上限
このシステムは、速度が約25km/h以下のときに作動します。

歩行者を検知したときの警告機能

原理

$ アニメーション：歩行者警告

このシステムは、市街走行の速度域で歩行者や自転車と衝突する危険がある場合に警告を発し、必要に応
じて自動的にブレーキをかけます。事故を避けることができない場合、システムは衝突速度を抑えるよう
に努めます。

一般事項



センサーが直線コースの交通状況を検知します。

センサーが右左折時の交通状況を検知します。

このシステムは、速度が約5km/h以上のとき、歩行者と衝突する危険がある場合に警告を出します。

詳しい情報：

! 正面衝突警告 。

安全に関する注意事項

$ 交通状況に注意し、運転スタイルを状況に合わせる



$ 交通状況に注意し、運転スタイルを状況に合わせる

$ 正面衝突警告をオフにする

メーターパネル内の表示
検知された歩行者と衝突する危険しそうになると、警告アイコンが表示されます。

マーク 意味

歩行者と衝突する危険。

一般的な衝突の危険。

警告機能
警告は自身で制御することを要求します。

詳しい情報：

! 正面衝突警告 。

システムの限界
一般事項
このシステムには限界があり、正面衝突警告の機能が制限されます。

安全に関する注意事項

$ システムの限界に注意する

速度上限
自車の速度が約80km/h以下の場合、システムは歩行者に反応します。



検知範囲
システムの検知性能には限界があります。

検知範囲に入っておりシステムに検知される人物が考慮されます。

検知範囲は以下のように分けることができます：

‒ 車両前方、矢印1。
‒ フロント サイド レーダー センサー：左右、矢印2。

例えば以下が検知されない場合があります：

‒ 一部隠れた歩行者または自転車。
‒ 輪郭または姿勢によって、正しく検知されない歩行者。
‒ 極端に身長が低い歩行者。

交差点における警告機能

原理

$ アニメーション：交差点警告

このシステムは、交差点および合流地点で横切る車との事故を防ぐためのサポートを行うことができま
す。事故を避けることができない場合、システムは衝突速度を抑えるように努めます。

このシステムは、市街地走行の速度域で衝突の危険がある場合に警告を発し、必要に応じて自動的にブ
レーキをかけることができます。

一般事項



一般事項

センサーが交通状況を検知します。

システムの検知範囲内に進入次第、自車の走行車線を横切る車両がシステムによって検知可能になりま
す。

交差点と合流地点で横切る車両との衝突の危険が検知された場合に警告が行われます。

このシステムは、約5km/h以上から、車両との衝突の危険がある場合に警告します。その時の走行状況に
よって警告を出すタイミングが決まります。

詳しい情報：

! 正面衝突警告 。

安全に関する注意事項

$ 交通状況に注意し、運転スタイルを状況に合わせる

$ 交通状況に注意し、運転スタイルを状況に合わせる

$ 正面衝突警告をオフにする

メーターパネル内の表示
検知された車両に衝突する危険がせまっている場合、警告アイコンが表示されます。

マーク 意味



右方向から横切る車両との衝突の危険。

左方向から横切る車両との衝突の危険。

一般的な衝突の危険。

警告機能
警告は自身で制御することを要求します。

詳しい情報：

! 正面衝突警告 。

システムの限界
一般事項
このシステムには限界があり、正面衝突警告の機能が制限されます。

安全に関する注意事項

$ システムの限界に注意する

速度上限
自車の速度が約80km/h以下の場合、システムは横切る車両に反応します。

検知範囲



システムの検知性能には限界があります。

検知範囲内にあり、システムによって検知される物体のみが考慮されます。

例えば以下が検知されない場合があります：

‒ 横切る車両が例えば建物に隠れている場合。
‒ 側部外観が普通でない車両。
‒ 非常にダイナミックな走行状況にある車両。

回避アシスト

原理

$ アニメーション：回避アシスト

衝突回避アシストは、障害物または歩行者が急に現れた場合などの特定の状況で、障害物や歩行者を回避
するドライバーの操作をサポートします。

一般事項



横への障害物回避の可能性がある場合、システム警告を発してサポート介入します。複数のセンサーがモ
ニターし、車両前の空きスペースを検知します。サイド レーダー センサー装備の場合、車両の左右の障害
物もモニターします。検知されたスペースは回避するために利用され、サポートするステアリング動作に
よってドライバーの操作した回避方向が確実かつ精確に制御されます。

詳しい情報：

! 正面衝突警告 。

安全に関する注意事項

$ 交通状況に注意し、運転スタイルを状況に合わせる

$ 交通状況に注意し、運転スタイルを状況に合わせる

機能の前提条件
‒ 正面衝突警告が作動している。! 正面衝突警告 。
‒ 複数のセンサーが車両周囲の十分なスペースを検知すること。

メーターパネル内の表示
検知された車両または歩行者と衝突しそうになると、メーターパネルとヘッドアップ ディスプレイに警告
アイコンが表示されます。ヘッドアップ ディスプレイ装備車ではこのディスプレイにも警告アイコンが表
示されます。

マーク 意味



車両を検知したときの警告。

歩行者を検知したときの警告。

実態が不明の障害物を検知したときの警告。

衝突回避アシストを伴う警報機能
警告は、車両が大きい速度差で他の物体に近づいていて、衝突が避けられない危険がある場合に表示され
ます。

警告が出た場合には、運転者が自ら介入操作を行います。

衝突の危険がある場合は、運転者による障害物回避操作をシステムがサポートします。

メーターパネルの通知および装備に応じてヘッドアップ ディスプレイで、衝突回避アシストが作動したこ
とを伝えます。

システムの限界
一般事項
このシステムには限界があり、正面衝突警告の機能が制限されます。

安全に関する注意事項

$ システムの限界に注意する

検知範囲



システムの検知性能には限界があります。

検知範囲内にあり、システムによって検知される物体のみが考慮されます。

例えば以下が検知されない場合があります：

‒ 低速走行の前走車両に高速で接近している状況。
‒ 突然割り込んでくる車両または急激に減速する車両。
‒ 後部外観が異様な車両。
‒ 前走する2輪車。
‒ 一部隠れた歩行者または自転車。
‒ 輪郭または姿勢によって、正しく検知されない歩行者。
‒ 極端に身長が低い歩行者。

降車警告

原理
降車警告は、事故を防ぐためのサポートを行います。

このシステムは、乗員がドアを開いたときに、接近しつつある物体と衝突する危険を検知して警告を出し
ます。

一般事項



リア バンパー内にある2個のレーダー センサーが車両後方の空間をモニターします。

装備に応じて、車両前方の道路状況もモニターされます。このために、さらに2個のレーダー センサーがフ
ロント バンパーに取り付けられています。

このシステムは、乗車後または駐車後に一定時間、車両周辺をモニターします。

衝突の危険があると、警告音、ドア ミラーの表示灯、あるいは装備していれば車両内部のアンビエント ラ
イト機能で知らせます。

安全に関する注意事項

$ システムの限界に注意する

概要
センサー
このシステムは以下のセンサーにより制御されます：

‒ リア サイド レーダー センサー。
‒ 装備に応じて：フロント サイド レーダー センサー。

詳しい情報：

! 車両のセンサー 。

降車警告をオン/オフにする
システムを自動的にオンにする



前回走行を終了した際に降車警告がオンになっていた場合、走行開始後にこの警告機能が自動的にオンに
なります。

システムを手動でオン/オフにする
1. ボタンを押します。

2. 「ドライバー アシスタンス」
3. 「安全と警告」
4. 「降車警告」
5. 希望する項目を選択します。

降車警告を設定する
1. ボタンを押します。

2. 「ドライバー アシスタンス」
3. 「安全と警告」
4. 「降車警告」
5. 希望する設定を選択します：

‒ 「高め」：すべての警告が出力されます。
‒ 「感度低め」：予備警告は出力されません。
‒ 「オフ」：警告は出力されません。

警告音をオフにすることができます。

表示
ドア ミラーのランプ



衝突するおそれがあると、ドア ミラーのライトで警告します。

アンビエント ライト
装備によっては、車両内部のアンビエント ライトでも警告します。アンビエント ライトが点灯し始める
か、緊急警告の場合には点滅します。

警告機能
予備警告
ドア ミラーのライトが点灯：開口部分に物体を検知したとき。より慎重に見る必要あり。

緊急警告
ドア ミラーのライトが点滅し信号音が鳴る：ドアを開けるときに衝突の危険あり。

ドア機能
電動ドアロック付き車両では、遅れてロック解除されます。

システムの限界
安全に関する注意事項

$ システムの限界に注意する

検知範囲



システムの検知性能には限界があります。

検知範囲内にあり、システムによって検知される物体のみが考慮されます。

そのため、警告がされなかったり、遅れたりする可能性があります。

例えば以下が検知されない場合があります：

‒ 完全または部分的に見えなくなっている物体。
‒ 停止している物体または非常にゆっくり動いている物体。
‒ 歩行者。

以下のような状況では、機能が制限されている可能性があります：

‒ 接近する車両の速度が高すぎるまたは低すぎる。
‒ カーブ内。
‒ 物体が完全または部分的に覆われている場合。

センサーのシステム限界
詳しい情報：

‒ ! レーダー センサー 。

アクティブ フィードバック付きレーン ディパーチャー
ウォーニング

原理

$ アニメーション：レーン ディパーチャー ウォーニング



レーン ディパーチャー ウォーニングは、車両が車道からそれたり車線からはみ出ようとする場合に警告を
発します。

必要に応じて、自動ステアリング介入が車両を車線内に維持するようにサポートします。

一般事項

センサーが交通状況を検知します。

このシステムは、最小速度を超えると警告を発します。

最小速度は国によって異なり、コントロール ディスプレイに表示されます。

警告はメーターパネルに表示されます。さらにステアリング ホイールが振動します。ステアリング ホイー
ルの振動の強さは調節できます。

車線を出る前にターン インジケーターを該当する方向に作動させると、システムは警告しません。

国別仕様に応じて：速度が210km/h以下のときに車線境界線を超えると、システムが振動に加えて、必要
に応じて能動的にステアリング介入を行います。このシステムは、車両を車線内に維持するように運転者
をサポートします。

安全に関する注意事項

$ 交通状況に注意し、運転スタイルを状況に合わせる

$ 交通状況に注意し、運転スタイルを状況に合わせる

作動条件



レーン ディパーチャー ウォーニングが作動するには、車線境界線がカメラによって検知されなければなり
ません。

概要
センサー
このシステムは、装備に応じて以下のセンサーにより制御されます：

‒ フロント ウィンドウ裏のカメラ。
‒ フロント レーダー センサー。

詳しい情報：

! 車両のセンサー 。

レーン ディパーチャー ウォーニングをオン/オフにする
システムを自動的にオンにする
前回走行を終了した際にレーン ディパーチャー ウォーニング機能がオンになっていた場合、走行開始後に
これが自動的にオンになります。

国別仕様に応じて、システムは走行を開始するたびに自動的にオンになります。その際、前回走行を終了
したときに有効になっていた設定がオンになります。

システムを手動でオン/オフにする
1. ボタンを押します。

2. 「ドライバー アシスタンス」
3. 「安全と警告」
4. 「車線逸脱警告」
5. 希望する項目を選択します。

警告タイミングの設定
1. ボタンを押します。

2. 「ドライバー アシスタンス」
3. 「安全と警告」
4. 「車線逸脱警告」



5. 希望する設定を選択します：
‒ 「高め」：このシステムが、車両が車線から出る、または路面標示上を通過するのを検知すると、必
ず警告を出力しステアリング介入を実行します。

‒ 「危険な状況で」：車線境界線が破線の場合：意図しない車線からの逸脱を検知した場合、または
レーダー センサーが対向車を検知した場合にのみ、警告を出力してステアリング介入を実行します。
車線境界線が実線の場合、国別仕様によって異なる：システムが意図せず車両が車線から逸れそうに
なる、または車線境界線を越えそうになるのを検知すると、必ず警告を出力しステアリング介入を作
動します。

ステアリング ホイールの振動の強さを設定する
1. ボタンを押します。

2. 「ドライバー アシスタンス」
3. 「ステアリングからのフィードバック」
4. 「振動の強さ」
5. 希望する項目を選択します。

この設定が全ての衝突警告システムに適用されます。

国別仕様に応じて：ステアリング介入をオン/オフにする
1. ボタンを押します。

2. 「ドライバー アシスタンス」
3. 「安全と警告」
4. 「車線逸脱警告」
5. 「ステアリングサポート」

メーターパネル内の表示
マーク 意味

国別仕様に応じて：

マークが緑色に点灯：少なくとも車両の片側で車線境界線を1本検知した
ため、警告を発することができます。

システムがステアリング介入を行うことがあります。



マークが緑色に点滅：車両が車線境界線を越えそうになっています。

国別仕様に応じて：

マークが黄色に点灯：システムが制限されている、または無効になって
いる、または機能停止しています。

国別仕様に応じて：

マークが黄色に点滅：システムが制限されており、車両が車線境界線を
越えそうになっています。

警告機能
車線からはみ出た場合
車線からはみ出て、車線境界線が検知されると、ステアリング ホイールの振動の設定に基づいてステアリ
ング ホイールが振動します。

国別仕様に応じて、マークは緑色または黄色で点滅し始めます。

車線変更の前に、該当方向のターン インジケーターをオンにすると、システムは警告を発しません。

ステアリング介入制御
国別仕様に応じて：速度が210km/h以下のときに車線境界線を超えると、システムが振動に加えて、必要
に応じて能動的にステアリング介入を行います。このシステムは、車両を車線内に維持するように運転者
をサポートします。ステアリング介入制御はステアリング ホイールで感じることができ、いつでも手動で
介入を覆すことができます。

例えば以下の状況では、ステアリング介入が抑制されます：

‒ 強い加速または制動時。
‒ ターン インジケーターを点滅させたとき。
‒ ハザード ライトがオンになっている場合。
‒ 走行ダイナミクスが高い走行状況。
‒ ダイナミック スタビリティ コントロールが制御している。
‒ 車両システムによるステアリング介入直後。



警告音
国別仕様に応じて：ステアリング介入中にドライバーが自分でステアリング ホイールを操作せず、3分以内
に何度もシステムが能動的にステアリング介入を行うと、警告音が鳴ります。2回目のステアリング介入時
には短い警告音が鳴ります。3回目以降のステアリング介入時には長い警告音が鳴ります。

補助的にチェック コントロール メッセージが表示されます。

警告音とチェック コントロール メッセージは、車線にもっと厳密に注意を払うように促します。

警告の中断
例えば以下の状況では、警告や作動中のステアリング介入が中断されます：

‒ 数秒後に自動的に。
‒ 自車の車線に戻ったとき。
‒ 強い加速または制動時。
‒ ハザード ライトがオンになっている場合。
‒ ターン インジケーターを点滅させたとき。
‒ ダイナミック スタビリティ コントロールの制御またはシステムが制限されている。
‒ 車両システムによるステアリング介入直後。
‒ 手動でのステアリング介入時。
‒ 場合によっては、他のドライバー アシスタント システムの作動時。
‒ 車線境界線が検知されない。
‒ システム限界に達した場合。

システムの限界
安全に関する注意事項

$ システムの限界に注意する

センサーのシステム限界
詳しい情報：

‒ ! カメラ 。
‒ ! レーダー センサー 。

機能制限
以下のような状況では、機能が制限されている可能性があります：

‒ 車線が欠けていたり、擦り減っていたり、見えにくかったり、合流または分離していたりする場合や、
工事現場付近など車線の境界が明確に定められていない場合。

‒ 車線境界線が雪、氷、汚れ、水で覆われている場合。
‒ 急カーブや狭い路面。
‒ 車線境界線が白線でない場合。
‒ 車線境界線が物体で覆われている場合。
‒ 前走車との車間距離を詰めすぎているとき。



‒ スタート/ストップ ボタンで走行スタンバイをオンにしてから10秒以内。
‒ ダイナミック スタビリティ コントロールの制御またはシステムが制限されている。

機能が制限されている場合、必要に応じてチェック コントロール メッセージが表示されます。国別仕様に
応じて、さらに黄色のマークも点灯します。

アクティブ フィードバック付きレーン チェンジ ウォー
ニング

原理

$ アニメーション：レーン チェンジ ウォーニング

レーン チェンジ ウォーニングは、死角にある車両や、隣の車線で後ろから近づいてくる車両を検知しま
す。

ドア ミラーのライトによる警告には、さまざまな警告レベルがあります。

必要に応じて、自動ステアリング介入が車両を車線内に維持するようにサポートします。

一般事項

最低速度以上になると、レーダー センサーが車両の後方および横の空間をモニターします。

最小速度は国によって異なり、レーン チェンジ ウォーニングのメニューに表示されます。

このシステムは、死角となるエリアに他の車両がある場合（矢印1）、または隣の車線で車両が後ろから近
づいてくる場合（矢印2）、これを運転者に知らせます。



ドア ミラーのライトが減光されます。

前述の状況では、車線変更前にシステムが警告を発します。

ドア ミラーのライトが点滅し、ステアリング ホイールが振動します。

速度約20km/h未満で右左折するときには、ステアリング ホイールは振動しません。

安全に関する注意事項

$ 交通状況に注意し、運転スタイルを状況に合わせる

$ 交通状況に注意し、運転スタイルを状況に合わせる

概要
センサー
このシステムは以下のセンサーにより制御されます：

‒ リア サイド レーダー センサー。

詳しい情報：

! 車両のセンサー 。

レーン チェンジ ウォーニングをオン/オフにする
システムを自動的にオンにする
前回走行を終了した際にレーン チェンジ ウォーニングがオンになっていた場合、走行開始後にこの警告機
能が自動的にオンになります。

システムを手動でオン/オフにする
1. ボタンを押します。

2. 「ドライバー アシスタンス」
3. 「安全と警告」
4. 「車線変更警告」
5. 「オフ」

レーン チェンジ ウォーニングを設定する



1. ボタンを押します。

2. 「ドライバー アシスタンス」
3. 「安全と警告」
4. 「車線変更警告」
5. 希望する設定を選択します：

‒ 「感度低め」：検知した車両と衝突する危険がある場合、車線境界線に近づくと緊急警告が出力され
ます。

‒ 「高め」：ターン インジケーターをオンにしているときに、検知した車両と衝突する危険がある
と、自分の車両が車線境界線に接近しなくても緊急警告が出力されます。

‒ 「右左折時に警告」：このシステムは、方向転換または右左折するときでも警告を出力するように設
定することができます。

ステアリング ホイールの振動の強さを設定する
1. ボタンを押します。

2. 「ドライバー アシスタンス」
3. 「ステアリングからのフィードバック」
4. 「振動の強さ」
5. 希望する項目を選択します。

この設定が全ての衝突警告システムに適用されます。

国別仕様に応じて：ステアリング介入をオン/オフにする
1. ボタンを押します。

2. 「ドライバー アシスタンス」
3. 「安全と警告」
4. 「車線変更警告」
5. 「ステアリングサポート」
6. 希望する項目を選択します。

メーターパネル内の表示



メーターパネル内の表示
マーク 意味

国別仕様に応じて：

マークが緑色に点灯する：システムがオンになっています。

システム限界内で警告および場合によってはステアリング介入が行われ
ることがあります。

国別仕様に応じて：

場合によってはチェック コントロール メッセージと共にマークが黄色く
点灯する：システムは制限されているか機能停止しています。

国別仕様に応じて：

マークが黄色に点灯する：システムがオフになっています。

警告機能
ドア ミラーのランプ

衝突するおそれがあると、ドア ミラーのライトで警告します。

予備警告



他の車両が死角にいるか、または後ろから近づいている場合、ドア ミラーのライトが減光してそれを知ら
せます。

緊急警告
緊急警告が出るとステアリング ホイールが短時間振動し、ドア ミラー内でライトが明るく点滅します。

以下の条件が満たされていると、緊急警告が出力されます:

‒ 危険範囲内に別の車両がある。
‒ 自分の車両が他の車線に接近している。
‒ ターン インジケーターがオンになっているときには、システムの設定に応じて出力。

この警告は、他の車両が危険範囲から離れると終了します。

国別仕様に応じて
速度が210km/h以下のときにステアリング ホイールの振動に反応がなく、車線境界線を超えた場合は、シ
ステムが必要に応じて能動的にステアリング介入を行います。このステアリング介入制御は、車両を車線
内に戻そうとします。ステアリング介入制御はステアリング ホイールで感じることができ、いつでも手動
で介入を覆すことができます。

ライトの点滅
車両のロック解除時のドア ミラー内のライトの点滅は、システムのセルフ テストに使用されます。

システムの限界
安全に関する注意事項

$ システムの限界に注意する

速度上限
速度が約250km/hを超えると、システムは一時的に作動解除されます。

速度が約250km/hを下回ると、システムは再び設定通りに反応します。

センサーのシステム限界
詳しい情報：

‒ ! レーダー センサー 。

機能制限
以下のような状況では、機能が制限されている可能性があります：

‒ 接近する車両の速度が自車の速度より著しく速い。
‒ 急カーブや狭い路面。
‒ バンパーが汚れている、氷結している、またはステッカーなどで覆われている。



国別仕様に応じて：以下のような状況では、ステアリング介入が制限されている可能性があります。

‒ 車線が欠けていたり、擦り減っていたり、見えにくかったり、合流または分離していたりする場合や、
工事現場付近など車線の境界が明確に定められていない場合。

‒ 車線境界線が雪、氷、汚れ、水で覆われている場合。
‒ 車線境界線が白線でない場合。
‒ 車線境界線が物体で覆われている場合。
‒ 前走車との車間距離を詰めすぎているとき。
‒ カメラに損傷がある場合。
‒ スタート/ストップ ボタンで走行スタンバイをオンにしてから10秒以内。

機能が制限されている場合、必要に応じてチェック コントロール メッセージが表示されます。国別仕様に
応じて、さらに黄色のマークも点灯します。

トレーラー コネクターを使用している場合またはトレーラーけん引がオンになっている場合、例えばト
レーラーやバイシクル キャリア付きで走行するとき、システムをオンにすることはできません。チェック
コントロール メッセージが表示されます。

警告の表示
警告タイミングなど、選択した警告の設定に応じて、より多くの警告が表示されることがあります。しか
しこれにより、危険な状況に対して早すぎる警告が増加することもあります。

側方衝突警告

原理
側方衝突警告は、目前にせまった側面衝突の回避をサポートします。

一般事項



レーダー センサーは、最低速度から約210km/hまでの速度で車両の横の空間をモニターします。

最小速度は国によって異なり、コントロール ディスプレイに表示されます。

フロント カメラが車線の境界の位置を特定します。

車両の横に、例えば側面衝突のおそれがある他の車両が検知されると、システムは衝突を回避するために
サポートを行います。そのためにシステムは、ドア ミラーのLEDを点滅させ、チェック コントロール メッ
セージを表示し、ステアリング ホイールを振動させて警告します。必要に応じてシステムによりアクティ
ブなステアリング介入が行われます。

安全に関する注意事項

$ 交通状況に注意し、運転スタイルを状況に合わせる

$ 交通状況に注意し、運転スタイルを状況に合わせる

作動条件
ステアリング介入制御付き側方衝突警告が有効であるためには、車線境界線がカメラによって検知されな
ければなりません。

概要
センサー
このシステムは以下のセンサーにより制御されます：

‒ フロント ウィンドウ裏のカメラ。
‒ フロント サイド レーダー センサー。
‒ リア サイド レーダー センサー。

詳しい情報：

! 車両のセンサー 。

側面衝突警告をオン/オフにする
システムを自動的にオンにする
前回走行を終了した際に側方衝突警告がオンになっていた場合、走行開始後にこれが自動的にオンになり
ます。

システムを手動でオン/オフにする



1. ボタンを押します。

2. 「ドライバー アシスタンス」
3. 「安全と警告」
4. 「側面衝突警告」
5. 希望する項目を選択します。

ステアリング ホイールの振動の強さを設定する
1. ボタンを押します。

2. 「ドライバー アシスタンス」
3. 「ステアリングからのフィードバック」
4. 「振動の強さ」
5. 希望する項目を選択します。

この設定が全ての衝突警告システムに適用されます。

警告機能
ドア ミラーのランプ



衝突するおそれがあると、ドア ミラーのライトで警告します。

緊急警告
衝突の危険がある場合、ドア ミラーのライトが点滅し、ステアリング ホイールが振動し始めます。

同時にチェック コントロール メッセージが表示されます。

国別仕様によって、衝突を回避して車両を安全に元の車線内に維持するために、能動的にステアリング介
入が行われる仕様の車両があります。

ステアリング介入制御はステアリング ホイールで感じることができ、いつでも手動で介入を覆すことがで
きます。

システムの限界
安全に関する注意事項

$ システムの限界に注意する

センサーのシステム限界
詳しい情報：

‒ ! カメラ 。
‒ ! レーダー センサー 。

機能制限
以下のような状況では、機能が制限されている可能性があります：

‒ 急カーブや狭い路面。
‒ 車線が欠けていたり、擦り減っていたり、見えにくかったり、合流または分離していたりする場合や、
工事現場付近など車線の境界が明確に定められていない場合。

‒ 車線境界線が雪、氷、汚れ、水で覆われている場合。
‒ 車線境界線が白線でない場合。
‒ 車線境界線が物体で覆われている場合。
‒ 前走車との車間距離を詰めすぎているとき。
‒ スタート/ストップ ボタンで走行スタンバイをオンにしてから10秒以内。

機能が制限されている場合、チェック コントロール メッセージが表示されます。

トレーラー コネクターを使用している場合またはトレーラーけん引がオンになっている場合、例えばト
レーラーやバイシクル キャリア付きで走行するとき、システムをオンにすることはできません。チェック
コントロール メッセージが表示されます。

追突警告
原理



原理
装備や国別仕様によっては、後車追突警告が後方から近づいてくる車両に反応することができます。

一般事項

レーダー センサーは車両後方の空間をモニターします。

後方から車両が該当する速度で近づいてくる場合、システムは以下のように反応することができます：

‒ 必要に応じてハザード ライトがオンになります。
‒ 必要に応じてプリクラッシュ機能が作動します。

安全に関する注意事項

$ 交通状況に注意し、運転スタイルを状況に合わせる

$ 交通状況に注意し、運転スタイルを状況に合わせる

概要
センサー
このシステムは以下のセンサーにより制御されます：

‒ リア サイド レーダー センサー。

詳しい情報：

! 車両のセンサー 。

後車追突警告をオン/オフにする



後車追突警告をオン/オフにする
システムは毎発進後に自動的にオンになります。

システムは以下の状況で作動解除されます：

‒ 後進走行時。
‒ トレーラー コネクターが使用される場合またはトレーラーけん引がオンになっている場合、例えばト
レーラーやバイシクル キャリア付きで走行するとき。

システムの限界
センサーのシステム限界
詳しい情報：

‒ ! レーダー センサー 。

機能制限
以下のような状況では、機能が制限されている可能性があります：

‒ 接近する車両の速度が自車の速度より著しく速い。
‒ 接近する車両がゆっくりと近づいてくる。

優先通行警告

原理

$ アニメーション：優先通行警告

優先通行警告は、標識または信号にしたがって優先通行権を譲る必要がある状況でサポートします。

一般事項
このシステムはカメラを使って交通標識と信号機を評価します。

ナビゲーション システムは通りのルートに関する情報をこのシステムに転送します。

警告は、例えば次のような交通状況で、優先通行を見落とすおそれがある場合に行われます：

‒ 交差点。
‒ 合流する場合。
‒ 高速道路に進入する場合。
‒ ロータリーの場合。
‒ 赤信号の場合。

このシステムは、可変最小速度を超えると警告を発します。その速度の上限値は約80km/hです。

安全に関する注意事項



安全に関する注意事項

$ 交通状況に注意し、運転スタイルを状況に合わせる

$ 交通状況に注意し、運転スタイルを状況に合わせる

作動条件
この先の優先通行状況が交通標識または信号機によって明確に制御されている必要があります。

概要
センサー
このシステムは、装備に応じて以下のセンサーにより制御されます：

‒ フロント ウィンドウ裏のカメラ。

詳しい情報：

! 車両のセンサー 。

優先通行警告をオン/オフにする
システムを自動的にオンにする
前回走行を終了した際に優先通行警告がオンになっていた場合、走行開始後にこれが自動的にオンになり
ます。

システムを手動でオン/オフにする
1. ボタンを押します。

2. 「ドライバー アシスタンス」
3. 「安全と警告」
4. 「優先通行警告」
5. 希望する項目を選択します。

警告タイミングの設定



1. ボタンを押します。

2. 「ドライバー アシスタンス」
3. 「安全と警告」
4. 「優先通行警告」
5. 希望する設定を選択します：

‒ 「早め」。
‒ 「普通」。
‒ 「遅め」：緊急警告のみが表示されます。
‒ 「オフ」：警告は表示されません。

警告機能
一般事項
システムは2段階で警告を出します：

‒ 予備警告：メーターパネルに警告シンボルを表示。
‒ 緊急警告：メーターパネルでの警告シンボルによる視覚的な警告と追加の信号音。

その時の走行状況と警告タイミングの設定によって警告を出すタイミングが決まります。

優先通行警告の場合は次の交通標識が考慮されます：

記号 意味

優先通行権を譲れの標識：

この標識の場合は予備警告が行われます。

停止標識：

この標識の場合は予備警告と緊急警告が行われます。

信号機が赤色の場合、予備警告と緊急警告が行われます。



予備警告
優先通行を見落とすおそれがある場合、メーターパネルに以下のマークのひとつが表示されます：

マーク 意味

優先通行権を譲れ。

停止。

赤信号。

予備警告時、ブレーキなど状況に応じて介入します。

緊急警告
優先通行を見落とすおそれがある場合、信号音が鳴り、メーターパネルに以下のマークのひとつが表示さ
れます：

マーク 意味

停止。

赤信号。



緊急警告時、ブレーキなど状況に応じて直ちに介入します。

ヘッドアップ ディスプレイの表示
装備に応じて、警告はヘッドアップ ディスプレイとメーターパネルに同時に表示されます。

システムの限界
安全に関する注意事項

$ システムの限界に注意する

警告なし
例えば以下のような状況のとき、システムは警告を出しません：

‒ 優先通行権を譲れの標識、一時停止標識、または赤く点灯する信号機がない優先通行状況。
‒ 信号機が黄色または緑色で点灯している交差点の場合。

センサーのシステム限界
詳しい情報：

‒ ! カメラ 。

機能制限
以下のような状況では、機能が制限されている可能性があります：

‒ 標識や信号機が分かりづらい場合。
‒ 交通標識や信号機の全体または一部が隠れたり、汚れたりしている場合。
‒ 交通標識や信号機が見えにくい場合や標示面がずれている場合。
‒ 交通標識や信号機が小さすぎる、または大きすぎる場合。
‒ 交通標識が規格に準拠していない場合。
‒ 合流または平行する道路の交通標識の認識時。
‒ 標識または通りのルートがその国特有である場合。
‒ 信号機が点滅している交差点の場合。
‒ スタート/ストップ ボタンで走行スタンバイをオンにしてから10秒以内。
‒ ナビゲーション データが無効であったり、古かったり、または使用できない場合。
‒ このシステムは一部の国々では使用することができない場合や機能の一部が使用することができない場
合があります。

逆走警告

原理



逆走警告は、高速道路、ロータリー、一方通行道路などで間違った方向に進入しそうになると警告を出し
ます。

道路を逆走すると、警告がメーターパネルに表示され、ヘッドアップ ディスプレイが装備されている場合
にはこのディスプレイにも表示されます。このとき信号音も鳴ります。

一般事項
装備に応じて、システムはナビゲーション データと交通標識に基づいて交通状況を点検します。

システムは例えば以下の交通標識などを考慮します：

‒ 進入禁止。
‒ ロータリー。
‒ 方向矢印：指定された通行。

安全に関する注意事項

$ 交通状況に注意し、運転スタイルを状況に合わせる

$ 交通状況に注意し、運転スタイルを状況に合わせる

作動条件
この先の道路が交通標識によって明確に規制されている必要があります。

概要
センサー
このシステムは、装備に応じて以下のセンサーにより制御されます：

‒ フロント ウィンドウ裏のカメラ。

詳しい情報：

! 車両のセンサー 。

逆走警告をオンにする
逆走警告は発進後に毎回、自動的にオンになります。

警告機能



例えば高速道路、ロータリー、または一方通行道路を逆走すると、ただちに警告が表示されるとともに、
信号音が鳴ります。

警告はメーターパネルに表示され、ヘッドアップ ディスプレイが装備されていればこのディスプレイにも
表示されます。

システムの限界
安全に関する注意事項

$ システムの限界に注意する

警告なし
例えば交通標識のない道路の場合、システムは警告を出しません。

センサーのシステム限界
詳しい情報：

‒ ! カメラ 。

機能制限
この機能は、例えば次の状況では制限されている可能性があり、間違った逆走警告が出されたり、または
警告が出なかったりする場合があります：

‒ 標識が明確でない場合。
‒ 交通標識の全体または一部が隠れたり、汚れたりしている場合。
‒ 交通標識が視認できない場合や標示面がずれている場合。
‒ 交通標識が小さすぎる、または大きすぎる場合。
‒ 交通標識が規格に準拠していない場合。
‒ 合流または平行する道路の交通標識の認識時。
‒ 標識または通りのルートがその国特有である場合。
‒ スタート/ストップ ボタンで走行スタンバイをオンにしてから10秒以内。
‒ ナビゲーション データが無効であったり、古かったり、または使用できない場合。
‒ このシステムは一部の国々では使用できない場合があります。

ダイナミック ブレーキ ライト

原理



原理
ブレーキ ライトの点滅によって、後続の道路利用者にエマージェンシー ブレーキを知らせます。

一般事項

‒ 通常のブレーキ：ブレーキ ライトが点灯します。
‒ 急ブレーキ：ブレーキ ライトが点滅します。

停止状態になる直前に、ハザード フラッシャーがオンになります。

ハザード フラッシャーをオフにする：

‒ 加速する。
‒ ハザード ライト ボタンを押す。

BMW Drive Recorder

原理
BMW Drive Recorderは、車両の周囲を短時間ビデオ撮影して保存し、交通状況などを記録します。

一般事項
録画映像はさまざまな方法で保存することができます：

‒ 録画映像の自動保存。この機能で、車両の事故または盗難の様子を記録することができます。
‒ 録画映像の手動保存。この機能では、交通状況を記録することができます。

例えばパノラマ ビューなどのパーキング ビューのカメラが使用されます。

さらに走行に関する以下のパラメータが保存されます：



‒ 日付。
‒ 時刻。
‒ 速度。
‒ GPS座標。

データ保護
録画映像の撮影および利用が認められるかは、システムに適用される国の法規に左右されます。システム
の使用責任はユーザーにあり、有効な規則の遵守はユーザーの義務です。

車両のメーカーは、最初に使用する前にシステム利用について各国の法的または公的な制限がないことを
確認することを推奨しています。これに加えて、特に頻繁に国境を越える場合はシステム利用の適法性に
ついて定期的に確認してください。

この車両を使用する他の人物にもこのシステムについて情報提供してください。さらに、車両を譲渡する
場合もこのシステムについて情報提供してください。

機能の前提条件
‒ BMW Drive Recorderが作動している。
‒ データ保護規則に合意しています。
‒ 録画のタイプを選択している。
‒ 録画時間を選択している。

盗難の通知：

‒ データ保護メニューまたはDrive Recorderメニューで盗難の通知を有効にしている。
‒ データ伝送が有効になっている。
‒ BMWアプリが携帯機器にインストールされている。
‒ BMWアプリがConnectedDriveアカウントと接続されている。
‒ データ保護規則に合意しています。

BMW Drive Recorderを作動させる/作動解除する
録画機能を初めて使用する前には、BMWドライブ レコーダーをオンにしておく必要があります。

1. 「メニュー」
2. 「全てのアプリ」
3. 「Drive Recorder」
4. プライバシーポリシーに同意します。
5. 「設定」
6. 「録画を許可」
7. 希望する項目を選択します。

録画機能
自動録画
車両センサーが事故または盗難を検知すると、録画映像が自動的に保存されます。

‒ 事故の場合：このシステムは、保存開始前の最長30秒と保存開始後の最長30秒を撮影します。



‒ 盗難の場合：このシステムは、選択した設定とは関係なく、保存開始後5～40秒間、撮影します。ア
ラーム システムが作動するとメッセージがBMWアプリに送信され、ビデオを携帯機器にダウンロード
することができます。

手動録画

ボタンによる

ボタンを押し続けます。

iDriveからの操作
記録を開始する：

1. 「メニュー」
2. 「全てのアプリ」
3. 「Drive Recorder」
4. 「録画開始」
5. 「録画」
6. 撮影を開始します。

記録を停止する：「録画終了」。

録音はコントロール ディスプレイでウィジェットを選択しても開始できます。

このシステムは、保存開始前の最長30秒と保存開始後の最長30秒を撮影します。

録画映像の再生と管理
保存した録画映像は、再生やエクスポート、削除することができます。



ご自身の安全のために、コントロール ディスプレイでの録画映像は約3km/h以下でしか表示されません。
国別仕様によっては、パーキング ブレーキをかけた状態か、セレクター レバー ポジションがPのときにの
み録画映像が表示されます。

1. 「メニュー」
2. 「全てのアプリ」
3. 「Drive Recorder」
4. 「録画」
5. 希望の録画映像を選択します。
6. 必要に応じて、カメラを選択します。

設定
一般事項
さまざまな設定を行うことができます。

録画のタイプ
1. 「メニュー」
2. 「全てのアプリ」
3. 「Drive Recorder」
4. 「設定」
5. 希望する項目を選択します。

録画時間
1. 「メニュー」
2. 「全てのアプリ」
3. 「Drive Recorder」
4. 「設定」
5. 希望する項目を選択します。

携帯機器への保存
原理
装備に応じて、録画したビデオ ファイルをスマートフォンやUSBメモリーなどの車両と接続された携帯機
器に保存することができます。

一般事項
保存可能なビデオの長さは、携帯機器のメモリー空き容量によって決まります。

機能の前提条件
‒ データ保護規則に合意しています。
‒ Drive Recorderが作動している。

録画データを携帯機器に伝送するには：



‒ 携帯機器が無線LANで車両と接続していること。
‒ BMWアプリが携帯機器にインストールされている。
‒ BMWアプリがConnectedDriveアカウントと接続されている。

記録
手動で記録を開始および停止することができます。

記録を開始する：

1. 「メニュー」
2. 「全てのアプリ」
3. 「Drive Recorder」
4. 「録画開始」
5. 「録画」
6. 撮影を開始します。

記録を停止する：「録画終了」。

カメラ
さまざまなカメラを選択することができます。

1. 「メニュー」
2. 「全てのアプリ」
3. 「Drive Recorder」
4. 「設定」
5. 「カメラ選択」
6. 希望のカメラを選択します。

システムの限界
重大な事故で車両の損傷がひどい場合や、電源供給が中断された場合などは、録画が保存されないことが
あります。

盗難時の撮影データが自動的に保存されるのは、盗難警報システムが作動した場合だけです。

アクティブ プロテクション

原理
アクティブ プロテクションは、危険な状況で事故が目前に迫った場合、事故に備えて乗員と車両を保護し
ます。

一般事項
装備と国別仕様に応じて、アクティブ プロテクションはさまざまなプリクラッシュ機能から構成されま
す。

このシステムにより、事故につながるおそれのある危険な走行状況が検知されます。それには、以下の危



険な走行状況が含まれます：

‒ フルブレーキング。
‒ 強いアンダー ステア。
‒ 強いオーバー ステア。

いくつかのシステムの特定の機能は、システム限界の範囲内でアクティブ プロテクションを作動させるこ
とができます：

‒ 正面衝突警告：自動ブレーキ制御。
‒ 正面衝突警告：ブレーキ アシスト。
‒ 追突警告：目前に迫った後面衝突の検知。

安全に関する注意事項

$ 交通状況に注意し、状況によっては積極的に介入してください

機能
事故の危険がある状況のときには、必要に応じて以下の個別機能が作動します：

ウィンドウが自動的に、隙間を残して閉まります。

危険な走行状況を無事故で回避した後に、このシステムを再び希望の設定にすることができます。

被害軽減ブレーキ

原理
ポストクラッシュは特定の事故状況で、ドライバーの操作なしに自動的に車両を停止させることができま
す。

一般事項
ポストクラッシュは、その後の衝突の危険とその影響を低減することができます。

停止状態
停止状態になった後、ブレーキは自動的に解除されます。

車両により強くブレーキをかける
特定の状況では、車両を自動ブレーキより早く停止状態にする必要があります。

そのためには、素早く、力強くブレーキをかけます。ブレーキを踏み込む力が、自動ブレーキ機能で行わ
れるものよりも一時的に大きくなります。自動ブレーキは中止されます。

自動ブレーキを中止する



自動ブレーキを中止する
特定の状況では、回避操作などのために自動ブレーキの中止が必要になることがあります。

自動ブレーキを中止する：

‒ ブレーキ ペダルを踏みます。
‒ アクセル ペダルを踏みます。

運転注意力モニター

原理
運転注意力モニターは、例えば高速道路などでの長時間の単調な走行の場合に、ドライバーの注意力の低
下や疲労の増加を検知することができます。このシステムは休憩を促します。

安全に関する注意事項

$ 十分に休憩を取って注意して走行する

機能
このシステムは、走行スタンバイをオンにするとオンになります。

走行開始後、システムはドライバーを学習し、注意力の低下や疲労の増加を検知できるようにします。

この動作は以下の基準を考慮します：

‒ 運転者の運転の仕方、例えばハンドル操作など。
‒ 走行条件、例えば時刻、走行継続時間など。
‒ ドライバー注意喚起カメラによるドライバーの注意力。

このシステムは、約70km/h以上でオンになり、さらに休憩の勧めを表示することができます。

休憩の勧め
調節
運転注意力モニターは、走行スタンバイをオンにするたびに自動的にオンになり、休憩の勧めを表示する
ことができます。

休憩の勧めはiDriveでもオン/オフおよび設定することができます。



1. ボタンを押します。

2. 「安全と警告」
3. 「ドライバー アシスタンス」
4. 「運転注意力モニター」
5. 希望する項目を選択します。

表示
運転者の注意力が低下したり、疲労が増してくると、休憩を取るように勧める注記がコントロール ディス
プレイに表示されます。

表示中にさまざまな設定を選択することができます。

1回休憩を取った後は、次の休憩を勧める表示は早くて約45分後となります。

システムの限界
この機能は、例えば次の状況では制限されている可能性があり、警告が出なかったり、間違った警告が出
されます：

‒ 時刻が間違って設定されている場合。
‒ 走行速度がおおむね約70km/hを下回っている場合。
‒ スポーティな運転の仕方、例えば強い加速や高速でのカーブ走行の場合。
‒ 活発な走行状況、例えば頻繁な車線変更の場合。
‒ 路面の状態が悪い場合。
‒ 強い横風の場合。

長時間の高速道路走行での休憩時など、システムは車両停止から約45分後にリセットされます。



BMW iX.

ドライビング スタビリティ コントロール

車両装備
この章では、モデルに応じて現在および今後提供される装備、システム、機能について、それらがお客様
の車両にない場合も含めて説明されています。

詳しい情報：

! 車両装備 。

アンチロック ブレーキ システムABS
アンチロック ブレーキ システムABSは、ブレーキ時に車輪がロックするのを防ぎます。

フルブレーキ時であっても操縦性が維持されるので、アクティブ セイフティが高まります。

走行スタンバイをオンにするたびに、ABSが作動可能な状態になります。

ブレーキ アシスト
ブレーキを素早く踏むと、ブレーキ アシストは自動的にできるだけ大きな制動力を発生させます。これに
より、フルブレーキ時の制動距離が最大限短くなります。その際、アンチロック ブレーキ システムABSの
優れた効果が発揮されます。

フルブレーキが必要な間は、ブレーキ ペダルへの圧力を弱めないでください。

アダプティブ ブレーキ アシスト

インデックスA–Z ""検索 #



アダプティブ ブレーキ アシスト
このシステムは、車間距離維持システム付きクルーズ コントロールと連係して、危険な状況でブレーキを
かけたときに、ブレーキがもっと素早く反応するようにします。

ダイナミック スタビリティ コントロール

原理

$ アニメーション：ダイナミック スタビリティ コントロール

ダイナミック スタビリティ コントロール

ダイナミック スタビリティ コントロールは、駆動力の低減や個々のホイールへのブレーキ制御により、車
両を安全なコースに保つサポートをします。

一般事項
このシステムは例えば以下のような不安定な走行状態を検知します：

‒ 車両後部が振られてオーバー ステアになる可能性。
‒ 前輪のグリップ力が失われてアンダー ステアになる可能性。

安全に関する注意事項



$ 交通状況に注意し、運転スタイルを状況に合わせる

警告

システムが作動していても、交通状況を正しく判断するという運転者自身の責任からは免れられません。
システムには限界があるため、あらゆる交通状況でシステムが自動的に適切に反応できるわけではありま
せん。事故が発生するおそれがあります。運転の仕方を道路状況に合わせてください。交通状況に注意
し、状況によっては積極的に介入してください。

$ ルーフ上に荷物を載せて走行する際、DSCを作動解除しない

警告

ルーフ ラックなどを使用してルーフに荷物を載せて走行する場合、重心が高くなったことで、危険な走行
状況のときに走行安全性を維持できなくなります。事故の危険性や損傷が発生する危険があります。ルー
フに積載して走行する場合は、必ずダイナミック スタビリティ コントロールが作動している状態で走行し
てください。

表示
メーターパネル内
「DSC OFF」：ダイナミック スタビリティ コントロールが制限されている場合のメーターパネル内の表
示。

表示灯と警告灯

表示灯が点灯する：

‒ ダイナミック スタビリティ コントロールが制限されています。
‒ 「SPORT PLUS」がオンになっています。

表示灯が点滅する：ダイナミック スタビリティ コントロールが駆動力と制動力を制御しています。

表示灯が点灯する：ダイナミック スタビリティ コントロールが機能停止しているか、初期化されていま
す。走行安定化なし

強化走行ダイナミクスの設定



強化走行ダイナミクスの設定

原理
「SPORT PLUS」：この設定で、車両がダイナミック走行向けのアドバンスド ドライビング モードに調整
されます。

加速やコーナリング中は、ダイナミック スタビリティ コントロールと走行安定性が制限されます。

概要
車両のボタン

My Modes

強化走行ダイナミクスを有効にする
1. ボタンを押します。

2. 「モード切替」
3. 「Sport Mode」



4. 「設定」
5. 「走行ダイナミクス」
6. 「SPORT PLUS」

走行モードを切り換える、あるいは走行スタンバイをオンにすると、強化走行ダイナミクスがオフになり
ます。

表示
メーターパネル内の表示
「DSC OFF」：強化走行ダイナミクスが有効になっているときのメーターパネルの表示

表示灯と警告灯

表示灯が点灯する：強化走行ダイナミクスが作動しています。

プログラムの自動切換え
強化走行ダイナミクスは、例えば以下の状況で自動的にオフになります：

‒ 車間距離維持システムが作動しているとき。
‒ ドライバー アシスタント システムがブレーキを制御しているとき。
‒ タイヤ パンクの場合。

発進サポート

原理
これは、例えば積雪や砂地など悪路での特定の状況下で発進をサポートする機能です。

一般事項
例えば積雪やぬかるみなどの悪路で発進する際に、発進サポートで可能な限り最善のトラクションを得る
ことができます。この機能は、低速度範囲で走行安定性を調整し最大の駆動力を提供します。

発進サポートをオン/オフにする



1. ボタンを押します。

2. 「駆動システムと シャシー」
3. 「発進サポート」
4. 「一回限り有効にする」または「オフ」。

発進サポートはオフにするまで、あるいは走行モードを変更するまで作動し続けます。

xDrive

原理

$ アニメーション：xDrive

xDrive

xDriveは車両の4輪駆動システムです。xDriveとそれ以外のダイナミック スタビリティ コントロールなど
のシャシーコントロールシステムの連係により、トラクションと走行ダイナミクスがさらに最適化されま
す。

一般事項



xDriveは走行状況と路面状態に応じて、駆動力をフロント アクスルとリア アクスルに可変配分します。

Efficient4x4は4輪駆動を必要に応じて使用することにより、燃費を向上させます。

サーボトロニック

原理
サーボトロニックは速度に反応するステアリング サポートです。

低速時には高速時よりステアリングのアシスト力が強くなります。これにより、例えば駐車時の負担が軽
減され、高速時にはステアリングがよりハードになります。

さらに、走行モードに応じて操舵力を調整し、ステアリングあそびの少ないスポーツ感覚あふれるステア
リング特性あるいは快適なステアリング特性を実現します。



BMW iX.

ドライバー アシスト システム

車両装備
この章では、モデルに応じて現在および今後提供される装備、システム、機能について、それらがお客様
の車両にない場合も含めて説明されています。

詳しい情報：

! 車両装備 。

速度警告

原理
速度警告で速度制限を設定して、その速度を超えたときに警告が出されるようにすることができます。

一般事項
設定した速度制限を5km/h下回った後に再び超過すると、再び警告が出されます。

速度警告をオン/オフにする
1. ボタンを押します。

2. 「ドライバー アシスタンス」
3. 「走行」
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4. 「安全と警告」
5. 「速度警告」

速度の設定
1. ボタンを押します。

2. 「ドライバー アシスタンス」
3. 「走行」
4. 「安全と警告」
5. 「速度警告」
6. 「現在の速度を適用」
7. 希望する項目を選択します。

現在の速度を警告速度に設定する
1. ボタンを押します。

2. 「ドライバー アシスタンス」
3. 「走行」
4. 「安全と警告」
5. 「速度警告」
6. 「現在の速度を適用」

走行速度制御システム

原理
走行速度制御システムは走行時にサポートします。

一般事項
走行速度制御システムには、装備に応じて以下の個別システムが含まれます。

‒ ! スピード リミッター 。
‒ ! クルーズ コントロール 。
‒ ! 車間距離維持システム 。

Assisted Driving Mode 。



‒ ! Assisted Driving Mode 。
‒ ! Assisted Driving Plus 。

装備と国別仕様に応じて、個別システムに追加機能を加えることができます。

安全に関する注意事項

$ 交通状況に注意し、運転スタイルを状況に合わせる

概要
ステアリング ホイールのボタン
ボタン 機能

最後に作動した走行速度制御システムをオン/オフにします。

走行速度制御システムを中断および再開します。

希望の走行速度制御システムを選択します。

現在の速度を記憶します。

制限速度アシスト：提案された速度を手動で適用します。

速度を設定します。

走行速度制御システムオンにする/選択する



1. オンにする：ボタンを押します。

2. 選択する：システムが作動しているときに、ボタンを何度か押して、メーターパネルのファンクション
バーに希望の走行速度制御システムが表示されるようにします。

マーク 走行速度制御システム

手動スピードリミッター。

クルーズ コントロール。

車間距離維持システム。

Assisted Driving Mode。車間距離維持システム付きクルーズ コントロー
ル、ステアリング アシストおよびレーン コントロール。

Assisted Driving Mode Plus。渋滞時用のシステム。



選択した機能が緑色で表示されます。

機能の前提条件が満たされていない場合、この機能は灰色で表示されます。

現在使用しているドライバー プロファイルに対して、設定内容が記憶されます。

走行速度制御システムを自動的に中断する
システムに応じて、走行速度制御システムは例えば以下の状況で自動的に中断されます。

‒ システムに応じて、セレクター レバー ポジションがDからP、NまたはRに切り換わった場合。
‒ ダイナミック スタビリティ コントロールが制御している。
‒ ダイナミック スタビリティ コントロールが制限されている。
‒ 手動ブレーキのとき。

走行速度制御システムを手動で中断する
‒

ボタンを押します。
‒

ボタンを押して、他の走行速度制御システムを選択します。

走行速度制御システムを再開する

ボタンを押します。

走行速度制御システムを自動でオフにする
走行スタンバイをオフにすると、走行速度制御システムが自動的にオフになります。

走行速度制御システムを手動でオフにする



ボタンを押し続けます。

走行速度制御システムがオフになり、表示が消えます。

速度値を設定する

希望する値が設定されるまで、ボタンを繰り返し押します。

‒ ボタンを軽く止まる位置まで押すと、設定速度を1km/h単位で増減することができます。
‒ ボタンを軽く止まる位置を越えるまで押すと、スピード メーター内の設定速度が10km/h単位で変化しま
す。

メーターパネル内の表示

スピードメーターに設定した速度を示すマークが付きます。

‒ 緑のマーク：システムが作動中です。
‒ 灰色のマーク：システムが中断されています。
‒ マークなし：システムがオフです。

手動スピードリミッター



手動スピードリミッター

原理
手動スピード リミッターにより、例えば制限速度を超えないように速度制限を設定することができます。

一般事項
このシステムにより、30km/h以上の速度を制限することができます。設定された速度リミットを下回る場
合は、制限なく走行できます。

概要
ステアリング ホイールのボタン
ボタン 機能

最後に作動した走行速度制御システムをオン/オフにします。

走行速度制御システムを中断および再開します。

希望の走行速度制御システムを選択します。

現在の速度を記憶します。

制限速度アシスト：提案された速度を手動で適用します。

速度を設定します。

操作方法
スピード リミッターをオンにする



1. 必要に応じてボタンを押します。

2. 必要に応じてボタンを何度か押して、スピード リミッターが選択されるようにします。

現在の走行速度が速度リミットとして設定されます。

停止状態でオンにした場合や低速のときは、速度制限が30km/hに設定されます。

スピードメーター内のマークが該当する速度の上にセットされます。

速度制限をオンにすると、場合によっては走行モードが切り換わります。

走行速度制御システムをオフにする/中断する
走行速度制御システムを自動または手動でオフにしたり、中断したりすることができます。

詳しい情報：

! 走行速度制御システム 。

速度リミットを変更する

希望する速度制限に設定されるまで、ボタンを繰り返し押します。

設定された速度リミットに達した場合や無意識のうちに超過した（下り坂走行など）場合、アクティブな
制動は行われません。

制限速度アシストが有効になっていない場合には、ボタンを押してその時の速度を記憶させます：

ボタンを押します。

速度リミットの超過
走行速度が設定された速度リミットを超過すると、警告が出されます。



速度リミットを意識的に超過させることができます。このような状況では、警告はありません。

設定された速度リミットを意識的に超過させるには、アクセル ペダルをいっぱいに踏み込んでください。

現在の走行速度が設定された速度制限を下回ると、制限が自動的に再び有効になります。

速度制限を超過したときの警告
視覚的な警告

速度制限を超過した場合：設定された速度制限以上で走行している間、メーターパネルの表示灯が点滅し
ます。

音による警告
‒ 設定された速度制限を無意識に超過すると、信号音が鳴ります。
‒ 走行中に速度リミットを走行速度よりも下げると、少し経ってから信号音が鳴ります。
‒ アクセル ペダルをいっぱいまで踏み込むことによって意識的に速度リミットを超過した場合は、信号音
は鳴りません。

メーターパネル内の表示
スピードメーター内の表示



‒ 緑のマーク：システムが作動中です。
‒ 灰色のマーク：システムが中断されています。
‒ マークなし：システムがオフです。

表示灯

‒ 表示灯が点灯する：システムがオンになっています。
‒ 表示灯が点滅する：設定された速度リミットを超過しています。
‒ 表示灯が灰色：システムは中断されています。

ヘッドアップ ディスプレイの表示
装備によっては、システムの一部の情報をヘッドアップ ディスプレイにも表示させることができます。

クルーズ コントロール

原理



$ アニメーション：クルーズ コントロール

クルーズ コントロールでは、ステアリング ホイールのボタンにより希望速度を設定することができます。
希望速度がシステムにより維持されます。そのために、システムは自動的に加速したり、必要に応じて自
動的にブレーキをかけたりします。

一般事項
このシステムは、30km/h以上で作動することができます。

車両設定に応じて、クルーズ コントロールの特性が特定領域で変化する場合があります。例えば加速は走
行モードによって異なる場合があります。

安全に関する注意事項

$ 交通状況に注意し、運転スタイルを状況に合わせる

$ システムは一定での速度での走行中にのみ使用する

$ 交通状況に注意し、速度を状況に合わせる

概要
ステアリング ホイールのボタン
ボタン 機能

最後に作動した走行速度制御システムをオン/オフにします。

走行速度制御システムを中断および再開します。

希望の走行速度制御システムを選択します。



現在の速度を記憶します。

制限速度アシスト：提案された速度を手動で適用します。

速度を設定します。

クルーズ コントロールをオンにする
車間距離維持システム装備車の場合：クルーズ コントロールのモードを車間距離維持システムを使用しな
いクルーズ コントロールに切り換えます。

詳しい情報：

! 車間距離維持システム 。

車間距離維持システム非装備車の場合：ステアリング ホイールのボタンでクルーズ コントロールをオンに
します。

1. 必要に応じてボタンを押します。

2. 必要に応じてボタンを何度か押して、クルーズ コントロールが選択されるようにします。

クルーズ コントロールが作動中。走行速度が維持され、希望速度として記憶されます。

メーターパネル内の表示灯が点灯し、スピードメーター内のマークが現在の速度にセットされます。

クルーズ コントロールをオンにすると、場合によっては走行モードが切り換わります。

走行速度制御システムをオフにする/中断する
走行速度制御システムを自動または手動でオフにしたり、中断したりすることができます。

詳しい情報：

! 走行速度制御システム 。

速度の設定



速度の設定
速度の維持/記憶

中断した状態で、ボタンを押します。

システムがオンになっている場合、現在の車速が維持され、設定速度としてメモリーされます。

記憶されている速度がスピードメーターに表示されます。

必要に応じてダイナミック スタビリティ コントロールがオンになります。

制限速度アシストが有効になっていない場合には、ボタンを押してもその時の速度を記憶させることがで
きます：

ボタンを押します。

速度の変更

該当するボタンを何度か押して、希望速度が設定されるようにします。

作動状態では、表示された車速が記憶され、前走車がない場合はその速度が維持されます。

設定可能な最高速度は車両によって異なります。

ボタンを軽く止まる位置まで押し、そのまま保持する：アクセル ペダルを踏まなくても車両が加速または
減速します。

ボタンを放すと、到達した速度が維持されます。軽く止まる位置を越えるまで押すことにより、車両をよ
り強く加速させることができます。

クルーズ コントロールを続行する
記憶された速度を用いて
記憶された速度を呼び出すことで、中断されたクルーズ コントロールを続行することができます。

記憶された速度を呼び出す前に、現在の速度と記憶された速度の間に大きな差がないことを確認してくだ
さい。この差が大きすぎると、意図しないブレーキや加速が起こるおそれがあります。



システム中断時にボタンを押します。

クルーズ コントロールが、記憶されている値で続行されます。

以下の場合には、記憶された速度が消去され、呼び出すことができなくなります：

‒ システムをオフにしたとき。
‒ 走行スタンバイをオフにしたとき。
‒ 別の走行速度制御システムを選択したとき。

その時の速度で

ボタンを押すと、その時の速度でクルーズ コントロールを続けます。

制限速度アシスト：提案された速度で

速度が提案されたときにボタンを押すと、クルーズ コントロールはその提案速度を取り込みます。

メーターパネル内の表示
スピードメーター内の表示



‒ 緑のマーク：システムが作動中です、マークは希望速度を示しています。
‒ マークが灰色：システムが中断されており、マークは記憶された速度を示します。
‒ マークなし：システムがオフです。

表示灯

‒ 表示灯が緑色：システムが作動中です。
‒ 表示灯なし：システムがオフになっているか、中断されています。

ヘッドアップ ディスプレイの表示
装備によっては、システムの一部の情報をヘッドアップ ディスプレイにも表示させることができます。

システムの限界
急勾配の道でも希望速度が維持されます。上り坂で駆動力が不十分だと、その速度を下回ることがありま
す。

走行モードに応じて、例えば下り坂や上り坂などの状況によっては、設定された希望速度を上回ったり下
回ったりする場合があります。

車間距離維持システム



車間距離維持システム

原理

$ アニメーション：車間距離維持システム付きクルーズ コントロール

車間距離維持システムで、クルーズ コントロールに加えて前走車との距離を設定することができます。

一般事項
道路が混んでいないときは、設定速度がシステムにより保たれます。車両の加速やブレーキを自動的に行
います。

前走車との車間距離が狭すぎる場合、システムは自車の速度を、設定した前走車との車間距離に合わせて
調整します。速度の調整は、与えられた可能性の範囲内で行われます。

車間距離はさまざまなレベルで設定可能で、安全上の理由から速度に左右されます。

前走車がブレーキをかけて停止し、再びすぐ発進した場合、システムは規定の範囲内でこれに対応しま
す。

そうでない場合には、例えばアクセル ペダルを踏むか、ステアリング ホイールの速度設定ボタンを操作し
て、自分で発進します。

安全に関する注意事項

$ 交通状況に注意し、運転スタイルを状況に合わせる

$ 車両から離れる前に注意する

$ 交通状況に注意し、速度を状況に合わせる

$ 交通状況に注意し、状況によっては積極的に介入してください

概要
ステアリング ホイールのボタン
ボタン 機能



最後に作動した走行速度制御システムをオン/オフにします。

走行速度制御システムを中断および再開します。

希望の走行速度制御システムを選択します。

現在の速度を記憶します。

制限速度アシスト：提案された速度を手動で適用します。

速度を設定します。

センサー
このシステムは以下のセンサーにより制御されます：

‒ フロント ウィンドウ裏のカメラ。
‒ フロント レーダー センサー。

詳しい情報：

! 車両のセンサー 。

使用領域
システムの使用は、よく整備された道路での走行に最適です。

設定可能な最高速度は制限されており、例えば車両や車両装備によって異なります。

車間距離コントロールなしのクルーズ コントロールに切り換えることにより、さらに高い希望速度を選択
することもできます。

システムは停車時にも作動させることができます。

車間距離維持システム付きクルーズ コントロールをオンにする



1. 必要に応じてボタンを押します。

2. 必要に応じてボタンを何度か押して、車間距離維持システムが選択します。

車間距離維持システム付きクルーズ コントロールが作動している。走行速度が維持され、希望速度として
記憶されます。

前走車との車間距離を設定どおりに維持します。

メーターパネル内の表示灯が点灯し、スピードメーター内のマークが現在の速度にセットされます。

車間距離維持システムをオンにすると、走行モードが変わることがあります。

速度の設定
速度は、ステアリング ホイールのボタンで設定することができます。

詳しい情報：

! クルーズ コントロール 。

車間距離維持システム付きクルーズ コントロールを自動で中断する
システムは次の状況などで、自動的に中断します：

‒ 手動ブレーキのとき。
‒ セレクター レバー ポジションDからシフトされる。
‒ ダイナミック スタビリティ コントロールが制限されている。
‒ ダイナミック スタビリティ コントロールが制御している。
‒ 運転席シート ベルトが外され、運転席ドアが開かれる。
‒ 例えば交通量が極端に少なく、縁石のない道路の走行などで、システムが比較的長い間、物体を検知し
ていない。

‒ レーダーの検知範囲が汚れや激しい降水などにより遮られている。
‒ システムにより停止するまでブレーキをかけ、比較的長い時間停車した後。

走行速度制御システムをオフにする/中断する
走行速度制御システムを自動または手動でオフにしたり、中断したりすることができます。

詳しい情報：

! 走行速度制御システム 。

クルーズ コントロールを続行する



クルーズ コントロールを続行する
記憶された速度を呼び出すことで、中断されたクルーズ コントロールを続行することができます。

記憶された速度を呼び出す前に、現在の速度と記憶された速度の間に大きな差がないことを確認してくだ
さい。この差が大きすぎると、意図しないブレーキや加速が起こるおそれがあります。

詳しい情報：

! クルーズ コントロール 。

前後調整
安全に関する注意事項

$ 交通状況に注意し、距離を保つ

車間距離の設定
1. ボタンを押します。

2. 「ドライバー アシスタンス」
3. 「走行」
4. 「車間距離維持システム」
5. 「車間距離」
6. 希望する項目を選択します。

車間距離を自動的に調節する
装備と国別仕様に応じて：設定した車間距離内で、交通状況または視野の善し悪しなどの環境条件に応じ
て、前走車との距離を自動的に調節するように設定することができます。

1. ボタンを押します。

2. 「ドライバー アシスタンス」
3. 「走行」
4. 「車間距離維持システム」
5. 「車間距離を状況に合わせて調整」

クルーズ コントロールの車間距離調節付き／無しの切換え



クルーズ コントロールの車間距離調節付き／無しの切換え
安全に関する注意事項

$ 希望速度を道路状況に合わせてください

クルーズ コントロールのモードを切り換える
車間距離維持システムなしのクルーズ コントロールをオン/オフにする：

1. ボタンを押します。

2. 「ドライバー アシスタンス」
3. 「走行」
4. 「車間距離維持システム」
5. 「クルーズコントロールへ切替」

この設定は、車両を駐車するとリセットされます。

メーターパネル内の表示
一般事項
装備に応じて、メーターパネルの表示は異なります。

スピードメーター内の表示



‒ 緑のマーク：システムが作動中です、マークは希望速度を示しています。
‒ マークが灰色：システムが中断されており、マークは記憶された速度を示します。
‒ マークなし：システムがオフです。

表示灯と警告灯
マーク 説明

車両シンボルが白色：

アクセル ペダルが踏まれたので、車間距離維持システムは表示されませ
ん。

シンボルが緑色：

前走車が検知されています。

前走車が検知されなくなると、車両シンボルが消えます。

車両シンボルが緑色で点滅している：

前走車両が発進した。

マークが灰色：

システムは中断しています。



シンボルがグレーで点滅している：

システムの作動のための前提条件が満たされていません。

システムが作動解除されましたが、ブレーキまたはアクセル ペダルを踏
んで積極的に介入するまで制動されます。

車両シンボルが赤く点滅し、信号音が鳴る：

ブレーキを踏み、必要に応じて障害物を回避します。

ヘッドアップ ディスプレイの表示
希望速度
装備によっては、システムの一部の情報をヘッドアップ ディスプレイにも表示させることができます。

車間距離情報

前走車との車間距離が短すぎる場合、このマークが表示されます。

以下の状況では車間距離情報が有効です：

‒ 車間距離維持システム付きクルーズ コントロールがオフになっている。
‒ ヘッドアップ ディスプレイの表示が選択されている。! ヘッドアップ ディスプレイ 。
‒ 車間距離が短すぎる。
‒ 速度が約70km/h以上。

追い越しを回避する
装備と国別仕様に応じて、この機能が高速道路走行中に意図しない追い越しをしないようにサポートしま
す。

このシステムは、走行車線で追い越ししないように設定することができます。

この設定は、80km/h以上の速度で有効になります。

設定した速度が隣接する車線を走る車両よりも明らかに高い場合には、この機能をオンにしていても追い
越してしまうことがあります。

高速道路で速度80km/h未満で走行している車両があれば、必ず速度差を調整した速度で追い越します。

ドライバーは、いつでもアクセル ペダルを踏んで追い越しまたは加速できます。

機能をオン/オフにする



1. ボタンを押します。

2. 「ドライバー アシスタンス」
3. 「走行」
4. 「車間距離維持システム」
5. 国別仕様に応じて：

‒ 「左からの追越を避ける」
‒ 「右からの追越を避ける」

システムの限界
センサーのシステム限界
詳しい情報：

‒ ! カメラ 。
‒ ! レーダー センサー 。

検知範囲

システムの検知機能および自動ブレーキ制御には限界があります。

例えば2輪車は検知できないことがあります。

減速
システムは以下の状況のときに減速しません：

‒ 歩行者または歩行者と同じくらいの速さの道路利用者の場合。



‒ 装備に応じて、赤信号の場合。
‒ 交差する道路の場合。
‒ 対向車の場合。

割り込み車両

自車の車線に前走車が突然割り込んできた場合、状況によっては、システムは選択されている車間距離を
自動的に確保できないことがあります。選択された車間距離は、状況によっては、トラックに速く近づく
場合など、前走車との速度の違いが大きい場合にも確立できません。前走車を確実に検知している場合、
システムは運転者に対してブレーキ操作または危険回避動作を要求します。

コーナリング

カーブに対して設定速度が高すぎる場合、カーブ走行時の速度が少し減速します。場合によってはカーブ
は前もって検知されないため、適切な速度でカーブに入ってください。



システムの検知範囲が制限されます。急カーブの場合には、前走車を検知できなくなったり、または検知
が大幅に遅れてしまうことがあります。

カーブにさしかかったとき、カーブの大きさによっては、一時的にシステムが隣の車線の車両に反応する
場合があります。このようなときは、短時間加速することで車両の減速を補整することができます。アク
セル ペダルをはなすと、システムは再び作動状態となり速度を自動制御します。

発進
例えば以下の状況では、車両が自動的に発進できない場合があります：

‒ きつい上り坂。
‒ 路面の隆起の前。
‒ 重いトレーラーをけん引している場合。

これらの場合はアクセル ペダルを踏みます。

天候
天候や光の条件が良くない状況では、以下の制限が生じる場合があります：

‒ 車両が検知しにくくなる。
‒ すでに検知された車両が一時的に見えなくなる。

注意して走行し、現在の交通状況に自ら対応してください。必要に応じてブレーキ、ステアリングや回避
操作などにより積極的に介入を行ってください。

駆動力
急勾配の道でも希望速度が維持されます。上り坂で駆動力が不十分だと、その速度を下回ることがありま
す。

走行モードに応じて、例えば下り坂や上り坂などの状況によっては、設定された希望速度を上回ったり下
回ったりする場合があります。

Assisted Driving Mode



Assisted Driving Mode

原理

$ アニメーション：渋滞アシスタント付ステアリング/レーン コントロール アシスト

Assisted Drivingは、車間距離維持システムにレーン コントロール付きステアリングアシストをプラスし
た機能です。このシステムは、車両を車線内に維持するように運転者をサポートします。そのために、この
システムはカーブ走行のときなどにサポートとしてステアリング操作を実行します。

一般事項
速度に応じて、システムは車線の境界または前走車を目標にします。

ステアリング ホイールのセンサーが、ドライバーがステアリング ホイールに触れているかを検知します。

安全に関する注意事項

$ 交通状況に注意し、運転スタイルを状況に合わせる

概要
ステアリング ホイールのボタン
ボタン 機能

最後に作動した走行速度制御システムをオン/オフにします。

走行速度制御システムを中断および再開します。

希望の走行速度制御システムを選択します。

現在の速度を記憶します。

制限速度アシスト：提案された速度を手動で適用します。



速度を設定します。

センサー
このシステムは以下のセンサーにより制御されます：

‒ フロント ウィンドウの裏のカメラ。
‒ フロント レーダー センサー。
‒ フロント サイド レーダー センサー。
‒ リア サイド レーダー センサー。

詳しい情報：

! 車両のセンサー 。

機能の前提条件
‒ 速度が210km/h未満であること。
‒ 走行車線幅が十分であること。
‒ 両手がステアリング ホイールに触れていること。
‒ カーブ半径が十分に大きいこと。
‒ 車線の中央を走行すること。
‒ ターン インジケーターはオフの状態。
‒ センサーの補正プロセスが終了していること。
‒ 車間距離維持システムが作動している。
‒ 運転席側シートベルト装着済み。
‒ 正面衝突警告が作動している。
‒ 側方衝突警告が有効。

Assisted Driving Modeをオンにする
1. 必要に応じてボタンを押します。

2. 必要に応じてボタンを何度か押して、Assisted Drivingを選択します。



ステアリング ホイール マークが灰色に点灯します。

システムはスタンバイ状態で、ステアリング操作を実行しません。

全ての機能前提条件が満たされると、システムは自動的にオンになります。

ステアリング ホイール マークが緑色に点灯します。

システムは作動中です。

システムが有効になっているときには、正面衝突警告と側面衝突警告が有効になっています。

Assisted Drivingを自動的に中断する
例えば以下の状況では、システムがドライバーを支援するためのステアリング動作を自動的に中断しま
す：

‒ 速度が210km/h以上のとき。
‒ ステアリング ホイールから手を放したとき。
‒ ステアリングを急に操作した場合。
‒ 自車の車線を離れた場合。
‒ ターン インジケーターがオンにされた場合。
‒ 車線が非常に狭い場合。
‒ 車線境界線が検知されず、前走車がない。
‒ 車間距離維持システム付きクルーズ コントロールが中断される。
‒ 運転席側のシート ベルトが外される。

ステアリング ホイール マークが灰色に点灯します。

システムはスタンバイ状態で、ステアリング操作を実行しません。

全ての機能前提条件が満たされると、システムは自動的にオンになります。

メーターパネル内の表示
マーク 説明



ステアリング ホイール マークが灰色：

システムはスタンバイ状態です。

ステアリング ホイール マークが緑色：

システムが作動しています。

このシステムは、車両を車線内に維持するようにサポートします。

ステアリング ホイール マークが黄色に点滅：

車線の境界を越えました。

必要に応じて、ステアリング ホイールが振動します。

ステアリング ホイール マークが黄色、場合によっては信号音が鳴る：

システムの遮断が差し迫っています。

ステアリング ホイール マークが赤色で点滅し、信号音が鳴る：

システムがオフになります。

ステアリング ホイール マークが黄色：

両手がステアリング ホイールをつかんでいません。システムはオンの状
態に保たれます。

ステアリング ホイールを手でつかみます。

ステアリング ホイール マークが赤色、信号音が鳴る：

両手がステアリング ホイールをつかんでいません。システムの遮断が差
し迫っています。

システムは必要に応じて速度を下げて停止させます。

システムは場合によってはステアリング操作のサポートを実行しませ
ん。

ステアリング ホイールを手でつかみます。

ステアリング ホイールでの表示



ステアリング ホイールでの表示

装備に応じて、メーターパネルの表示と同じように、キーボード上で両方のLEDが点灯します。

ステアリング ホイールの表示は、必要に応じてオン/オフにすることができます。

1. ボタンを押します。

2. 「ドライバー アシスタンス」
3. 「ステアリングからのフィードバック」
4. 「ライトエレメント」
5. 希望する項目を選択します。

ヘッドアップ ディスプレイの表示
装備に応じて、ヘッドアップ ディスプレイにもシステムの情報を表示させることができます。

システムの限界
一般事項
特定の状況では、システムを作動できないか、または有効に使用できません。

安全に関する注意事項

$ システムの限界に注意する



センサーのシステム限界
詳しい情報：

‒ ! カメラ 。
‒ ! レーダー センサー 。

ステアリング ホイール上の両手
以下の状況では、ステアリング ホイールへの手の接触がセンサーによって検知されません：

‒ 手袋を着用した運転。
‒ ステアリング ホイールの保護カバー。

狭い車線
以下の状況など、狭い車線を走行する場合、システムを作動できないか、または有効に使用できません：

‒ 建設工事区間。
‒ 装備に応じて、緊急レーンが設けられている場合。
‒ 市街地で。

天候
天候や光の条件が良くない状況では、以下の制限が生じる場合があります：

‒ 車両と車線の境界が検知しにくくなる。
‒ 複数台の車両と車線境界線を検知している場合の一時的な中断。

注意して走行し、現在の交通状況に自ら対応してください。必要に応じてブレーキ、ステアリングや回避
操作などにより積極的に介入を行ってください。

レーン チェンジ アシスト

原理

$ アニメーション：レーン チェンジ アシスト

レーン チェンジ アシストはさらに、複数の車線がある道路で車線を変更するのをサポートします。

一般事項
このシステムは、Assisted Drivingのセンサーを使用します。

安全に関する注意事項



$ 人が判断をする

さらに、Assisted Drivingの注意事項が適用されます。

詳しい情報：

! Assisted Driving Mode 。

機能の前提条件
‒ Assisted Driving機能の前提条件が整っている。! Assisted Driving Mode 。
‒ 歩行者や自転車がいない道路、および対向車線に対して構造的に独立した（例えばガードレールなど）
道路を走行。

‒ 車線の境界が検知されていること。
‒ 速度が最高180km/hである。
‒ 最低速度は国に応じて異なります。

レーン チェンジ アシストをオン/オフにする
1. ボタンを押します。

2. 「ドライバー アシスタンス」
3. 「走行」
4. 「Assisted Driving」
5. 「車線変更アシスト」

車線変更
1. 車線変更が許可される交通状況であることを確認します。



2. ターン インジケーター レバーを希望の方向に、短時間点滅用の軽く止まる位置まで押します。
少し時間が経つと、希望する方向にステアリング動作がサポートされていることが感じられます。

車線変更後、システムは車両を新しい車線内に維持するようにサポートします。

車線変更を中止する
車線変更は、ステアリングを反対方向へ動かす、あるいは反対方向のターン インジケーターをオンにする
と中断されます。

メーターパネル内の表示
マーク 説明

ステアリング ホイール マークが緑色。

車線変更用の矢印記号が緑色。

システムは車線変更を実行します。

ステアリング ホイール マークが緑色。

該当する側の車線境界線のラインがグレー。

車線変更の要求がシステムにより検知されました。車線変更は現在行え
ません。

国別仕様に応じて：

ステアリング ホイール マークが緑色。

車線変更用の矢印記号がグレー。

車線変更は行えない、作動条件が満たされていない。

システムの限界



システムの限界
Assisted Drivingシステムの機能が制限されます。

詳しい情報：

! Assisted Driving Mode 。

アシステッド ドライビング プラス

原理

$ アニメーション：アシステッド ドライビング プラス

Assisted Driving Plusは、渋滞状況下の運転をサポートします。

その際、サポートするステアリング動作はドライバーによる積極的なステアリング操作がなくても行われ
ます。

一般事項
このシステムは、Assisted Drivingのセンサーを使用します。

安全に関する注意事項

$ 人が判断をする

さらに、Assisted Drivingの注意事項が適用されます。

詳しい情報：

! Assisted Driving Mode 。

機能の前提条件
‒ Assisted Drivingの機能前提条件が整っており、Assisted Drivingとステアリング ホイールのLEDディス
プレイが作動している。! Assisted Driving Mode 。

‒ この機能は、高速道路などの特定の道路タイプでのみ使用可能です。
‒ 路上に人や自転車がいない道の走行。
‒ 走行車線幅が十分であること。
‒ 車線境界線と前走車検知される。
‒ 速度が約60km/h以下である。
‒ 運転者が交通状況に注意を払っていることがメーターパネルのドライバー注意喚起カメラにより検知さ
れている。



‒ 車両の通常使用国以外で走行する場合、アシステッド ドライビング プラスをその国で有効にする必要が
あります。

Assisted Driving Plusをオン/オフにする
1. ボタンを押します。

2. 「ドライバー アシスタンス」
3. 「走行」
4. 「Assisted Driving」
5. 「Assisted Driving Plus」

Assisted DrivingがオンになっておりAssisted Driving Plusが機能するための前提条件がすべて整っている
場合には、自動的にAssisted Driving Plusが提供されます。

ステアリング ホイールで2個の緑色のLEDが点灯します。

メーターパネルの表示灯が緑で表示されます。

システムが、運転中のドライバーのサポートを開始します。

メーターパネル内の表示
マーク 説明

表示灯が緑色：システムが作動中です。

表示灯が白色：システムはスタンバイ状態です。

ステアリング ホイールでの表示



ボタン エリア上の両方のLEDがメーターパネルでの表示と同じように点灯します：

‒ 緑：システムがオンになっています。
‒ 黄色：システムが中断されます。ステアリング ホイールを手でつかみます。
‒ 赤色：システムがオフになります。すぐにステアリング ホイールを手でつかみます。

システムの限界
一般事項
Assisted Drivingシステムの機能が制限されます。

詳しい情報：

! Assisted Driving Mode 。

ドライバー注意喚起カメラ
交通状況には常に注意してください。

ドライバー注意喚起カメラは、ドライバーが交通状況に注意を払っているかどうかを検知します。

以下のような状況では、ドライバー注意喚起カメラの機能が制限される可能性があります：

‒ ステアリング ホイールによりドライバー注意喚起カメラが覆われている場合。
‒ 赤外線の防止効果の高いサングラスにより。

制限速度アシスト

原理
制限速度アシストは、制限速度を守るようにサポートします。提案される速度を適用することができます。

一般事項



一般事項
車両のシステム、例えば制限速度情報は、制限速度情報の変更を検知すると、この新しい速度値を以下の
システム用に適用することができます：

‒ 手動スピードリミッター。
‒ クルーズ コントロール。
‒ 車間距離維持システム。
‒ Assisted Driving Mode。

この速度値を新しい希望速度として適用することが提案されます。速度値を適用するには、該当するシス
テムがオンになっていなければなりません。

装備、ターゲット システム、国別仕様に応じて、この値が自動的に適用される場合があります。

安全に関する注意事項

$ 交通状況に注意し、運転スタイルを状況に合わせる

$ 交通状況に注意し、速度を状況に合わせる

概要
ステアリング ホイールのボタン
ボタン 機能

提案された速度を手動で適用します。

速度を設定します。クルーズ コントロール参照。

制限速度アシストをオン/オフにする



1. ボタンを押します。

2. 「ドライバー アシスタンス」
3. 「走行」
4. 「制限速度アシスト」
5. 「制限速度」
6. 希望する設定を選択します：

‒ 「自動適用」：装備に応じて、検知された制限速度が自動的に適用されます。
‒ 「手動適用」：検知された制限速度を手動で適用することができます。
‒ 「予測の表示」：現在の制限速度と先にある制限速度が、適用されずにメーターパネルに表示されま
す。

‒ 「現在の制限速度を表示」：現在の制限速度が、適用されずにメーターパネルに表示されます。
‒ 「オフ」：国別仕様に応じて、制限速度情報と制限速度アシストがオフになります。必要に応じて、
他の予測制御を行うコンフォート機能がオフになります。

詳しい情報：

! 制限速度情報 。

メーターパネル内の表示
システムおよび走行速度制御システムがオンになっている場合、メーターパネルにメッセージが表示され
ます。

マーク 機能

制限速度変更の検知と即座の適用。

マークの後ろに距離が記載されているときは、場合によって制限速度の
変更が前方にあることを知らせています。

表示灯が緑色に点灯する：検知された制限速度をSETボタンで適用する
ことができます。

適用されると、緑色のチェック マークが表示されます。

自動取込み
自動モードでは検知された制限速度が自動的に、装備に応じて車間距離維持システムまたは手動スピード
リミッターに適用されます。



自動適用の後、ボタンを押すことによって、最後に設定された希望速度の値に戻すことができます。

手動取込み
検知された制限速度を手動でアクティブ走行速度制御システムに適用することができます。

SETマークが表示されたら、ボタンを押します。

速度調節
原理
制限速度を正確にそのまま適用するか、誤差をもたせて適用するかを設定することができます。

一般事項
すべての制限速度に対する速度調整および60km/h未満の制限速度に対する追加速度調整を設定することが
できます。

60km/h未満の制限速度に対する追加速度調整をオンまたはオフにすることができます。

速度適合を設定する
1. ボタンを押します。

2. 「ドライバー アシスタンス」
3. 「走行」
4. 「制限速度アシスト」
5. 希望する設定を行います：

‒ 「制限速度を調整する」：すべての制限速度で適用される速度調整の許容差を設定します。
‒ 「第2調整 最高」：追加速度調整をオンまたはオフにします。
‒ 「制限速度を調整する」：追加速度調整がオンの場合、60km/h未満の制限速度での許容誤差を設定
します。

システムの限界



システムの限界
制限速度アシストは制限速度情報システムに基づいています。

制限速度情報のシステム限界を考慮します。

国別仕様に応じて、ナビゲーション システムからの速度情報の場合など、先にある制限速度を適用するこ
とができなかったり、限られた範囲でのみ適用することができる場合があります。

車間距離コントロールなしのクルーズ コントロール：システム条件により、制限速度を自動で適用するこ
とはできません。

この先の制限速度は、車間距離維持システム付きクルーズ コントロールにのみ適用することができます。

詳しい情報：

‒ ! 制限速度情報システムの限界 。
‒ ! センサーのシステム限界 。

速度をルートに適合させる

原理
車間距離維持システムを作動すると車両がルートに合わせて速度を自動的に調整するように、システムを
設定することができます。

例えば以下の状況では、必要に応じて速度が遅くなります：

‒ 右左折の手前。
‒ ロータリーの手前。
‒ カーブの手前。
‒ 高速道路または類似の道路の出口手前。

安全に関する注意事項

$ 交通状況に注意し、運転スタイルを状況に合わせる

さらに、クルーズ コントロール、車間距離維持システムおよびAssisted Drivingの注記も守ってくださ
い。

詳しい情報：

‒ ! クルーズ コントロール 。
‒ ! 車間距離維持システム 。
‒ ! Assisted Driving Mode 。

機能の前提条件
状況に応じて、さまざまな機能前提条件が整っていることが必要です。



‒ クルーズ コントロールと車間距離維持システムが作動している。
‒ 高速道路または類似の道路の走行。
‒ ナビゲーション システム：ルート案内が有効になっている。Apple CarPlayまたはAndroid Autoでナビ
ゲーション ソフトウェアを使用する場合には、例えばナビゲーションの指示に違いが出るなど機能が制
限されることがあります。

‒ 車両を使用する国でこの機能を利用できることが前提になります。

速度を自動的にルートに適合させる
1. ボタンを押します。

2. 「ドライバー アシスタンス」
3. 「走行」
4. 「ルート/交差点アシスト」
5. 「道路状況に合わせた速度自動調整」

システムの限界
国別仕様によって、またはその時点で車両が走行している国によって、機能を利用することができないこ
とがあります。

ナビゲーション システムが車両の位置を一意で特定することができない場合には、システムがこれから走
行しようとするルートにまったく反応しない、または正常に反応しないことがあります。

トレーラーをけん引しているときには、このシステムを使用することができません。

さらに、クルーズ コントロール、車間距離維持システム、Assisted Drivingおよび制限速度アシストの各
システムの限界値が適用されます。



BMW iX.

駐車する

車両装備
この章では、モデルに応じて現在および今後提供される装備、システム、機能について、それらがお客様
の車両にない場合も含めて説明されています。

詳しい情報：

! 車両装備 。

パーキング アシスタント システム

一般事項
パーク アシスト システムにはさまざまな個別システムが含まれます。個別システムは、駐車および切り返
し操作またはバックの際に、アシスタント機能、センサーおよびさまざまなカメラ ビューでサポートを行
います。

詳しい情報：

‒ ! パーク ディスタンス コントロール、PDC 。
‒ ! エマージェンシー ブレーキ機能、アクティブ パーク ディスタンス コントロール 。
‒ ! ペダル踏み間違い急発進抑制機能 。
‒ ! パーキング ビュー 。
‒ ! リア ビュー カメラ 。
‒ ! パノラマ ビュー 。
‒ ! リモート3Dビュー 。
‒ ! パーキング アシスタント 。
‒ ! 操作アシスト 。
‒ ! 後退アシスト 。
‒ ! 横方向交通警告 。

概要

インデックスA–Z ""検索 #



概要
車両のボタン

パーキング アシスタント ボタン

センサー
パーク アシスト システムは、以下のセンサーにより制御されます：

‒ フロント/リア バンパー内の超音波センサー。
‒ サイド超音波センサー。
‒ フロント サイド レーダー センサー。
‒ リア サイド レーダー センサー。
‒ フロント カメラ。
‒ ドア ミラー カメラ。
‒ リア ビュー カメラ。

詳しい情報：

! 車両のセンサー 。

パーキング メニューを呼び出す
いくつかのパーク アシスト システムは、パーキング メニューで設定することができます。



1. ボタンを押します。

2. 「ドライバー アシスタンス」
3. 「パーキング」
4. 希望する設定を行います。

パーキング ビューをオン/オフにする
パーキング アシストボタンで

ボタンを押します。

iDriveからの操作
1. 「メニュー」
2. 「車両アプリ」
3. 「パーキング」

表示
メーターパネル内の表示
メーターパネルに、パーク ディスタンス コントロール（PDC）、パーキング アシスト、操作アシストおよ
び後退アシストの表示を見ることができます。



コントロール ディスプレイの表示
作動しているパーク アシスト システムに応じて、コントロール ディスプレイの表示画面が異なります。

システムのステータス

Assisted View

選択メニュー

1

2

3

1

2

3



機能バー
ファンクション バー、左
左ファンクション バーで、装備に応じてさまざまなビューと設定を選択することができます。

‒ 「パーキングビュー」装備に応じて、実際のカメラ画像またはパーク ディスタンス コントロールの
ビューが表示されます。

‒ 「アシストビュー」周辺の様子を省いて車両を上から見たイラストが表示されます。
‒ 「パノラマビュー」車両前を横切る交通参加者が表示されます。
‒ 「その他」
‒ 「3Dビュー」3D画像が表示されます。
‒ 「トレーラーヒッチビュー」トレーラー ヒッチのズームをオンにすることができます。
‒ 「洗車機ビュー」洗車機に入るときには、走行中の車線の表示をオンにすると進入しやすくなり
ます。

‒ 「カメラ清掃」必要に応じて、フロントカメラとリア ビュー カメラのクリーニング機能をオン
にすることができます。

‒ 「設定」パーキング メニューで設定することができます。

ファンクション バー、右
右ファンクションバーに、パーキング アシスト機能が表示されます：

ファンクション バー、左

カメラ画像

選択ウィンドウ

ファンクション バー、右

1
2 3 4

1

2

3

4



‒ パーク アシスト システム ウィンドウのステータス。
‒ パーキング アシストの利用可能なパーキング方法。
‒ 後退アシストの機能。
‒ 操作アシストの機能。
‒ 機能不良時の追加情報。

パーク ディスタンス コントロール（PDC）

原理

$ アニメーション：パーク ディスタンス コントロール（PDC）

パーク ディスタンス コントロール（PDC）は、駐車をサポートします。音と表示による警告で、車両前方
または後方の障害物の存在が通知されます。

サイド超音波センサーが障害物を検知すると通知があります。

一般事項
システムの検知可能距離は、障害物と環境に応じて、約2mです。

対象物までの距離が約70cmで衝突の危険がある場合、警告音が出されます。

車両の後方に障害物がある場合は、距離が約1.50mになった時点ですでに警告音が出されます。

さらに、メーターパネルの中央表示範囲のAssisted ViewにPDCの値が表示されます。

安全に関する注意事項

$ 交通状況に注意し、運転スタイルを状況に合わせる

$ スピードを出しながらPDCを使用しない

概要
センサー
このシステムは以下のセンサーにより制御されます：

‒ フロント/リア バンパー内の超音波センサー。
‒ サイド超音波センサー。

PDCをオン/オフにする



PDCをオン/オフにする
システムを自動的にオンにする
システムは以下の状況で、自動的にオンになります：

‒ 走行スタンバイがオンの状態でセレクター レバー ポジションRに入れたとき。
‒ 速度が約4km/hより遅いときに、検知された障害物に近づく場合。オンになるときの距離はそれぞれの
状況に左右されます。

障害物を検知した場合の自動スイッチ オンはオン/オフにすることができます。

1. ボタンを押します。

2. 「ドライバー アシスタンス」
3. 「パーキング」
4. 「PDC自動起動」

システムを自動的にオン/オフにする
前進走行中に特定の走行距離または速度を超えると、このシステムが自動的にオフに切り換わります。

システムを手動でオン/オフにする

ボタンを押します。

‒ オン：LEDが点灯します。
‒ オフ：LEDが消灯します。

ボタンを押したときにリバース ギアにシフトされている場合、リア ビュー カメラの画像が表示されます。

国別仕様によっては、リバース ギアに入っていると、システムを手動でオフにすることができません。

音による警告
一般事項
障害物に近づくと、断続音による警告が行われます。例えば車両の左後方に物体が検知された場合、左リ
ア スピーカーから警告音が出力されます。

物体までの距離が短くなるにつれ、断続音の間隔が短くなります。

検知された障害物との距離が約20cm未満になると、連続音が鳴ります。



車両の前と後ろに同時に障害物があり、その距離が約20cm未満になると、交替で連続音が鳴ります。

断続音と連続音は、セレクター レバーをポジションPにシフトすると鳴り止みます。

車両を停止すると、しばらくして断続音が鳴り止みます。

音量を調整する
音響警報の音量を調節することができます。

1. ボタンを押します。

2. 「ドライバー アシスタンス」
3. 「パーキング」
4. 「PDC音量」
5. 希望する値を設定します。

音響警報をオフにする
国別仕様によっては、実行中の駐車手順に対して音響警報をオフにすることができます。

駐車手順の開始後、コントロール ディスプレイのステータス フィールドのマークを押します。

次回の走行時には、音響警報が自動的に再びオンになっています。

視覚的な警告

このシステムをオンにすれば、物体に接近している様子がコントロール ディスプレイとメーターパネルに
表示されます。

離れた所にある物体が、信号音が鳴るよりも前に表示されます。



センサーの検知範囲で障害物が検知された場合、検知範囲は緑、黄、赤で表示されます。

ビューに応じて走行ライン、最小旋回円および障害物マークが表示されるため、駐車に必要なスペースを
より良く判断することができます。

横方向交通警告：装備に応じて、自車の前方または後方の左右方向から接近する車両があると、このディ
スプレイに警告が表示されます。

横方向パーキング エイド
原理
横方向パーク ディスタンス コントロールは、車両の左右に障害物がある場合に警告を発します。

表示

車両のサイド部を保護するために、車両の横側に障害物マークが表示されます。

‒ カラーのマーク：検知された障害物があることを警告しています。
‒ 灰色のマーク、斜線が入った面：障害物は検知されませんでした。
‒ マークなし、黒い面：車両の横の領域がまだ検知されていません。

横方向パーキング エイドの限界
このシステムは、通過する際にあらかじめセンサーによって検知された静止状態の障害物のみを表示しま
す。

障害物が後で動くかどうかを検知することはできません。停止状態でしばらく経過すると、このマークが
消えます。車両の左右部分をあらためて検知する必要があります。

トレーラー ソケットを使用している場合またはトレーラーけん引がオンになっている場合、このシステム
を使用することができません。

システムの限界



安全に関する注意事項

$ システムの限界に注意する

トレーラーけん引
トレーラーを連結しているときに、トレーラー ソケットを使用している場合またはトレーラー モードがオ
ンになっている場合には、リアPDC機能がオフになります。

マークがコントロール ディスプレイに表示されます。

装備に応じて、コントロール ディスプレイにセンサーの検知範囲が暗く表示されます。

センサーのシステム限界
詳しい情報：

! 超音波センサー 。

警告の誤作動
システム限界に達すると、誤った警告が出されるおそれがあります。

警告の誤作動を低減するため、例えば自動洗車機などで障害物が検知される場合は、PDCの自動オンを必
要に応じてオフにします。

故障
チェック コントロール メッセージが表示されます。

マークがコントロール ディスプレイに表示されます。

センサーの検知範囲が、コントロール ディスプレイに表示されません。

パーク ディスタンス コントロール（PDC）が機能停止している。システムの点検をメーカーのサービス
パートナーまたはその他の認定サービス パートナーあるいは専門ワークショップに依頼してください。

エマージェンシー ブレーキ機能、アクティブPDC

原理



原理
エマージェンシー ブレーキ機能アクティブPDCは、衝突の危険が迫っているときにエマージェンシー ブ
レーキを作動させます。

一般事項
システムには限界があるので、あらゆる状況で衝突を回避できるわけではありません。

この機能は、徐行速度以下で後進走行する場合に使用することができます。

アクセル ペダルを操作すると、ブレーキ介入が中止されます。

エマージェンシー ブレーキの作動により車両が停止した後は、障害物に当たらないようにさらに接近する
ことができます。接近するにはアクセル ペダルを軽く操作してから、再び放します。

アクセル ペダルを踏み続けると、車両が発進します。手動ブレーキはいつでも可能です。

安全に関する注意事項

$ 交通状況に注意し、運転スタイルを状況に合わせる

$ トレーラーけん引中にパーキング アシストを使用しないこと

$ 交通状況に注意し、状況によっては介入してください

概要
センサー
このシステムは以下のセンサーにより制御されます：

‒ フロント/リア バンパー内の超音波センサー。
‒ サイド超音波センサー。

アクティブPDCを一時的にオフにする
エマージェンシー ブレーキングが作動すると、コントロール ディスプレイのパーキング ビューで一時的に
この機能がオフになります。

1. 「障害物検知。緊急ブレーキが作動しました。」
2. 「一時的に無効化」
この状況での走行続行中に、さらなるエマージェンシー ブレーキは行われません。

次の走行時には、このシステムが自動的に再起動します。

設定



車両のどの範囲をシステムでサポートするかを設定することができます。

1. ボタンを押します。

2. 「ドライバー アシスタンス」
3. 「パーキング」
4. 「アクティブPDC緊急ブレーキ機能」
5. 希望する項目を選択します。

システムの限界
例えば以下のような状況のとき、システムは使用できません：

‒ トレーラーけん引モードの場合。

必要な場合は、システムを一時的にオフにします。

パーク ディスタンス コントロール（PDC）およびパーキング アシストのシステムの限界が適用されます。

詳しい情報：

‒ ! パーク ディスタンス コントロール、PDC 。
‒ ! パーキング アシスタント 。

ペダル踏み間違い急発進抑制機能

原理
発進時に衝突の危険があると、ペダル踏み間違い急発進抑制機能が駆動力を抑えます。

一般事項
車両近くで障害物が検知されると、加速度を落とします。これにより、必要に応じて接触する前に手動で
ブレーキをかけることができます。

車両の後方で障害物が検知されると、このシステムがブレーキをかけます。

安全に関する注意事項

$ 交通状況に注意し、運転スタイルを状況に合わせる



$ トレーラーけん引中にパーキング アシストを使用しないこと

$ 交通状況に注意し、状況によっては介入してください

概要
センサー
このシステムは以下のセンサーにより制御されます：

‒ フロント/リア バンパー内の超音波センサー。
‒ サイド超音波センサー。

機能の前提条件
‒ 車両停止時に、セレクター レバーをポジションD、BまたはRに入れたとき。
‒ 車両の前方または後方に障害物が検知されたとき。
‒ アクセル ペダルが、ほぼエンド ポジションまで強く押されます。
‒ セレクター レバー ポジションのシフト後および障害物検知後すぐに、アクセル ペダルが押されます。

ペダル踏み間違い急発進抑制機能をオン/オフにする
1. ボタンを押します。

2. 「ドライバー アシスタンス」
3. 「パーキング」
4. 「発進モニター」
5. 「発進モニター」

必要に応じてチェック コントロール メッセージが表示されます。

国別仕様に応じて、次回の走行時には、システムが自動的に再びオンになっています。

駆動力の低減を取り消す
以下の状況では駆動力の低減が解除されます：

‒ アクセル ペダルから足を放したとき。
‒ 特定の距離を走行したとき。
‒ 特定の時間が経過した後。
‒ アクセル ペダルが2回深く踏まれた後。

表示



表示

システムが障害物を検知すると、コントロール ディスプレイおよびメーターパネルにマークと該当する通
知が表示されます。

システムの限界
トレーラー ソケットを使用しているとき、または例えばトレーラーや自転車キャリアを付けてトレーラー
けん引モードで走行しているときには、このシステムはオフになります。

パーク ディスタンス コントロール（PDC）およびパーキング アシストのシステムの限界が適用されます。

詳しい情報：

‒ ! パーク ディスタンス コントロール、PDC 。
‒ ! パーキング アシスタント 。

パーキング ビュー

原理

$ アニメーション：パーキング ビュー

パーキング ビューは、パーク ディスタンス コントロールとさまざまなカメラ アングルを表示して駐車や
切り返し操作をサポートします。このために、車両周囲の領域がコントロール ディスプレイに表示されま
す。

一般事項
複数のカメラが、選択可能な各アングルから表示範囲を検知します。

ビューに応じて車両の周囲または部分領域が表示されます。

国別仕様によっては、自動またはセミ オートマチック カメラ アングルが表示されます。

カメラ アングルに応じて、以下のアシスタント機能が自動的に表示されます：

‒ 横方向パーキング エイド。
‒ ドア開度。

走行ラインや最小旋回円などのリア ビュー カメラのアシスタント機能を表示させることができます。



詳しい情報：

! リア ビュー カメラのアシスタント機能 。

安全に関する注意事項

$ 交通状況に注意し、運転スタイルを状況に合わせる

概要
センサー
このシステムは、以下のカメラによって制御されます：

‒ フロント カメラ。
‒ ドア ミラー カメラ。
‒ リア ビュー カメラ。

パーキング ビューをオン/オフにする
システムを自動的にオンにする
走行スタンバイ状態でセレクター レバーをポジションRに入れると、システムが自動的にオンになりま
す。

システムを自動的にオン/オフにする
ある走行距離または速度を超えると、システムがオフに切り換わります。

システムを手動でオン/オフにする

ボタンを押します。

前進走行中は、ある速度以上になるとシステムを手動でオンにすることができません。

コントロール ディスプレイの表示
概要



自動カメラ アングル
自動カメラ アングルは操舵に応じて走行方向の状況を示します。

このアングルはそれぞれの走行状態に対応します。

障害物が検知されると、バンパーの前方または後方の領域の固定表示に切り換わるか、必要に応じてサイ
ド ビューに切り換わります。

リバース ギアにシフトすると、場合によっては自動カメラ アングルが終了し、システムがセミ オートマ
チック カメラ アングルを後方に設定します。必要に応じて、リバース ギアにシフトしたときに自動カメラ
アングルを手動で選択してください。現在の駐車動作用に自動カメラ アングルが維持されます。

セミ オートマチック カメラ アングル
駐車方向と選択しているセレクター レバー ポジションに応じて、車両前後付近の固定カメラ アングルが表
示されます

サイド ビュー

左ファンクション バー

カメラ画像

選択ウィンドウ

自動アングル

セミ オートマチック アングル

サイド ビュー
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サイド ビューは車両右側または左側用に選択することができます。

サイド ビューは、縁石やその他のサイドの障害物の横に車両を移動させる際に、サイドの様子を表示して
アシストします。

サイド ビューは後方から前方に向けてモニターし、危険がある場合は自動的に障害物に焦点を合わせま
す。

3Dビュー
3Dビューを選択すると、コントロール ディスプレイに円軌道が表示されます。

設定したアングルを円軌道上で選択することができます。

現在のアングルがカメラ マークで示されます。

この機能を終了するには、別のカメラ機能を選択します。

横方向パーキング エイド
原理
横方向パーク ディスタンス コントロールが自動的に表示され、車両の左右に障害物がある場合に警告を発
します。

表示

車両のサイド部を保護するために、車両の横側に障害物マークが表示されます。

‒ マークなし：障害物は検知されませんでした。
‒ カラーのマーク：検知された障害物があることを警告しています。

横方向パーキング エイドの限界
このシステムは、通過する際にあらかじめセンサーによって検知された静止状態の障害物のみを表示しま
す。



障害物が後で動くかどうかを検知することはできません。そのため表示内のマークは、停車時にしばらく
経つと表示されなくなります。この場合は、車両付近の領域をあらためて検知する必要があります。

ドア開度
原理
障害物マークがオンになっている場合、パーキング ビューは必要に応じて、ドア開度を制限する固定障害
物を表示します。

システムは、接近する道路利用者に対する警告を出しません。

表示

セレクター レバー ポジションがPのときに、ドアの最大開度が表示されます。

表示の限界
技術的な理由により、車両の周囲が歪んで表示されます。

コントロール ディスプレイでドア開度のマークが他の物体に重なっていなくても、他の物体の横に駐車す
る場合は以下に注意してください：

アングルのせいで、高い位置で突出した物体は、コントロール ディスプレイで見るよりも実際はもっと近
い場合があります。

トレーラー ヒッチ ビュー
一般事項
トレーラーの連結を容易にするため、トレーラー ヒッチの付近を拡大して表示することができます。

表示を拡大する場合は、場合によってはいくつかの障害物が画面から見えなくなることに注意してくださ
い。



トレーラー ヒッチ ビューをオン/オフにする
1. ボタンを押します。

2. 「その他」
3. 「トレーラーヒッチビュー」

表示

2つの静止した円セグメントはトレーラーとトレーラー ヒッチ間の距離を示しています。

ステアリング アングルに応じたドッキング ラインにより、トレーラーをトレーラー ヒッチにねらいを定め
ることができます。

洗車機ビュー
原理
洗車機ビューは、洗車機に車両を入れるのをサポートします。

洗車機ビューをオン/オフにする
1. ボタンを押します。



2. 「その他」
3. 「洗車機ビュー」

表示

自車がいる車線が表示されるので、洗車機に容易に入ることができます。

機能制限
以下の状況では、システムは制限付きでのみ利用できます：

‒ 光の条件が良くない場合。
‒ カメラが汚れている場合。
‒ ドアが開いている場合。
‒ ラゲッジ ルームを開いた場合。
‒ ドア ミラーが折りたたまれている場合。

カメラ画像に灰色で網掛けされている面は、例えば開いているドアなど、現在表示されていない部分を意
味します。

システムの限界
センサーのシステム限界
詳しい情報：

‒ ! カメラ 。

カメラで捉えられない領域
カメラ アングルの都合上、車両下の地面はカメラで捉えることはできません。

障害物の検知



非常に低い位置の障害物や高い位置で突出した物体（壁の盛り上がりなど）は、システムによって検知で
きません。

コントロール ディスプレイに表示される物体は、場合によっては、見た目よりも近くにあります。物体と
の距離をコントロール ディスプレイで判断しないでください。

いくつかのアシスタント機能はパーク ディスタンス コントロールPDCのデータも考慮します。

詳しい情報：

! パーク ディスタンス コントロール、PDC 。

故障
カメラの故障はコントロール ディスプレイに表示されます。

マークが表示され、機能停止したカメラの検知範囲がコントロール ディスプレイに斜線で表示されます。

リア ビュー カメラ

原理

$ アニメーション：リア ビュー カメラ

リア ビュー カメラは、バックで駐車するときや操車するときにサポートします。このために、車両後方領
域がコントロール ディスプレイに表示されます。

さらに、走行ラインや最小旋回円などのアシスタント機能を表示させることができます。

安全に関する注意事項

$ 交通状況に注意し、運転スタイルを状況に合わせる

概要
センサー
このシステムはリア ビュー カメラを介して制御されます。

機能の前提条件



機能の前提条件
‒ ラゲッジ ルームが完全に閉まっている。
‒ カメラ付近を清潔に保ち、遮るものがないようにします。

リア ビュー カメラをオン/オフにする
システムを自動的にオンにする
走行スタンバイ状態でセレクター レバーをポジションRに入れると、システムが自動的にオンになりま
す。

システムを自動的にオン/オフにする
前進走行中に特定の走行距離または速度を超えると、このシステムが自動的にオフに切り換わります。

システムを手動でオン/オフにする

ボタンを押します。

前進走行中は、ある速度以上になると手動でリア ビュー カメラをオンにすることができません。

リア ビュー カメラのアシスタント機能
一般事項
リア ビュー カメラのカメラ画像にはアシスタント機能が表示され、容易に駐車および操車することができ
るように支援します。

アシスタント機能をオン/オフにする
複数のアシスタント機能を同時に作動させることができます。

1. ボタンを押します。

2. 「ドライバー アシスタンス」
3. 「パーキング」
4. 希望する設定を選択します：

‒ 「駐車ガイド線」車幅確認線と旋回予想線が表示されます。
‒ 「障害物マーク」装備に応じて、パーク ディスタンス コントロール（PDC）で検知された障害物が
マークで表示されます。



駐車補助線

車幅確認線

走行ラインは、平坦な路面で駐車や切り返しをするときに必要なスペースを予測するのに役立ちます。

そのときのステアリング ホイールの切れ角に応じて、走行ラインを継続的に調整します。

旋回予想線

最小旋回円は、必ず走行ラインと一緒にカメラ画像に表示されます。

このラインは、最小旋回直径をもとに平らな路面上に描いた軌跡線です。

ステアリング ホイールの角度が一定以上になると、旋回予想線は1本しか表示されません。

車幅確認線と旋回予想線による駐車サポート



1. 赤色の旋回予想線が駐車スペースの境界と合致するように、車両を移動します。
2. 緑色の車幅確認線が旋回予想線に重なるようにステアリング ホイールを切ります。

検知物表示

車両後方の障害物は、パーク ディスタンス コントロールPDCセンサーによって検知されます。

カメラの画像に障害物マークを表示させることができます。

パーク ディスタンス コントロール（PDC）のマーキングの車間距離を、障害物マークのグラデーションで
示しています。

システムの限界
センサーのシステム限界
詳しい情報：

‒ ! カメラ 。

カメラの作動解除
例えばラゲッジ ルームを開けているときなど、カメラが作動していない場合には、灰色で網掛けされたカ
メラ画像が表示されます。

障害物の検知
非常に低い位置の障害物や高い位置で突出した物体（壁の盛り上がりなど）は、システムによって検知で
きません。

突き出ている荷物、キャリア システムまたはトレーラーにより、カメラの検知範囲が制限されることがあ
ります。

いくつかのアシスタント機能はパーク ディスタンス コントロールPDCのデータも考慮します。

パーク ディスタンス コントロール、PDCの章の注意事項を参照してください。



コントロール ディスプレイに表示される物体は、場合によっては、見た目よりも近くにあります。物体と
の距離をディスプレイで判断しないでください。

パノラマ ビュー

原理
パノラマ ビューは、見通しの悪い所から出る場合や交差点において、車両前方を横切る交通参加者がある
ことを早めにドライバーに知らせます。

一般事項
横の障害物によって隠れている道路利用者は、運転席からでは、気がつくまでに時間がかかります。視野
をより良くするために、フロント カメラとリア ビュー カメラが左右の交通空間をとらえます。

いくつかの領域ではカメラの画像に歪みが生じて、歪み具合も違うので、距離の判断には適しません。

装備によって、この機能を前進走行または後退走行で使用することができます。

安全に関する注意事項

$ 交通状況に注意し、運転スタイルを状況に合わせる

概要
センサー
このシステムは、以下のカメラによって制御されます：

‒ リア ビュー カメラ。
‒ 装備に応じて：フロント カメラ。

パノラマ ビューをオン/オフにする
1. ボタンを押します。

2. 「パノラマビュー」

表示



画面表示内の黄色の線は自車のバンパーを示しています。

選択したセレクター レバー ポジションに応じて、リア ビュー カメラまたはフロント カメラの画像が表示
されます。

機能制限
パーキング ビューの機能が制限されます。

詳しい情報：

! パーキング ビュー 。

システムの限界
パーキング ビュー システムの機能が制限されます。

詳しい情報：

! パーキング ビュー 。

リモート3Dビュー

原理
BMWアプリおよびパーキング ビューの自動カメラ アングルなどのカメラ画像により、モバイル端末機器
に車両の周囲を表示することができます。

この機能は状況のスナップショットを示します。

一般事項



データ保護の理由から、この機能は2時間で3回しか実行できません。

概要
センサー
このシステムは、以下のカメラによって制御されます：

‒ フロント カメラ。
‒ ドア ミラー カメラ。
‒ リア ビュー カメラ。

機能の前提条件
‒ データ伝送が有効になっていること。! データ保護 。
‒ BMWアプリがモバイル端末機器にインストール済みであること。
‒ ConnectedDriveを利用することができる国：既存のConnectedDriveアカウントとリンクしているBMW

IDが有効になっていること。! BMW ID/ドライバー プロファイル 。

リモート3Dビューをオン/オフにする
この機能は、単独または他の機能と一緒にオンまたはオフにすることができます。

1. 「メニュー」
2. 「車両アプリ」
3. 「システム設定」
4. 「データ保護」
5. 希望する項目を選択します。
有効にすると、BMWアプリにリモート3Dビューが呼び出されます。

センサーのシステム限界
詳しい情報：

‒ ! カメラ 。

機能制限
以下のような状況では、機能が使用できなかったり、制限されたりすることがあります：

‒ ドアまたはテールゲートが開いているとき。表示の暗い面は、システムによって検知されない範囲を示
しています。

‒ ドア ミラーが手で折りたたまれた場合。
‒ 車内で他のカメラ機能が実行されている場合。
‒ 車両が徐行速度以下で動いている。
‒ インターネットに接続することができない、または接続状態が悪いとき。

パーキング アシスタント



パーキング アシスタント

原理

$ アニメーション：パーキング アシスタント

$ アニメーション：パーキング アシスタント、駐車スペースから出る

パーキング アシストは、縦列駐車および横列駐車をサポートし、駐車スペースから楽に出られるようにし
ます。

パーキング アシスト プロフェッショナルは、パーキング アシストのコンフォートを高め、利用範囲を広げ
ます。パーキング アシストの駐車方法に加えて、区画線が引いてある駐車場でも駐車することができま
す。

車両装備
このシステムは、お客様の車両にはない場合があります。これは、選択されたオプション装備品や国別仕
様、あるいは、後のリリースやソフトウェア アップデートの可能性などの理由によるものです。このこと
は、システムの個々の機能にも当てはまります。

詳しい情報：

! 車両装備 。

一般事項
駐車方法
このシステムがサポートする駐車方法は以下の通りです：



道路と並行に後ろ向きに駐車する縦列駐車。

道路に対して垂直に後ろ向きまたは前向きに駐車する横列駐車。



縦列駐車スペースから出る。

横列駐車スペースから出る。

操作方法
このシステムの作動原理と操作は、以下の手順に分けることができます：

‒ 駐車スペース サーチ。
‒ オンにする。
‒ 駐車。
‒ 駐車スペースから出る。

低速でまっすぐ前進走行しているときは、常に駐車スペース サーチが作動しています。

超音波センサーが車両の両側の駐車スペースを測定します。



いずれかのパーク アシスト システムが作動しているときには、そのシステムのステータスと必要な対処に
関する指示がコントロール ディスプレイとメーターパネルに表示されます。

パーキング アシスト プロフェッショナルは、以下の境界を確認しながら駐車場を探します。

‒ 隣接する物体。
‒ 駐車スペース ライン。
‒ 縁石の角。

駐車手順
このシステムは最適な駐車軌道または後退軌道を計算し、駐車手順の以下の機能を引き受けます：

‒ ステアリング操作。
‒ 加速およびブレーキ操作。
‒ ギア シフト。

駐車プロセスは自動的に行われます。

縦列駐車から出るときには、自動操車以外のステアリング動作なしに駐車スペースから出られる間は、自
動操車を実行します。

横列駐車から出るときには、駐車スペースから出たらすぐに希望する方向に走行することができるよう
に、車両を完全に駐車スペースから出します。

安全に関する注意事項

$ 交通状況に注意し、運転スタイルを状況に合わせる

$ トレーラーけん引中にパーキング アシストを使用しないこと



$ 交通状況に注意し、状況によっては介入してください

さらに、パーク ディスタンス コントロール（PDC）の安全に関する注意事項が適用されます。

詳しい情報：

! パーク ディスタンス コントロール、PDC 。

概要
センサー
パーキング アシストは以下のセンサーを介して制御されます：

‒ フロント/リア バンパー内の超音波センサー。
‒ サイド超音波センサー。

さらに、パーキング アシスト プロフェッショナルは以下のカメラを介して制御されます：

‒ フロント カメラ。
‒ ドア ミラー カメラ。
‒ リア ビュー カメラ。

機能の前提条件
駐車スペースの測定
‒ 約35km/hまでの直進の前進走行。
‒ 駐車している車両の列との最大距離：1.5m。

適切な駐車スペース
一般事項：

‒ 長さが0.5m以上の物体の後ろにあるスペース。
‒ それぞれの長さが0.5m以上の2つの物体の間のスペース。
‒ 隣接する物体の最小長さ約1m。

道路に対して平行に縦列駐車：

‒ 2つの物体の間の最小長さ：自車の長さ＋約0.8m。
‒ 最小奥行き：約1.5m。

並列駐車：

‒ スペースの最小長さ：車両長さに約0.7mを足した長さ。
‒ 最小奥行：自車の長さ。横列駐車スペースの奥行は自分で判断する必要があります。技術的な限界の理
由で、システムは並列駐車スペースの奥行をおよその値でしか測定できません。

駐車ライン：

駐車スペースを明確にするためのラインを引いておきます。



駐車する
‒ ドアとラゲッジ ルームが閉まっている。
‒ 運転席シート ベルトが着用されている。

駐車スペースから出る
‒ 車両をパーキング アシストを使用して駐車し、車両付近に障害物が検知される。
‒ 車両を手動で後ろ向きに駐車し、車両後方に障害物が検知される。検知された縁石との距離が15cm以上
である。

‒ 駐車スペースが自車より0.8m以上長いこと。

パーキング アシストをオン/オフにする
パーキング アシストボタンで

ボタンを押します。

コントロール ディスプレイとメーターパネルに、その時の駐車スペース サーチのステータスが表示されま
す。

リバース ギアで
セレクター レバーをRポジションにシフトします。

コントロール ディスプレイとメーターパネルに、その時の駐車スペース サーチのステータスが表示されま
す。

iDriveからの操作
1. 「メニュー」
2. 「車両アプリ」
3. 「パーキング」

表示
一般事項
これらのマークは、コントロール ディスプレイの右ファンクションバーおよびメーターパネルに表示され
ます。

システムのステータス
マーク 意味

システムを利用することができない。



システムは作動中です。適切な駐車スペースが検索される。

白色：駐車スペースが選択されている。駐車手順はまだ実行されない。

緑色：駐車手順の実行中。システムがステアリング操作を引き受け、駐車手順を開
始する。

駐車方法
表示されるマークの順序は、駐車方法の優先順に一致します。

マーク 意味

右から後ろ向きに縦列駐車する。

左から後ろ向きに縦列駐車する。

後ろ向きに横列駐車する。

前向きに横列駐車する。

駐車スペース サーチ
‒ 低速でまっすぐ前進走行しているときは、常に駐車スペース サーチが作動しています。パーク アシスト
システムのいずれかが作動している場合、駐車スペース サーチがコントロール ディスプレイおよびメー
ターパネルに表示されます。

‒ パーキング ビューがオンになっていて、駐車スペース サーチが作動しています。適切な駐車ス
ペースが検索されます。

‒ 適切な駐車スペースがコントロール ディスプレイおよびメーターパネルに表示され、信号音が鳴りま
す。

‒ 駐車方法の選択のために、コントロール ディスプレイに選択メニューが表示されます。
‒ 緑色のマークの場合は、駐車手順の実行中です。システムが駐車手順を引き受けます。

駐車手順
パーキング アシストが作動している場合、コントロール ディスプレイに駐車手順が表示されます。

1. ボタンを押します。

2. 「ドライバー アシスタンス」
3. 「パーキング」
4. 「駐車スペース/走行経路の表示」

信号音をオン/オフにする



信号音をオン/オフにする
適切な駐車スペースを知らせる信号音のオン/オフを切り換えることができます。

1. ボタンを押します。

2. 「ドライバー アシスタンス」
3. 「パーキング」
4. 「利用可能時の確認音」

パーク ディスタンス コントロール（PDC）の信号音
国別仕様に応じて、自動駐車手順を実行するとパーク ディスタンス コントロール（PDC）の断続音が鳴り
ます。

検知された障害物との距離が約20cm未満になると、連続音が鳴ります。

パーキング アシスタントを利用して駐車する
1. ボタンを押します。

駐車スペース サーチが作動しています。

2. 約35km/h以下の速度で、1.5m以下の距離をとって、駐車している車両の列の前を前進して通過してい
きます。
駐車スペース サーチのステータスと駐車可能なスペースが、コントロール ディスプレイとメーターパ
ネルに表示されます。

3. コントロール ディスプレイで：提案された駐車スペースのいずれかに駐車する方法を選択します。必要
に応じて、それに続けてもう1つ別の駐車スペースを選択することができます。
メーターパネルで：提案された駐車方法をステアリング ホイールのダイヤルで選択します。

システムが駐車手順を引き受けます。

4. コントロール ディスプレイまたはメーターパネルに表示された指示に従います。
ブレーキで速度を落とすことができます。その他の介入は、システムの中止につながります。

駐車動作の最後には、セレクター レバーがPポジションに切り換わります。

駐車手順が終了したことが、コントロール ディスプレイとメーターパネルに表示されます。

5. 必要に応じて、自分で駐車位置を調整します。

パーキング アシスタントを利用して駐車スペースから出る



1. 走行スタンバイをオンにします。
2. 停車した状態でボタンを押します。

3. コントロール ディスプレイで：希望する駐車方法を選択します。
メーターパネルで：提案された駐車方法をステアリング ホイールのダイヤルで選択します。

4. コントロール ディスプレイまたはメーターパネルに表示された指示に従います。システムが、駐車ス
ペースから出るプロセスを引き受けます。
ブレーキで速度を落とすことができます。その他の介入は、システムの中止につながります。

駐車位置調整プロセスが終了した時点でメッセージが表示されます。

5. 駐車スペースから出る動作が許可される交通状況であることを確認し、通常通りに発進します。
パーキング アシストは自動的にオフになります。

パーキング アシストを手動で中止する
パーキング アシストは、いつでもキャンセルすることができます。

‒

ボタンを押します。
‒ アクセル ペダルを続けて2回、軽く踏み込む。
‒ ブレーキ ペダルを踏むと同時にセレクター レバーを操作する。
‒ アクセル ペダルを踏むと同時にステアリング ホイールを少し動かす。

パーキング アシストは、セレクター レバーをポジションPに入れなくても終了します。すぐに走行を続け
ることができます。

パーキング アシストを自動的に中止する
以下の状況ではシステムが自動的に中止されます：

‒ ステアリング ホイールが動かないように保持されている場合、または自分でステアリング ホイールを回
したとき。

‒ 場合によっては、降雪路面や滑りやすい路面の場合。
‒ 場合によっては、縁石などの乗り越えにくい障害物の場合。
‒ 突然障害物が現れた場合。
‒ パーク ディスタンス コントロール（PDC）で表示される間隔が狭すぎるとき。
‒ ステアリング切り返し操作の最大回数または最大駐車操作時間を超えたとき。
‒ コントロール ディスプレイの他の機能に切り換えた場合。

‒ ラゲッジ ルームを開いた場合。



‒ ドアが開いている場合。
‒ パーキング ブレーキをかけた場合。
‒ 加速したとき。
‒ 車両停止状態でブレーキ ペダルを踏み続けているとき。
‒ 運転席シート ベルトを外したとき。

必要に応じてチェック コントロール メッセージが表示されます。

駐車手順を続行する
中断した駐車プロセスまたは駐車スペースから出るプロセスを、必要に応じて続行させることができま
す。

そのためにはパーキング アシストを再作動させ、コントロール ディスプレイまたはメーターパネルに表示
された指示に従います。

システムの限界
安全に関する注意事項

$ システムの限界に注意する

さらに、パーク ディスタンス コントロール（PDC）およびパーキング ビューのシステムの機能が制限され
ます。

詳しい情報：

‒ ! パーク ディスタンス コントロール、PDC 。
‒ ! パーキング ビュー 。

駐車サポートがない
パーキング アシスタントは、以下の状況ではサポートしません：

‒ 急カーブ。
‒ 斜めの駐車スペースの場合。
‒ トレーラーけん引の場合。
‒ パーキング アシスト：地面の線だけでスペースが区切られている駐車場の場合。このシステムは物体に
基づいて方向を定めます。

‒ 自動ロック装置付き有料駐車場、コイン パーキングまたは機械式パーキング システムなどの特殊な駐車
場の場合。

センサーのシステム限界
詳しい情報：

‒ ! 超音波センサー 。
‒ ! カメラ 。

機能制限



以下のような状況では、機能が制限されている可能性があります：

‒ 砂利道などの平坦でない路面の上。
‒ 滑りやすい地面の場合。
‒ 急な上り坂や下り坂の場合。
‒ 駐車スペースに木の葉や雪が積もっている場合。
‒ すでに測定した駐車スペースに変化があった場合。
‒ 港の縁部など、溝や堀がある場合。
‒ 場合によっては、不適切なスペースが駐車スペースとして検知されるか、適切なスペースが駐車スペー
スとして検知されないことがあります。

故障
チェック コントロール メッセージが表示されます。

パーキング アシスタントが故障しています。システムの点検をメーカーのサービス パートナーまたはその
他の認定サービス パートナーあるいは専門ワークショップに依頼してください。

操作アシスト

原理
駐車および駐車操作が繰り返される状況では、操作アシストがサポートします。

さらに、駐車および駐車操作を記録して、その後はシステムが自動的に実行することができます。

車両装備
このシステムは、お客様の車両にはない場合があります。これは、選択されたオプション装備品や国別仕
様、あるいは、後のリリースやソフトウェア アップデートの可能性などの理由によるものです。このこと
は、システムの個々の機能にも当てはまります。

詳しい情報：

! 車両装備 。

一般事項
繰り返される操縦は一度、手動で行われ、その際に記録されます。

保存されている操縦のルート上の有効化範囲に車両が到達すると、その操縦をコントロール ディスプレイ
またはメーターパネルで有効化することができます。

有効化の後は、システムが車両の操縦を引き受け、自動的に操縦を行います。

安全に関する注意事項



$ 交通状況に注意し、運転スタイルを状況に合わせる

$ トレーラーけん引中にパーキング アシストを使用しないこと

$ 交通状況に注意し、状況によっては介入してください

検知範囲

操縦のための検知範囲は、以下の範囲に分かれています：

‒ 接近範囲、矢印1：記録されている操縦のルートから約8mの範囲内では、システムがバックグラウンド
で位置特定を開始します。

‒ 近接範囲、矢印2：ルートから約2mの範囲内では、保存されている操縦をコントロール ディスプレ
イに表示させることができます。それにより、有効化範囲、矢印3、まで手動で移動させることができま
す。

‒ 有効化範囲、矢印3：約1mの範囲内では、コントロール ディスプレイで操縦を有効化することがで
きます。有効化の後は、システムが車両の操縦を引き受け、自動的に操縦を行います。

概要
センサー
このシステムは、以下のセンサーとカメラによって制御されます：

‒ フロント/リア バンパー内の超音波センサー。
‒ サイド超音波センサー。
‒ フロント カメラ。
‒ ドア ミラー カメラ。



‒ リア ビュー カメラ。

操縦を記録する
一般事項
さまざまな現在地で最大10件までの操縦を記録することができます。

同時に行う操縦を4件まで記録することができます。

例えば周囲の光条件など、異なる環境条件下で行う同じ操縦を記録することができます。

操縦1件に対して可能な最長走行距離は200mです。

総じて、約600mの走行距離を10件の操縦に分けて記録することができます。

最長走行距離が6m未満の操縦は記録することができません。

操縦を記録する
1. 操縦を記録する始点に車両を移動し、停車します。
2. ボタンを押します。

3. 「新しい走行経路を記録」
4. 車両を希望する終点に移動します。
走行距離を記録する間は、速度10km/h以上で走行してはなりません。

記録中は、走行した距離が表示されます。

最長走行距離または最大速度に達すると、通知が表示されるとともに信号音が鳴ります。

5. 車両が停止しているとき：「記録の保存」
6. 「名称:」
必要に応じて記録した操縦に名前を付けます。

7. 「記録の保存」
記録の保存が終了してから車両を動かします。

保存されてい操縦を実行する
1. 車両を有効化範囲内に移動させ、停車させます。コントロール ディスプレイおよびメーターパネルに、
保存されている操縦が有効化可能であることが表示されます。

2. ：保存されている操縦を有効化します。
有効化の後は、システムが車両の操縦を引き受け、自動的に操縦を行います。必要に応じて、コント
ロール ディスプレイまたはメーターパネルの指示に従います。

ブレーキで速度を落とすことができます。その他の介入は、システムの中止につながります。

駐車動作の最後には、セレクター レバーがPポジションに切り換わります。

操作アシストを手動で中止する



操作アシストを手動で中止する
操縦中に以下の操作をすることによって、車両の誘導を引き受けることができます。

‒ アクセル ペダルを続けて2回、軽く踏み込む。
‒ ブレーキ ペダルを踏むと同時にセレクター レバーを操作する。
‒ アクセル ペダルを踏むと同時にステアリング ホイールを少し動かす。

操作アシストは、セレクター レバーをポジションPに入れなくても終了します。すぐに走行を続けることが
できます。

操作アシストを自動で中止する
例えば、以下の状況ではシステムが自動的に中止されます：

‒ ステアリング ホイールが動かないように保持されている場合、または自分でステアリング ホイールを回
したとき。

‒ ドライバー アシスタント システムの作動または介入時。
‒ トレーラーけん引の場合。
‒ アクセル ペダルまたはセレクター レバーの操作時。
‒ 障害物がある場合。
‒ ラゲッジ ルームを開いた場合。
‒ フロント フードを開いた場合。
‒ コントロール ディスプレイの他の機能に切り換えた場合。
‒ 着信などの通知によって、コントロール ディスプレイの表示にオーバーレイ表示された場合。
‒ 降雪路面や滑りやすい路面の場合。
‒ 車線が非常に狭い場合。
‒ 急な上り坂や下り坂の場合。
‒ 運転席シート ベルトが着用されていない場合。
‒ 超音波センサーおよびカメラのシステム限界に達した場合。

システムが自動で中止すると、車両が停止するまで制動され、セレクター レバー ポジションPに入りま
す。

中止された操縦は、必要に応じて続行させることができます。そのためには、操作アシストを再びオンに
して、コントロール ディスプレイまたはメーターパネルの指示に従います。

保存されている操縦を編集する
保存されている操縦は個別に、あるいは一括で、削除することや名称変更することができます。

1. ボタンを押します。

2. 「ドライバー アシスタンス」
3. 「パーキング」
4. 「走行経路記録」
5. 希望する項目を選択します。

システムの限界



システムの限界
安全に関する注意事項

$ システムの限界に注意する

さらに、パーク ディスタンス コントロール（PDC）およびパーキング ビューのシステムの機能が制限され
ます。

詳しい情報：

‒ ! パーク ディスタンス コントロール、PDC 。
‒ ! パーキング ビュー 。

機能制限
以下の状況下では、システム限界により機能が制限されることがあります：

‒ GPSの受信状態が悪い場合。
‒ 走行距離の記憶と発進時の条件が著しく異なる場合。この条件とは、例えば別のタイヤまたは周囲の光
条件あるいは天候などの環境条件です。

‒ 記録されている操縦では、システムに記憶されている物体との最小間隔に進入することができない場
合。

センサーのシステム限界
詳しい情報：

‒ ! 超音波センサー 。
‒ ! カメラ 。

後退アシスト

原理

$ アニメーション：後退アシスト

後退アシストは、例えば狭いまたは見通しの悪い駐車スペースや道路状況からバックで出るときなど、
バック走行をサポートします。

車両装備



このシステムは、お客様の車両にはない場合があります。これは、選択されたオプション装備品や国別仕
様、あるいは、後のリリースやソフトウェア アップデートの可能性などの理由によるものです。このこと
は、システムの個々の機能にも当てはまります。

詳しい情報：

! 車両装備 。

一般事項
車両は、最後の走行距離の軌道を記憶しています。自動ステアリング操作で、記憶されているルートを戻
ることができます。

アクセル ペダルとブレーキによる車両の走行を運転者が引き受けます。

後退アシスト：最大50mが記憶されます。

後退アシスト プロフェッショナル：最大200mを記憶することができます。

安全に関する注意事項

$ 交通状況に注意し、運転スタイルを状況に合わせる

$ トレーラーけん引中にパーキング アシストを使用しないこと

機能の前提条件
‒ 前進して走行距離を記憶させます。
‒ 走行距離を記録するには、速度35km/h以上で走行してはなりません。
‒ トレーラー モードで走行しないこと。
‒ 保存した走行距離を走る間、周辺が十分に明るいこと。
‒ 車両に取り付けられているカメラを清潔に保ち、遮るものがないようにします。

自動ステアリング操作によりバックする
1. 走行スタンバイをオンにします。
2. 停車した状態でボタンを押します。

3. 「後退アシスト開始」
コントロール ディスプレイとメーターパネルに、保存されている走行距離が表示されます。

4. リバース ギアに入れます。
必要に応じて、コントロール ディスプレイまたはメーターパネルの指示に従います。



5. 両手をステアリング ホイールから離し、アクセル ペダルとブレーキを操作して慎重にバックします。
システムがステアリング操作を引き受けます。
バックするときには車両の周囲に注意します。

障害物があれば直ちに停止し、自分で車両を操作します。パーク ディスタンス コントロールPDCの注
意事項に注意します。

6. 保存されている走行距離が終了する少し前に信号音が鳴り、通知が表示されます。
遅くとも一般道路に達した時点で停止し、例えば前進ギヤに入れて車両の操作を運転者自身が引き受け
ます。

後退アシストを手動で中止する
後退アシストのサポートによる後退を、手動で中止することができます：

「キャンセル」

後退アシストを自動的に中止する
例えば、以下の状況ではシステムが自動的に中止されます：

‒ ステアリング ホイールが動かないように保持されている場合、または自分でステアリング ホイールを回
したとき。

‒ セレクター レバー ポジションをリバース ギアから別のポジションにシフトしたとき。
‒ ドライバー アシスタント システムの作動または介入時。
‒ 長時間停車したままのとき。
‒ 後進走行時にメモリーされた車線から逸れるとき。例えば、ステアリング ホイールを最大切れ角まで回
したとき。

‒ 着信などの通知によって、コントロール ディスプレイの表示にオーバーレイ表示された場合。
‒ 滑りやすい地面の場合。
‒ 坂道などで車両が動き出したとき。
‒ 環境条件が変化したとき。
‒ トレーラー コネクターを使用している場合やトレーラーけん引がオンになっている場合。
‒ 速度が約10km/hを超えた場合。

システムの限界
‒ バックするときの最高速度は約10km/hに制限されています。速度が約7km/hのときに、警告が出力され
ます。最高速度を超えると、機能が停止します。

保存されている走行距離を戻るときには、さまざまな影響により横方向に違いがでることがあります。例
えば以下のような要因がそれにあたります：

‒ 走行距離の保存中に車両を停止した状態でステアリング動作を行う。
‒ 速度が走行距離に合わせて調整されていない。
‒ 路面の傾斜、登り坂、滑りやすい地面など、走行路の特性。
‒ 走行距離の記憶と発進時の条件が著しく異なる場合。この条件とは、例えば別のタイヤまたは周囲の光
条件あるいは天候などの環境条件です。

ブレーキ機能付き横方向交通警告



ブレーキ機能付き横方向交通警告

原理

$ アニメーション：横方向交通警告

見通しの悪い所から出る場合や横列駐車スペースから出る場合、横方向から接近してくる道路利用者がい
れば、運転席から確認することができるようになる前に、横方向交通警告がいち早くこれを検知します。

一般事項

車両の後方をセンサーでモニターします。

他の道路利用者が接近してくる場合、システムがこれを表示します。

バックするときに衝突の危険がある場合は、システムが自動ブレーキ制御によってサポートします。

装備に応じて、車両前方の道路状況もモニターされます。

安全に関する注意事項

$ 交通状況に注意し、運転スタイルを状況に合わせる

概要
センサー
このシステムは以下のセンサーにより制御されます：



‒ リア サイド レーダー センサー。
‒ 装備に応じて：フロント サイド レーダー センサー。

横方向交通警告を手動でオン/オフにする
横方向交通警告とブレーキ制御をオン/オフにすることができます。

1. ボタンを押します。

2. 「ドライバー アシスタンス」
3. 「パーキング」
4. 「横方向交通警告」
5. 希望する項目を選択します。

横方向交通警告を自動的にオンにする
システムがコントロール ディスプレイで有効になっていると、パーク ディスタンス コントロール（PDC）
またはカメラ ビューを有効にして、いずれかのセレクター レバー ポジションを選択すると、システムが自
動的に作動します。

リバース ギアに入れると、リアのシステムがオンになります。

装備に応じて、セレクター レバーがシフト ポジションに入っていると、フロントのシステムが作動しま
す。

国別仕様に応じて、車両が発進するとこのシステムが自動的に有効になります。

横方向交通警告を自動的にオフにする
このシステムは以下の状況で、自動的にオフになります：

‒ 徐行速度を上回った場合。
‒ 特定の走行距離を超えた場合。

警告機能
一般事項
コントロール ディスプレイに該当する表示が呼び出され、必要に応じて警告音を発し、ドア ミラーのラン
プが点滅します。

視覚的な警告

ドア ミラーのランプ



リア センサーによって車両が検知され、自車が後進すると、ドア ミラーのランプが点滅します。

パーク ディスタンス コントロールPDCの画面での表示

センサーによって車両が検知されると、パーク ディスタンス コントロールPDCの画面の縁の部分が赤く点
滅します。

装備に応じて：カメラ ビューの表示



センサーによって車両が検知されると、カメラ画面の縁の部分（矢印1）が赤く点滅します。

黄色の線、矢印2、は自車のバンパーを示しています。

音による警告
自車が該当する方向に動くと、オプティカル警告が表示されると同時に信号音が鳴ります。

国別仕様に応じて、シフト ポジションにセレクター レバーを入れると同時に信号音が鳴ります。

システムの限界
センサーのシステム限界
詳しい情報：

‒ ! レーダー センサー 。

機能制限
この機能は、例えば以下の状況下で制限されることがあります：

‒ 急カーブ。
‒ 物体が横方向に非常にゆっくりと、または非常に速く移動する場合。
‒ センサーの検知領域に、横方向交通を覆い隠す別の物体がある場合。
‒ トレーラー ソケットを使用している場合またはトレーラー モードがオンになっている場合には、車両の
後方については横方向交通警告を使用することができません。



BMW iX.

走行快適性

車両装備
この章では、モデルに応じて現在および今後提供される装備、システム、機能について、それらがお客様
の車両にない場合も含めて説明されています。

詳しい情報：

! 車両装備 。

サスペンション コンポーネント
最大限のドライビング体験を提供するため、サスペンション コンポーネントが車両および用途に合わせて
最適化されています。

パフォーマンス コントロール
パフォーマンス コントロールにより車両の俊敏性が向上します。

スポーツ走行の場合、操縦性を高めるために、車輪は個別に制動されます。

インデックスA–Z ""検索 #



BMW iX.

快適な温度調節

車両装備
この章では、モデルに応じて現在および今後提供される装備、システム、機能について、それらがお客様
の車両にない場合も含めて説明されています。

詳しい情報：

! 車両装備 。

エア コンディショナー操作

概要
iDriveによる機能
マーク 機能

AUTO プログラム。

温度。

インデックスA–Z ""検索 #



最大冷房。

内気循環機能。

自動内気循環コントロール。

外気。

風量。

送風口調節。

SYNCプログラム。

! シート ヒーター 。



! アクティブ シート ベンチレーション 。

! ステアリング ホイール ヒーター 。

この機能は、音声でも操作することができます。例：温度。

ボタン、オートマチック エア コンディショナー

マーク 機能

デフロスト機能。



リア デフォッガー。

ボタン、後席エア コンディショナー

マーク 機能

AUTO プログラム。

温度。

最大冷房。



風量。

送風口調節。

ディスプレイの表示

後席エア コンディショナー操作エレメントをロックする

ファンクション バー

エア コンディショナー機能、ドライバー

エア コンディショナー機能、助手席乗員

エア コンディショナー バー

1 2 3

4

1

2

3

4



1. 「エアコン メニュー」
2. 「設定」
3. 「後席エアコン」
4. 「後席エアコンをロック」

エア コンディショナー メニュー

一般事項
エア コンディショナー メニューで、エア コンディショナー機能を個人設定することができます。

装備に応じて、エア コンディショナー メニューから例えば以下のエア コンディショナー機能を呼び出すこ
とができます。

‒ AUTO プログラム。
‒ 風量。
‒ 送風口調節。
‒ 表面ヒーター。
‒ シート/アームレスト ヒーティング。
‒ アクティブ シート ベンチレーション。
‒ ステアリング ホイール ヒーター。

エア コンディショナー機能を呼び出す
エア コンディショナー バーから：

エア コンディショナー バーの中央にある「エアコン メニュー」をタップします。

または：

1. 「メニュー」
2. 「車両アプリ」
3. 「エアコン コンフォート」

エア コンディショナー システムをオン/オフにする

エア コンディショナー システムをオン/オフにする
1. 「エアコン メニュー」
2. 「全てのエアコン機能」
希望する項目を選択します。

エア コンディショナー システム全体が最後に行われた設定でオン/オフになります。



エア コンディショナー システムがオンになっている場合、個々のエア コンディショナー機能をオフにする
ことができます。

後席エア コンディショナーをオン/オフにする
機能の前提条件
‒ オートマチック エア コンディショナーがオンになっている。
‒ デフロスト機能がオフになっている。

iDriveでシステムをオン/オフにする
1. 「エアコン メニュー」
2. 「設定」
3. 「後席エアコン」
4. 「後席エアコン」を作動させます。

後席エア コンディショナーは、標準設定温度と自動プログラムで作動させることができます。

「標準設定でオン」

ボタンでシステムをオンにする
以下のボタンの1つを押します：

‒ 温度。
‒ 最大冷房。
‒ AUTO プログラム。
‒ 上部風量ボタン側面、手動。
‒ 送風口調節、手動。

ボタンでシステムをオフにする

ボタンの下側を押し続けます。

AUTO プログラム

原理
AUTOプログラムは快適な空調になるようにします。これは、希望の温度と個別の設定によって調整するこ
とができます。

AUTO プログラムは車内を自動的に冷房、換気または暖房します。

一般事項



一般事項
装備に応じて、自動プログラムは外気温度、内気温度、日光、シート着座および設定した希望温度を考慮
して、以下のエア コンディショナー機能を自動的に最善の状態に調整します。

‒ 風量。
‒ 送風口調節。
‒ 温度。
‒ 表面ヒーター。
‒ シート/アームレスト ヒーティング。
‒ アクティブ シート ベンチレーション。
‒ ステアリング ホイール ヒーター。

自動プログラムは、車両をスタートするたびに自動的に起動します。

自動プログラムは、シート着座を考慮してエネルギー効率の高いコントロールを保証します。

同時にウィンドウ ミスト センサーがプログラムを制御し、可能な限りウィンドウの曇りが発生しないよう
にします。

AUTOプログラムをオン/オフにする
1. 「エアコン メニュー」
2. 「自動プログラム」
3. 希望する項目を選択します。

後席エア コンディショナー：

ボタンを押します。

AUTO プログラムがオンになっている場合、ボタンのLEDが点灯します。

強弱を設定します
自動プログラムがオンの場合には、1つ1つのエア コンディショナー機能の強弱を好みに応じて調節するこ
とができます。

どのエア コンディショナー機能にも複数のレベルがあり、好みに応じてレベルを設定することができま
す。どのレベルにも、強度の制御範囲を指定することができます。

保存されているデータ モデルに基づいて、走行中に暖房強度またはベンチレーション強度が状況に合わせ
て調整されます。走行中に、強度レベルを手動で上げたり下げたりする必要はありません。

機能例
自動プログラムがオンの場合には、シート ヒーターの強弱を調節することができます：

1. エア コンディショナー バーの中央にある「エアコン メニュー」をタップします。
2. シート ヒーター。
3. 希望の設定を選択します。例えば「強」。



エア コンディショナー機能について好みに応じて選択した設定値を保存すると、例えば車両がスタートす
ると再びその設定値で作動します。

表示
エア コンディショナー バーのインディケーターは、設定した希望温度とその時の内気温度の温度差を示し
ます。

‒ 温度表示横の赤または青のバー表示は、暖房または冷房の進捗状況を示します。
‒ 希望する内気温度に達すると、バー表示が表示されなくなります。

シート ヒーター、ステアリング ホイール ヒーターなどのエア コンディショナー機能が作動していることを
示すアイコンが、クライメート バーに表示されます。

エア コンディショナー機能が作動していることは、エア コンディショナー メニューに色付きで強調表示さ
れます。

温度

原理
オートマチック エア コンディショナーは、設定された温度まで冷房または暖房し、それから温度を一定に
維持します。

一般事項
温度設定は、短時間に何度も変更しないでください。オートマチック エア コンディショナーが、設定され
た温度に制御するための十分な時間を取ることができなくなります。

温度を調整する



温度は、ドライバーと助手席乗員用のエア コンディショナー バーで個別に設定することができます。

希望の温度を設定する：

‒ 温度を上げます。
‒ 温度を下げます。

後席エア コンディショナーの温度を調整する
ボタンから：

ボタンの下側または上側を押して、希望の温度に調節します。

iDriveから：

1. 「エアコン メニュー」
2. 「設定」
3. 「後席エアコン」
4. 希望の温度に設定します。

足元温度を設定する
一般事項
足元の温度を設定することができます。



運転席と助手席用に設定された車内温度は変更されません。

足元温度を設定する
1. 「エアコン メニュー」
2. 「設定」
3. 「運転席」または「助手席」
4. 「足元の温度調整」
5. 希望の温度に設定します。

最大冷房

原理
これは、車両内部を急速に冷却する機能です。

一般事項
システムは最低温度に設定され、風量は最大で内気循環モードになります。

後席エア コンディショナー：

SYNCプログラムをオンにすると、この機能が後部座席で自動的に作動します。

SYNCプログラムをオフにするとこの機能が後部座席でオフになり、フロントで最大出力に達します。

作動条件
この機能は、外気温度が約0!以上で走行/作動スタンバイがオンになっている場合に使用することができ
ます。

最大冷房をオン/オフにする
1. 「エアコン メニュー」
2. 「MAX A/C」
3. 希望する項目を選択します。

後席エア コンディショナー：

ボタンを押します。

最大冷房がオンになっている場合、ボタンのLEDが点灯します。

胸元用送風口から送風されます。ベンチレーション吹出口を開きます。

内気循環モード



内気循環モード

原理
外気に臭いや有害物質が含まれている場合、外気導入を一時的に遮断することができます。この場合、車
内の空気が循環されます。

内気循環モードがオフになっている場合は、外気が車内へ送られます。

自動内気循環コントロールでは、外気の質に応じて外気が送り込まれるか、車内の空気が循環されます。
車内フィルターは作動しています。

一般事項
ウィンドウが曇る場合、内気循環機能をオフにするか、曇りを取り除いてください。

内気循環モードをオン/オフにする
1. 「エアコン メニュー」
2. ファンクション バーで希望の設定を選択する：

‒ 「空気循環」
‒ 「外気導入」
‒ 「自動空気循環」

ファンクション バーに現在の作動モードが表示されます。

ウィンドウの曇りを防ぐために、エアコンディショナーも自動的にオンになります。

風量

一般事項
ブロワーから出る風量は、必要に応じて個別に調節することができます。

風量の調整
1. 「エアコン メニュー」
2. 風量。
3. 希望する設定を選択します：

‒ 風量を強めます。
‒ 風量を弱めます。

選択した風量のレベルが表示されます。

バッテリーの消耗を抑えるため、風量が減少する場合があります。

後席エア コンディショナー：



ボタンの上側または下側を繰り返し押します：風量が減るか、または増えます。

選択した風量がエアコン ディスプレイに表示されます。

送風口調節

一般事項
必要に応じて、各シート別々に風量配分を設定することができます。

風量配分を調整する
1. 「エアコン メニュー」
2. 風量配分。
3. 希望する項目を選択します。

選択した風量配分が表示されます。

後席エア コンディショナー：

ボタンの下側または上側を押します。希望の設定を選択します。

選択した送風口がエアコン ディスプレイに表示されます。

SYNCプログラム

原理
SYNCプログラムで、運転席側の設定を手動で助手席側および後部座席に伝送することができます。

一般事項
以下の設定を伝送することができます：

‒ 温度。
‒ 風量。
‒ 送風口調節。



‒ AUTO プログラム。

SYNCプログラムをオン/オフにする
1. 「エアコン メニュー」
2. 「SYNC」
3. 希望する項目を選択します。

助手席側または後席の調整が変更されると、プログラムは自動的にオフになります。

デフロスト機能

原理
デフロスト機能により、フロント ウィンドウや前席のサイド ウィンドウから氷とくもりがすばやく除去さ
れます。

一般事項
風量と気温を最適化して、氷結とくもりを取り除きます。

フロント ウィンドウとフロント サイド ウィンドウに風量が配分されています。

サイド ウィンドウが曇る場合は、自動プログラムをオンにしてミスト センサーのメリットを利用します。
エアがフロント ウィンドウに当たることを確認してください。

デフロスト機能をオン/オフにする

ボタンを押します。

システムがオンになっている場合、ボタンのLEDが点灯します。

リア デフォッガー

原理
リア デフォッガーにより、リア ウィンドウから氷とくもりがすばやく除去されます。

作動条件
走行スタンバイまたは作動スタンバイがオンになっている。



リア デフォッガーをオン/オフにする

ボタンを押します。

リア デフォッガーがオンになっている場合、LEDが点灯します。

リア デフォッガーは、一定時間経過後に自動的にオフになります。

パーキング エア コンディショナーがオンになっている場合、必要に応じてリア デフォッガーが作動しま
す。

送風口

原理
ベンチレーション システムは、乗員1人1人の好みに応じて直接送風または間接送風を個人設定することが
できるようになっており、車内のエアの流れを最適化します。

一般事項
エアコンの効果を高めるため、送風口を開き、適切な向きします。

設定された希望温度に応じて、気流が暖かく、または冷たく感じられます。

フロント用送風口



‒ 送風の向きを調節するレバー（矢印1）。
‒ 吹出口の風量を無段階で調整するダイヤル、矢印2。

リア用送風口

‒ 送風の向きを調節するレバー（矢印1）。
‒ 送風口を無段階に開閉するダイヤル (矢印2)。

送風を調整する
希望する送風に応じて、気流が直接または間接的に乗員の方に向かいます。

空気品質

一般事項
車内の空気品質は、以下のコンポーネントによって改善されます：

‒ 車内への排気ガス侵入防止。
‒ 車内フィルター。
‒ エア コンディショナー システムの温度調整、風量、内気循環機能。
‒ パーキング エア コンディショナー。
‒ 自動内気循環コントロール。

車内フィルター
装備に応じて、流れ込む外気を車内フィルターが浄化し、空気品質を改善します：

‒ 外気が流れ込むときに、ほこりや花粉がフィルターにかけられます。
‒ 超微細粒子が減少します。



‒ 気体の有害物質がフィルターにかけられます。
‒ 微生物粒子とアレルギー誘発物質がフィルターにかけられます。

パーキング エア コンディショナー

原理
パーキング エア コンディショナーは走行開始前に、内気温度と外気温度を考慮して車内を快適な温度に冷
房または暖房します。必要に応じて雪や氷を簡単に取り除くことができます。

一般事項
パーキング エア コンディショナーは直接オン/オフにするか、または、あらかじめ設定した出発時刻に合わ
せてオン/オフにすることができます。

装備に応じて、以下のエア コンディショナー機能は自動制御されます。

‒ シート/アームレスト ヒーティング。
‒ 表面ヒーター。
‒ アクティブ シート ベンチレーション。
‒ ステアリング ホイール ヒーター。
‒ リア デフォッガー。
‒ ミラー ヒーター。

エアが自動的に送風口を介してフロント ウィンドウ、サイド ウィンドウ、胸元および足元に送風されま
す。

このシステムは、起動してから約30分後、または走行スタンバイをオンにすると自動的にオフになりま
す。

充電中にパーキング エア コンディショナーを使用すると、走行中のエア コンディショナー出力を抑えられ
ます。これにより走行可能距離が最適化されます。

何度もオンにした後やハイ ボルテージ バッテリーの充電状態が低すぎる場合など、車両の最低走行可能距
離を確実に確保するために、パーキング エア コンディショナーが自動でオフになる場合があります。充電
状態が低すぎる場合はオフにした後、高電圧バッテリーを充電します。それに続いて、パーキング エア コ
ンディショナーを再び使用することができます。

機能の前提条件
‒ 車両が停止状態または作動スタンバイ状態にある。
‒ 高電圧バッテリーが十分に充電されているか、充電ケーブルが接続されている。ハイ ボルテージ バッテ
リーが大幅に放電している場合、充電ケーブルの接続後にパーキング エア コンディショナーが作動スタ
ンバイになるまでしばらく時間がかかることがあります。

‒ 時刻と日付が正しく設定されている。
‒ 送風の吹出口が開いている。

パーキング エア コンディショナーをオン/オフにする



iDriveによるスイッチ オン/オフ
1. 「エアコン メニュー」
2. 「設定」
3. 「パークエアコン」
4. 希望する項目を選択します。

車両キーによるスイッチ オン
システムは、車両キーでオンにすることができます。

パーキング エア コンディショナー機能を、車両キーのボタンに設定しておく必要があります。

車両キーのボタンを押します。

設定：

1. 「メニュー」
2. 「車両アプリ」
3. 「ドアと ウィンドウ」
4. 「車両キー」
5. 希望する項目を選択します。

出発時刻に合わせてエア コンディショナーが作動
一般事項
曜日と時刻で出発時刻を設定することができます。

温度にもとづいて、スイッチ オン ポイントを計算します。

このシステムは、希望の曜日の設定された出発時刻前の適切な頃合いにオンになります。

出発時刻の事前設定は2ステップで行います：

‒ 出発時刻を設定します。
‒ 出発時刻を有効にします。

出発時刻の設定/スタンバイと予定された出発時刻の間は、エア コンディショニングのための十分な時間を
確保するため、10分以上あける必要があります。

パーキング エア コンディショナーは、設定された出発時刻の数分後に自動的にオフになります。

出発時刻を設定する
1. 「エアコン メニュー」
2. 「設定」
3. 「パークエアコン」
4. 「出発予定」
5. 希望の出発時刻を設定します。



6. 必要に応じて曜日を選択します。

出発時刻を有効にする
出発時刻前にパーキング エア コンディショナーを作動させるには、その出発時刻をあらかじめ有効にして
おく必要があります。

1. 「エアコン メニュー」
2. 「設定」
3. 「パークエアコン」
4. 「出発時刻に合わせて事前温度調整」

BMWアプリでオンにする
適切なリモート機能付きのBMWアプリを使用してパーキング エア コンディショナーを、あらかじめ設定
した出発時刻にオンにしたり、直接オンにしたりすることができます。



BMW iX.

インテリア

車両装備
この章では、モデルに応じて現在および今後提供される装備、システム、機能について、それらがお客様
の車両にない場合も含めて説明されています。

詳しい情報：

! 車両装備 。

サン バイザー

日よけ
サン バイザーを下方または上方に開きます。

側面の日よけ
サン バイザーを開く
1. サン バイザーを下方に開きます。
2. ホルダーから外し、横にサイド ウィンドウに向かって旋回します。
3. 希望の位置まで後方にスライドします。

サン バイザーを折りたたむ
サン バイザーは逆の順序で閉じます。

メイクアップ ミラー
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メイクアップ ミラーはサン バイザーのカバーの裏側にあります。

ソケット

原理
ソケットは、作動スタンバイまたは走行スタンバイがオンになっているときに、電気装置に使用すること
ができます。

一般事項
電源ソケットの全負荷が12Vで140Wを超えないようにしてください。

不適切なプラグをソケットに差し込んで損傷させないようにしてください。

安全に関する注意事項

$ エアバッグの膨張範囲を空けておく

警告

エアバッグの膨張範囲の装置とケーブル、例えばポータブル ナビゲーション機器などが、エアバッグの膨
張を妨げたり、膨張時に車内に飛び出るおそれがあります。けがをするおそれがあります。機器やケーブ
ルがエアバッグの膨張範囲にないことを確認してください。

$ バッテリー充電装置を車両のソケットに接続しないこと

注記

バッテリー充電器を使用して車両バッテリーをソケットまたは車内のシガレット ライターから充電する
と、12V車両エレクトリカル システムが過負荷になったり、損傷したりするおそれがあります。ーが放電
するおそれがあります。車両バッテリーが放電した場合には、メーカーのサービス パートナーまたはその
他の認定サービス パートナーあるいは専門ワークショップに連絡してください。

$ 使用後にカバーを再び取り付ける



注記

金属製の物体をソケット内に落とすと、ショートを引き起こすおそれがあります。ーが放電するおそれが
あります。ソケットを使用した後は、シガレット ライターまたはソケット カバーを再び挿入してくださ
い。

$ 車両を離れる際の注意

注記

電源プラグを接続した機器（携帯電話など）によりバッテリーが放電するおそれがあります。車両損傷の
危険があります。車両を離れるときは、使用中の電子機器（携帯電話など）の電源プラグを抜いてくださ
い。

フロントのセンター コンソール

スマートフォン トレイとカップ ホルダーの間にソケットが1つあります。カバーを引いて外します。

ラゲッジ ルーム内



ラゲッジ ルーム内の右側にソケットが1つあります。カバーを開けます。

USBポート

一般事項
USB接続のセクションのUSBポートへのモバイル機器の接続に関する注意事項を確認してください。

詳しい情報：

! USB接続 。

センター コンソール内



センター コンソールにUSBポートが2つあります。

特徴：

‒ USBコネクター タイプC。
‒ モバイル デバイスの充電やデータ伝送用。
‒ 充電電流：最大3A。

BMWトラベル＆コンフォート システム

一般事項
USBポートと、コート フックなどのアクセサリーを固定するためのホルダーは前席のバック レストにあり
ます。

USBポートの特徴：

‒ USBコネクター タイプC。
‒ モバイル デバイスの充電用。
‒ 充電電流：最大3A。

詳しい情報はメーカーのサービス パートナーまたはその他の認定サービス パートナーあるいは専門ワーク
ショップにお問い合わせください。

概要



ホルダーは、マークの付いたカバーの後ろにあります。

アクセサリーの取付け
1. カバーを下方にずらします。

2. アクセサリーを取り付けます。取付説明書を参照。

車内カメラ

原理
車内カメラを使用して、車内の写真を撮影することができます。

一般事項



一般事項
車内カメラでは、以下の機能が使用可能な場合があります：

‒ スナップ ショット。写真を撮影して保存し、表示させることができます。
‒ リモート車内カメラ。BMWアプリで車内を撮影することができます。
‒ 盗難防止レコーダー。アラーム システムが作動すると、車内の自動撮影が行われ、これをBMWアプリで
表示させることができます。

データ保護
写真およびビデオ撮影の記録と利用が認められるかは、このシステムが使用される国の法規によって異な
ります。システムの使用責任はユーザーにあり、有効な規則の遵守はユーザーの義務です。

車両のメーカーは、最初に使用する前にシステム利用について各国の法的または公的な制限がないことを
確認することを推奨しています。これに加えて、特に頻繁に国境を越える場合はシステム利用の適法性に
ついて定期的に確認してください。

この車両を使用する他の人や乗員にも、このシステムについて情報提供してください。さらに、車両を譲
渡する場合もこのシステムについて情報提供してください。

データの伝送と保存
記録したデータの伝送と保存の方法は、実行した記録機能によって異なります。

スナップ ショット:

‒ 無線LANで車両と接続した携帯機器へのデータ伝送。
‒ BMW IDまたはドライバー プロファイルに割り当てられている車内にデータを保存します。

リモート車内カメラ：

‒ BMWアプリでデータを、ConnectedDriveアカウントに接続している携帯機器に伝送します。
‒ BMWアプリでデータを伝送した後に携帯機器に保存されます。

盗難防止レコーダー:

‒ BMWアプリでデータを、ConnectedDriveアカウントに接続している携帯機器に伝送します。
‒ データは、車内でデータを伝送した後に携帯電話に保存されます。

インターネットで閲覧できるConnectedDriveデータ保護方針/サービスの説明で、データ処理の範囲と内容
に関する詳細な情報を参照することができます。

機能の前提条件
スナップ ショット:

‒ データ保護規則に合意しています。! データ保護 。
‒ カメラが作動している。

撮影した画像を携帯機器に伝送するには：

‒ データ伝送が有効になっている。
‒ 携帯機器が無線LANで車両と接続されている。

リモート車内カメラ/盗難防止レコーダー:



‒ データ保護規則に合意しています。
‒ BMWアプリが携帯機器にインストールされている。
‒ BMWアプリがConnectedDriveアカウントと接続されている。
‒ 車両は駐車されロックされています。

乗員の顔がフェイスマスクなどで一部または全体が覆われておらず、完全に見えることを確認してくださ
い。

概要

車内カメラはルーフ ライニングに配置されています。

車内カメラを作動させる/作動解除する
車内カメラを初めて使用する前に、撮影機能、場合によってはデータ伝送も有効にする必要があります。
コントロール ディスプレイ上のクエリを確定します。

適用されている規則に従ってください。

録画機能またはデータ伝送は無効および有効化することができます。

1. 「メニュー」
2. 「全てのアプリ」
3. 「瞬間撮影」
4. 「設定」
5. 希望する項目を選択します。

スナップ ショット
撮影モード
撮影モード 機能

「単写」 作動直後に写真が撮影されます。



「笑って」 システムがスマイルを検知すると、写真が撮影されます。

「セルフタイマー」 タイマーが終了すると写真が撮影されます。

「連写」 シャッターの作動直後に、連続写真が撮影されます。

写真を撮影する
1. 「メニュー」
2. 「全てのアプリ」
3. 「瞬間撮影」
4. 「写真」
5. 希望する撮影モードを選択します。
6. シャッターが作動します。

選択した撮影モードに応じて、スマイルを検知したときかタイマー終了後に、シャッターが作動し撮影さ
れます。

バースト ショットを撮影すると、プレビューとして連続写真が表示されます。

撮影した画像の表示と管理
保存された画像を車内で表示、伝送、削除することができます。

国別仕様によっては、ドライバーの安全のために、コントロール ディスプレイでの撮影は約3 km/h未満で
走行しているときにのみ表示されるようになっています。

1. 「メニュー」
2. 「全てのアプリ」
3. 「瞬間撮影」
4. 「ギャラリー」
5. 希望の録画映像を選択します。
6. 希望する項目を選択します。

ディスプレイに表示されたQRコードをスキャンして、撮影画像を携帯機器に伝送します。携帯機器でポッ
プアップ ウィンドウが開くと、画像が伝送されます。携帯機器を無線LANで車両と接続しておく必要があ
ります。

設定
1. 「メニュー」
2. 「全てのアプリ」
3. 「瞬間撮影」
4. 「設定」
5. 希望する項目を選択します。

車内カメラの撮影を起動させるカスタム ジェスチャーを登録することができます。

リモート車内カメラ



車内を撮影した画像をBMWアプリで携帯電話に表示して、例えば忘れ物がないか車両内部を点検すること
ができます。この機能を使用するには、車両を駐車してロックしておく必要があります。

車内盗難防止レコーダー
アラーム システムが作動すると、車両内部を車内カメラで自動撮影します。BMWアプリでメッセージを受
信し、撮影画像が携帯機器に表示されます。

シートの着座状況
車内カメラは、着座しているシートの検知にも使用されます。このとき、車内カメラ横に2個の光の点が点
灯することがあります。
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小物入れ

車両装備
この章では、モデルに応じて現在および今後提供される装備、システム、機能について、それらがお客様
の車両にない場合も含めて説明されています。

詳しい情報：

! 車両装備 。

安全に関する注意事項

" 物を車内に固定して積む

警告

車内で固定されていない物または車両とケーブルで接続されている携帯電話などの機器は、走行中、事故
が起こったとき、あるいはブレーキ操作や障害物を回避するステアリング操作を行ったときなどに車内に
投げ出されるおそれがあります。けがをするおそれがあります。車内で固定されていない物または車両と
ケーブルで接続されている機器は確実に固定してください。

" 滑り止め付きの敷物は使用しないでください
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注記

滑り止めマットなどの滑り止め付きの敷物はダッシュボードを傷つけるおそれがあります。ーが放電する
おそれがあります。滑り止め付きの敷物は使用しないでください。

グローブ ボックス

安全に関する注意事項

" グローブ ボックスを使用した後は閉じる

警告

グローブ ボックスは、開いた状態のとき車内に突き出ます。グローブ ボックス内で固定されていない物
は、走行中、事故が起こったとき、あるいはブレーキ操作や障害物を回避するステアリング操作を行った
ときなどに車内に投げ出されるおそれがあります。けがをするおそれがあります。グローブ ボックスを使
用した後は、すぐに閉じてください。

グローブ ボックスを開く

ボタンを押します。

グローブ ボックス内の照明が点灯します。

グローブ ボックスを閉じる



グローブ ボックスを閉じる
カバーを閉じます。

ドアのコンソール

一般事項
ドアには収納ボックスがあります。

助手席ドアのアームレストには、スマートフォン ホルダーが付いています。

安全に関する注意事項

" 割れやすい物は、閉められる収納ボックスに入れる

警告

ガラス瓶やグラスなどの割れやすい物は、例えば事故が起きたとき、ブレーキをかけたとき、または障害
物を回避するステアリング操作を行ったときなどに破損するおそれがあります。破片が車内に飛び散るお
それがあります。けがをするおそれまたは損傷が発生する危険があります。走行中には割れやすい物を使
用しないでください。割れやすい物は、必ず閉められる収納ボックスに入れてください。

フロント センター アームレスト

一般事項
シート間のセンター アームレストの中に、収納ボックスがあります。

センター アームレストを開く



ボタンを押します。

センター アームレストを閉じる
両方のカバーを、かみ合うまで下方に押します。

フロント カップ ホルダー

安全に関する注意事項

" 壊れにくい容器を使用する

警告

カップ ホルダーに不適切な容器があると、カップ ホルダーが損傷したり、事故が起こったとき、あるいは
ブレーキ操作や障害物を回避するステアリング操作を行ったときなどに車内で飛ぶおそれがあります。液
体が溢れると交通状況から注意がそれ、事故を起こすおそれがあります。熱い飲み物でカップ ホルダーが
損傷したり、火傷をするおそれがあります。けがをするおそれまたは損傷が発生する危険があります。
カップ ホルダーに物を無理に押し込まないでください。軽くて破損しにくい、ふた付きの容器を使用して
ください。熱い飲み物は置かないようにしてください。

概要



センター コンソールに2つのカップ ホルダーがあります。

リア カップ ホルダー

安全に関する注意事項

" 壊れにくい容器を使用する

警告

カップ ホルダーに不適切な容器があると、カップ ホルダーが損傷したり、事故が起こったとき、あるいは
ブレーキ操作や障害物を回避するステアリング操作を行ったときなどに車内で飛ぶおそれがあります。液
体が溢れると交通状況から注意がそれ、事故を起こすおそれがあります。熱い飲み物でカップ ホルダーが
損傷したり、火傷をするおそれがあります。けがをするおそれまたは損傷が発生する危険があります。
カップ ホルダーに物を無理に押し込まないでください。軽くて破損しにくい、ふた付きの容器を使用して
ください。熱い飲み物は置かないようにしてください。

" カバーを押し戻す

注記

カップ ホルダーが開いている場合、センター アームレストを元に戻すことはできません。ーが放電するお
それがあります。センター アーム レストを上方へ上げる前にカバーを押し戻します。

カップ ホルダーを開く



カップ ホルダーを開く
1. センター アームレストを倒します。

2. ボタンを押します。

3. カップ ホルダーが繰り出します。

カップ ホルダーを閉じる
カップ ホルダーがカチッと音がしてかみ合うまで、完全に押し込みます。

コート フック

一般事項



一般事項
2個の開閉式コート フックが後席のルーフ ライニングにあります。開くには、サイドの縁部を押します。

コート フックがさらに2個、後部座席のドア ピラーに付いています。

安全に関する注意事項

" 視野に物がないこと

警告

コート フックに掛けた衣服が、走行中に視界を妨げるおそれがあります。事故が発生するおそれがありま
す。衣類などをコート フックにかけるときは、走行時の視野を遮らないように注意してください。

" コート フックには軽い物のみを掛ける

警告

コート フックが正しく使用されていない場合、ブレーキ操作や障害物を回避する操作などを行った際に、
物が飛んできて危険な状態となることがあります。けがをするおそれおよび損傷が発生する危険がありま
す。コート フックには衣服などの軽い物のみを掛けてください。



BMW iX.

ラゲッジ ルーム

車両装備
この章では、モデルに応じて現在および今後提供される装備、システム、機能について、それらがお客様
の車両にない場合も含めて説明されています。

詳しい情報：

! 車両装備 。

積載荷重

安全に関する注意事項
安全な走行を心がけ、交通法規を遵守してください。

" 車両の積載超過の場合のタイヤの過熱

" 物を車内に固定して積む

" 物や荷物を正しく積む

" ラゲッジ ルーム内の液体に注意する

インデックスA–Z ##検索 $



荷物を積んで固定する
‒ 荷物の先の鋭い部分や角のとがった部分は、カバーで覆います。
‒ 重量物：できるだけ前方、リア シート バック レスト真後ろの下部に積み込みます。
‒ 非常に重い荷物：できるだけ前方、リア シート バック レスト真後ろの下部に積み込みます。後席に乗員
を乗せず、外側左右のシート ベルトを交差させて、それぞれ向き合っているベルト キャッチに差し込み
ます。

‒ 大きな荷物を積み込む場合は、状況に応じてリア シート バック レストを完全に折りたたみます。
‒ 荷物をバック レストの上縁以上の高さに積み上げないでください。
‒ 小さい荷物や軽い荷物：固定ベルトで、また、装備によってはラゲッジ ルーム ネットまたはストラップ
で固定します。

‒ 大きい荷物や重い荷物：固定用ツールで固定します。

ラゲッジ ルーム内の固定用フック
荷物の固定には、固定ツール、固定バンド、ストラップまたはラゲッジ ルーム ネットなどの補助具をラ
ゲッジ ルームのフックに固定します。

固定フックはラゲッジ ルームのサイド ウォールにあります。

マルチファンクション フック

一般事項
ラゲッジ ルームの右側にマルチファンクション フックがあります。

安全に関する注意事項



安全に関する注意事項

" マルチファンクション フックには軽い物のみを掛ける

可動式ラゲージ フックを開く

可動式ラゲージ フックを開きます。

固定バンド
左サイド トリム パネルには、小さい荷物を固定するための固定バンドがあります。

ラゲッジ ルーム フロア

一般事項
ラゲッジ ルーム フロアの下に収納ボックスがあります。

積載
ラゲッジ ルーム フロア下に荷物を収納する場合は、最大許容積載量20kgを超えないようにします。

後部の収納ボックス



一般事項
車載ツール キットは、ストレージ ボックスに収納されています。

ラゲージ ルーム パーティション ネットは、専用ホルダーに収納することができます。

ストレージ ボックスを開く

ラゲッジ ルーム フロアのグリップを引いて、フロアを前方に倒します。

ストレージ ボックスを閉じる
ラゲッジ ルーム フロアを下方に押して、しっかりとかみ合わせます。

前部の収納ボックス
安全に関する注意事項

" ラゲッジ ルーム フロア使用時の注意

ストレージ ボックスを開く



前方に倒したラゲッジ ルーム フロアをかみ合い点まで起こします。

ラゲッジ ルーム フロアをさらに起こすと、ホルダーから外れます。

詳しい情報：

! ラゲッジ ルーム フロアを取り付ける 。

ストレージ ボックスを閉じる

ラゲッジ ルーム フロアを下に押します。

ラゲッジ ルーム フロアを取り外す
1. ラゲッジ ルーム フロアの後方部分を前方に開きます。
2. ラゲッジ ルーム フロアを軽く持ち上げます。



3. ラゲッジ ルーム フロアを後方へ引いてリテーナーから取り外します。

ラゲッジ ルーム フロアを差し込む
ラゲッジ ルーム フロアを取り付ける際は、逆の順序で行います：

1. 折りたたんだラゲッジ ルーム フロアを平らにしてマウントに合わせて置きます。
2. ラゲッジ ルーム フロアを前方に押してマウントに取り付けます。ラゲッジ ルーム フロアがカチッと音
をたててかみ合うことを確認します。

ラゲッジ ルームを拡大する

原理
ラゲッジ ルームは、リア シート バック レストを倒して広くすることができます。

一般事項
リア シート バック レストは40:20:40の比率で分割されています。左右のリア シート バック レストと中央
部を個別に倒すことができます。

リア シート バック レストは後席またはラゲッジ ルームから倒すことができます。

安全に関する注意事項

" バック レストをたたむ際、リア シート バック レストが動く範囲に何もないこと



" リア シート バック レストを正しくロックする

" チャイルド シートの安定性を確認する

" ロック ホルダーに注意する

" リア シート バック レストが動く範囲に何もないこと

リア シート バック レストを倒す
後席から

スイッチを引いて、リア シート バック レストを前方へ倒します。

ラゲッジ ルームから



ラゲッジ ルーム内のスイッチを引きます。

‒ 上部スイッチ：右のリア シート バック レストが前方に倒れます。
‒ 下部スイッチ：左および中央のリア シート バック レストが前方に倒れます。

リア シート バック レストを起こす
リア シート バック レストをシート位置に戻して、ロックします。

中央部をたたむ

センター アームレストを下ろし、ストラップを引きます。

ラゲッジ ルーム カバー



ラゲッジ ルーム カバー

安全に関する注意事項

" 物を車内に固定して積む

" ラゲッジ ルーム カバーを確実に固定する

カバーを取り外す
かさばる荷物を収納するために、トリムを取り外すことができます。

ラゲッジ ルーム カバー

カバーを両側の止め具から後方に引きます。

テールゲートのカバー
1. テールゲートを開けます。



2. カバーの両側を外します。

3. カバーを少し持ち上げて、後方へ引いて外します。

カバーを取り付ける
はめ込みは逆の順序で行います。ラゲッジ ルーム カバーを止め具に正しく取り付け、かみ合う音が聞こえ
ることを確認します。

ラゲッジ ルーム カバーのカバー

1. 左右のカバーを置きます。
2. カバーの後部を軽く持ち上げ、前方に動かして両側の止め具にロックします。

テールゲートのカバー：

1. カバーを上の留め具に取り付けます。
2. 下カバーの両側を留め具とかみ合わせて取り付けます。
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外観
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車両を充電する

車両装備
この章では、モデルに応じて現在および今後提供される装備、システム、機能について、それらがお客様
の車両にない場合も含めて説明されています。

詳しい情報：

! 車両装備 。

一般事項
さまざまな充電ケーブルを充電ステーション、家庭用コンセントまたは産業用コンセントに接続して車両
を充電することができます。

充電プロセスの制御とモニターは完全に自動で行われます。充電電流値をiDriveで設定することができま
す。

安全に関する注意事項

" 心臓ペースメーカー等への影響

インデックスA–Z ##検索 $



危険

植込み型心臓ペースメーカー及び除細動機能なし植込み型両心室ペーシング パルスジェネレータを装着さ
れているお客様は、充電の操作を行ってはいけません。この場合、充電の操作は他の方にお願いしてくだ
さい。充電時には、充電ステーションや充電ケーブルに近づかないでください。充電により、植込み型心
臓ペースメーカーおよび除細動機能なし植込み型両心室ペーシング パルスジェネレータの動作に影響を与
えるおそれがあります。

" 電気を取り扱う際の注意

警告

電気を不適切に取り扱うと、高電圧または大電流のために感電するおそれがあります。火災の危険または
生命の危険があります。電気を取り扱う際には、一般の安全規定を守ってください。

" 充電の前に充電装置を点検させる

警告

異常のある充電装置や正しくない仕様の充電装置は、車両の損傷を引き起こしたり、充電場所の電源に負
荷をかけすぎるおそれがあります。火災の危険およびけがをするおそれがあります。

初めて充電する前に、充電場所に設置された固有の充電装置の以下のコンポーネントについて、電気技術
者に点検を依頼してください：

‒ 充電ケーブル。
‒ 充電ステーション。
‒ 家庭用コンセントと接続されている電源網。

" 充電装置が正常な状態であるかを確認する

警告

損傷または摩耗した充電装置、例えば摩耗したケーブルなどは熱を発生するおそれがあります。火災の危
険があります。必ず正常な状態の充電装置を使用してください。

" 充電ソケットの清掃はトレーニングを受けた人に依頼する



警告

電圧のかかっている構成部品に触れると、感電のおそれがあります。充電ソケットには高電圧がかかって
います。けがをするおそれまたは生命の危険があります。充電ソケットの清掃などの作業は、メーカーの
サービス パートナーまたはその他の認定サービス パートナーあるいは専門ワークショップに依頼してくだ
さい。

" 充電施設について

警告

車載ナビゲーション システムに表示される充電施設には、他の自動車メーカーの販売店が運営するものも
含まれております。充電施設の運営者の判断により、当該充電施設の利用を、認められない場合がありま
す。充電施設の詳細情報や、現在の位置などが更新されている可能性があります。ハイ ボルテージ バッテ
リーの残量を考慮した、ドライブ計画をたてることをお勧めします。

" 充電ケーブルや充電ケーブル接続部に機械的な負荷をかけないようにしてください

注記

機械的な負荷によって、車両に接続されている充電ケーブルや充電ケーブル接続部が損傷するおそれがあ
ります。ーが放電するおそれがあります。充電ケーブルや充電ケーブル接続部に機械的な負荷をかけない
ようにしてください。充電ケーブルは、引いたり曲げたりすることによる負荷が生じないようにして、車
両に取り回してください。

ハイ ボルテージ バッテリー
高電圧バッテリーは蓄電装置として機能します。ハイ ボルテージ バッテリーは走行中のエネルギー回生に
よって、または電源から充電することができます。

高電圧バッテリーを最適な状態で使用するには、車両を定期的に適切な充電装置で充電してください。

電源からの充電の場合、以下のバリエーションがあります：

‒ 家庭用コンセント。
‒ 産業用コンセント。
‒ AC充電ステーション。
‒ DC充電ステーション。

電源コンセントからのエネルギーを最適に利用するために、BMW Wallboxなどの充電ステーションでの充
電をお勧めします。

BMWウォールボックスは、以下の技術前提条件を満たす必要があります：



‒ 三相充電出力が11kW以上。
‒ 充電電流16A。

充電電流

一般事項
充電電流の強さはアンペアで表示されます。

家庭用コンセントから充電する際、車両は電源の最大許容充電電流を自動的に検知することができませ
ん。

安全に関する注意事項

" 家庭用コンセントで充電する際は注意すること

警告

充電電流値が間違って設定されている場合、家庭用コンセントの電源に過負荷がかかって、過熱するおそ
れがあります。火災の危険があります。家庭用コンセントで充電を行う前に、充電電流値を電源に合わせ
てください。商用電源が不明の場合は、もっとも低いレベルに設定してください。

家庭用コンセントでの充電
自宅の家庭用コンセントで最初に充電を行う前、ならびに外部の家庭用コンセントで充電を行う場合は、
許容充電電流値の算出を電気技術者などに依頼する必要があります。

電流制限
一般事項
モード2充電ケーブルおよびモード3充電ケーブルによる充電の電流制限をiDriveで設定することができま
す。

電力供給網によって、設定した充電電流値を再点検しなければならないことがあります。家庭用コンセン
トで充電する前に、例えば電気技術者に許容充電電流値を調べてもらいます。

許容充電電流値が不明な場合には、電流制限値を最低レベルに設定します。

電流制限を有効にする/無効にする



1. ボタンを押します。

2. 「充電」
3. 「電流制限」
4. 「電流制限」
設定した値で電流制限を有効または無効にできます。

電流制限の設定
1. ボタンを押します。

2. 「充電」
3. 「電流制限」
4. 希望する項目を選択します。

設定が記憶されます。充電場所を変える場合は、必要に応じて設定を変更してください。

充電ケーブル

一般事項
車両の充電には、標準充電ケーブルまたは充電ステーションに設置されている充電ケーブルを使用してく
ださい。

国ごとにさまざまな充電ケーブルが必要になります。

場合によっては充電ケーブルで設定ができるものがあります。充電ケーブルの標準設定は変更しないでく
ださい。

安全に関する注意事項

" 適切な充電ケーブルを使用する



警告

互換性のない充電ケーブルや不適切な充電ステーションを使用すると、熱が発生して、車両の損傷を招く
おそれがあります。火災の危険があります。充電する場合は、該当車両に適切であることが確認されてい
る充電ケーブルや充電ステーションを使用してください。

適切な充電ケーブルの詳細は、メーカーのサービスパートナーにお問い合わせください。

" 充電ケーブルは車両の充電にのみ使用する

警告

充電ケーブルの不適切な使用は充電を妨げて、ケーブル火災などの損傷を招くおそれがあります。火災の
危険があります。充電ケーブルは車両の充電にのみ使用し、ケーブルやアダプターを用いて延長しないで
ください。

" 必ず損傷のない充電ケーブルを使用してください

警告

損傷した充電ケーブルは熱を発生したり、感電のおそれがあります。火災の危険またはけがをするおそれ
があります。必ず損傷のない充電ケーブルを使用してください。

" 充電ケーブルを正しく接続する

警告

充電ケーブルの接続の仕方を誤ると、ケーブル火災などによって損害を招くおそれがあります。けがをす
るおそれまたは損傷が発生する危険があります。充電ケーブル プラグが完全に高電圧充電ポートに差し込
まれていることを確認してください。

標準充電ケーブル
国別仕様に応じて、車両の供給範囲にモード2充電ケーブルが含まれています。

標準充電ケーブルは、保護アース付き家庭用コンセントまたは産業用コンセントでの充電に対応していま
す。ご家庭のコンセントの電流接続部では交流電流により充電が行われます。

モード2充電ケーブルを使用する場合、効率値がエネルギー ラベルに記載の効率値と異なることがありま
す。

モード2充電ケーブルは標準充電ケーブルとも呼ばれます。

モード3充電ケーブル



モード3充電ケーブル
国別仕様に応じて、車両の納入範囲にモード3充電ケーブルが含まれています。

モード3充電ケーブルでは、専用プラグによりAC充電ステーションの電源ソケットからすばやい充電を行
うことができます。AC充電ステーションでは交流による充電が行われます。充電はご家庭のコンセントの
場合より速く終了します。

その場合、最大16Aまでの充電電流が可能です。

充電ケーブルは充電ステーションに設置されている場合があります。

モード3充電ケーブルはAC急速充電ケーブルとも呼ばれます。

DC充電ケーブル
充電ステーションに設置されているDC充電ケーブルでは、DC充電ステーションでの充電が行えます。DC
充電ステーションでは直流による充電が行われます。DC充電ステーションの高電流接続では、家庭用コン
セントやAC充電ステーションに比べて、通常充電時間が大幅に短縮されます。

DC充電ステーションで充電すると、メーターパネルにその旨の注記が表示されます。

車両は30m未満のDC充電ケーブルでのみ充電します。

DC充電ケーブルはモード4の充電ケーブルとも呼ばれます。

収納
納車時、充電ケーブルはラゲッジ ルーム内のラゲッジ ルーム フロア下またはバッグ内などに収納されてい
ます。

充電ケーブルを使用した後は、再び同じ場所に収納してください。

充電ケーブルを袋に収納する場合には、袋を空いている固定フックに固定します。

必要に応じて、充電プラグの湿気を防ぐために、充電ケーブルは、プラグ カバーを取り付けて保管してく
ださい。

充電ケーブルを接続する
充電リッド



充電リッドは車両右側の後方にあります。

充電ソケットは清潔に保ち、遮るものがないようにしてください。

充電ポートを使用しないときは、充電リッドおよび場合によっては充電カバーを閉じておいてください。

充電ケーブルを接続する
接続するには、セレクター レバー ポジションPにシフトし、走行スタンバイをオフにして、車両をロック
解除します。必要に応じてパーキング ブレーキをかけます。

1. 充電リッドを開くには、充電リッドの後端を押します、矢印。充電リッドが開きます。

2. 希望の充電ポートを開きます。



3. 充電ソケットに合わせて充電プラグを取り付け、カチッとはまるまで差し込みます（矢印1）。

4. 充電ケーブルが正しくロックされるまで、少しの間、充電ケーブルを保持します。
5. 充電ステーションに掲示されている説明を参照してください。

充電ケーブルを抜き取る
一般事項
充電中は充電ケーブルが自動的にロックされています。抜き取る前に、充電ケーブルをロック解除しま
す。

抜き取る前に、必要に応じて充電リッドと充電ソケットの間の領域を清掃し、例えば雪などを取り除きま
す。

充電ケーブルを抜き取る



1. グリップのロック解除ボタンを押し（矢印1）、充電ケーブルのグリップ部分をつかみます。
充電プロセスが中断されます。

2. 充電ケーブルを充電ソケットから抜き取ります（矢印2）。
3. 充電ソケットを閉じます。
4. ロックされるまで充電リッドを押します。
5. 必要に応じて充電ケーブルを収納します。
充電ステーションに装備されている充電ケーブルを専用の場所に差し込みます。

充電ケーブルのロック解除
原理
充電ケーブルは、iDriveで電気的にロック解除して、引き抜くことができます。

充電ケーブルのロック解除
1. ボタンを押します。

2. 「充電」
3. 「充電ケーブルの ロック解除」
4. 「充電ケーブルの ロックを即解除」

その他の設定



1. ボタンを押します。

2. 「充電」
3. 「充電ケーブルの ロック解除」
4. 希望する設定を選択します：

‒ 「充電終了時に充電ケーブルのロック解除」：充電プロセスが終了すると、充電ケーブルが自動的に
ロック解除されます。

‒ 「充電リッド常時ロック解除」：充電リッドの長時間ロック解除が可能なため、車両をロックしても
充電リッドを開けたままにすることができます。

充電

原理
充電を、電気料金、使用可能な電源、低い周囲温度などの周辺条件に合わせることができます。できるだ
け出発時刻に充電が完了するように、車両が充電を制御します。このためには出発時刻を設定する必要が
あります。

一般事項
外気温度が高いまたは低いときには、充電時間が通常より長くなることがあります。

車両充電時、充電目標が設定することができると充電時間が短縮できます。

DC充電ステーションへのルート案内が始まると、充電ステーションに到着するまでに高電圧バッテリーが
充電するのに最善の状態に調整されます。これにより、充電プロセス時の充電出力が高まり、充電時間が
短縮されます。充電前の調整時には、航続可能距離または外気温度などの要因が考慮されます。

気温が高く、標準充電ケーブルに直射日光が当たっていると、充電が中断する場合があります。充電は自
動的に続行されます。

Remote Software Upgradeをインストールすると、充電プロセスが中断される、または始まりません。イ
ンストールが正常に終了しても、充電プロセスは自動的には続行されません。

安全に関する注意事項

" 充電リッドに負荷をかけない



注記

負荷によって充電リッドや充電カバーが損傷するおそれがあります。ーが放電するおそれがあります。例え
ば充電ケーブルを載せることによって、充電リッドや充電カバーに負荷をかけることのないようにしてく
ださい。

充電の開始
1. セレクター レバーをPポジションにシフトします。必要に応じてパーキング ブレーキをかけます。
2. 充電開始を設定します。
! 充電開始を設定します 。

3. 走行スタンバイをオフにします。
4. 充電リッドを開きます。
5. 充電ケーブルを車両に接続します。
! 充電ケーブルを接続する 。

充電ケーブル プラグを充電ポートに差し込むと、充電ケーブルが自動的にロックされます。

充電ステータスの表示
充電ソケットの表示灯

充電ステータスが充電ポートの表示灯に表示されます。

充電ステータス
点灯 充電ステータス

白 充電ケーブルを接続できます。



黄色に点滅 充電の準備が行われます。

青 充電プロセス一時停止中。

青で点滅 充電が有効。

赤色に点滅 充電時のエラー。

緑 充電が完了。

車両をロックすると、表示灯はしばらくして消えます。

車両がロック解除されている場合は、青色の表示灯が常時点滅します。その他の表示灯はしばらくして消
えます。

充電ステータスを点検するには、車両キーの ボタンを押します。充電ステータスが表示灯で示されま
す。場合によっては車両がロックされます。

充電ステータスに関するその他のメッセージをメーターパネルに、あるいはBMWアプリを介してモバイル
端末機器に表示させることができます。

充電モードの設定
1. ボタンを押します。

2. 「充電」
3. 「充電モード」
4. 希望の設定を選択します：

‒ 「即充電」：充電ケーブルを接続すると、直ちに充電が開始されます。
‒ 「時間帯を決めて充電」：出発時刻が設定されていれば、有利な電気料金で充電を行うことができる
ように時間範囲を設定することができます。

時間枠での充電
一般事項
充電プロセスでは、有利な電気料金で充電を行うことができるように時間範囲を考慮することができま
す。

有利に充電するために時間範囲を設定するには、出発時刻を設定する必要があります。

充電プロセスは車両によって、選択した時間範囲の前に開始されたり、選択した時間範囲の後で終了する
ことがあります。出発時刻までに車両を可能な限り完全に充電し、必要に応じて温度調節するために、充
電プロセスの開始時点が適合化されます。



有利な充電が行えるように時間範囲を設定する
1. ボタンを押します。

2. 「充電」
3. 「充電モード」
4. 「時間帯を決めて充電」
5. 希望する項目を選択します。

充電目標
原理
高電圧バッテリーの充電では、目標値をパーセンテージで設定することができます。

目標値を低く設定すると、充電時間を短縮できます。

一般事項
充電目標を設定した充電は、特にDC充電ステーションでの充電に適しています。機能を最適に利用するに
は、目標値80パーセントが推奨されます。

充電目標の設定
1. ボタンを押します。

2. 「充電」
3. 「充電目標」
4. 希望する項目を選択します。

DC充電の許容音量
車両をDC充電ステーションで充電する場合、例えばその場所の音量規定に従うため、充電プロセス中の音
量が制限されることがあります。音量が制限されると、充電時間が延びることがあります。

1. ボタンを押します。



2. 「充電」
3. 「ファン音量」
4. 希望する項目を選択します。

充電を中止する
モード2充電ケーブルまたはモード3充電ケーブルで車両に充電する場合には、車両をロック解除すると充
電プロセスが中断されます。その後、少し後に、または車両が自動的にロックされると充電が再開しま
す。

いつでも充電ケーブルを抜いて充電を終了し、後から充電ケーブルを接続して再開することができます。
これにより例えば、一時的に他の電気機器を電源に接続したり、複数の電気機器により同時に高い電力が
使用されることを回避することができます。

詳しい情報：

! 抜き取る 。

充電を再開する
例えば一時的な停電により充電が中断された場合、充電は中断後自動的に再開されます。

車両を公共の充電ステーションで充電する場合、中断後に充電プロセスが自動的に続行されないことがあ
ります。

充電を終了する
1. 充電ケーブルを車両から抜きます。
! 抜き取る 。

2. 必要に応じて充電ケーブルを収納します。
3. ロックされるまで充電リッドを押します。
4. 必要に応じて車両をロックします。

メーターパネルのスイッチ オフ メニュー
走行スタンバイをオフにすると、メーターパネルにスイッチ オフ メニューが表示され、iDriveを操作して
充電関連のいくつかの設定を行うことができます。パーキング エア コンディショナーおよび充電の設定
は、予め設定されている出発時刻にも取り込まれます。

詳しい情報：

! 出発時刻 。

メーターパネル内の表示
作動スタンバイがオンの場合、充電状態表示はメーターパネルでハイ ボルテージ バッテリーの充電状態を
表示します。全てのバーが塗りつぶされている場合、高電圧バッテリーはフル充電されています。

たとえバーがひとつも満たされていない場合でも、ハイ ボルテージ システムにはまだ高電圧がかかってい
ます。



充電画面に、充電に関する情報が表示されます。

表示 意味

モード2充電ケーブルまたはモード3充電ケーブルによる車両の充電。

DC充電ケーブルによる車両の充電。

DC充電ステーションでDC充電中。

現在の充電電力。

マークは、車両の最大充電出力に達していることを示します。

最大充電電流またはその時に設定されている電流制限。

充電ケーブルはロックされています。

充電ケーブルはロック解除されています。



設定した目標充電量。

出発時刻が設定済み。

1回限りの出発時刻が設定されています。

出発時刻に合わせてエア コンディショナーが作動。

点滅：ファン作動。

点滅：ヒーター作動。

点滅：クーラー作動。

マークが黄色：充電ステーションの充電出力を使用することができません。



例えばその国の充電インフラストラクチャーに基づく、車両による充電出力を制限。

詳しい情報：

! 充電画面 。

出発時刻

原理
最適な航続可能距離とエア コンディショニングのために、車両を停止する前に出発時刻を設定することが
できます。

一般事項
設定した出発時刻に合わせて、車両が設定された温度に事前調整されます。

出発時刻には次の設定が可能です：

‒ 出発時刻に合わせてエア コンディショナーが作動。
‒ 最大3回の規則的な出発時刻の設定。
‒ 1回限りの出発時刻の設定。

出発時刻に合わせてエア コンディショナーが作動



1. ボタンを押します。

2. 「充電」
3. 「出発予定」
4. 「出発時刻までに 事前温度調整」

出発時刻を設定する
1. ボタンを押します。

2. 「充電」
3. 「出発予定」
4. 希望の出発時刻を選択します。
5. 時刻と曜日を設定します。

出発時刻を有効にする
1. ボタンを押します。

2. 「充電」
3. 「出発予定」
4. 希望の出発時刻を有効にします。

出発時刻が3回続けて無視された場合、設定された出発時刻はスタンバイが解除されます。

快適な温度調節
車両の温度調節では次の設定が可能です：

‒ パーキング エア コンディショナーを直ちに作動させる。パーキング エア コンディショナーがオンで充
電ケーブルが接続されていない場合、走行可能距離が減ります。

‒ 設定した出発時刻に合わせて温度調節を設定する。



詳しい情報：

! パーキング エア コンディショナー 。

放電したハイ ボルテージ バッテリーと車両バッテリー

一般事項
車両はハイ ボルテージ バッテリーの他に、電装品の作動に必要な12V車両バッテリーを使用します。

車両バッテリーが放電している場合、車両を作動させることはできません。



BMW iX.

ホイールとタイヤ

車両装備
この章では、モデルに応じて現在および今後提供される装備、システム、機能について、それらがお客様
の車両にない場合も含めて説明されています。

詳しい情報：

! 車両装備 。

タイヤ空気圧

一般事項
タイヤの状態とタイヤ空気圧は以下に影響を及ぼします：

‒ タイヤの寿命。
‒ 走行安全性。
‒ 走行快適性。
‒ エネルギー消費。

安全に関する注意事項

" タイヤ空気圧を定期的に点検する

インデックスA–Z ##検索 $



警告

タイヤ空気圧が低くなりすぎた場合や空気が抜けてしまった場合は、タイヤが非常に熱くなって損傷する
おそれがあります。ステアリング動作やブレーキ動作などの走行特性が損なわれます。事故が発生するお
それがあります。タイヤ空気圧を定期的に点検し、必要に応じて、例えば少なくとも月2回、または長距離
走行の前などに調整してください。

タイヤ空気圧の記載
ドア ピラー上

タイヤ空気圧規定値は運転席ドアのドア ピラーに記載されています。

タイヤ空気圧は、車両メーカーによって該当車両タイプに適切であると認められたタイヤ サイズおよび推
奨されたタイヤ銘柄に有効です。特殊な装備との組み合わせでのみ適切であるタイヤ サイズも記載されて
いる場合があります。

車両への使用が認められているホイールとタイヤに関する情報は、メーカーのサービス パートナーまたは
その他の認定サービス パートナーあるいは専門ワークショップにお問い合わせください。

車両の積載荷重に応じて、それぞれの積載荷重に規定されたタイヤ空気圧が適用されます。例：部分的な
積載荷重の車両の場合、規定のタイヤ空気圧は部分的な積載荷重の車両に対して最適なタイヤ空気圧で
す。

タイヤ空気圧の点検
一般事項
タイヤは走行時に温まります。タイヤ空気圧はタイヤの温度とともに上昇します。

タイヤ空気圧は自然に一定の量が減ります。



空気圧測定装置は、最大で0.1bar低い値を表示することがあります。

ドア ピラーのタイヤ空気圧規定値による点検
1. 装着されているタイヤ用の規定タイヤ空気圧を確認します。
2. 空気圧測定装置などを使用して、4本全てのタイヤでタイヤ空気圧を点検します。
3. 現在のタイヤ空気圧と規定タイヤ空気圧の間に値のずれが生じている場合は、該当するタイヤのタイヤ
空気圧を修正します。

4. タイヤ バルブに全てのバルブ キャップが取り付けられているかを点検してください。

ドア ピラーのタイヤ空気圧ラベルのタイヤ空気圧規定値は、冷えているときのタイヤまたは周囲温度と同
じ温度のタイヤのみに関するものです。

タイヤ空気圧は、必ずタイヤが冷えているときに点検してください、つまり：

‒ 走行距離が最大2kmを超えていないとき。
‒ 走行後に最低2時間車両を動かしていないとき。

タイヤ空気圧の調整後
タイヤ空気圧警告システムRPAを新たに初期化します。

速度記号
記号 最高速度

Q 160km/h以下

R 170km/h以下

S 180km/h以下

T 190km/h以下

H 210km/h以下

V 240km/h以下

W 270km/h以下

Y 300km/h以下

(Y) 300km/h以上

タイヤのトレッド

サマー タイヤ



サマー タイヤ
タイヤ トレッド深さが3mm以下にならないようにしてください。この値以下の場合、ハイドロプレーニン
グが発生するおそれがあります。

ウィンター タイヤ
タイヤ トレッド深さが4mm以下にならないようにしてください。この値以下になると 冬期適合性が制限
されます。

タイヤの使用限界

トレッド面全体にウェア インジケーターが配置されています。パッド センサーの最低深さは法規定の
1.6mmです。

ウェア インジケーターは、タイヤ側面部分のTWI、トレッド ウェア インジケーターの略語、と刻印された
位置にあります。

タイヤの損傷

一般事項
定期的にタイヤに傷、異物、摩耗がないか点検してください。

タイヤ損傷またはその他の車両故障の兆候：

‒ 異常な振動。
‒ 異常な回転音または走行音。
‒ 左や右に強く引っ張られるような異常な走行特性。

例えば以下の状況によって損傷が生じることがあります：



‒ 縁石の角を乗り越える。
‒ 道路の損傷。
‒ タイヤ空気圧が低すぎる。
‒ 車両の積載超過。
‒ 不適切なタイヤ保管。

安全に関する注意事項

" タイヤ損傷時の注意

警告

損傷したタイヤではタイヤ空気圧が低下し、車両を制御できなくなるおそれがあります。事故が発生する
おそれがあります。走行中にタイヤ損傷に関する注記が表示された場合は、速やかに減速して停車してく
ださい。ホイールとタイヤの点検を依頼してください。そのためにメーカーのサービス パートナーまたは
その他の認定サービス パートナーあるいは専門ワークショップまで慎重に走行してください。必要に応じ
て車両をけん引または搬送してもらってください。損傷したタイヤは修理せず、新しいタイヤに交換して
ください。

" 障害物はできるだけ回避する

警告

例えば、縁石の角や道路の損傷など、障害物を高速で乗り越えることによって、タイヤが損傷することが
あります。タイヤが大きいほど、タイヤ断面は小さくなります。タイヤ断面が小さいほど、タイヤ損傷の
危険は増します。事故の危険性や物的損害の危険が生じます。障害物はできるだけ回避するか、または低
速で慎重に乗り越えてください。

タイヤ年齢

推奨
タイヤは、タイヤ トレッド深さに関わらず、少なくとも6年毎に交換してください。

製造時期
タイヤの製造時期はタイヤ サイド ウォールにあります。

記号 製造時期

DOT … 1921 2021年第19週



ホイールとタイヤの交換

取付けとバランス調整
タイヤの取付けとバランス調整は、メーカーのサービス パートナーまたはその他の認定サービス パート
ナーあるいは専門ワークショップに依頼してください。

認められているホイールとタイヤ
一般事項
車両タイプごとに認められているホイールとタイヤおよび特殊な装備については、車両メーカーによって
以下の特性が推奨され、適切であると認められています：

‒ ホイールとタイヤの組み合わせ。
‒ リム仕様。
‒ タイヤ サイズ。
‒ タイヤ銘柄。

車両への使用が認められているホイールとタイヤおよび特殊な装備については、メーカーのサービス パー
トナーまたはその他の認定サービス パートナーあるいは専門ワークショップにお問い合わせください。

安全に関する注意事項

" 適切なホイールとタイヤにのみ使用する

警告

車両に適切でないホイールとタイヤは、例えば規格サイズが同じでも許容誤差があるため、ボディと接触
することによって車両の部品を損傷するおそれがあります。事故が発生するおそれがあります。車両メー
カーは、該当車両タイプに適切であることが確認されているホイールとタイヤを使用することを推奨して
います。

" スチール タイヤを取り付けない

警告

スチール タイヤを取り付けると、ホイール ボルトが自然にゆるんだり、ブレーキ ディスクが損傷するな
ど、技術的な問題が発生するおそれがあります。事故が発生するおそれがあります。スチール タイヤを取
り付けないでください。



" ホイールとタイヤを適切に組み合わせる

警告

ホイールとタイヤの組み合わせが正しくないと、車両の走行特性とアンチロック ブレーキ システムABSや
ダイナミック スタビリティ コントロールなどの各種システムの機能が影響を受けます。事故が発生するお
それがあります。走行特性を良好に保つため、必ず、同一メーカーの同じトレッド パターンのものを使用
してください。車両メーカーは、該当車両タイプに適切であることが確認されているホイールとタイヤを
使用することを推奨しています。タイヤが損傷した場合は、元のホイールとタイヤの組み合わせとなるよ
うなタイヤを取り付けてください。

" 必ず適切なホイールボルトを使用すること

警告

不適切なホイール ボルト、例えば一体型ホイール ボルトはゆるんだり外れたりするおそれがあります。走
行中にホイールが外れるおそれがあります。事故が発生するおそれがあります。該当ホイールに適切である
ことが車両メーカーによって確認されている2分割ホイール ボルトのみを使用してください。

推奨タイヤ

車両のメーカーは、タイヤ サイズに応じて特定のタイヤ銘柄を推奨しています。タイヤ銘柄は、タイヤの
サイド ウォールに星印が付いていることで見分けられます。

新しいタイヤ
新しいタイヤのグリップ力は、製造上の理由から、まだ最適な状態にはなっていません。



最初の300kmは控えめに走行してください。

再生タイヤ

" 再生タイヤを使用しないでください

警告

再生タイヤは、タイヤの内部構造が異なることがあります。劣化の進行とともに耐久性が損なわれるおそ
れがあります。事故が発生するおそれがあります。再生タイヤを使用しないでください。

車両のメーカーは、再生タイヤの使用をお勧めしていません。

ウィンター タイヤ
一般事項
冬期の路面の走行には、ウィンター タイヤの使用をお勧めします。

M+Sマークのついたいわゆるオールシーズン タイヤは、サマー タイヤよりもより良い冬期用性能特性を有
していますが、通常、ウィンター タイヤの性能に達しません。

ウィンター タイヤの速度制限
ウィンター タイヤを取り付けた場合は、タイヤの許容最高速度を必ず守って、制限を超えないでくださ
い。

アクスル間のホイール交換
フロントおよびリア アクスルでは、個別の使用条件に応じて異なる摩耗状況が現われます。均等な摩耗を
実現するには、アクスル間でホイールをペアで交換します。詳しい情報はメーカーのサービス パートナー
またはその他の認定サービス パートナーあるいは専門ワークショップにお問い合わせください。交換後は
タイヤ空気圧を点検し、必要に応じて修正してください。

タイヤを保管する
タイヤ空気圧
タイヤのサイド ウォールに表示されている最大タイヤ空気圧を超過しないようにしてください。

保管
‒ 取り外したホイールやタイヤは、乾燥した冷暗所に保管してください。
‒ オイル、グリース、溶剤がタイヤに付着しないように注意してください。
‒ タイヤをプラスチック袋に入れたままにしないでください。
‒ ホイールまたはタイヤから汚れを取り除いてください。

タイヤのパンクを修理する



タイヤのパンクを修理する

安全対策
‒ 車両をできる限り交通の往来のある場所から遠ざけ、堅い地面に停車します。
‒ ハザード フラッシャーをオンにします。
‒ パーキング ブレーキをかけて、車両が動き出さないように車輪を固定します。
‒ ホイールを直進位置にして、ステアリング ロックをロックさせます。
‒ 全ての搭乗者を降車させて、ガードレールの内側などの危険領域の外に移動させます。
‒ 必要があれば適切な距離をあけて非常停止表示板を置きます。

スノー チェーン

安全に関する注意事項

" 適切なタイヤへのみスノー チェーンを取り付ける

警告

スノー チェーンを不適切なタイヤに装着すると、スノー チェーンが車両部分に接触するおそれがありま
す。事故の危険性や損傷が発生する危険があります。スノー チェーンは、メーカーによってスノー チェー
ンの使用に適切であることが確認されているタイヤにのみ装着してください。

" スノー チェーンは十分に張る

警告

スノー チェーンが十分に張られていないと、タイヤと車両部品が損傷するおそれがあります。事故の危険
性や損傷が発生する危険があります。スノー チェーンに常に十分な張りがあることを確認してください。
必要に応じてスノー チェーン メーカーの規定に従って張りなおしてください。

細かな鎖状のスノー チェーン
車両のメーカーは、細かな鎖状のスノー チェーンの使用を推奨しています。細かな鎖状のスノー チェーン
は、特定の製品のみが車両のメーカーによる検査を経て、その安全性と適合性が確認されています。

適切なスノー チェーンについての情報は、メーカーのサービス パートナーまたはその他の認定サービス
パートナーあるいは専門ワークショップにお問い合わせください。

使用



使用
必ずペアで、以下のホイール/タイヤ サイズの後輪にのみ使用してください：

タイヤ サイズ ホイール サイズ

オフ
セッ
ト
（IS）

235/60 R20 8.5J x 20 28

ホイール サイズとオフセットは、ホイールの内側にあります。

スノー チェーン メーカーの注意事項を遵守してください。

誤った警告が表示されるおそれがありますので、スノー チェーンを装着した状態でタイヤ空気圧警告シス
テムRPAを初期化しないでください。

スノー チェーンを装着して走行するときは、必要に応じて発進サポートをオンにして、駆動力を最適化し
てください。

スノー チェーン装着時の最高速度
スノー チェーン装着時には、速度が50km/hを超えないようにしてください。

タイヤ空気圧警告システムRPA

原理

" アニメーション：タイヤ空気圧警告システム（RPA）



タイヤ空気圧警告システム（RPA）

タイヤ空気圧警告システムは走行中のタイヤ空気圧の損失を検知し、タイヤ空気圧が下がった場合に警告
します。

一般事項
システムは、走行中に個々の車輪の回転数を比較することにより、タイヤ空気圧の低下を検知します。

タイヤ空気圧が低下すると、その車輪の直径が変化し、それにより回転速度が変化します。差が検知さ
れ、タイヤ パンクとして警告されます。

このシステムは実際のタイヤ空気圧を測定するものではありません。

機能の前提条件
タイヤ空気圧の低下を正確に検知して通知することができなくなるおそれがあるので、システムは以下の
前提条件を満たしていなければなりません：

‒ タイヤ交換またはホイール交換の後、正しいタイヤ空気圧の状態で初期化を行います。
‒ タイヤ空気圧を新しい値に調整した後、初期化を行います。

ステータス表示
RPAが作動しているかどうかなど、タイヤ空気圧警告システムRPAの現在の状態を表示させることができ
ます。

1. 「メニュー」
2. 「車両アプリ」
3. 「Live Vehicle」
4. 「コンテンツ」
5. 「車両ステータス」
6. 「タイヤ空気圧警告システム」



ステータスが表示されます。

初期化が必要
以下の状況では、初期化を行う必要があります：

‒ タイヤ空気圧の調整後。
‒ タイヤ交換またはホイール交換後。

初期化を実施する
初期化により、設定されたタイヤ空気圧が、タイヤ空気圧警告の検知に用いる基礎情報として認識されま
す。初期化は、タイヤ空気圧を確定することにより開始されます。

スノー チェーンを装着して走行するときは、初期化を行わないでください。

1. 「メニュー」
2. 「車両アプリ」
3. 「Live Vehicle」
4. 「コンテンツ」
5. 「車両ステータス」
6. 「タイヤ空気圧警告システム」
7. 走行スタンバイをオンにします。ただし発進させないでください。
8. 初期化を開始します：「リセット実行」
9. 発進します。

初期化が完了するためには、車両を走行させる必要があります。この作業は、いつでも中断することがで
きます。

走行を再開すると、初期化が自動的に再開されます。

メッセージ
一般事項
タイヤ パンクの通知が表示された場合、必要に応じてダイナミック スタビリティ コントロールがオンにな
ります。

安全に関する注意事項

" タイヤ空気圧低すぎる場合に走行継続しないこと

警告

標準タイヤが損傷してタイヤ空気圧が低くなりすぎたり、空気が抜けてしまうと、ステアリングおよびブ
レーキ動作などの走行特性が損なわれます。事故が発生するおそれがあります。走行を継続しないでくだ
さい。タイヤ パンクを修理するか、ホイールを交換してください。

タイヤ空気圧の警告



メーターパネルで黄色の警告灯が点灯します。

さらにコントロール ディスプレイにマークとチェック コントロール メッセージが表示されます。

マーク 考えられる原因

タイヤがパンクしているか、タイヤ空気圧が大きく低下しています。

対応
1. 速度を落として、慎重に停車してください。急なブレーキ操作やステアリング操作は行わないでくださ
い。

2. タイヤ パンク時の処置の説明を確認してください。

タイヤ パンク時の処置
1. 損傷したタイヤを特定します。
その際はタイヤ リペア セットのタイヤ空気圧インジケーターなどを使用して、4つ全てのタイヤの空気
圧を点検します。

4本全てのタイヤの空気圧が正常な場合は、タイヤ空気圧警告システムが初期化されていない可能性が
考えられます。その場合、システムを初期化してください。

タイヤの損傷を確認できない場合は、メーカーのサービス パートナーまたはその他の認定サービス パー
トナーあるいは専門ワークショップに連絡してください。

2. タイヤ リペア セットを使用するか、ホイールを交換してタイヤ パンクを修理します。

システムの限界
以下の状況では、システムが遅れて作動したり、誤作動する場合があります：

‒ 4本の全てのタイヤから自然に空気が抜けるような、均一的なタイヤ空気圧の低下は検知されません。そ
のため、タイヤ空気圧を定期的に点検してください。

‒ 外的な要因により突然タイヤが深刻な損傷を受けたような場合には、警告を発することができません。
‒ システムが初期化されなかった場合。
‒ 降雪路面や滑りやすい路面の走行。
‒ スポーティな運転スタイルをしたとき：駆動輪のスリップ、左右方向加速度が高い場合。
‒ スノー チェーンを装着した走行。

ホイールの交換



ホイールの交換

一般事項
タイヤ リペア セットを使用している場合、パンクによりタイヤ空気圧が失われても、必ずしも直ちにタイ
ヤ交換が必要となることはありません。

必要な場合、タイヤ交換用の適切な工具はアクセサリーとして、メーカーのサービス パートナー、その他
の認定サービス パートナーあるいは専門ワークショップでお求めいただけます。

安全に関する注意事項

" 持ち上げた車両の下に入らない

警告

ジャッキは、ホイール交換時に車両を一時的に持ち上げるためだけのものです。安全対策に注意している
場合でも、ジャッキが倒れて、持ち上げられた車両が落ちる危険があります。けがをするおそれまたは生
命の危険があります。車両をジャッキで持ち上げた状態のときに、車両の下に入ったり、走行スタンバイ
をオンにしたりしないでください。

" ジャッキの下に敷物を置かない

警告

ジャッキの下に木片などの敷物を置かないでください。高さが制限されるため、ジャッキの耐荷重能力が
十分に発揮されません。木片の耐荷重能力を超え、車両が傾くおそれがあります。けがをするおそれまた
は生命の危険があります。ジャッキの下に敷物を置かないでください。

" 故障時にのみジャッキを使用する

警告

車両メーカーのジャッキは、故障時のホイール交換のために使用するものです。ジャッキは、サマー タイ
ヤからウィンター タイヤへの交換のような頻繁な使用に対応するように設計されていません。頻繁に使用
すると、ジャッキが動かなくなったり、損傷したりする場合があります。けがをするおそれおよび損傷が
発生する危険があります。事故時のエマージェンシー ホイールまたはスペア タイヤの交換用にのみジャッ
キを使用します。

" ホイールの交換は、必ず適切な地面で行うこと



警告

地面が柔らかかったり、平らでなかったり、雪道、凍結路、タイルの上などで滑りやすかったりすると、
ジャッキが滑って外れるおそれがあります。けがをするおそれがあります。ホイールの交換は、できるだけ
地面が平坦で、硬く、滑りにくい場所で行ってください。

" ジャッキはタイヤ/ホイール交換の目的でのみ使用してください

警告

ジャッキは、この車両のみを持ち上げるためのものとして、またこの車両のジャッキ アップ ポイント用と
して最適化されています。けがをするおそれがあります。他の車両や他の荷物をジャッキで持ち上げないで
ください。

" ジャッキをジャッキ アップ ポイントに差し込む

警告

ジャッキが所定のジャッキ アップ ポイントに差し込まれていないと、ジャッキアップするときに車両が損
傷したり、ジャッキが滑って外れる可能性があります。けがをするおそれまたは損傷が発生する危険があ
ります。ジャッキアップするときは、ジャッキがホイールハウス横のジャッキ アップ ポイントに差し込ま
れていることを確認してください。

" ジャッキアップした車両に力を加えない

警告

ジャッキアップした車両は、横から力を加えたときにジャッキから落下するおそれがあります。けがをす
るおそれおよび損傷が発生する危険があります。車両がジャッキアップされているときには、車両に横か
ら力を加えたり、急に車両を引っ張ったりしないでください。固着しているホイールの取外しは、メー
カーのサービス パートナーまたはその他の認定サービス パートナーあるいは専門ワークショップに依頼し
てください。

" ハイ ボルテージ コンポーネントを損傷させないこと



警告

ジャッキの取扱いが正しくないと、車両のアンダー フロアが損傷し、ハイ ボルテージ コンポーネントが露
出するおそれがあります。けがをするおそれまたは損傷が発生する危険があります。ジャッキアップすると
きは、ジャッキがホイールハウス横のジャッキ アップ ポイントに差し込まれていることを確認してくださ
い。アンダーボディ パネルの部品を損傷しないように注意してください。

車両が動き出さないように固定する
一般事項
車両のメーカーは、ホイール交換時には車両が動き出さないように追加で固定することを推奨していま
す。

平らな面で

交換するホイールに対して斜めの位置にあるホイールの前後に、ウェッジやその他の適切な物を置きます。

緩やかな下り坂の場合



緩やかな下り坂でホイール交換する場合は、フロントおよびリア アクスルのホイールの下に、その回転方
向に向かってウェッジや、その他の適切な石などの物を置きます。

車両を準備する
‒ 車両を交通の往来のある場所から遠ざけ、硬くて滑りにくい地面に停車します。
‒ ハザード フラッシャーをオンにします。
‒ パーキング ブレーキをかけます。
‒ ギアを入れるか、セレクター レバーをPポジションにします。
‒ 可能な交通状況になり次第、全ての搭乗者を降車させて、ガードレールの内側などの危険領域の外に移
動させます。

‒ 装備に応じて、車両からホイール交換ツールと必要に応じてテンパー タイヤを取り出します。
‒ 非常停止版を車両から離れた場所に置きます。必要に応じて発炎筒を置きます。
‒ ジャッキアップは、必ず地面が硬く平らな場所で行ってください。
‒ ジャッキアップ中に、絶対に車内や車体の下に入ったり、エンジンをスタートさせたりしないでくださ
い。非常に危険です。

‒ 車両が動き出さないように追加で固定します。
‒ ホイール ボルトを半回転ゆるめます。

ジャッキ アップ ポイント



ジャッキ アップ ポイントはマークを付けた位置にあります。

車両をジャッキ アップする

" 手の位置に注意する

警告

ジャッキを使用するときに、手や指が挟まれるおそれがあります。けがをするおそれがあります。ジャッキ
を使用するときは、説明されている手の位置を守り、この位置から変えないでください。



1. 片方の手でジャッキを支持し、矢印1、もう片方の手でジャッキ用クランクまたはレバー、矢印2、をつ
かみます。

2. 交換するホイールから一番近くにあるジャッキ アップ ポイントの四角のくぼみにジャッキを差し込み
ます。



3. ジャッキ用クランクまたはレバーを時計回りに回すことによってジャッキを伸長させます。

4. ジャッキに荷重がかかったら、ジャッキから手を放し、ジャッキ用クランクまたはレバーを片手でさら
に回します。

5. ジャッキの脚部が垂直に出て、ジャッキ アップ ポイントの下で直角になっていることを確認してくだ
さい。



6. 伸長した後、ジャッキの脚部がジャッキ アップ ポイントの下で直角かつ垂直になるよう注意します。

7. ジャッキが面全体で地面に立ち、該当するホイールが最大3cm地面から持ち上がるまで、クランクを回
してジャッキ アップします。

ホイールを取り付ける

" 必ず適切なホイールボルトを使用すること

警告

不適切なホイール ボルト、例えば一体型ホイール ボルトはゆるんだり外れたりするおそれがあります。走
行中にホイールが外れるおそれがあります。事故が発生するおそれがあります。該当ホイールに適切である
ことが車両メーカーによって確認されている2分割ホイール ボルトのみを使用してください。

必要に応じて最大1本のテンパー タイヤを取り付けます。

1. ホイール ボルトを取り外します。
2. ホイールを取り外します。
3. 新品のホイールまたはテンパー タイヤを取り付け、少なくとも2本のホイール ボルトを対角線状に手で
ねじ込みます。
車両メーカーの純正アロイ ホイールを取り付けない場合は、必要に応じて付属のホイール ボルトも使
用しなければなりません。

4. 残りのホイール ボルトを手でねじ込み、全てのホイール ボルトを対角線状に締め付けます。
5. ジャッキ用クランクを反時計回りに回して、ジャッキを縮めて車両を下げます。
6. ジャッキを取り外し、確実に収納します。

タイヤ/ホイールの交換後
1. ホイール ボルトを対角線状に締め付けます。締付けトルクは140Nmです。
2. 必要に応じて、不具合のホイールをラゲッジ ルームに収納します。



3. できるだけ早い時期にタイヤ空気圧を点検し、必要に応じて修正してください。
4. タイヤ空気圧警告システムRPAを新たに初期化します。
5. ホイール ボルトの固定具合を校正済みのトルク レンチで点検してください。
6. 最寄りのメーカーのサービス パートナーまたはその他の認定サービス パートナーあるいは専門ワーク
ショップまで走行して、損傷したタイヤの交換を依頼してください。



BMW iX.

フロント フード

一般事項
必ずメーカーのサービス パートナーまたはその他の認定サービス パートナーあるいは専門ワークショップ
で、フロント フードを開けてもらいます。

詳しい情報：

! ウォッシャー液 。

安全に関する注意事項

" フロント フード下の作業は行わない

警告

フロント フードの下で不適切な作業を行うと、構成部品が損傷し、安全性に問題が生じるおそれがありま
す。事故の危険性や損傷が発生する危険があります。フロント フード下の作業はメーカーのサービス パー
トナーまたはその他の認定サービス パートナーあるいは専門ワークショップに依頼してください。
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オペレーティング フルード

車両装備
この章では、モデルに応じて現在および今後提供される装備、システム、機能について、それらがお客様
の車両にない場合も含めて説明されています。

詳しい情報：

! 車両装備 。

冷却水

一般事項
クーラント クーラーはメインテナンス不要です。

クーラントの補給は、メーカーのサービス パートナーまたはその他の認定サービス パートナーあるいは専
門ワークショップに依頼してください。

冷却水レベル
クーラント レベルが低い場合、チェック コントロール メッセージが表示されます。

ウォッシャー液

一般事項

インデックスA–Z ""検索 #



1つのウォッシャー タンクから全ての噴射ノズルにウォッシャー液が供給されます。

水道水とウィンドウ クリーナー濃縮液の混合液を使用し、また、必要に応じてウィンドウ ウォッシャー用
の凍結防止剤を添加して使用します。

推奨する最小充填量：2リットル。

安全に関する注意事項

$ ウォッシャー液用凍結防止剤での注意

警告

いくつかの凍結防止剤は健康に有害な成分を含んでいることがあり、引火性です。火災の危険およびけが
をするおそれがあります。容器に記載された注意事項を遵守してください。凍結防止剤は火元から離して
ください。燃料・油脂類を別の容器に入れ替えないでください。燃料・油脂類は子供の手が届かない場所
に保管してください。

$ シリコンを含んだ添加剤を使用しない

注記

ウィンドウ上での撥水効果を得るためにシリコンを含んだ添加剤を使用すると、ウィンドウ ウォッシャー
が損傷するおそれがあります。ーが放電するおそれがあります。シリコンを含んだ添加剤をウォッシャー
液に混ぜないでください。

$ 添加剤混合時の注意

注記

異なる種類のウィンドウ クリーナー濃縮液または凍結防止剤を混合すると、ウィンドウ ウォッシャーが損
傷するおそれがあります。ーが放電するおそれがあります。異なる種類のウィンドウ クリーナー濃縮液ま
たは凍結防止剤は混合しないでください。容器に記載された注意事項と混合比を遵守してください。

概要



ウォッシャー液タンクはフロント フードの下にあります。タンクを開くには、エンブレムを押します。車
両がロック解除されている状態では、カバーが開きます。

故障
アルコール系のウィンドウ クリーナー濃縮液または凍結防止剤を薄めずに使用した場合、温度が-15!以下
になると誤った警告が表示されるおそれがあります。



BMW iX.

メインテナンス

車両装備
この章では、モデルに応じて現在および今後提供される装備、システム、機能について、それらがお客様
の車両にない場合も含めて説明されています。

詳しい情報：

! 車両装備 。

BMW点検整備システム
点検整備システムは、お客様に必要な点検整備についてお知らせし、車両の走行安全性および作動安全性
を適切に維持できるようにサポートします。

国別仕様に応じて、点検整備システムの項目および間隔が異なる場合があります。交換作業、交換部品、
燃料油脂、摩耗素材は別料金となります。詳しい情報はメーカーのサービス パートナーまたはその他の認
定サービス パートナーあるいは専門ワークショップにお問い合わせください。

安全に関する注意事項

" メインテナンスおよび修理をサービス パートナーに依頼する

インデックスA–Z ##検索 $



警告

特にハイ ボルテージ システムのメインテナンスや修理で作業が適切に行われなかった場合は、感電が起こ
るおそれがあります。けがをするおそれ、火災の危険、生命の危険があります。車両に関する作業、特に
メインテナンス、修理、変更については、必ずメーカーのサービス パートナーまたはその他の認定サービ
ス パートナーあるいは専門ワークショップに依頼してください。

コンディション ベースド サービス（CBS）

原理
センサーと専用のプログラムが、お客様の車両の使用状況を分析します。これに基づいてCBSが点検整備
時期を割り出します。

これにより、システムは、点検整備の内容をお客様の車両使用状況にあわせることができます。

一般事項
サービス時期についての情報をコントロール ディスプレイに表示することができます。

詳しい情報：

! サービス時期の表示 。

車両キー内のサ—ビス データ
車両キーには、点検整備に関する情報が継続的に記憶されています。サービス パートナーは、これらの情
報をリモート コントロールから読み出して、車両の点検整備項目を提案することができます。

そのため、サービス アドバイザーに、最後にそれを使って運転した車両キーを渡してください。

サービス インターバル
車両バッテリーを取り外している間は、サービス インターバルの演算は行われません。

ブレーキ液やマイクロ フィルター/チャコール フィルターなどの時間に基づくサービス範囲の更新は、
メーカーのサービス パートナーまたはその他の認定サービス パートナーあるいは専門ワークショップに依
頼してください。

サービス履歴

点検整備および修理



点検整備と修理はメーカーのサービス パートナーまたはその他の認定サービス パートナーあるいは専門
ワークショップに依頼してください。

登録
実施された点検整備は、点検整備証明書と車両データに記録されます。この登録内容は、サービス ブック
と同様に、定期点検整備の証明になります。

車両の電子サービス履歴への登録が行われると、サービス関連のデータが車両とBMW AG, Münchenの中
央ITシステムに保存されます。

電子サービス履歴に登録されたデータは、車両所有者が変わった後も新しい車両所有者が見ることができ
ます。メーカーのサービス パートナーまたはその他の認定サービス パートナーあるいは専門ワークショッ
プは、電子サービス履歴に登録されたデータを見ることができます。

異議
車両所有者は、メーカーのサービス パートナーまたはその他の認定サービス パートナーあるいは専門ワー
クショップに、電子サービス履歴への登録および、登録時に伴う車両でのデータの保存と車両メーカーへ
のデータ伝送に関し、自分が車両所有者である期間、異議を唱えることができます。この場合、車両の電
子サービス履歴への登録は行われません。

表示
登録されたメインテナンスをコントロール ディスプレイに表示させることができます。

詳しい情報：

! サービス時期の表示 。

法定点検整備
日本では道路運送車両法に基づき、1年毎に行う定期点検が義務づけられています。

正規ディーラーでは、お客様の車両の状態に合わせた法定定期点検整備を実施しています。是非、正規
ディーラーに作業をご依頼ください。

法定定期点検と車両点検整備システムの実施に関する詳細については、別冊の「サービス ブック」をご覧
ください。

車両リサイクル
お客様の車両は、その生産方法から使用する原材料の選択にいたるまで、将来のリサイクル性を考慮して
開発されています。車両のリサイクルについての詳細情報はインターネット サイト 
! www.bmw.co.jp(http://www.bmw.co.jp) にてご覧いただけます。



使用済自動車のリサイクルは、日本国内の法律により定められています。法に定められた適正なリサイク
ル処理を行うため、お乗りになられた車両を廃棄される場合には、各自治体に登録されている引取業者へ
ご連絡ください。

ハイ ボルテージ バッテリーのリサイクル

車両メーカーは、寿命が来たまたは故障したハイ ボルテージ バッテリーをメーカーのサービス パートナー
またはその他の認定サービス パートナー、または専門ワークショップで廃棄してもらうことを推奨してい
ます。

車両の回収に関しては各国の法規に従ってください。詳しい情報はメーカーのサービス パートナーまたは
その他の認定サービス パートナーあるいは専門ワークショップにお問い合わせください。補足情報： 
! www.bmw.com(http://www.bmw.com/fusecard) 。
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部品の交換

車両装備
この章では、モデルに応じて現在および今後提供される装備、システム、機能について、それらがお客様
の車両にない場合も含めて説明されています。

詳しい情報：

! 車両装備 。

ツール キット

ツール キットはラゲッジ ルーム フロアの下にあります。

ワイパー ブレード
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ワイパー ブレード

安全に関する注意事項

$ ワイパーブレードをつけずにワイパーを倒さないこと、またはオンにしないこと

注記

ワイパー ブレードが取り付けられていないワイパーをウィンドウ上に倒すと、ウィンドウが損傷するおそ
れがあります。ーが放電するおそれがあります。ワイパー ブレードの交換時にはワイパーを保持してくだ
さい。ワイパー ブレードが取り付けられていない場合は、ワイパーを倒したり、オンにしたりしないでく
ださい。

フロント ワイパー ブレードの交換
1. 交換を行うためにワイパーを起こした状態にします。
! ワイパーを立てる位置 。

2. ワイパーを持ち上げて、フロント ウィンドウから離します。



3. ボタンを押し（矢印1）、ワイパー ブレードを引き抜きます（矢印2）。

4. ワイパー アームの中に、ウィンドウ洗浄液とヒーター用接続部があります。接続部を新しいワイパー ブ
レードに正しく挿入する

5. 新しいワイパー ブレードをはめ込み、かみ合う音がするまでホルダーに押し付けます。ワイパー アーム
の中に、ウィンドウ洗浄液とヒーター用接続部があります。取り付けるときには、接続部をワイパー ブ
レードに正しく挿入するように注意します。

6. ワイパーを倒します。

リア ワイパー ブレードを交換する
ワイパー ブレードはワイパー アームの末端でロックされています。

1. レバーを下方へ押し、矢印1、ワイパー ブレードを取り外します、矢印2。

2. 新品のワイパー ブレードを取り付けます。ワイパー ブレードからロックする音が聞こえます。

ランプとライト



ランプとライト

一般事項
ライト類は、自動車の保安部品の一部です。

全てのヘッドライトとライト類には、LED技術またはレーザー技術が採用されています。

いくつかの装備品のカバー内には、光源として発光ダイオードを使用しています。これらのLEDは「クラ
ス1発光ダイオード」の規格に分類されていて、一般的なレーザー光に似た性質を持っています。

そのため車両メーカーは、故障の場合は該当する作業をメーカーのサービス パートナーまたはその他の認
定サービス パートナーあるいは専門ワークショップに依頼することを推奨しています。

安全に関する注意事項

$ 照明装置に関する作業は行わない

警告

レーザー ビーム光は目の網膜を刺激したり、連続的に傷つけるおそれがあります。けがをするおそれがあ
ります。車両メーカーは、ランプの交換を含む照明装置の作業をメーカーのサービス パートナーまたはそ
の他の認定サービス パートナーあるいは専門ワークショップに依頼することを推奨しています。

$ 光源を覗き込まないこと

警告

明るすぎると、目の網膜が刺激されたり、傷つくおそれがあります。けがをするおそれがあります。ヘッド
ライトやその他の光源を直接見ないでください。LEDのカバーを外さないでください。

ヘッドライト ガラス
気温が低い場合や湿気がある場合は、ヘッドライト ガラスの内側がくもることがあります。ライトをオン
にして走行すると、曇りは短時間で消えます。ヘッドライト ガラスを交換する必要はありません。

ヘッドライトをオンにしていても湿気が増す場合は（ライト内部の水滴など）、ヘッドライトの点検を依
頼してください。

車両バッテリー

一般事項



一般事項
車両は高電圧バッテリーの他に12V車両バッテリーを使用します。車両バッテリーは車両電装品にエネル
ギーを供給します。

バッテリーはメインテナンス不要です。

バッテリーに関する詳細はメーカーのサービス パートナーまたはその他の認定サービス パートナーあるい
は専門ワークショップにお問い合わせください。

バッテリーの点検方法については、別冊の「サービス ブック」もご覧ください。

バッテリーの耐用年数は、十分に充電されている場合に限り保証されます。短い距離を走行することが多
い場合には、充電状態を頻繁に点検してください。

安全に関する注意事項

$ 導電性の部品に触れない

危険

電圧のかかっている構成部品に触れると、感電のおそれがあります。けがをするおそれまたは生命の危険
があります。電圧のかかる可能性のある構成部品には触れないでください。

$ 適切な車両バッテリーを使用する

警告

適切であることが確認されていない車両バッテリーを使用すると、システムが損傷したり、機能が実行さ
れなくなるおそれがあります。けがをするおそれまたは損傷が発生する危険があります。車両メーカーに
よって適切であることが確認されている車両バッテリーのみを使用してください。

$ 車両バッテリー放電時にサービスに連絡する

注記

バッテリー充電器を使用して車両バッテリーをソケットまたは車内のシガレット ライターから充電する
と、12V車両エレクトリカル システムが過負荷になったり、損傷したりするおそれがあります。ーが放電
するおそれがあります。車両バッテリーが放電した場合には、メーカーのサービス パートナーまたはその
他の認定サービス パートナーあるいは専門ワークショップに連絡してください。

バッテリーを車両に登録する
車両のメーカーは、メーカーのサービス パートナーまたはその他の認定サービス パートナーあるいは専門
ワークショップに、交換後の車両バッテリーの登録を依頼することをお勧めしています。新たに登録する



ことにより、全てのコンフォート機能を制限なしで使用できるようになり、コンフォート機能のチェック
コントロール メッセージが表示されている場合はそれが解除されます。

バッテリーを充電する
車両に取り付けられている充電器は車両バッテリーに電流を供給します。必要なエネルギーは、高電圧
バッテリーから充電器が供給します。

詳しい情報：

! 車両の充電 。

電源の遮断
電源の遮断が回復した後、一部の装備は新しく初期化または個別設定を更新する必要があります、例え
ば：

‒ ! パーキング ブレーキ 。
‒ メモリー機能：位置を新たにメモリーします。
‒ 時刻：更新します。
‒ 日付：更新します。

バッテリーの廃棄

交換後の古いバッテリーの処理方法については、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

内部はバッテリー液で満たされているため、バッテリーを運搬、保管する際には、必ず端子面を上にして
直立させておいてください。運搬時にバッテリーが倒れないように注意してください。

フューズ

一般事項
フューズは車内の異なる箇所にあります。

フューズ一覧についての説明、フューズ ボックスの位置についての説明は、インターネット サイトをご覧
ください： ! www.bmw.com/fusecard(http://www.bmw.com/fusecard) 。

安全に関する注意事項

$ フューズ使用時の注意



警告

不適切なフューズや修理されたフューズを使用すると、電気ケーブルとコンポーネントに過大な負荷がか
かるおそれがあります。火災の危険があります。切れたフューズは絶対に修理しないでください。また、色
や容量（アンペア）が異なるフューズで代用しないでください。

フューズの交換
車両メーカーは、フューズの交換をメーカーのサービス パートナーまたはその他の認定サービス パート
ナーあるいは専門ワークショップに依頼することを推奨しています。



BMW iX.

いざというときに

車両装備
この章では、モデルに応じて現在および今後提供される装備、システム、機能について、それらがお客様
の車両にない場合も含めて説明されています。

詳しい情報：

! 車両装備 。

ハザード ライト

車両のボタン

インデックスA–Z ""検索 #



ハザード ライト ボタン

非常停止表示板

非常停止表示板の収納場所は、テールゲート内側です。

非常停止表示板を横にずらし、取り出します。

発炎筒



誘導棒は助手席ドアのストレージ ボックス内にあります。取扱いについては、本体に記載されている説明
を参照してください。

救急箱

一般事項
いくつかの医療品には、使用期限があります。

定期的に点検し、期限の過ぎた医療品は、適時交換してください。

収納
救急セットの収納場所は、ラゲッジ ルーム内です。

BMWエマージェンシー・サービス

原理
故障で助けが必要な場合、BMW Groupのエマージェンシー サービスとコンタクトを取ることができます。

一般事項
故障時に、車両の状態についてのデータがBMWエマージェンシー サービスに転送されます。場合により、
機能障害をすぐに直すことができます。



BMWエマージェンシー サービスへの連絡にはいくつかの方法があります。

‒ チェック コントロール メッセージから。! 補足情報の表示 。
‒ 携帯電話で通話。

BMWエマージェンシー サービスでは、お客様が日本全国でいつでも安心して走行していただけるよう、
24時間年中無休の体制で路上故障の際の緊急電話を受け付けております。

このサポートは、BMWにお乗りいただいている全てのお客様が対象となり、さまざまなトラブルに対応す
る応急処置のアドバイスや個々の状況に応じて出張修理やレッカー車などの手配をしたり、さらに代替交
通手段や宿泊先の確保まで、運転されるお客様のさまざまなご要望にお応えします。

フリーダイヤル：0120-55-3578。

国別使用および車両バリエーションに応じて、ConnectedDriveカスタマーポータルを介して他のロードサ
イドアシスタンス プロバイダーが割り当てられる場合があります。

機能の前提条件
‒ コネクテッド ドライブ契約が有効、SOSコールまたはBMWコネクテッド ドライブ サービスを装備。
‒ モバイルネットワーク内での受信。
‒ 作動スタンバイがオン。

BMWエマージェンシー サービスを手動で開始する
テレサービス装備車では、テレサービス診断によるサポートが提供されます。

1. 「メニュー」
2. 「全てのアプリ」
3. 「BMW Assistance」
4. 必要に応じて、BMWエマージェンシー サービスに関する登録を選択します。
音声接続されます。

テレサービス診断
テレサービス診断は、車両の診断に必要となる詳細な車両データを移動体通信で転送することができま
す。これらのデータは自動的に転送されます。その際、場合によってはコントロール ディスプレイでの同
意が必要です。

テレサービス ヘルプ
国によっては、テレサービス ヘルプはモバイル通信を介して、BMWエマージェンシー サービスによる車
両の詳しい診断を行うことができます。

BMWエマージェンシー サービスからの案内後、テレサービス ヘルプをスタートすることができます。

1. 車両を安全に駐車してください。
2. パーキング ブレーキをかけます。
3. コントロール ディスプレイをオンにします。
4. テレサービス ヘルプに同意します。

BMW事故アシスト



BMW事故アシスト

原理
事故で助けが必要な場合、BMW Groupのアクシデント アシスタンスとコンタクトを取ることができます。

一般事項
エアバッグが作動しなかった軽度から中度の事故を車両センサーが検知すると、メーターパネルにチェッ
ク コントロール メッセージが表示されます。さらに、コントロール ディスプレイに該当するテキスト
メッセージが表示されます。

BMW事故アシストの作動により、車両の状態についてのデータがBMWに転送されます。

国別使用および車両バリエーションに応じて、ConnectedDriveカスタマーポータルを介して他のアクシデ
ント アシスタンス プロバイダーが割り当てられる場合があります。

機能の前提条件
‒ コネクテッド ドライブ契約が有効、SOSコールまたはBMWコネクテッド ドライブ サービスを装備。
‒ モバイルネットワーク内での受信。
‒ 作動スタンバイがオン。

BMWアクシデント アシスタンスを開始する
自動的に検知された事故の場合
コントロール ディスプレイに、BMWアクシデント アシスタンスに関するテキスト メッセージが表示され
ます。

直接接続を確立することができます：

「事故サポートに電話」

BMWアクシデント アシスタンス用のチェック コントロール メッセージは特定の時間、メモリーされてい
るチェック コントロール メッセージから呼び出すこともできます。

詳しい情報：

! チェック コントロール 。

BMWアクシデント アシスタンスを手動で開始する
BMW事故アシストには、自動事故検知に関係なくてもコンタクトを取ることができます。

1. 「メニュー」
2. 「全てのアプリ」
3. 「BMW Assistance」
4. 必要に応じて、BMWアクシデント アシスタンスに関する登録を選択します。
コントロール ディスプレイの表示に従ってください。音声接続されます。

SOSコール



SOSコール

法律で規定されたSOSコール
原理
緊急状況のときには、このシステムにより自動的に、または手動でSOSコールを発信することができま
す。

一般事項
SOSボタンは緊急時にのみ押してください。

SOSコールは公的な緊急通報用電話番号との接続を確立します。

これは、特にモバイルネットワーク及び各国の法規によります。

SOSコールは、車両に内蔵されているSIMカードにより確立され、オフにすることはできません。

SOSコールは、技術的な理由により、不利な条件のもとでは作動を保証できません。

概要

SOSボタン

機能の前提条件
‒ 作動スタンバイがオン。



‒ SOSコール システムが正常。
‒ インテリジェントSOSコール装備の場合：車両に内蔵されているSIMカードが有効。

自動作動
エアバッグの作動など、ある決まった前提条件のもとで、該当する重度の事故が起こった直後にSOSコー
ルが自動的に作動します。自動SOSコールは、SOSボタンを押すことによって中断されません。

手動作動
1. カバー キャップを軽く押して開けます。
2. ボタンのLEDが緑色に点灯するまで、SOSボタンを押し続けます。

‒ SOSコールが作動した場合、LEDが緑色に点灯します。コントロール ディスプレイに中止するかどうか
の質問が表示されている場合、SOS コールを中止することができます。状況が許す場合は、音声接続が
構築されるまで車内で待ちます。

‒ SOSコールに電話がつながると、LEDが緑色に点滅します。SOSコールの場合、必要な救助処置の決定
に役立つデータが公的な救急機関に転送されます。例えば、特定可能であれば車両の現在の位置などが
転送されます。データ伝送および保存に関する情報：法律で規定されたSOSコール システム。救急機関
からの音声がスピーカーを通して聞こえない場合でも、乗員の声は救急機関にまだ聞こえていることが
あります。

SOSコールは救急機関によって終了されます。

故障
SOSコールの機能が低下しているおそれがあります。

SOSボタン付近のLEDが約30秒間点滅します。チェック コントロール メッセージが表示されます。

メーカーのサービス パートナーまたはその他の認定サービス パートナーあるいは専門ワークショップに点
検を依頼してください。

インテリジェントSOSコール
原理
緊急状況のときには、このシステムにより自動的に、または手動でSOSコールを発信することができま
す。

一般事項
SOSボタンは緊急時にのみ押してください。

インテリジェントSOSコール システムはBMWの緊急通報センターとの接続を確立します。

BMWを通じてSOSコールが行えない場合でも、公的なエマージェンシー コールの電話番号への呼出しが行
われる場合があります。これは、特にモバイルネットワーク及び各国の法規によります。

SOSコールは、技術的な理由により、不利な条件のもとでは作動を保証できません。

概要



SOSボタン

機能の前提条件
‒ 作動スタンバイがオン。
‒ SOSコール システムが正常。
‒ インテリジェントSOSコール装備の場合：車両に内蔵されているSIMカードが有効。

自動作動
エアバッグの作動など、ある決まった前提条件のもとで、該当する重度の事故が起こった直後にSOSコー
ルが自動的に作動します。自動SOSコールは、SOSボタンを押すことによって中断されません。

手動作動
1. カバー キャップを軽く押して開けます。
2. ボタンのLEDが緑色に点灯するまで、SOSボタンを押し続けます。

‒ SOSコールが作動した場合、LEDが緑色に点灯します。コントロール ディスプレイに中止するかどうか
の質問が表示されている場合、SOS コールを中止することができます。状況が許す場合は、音声接続が
構築されるまで車内で待ちます。

‒ SOSコールに電話がつながると、LEDが緑色に点滅します。BMW経由のSOSコールの場合、必要な救助
処置の決定に役立つデータがSOSコールセンターに転送されます。例えば、特定可能であれば車両の現
在の位置などが転送されます。緊急通報センターからの問いかけに応答がない状態が続くと、自動的に
救助処置が開始されます。緊急通報センターがスピーカーを通して聞こえない場合でも、乗員の声は緊
急通報センターにまだ聞こえていることがあります。

SOSコールは緊急通報センターによって終了されます。



故障
SOSコールの機能が低下しているおそれがあります。

SOSボタン付近のLEDが約30秒間点滅します。チェック コントロール メッセージが表示されます。

メーカーのサービス パートナーまたはその他の認定サービス パートナーあるいは専門ワークショップに点
検を依頼してください。

消火器

原理
消火器により、車両火災を消火できます。

一般事項
装備と国別仕様に応じて、車両には消火器が装備されています。

安全に関する注意事項

$ 消火器を使用する際の注意

概要
消火器は、車内のシート下などやグローブ ボックス内にあります。

消火器を取り出す
ストラップのテンション ロックを開きます。

消火器を使用する
消火器を使用する際は、消火器に表示されたメーカーの指示および添付情報に注意します。

消火器を搭載する
1. 消火器をホルダにはめ込みます。
2. テンション ロックを掛けて、閉じます。

メインテナンスおよび新規充填
メーカーのサービスパートナーまたはその他の認定サービスパートナーあるいは専門ワークショップに2年
ごとに消火器の点検を依頼してください。

消火器の次回メインテナンスの日付に注意します。



消火器は使用後に交換するか、新たに充填するよう依頼してください。

事故後の行動

一般事項
事故に遭った後は、ハイ ボルテージ システムに関して以下の安全対策に注意する必要があります：

‒ パーキング ブレーキをかけて、作動スタンバイまたは走行スタンバイをオフにします。
‒ 事故発生場所の安全を確保してください。
‒ 車両から離れた後にロックしてください。
‒ ハイ ボルテージ システムを搭載した車両であることを、救急隊、警察、または消防隊などに直ちに知ら
せてください。

‒ ハイ ボルテージ バッテリーから漏れているガスを吸い込まないようにしてください。必要に応じて車両
との距離を保ってください。

安全に関する注意事項

$ 事故後ハイ ボルテージ コンポーネントに触れないこと

$ 漏れ出した液体に触れないこと

ジャンプ スタート

一般事項
必ずメーカーのサービス パートナーまたはその他の認定サービス パートナーあるいは専門ワークショップ
でジャンプ スタートを実施してもらいます。

安全に関する注意事項

$ 導電性の部品に触れない

けん引
一般事項



一般事項
けん引中は2台の車両の車間距離を5m以内で一定に保ち、ロープ中央に30x30cm以上の白い布を付けて、
速度30km/h以下で走行してください。

けん引に関する法規を遵守してください。

安全に関する注意事項

$ 衝突防止システムをオフにする

車両を搬送する
一般事項
車両をけん引してもらうことはできません。

安全に関する注意事項

$ 車両をけん引しない

$ 車両を持ち上げる際の注意

車両を動かす
路上で動かなくなった車両を危険領域から遠ざけるために、短い距離だけ、10km/h以下の速度で移動させ
ることができます。

詳しい情報：

! 車両を動かすか、移動させます 。

レッカー車



車両は必ず荷台に載せて移動してください。

他の車両のけん引
一般事項
必要に応じてハザード フラッシャーを点滅させます。

安全に関する注意事項

$ 許容総重量に注意する

$ けん引バー/けん引ロープを正しく固定する

けん引バー
けん引される車両とけん引する車両のけん引フックは、同じ側に取り付けてください。

やむを得ずバーに角度が付いた状態で使用するときは、次の点に注意してください：

‒ カーブを曲がるときに、動きが制限されます。
‒ けん引バーに角度がつくことにより、車両に横方向の力が加わります。

けん引ロープ
けん引ロープを使用する場合は、以下の注意事項を守ってください：

‒ スムーズなけん引を可能にするナイロン製ロープまたはナイロン製ベルトを使用してください。
‒ けん引ロープは、ねじれないように固定します。
‒ けん引フックとけん引ロープが固定されているか定期的に点検します。



‒ けん引速度が50km/hを超えないようにしてください。
‒ けん引距離が5kmを超えないようにしてください。
‒ けん引車両が発進するときには、けん引ロープがピンと張った状態になるようにしてください。

けん引フック
一般事項

ねじ込み式のけん引フックは、常に車両に載せておいてください。

けん引フックは車両の前後どちらにも取り付けることができます。

けん引フックは、ツール キットの中にあります。

牽引フックを使用する場合は、以下の注意事項を守ってください：

‒ 必ず車両に付属の牽引フックを使用するようにしてください。
‒ 牽引フックは、時計回りに少なくとも5回転分、しっかりとねじ込みます。必要に応じて、適切な物を使
用して締め付けます。

‒ 使用後、牽引フックを反時計回りに回して外します。
‒ けん引フックは固い路面でのけん引にのみ使用してください。
‒ 車両をけん引フックで持ち上げるなど、けん引フック側面に高い負荷がかからないようにしてくださ
い。

‒ けん引フックが固定されているか定期的に点検します。

詳しい情報：

! ツール キット 。

安全に関する注意事項

$ けん引フック使用時の注意



けん引フックのネジ

取付け口を出すために、カバーの縁のマーク部分を押してください。
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お手入れ

車両装備
この章では、モデルに応じて現在および今後提供される装備、システム、機能について、それらがお客様
の車両にない場合も含めて説明されています。

詳しい情報：

! 車両装備 。

洗車

一般事項
フロント ウィンドウの下方の部分から木の葉などの異物を定期的に取り除いてください。

特に冬期はこまめに洗車してください。しつこい汚れや路面にまかれた塩などが付着するため、車両の損
傷を引き起こす可能性があります。

安全に関する注意事項

" 充電ソケットの清掃はトレーニングを受けた人に依頼する
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警告

電圧のかかっている構成部品に触れると、感電のおそれがあります。充電ソケットには高電圧がかかって
います。けがをするおそれまたは生命の危険があります。充電ソケットの清掃などの作業は、メーカーの
サービス パートナーまたはその他の認定サービス パートナーあるいは専門ワークショップに依頼してくだ
さい。

" 充電リッド閉める

注記

洗車時に、開いている充電ソケットに水が入り込むおそれがあります。ーが放電するおそれがあります。
洗車時には充電リッドを閉じてください。

スチーム ジェット クリーナーと高圧洗浄水
安全に関する注意事項

" 高圧洗浄機による清掃時の注意

注記

高圧洗浄水を使用して清掃する場合は、圧力が高くなりすぎたり、温度が高くなりすぎたりすると、さま
ざまな構成部品が損傷するおそれがあります。ーが放電するおそれがあります。十分な間隔を取り、洗浄
水を一箇所に長く当てないように注意してください。高圧洗浄水に対する操作注意事項を守ってくださ
い。

間隔と温度
‒ 最高温度：60!。
‒ センサー、カメラ、シールとの最小間隔：30cm。

自動洗車機
安全に関する注意事項

" 自動洗車機を使用する際の注意



注記

自動洗車機の不適切な利用の場合、車両に損傷が発生するおそれがあります。ーが放電するおそれがあり
ます。以下の注意事項に注意してください：

‒ 塗装の損傷を防止するため、布製ブラシの洗車機、または柔らかい素材のブラシ付きの洗車機を使用し
てください。

‒ 自動洗車機に入れる前に、車両が洗車機に対して大きすぎないことを確認してください。
‒ ボディの損傷を防止するため、ガイド レールの高さが10cmより高い自動洗車機に入らないでください。
‒ タイヤおよびリムの損傷を防止するため、ガイド レールの最大タイヤ幅を確認してください。
‒ ドア ミラーの損傷を防止するため、ドア ミラーを折りたたんでください。
‒ ワイパー システムの損傷を防止するため、ワイパーおよび必要に応じてレイン センサーを作動解除して
ください。

‒ クリーニング システムの損傷を防ぐため、洗車中にiDriveでカメラ クリーニングを作動させないでくだ
さい。

自動洗車機に入れる

安全に関する注意事項

" 自動洗車機では作動スタンバイをオフにしない

注記

作動スタンバイがオフになると、自動的にセレクター レバー ポジションがPになります。ーが放電するお
それがあります。自動洗車機では作動スタンバイをオフにしないでください。

一般事項
自動洗車機では車両が自由に動けることが必要です。

一部の自動洗車機では、車両から離れる必要があります。セレクター レバー ポジションがNのとき、車両
を車外からロックすることはできません。車両をロックしようとすると、信号音が鳴ります。

詳しい情報：

! 車両を動かすか、移動させます 。

自動洗車機から出す
車両キーが車内にあることを確認します。

走行スタンバイをオンにします。

詳しい情報：

! 走行スタンバイ 。

ヘッドライト



ヘッドライト
濡れたヘッドライトを乾いた布でこすらないでください、また研磨剤や溶剤を含むクリーナーを使用しな
いでください。

昆虫などの汚れは、洗剤で洗って水で流します。

凍結している場合は、解凍スプレーなどで溶かしてください。アイス スクレーパーなどの鋭利な器具は使
用しないでください。

洗車後
洗車後は、ブレーキの制動力が一時的に低下している可能性があるため、軽くブレーキをかけて乾かして
ください。ブレーキをかけたときに発生する熱により、ブレーキ ディスクとブレーキ パッドが乾かされ
て、腐食から保護されます。

条痕による視認性の低下を防ぎ、ワイパー異音やワイパー ブレードの摩耗を低減するために、ウィンドウ
上の残留物は完全に取り除いてください。

車両のお手入れ

カー ケア製品
一般事項
BMWは、BMW純正のカー ケア製品やクリーナーを使用することを推奨します。適切な保護剤はメーカー
のサービス パートナーまたはその他の認定サービス パートナーあるいは専門ワークショップでお求めいた
だけます。

安全に関する注意事項

" クリーニング洗剤使用時の注意

警告

クリーナーには、人体に悪影響を与えるおそれのある成分が含まれている場合があります。けがをするお
それがあります。車内の清掃の際は、ドアまたはウィンドウを開けてください。車両洗浄用以外のクリー
ナーは使用しないでください。容器に記載された注意事項を遵守してください。

塗装
一般事項
定期的なお手入れは、安全性およびお客様のお車の価値を維持することにつながります。空気汚染または
樹木のヤニや花粉などの自然による汚れが目立つ周辺環境では、車両の塗装に悪影響が及ぶおそれがあり



ます。お手入れの頻度と程度を環境条件に合わせて調整してください。

グリースまたは鳥の糞などの腐食性物質が付着した場合は、塗装の侵食や変色を防止するために、すぐに
取り除いてください。

つや消し塗装
つや消し塗装が施された車両に合ったクリーナーやカー ケア製品を使用してください。

レザーのお手入れ
定期的に布や掃除機でレザーのほこりを取り除いてください。

そうしないと、ほこりやちりがレザーの細かい孔やしわをこすり、表面を激しく摩耗させたり、通常より
早めに傷つけたりします。

衣服などによる色移りを防ぐために、レザーは約2ヶ月ごとにクリーニングおよびお手入れしてください。

明るい色のレザーは汚れが目立つため、頻繁に汚れを落としてください。

汚れや油分が付着すると、徐々にレザー表面の保護膜を傷める場合があるので、レザー保護剤を使用して
ください。

日焼け止めクリームなどの腐食性物質が付着した場合は、レザーの変質や変色を防ぐために、すぐに取り
除いてください。

織布のお手入れ
一般事項
飲み物のしみなどのしつこい汚れには、湿らせた柔らかいスポンジまたはマイクロファイバー製クロスと
適切な車内クリーナーをご使用ください。

日焼け止めクリームなどの腐食性物質が付着した場合は、素材の変質や変色を防ぐために、すぐに取り除
いてください。

安全に関する注意事項

" フック ＆ ループ ファスナーが閉じているか注意する

注記

衣服などのマジック テープが外れていると、車内のシート カバーや他のファブリックを傷つけるおそれが
あります。ーが放電するおそれがあります。マジック テープが閉じられているか確認してください。

布製部品のお手入れ
定期的に掃除機でほこりを取り除きます。

縫い目を含め全体の表面を掃除します。強くこすらないようにしてください。



生地のお手入れ
軽い汚れを取るには、マイクロファイバー製クロスを使用します。

布を水で軽く湿らせます。

専用部品のお手入れ
アロイ ホイール
車両の清掃には、必ずpH値5～9の中性のホイール クリーナーを使用してください。粗いクリーニング剤や
60!以上のスチーム ジェット クリーナーを使用しないでください。メーカーの注意事項を遵守してくだ
さい。

腐食性、酸性、アルカリ性のクリーニング剤は、ブレーキ ディスクなどの隣接する構成部品の保護コー
ティングを損なうおそれがあります。

清掃後、軽くブレーキをかけて乾かしてください。ブレーキをかけたときに発生する熱により、ブレーキ
ディスクとブレーキ パッドが乾かされて、腐食から保護されます。

クロム メッキの表面
クロム風加工の表面は、特に融雪塩がかかると、表面をたっぷりの水で、必要があれば洗剤を混ぜて丁寧
に洗浄します。

ラバー製部品
周辺環境の影響により、ラバー製部品の表面が汚れたり、光沢が失われたりすることがあります。清掃す
る場合は、必ず水と適切なカー ケア製品を使用してください。

特に負荷にさらされているラバー製部品は、定期的にラバー ケア剤でお手入れしてください。ラバー シー
ルのお手入れには、シリコンを含んだカー ケア製品は使用しないでください。異音が発生したり、損傷す
るおそれがあります。

木製部品
木製または木目仕上げの内装部品は、湿らせた布でふき、乾いたやわらかい布で水気を取り除いてくださ
い。

ケナフ麻
ケナフ繊維製の部品には、必ず適切なケア用品を使用してください。

プラスチック部品

" プラスチック部品清掃時の注意



注記

シンナー、コールド クリーナー、燃料などのようなアルコールまたは溶剤を含むクリーナーを使用する
と、表面が損傷するおそれがあります。ーが放電するおそれがあります。手入れには、マイクロファイバー
製の布をご使用ください。必要に応じて布を軽く水で湿らせてください。

手入れには、マイクロファイバー製の布をご使用ください。

必要に応じて布を軽く水で湿らせてください。

ルーフ ライニングを濡らさないでください。

シート ベルト

" シート ベルト清掃時の注意

警告

合成洗剤はシート ベルトの素材を傷つけるおそれがあります。シート ベルトの保護効果が低下します。け
がをするおそれまたは生命の危険があります。シート ベルトの清掃には、薄い石けん水のみを使用してく
ださい。

シート ベルトが汚れていると巻き取りに支障をきたし、事故の際に十分な効果が発揮できず、非常に危険
です。

必ず薄い石けん水で、シート ベルトを取り付けたままの状態で清掃します。

シート ベルトは必ず乾いた状態で巻き取ってください。

カーペット/フロア マット

" ペダルの動作範囲には物を置かないでください

警告

運転席足元スペースに物があると、ペダル ストロークが制限されたり、ペダルを床まで踏み込むことが阻
止されたりするおそれがあります。事故が発生するおそれがあります。車内では物を固定して、運転席足元
スペースに入り込まないように収納してください。ご使用の車両に適切であり、フロアに確実に固定する
ことのできるフロア マットを使用してください。ずれやすいフロア マットを使用しないでください、フロ
ア マットを複数重ねないでください。ペダル用のスペースが十分空いていることを確認してください。フ
ロア マットは、清掃などで取り外した後、再び確実に取り付けるよう注意してください。

車内を清掃する際は、フロア マットを取り外してください。



フロア マットの汚れがひどい場合には、マイクロ ファイバー製の布と水か、繊維用クリーナーで汚れを落
とします。フロア カーペットが毛玉になってしまうおそれがありますので、走行方向に向かって前後にこ
すってください。

ディスプレイ、画面およびヘッドアップ ディスプレイの保護スクリーン

" ディスプレイのお手入れには、マイクロファイバー ウェスを使用する

注記

合成洗剤、液体や水気のあるものは、種類を問わずディスプレイおよび画面を損傷するおそれがありま
す。ーが放電するおそれがあります。手入れには、清潔な、帯電防止のマイクロファイバー製の布をご使用
ください。

" ディスプレイ清掃時の注意

注記

ディスプレイの表面は、不適切な清掃により傷つくおそれがあります。ーが放電するおそれがあります。あ
まり強く力を入れないでください。また傷が付きやすい素材のものは使用しないでください。

お手入れには、乾いていて清潔な帯電防止マイクロファイバー製クロスをご使用ください。

装備に応じて：ヘッドアップ ディスプレイの保護スクリーンは、マイクロファイバー製クロスと市販の家
庭用洗剤で清掃してください。

センサーおよびカメラ レンズ
センサーまたはカメラ レンズを掃除をする際は、ガラス クリーナーで少し湿らせた布を使ってください。

フロント ビューおよびリア ビュー カメラ
フロント ビューおよびリア ビュー カメラを自動的にクリーニングすることができます。

1. 「メニュー」
2. 「車両アプリ」
3. 「パーキング」
4. 「その他」
5. 「カメラ清掃」
6. 希望する項目を選択します。

ハイ ボルテージ バッテリー、長い停車時間
原理
停止期間が比較的長いと、ハイ ボルテージ バッテリーの充電状態が低下することがあります。



電気走行可能距離が残っていない場合、車両を14日以上駐車しないでください。

一般事項
メーカーのサービス パートナーまたはその他の認定サービス パートナーあるいは専門ワークショップで
は、車両を3ヶ月以上使用しない場合に注意しなければならないことをアドバイスしています。
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ドライブ時に覚えておきたいこと

車両装備
この章では、モデルに応じて現在および今後提供される装備、システム、機能について、それらがお客様
の車両にない場合も含めて説明されています。

詳しい情報：

! 車両装備 。

慣らし運転

一般事項
可動部品は互いになじませる必要があります。

以下の注意事項は、車両の最適な耐用年数と経済性を得るのに役立ちます。

安全に関する注意事項

" 慣らし運転の注意事項を確認する

警告

新しい部品およびコンポーネントによりセイフティ システムおよびドライバー アシスト システムが遅れて
反応する場合があります。事故が発生するおそれがあります。新しい部品を取り付けた後または新車の場
合は、控えめに走行し、必要に応じて早期に介入してください。部品およびコンポーネントの慣らし運転
の注意事項を確認してください。

タイヤ
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タイヤ
新しいタイヤのグリップ力は、製造上の理由から、まだ最適な状態にはなっていません。

最初の300kmは控えめに走行してください。

ブレーキ システム
ブレーキ ディスクとブレーキ パッドは、約500km走行後に最高の性能を発揮できるようになります。この
慣らし運転の間は、控えめに走行してください。

部品交換後
前述の部品を交換した場合、改めて慣らし運転を行ってください。

悪路の走行

原理
最低地上高を高くすることによって、さまざまなタイプや性質の道を走行することができます。

4輪駆動が駆動力を改善するのに役立つ場合があります。

安全に関する注意事項

" 未舗装路を走行しないでください

注記

未舗装路では、石や枝などの物体が車両を傷つけるおそれがあります。ーが放電するおそれがあります。
未舗装路を走行しないでください。

悪路の走行時
自分自身の安全のため、同乗者および車両の安全のために、以下の点に注意してください：

‒ 走行開始前に車両によく慣れてください。
‒ 走行時には危険を冒さないでください。
‒ 速度をそのときの交通状況に合わせてください。勾配が険しく平坦でない路面ほど、速度を控えめにし
て走行してください。

‒ ボディが地面と接触することは避けてください。最低地上高は最高20cmですが、これは荷重状態に応じ
て変わる可能性があります。

‒ ホイールが空転する場合は、ドライビング スタビリティ コントロール システムがドライビング フォー
スをホイールに配分できるように、十分にアクセル ペダルを踏みます。

悪路を走行した後



悪路を走行した後
悪路を走行した後は、走行安全性を維持するために、ホイールとタイヤに損傷がないか点検してくださ
い。ボディから大きな汚れを取り除いてください。

一般的な運転ガイド

ドアを閉める

" ドア開閉時の注意

警告

ドアを開いたまま走行すると、乗員が車両から投げ出されるおそれがあります。また、不用意にドアを開
くと、他の通行車などとぶつかる危険があります事故が発生するおそれがあります。ドアは必ず完全に閉
じてください。ドアを開くときは、周囲の安全に注意してください。

テールゲートを閉める
安全に関する注意事項

" テールゲートを閉めて運転する

警告

開いたテールゲートは車両の上に突き出た状態となり、事故の際やブレーキを踏んだとき、急なハンドル
操作を行ったときに、乗員や他の道路利用者に危険が及んだり、車両が損傷するおそれがあります。けが
をするおそれまたは損傷が発生する危険があります。テールゲートを開けた状態で走行しないでくださ
い。

テールゲートを開けた状態での走行
テール ゲートを開けた状態で運転しなければならない場合：

‒ 全てのウィンドウを閉めます。
‒ ブロワー出力を高くします。
‒ 慎重に走行してください。

ウィンドウ ガラスの氷結



" ウィンドウについた雪や氷を取り除く

注記

ドア ハンドルを引くと、ウィンドウが少し下がります。霜が降りると、場合によってはウィンドウが完全
に氷結し、下がらなくなることがあります。ーが放電するおそれがあります。ドア ハンドルを引く際は、
ウィンドウが下がるか注意してください。必要に応じてウィンドウについた雪や氷を取り除きます。ドア
を力任せに開かないこと。

車内の通信機器

" モバイル通信デバイス使用時の注意

警告

電気系統と通信機器は相互に影響を及ぼす可能性があります。通信機器の送信動作により電磁波が生じま
す。けがをするおそれまたは損傷が発生する危険があります。車内の電波障害を防ぐために、携帯電話な
どの通信機器は可能な限り車外アンテナに直接接続して使用してください。

ハイドロプレーニング
濡れた路面やぬかるみを走行すると、タイヤと道路の間に水の膜が発生することがあります。

この現象は、ハイドロプレーニングといい、路面に対するタイヤのグリップ力が完全に失われ、車両のコ
ントロールや正常なブレーキ制動力が得られなくなり、場合によっては全く利かなくなります。

水の中を通過する
一般事項
水たまりのある路面を走行するときは以下に注意してください：

‒ オート スタート ストップ機能をオフにします。
‒ 流れのない水たまりのみを通過してください。
‒ 最高水位が25cm以下の水たまりのみを通過してください。
‒ 水たまりは、5km/h以下の徐行速度で通過してください。

安全に関する注意事項

" 水位と速度に注意する



注記

かなり深い水たまりなどを高速で通過すると、水がフロント フード下、電装品またはトランスミッション
に浸入するおそれがあります。ーが放電するおそれがあります。水たまりのある路面を走行するときは、
規定の最高水位と水たまりを通過する際の最高速度を超えないようにしてください。

安全にブレーキをかける
一般事項
車両にはアンチロック ブレーキ システムABSが標準装備されています。

必要な状況ではフル ブレーキを行ってください。

その後も車両は、操縦可能な状態を維持します。落ち着いてステアリング操作をすることにより、障害物
を回避し易くなります。

ペダルが振動し、油圧の制御音が聞こえたら、アンチロック ブレーキ システムABSが作動しています。

特定のブレーキ状況下では、穴あきブレーキ ディスクがノイズの原因になることがあります。ただし、機
能上の異音によりブレーキの性能や作動安全性が損なわれることはありません。

ペダルの動作範囲に物を置かない

" ペダルの動作範囲には物を置かないでください

警告

運転席足元スペースに物があると、ペダル ストロークが制限されたり、ペダルを床まで踏み込むことが阻
止されたりするおそれがあります。事故が発生するおそれがあります。車内では物を固定して、運転席足元
スペースに入り込まないように収納してください。ご使用の車両に適切であり、フロアに確実に固定する
ことのできるフロア マットを使用してください。ずれやすいフロア マットを使用しないでください、フロ
ア マットを複数重ねないでください。ペダル用のスペースが十分空いていることを確認してください。フ
ロア マットは、清掃などで取り外した後、再び確実に取り付けるよう注意してください。

濡れた路面
濡れた路面、または融雪塩の撒かれた路面や強い雨の中を走行するときは、数キロメートル毎に、短時間
軽くブレーキを踏みます。

その際、他の車の妨げにならないよう注意してください。

ブレーキをかけたときに発生する熱により、ブレーキ ディスクとブレーキ パッドが乾かされて、腐食から
保護されます。

必要なときに必要なブレーキ制動力を得ることができます。

下り坂



一般事項
駆動システムのブレーキ効果は、エネルギー回生から影響を受けることがあります。

安全に関する注意事項

" ブレーキの負荷を回避する

警告

たとえわずかな踏力であってもブレーキ ペダルに踏力を加え続けると、ブレーキ系統が過熱して、ブレー
キ パッドの摩耗またはブレーキ システムの故障を引き起こす場合があります。事故が発生するおそれがあ
ります。ブレーキの過剰な負荷を回避してください。

" アイドリング状態で走らない

警告

アイドリング状態や走行スタンバイ オフ時には、安全関連の機能が制限されたり、駆動システムのブレー
キまたはブレーキ ブースターやパワー ステアリングなどを使用することができません。事故が発生するお
それがあります。アイドリング状態や走行スタンバイをオフにした状態で走行しないでください。

ブレーキ ディスクの腐食
ブレーキ ディスクの腐食とブレーキ パッドの汚れは、以下の状況で起こりやすくなります：

‒ 使用程度が低い場合。
‒ 停車期間が長い場合。
‒ 負荷が小さい場合。
‒ 刺激性、酸性またはアルカリ性のクリーニング剤。

ブレーキディスクが腐食していると、ブレーキを踏む際に振動がおこることがあり、それは修理では改善
できない場合があります。

停車した車両下の凝縮水
エア コンディショナーの中に凝縮した水が生じ、車両の下に出てきます。

ルーフ ラック

一般事項
ルーフ ラックはアクセサリーとして提供されています。

安全に関する注意事項



安全に関する注意事項

" ルーフ上に荷物を載せて走行する際、DSCを作動解除しない

警告

ルーフ ラックなどを使用してルーフに荷物を載せて走行する場合、重心が高くなったことで、危険な走行
状況のときに走行安全性を維持できなくなります。事故の危険性や損傷が発生する危険があります。ルー
フに積載して走行する場合は、必ずダイナミック スタビリティ コントロールが作動している状態で走行し
てください。

フラップ付きルーフ ストリップ
取付け位置はドア上方のルーフ ストリップにあります。

カバーを外側に開きます。

取付け
ルーフ ラックの取付説明書を参照してください。

積載荷重
ルーフ ラックに荷物を載せたときは、重心の位置が移動するため、車両の走行特性や操縦特性が変化しま
す。

そのため、積載する場合や運転時は、次のことに注意してください：

‒ 許容ルーフ荷重/軸荷重と許容車両重量を超過しないでください。
‒ ルーフ積載の荷重が均一になるよう分配してください。
‒ ルーフ上に、あまりに大きな荷物を載せないでください。



‒ 重い荷物は、下の方に載せます。
‒ ルーフ上の荷物は固定ベルトなどでしっかりと固定してください。
‒ 控えめな運転を心がけ、急発進や急ブレーキ、またはカーブを高速走行することは、避けてください。

リア ラゲッジ キャリア

原理
トレーラー ヒッチのボール ヘッドは、自転車キャリア システムなどのリア ラゲッジ キャリア用ホルダー
として使用することができます。

一般事項
車両メーカーが適切と認めたリア ラゲッジ キャリアはアクセサリーとして提供されています。

最大3台までの自転車キャリア システムを使用することができます。

取付け
リア ラゲッジ キャリアの取付説明書を参照してください。

積載荷重

積載するリア ラゲッジ キャリアの許容総重量は、その重心がボール ヘッドからどのくらい離れているかに
よって異なります。

‒ 重心とボール ヘッドの距離が30cm以下の場合、リア ラゲッジ キャリアの総重量が75kgを超えてはなり
ません。

‒ 重心とボール ヘッドの距離が60cmの場合、リア ラゲッジ キャリアの総重量が35kgを超えてはなりませ
ん。



‒ 重い荷物は可能な限りボール ヘッドの近くに収納してください。
‒ 荷物をリア ラゲッジ キャリアに確実に固定し、滑らないようにロックします。

走行の前に
走行開始前に、リア ラゲッジ キャリア テール ライトの機能を点検してください。

リア ラゲッジ キャリア テール ライトの最大出力が、トレーラー テール ライトの値を超えてはなりませ
ん。

ドライバー アシスト システムの機能制限および機能不良を回避するためにトレーラーけん引を作動させま
す。

詳しい情報：

‒ ! 電流消費 。
‒ ! トレーラーけん引作動 。

リア ラゲッジ キャリアを使用した走行
リア ラゲッジ キャリアに荷物を載せたときは、重心の位置が移動するため、車両の走行特性や操縦特性が
変化します。

そのため、積載する場合や運転時は、次のことに注意してください：

‒ 許容ルーフ軸荷重と許容車両重量を超過しないでください。
‒ 控えめな運転を心がけ、急発進や急ブレーキ、またはカーブを高速走行することは、避けてください。

レースコースの走行

" レースコース走行

警告

この車両は、Mスポーツまたはそれに類似のレース用に設計されていません。事故が発生するおそれがあ
ります。この車両を、モーター スポーツやそれに類似するレース用に使用してはいけません。

レースコース走行における機械的および熱的な大きな負荷により摩耗が早まります。したがってこの場合
の摩耗は保証の対象とはなりません。

レースコースでの走行の前後に、車両の点検をメーカーのサービス パートナーまたはその他の認定サービ
ス パートナーあるいは専門ワークショップに依頼してください。
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トレーラーけん引

車両装備
この章では、モデルに応じて現在および今後提供される装備、システム、機能について、それらがお客様
の車両にない場合も含めて説明されています。

詳しい情報：

! 車両装備 。

一般事項
これらの荷重を引き上げることができるかついては、メーカーのサービス パートナーまたはその他の認定
サービス パートナーあるいは専門ワークショップにお問い合わせください。

車両には、リア アクスルに強化されたサスペンションが、またタイプにより、より高性能の冷却システム
が装備されています。

走行の前に

けん引バーのサポート荷重
けん引バーのサポート荷重は最小の25kgを下回らず、可能な限り最大荷重になるようにしてください。

車両の最大荷重は、トレーラー ヒッチの重量とけん引バーのサポート負荷によって小さくなります。けん
引バーのサポート荷重は、車両重量を増加させます。けん引する車両の許容総重量を超えないようにして
ください。

積載荷重

インデックスA–Z ""検索 #



積載荷重
荷物は可能な限り均一に積載面に分配してください。

荷物は、できるだけ低い位置で、トレーラー アクスルの近くに積み込んでください。重心を低くすると、
トレーラー全体の走行安全性が高まります。

トレーラーの許容総重量と車両の許容けん引荷重を超えないでください。それぞれ小さいほうの値が重要
です。

タイヤ空気圧
車両とトレーラーのタイヤ空気圧に注意してください。

車両の場合は、より高い積載荷重に対するタイヤ空気圧が有効です。

トレーラーの場合は、メーカーの基準が正式なものです。

詳しい情報：

! タイヤ空気圧の記載 。

タイヤ空気圧警告システムRPA
タイヤ空気圧の訂正後、あるいはトレーラーのけん引後またはけん引から外した後は、タイヤ空気圧警告
システムを初期化します。

詳しい情報：

! タイヤ空気圧警告システムRPA 。

ドア ミラー
立法機関は、トレーラーの両方の後端部が視界に入る2つのドア ミラーを命じています。この種のドア ミ
ラーはアクセサリーとして、メーカーのサービス パートナーまたはその他の認定サービス パートナーある
いは専門ワークショップでお求めいただけます。

電流消費
一般事項
走行開始前に、トレーラーのリア コンビネーション ライトの機能を点検してください。

車両バッテリーを大事にするために、キャンピングカーの中の電流を使用する機器のスイッチを入れてい
る時間を短くしてください。

トレーラー テール ライト
トレーラーのリア コンビネーション ライトの出力は、次の値を超えてはなりません：

‒ ターン インジケーター：左右それぞれ42ワット。
‒ リア コンビネーション ライト：左右それぞれ50ワット。
‒ ブレーキ ライト：合計84ワット。
‒ リア フォグ ライト：合計42ワット。
‒ バックライト：合計42ワット。

トレーラーをけん引しての走行



トレーラーをけん引しての走行

一般事項
トレーラー コネクターが使用されている場合、一部のドライバー アシスト システムは使用できません、ま
たは使用が制限されます。必要に応じてチェック コントロール メッセージが表示されます。

機能不良を回避するためにトレーラーけん引を作動させます。

詳しい情報：

! トレーラーけん引作動 。

安全に関する注意事項

$ トレーラーをけん引して走行するときには、速度を調整する

警告

約80km/hを超えると、構造および積載荷重によってはトレーラーがスネーキングを起こす場合がありま
す。事故の危険性や損傷が発生する危険があります。

トレーラーをけん引して走行するときには、速度を調整します。スネーキングが発生した場合は、直ちに
ブレーキを踏み、できるだけ慎重にステアリング操作を修正してください。

$ タイヤ空気圧を高め、最高速度に注意する

警告

トレーラーけん引時には軸荷重が増加するため、タイヤ空気圧を調整する必要があります。低いタイヤ空
気圧で走行すると、タイヤが損傷するおそれがあります。事故の危険性や損傷が発生する危険がありま
す。速度が100km/hを超えないようにしてください。けん引車両のタイヤ空気圧を0.2bar高めます。その
場合、タイヤに指定されている許容最大タイヤ空気圧に注意してください。

上り坂
一般事項
安全とスムーズな交通の流れのために、トレーラーけん引は、最高12% の傾斜まで許可されています。

より高いけん引荷重が後から許可されている場合、限界は8%です。

上り坂での発進
アクセル ペダルを操作すると、パーキング ブレーキが自動的に解除されます。



発進時の後退を防ぐため、パーキング ブレーキを使用します。

1. 発進のすぐ前にスイッチを引いて放します。
パーキング ブレーキが作動しています。

2. 発進するには、アクセル ペダルを踏みます。

下り坂
下り坂区間では、トレーラーは、早くスネーキングを起こす傾向があります。

下り坂の前に手動で1段下のギアに切り替え、ゆっくり下ってください。

トレーラー安定化制御

原理
システムは、トレーラーのスネーキングをくいとめる際にサポートします。

トレーラー安定化制御はスネーキングを検知し、危険な速度範囲から出てトレーラーを安定させるため
に、車両に自動的に迅速にブレーキをかけます。

一般事項
トレーラー コネクターが使われているが、トレーラーがけん引されていない場合、例えば照明つきの自転
車キャリアなど、極端な走行条件でシステムは同様に機能する場合があります。

作動条件
システムがトレーラーけん引モードで作動し、トレーラー コネクターが使用され、約65km/h以上。

システムの限界
例えば以下の状況では、システムが介入できない、または、介入するのが遅れる場合があります：

‒ 滑りやすい道路や地盤がゆるんだ道路などで、トレーラーがすぐに折れ曲がってしまう場合。
‒ 重心が高い位置にあるトレーラーが、スネーキングが検知される前に転倒する場合。
‒ ダイナミック スタビリティ コントロールがオフになっているか故障している場合。
‒ LED仕様テールライト等により、トレーラーの消費電流がシステム検知されないほど微弱な場合。

トレーラーけん引作動



トレーラーけん引作動

一般事項
トレーラーまたは荷物台車付きの走行でトレーラー コネクターが使用されていない場合、一部のドライ
バー アシスト システムの機能制限や機能異常が発生することがあります。機能不良を回避するためにト
レーラーけん引を作動させます。

トレーラーけん引を作動させる
1. ボタンを押します。

2. 「ドライバー アシスタンス」
3. 「走行」
4. 「トレーラーモード」
5. 希望する項目を選択します。

電動旋回可能ボール ヘッド付きトレーラー ヒッチ

一般事項
旋回可能ボール ヘッドは、車両の下側にあります。

安全に関する注意事項

$ ボール ヘッドのロックを点検する

警告

ボール ヘッドがロックされていない場合、走行状態が不安定になったり、事故が起きるおそれがありま
す。事故の危険性や損傷が発生する危険があります。トレーラーまたは荷物台車をけん引して走行する前
に、ボール ヘッドが正しくロックされているかどうかをチェックしてください。

ボール ヘッドが正しくロックされていない場合は、ボタンのLEDが赤色で点灯します。

$ トレーラーなし走行時にはボール ヘッドを内側に旋回させる



注記

トレーラー ヒッチは、トレーラー付きで走行する場合に使用します。トレーラーまたは荷物台車なしで走
行する場合は、トレーラー ヒッチのボール ヘッドを外側に出しておくと、ボール ヘッドが変形することが
あります。ーが放電するおそれがあります。トレーラーまたは荷物台車なしで走行する場合は、ボール
ヘッドを内側に旋回させてください。

概要

ボール ヘッドを旋回させるボタンは、ラゲッジ ルーム内にあります。

機能の前提条件
‒ 車両が平らな面に止まっていること。
‒ トレーラー コネクターが使用されていない。
‒ トレーラーけん引がオフになっている。
‒ 車両バッテリーが十分充電されている。

システムが作動可能な状態のときは、ボタンのLEDが緑色で点灯します。

ボール ヘッドを外側に旋回させます
1. ラゲッジ ルームを開けます。
2. 車両の後ろのボール ヘッドの旋回範囲から出てください。



3. ラゲッジ ルーム内のボタンを押します。
ボール ヘッドが外側に旋回します。LEDが緑色に点滅します。

4. ボール ヘッドがエンド ポジションに達するまでお待ちください。

ボール ヘッドを内側に旋回させます
1. トレーラーまたは荷物台車を連結解除します。
2. 必要な場合は、進行方向安定装置の取付け部品を取り外します。
3. トレーラーの電源供給用コネクターおよび必要な場合はアダプターをソケットから引き抜きます。
4. ラゲッジ ルーム内のボタンを押します。
ボール ヘッドが内側に旋回します。LEDが緑色に点滅します。

5. ボール ヘッドがエンド ポジションに達するまでお待ちください。

旋回動作の中断または逆転
一般事項
非常に低い温度、または機械的な抵抗の場合など、電流の限界値を超える場合、旋回動作は中断され、場
合によっては逆転します。あるいは実行されません。LEDが赤く点灯します。

走行スタンバイをオンにして旋回動作を繰り返す
1. 走行スタンバイをオンにします。
2. ラゲッジ ルームのボタンを、ボール ヘッドが完全に入る/出るまで押し続けます。

必要に応じて、走行スタンバイがオンになっている状態でボタンを押したまま、旋回操作を繰り返しま
す。

ボール ヘッドがエンド ポジションに達すると、ボタンのLEDが緑色に点灯します。

旋回動作が再び中断される場合は、メーカーのサービス パートナーまたはその他の認定サービス パート
ナーあるいは専門ワークショップに連絡してください。

トレーラー コネクター



トレーラー コネクター

トレーラー コネクターは、トレーラー ヒッチのところにあります。

カバーを下にぱたんと倒します。

固定ロープ用アイ

トレーラー固定ロープを固定するために、トレーラー ヒッチにはアイがあります。

安全性を高めるため、トレーラーでの走行時はトレーラー固定ロープをアイに固定します。

固定ロープが自由に動き、地面に当たって擦れていないことを確認してください。

リア ラゲッジ キャリアの使用



リア ラゲッジ キャリアの使用
トレーラー ヒッチのボール ヘッドは、自転車キャリア システムなどのリア ラゲッジ キャリア用ホルダー
として使用することができます。

リア ラゲッジ キャリアを使用する際、リア ラゲッジ キャリアの情報に注意してください。

詳しい情報：

! リア ラゲッジ キャリア 。
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航続距離を延ばす

車両装備
この章では、モデルに応じて現在および今後提供される装備、システム、機能について、それらがお客様
の車両にない場合も含めて説明されています。

詳しい情報：

! 車両装備 。

航続距離を延ばす

一般事項
お客様の車両には、エネルギー消費量を低減し、航続距離を最大限に延長するための総合的な技術が導入
されています。

ドライビング スタイルや定期的な整備などのいくつかの処置によって、航続可能距離を増やすことができ
ます。

詳しい情報：

! 航続可能距離 。

不要な積載物を降ろす
重量が増えると、航続距離が減ります。

使用後は取付けパーツを取り外す
使用後の不要な補助ミラー、ルーフ ラック、またはリア キャリアは取り外してください。

インデックスA–Z ""検索 #



車両に取り付けたパーツは、エアロダイナミクスに影響を及ぼし、燃費を悪化させます。

ウィンドウを閉める
ウィンドウを開けていると、空気抵抗が増加し、走行可能距離が減少します。

タイヤ
一般事項
タイヤはエネルギー消費量にさまざまな影響を及ぼすことがあり、例えばタイヤ サイズによりエネルギー
消費量が変わることがあります。

タイヤ空気圧を定期的に点検する
タイヤ空気圧は少なくとも月2回、また長距離走行を始める前に点検し、必要に応じて調整してください。

タイヤ空気圧が低すぎると、走行中のころがり抵抗が増加してエネルギー消費を悪化させ、さらにタイヤ
の摩耗も増えます。

詳しい情報：

! タイヤ空気圧の記載 。

パーキング エア コンディショナー
発進前の充電中に車両を事前に温度調整します。

暖房と冷房は非常にエネルギーを消費するので、電気航続距離を著しく減らします。

詳しい情報：

! パーキング エア コンディショナー 。

先を見越して運転する
先読みする運転スタイルを心がけ、安定した走行を維持することでエネルギー消費量が減ります。

不必要な加速やブレーキングを行わないでください。

そのためには、前走車と自車との間に適切な車間距離を保ってください。

減速と惰性走行にアクセル ペダルを利用する
赤信号に接近する際は、アクセル ペダルで減速させます。

傾斜のきつい区間ではコースティング機能を利用します。アクセル ペダルは車両が動き出す程度だけ踏み
ます。

アダプティブ エネルギー回生システムの場合：アクセル ペダルは操作しません。コースティングおよび減
速は、各走行状況に自動的に適合されます。

現在必要でない機能のスイッチをオフにする



シート ヒーターやリア デフォッガーなどの機能は多くのエネルギーを必要とし、走行可能距離を減らしま
す。市街地走行や何度も停止を繰り返す渋滞運転の場合は特にそうです。

必要な場合以外では、これらの機能のスイッチを切っておくようにしてください。

点検整備を実施する
車両の経済性を適切に維持し、車両の寿命を最大限に確保するため、定期的に車両のメインテナンスを実
施してください。点検整備は、BMW正規ディーラーにご依頼ください。

BMW点検整備システムについてもよくご理解ください。

アダプティブ エネルギー回生

原理
アダプティブ エネルギー回生は、予測的で快適さを追求した走りをサポートします。マップ データとさま
ざまなセンサーを用いて、例えば先行車との距離など、その時の走行状況を分析します。

一般事項
装備と国別仕様に応じて、アダプティブ エネルギー回生を利用することができます。システムは状況に応
じて、エネルギー回生によってどれくらいのエネルギーを回収するか、どう車両を惰走させるか決定しま
す。エネルギー回生の強さに応じて、惰性走行時の車両の減速度が異なります。

表示
メーターパネル内の表示
アダプティブ エネルギー回生をメーターパネルに表示させることができます。

詳しい情報：

! 出力表示 。

コントロール ディスプレイの表示
アダプティブ エネルギー回生をコントロール ディスプレイに表示させることができます。

詳しい情報：

! 現在の走行状態 。

エネルギー回生をオンにする
1. 「メニュー」
2. 「車両アプリ」
3. 「走行設定」
4. 「駆動システムと シャシー」



5. 「アダプティブエネルギー回生」
6. 希望する項目を選択します。

コースティング
原理
電気駆動システムにより、エネルギーを消費せずに走行できます。この走行状態は惰走と呼ばれます。

コースティングは、自動的にその時の走行状況に合わせて調節されます。

車両が惰走しているとき、エネルギーは回収されません。

模範的な走行状況
ブレーキ操作を行うことなく一定の距離を走行できると予想される場合は、惰性走行にとって理想的な
ケースです。

以下の模範的な走行状況は、惰性走行に適している場合があります：

‒ 障害物のない直線勾配での惰性走行。
‒ 障害物のない路面で停止するまでの惰性走行。

ブレーキの遅れや強いブレーキは避けてください。

機能の前提条件
‒ セレクター レバーがポジションDに入っている。
‒ アダプティブ エネルギー回生がオンになっている。
‒ ダイナミック スタビリティ コントロールがオンになっている。
‒ ブレーキを踏んでいない。
‒ アクセル ペダルを踏んでいない。

システムの限界
‒ ナビゲーション データが無効であったり、古かったり、または使用できない場合。
‒ マップの区間で、国による制限がある場合。
‒ 工事区間など、一時的な制限速度がある場合や制限速度が変わる場合。
‒ アクティブ クルーズ コントロールの場合。
‒ センサーが故障しているか、汚れているか、覆われていたりする場合。

走行モードEfficient

原理
走行モードEfficientは効率的なドライビング スタイルをサポートします。

さらに、状況に応じてエフィシエンシー コーチが注意事項を表示し、消費を最適化して走行することがで
きるように支援します。

概要



概要
車両のボタン

My Modes

走行モードを選択する
1. ボタンを押します。

2. 「モード切替」
3. 走行モードを選択します。

走行モードEfficientを設定する
1. ボタンを押します。

2. 「EFFICIENT」



3. 「設定」
4. 希望する項目を選択します。

設定をリセットする
1. ボタンを押します。

2. 「EFFICIENT」
3. 「設定」
4. 「設定のリセット」

エフィシエンシー コーチ

原理
このシステムは、予測しながらコンフォートに重点を置いたドライビング スタイルをサポートします。そ
のために、例えばこれから適用される制限速度や前走車などの地図情報とセンサー データを使用して、そ
の時の走行状況を分析します。これらの情報を用いて、ドライバーに早い段階で効率的なドライビング ス
タイルのための注記を通知します。ドライビング スタイルの効率を評価してコントロール ディスプレイに
3つのカテゴリーに分類して表示します。

一般事項
システムは、効率的なドライビング スタイルで走行する際にドライバーをサポートするために、さまざま
な値やコンテンツを表示します。

機能の前提条件
‒ セレクター レバーがポジションDまたはBに入っている。
‒ 走行モードEfficientがオンになっている。

表示
出力表示
走行モードEfficientをオンにすると、表示が専用の表示画面に切り換わります。



出力表示内の効率の良い領域は青色の部分です。さらにボーナス走行距離が表示されます。

走行状況に応じて効率の良い範囲が調整されます。

出力表示が青色の範囲内で動いていれば、その時のドライビング スタイルは効率的です。ドライビング ス
タイルが非効率だと、表示が灰色に変わります。

ボーナス走行距離

環境に優しい運転スタイルで、走行可能距離を延ばすことができます。

走行可能距離の延長分は、ボーナス走行距離としてメーターパネルに表示されます。



ボーナス走行距離が灰色で表示される、または表示されない場合は、その時のドライビング スタイルは非
効率ということになります。

この表示は、燃費を抑える運転の条件が全て満たされると、青色に変わります。

ボーナス走行距離をリセットする間隔は、走行データの設定により異なります。

効率的でないドライビング スタイルの表示

効率的な範囲外での走行時に、矢印が表示されます。

例えば以下の状況で、表示が行われます：

‒ 加速が強すぎる。
‒ 速度が高すぎる。
‒ 例えばロータリーが先にあるなど、特別な道路区間。

さらに、ボーナス走行距離が灰色で表示されるか、非表示になり、減速に関する注記が表示されます。

システムの限界
この機能は、例えば以下の状況下では使用することができません：

‒ アクティブ クルーズ コントロールの場合。
‒ トレーラーけん引の場合。

予測的なドライビング スタイル
原理
制限速度の低下またはロータリーなど、これから起こり得る遅延状況について、まだそれが視野に入って
いなくても、通知します。状況固有の情報とこれから走行するルート区間までの距離が、メーターパネル
のその時点での制限速度の上部に表示されます。注記に基づいて、適切なアクセル ペダル位置で惰性走行
することにより、その道路区間に達するまで速度が控えられ、エネルギー消費が向上します。

このシステムは、出力表示の効率範囲を縮小することにより、ドライバーに早めに減速することを勧めま
す。効率範囲に達するまで、出力表示の効率範囲は縮小されたままになります。

システムの限界
例えば以下の状況下では、これから走行する区間の表示を使用することができません：

‒ 工事区間など、臨時に適用され随時変更される制限速度がある場合。
‒ ナビゲーション データが無効であったり、古かったり、または使用できない場合。

効率評価
一般事項



ドライビング スタイルの効率を評価してコントロール ディスプレイに3つのカテゴリーに分類して表示し
ます。その時の走行が評価されます。

作動条件
この機能は、走行モードEfficientで使用することができます。

効率評価を呼び出す
1. 「メニュー」
2. 「車両アプリ」
3. 「Live Vehicle」

コントロール ディスプレイの表示
効率評価の表示は、走行スタイルの効率を表します。

走行スタイルが効率的になるほど、評価カテゴリーのバーが大きくなります。

これに対し走行スタイルが効率的でない場合は、表示範囲が減少します。
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ナビゲーション システム

車両装備
この章では、モデルに応じて現在および今後提供される装備、システム、機能について、それらがお客様
の車両にない場合も含めて説明されています。

詳しい情報：

! 車両装備 。

概要

一般事項
ナビゲーション システムは、中継サテライトの情報を利用して車両の位置を正確に特定し、入力された各
目的地へ案内します。

ナビゲーション システムの特定のサービスは、データ保護規定に同意した後に、フル範囲で使用すること
ができます。サービスは好みに応じて設定することができます。

走行中は、いくつかの例外を除いて、入力することができません。

詳しい情報：

! サービス 。

安全に関する注意事項

" システムおよび機器の操作時の注意

インデックスA–Z ##検索 $



警告

走行中に統合インフォメーション システムおよび通信機器を操作すると、交通状況から注意がそれるおそ
れがあります。車両を制御できなくなるおそれがあります。事故が発生するおそれがあります。システムや
装置の操作は、交通状況が許す場合にのみ行ってください。必要な場合は車両を止め、停止状態でシステ
ムや装置を操作してください。

" 有効な交通規則に注意する

警告

現状の交通状況とナビゲーション案内は、ルートの変更または工事現場などにより異なる場合がありま
す。事故が発生するおそれがあります。その時々の有効な交通規則を優先してください。

" ナビゲーション システムをご利用になる前に

警告

ナビゲーション システムは、機能の一部を除き、走行時には操作できないように設定されています。

" ナビゲーション システム操作上の注意事項

警告

走行速度が著しく速い場合、自車位置の移動が速すぎるためにルート探索ができない場合があります。

走行中に操作できない機能があります。操作を行う場合は、車両を安全な場所に停車させてから行ってく
ださい。

車外の交通状況や緊急時の合図などがよく聞こえるように、車内の音量を調整してください。事故が発生
するおそれがあります。

警察、消防、病院などの施設は、新設や移転により、表示が実際と異なる場合があります。交通事故など
の緊急事態が発生した場合は、110番や119番などに連絡して、適切に行動してください。

" 本機に関する注意事項



警告

本装置は、メーカー製造車両の車載専用機です。この他の環境ではご使用にならないでください。他の環
境では使用しないこと。自車位置が正しく表示されないなど、機能に異常を感じた場合は、安全な場所に
停車してください。

ナビゲーション システムの修理は決して自分で行わないでください。正規ディーラーまたは資格を得た専
門のワークショップに修理をご依頼ください。

これらの注意事項を守らなかったり、取扱説明書内で禁止している操作や取り扱いに起因する事故、損害
などについては、メーカーは一切の責任を負いません。

本機は-20!から+60!の温度範囲内で正常に作動します。前述作動温度範囲外ではシステムが作動しなく
なることがあるため、使用しないでください。

急激な温度変化などにより、装置内部に結露が発生して誤作動を起こす場合があります。

ナビゲーション システムを呼び出す
iDriveからの操作
1. マークを選択します。
2. 「ナビ」

コントローラーのボタンから
コントローラーのボタンにより、ナビゲーション システムにすばやくアクセスすることができます。

マーク 機能

ナビゲーション システムを呼び出します。

場合によっては、最後に選択されたナビゲーション システムのメニュー
が呼び出されます。

地図更新

一般事項
ナビゲーション データは車両に保存されており、USB機器または自動地図更新によって更新することがで
きます。

最新のナビゲーション データはメーカーのサービス パートナーまたはその他の認定サービス パートナーあ
るいは専門ワークショップあるいはコネクテッド ドライブ ストアでお求めいただけます。



ナビゲーション データの更新は、データ量に応じて数時間かかることがあります。更新のステータスを読
み出すことができます。

車両バッテリーを節約するために、ナビゲーション データは走行中に更新します。

ナビゲーション データを更新する
1. 新しいナビゲーション データが含まれているUSB機器をフロントUSBポートに接続します。
2. コントロール ディスプレイに表示された指示に従ってください。
3. 更新後にUSB機器を抜き取ります。

現在の地図バージョンに関する情報
1. コントローラーのボタンを押します。

2. 「設定」
3. 「地図更新」

ナビゲーション データが更新されるときは、地図更新のステータスが表示されます。

自動地図更新
一般事項
装備と国別仕様に応じて、お住まいの地域のナビゲーション データが年に数回、オンラインで車両に伝送
され、自動的にインストールされて更新されます。

携帯電波の受信が自動地図更新の前提条件です。

自動地図更新を有効にする/無効にする
1. コントローラーのボタンを押します。

2. 「設定」
3. 「サービス設定」
4. 「地図更新」
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目的地設定

車両装備
この章では、モデルに応じて現在および今後提供される装備、システム、機能について、それらがお客様
の車両にない場合も含めて説明されています。

詳しい情報：

! 車両装備 。

音声による目的地入力

一般事項
音声入力システムによる目的地入力では、音声操作とiDrive間を切り換えることができます。

利用可能なボイス コマンドを読み上げさせるには、›音声コマンド‹または›ヘルプ‹と話します。

詳しい情報：

! BMW Intelligent Personal Assistant 。

目的地を話す
‒ 希望の目的地を1回のコマンドで、または連続して話すことができます。
‒ 同じ町の目的地の場合、道路の指示で十分です。システムが自動的に実際の町を引き受けます。
‒ 施設はオンラインで話し言葉により、例えば近くのレストランを尋ねるなどして検索することができま
す。

‒ ›次の駐車場に行きたい‹などの施設を適用することができます。
‒ 入力方法は各ナビゲーション データ、国および言語設定に応じて異なります。

音声によりルート案内を開始する

インデックスA–Z ""検索 #



音声によりルート案内を開始する
1. ステアリング ホイールのボタンを短く押します。

2. 希望の目的地を話します。

ルート案内が開始されます。場合によっては、確定が必要です。

目的地設定

原理
文字コードや文字列を入力することで、目的地をオンラインまたは車両にメモリーされているナビゲー
ション データから検索することができます。

一般事項
目的地入力では、以下の情報を使用することができます：

‒ 施設。
‒ 住所。
‒ 連絡先。
‒ 電話番号。
‒ マップコード。

検索欄に、文字または記号を入力しなくても検索を開始できるキーワードが提案されます。装備によって
は、よく検索されるワードが学習され、提案リストで考慮されます。

施設の検索時は、最も検索頻度の高いお気に入りの施設カテゴリーが表示されます。

目的地を入力する
1. コントローラーのボタンを押します。

2. 「目的地入力」
3. 新しい目的地を入力するには、検索フィールドをタップするか目的地入力の方法を選択します。
4. 最低1つの文字を入力します。
必要に応じて、施設メニューから施設カテゴリーの検索を開始します。



5. 結果一覧が表示されます。
6. 希望の項目を選択します。

目的地履歴

一般事項
最近設定された目的地が自動的に保存されます。

目的地履歴を呼び出す
1. コントローラーのボタンを押します。

2. 「目的地履歴」
3. 希望の目的地を選択します。

目的地履歴を編集する
1. コントローラーのボタンを押します。

2. 「目的地履歴」
3. 希望のメニュー項目を押し続けます。
4. 希望する項目を選択します。

私の目的地

原理
装備と国別仕様に応じて、個人の目的地が表示されます。

一般事項
以下の目的地が表示されます：



‒ 受信された目的地または今後の目的地。
‒ お気に入り。
‒ 自宅住所と勤務先住所。

マイ目的地を呼び出す
1. コントローラーのボタンを押します。

2. 「目的地リスト」

自宅住所と勤務先住所

一般事項
自宅住所または勤務先住所を目的地として適用するには、その住所が設定されていなければなりません。

自宅住所または勤務先住所を設定する
1. コントローラーのボタンを押します。

2. 「目的地リスト」
3. 「自宅住所の設定」または「勤務先住所の設定」
4. 住所、必要に応じて名前とその他の詳細を入力します。

自宅住所または勤務先住所を目的地として適用する
1. コントローラーのボタンを押します。

2. 「目的地リスト」
3. 「自宅」または「勤務先」
4. 「ルート案内開始」

自宅住所または勤務先住所を編集する



自宅住所または勤務先住所を編集する
1. コントローラーのボタンを押します。

2. 「目的地リスト」
3. 「自宅」または「勤務先」
4. 希望のメニュー項目を押し続けます。
5. 希望する項目を選択します。

お気に入り

原理
住所、周辺施設、現在位置をお気に入りとして記憶することができます。

現在の位置をお気に入りに記憶させる
一般事項
現在位置は、走行中でも、目的地入力の後でも、またはスクロール地図でもメモリーすることができま
す。

お気に入りを保存する
1. コントローラーのボタンを押します。

2. 地図上の現在位置をタップします。
3. 「お気に入りとして保存」
現在位置はお気に入りのリストに記憶されます。

お気に入りを選択する



1. コントローラーのボタンを押します。

2. 「目的地リスト」
3. 希望する項目を選択します。
4. 必要に応じて、目的地に関するその他の機能を選択します。
5. 「ルート案内開始」
詳しい情報：

! 目的地に関する機能 。

お気に入りを編集する
1. コントローラーのボタンを押します。

2. 「目的地リスト」
3. 希望のメニュー項目を押し続けます。
4. 「登録項目の編集」
5. 希望する項目を選択します。

お気に入りを削除する
1. コントローラーのボタンを押します。

2. 「目的地リスト」
3. 希望のメニュー項目を押し続けます。
4. 「登録消去」

メモリー地点リストを並べ替える



1. コントローラーのボタンを押します。

2. 「目的地リスト」
3. 希望のメニュー項目を押し続けます。
4. 「リストを再度並べ替える」

受信された目的地

一般事項
国別仕様に応じて、目的地が受信した目的地として自動で保存されます。目的地がBMWアプリを介して車
両に転送された場合は、ルート案内に適用することができます。

受信された目的地を呼び出す
1. コントローラーのボタンを押します。

2. 「目的地リスト」
3. 「今後の目的地」
4. 必要に応じて「フィルター」
5. 希望の目的地を選択します。

周辺施設

一般事項
周辺施設は、走行中に役立つことのある特別な場所です。充電ステーション、レストラン、ホテルなどの施
設を目的地として適用することができます。ナビゲーション データが最新であっても、個々の施設に関す
る情報が変更されている可能性があり、例えばガソリンスタンドが営業していないことがあります。

装備に応じて、周辺施設をオンラインまたは車両にメモリーされているナビゲーション データから検索す
ることができます。

詳しい情報：



! 目的地入力 。

オンライン目的地/情報
一般事項
国別仕様に応じて、施設検索では利用可能な充電ステーションなどのリアルタイム データとともに検索結
果が表示されます。

オンライン目的地を有効にする/無効にする
1. コントローラーのボタンを押します。

2. 「設定」
3. 「サービス設定」
4. 「オンライン目的地」

周辺施設検索を呼び出す
1. コントローラーのボタンを押します。

2. 「目的地入力」
3. 施設から目的地入力を選択します。
4. 希望する設定を選択します：

‒ 「カテゴリー検索」：車両に保存されているナビゲーション データで周辺施設を検索します。
‒ 優先周辺施設カテゴリーで検索します。

カテゴリー検索
1. コントローラーのボタンを押します。

2. 「目的地入力」
3. 施設から目的地入力を選択します。
4. 「カテゴリー検索」



5. 「検索地点:」：必要に応じて検索場所を選択します。
標準設定で現在地の周辺施設が検索されます。

ルート案内がオンになっている場合、ルート沿いの周辺施設が検索されます。

6. 希望の周辺施設カテゴリーを選択するか、または必要に応じて全ての周辺施設カテゴリーを検索しま
す。

7. 周辺施設のリストが表示されます。
周辺施設が距離の順に並べられています。

8. 「検索結果のフィルター」：必要に応じて検索基準を変更してください：
‒ 「検索結果の並べ替え基準:」：並べ替えを変更します。
‒ 「検索地点:」：検索場所を変更します。
‒ 必要に応じてカテゴリー詳細を選択します。

9. 「検索結果表示」
10. 希望の施設を選択します。
詳細が表示されます。

11. 必要に応じて、目的地に関するその他の機能を選択します。
12. 「ルート案内開始」
詳しい情報：

! 目的地に関する機能 。

お気に入りの周辺施設カテゴリー
一般事項
もっとも検索回数の多い周辺施設カテゴリーが表示されます。

現在地で希望のカテゴリーの施設を検索するには、お気に入りの施設カテゴリーを選択します。

お気に入りの施設カテゴリーを呼び出す
1. コントローラーのボタンを押します。

2. 「目的地入力」
3. 施設から目的地入力を選択します。
4. 表示される施設カテゴリーは、重要度の順に並べられています。

充電ステーションの表示
充電ステーション
装備および選択された地図モードに応じて、地図画面に充電ステーションのさまざまなマークが表示され
ます：



‒ AC充電ステーション。
‒ DC充電ステーション、AC充電も可能な場合があります。
‒ 充電電力の高い急速充電ステーション。
‒ 公共のBMW Charging充電ステーション、BMW ChargingカードまたはBMW Chargingアプリを介し
た有効な契約に基づく利用。

詳しい情報：

! 地図モード 。

充電ステーションの利用状況表示
装備、国別仕様および利用可能なオンライン データに応じて、カラーのマークが充電ステーションの利用
可能度を示します。

カラー 意味

緑色 充電ステーションが空いています。

黄 複数の充電ステーションがあり、一部使用中です。

赤 充電ステーションが満車。

最新のオンライン データを用いても、充電ステーションの利用可能度に関する情報が変更されている可能
性があります。

充電ステーションの利用状況表示は、オンライン目的地/情報でオン/オフにすることができます。

経由地

一般事項
経由地を入力する前に、個々の目的地を入力して、ルート案内を開始する必要があります。

最大5つの経由地を入力することができます。

経由地を入力する
1. コントローラーのボタンを押します。

2. 希望の目的地を選択します。
3. 「経由地として追加」



4. 必要に応じて他の経由地を追加します。
5. 「ルート案内開始」

経由地を並べ替える
経由地の順序を調整することができます。2番目の経由地以降、新しい経由地の入力後に経由地のリストが
自動的に表示されます。

1. コントローラーのボタンを押します。

2. 「現在のルート案内」
3. 「目的地の並べ替え」
4. 希望の経由地を押し続け、希望の位置へ移動させます。

経由地を編集する
1. コントローラーのボタンを押します。

2. 「現在のルート案内」
3. 希望のメニュー項目を押し続けます。
4. 希望する項目を選択します。

情報サービスによる目的地入力

一般事項
装備に応じて、このサービスはホテルやレストランなどについての情報を提供します。住所を直接車両に
送信することができます。伝送された目的地は、BMWメッセージに保存されます。

情報サービスを呼び出す



1. コントローラーのボタンを押します。

2. 情報サービスへの音声接続を確立します。

目的地に関する機能
目的地入力の直後に、目的地に関するその他の機能を使用できます。

‒ 「ルート案内開始」：選択された施設までのルート案内を開始します。
‒ 「経由地として追加」：ルート案内が有効になっている場合に、選択された施設を経由地として追加し
ます。

‒ 「その他の情報」：営業時間など、施設に関する詳細情報を呼び出します。
‒ 「お気に入りとして保存」：選択された施設をお気に入りとして保存します。
‒ 「周辺」：周辺にある他の施設を呼び出します。
‒ 電話番号：保存されている電話番号を直接選択します。
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地図

車両装備
この章では、モデルに応じて現在および今後提供される装備、システム、機能について、それらがお客様
の車両にない場合も含めて説明されています。

詳しい情報：

! 車両装備 。

地図

地図を呼び出す
1. コントローラーのボタンを押します。

2. 必要に応じて「地図」

地図画面
一般事項
地図はiDriveで操作することができます。

詳しい情報：

インデックスA–Z ""検索 #



! iDrive 。

概要

ファンクション バー、左
マーク 機能

地図を呼び出します。

目的地入力を呼び出します。

目的地履歴を表示させます。

私の目的地を表示させます。

地図モードを変更する

地図画面を変更する

ファンクション バー、左

ステータス フィールド

予定されたルート

現在地

ファンクション バー、右
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ファンクション バー、右
マーク 機能

デモ モードを呼び出します。

現在有効なルート案内を呼び出します。

音声案内をオン/オフにします。

代替ルートを表示します。

提案を表示させます。

地図モードを変更します。

交通情報。

交通情報のステータス。

設定を呼び出します。

ステータス フィールド
以下の情報が表示されます：

‒ 有効なルート案内のマーク。
‒ 時間と目的地までの距離。
‒ 場合によっては交通障害による遅延時間。
‒ 場合によっては、目的地提案。

交通障害
交通情報が受信された場合、交通情報を地図に表示させることができます。

詳しい情報：

! 交通情報 。

ルート案内

ルート案内開始



1. コントローラーのボタンを押します。

2. 目的地入力方法を選択します。
! 目的地入力方法 。

3. 目的地を選択します。
4. 必要に応じてルート案内を開始します。

$ 実際の交通規則に従ってください

警告

現状の交通状況とナビゲーション案内は、ルートの変更または工事現場などにより異なる場合がありま
す。事故が発生するおそれがあります。その時々の有効な交通規則を優先してください。

アクティブルート案内を呼び出す
原理
ルート案内が開始された後、これを再び呼び出すことができます。

ルート案内を呼び出す
1. コントローラーのボタンを押します。

2. 「現在のルート案内」

ルート案内終了
1. コントローラーのボタンを押します。

2. 「現在のルート案内」
3. 「ルート案内終了」

デモ モード



デモ モード
原理
車両が停止しており、ルート案内が作動している場合は、走行ルートをシミュレートすることができま
す。

デモ モードを作動させる/作動解除する
1. コントローラーのボタンを押します。

2. 「設定」
3. 「デモモード」

デモ モードを呼び出す
1. コントローラーのボタンを押します。

2. 「デモ」

機能
マーク 機能

「終了」

「開始」

「一時停止」

「現在地の変更」

速度の設定



1. コントローラーのボタンを押します。

2. 「デモ」
3. 「速度」
4. 希望する項目を選択します。

ルート案内の設定
ルート案内用に詳しい設定を行うことができます。

詳しい情報：

! ルート案内 。

ルート

原理
ルート案内中に現在のルートに関する情報を表示させ、ルート情報を変更することができます。

ルート表示
装備に応じて、ルート案内中に、目的地までのルートをいくつかの画面で表示させることができます：

‒ コントロール ディスプレイのメイン メニューでのウィジェットとしてのルート情報。
‒ 地図画面。
‒ メーターパネルでのルート情報。
‒ 装備に応じて、ヘッドアップ ディスプレイでルート情報。

ルート探索条件
一般事項
計算されるルートは、そのとき選択されている探索条件により変化します。提案されたルートは、予期し
ていたルートとは異なる場合があります。

標準設定
ルート探索条件を好みに応じて設定できます。設定は標準として記憶され、新しいルート案内のときに自
動的に引き継がれます。

詳しい情報：

! ルート探索条件設定 。
ルート情報



ルート情報
原理
ルート案内が有効になっている場合、ルート情報を表示させることができます。

一般事項
装備に応じて、ルート情報がコントロール ディスプレイまたはメーターパネルに表示されます。

概要
国別仕様に応じて、ルート情報に例えば以下の情報が表示されます：

‒ 右左折のヒント。
‒ 次の道路。
‒ 交通規制。
‒ トンネルなどの追加情報。
‒ 次の方向転換までの時間。

複数車線の道路の場合、車線情報が必要に応じて推奨する車線を表示します。

表示
以下の情報が表示されます：

‒ 右左折の指示または車線情報などのルート案内のヒントの表示。
‒ 交通規制。
‒ ルート沿いの周辺施設。周辺施設を選択し、直接ルート案内に取り込むことができます。
‒ 充電の推奨など、ルート沿いの立ち寄り地点。

コントロール ディスプレイにルート情報を表示させる
コントロール ディスプレイのメイン メニューで、ルート情報をウィジェットとして表示させることができ
ます。

詳しい情報：

! iDrive 。

代替ルート
原理
ルート案内中に、可能であれば、代替ルートが提案されます。

代替ルートまたは迂回路が利用可能な場合は、それが自動的にコントロール ディスプレイに表示され、
ルート案内に取り込むことができます。

代替ルートを手動で表示させる



1. コントローラーのボタンを押します。

2. 「別ルート」
3. いずれかの代替ルートまたは場合によっては推奨の迂回路を選択して、そのルートをルート案内に取り
込みます。

表示
現在のルートと提案可能な代替ルートのリストが表示されます。地図でルートがカラー表示されます。

以下の詳細が表示されます：

‒ 到着予想時刻と場合によっては現在の交通状況に関する情報。
‒ ルート距離。
‒ そのルートで発生する場合がある高速道路料金などの費用。

提案
原理
必要な場合は、自動的に現在のルートに関する提案が表示されます。

一般事項
装備に応じて、利用可能な提案が地図画面のファンクション バーに強調表示されます。

以下の提案が表示されます：

‒ 充電の推奨などの立ち寄り地点。
‒ 駐車の提案。
‒ 拡張現実（AR）表示。

提案を呼び出す
1. コントローラーのボタンを押します。

2. 「おすすめ」
3. 希望する項目を選択します。

ルート沿いの立ち寄ることができる場所を予定する



原理
現在有効なルート案内に対して、周辺施設検索を用いて、例えば充電を行うためや休憩を取るためにルー
ト沿いの立ち寄ることができる場所を計画に入れることができます。

一般事項
航続可能距離が少なくなると、自動的に充電の推奨を含む注記が表示されます。充電の推奨には、充電ス
テーションのリストが表示され、これらを経由地として取り込むことができます。

さらに、ルート情報に充電の推奨が表示されます。

装備と国別仕様によっては、目的地入力の直後に注記として充電の推奨または充電に最適なルートが表示
されます。その時の車両の充電状態で入力された目的地に到達できそうになければ、充電の推奨または充
電に最適なルートが計算されます。

立ち寄ることができる場所を呼び出す
1. コントローラーのボタンを押します。

2. 「おすすめ」
3. 希望する施設カテゴリーを検索します。
4. 「検索結果のフィルター」：必要に応じて検索基準を変更します。
5. 必要に応じて「検索結果表示」
6. 希望の施設を選択します。
詳細が表示されます。

7. 必要に応じて、目的地に関するその他の機能を選択します。
8. 「ルート案内開始」
詳しい情報：

! 目的地に関する機能 。

拡張現実（AR）表示
原理
装備に応じて、方向転換場所に近づいたときや目的地での駐車時に、拡張現実（AR）表示がサポートしま
す。

一般事項
ルート案内中、方向転換場所に近づく前に、拡張現実（AR）表示が自動的にコントロール ディスプレイに
表示されます。

拡張現実（AR）表示は、実際の車両周囲のカメラ画像で構成されます。その画像には、右左折のヒントな
ど、方向転換に重要な情報が表示されます。



目的地に到着する直前には、必要に応じて駐車の提案など、駐車時に役立つ可能性のある情報が表示され
ます。

安全に関する注意事項

$ 交通状況に注意し、運転スタイルを状況に合わせる

警告

システムが作動していても、視界や交通状況を正しく判断するという運転者自身の責任からは免れられま
せん。事故が発生するおそれがあります。運転の仕方を道路状況に合わせてください。交通状況に注意
し、状況によっては積極的に介入してください。

センサー
このシステムは、フロント ウィンドウの裏のカメラを使用します。

詳しい情報：

! 車両のセンサー 。

拡張現実（AR）表示を有効にする/無効にする
1. コントローラーのボタンを押します。

2. 「設定」
3. 「拡張現実(AR)表示」
4. 希望する項目を選択します。

拡張現実（AR）表示を閉じる
地図画面をタップすると、拡張現実（AR）表示が閉じます。

代わりに、画面の左端のコマンド ボタンで拡張現実（AR）表示を閉じることもできます。

拡張現実（AR）表示を手動で表示させる
方向転換の途中で拡張現実（AR）表示を手動で閉じた後に、途中の方向転換を再び表示させることができ
ます。



1. コントローラーのボタンを押します。

2. 「おすすめ」
3. 「拡張現実(AR)表示」

表示
拡張現実（AR）表示のカメラ画像には、以下の情報が表示されます：

マーク 機能

進行方向を示す矢印。

ルート案内が有効になっている場合に、この矢印はドライバーが走行す
べき方向を示します。

方向矢印。

方向矢印の表示は、ターン時にサポートします。この方向矢印はカメラ
画像に表示され、方向転換を誘導します。

右左折のヒント。

ターンする場所に近づいたときに、矢印で操縦の種類が表示されます。

目的地フラグ。

目的地への到着時に、目的地フラグと場合によっては目的地の線ならび
に補足情報が表示されます。

空きのある駐車場。

駐車場が利用可能な場合には、目的地への到着前に、必要に応じて空き
のある駐車場が表示されます。

装備に応じて、空きのある駐車場のエリアが道路に沿ってカラーの線で
示されます。



目的地までの距離。

空きのある駐車場の表示では、目的地に到着する直前に、さらに徒歩で
の距離が表示されます。

目的地として施設を入力した場合は、場合によっては評価など、施設に関する詳細が表示されます。

駐車の提案
原理
駐車の提案により、街中で空いている駐車場を容易に探すことができます。

目的地の周辺で駐車情報が利用可能な場合は、目的地の到着直前に、駐車場所の提案を示すメッセージが
表示されます。

駐車を有効にする/無効にする
装備に応じて、駐車のためにいくつかの機能を作動または作動解除することができます。

1. コントローラーのボタンを押します。

2. 「設定」
3. 「サービス設定」
4. 「パーキング」
5. 希望する項目を選択します。

駐車の提案を呼び出す
1. コントローラーのボタンを押します。

2. 「おすすめ」
3. 「おすすめの駐車場」

学習型ナビゲーション
原理



ルート案内に何回か取り込まれた目的地は、その後のルート探索の際にも考慮され、必要に応じて自動的
に提案されます。

学習型地図を有効にする/無効にする
1. コントローラーのボタンを押します。

2. 「設定」
3. 「サービス設定」
4. 「学習型ナビゲーション」

音声案内

原理
ルート案内がオンのとき、各指示を音声案内で出力させることができます。

音声案内を有効にする/無効にする
1. コントローラーのボタンを押します。

2. 「音声案内」

音声案内を繰り返す
音声案内を繰り返すには、音声案内のスイッチをオフにし、再びオンにします。

音量調節
音声案内が再生中に、希望の音量に調節されるまで音量ボタンを操作します。

地図モード

原理



原理
地図ではさまざまな画面を選択して、地図内に表示される情報の範囲を調整することができます。

一般事項
走行状況に応じて、さまざまな地図画面が役立つ場合があります。選択される地図モードによって、交通
情報、お気に入りの施設や駐車情報など、表示される情報の密度が決まります。

施設の表示は、それぞれの施設が検索される頻度によって異なります。

地図モードを選択する
装備に応じて、さまざまな画面を選択することができます。

1. コントローラーのボタンを押します。

2. マークを選択します。
3. 希望する設定を選択します：

‒ 「簡略 (手動ズーム)」
‒ 「アダプティブ」
‒ 「詳細 (手動ズーム)」

制限された地図モード
地図内に表示される情報が必要最低限に制限されます。ルート案内が有効になっている場合は、交通情報
など、現在のルートに関連している情報のみが表示されます。

交通流量と交通規制の表示は、現在のルートに制限されます。少ない交通量を表す緑色の交通流量は表示
されません。

この地図モードでは、手動ズームを使用することができます。

アダプティブ地図モード
地図内に表示される情報が、ドライバーの運転操作や習慣に合わせて調整されます。そのため、現在有効
なルート案内がなくても、何度か走行したルートやお気に入りの施設に関する情報を表示させることがで
きます。

自宅住所と勤務先住所が指定された場合は、さらに広範な情報を表示させることができます。

この地図モードでは、オート ズームがプリセットされています。

航続可能距離が短い場合、地図上に現在の航続可能距離がカラーの円で示されます。必要に応じて、充電
の推奨が表示されます。

拡張された地図モード



利用可能なすべての情報が表示されます。

この地図モードでは、オート ズームがプリセットされています。

現在の航続可能距離は、地図上にカラーの円で常に示されます。必要に応じて、充電の推奨が表示されま
す。

地図画面の機能

一般事項
地図の任意のポイントに関してさまざまな情報を呼び出し、設定を行うことができます。

機能を呼び出す
1. コントローラーのボタンを押します。

2. 地図上の希望のポイントをタップします。
3. 希望する項目を選択します。

設定
地図上で選択したポイントに応じて、さまざまな情報や設定を使用することができます：

‒ 「音声案内リピート」：ルート案内が有効になっている場合。
‒ 「詳細表示」：必要に応じて目的地に関する詳細を表示させることができます。
‒ 「リストの表示」：複数の周辺施設がある場所の上に十字ポインターがある場合、これらはひとつのリ
ストに表示されます。

‒ 「お気に入りとして保存」：照準用十字線が指す地点をお気に入りとして保存します。
‒ 「目的地表示」：目的地周辺の地図が表示されます。
‒ 「地図表示変更」：地図画面を切り換えます。
‒ 「ルート案内開始」：地図で選択された地点へのルート案内を開始します。
‒ 「経由地として追加」ルート案内がオンの場合に経由地を追加します。
‒ 「経由地削除」：経由地を削除します。
‒ 「現在地に戻る」：現在の車両位置に戻ります。
‒ 「ここで検索」：地図上で選択したポイント用に検索を呼び出します。

交通情報

一般事項



一般事項
‒ 交通情報はITS（インテリジェント トランスポート システム）またはVICS（道路交通情報通信システ
ム）によって送信されます。

‒ ITSに関する詳細： ! http://www.its-jp.org(http://www.its-jp.org) 、TEL：03-5777-1013。
‒ VICSに関する詳細： ! http://www.vics.or.jp(http://www.vics.or.jp) 、TEL：0570-00-8831。
‒ 交通情報は常に更新されます。これにより、システムは道路交通状況や道路上の危険度の高い情報につ
いて、迅速に通知することができます。

‒ 交通情報は自動的に地図表示部に表示され、ルート案内時に考慮されます。
‒ 地図表示部やリストに交通情報を表示します。

交通情報は以下のものから送信されます：

‒ ラジオ放送局。
‒ 幹線道路の特定区間用の赤外線および無線ビーコン。

情報には次の種類があります：

‒ 文字情報。
‒ 図形情報。
‒ 渋滞情報。

緊急時にVICSまたはITSセンターから発信される「緊急情報」が表示される場合は、表示の内容に従って
ください。

フロント ウィンドウの上側のアンテナのすぐ前にラベルを貼らないでください、またその付近を清潔に
保ってください。交通情報を受信できなくなることがあります。

交通情報をオン/オフにする
1. コントローラーのボタンを押します。

2. 「設定」
3. 「サービス設定」
4. 「交通情報」

交通情報を表示する
1. コントローラーのボタンを押します。

2. 「交通情報」
交通メッセージのリストおよび最後に交通情報を受信した時刻が表示されます。



3. 希望する設定を選択します：
‒ 「緊急情報」：緊急情報が表示されます。
‒ 「交通規制」：交通情報の概要が表示されます。
‒ 「画像音声情報」：無線 ビーコンの情報がテキストまたは図で表示されます。
‒ 「FM図形情報」：メッセージまたは渋滞などの情報が図で表示されます。
‒ 「FM文字情報」：メッセージまたは渋滞などの情報がテキストで表示されます。

地図画面を設定する
その地域に最適な放送局が自動選択されます。

1. コントローラーのボタンを押します。

2. 「設定」
3. 「交通情報」
4. 希望する項目を選択します。

VICSとITS用の設定
1. コントローラーのボタンを押します。

2. 「設定」
3. 「交通情報」
4. 希望する設定を選択します：

‒ 「緊急情報」：緊急情報が利用可能な場合にメッセージを表示します。
‒ 「安全情報」：安全情報が利用可能な場合にメッセージを表示します。
‒ 「一般情報」：一般情報が利用可能な場合にメッセージを表示します。
‒ 「音声出力」：必要に応じてメッセージを読み上げます。

地図内の交通情報
原理
交通規制はマークで表示することができ、交通流量は地図画面の個々の道路に沿ってカラーの線で表示す
ることができます。

一般事項



渋滞情報を地図画面の個々の道路に沿って、色付きの線で表示することができます。線の色で交通量が示
されます。

‒ 赤：渋滞。
‒ 橙：交通が滞っている。
‒ 黄：交通量が多い。または、工事現場などの一般交通情報。
‒ 緑：交通量が少ない。

表示される交通情報の表示と密度は、選択された地図モードによって異なります。

地図画面のマーク
50kmまでの縮尺：交通情報のマークが地図画面に表示されます。

20kmまでの縮尺：特定の交通情報の場合、該当する地域が地図中で赤く表示されます。

図略図上のVICS情報
予定されたルートが区間ごとに分割されます。各区間にVICS情報が表示されます。

データをITSに転送する
原理
車両に関する情報、つまり車両位置、走行した経由地での速度などの車両データやメーカーのハードウェ
アおよびソフトウェアに関する情報は、ETC一体型ルーム ミラーに内蔵されているDSRC (狭域通信) シス
テムを介してワイヤレスで道路縁部のITS無線信号受信機に転送されます。

一般事項
このテーマに関する詳細： 
! http://www.mlit.go.jp/road/ITS/j-html/spot_dsrc/index.html
(http://www.mlit.go.jp/road/ITS/j-html/spot_dsrc/index.html)
、TEL：03-5253-8111。

作動させる/作動解除する
1. コントローラーのボタンを押します。

2. 「設定」
3. 「サービス設定」
4. 「車両データアップロード」

道路交通情報のための記号
マーク 意味



事故。

故障車。

路上障害。

工事。

路面凍結。

作業。

通行止め。

片側交互交通。



スノー チェーン装着義務。

進入禁止。

駐車場：

青：空きが十分にある。

赤：満車。

オレンジ：空きがわずかしかない。

黒：空き具合が不明。

対面通行。

車線規制。

速度制限。

徐行。



高速入口閉鎖。

高速出口閉鎖。

高速入口制限。

大型通行止め。

自然災害警告。

該当する地域が地図中で赤く表示されます。

悪天候。

該当する地域が地図中で赤く表示されます。

危険。

該当する地域が地図中で赤く表示されます。



BMW iX.

設定

車両装備
この章では、モデルに応じて現在および今後提供される装備、システム、機能について、それらがお客様
の車両にない場合も含めて説明されています。

詳しい情報：

! 車両装備 。

サービス

一般事項
車両は、使用するためにBMWまたはサービス プロバイダーへのデータ伝送が必要になる各種機能を提供し
ます。一部のサービスについては、データ伝送を無効にすることができます。

データ伝送を無効にすると、そのサービスは使用することができません。設定は、必ず車を止めた状態で
行ってください。

サービスを有効にする/無効にする
1. コントローラーのボタンを押します。

2. 「設定」
3. 「サービス設定」

インデックスA–Z ""検索 #



4. 希望する項目を選択します。

詳細情報を表示させる
1. コントローラーのボタンを押します。

2. 「設定」
3. 「サービス設定」
4. 希望する項目を選択します。

選択した設定の詳細情報が表示されます。

ルート探索条件

原理
計算されるルートは、そのとき選択されている探索条件により変化します。

ルート探索条件を好みに応じて設定できます。設定は標準として記憶され、新しいルート案内のときに自
動的に引き継がれます。

ルート探索条件を設定する
1. コントローラーのボタンを押します。

2. 「設定」
3. 「ルート探索条件」
4. 希望する項目を選択します。

ルート案内

原理



ルート案内を個別に設定することができます。設定は標準として記憶され、新しいルート案内のときに自
動的に引き継がれます。

ルート案内を設定する
1. コントローラーのボタンを押します。

2. 「設定」
3. 「ルート案内」
4. 希望する項目を選択します。



BMW iX.

エンターテイメント システム

車両装備
この章では、モデルに応じて現在および今後提供される装備、システム、機能について、それらがお客様
の車両にない場合も含めて説明されています。

詳しい情報：

! 車両装備 。

操作ボタン
国別仕様および装備バリエーションに応じて、センター コンソールに以下のボタンが取り付けられていま
す。

ボタン 機能

ダイヤルを回す：音量の調節。

ダイヤルを押す：音声出力のオン/オフ。

インデックスA–Z ""検索 #



エンターテイメント ソースを切り換えます。

1回押す：放送局/トラックの切換え。

押し続ける：トラックの早送り/巻き戻し。

音声出力

安全に関する注意事項

$ 音量を高く調整しないでください

警告

音声出力の音量が大きいと聴覚を損傷するおそれがあります。けがをするおそれがあります。音量を高く
調整しないでください。

音量と音声出力



‒ 音量を調節するには、ダイヤルを回します。
‒ 音声出力をオフにするには、ダイヤルを押します。もう一度押すと、再び前の音量に戻ります。

オーディオ録音の再生は、消音への切換え中に一時停止されます。

エンターテイメントの音源

一般事項
使用可能なエンターテイメント ソース：

‒ ! ラジオ 。
‒ ! USBオーディオ 。
‒ ! Bluetoothオーディオ 。

エンターテイメントの音源の切換え
センター コンソールのボタンから：



1. ボタンを押します。
最後に選択したエンターテイメント ソースが再生されます。

2. ボタンをもうー度押します。
現在再生可能な全エンターテイメントの音源のリストが表示されます。

3. 希望するエンターテイメントの音源を選択します。
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音質設定

車両装備
この章では、モデルに応じて現在および今後提供される装備、システム、機能について、それらがお客様
の車両にない場合も含めて説明されています。

詳しい情報：

! 車両装備 。

高音、低音、バランス、フェーダー
1. 「メディア」
2. エンターテイメント ソースを選択します。
3. 「サウンド」
4. 希望する項目を選択します。

イコライザー
各周波数範囲の設定。

1. 「メディア」
2. エンターテイメント ソースを選択します。
3. 「サウンド」
4. 希望する項目を選択します。

低音および高音の設定はイコライザーの音質設定に影響し、周波数範囲と同様に設定することができま
す。

インデックスA–Z ""検索 #



高音、低音または周波数範囲を押し続け、上または下に移動させます。

Bowers & Wilkinsダイヤモンド サラウンド サウンド
システム

サウンド プロファイル
車内で理想的なサウンドを聞けるように、さまざまなサウンド プロファイルを選択することができます。

1. 「メディア」
2. エンターテイメント ソースを選択します。
3. 「サウンド」
4. 「サウンドプロファイル」
5. 希望する項目を選択します。

イマーシブ サウンド
各シート用のサウンドの設定。

1. 「メディア」
2. エンターテイメント ソースを選択します。
3. 「サウンド」
4. 「イマーシブサウンド」

以下の設定を使用することができます：

‒ 「3Dレベル」全シート用の設定。
‒ 「4D低音体験」運転席と助手席で個別に設定可能。
‒ 「個別サラウンドレベル」各シートで個別に設定可能。

Experience the Sound
オーディオ システムのサウンド デモンストレーション。

1. 「メディア」
2. エンターテイメント ソースを選択します。
3. 「サウンド」
4. 「Experience the sound」

音量調節



速度が上がるにつれて大きくなる走行音を補正するために、車両の特定の信号音と音声出力に対して自動
音量増機能を設定することができます。

1. 「メディア」
2. エンターテイメント ソースを選択します。
3. 「サウンド」
4. 「音量設定」
5. 希望する項目を選択します。

道路交通情報用の音量調整はアナウンス中に行われます。

音質設定をリセットする
イマーシブ サウンドの音質設定をリセットする：

1. 「メディア」
2. エンターテイメント ソースを選択します。
3. 「サウンド」
4. 「イマーシブサウンド」
5. 「設定のリセット」

すべての音質設定を初期設定にリセットする：

1. 「メディア」
2. エンターテイメント ソースを選択します。
3. 「サウンド」
4. 「設定のリセット」
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ラジオ

車両装備
この章では、モデルに応じて現在および今後提供される装備、システム、機能について、それらがお客様
の車両にない場合も含めて説明されています。

詳しい情報：

! 車両装備 。

AM/FM放送局

一般事項
受信可能なすべての放送局が表示されます。

装備と国別仕様に応じて、AM放送局を受信できない場合があります。

放送局を選択する
1. 「メディア」
2. 「FMラジオ」または「AMラジオ」
3. 登録したい放送局を選択します。

放送局を登録する
一般事項
再生済みの放送局のマークは、その放送局がすでに保存されたかどうかを示します。

マーク 意味
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放送局は記憶されていません。

放送局が記憶されます。

放送局は記憶されています。

再生した放送局をメモリーする
1. 「メディア」
2. 「FMラジオ」または「AMラジオ」
3. 登録したい放送局を選択します。
4. 「放送局登録」

放送局のマニュアル選局
周波数を指定して選局します。

1. 「メディア」
2. 「FMラジオ」または「AMラジオ」
3. 「手動選局」
4. 希望の周波数を設定します。

トラックの検知
車両がConnected Musicを介して音楽サービスと接続されている場合、そのときにラジオで流れていたタ
イトルを音楽サービスで検索し、例えばお気に入りに追加することができます。

1. 「メディア」
2. 「FMラジオ」または「AMラジオ」
3. コントローラーを右に傾けます。
4. 「トラック認識」

プリセット放送局

一般事項
50個の放送局をメモリーすることができます。

放送局を選択する
1. 「メディア」
2. 「プリセット放送局」
3. 登録したい放送局を選択します。

放送局を削除する



1. 「メディア」
2. 「プリセット放送局」
3. 削除したい放送局をタップします。
4. 「放送局の削除」

放送局リストを手動で並べ替える
1. 「メディア」
2. 「プリセット放送局」
3. 「放送局の並べ替え」
4. リストの中で移動したい放送局を押し続けます。
5. 放送局を希望の位置へ移動させます。

交通情報

交通情報をオン/オフにする
1. 「メディア」
2. 「FMラジオ」
3. 「交通」
4. 交通無線放送局を選択します。
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オーディオ

車両装備
この章では、モデルに応じて現在および今後提供される装備、システム、機能について、それらがお客様
の車両にない場合も含めて説明されています。

詳しい情報：

! 車両装備 。

一般事項
音楽トラック、オーディオ ブック、ポッドキャストを再生することができます。

装備に応じて、以下のオーディオ音源を使用できます：

マーク 意味

USBオーディオ。

Bluetoothオーディオ。

USBオーディオ

再生可能なフォーマット
MP3、MP4、M4A、M4B、AAC、WMA、FLAC。

USBポート付きのオーディオ プレーヤーおよび記憶メディア
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USBポート付きのオーディオ プレーヤーおよび記憶メディア
全てのトラックの情報（例えば、アーティスト、ジャンル、タイトル）や再生リストが車両に転送されま
す。USB機器やトラックのファイル サイズおよび数に応じて、情報の伝送にはある程度の時間がかかりま
す。

転送中、トラックはファイル名で呼び出すことができます。

車両に約40 000トラックの情報を保存できますが、USB機器1台当たりでは最大16 000トラックです。

Digital Rights Management DRM付きの音楽トラックは再生することができません。

USB機器を選択する
1. USB機器をUSBポートに接続します。
なるべくUSB機器に付属されているアダプター ケーブルを使用してください。

2. 「メディア」
3. 「USB」またはUSB機器の名称を選択します。

詳しい情報：

‒ ! USBポート 。
‒ ! 再生 。

Bluetoothオーディオ

一般事項
‒ オーディオ機器や携帯電話などの外部機器から、Bluetoothを介して音楽ファイルを再生します。
‒ 場合によっては、音声出力の音量が機器によって異なります。この場合は、機器で音量調整を変更しま
す。

‒ 装備に応じて最大4台の外部機器を車両に接続することができます。そのうちの2台の機器をBluetooth
オーディオで使用することができます。

‒ Bluetooth対応機器の場合は、サポートされるBluetoothバージョンに応じて、iDriveで操作可能な機能の
範囲が制限されることがあります。必要に応じて、欠けている機能を直接機器で実行することができま
す。

機能の前提条件
‒ Bluetooth対応機器が車両と接続されている。! モバイル機器と車両を接続する 。
‒ Bluetoothオーディオ再生がオンにされました。

Bluetoothオーディオ再生を有効にする
1. 「メディア」
2. 「新規機器」
3. 希望するBluetooth対応機器を選択します。
4. 「Bluetoothオーディオ」

Bluetooth対応機器を選択する



Bluetooth対応機器を選択する
1. 「メディア」
2. リスト内で希望のBluetooth対応機器を選択します。

詳しい情報：

! 再生 。

再生

一般事項
コントロール ディスプレイに、現在のトラックに関する既存の情報が表示されます。

USB機器とBluetooth対応機器の場合、選択されたプレイリストが表示されます。これは、検索結果または
以前に保存されたプレイリストです。スマートフォン アプリを介してオーディオ再生した場合、表示が異
なることがあります。

プレイリストの左横に、その他の機能が表示されます。機能の範囲は、選択したオーディオ音源により異
なります。

トラックを選択する
プレイリスト内で希望のトラックを選択します。

選択したトラックから順に、プレイリストの全トラックが再生されます。

早送り/巻き戻し
巻戻し/巻き戻しは、モバイル機器および使用アプリで対応している必要があります。

センター コンソール内：

該当するボタンを押し続けます。

操作しないときに制限される表示
一般事項
コントロール ディスプレイでの操作がない状態で一定時間が経過した後、または、カバーをタップする
と、現在再生されているトラックに表示が制限されます。制限されている表示を終了させるには、コント
ロール ディスプレイをタップします。



表示の自動制限を有効にする/無効にする
1. 再生されているトラックのカバーを押し続けます。
2. 「非操作時に表示内容減少」

検索
一般事項
可能な検索基準は、選択したオーディオ音源により異なります。

トラック情報の検索
検索基準は、タイトル情報に保存されているデータに関係しています。

1. 「検索」
2. 希望の検索基準を選択します。
基準の場合は、「検索」入力された文字列を含むタイトル情報がある全てのトラックが表示されます。
入力された文字が多いほど、結果がより絞り込まれます。

3. 必要に応じてアルバムをタップします。
4. 再生を開始するトラックをタップします。

アーティストおよびトラックの検索を直接選択することもできます。

1. 「アーティスト」または「トラック」

選択した検索基準が保存されていないトラックは、不明として分類されます。トラック情報なしのトラッ
クは、ディレクトリ内の検索のみが可能です。

プレイリストの検索
1. 「検索」
2. 「プレイリスト」
再生可能な全プレイリストが表示されます。

3. プレイリストをタップします。
4. 再生を開始するトラックをタップします。
コントロール ディスプレイに再生に関する情報が表示されます。プレイリストは、検索結果のトラック
リストと同じです。

その他のメディアの検索
USB機器と装備に応じて、オーディオ ブックとポッドキャストを個別に検索することができます。

1. 「検索」
2. 希望のメディアを選択します。
3. 再生を開始するトラックをタップします。
コントロール ディスプレイに再生に関する情報が表示されます。プレイリストは、検索結果のトラック
リストと同じです。

ディレクトリ内の検索



USB機器の場合、ディレクトリ内の検索が可能です。

ファイルおよびトラックの名前はファイル名およびデータ名と同じです。フォルダ名とファイル名はト
ラック情報の中の名前と異なることがあります。

1. 「検索」
2. 「フォルダ検索」
3. 必要に応じてサブフォルダに切り換えます。
再生を開始するトラックをタップします。

コントロール ディスプレイに再生に関する情報が表示されます。プレイリストは、検索結果のトラック
リストと同じです。

アルバムをスクロールする
1. 「アルバムを検索」
再生可能なアルバムがグラフィック表示されます。

2. 希望するアルバムを選択します。
選択されたアルバムの全トラックが表示されます。

3. 再生を開始するトラックをタップします。
4. コントロール ディスプレイに再生に関する情報が表示されます。プレイリストはアルバムのトラック
リストと同じです。

ランダム再生
現在のプレイリストのトラックが、順不同に再生されます。外部機器を使用する際は、機器がこの機能を
サポートしている必要があります。プレイリストの右横のオプション「ランダム」をタップします。
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電話

車両装備
この章では、モデルに応じて現在および今後提供される装備、システム、機能について、それらがお客様
の車両にない場合も含めて説明されています。

詳しい情報：

! 車両装備 。

電話機能

一般事項
Bluetoothを介して携帯電話を車両に接続することができます。

高温下では、携帯電話の充電機能が制約を受け、携帯電話の機能を実行できなくなることがあります。

車両と接続された携帯電話は、携帯電話のボタンでは操作しないでください。操作すると、機能不良が発
生する可能性があります。

車両に携帯電話を接続して使用する際には、携帯電話の取扱説明書をよく読んでください。

詳しい情報：

! モバイル機器と車両を接続する 。

安全に関する注意事項

" 走行中の通話
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警告

操作は車両を安全な場所に停車させてから行ってください。運転者が運転中に携帯電話を操作することは
禁止されています。通話にはハンズフリーの機能を使用してください。そうしないと、同乗者や他の通行
者を危険にさらすおそれがあります。

着信
電話をかけてきた人の番号が電話帳にメモリーされていて、ネットワークから転送される場合、発信者の
名前が表示されます。さもなければ、電話番号のみが表示されます。

音量ダイヤルを押すと、電話を着信した場合に車内での着信音をオフにすることができます。

電話に出る
さまざまな方法で着信を受けることができます。

‒ iDriveから： 「応答」
‒ ステアリング ホイールの該当するボタンを押します：

‒ ステアリング ホイールのダイヤルで、メーターパネルのリストから選択します：「応答」

着信拒否
‒ iDriveから： 「着信拒否」
‒ ステアリング ホイールのダイヤルで、メーターパネルのリストから選択します：「着信拒否」

通話を終了する
‒ iDriveから： 「終了」
‒ ステアリング ホイールの該当するボタンを押します：

着信音
携帯電話に応じて、着信用に電話の着信音を選択することができます。

1. 「電話」
2. 「機器管理」
3. 希望の携帯電話を選択します。
4. 「機器設定」



5. 必要に応じて、着信音の登録を選択します。

通話履歴
最近の発信した電話、出なかった電話、着信した電話の履歴が車両にメモリーされます。

表示
1. 「電話」
2. 「通話履歴」
直前の通話履歴が表示されます。

コーリング リストをフィルターする
1. 「電話」
2. 「通話履歴」
3. 希望のフィルターを選択します。

リストから電話番号を選択する
‒ リストから希望の番号を選択します：登録内容を選択した携帯電話から電話をかけます。
‒ オプションで：2番目の携帯電話で電話をかけます。
‒ 中止するには：「終了」

通話中
音量を調整する
通話中に、希望の音量に達するまでステアリング ホイールのダイヤルを回します。

音量調節
通話中に電話のマイク音量を調節することができます。

1. 「マイク感度」
2. 希望する音量に設定します。

番号をダイヤルする
1. 「電話」
2. 「その他」
3. 「番号ダイヤル」
4. 電話番号を入力します。
5. マークを選択します。

保留、再開
通話中の電話を保留し、後で再開することができます。

‒ 「通話の保留」電話を保留にします。
‒ 「通話を再開」電話を再開します。



マイクをミュートにする
通話中にマイクをミュートに切り換えることができます。

「ミュート」
以下の場合マイクが自動的にミュートになります：

‒ 新たに電話をかける場合。
‒ 通話を切り換えて通話相手を交替する場合。

DTMFオーバーラップ送信
DTMFオーバーラップ送信によりネット サービスへのアクセスが行えたり、留守番電話の遠隔操作など、
機器の制御用に利用できます。これにはDTMFコードが必要です。

1. 「数字入力」
2. DTMFコードを入力します。

複数の通話者との通話
一般事項
通話間の切換えが可能です。携帯電話およびサービス プロバイダーによって機能がサポートされている必
要があります。

キャッチホンを受ける
通話中に別の電話が着信した場合、必要に応じて割り込み通話音が鳴ります。

「応答」
キャッチ ホンを受け、もとの通話は保留になります。

2番目の通話を構築する
通話中に、さらに別の通話を行うことができます。

1. 「数字入力」
2. 新しい電話番号を選択します。
電話が発信され、最初の通話が維持されます。

装備によっては、選択リストからも通話を追加することができます：

‒ 「連絡先」
‒ 「通話履歴」
‒ 「番号ダイヤル」

2つの通話間を切換える
2つの通話間を切換えることができます。

1. 2つの通話を構築します。
2. 「通話を再開」
保留中の通話に切り換わります。

ハンズフリー ユニット



ハンズフリー ユニット
一般事項
ハンズフリー ユニットを使用して行う通話は、携帯電話に引き継ぐことができ、またその逆も可能です。

携帯電話からハンズフリー ユニットへ
作動スタンバイがオンの場合、車両のBluetoothの検知範囲外で始めた通話をハンズフリー ユニットを使
用して再開することができます。このためには、車両キーが車内にある必要があります。

携帯電話がすでに車両に登録されている場合、携帯電話によっては自動的にハンズ フリー モードに切り換
わります。

自動的に切り換わらない場合は、携帯電話のディスプレイに表示される内容に従ってください。携帯電話
の取扱説明書も参照してください。

ハンズフリー ユニットから携帯電話へ
車両が停車状態に変わったとき、または車両キーを携帯して車両を離れるとき：

携帯電話に応じて、ハンズフリー ユニットを使用して携帯電話の通話を続行できます。

携帯電話のディスプレイに表示される指示に従ってください。携帯電話の取扱説明書も参照してくださ
い。

連絡先
一般事項
連絡先が携帯電話から転送され、表示されます。携帯電話が連絡先の画像の機能をサポートしている場
合、連絡先の画像を表示させることができます。

名前が同じ連絡先登録はひとつの連絡先にまとめられます。

全ての連絡先を表示する
1. 「電話」
2. 「連絡先」

連絡先が、該当するローマ字表記でアルファベット順に表示されます。連絡先の数に応じて、連絡先検索
とクイック検索が提供されます。

連絡先を絞り込む
連絡先を表示させるか、またどの携帯電話から連絡先を表示させるかを選択することができます。

1. 「電話」
2. 「連絡先」
3. 「フィルター」
4. 希望する設定を選択します：

‒ 「全ての電話」全ての連絡先が表示されます。
‒ 希望の携帯電話を選択します。選択された電話の連絡先が表示されます。



連絡先検索
連絡先の数が30以上の場合、連絡先検索を行えます。

1. 必要に応じて「メニュー」
2. 「電話」
3. 「連絡先」
4. 「検索」
5. 表示されたローマ字を頼りに文字または音節を入力します。
右側にヒットした結果が表示されます。

6. 連絡先を選択して、表示します。

その他の機能
装備に応じて、選択した連絡先で以下の機能を使用できます：

‒ ルート案内を開始します。
‒ 連絡先に電話します。

住所を目的地として選択する
1. 希望の連絡先を選択します。
2. 該当する住所を選択します。
3. 住所がナビゲーション システムに転送されます。
4. 目的地を確定して、ナビゲーションを開始します。

連絡先の画像を表示する
互換性のある携帯電話を車両と接続したときに、連絡先用として記憶された画像が車両に表示されます。

1. 「メニュー」
2. 「電話」
3. 「連絡先」
4. 希望の連絡先を選択し、押し続けます。
5. 「連絡先画像の表示」

追加機能

一般事項
携帯電話およびインストールされているアプリに応じて、携帯電話の以下の内容が車両に転送されます：

‒ 連絡先。
‒ メッセージ。
‒ コーリング リスト。

データの転送には数分間かかる場合があります。



場合によっては、携帯電話のプロバイダーまたはサービス プロバイダーから機能を許可してもらう必要が
あります。

メッセージ
すべてのメッセージを表示させる
1. 「電話」
2. 「その他」
3. 「メッセージ」

メッセージ リストをフィルターする
1. 「電話」
2. 「その他」
3. 「メッセージ」
4. 「フィルター」
5. 希望する項目を選択します。

メッセージを表示する
希望の会話を選択します。この相手とのショート メッセージが表示されます。

メッセージに返答する
1. 希望のショート メッセージを選択します。
2. 返答します。
ショート メッセージの受信者が自動的に登録されます。

3. 「送信機器」
必要に応じて、ショート メッセージを送信する携帯電話を選択します。

4. 希望する設定を選択します：
‒ 「メッセージのディクテーション」
‒ 「テンプレートメッセージ」

新しいメッセージ
1. 「電話」
2. 「その他」
3. 「メッセージ」
4. 「新規メッセージ」
5. 「宛先:」
番号または連絡先を入力します。

6. 「送信機器」
必要に応じて、ショート メッセージを送信する携帯電話を選択します。

7. 希望する設定を選択します：
‒ 「メッセージのディクテーション」
‒ 「テンプレートメッセージ」





BMW iX.

サービスおよびアプリケーション

車両装備
この章では、モデルに応じて現在および今後提供される装備、システム、機能について、それらがお客様
の車両にない場合も含めて説明されています。

詳しい情報：

! 車両装備 。

概要

一般事項
記載したサービスおよびアプリケーションを利用するための基本条件は、テレサービス、インテリジェン
トSOSコール、またはコネクテッド ドライブ サービスが装備されていることです。

提供されるサービスの内容と範囲は国によって異なる場合があります。そのため、この取扱説明書に、車
両登録国では提供されない/まだ提供されていないサービスとアプリケーションが記載されている場合があ
ります。

ご利用、一般取引条件および使用条件、契約の成立、また、ConnectedDriveの内容と範囲についての詳し
い情報は、以下より入手することができます：

‒ ! 車両データおよびデータ保護 のチャプターにて。
‒ ConnectedDriveカスタマー ポータル 
! www.bmw-connecteddrive.com(https://www.bmw-connecteddrive.com) 。

‒ サービス パートナーにて。

サービスとソフトウェア アプリケーションは次の方法でご利用になれます：

‒ 車両注文の際に、例えばオプション装備として。
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‒ BMWコネクテッド ドライブ カスタマー ポータルからインターネットで。
‒ iDriveにより車両のコントロール ディスプレイからConnectedDrive Storeで。

安全に関する注意事項

$ システムおよび機器の操作時の注意

警告

走行中に統合インフォメーション システムおよび通信機器を操作すると、交通状況から注意がそれるおそ
れがあります。車両を制御できなくなるおそれがあります。事故が発生するおそれがあります。システムや
装置の操作は、交通状況が許す場合にのみ行ってください。必要な場合は車両を止め、停止状態でシステ
ムや装置を操作してください。

BMWテレサービス

原理
テレサービスは、車両のモビリティの維持に役立つサービスです。

一般事項
提供内容は車両装備と国別仕様によって異なります。

車両メーカーは、利用可能なサービスについての詳しい情報をサービス パートナーまたはカスタマー イン
タラクション センター/カスタマー サポートに問い合わせることを推奨しています。

テレサービスには、以下のサービスが含まれる場合があります：

‒ テレサービス コール。
‒ テレサービス レポート。
‒ テレサービス バッテリー ガード。
‒ サービス パートナー。
‒ BMWエマージェンシー サービス。
‒ BMWアクシデント アシスタンス。

機能の前提条件
‒ コネクテッド ドライブ契約が有効、SOSコールまたはBMWコネクテッド ドライブ サービスを装備。
‒ モバイルネットワーク内での受信。
‒ 作動スタンバイがオン。
‒ データ保護メニューで、データ伝送に関する同意がなされ、取得された。

テレサービス コール



原理
車両のサービス時期についてのテレサービス データが、期日前に自動的にBMWからサービス パートナー
に転送されます。可能な場合は、サービス パートナーがサービス入庫日を相談するためにお客様にご連絡
します。

一般事項
サービス パートナーは、伝送されたデータを使用して、事前に必要な作業の準備をすることができます。
整備工場での入庫時間が短縮されます。

テレサービス レポート
原理
テレサービス リポートは、必要な場合に、定期的な間隔で車両のテクニカル データをBMWに伝送しま
す。このデータはBMW製品の開発のために評価されます。

一般事項
テレサービス レポートは無料で、以下の条件により有効になります：

‒ 特定の技術的な条件を満たしている場合。
‒ 有効なBMWコネクテッド ドライブ契約がある場合。
‒ SOSコール装備またはコネクテッド ドライブ サービス装備。

個人に関するデータや位置データは転送されません。

テレサービス バッテリー ガード
原理
バッテリー充電状態が特定の値を下回ると、定義されている場合は、直ちにまたは次回の車両始動時に、
情報がBMWからお客様またはサービス パートナーに送信されます。

一般事項
必要に応じて、可能ならばサービス パートナーがサービス入庫日を相談するためにお客様にご連絡しま
す。

機能の前提条件
テレサービス バッテリー ガードは国によって異なり、以下の条件でご利用できます：

‒ 特定の技術的な条件を満たしている場合。
‒ 有効なBMWコネクテッド ドライブ契約がある場合。
‒ SOSコール装備またはコネクテッド ドライブ サービス装備。
‒ テレサービス バッテリー ガードから情報を得るには、連絡先データがBMW ConnectedDriveカスタマー
ポータルに保存されていなければなりません。

サービス パートナー



原理
サービス パートナーを新たに選択するか、変更することができます。

サービス パートナーと連絡を取ることができます。

機能の前提条件
‒ コネクテッド ドライブ アクセス データでの登録が完了している。
‒ 車両がBMW ConnectedDriveカスタマー ポータルのアカウントに割り当てられている。

サービス パートナーを検索する
車両にまだサービス パートナーが指定されていない場合は、サービス パートナーを検索することができま
す。

1. 「メニュー」
2. 「全てのアプリ」
3. サービス パートナーに関する登録を選択します。
4. 例えば近隣にあるサービス パートナーの検索を開始します。
5. 見つかったサービス パートナーがコントロール ディスプレイに表示されます。
6. 希望のサービス パートナーを選択して、確定します。

指定されているサービス パートナーが連絡先情報と一緒に表示されます。

サービス パートナーを表示する
車両では、現在車両に指定されているサービス パートナーが連絡先として表示されます。

1. 「メニュー」
2. 「全てのアプリ」
3. サービス パートナーの登録を選択します。

指定されているサービス パートナーが連絡先情報と一緒に表示されます。

サービス パートナーを変更する
例えば、所有者変更や転居後などの特別な場合に、サービス パートナーの変更が必要となることがありま
す。これには以下の方法があります：

‒ カスタマー インタラクション センター/カスタマー サポートから。
‒ メーカーのサービス パートナーまたはその他の認定サービス パートナーあるいは専門ワークショップか
ら。

‒ 場合によっては、インターネット上のBMW ConnectedDriveカスタマー ポータルから。
‒ 場合によっては、iDriveを使って車両のコントロール ディスプレイからご自身で。

1. 「メニュー」
2. 「全てのアプリ」
3. サービス パートナーの登録を選択します。
4. サービス パートナーに関する登録を選択します。
5. サービス パートナーの削除で、現在指定されているサービス パートナーを削除することができます。

サービス パートナーの変更のために、車両の現在地があらかじめ選択されています。必要に応じて現在地
検索の検索基準を変更します。



今後自動で、または手動で通知される全てのサービス時期に関する情報が、新しいサービス パートナーに
伝えられます。

BMWサービス
原理
BMWサービスは、車両で利用可能な全サービスの手動更新を開始します。

BMWサービスを更新する
1. 「メニュー」
2. 「車両アプリ」
3. 「システム設定」
4. 「アプリとサービス更新」
5. 「更新の検索」
6. コントロール ディスプレイに表示された指示に従ってください。

カスタマー インタラクション センター/カスタマー サポート
原理
車両に関する情報を得るために、カスタマー インタラクション センター/カスタマー サポートとコンタク
トを取ることができます。

カスタマー インタラクション センター/カスタマー サポートを呼び出す
1. 「メニュー」
2. 「全てのアプリ」
3. 「BMW Assistance」
4. カスタマー サポートに関する登録を選択します。
カスタマー インタラクション センター/カスタマー サポートの電話番号が表示され、音声接続が確立さ
れます。音声接続が確立されない場合は、電話番号を手動で選択してください。



BMW iX.

車両を充電する

車両装備
この章では、モデルに応じて現在および今後提供される装備、システム、機能について、それらがお客様
の車両にない場合も含めて説明されています。

詳しい情報：

! 車両装備 。

一般事項
さまざまな充電ケーブルを充電ステーション、家庭用コンセントまたは産業用コンセントに接続して車両
を充電することができます。

充電プロセスの制御とモニターは完全に自動で行われます。充電電流値をiDriveで設定することができま
す。

安全に関する注意事項

" 心臓ペースメーカー等への影響
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危険

植込み型心臓ペースメーカー及び除細動機能なし植込み型両心室ペーシング パルスジェネレータを装着さ
れているお客様は、充電の操作を行ってはいけません。この場合、充電の操作は他の方にお願いしてくだ
さい。充電時には、充電ステーションや充電ケーブルに近づかないでください。充電により、植込み型心
臓ペースメーカーおよび除細動機能なし植込み型両心室ペーシング パルスジェネレータの動作に影響を与
えるおそれがあります。

" 電気を取り扱う際の注意

警告

電気を不適切に取り扱うと、高電圧または大電流のために感電するおそれがあります。火災の危険または
生命の危険があります。電気を取り扱う際には、一般の安全規定を守ってください。

" 充電の前に充電装置を点検させる

警告

異常のある充電装置や正しくない仕様の充電装置は、車両の損傷を引き起こしたり、充電場所の電源に負
荷をかけすぎるおそれがあります。火災の危険およびけがをするおそれがあります。

初めて充電する前に、充電場所に設置された固有の充電装置の以下のコンポーネントについて、電気技術
者に点検を依頼してください：

‒ 充電ケーブル。
‒ 充電ステーション。
‒ 家庭用コンセントと接続されている電源網。

" 充電装置が正常な状態であるかを確認する

警告

損傷または摩耗した充電装置、例えば摩耗したケーブルなどは熱を発生するおそれがあります。火災の危
険があります。必ず正常な状態の充電装置を使用してください。

" 充電ソケットの清掃はトレーニングを受けた人に依頼する



警告

電圧のかかっている構成部品に触れると、感電のおそれがあります。充電ソケットには高電圧がかかって
います。けがをするおそれまたは生命の危険があります。充電ソケットの清掃などの作業は、メーカーの
サービス パートナーまたはその他の認定サービス パートナーあるいは専門ワークショップに依頼してくだ
さい。

" 充電施設について

警告

車載ナビゲーション システムに表示される充電施設には、他の自動車メーカーの販売店が運営するものも
含まれております。充電施設の運営者の判断により、当該充電施設の利用を、認められない場合がありま
す。充電施設の詳細情報や、現在の位置などが更新されている可能性があります。ハイ ボルテージ バッテ
リーの残量を考慮した、ドライブ計画をたてることをお勧めします。

" 充電ケーブルや充電ケーブル接続部に機械的な負荷をかけないようにしてください

注記

機械的な負荷によって、車両に接続されている充電ケーブルや充電ケーブル接続部が損傷するおそれがあ
ります。ーが放電するおそれがあります。充電ケーブルや充電ケーブル接続部に機械的な負荷をかけない
ようにしてください。充電ケーブルは、引いたり曲げたりすることによる負荷が生じないようにして、車
両に取り回してください。

ハイ ボルテージ バッテリー
高電圧バッテリーは蓄電装置として機能します。ハイ ボルテージ バッテリーは走行中のエネルギー回生に
よって、または電源から充電することができます。

高電圧バッテリーを最適な状態で使用するには、車両を定期的に適切な充電装置で充電してください。

電源からの充電の場合、以下のバリエーションがあります：

‒ 家庭用コンセント。
‒ 産業用コンセント。
‒ AC充電ステーション。
‒ DC充電ステーション。

電源コンセントからのエネルギーを最適に利用するために、BMW Wallboxなどの充電ステーションでの充
電をお勧めします。

BMWウォールボックスは、以下の技術前提条件を満たす必要があります：



‒ 三相充電出力が11kW以上。
‒ 充電電流16A。

充電電流

一般事項
充電電流の強さはアンペアで表示されます。

家庭用コンセントから充電する際、車両は電源の最大許容充電電流を自動的に検知することができませ
ん。

安全に関する注意事項

" 家庭用コンセントで充電する際は注意すること

警告

充電電流値が間違って設定されている場合、家庭用コンセントの電源に過負荷がかかって、過熱するおそ
れがあります。火災の危険があります。家庭用コンセントで充電を行う前に、充電電流値を電源に合わせ
てください。商用電源が不明の場合は、もっとも低いレベルに設定してください。

家庭用コンセントでの充電
自宅の家庭用コンセントで最初に充電を行う前、ならびに外部の家庭用コンセントで充電を行う場合は、
許容充電電流値の算出を電気技術者などに依頼する必要があります。

電流制限
一般事項
モード2充電ケーブルおよびモード3充電ケーブルによる充電の電流制限をiDriveで設定することができま
す。

電力供給網によって、設定した充電電流値を再点検しなければならないことがあります。家庭用コンセン
トで充電する前に、例えば電気技術者に許容充電電流値を調べてもらいます。

許容充電電流値が不明な場合には、電流制限値を最低レベルに設定します。

電流制限を有効にする/無効にする



1. ボタンを押します。

2. 「充電」
3. 「電流制限」
4. 「電流制限」
設定した値で電流制限を有効または無効にできます。

電流制限の設定
1. ボタンを押します。

2. 「充電」
3. 「電流制限」
4. 希望する項目を選択します。

設定が記憶されます。充電場所を変える場合は、必要に応じて設定を変更してください。

充電ケーブル

一般事項
車両の充電には、標準充電ケーブルまたは充電ステーションに設置されている充電ケーブルを使用してく
ださい。

国ごとにさまざまな充電ケーブルが必要になります。

場合によっては充電ケーブルで設定ができるものがあります。充電ケーブルの標準設定は変更しないでく
ださい。

安全に関する注意事項

" 適切な充電ケーブルを使用する



警告

互換性のない充電ケーブルや不適切な充電ステーションを使用すると、熱が発生して、車両の損傷を招く
おそれがあります。火災の危険があります。充電する場合は、該当車両に適切であることが確認されてい
る充電ケーブルや充電ステーションを使用してください。

適切な充電ケーブルの詳細は、メーカーのサービスパートナーにお問い合わせください。

" 充電ケーブルは車両の充電にのみ使用する

警告

充電ケーブルの不適切な使用は充電を妨げて、ケーブル火災などの損傷を招くおそれがあります。火災の
危険があります。充電ケーブルは車両の充電にのみ使用し、ケーブルやアダプターを用いて延長しないで
ください。

" 必ず損傷のない充電ケーブルを使用してください

警告

損傷した充電ケーブルは熱を発生したり、感電のおそれがあります。火災の危険またはけがをするおそれ
があります。必ず損傷のない充電ケーブルを使用してください。

" 充電ケーブルを正しく接続する

警告

充電ケーブルの接続の仕方を誤ると、ケーブル火災などによって損害を招くおそれがあります。けがをす
るおそれまたは損傷が発生する危険があります。充電ケーブル プラグが完全に高電圧充電ポートに差し込
まれていることを確認してください。

標準充電ケーブル
国別仕様に応じて、車両の供給範囲にモード2充電ケーブルが含まれています。

標準充電ケーブルは、保護アース付き家庭用コンセントまたは産業用コンセントでの充電に対応していま
す。ご家庭のコンセントの電流接続部では交流電流により充電が行われます。

モード2充電ケーブルを使用する場合、効率値がエネルギー ラベルに記載の効率値と異なることがありま
す。

モード2充電ケーブルは標準充電ケーブルとも呼ばれます。

モード3充電ケーブル



モード3充電ケーブル
国別仕様に応じて、車両の納入範囲にモード3充電ケーブルが含まれています。

モード3充電ケーブルでは、専用プラグによりAC充電ステーションの電源ソケットからすばやい充電を行
うことができます。AC充電ステーションでは交流による充電が行われます。充電はご家庭のコンセントの
場合より速く終了します。

その場合、最大16Aまでの充電電流が可能です。

充電ケーブルは充電ステーションに設置されている場合があります。

モード3充電ケーブルはAC急速充電ケーブルとも呼ばれます。

DC充電ケーブル
充電ステーションに設置されているDC充電ケーブルでは、DC充電ステーションでの充電が行えます。DC
充電ステーションでは直流による充電が行われます。DC充電ステーションの高電流接続では、家庭用コン
セントやAC充電ステーションに比べて、通常充電時間が大幅に短縮されます。

DC充電ステーションで充電すると、メーターパネルにその旨の注記が表示されます。

車両は30m未満のDC充電ケーブルでのみ充電します。

DC充電ケーブルはモード4の充電ケーブルとも呼ばれます。

収納
納車時、充電ケーブルはラゲッジ ルーム内のラゲッジ ルーム フロア下またはバッグ内などに収納されてい
ます。

充電ケーブルを使用した後は、再び同じ場所に収納してください。

充電ケーブルを袋に収納する場合には、袋を空いている固定フックに固定します。

必要に応じて、充電プラグの湿気を防ぐために、充電ケーブルは、プラグ カバーを取り付けて保管してく
ださい。

充電ケーブルを接続する
充電リッド



充電リッドは車両右側の後方にあります。

充電ソケットは清潔に保ち、遮るものがないようにしてください。

充電ポートを使用しないときは、充電リッドおよび場合によっては充電カバーを閉じておいてください。

充電ケーブルを接続する
接続するには、セレクター レバー ポジションPにシフトし、走行スタンバイをオフにして、車両をロック
解除します。必要に応じてパーキング ブレーキをかけます。

1. 充電リッドを開くには、充電リッドの後端を押します、矢印。充電リッドが開きます。

2. 希望の充電ポートを開きます。



3. 充電ソケットに合わせて充電プラグを取り付け、カチッとはまるまで差し込みます（矢印1）。

4. 充電ケーブルが正しくロックされるまで、少しの間、充電ケーブルを保持します。
5. 充電ステーションに掲示されている説明を参照してください。

充電ケーブルを抜き取る
一般事項
充電中は充電ケーブルが自動的にロックされています。抜き取る前に、充電ケーブルをロック解除しま
す。

抜き取る前に、必要に応じて充電リッドと充電ソケットの間の領域を清掃し、例えば雪などを取り除きま
す。

充電ケーブルを抜き取る



1. グリップのロック解除ボタンを押し（矢印1）、充電ケーブルのグリップ部分をつかみます。
充電プロセスが中断されます。

2. 充電ケーブルを充電ソケットから抜き取ります（矢印2）。
3. 充電ソケットを閉じます。
4. ロックされるまで充電リッドを押します。
5. 必要に応じて充電ケーブルを収納します。
充電ステーションに装備されている充電ケーブルを専用の場所に差し込みます。

充電ケーブルのロック解除
原理
充電ケーブルは、iDriveで電気的にロック解除して、引き抜くことができます。

充電ケーブルのロック解除
1. ボタンを押します。

2. 「充電」
3. 「充電ケーブルの ロック解除」
4. 「充電ケーブルの ロックを即解除」

その他の設定



1. ボタンを押します。

2. 「充電」
3. 「充電ケーブルの ロック解除」
4. 希望する設定を選択します：

‒ 「充電終了時に充電ケーブルのロック解除」：充電プロセスが終了すると、充電ケーブルが自動的に
ロック解除されます。

‒ 「充電リッド常時ロック解除」：充電リッドの長時間ロック解除が可能なため、車両をロックしても
充電リッドを開けたままにすることができます。

充電

原理
充電を、電気料金、使用可能な電源、低い周囲温度などの周辺条件に合わせることができます。できるだ
け出発時刻に充電が完了するように、車両が充電を制御します。このためには出発時刻を設定する必要が
あります。

一般事項
外気温度が高いまたは低いときには、充電時間が通常より長くなることがあります。

車両充電時、充電目標が設定することができると充電時間が短縮できます。

DC充電ステーションへのルート案内が始まると、充電ステーションに到着するまでに高電圧バッテリーが
充電するのに最善の状態に調整されます。これにより、充電プロセス時の充電出力が高まり、充電時間が
短縮されます。充電前の調整時には、航続可能距離または外気温度などの要因が考慮されます。

気温が高く、標準充電ケーブルに直射日光が当たっていると、充電が中断する場合があります。充電は自
動的に続行されます。

Remote Software Upgradeをインストールすると、充電プロセスが中断される、または始まりません。イ
ンストールが正常に終了しても、充電プロセスは自動的には続行されません。

安全に関する注意事項

" 充電リッドに負荷をかけない



注記

負荷によって充電リッドや充電カバーが損傷するおそれがあります。ーが放電するおそれがあります。例え
ば充電ケーブルを載せることによって、充電リッドや充電カバーに負荷をかけることのないようにしてく
ださい。

充電の開始
1. セレクター レバーをPポジションにシフトします。必要に応じてパーキング ブレーキをかけます。
2. 充電開始を設定します。
! 充電開始を設定します 。

3. 走行スタンバイをオフにします。
4. 充電リッドを開きます。
5. 充電ケーブルを車両に接続します。
! 充電ケーブルを接続する 。

充電ケーブル プラグを充電ポートに差し込むと、充電ケーブルが自動的にロックされます。

充電ステータスの表示
充電ソケットの表示灯

充電ステータスが充電ポートの表示灯に表示されます。

充電ステータス
点灯 充電ステータス

白 充電ケーブルを接続できます。



黄色に点滅 充電の準備が行われます。

青 充電プロセス一時停止中。

青で点滅 充電が有効。

赤色に点滅 充電時のエラー。

緑 充電が完了。

車両をロックすると、表示灯はしばらくして消えます。

車両がロック解除されている場合は、青色の表示灯が常時点滅します。その他の表示灯はしばらくして消
えます。

充電ステータスを点検するには、車両キーの ボタンを押します。充電ステータスが表示灯で示されま
す。場合によっては車両がロックされます。

充電ステータスに関するその他のメッセージをメーターパネルに、あるいはBMWアプリを介してモバイル
端末機器に表示させることができます。

充電モードの設定
1. ボタンを押します。

2. 「充電」
3. 「充電モード」
4. 希望の設定を選択します：

‒ 「即充電」：充電ケーブルを接続すると、直ちに充電が開始されます。
‒ 「時間帯を決めて充電」：出発時刻が設定されていれば、有利な電気料金で充電を行うことができる
ように時間範囲を設定することができます。

時間枠での充電
一般事項
充電プロセスでは、有利な電気料金で充電を行うことができるように時間範囲を考慮することができま
す。

有利に充電するために時間範囲を設定するには、出発時刻を設定する必要があります。

充電プロセスは車両によって、選択した時間範囲の前に開始されたり、選択した時間範囲の後で終了する
ことがあります。出発時刻までに車両を可能な限り完全に充電し、必要に応じて温度調節するために、充
電プロセスの開始時点が適合化されます。



有利な充電が行えるように時間範囲を設定する
1. ボタンを押します。

2. 「充電」
3. 「充電モード」
4. 「時間帯を決めて充電」
5. 希望する項目を選択します。

充電目標
原理
高電圧バッテリーの充電では、目標値をパーセンテージで設定することができます。

目標値を低く設定すると、充電時間を短縮できます。

一般事項
充電目標を設定した充電は、特にDC充電ステーションでの充電に適しています。機能を最適に利用するに
は、目標値80パーセントが推奨されます。

充電目標の設定
1. ボタンを押します。

2. 「充電」
3. 「充電目標」
4. 希望する項目を選択します。

DC充電の許容音量
車両をDC充電ステーションで充電する場合、例えばその場所の音量規定に従うため、充電プロセス中の音
量が制限されることがあります。音量が制限されると、充電時間が延びることがあります。

1. ボタンを押します。



2. 「充電」
3. 「ファン音量」
4. 希望する項目を選択します。

充電を中止する
モード2充電ケーブルまたはモード3充電ケーブルで車両に充電する場合には、車両をロック解除すると充
電プロセスが中断されます。その後、少し後に、または車両が自動的にロックされると充電が再開しま
す。

いつでも充電ケーブルを抜いて充電を終了し、後から充電ケーブルを接続して再開することができます。
これにより例えば、一時的に他の電気機器を電源に接続したり、複数の電気機器により同時に高い電力が
使用されることを回避することができます。

詳しい情報：

! 抜き取る 。

充電を再開する
例えば一時的な停電により充電が中断された場合、充電は中断後自動的に再開されます。

車両を公共の充電ステーションで充電する場合、中断後に充電プロセスが自動的に続行されないことがあ
ります。

充電を終了する
1. 充電ケーブルを車両から抜きます。
! 抜き取る 。

2. 必要に応じて充電ケーブルを収納します。
3. ロックされるまで充電リッドを押します。
4. 必要に応じて車両をロックします。

メーターパネルのスイッチ オフ メニュー
走行スタンバイをオフにすると、メーターパネルにスイッチ オフ メニューが表示され、iDriveを操作して
充電関連のいくつかの設定を行うことができます。パーキング エア コンディショナーおよび充電の設定
は、予め設定されている出発時刻にも取り込まれます。

詳しい情報：

! 出発時刻 。

メーターパネル内の表示
作動スタンバイがオンの場合、充電状態表示はメーターパネルでハイ ボルテージ バッテリーの充電状態を
表示します。全てのバーが塗りつぶされている場合、高電圧バッテリーはフル充電されています。

たとえバーがひとつも満たされていない場合でも、ハイ ボルテージ システムにはまだ高電圧がかかってい
ます。



充電画面に、充電に関する情報が表示されます。

表示 意味

モード2充電ケーブルまたはモード3充電ケーブルによる車両の充電。

DC充電ケーブルによる車両の充電。

DC充電ステーションでDC充電中。

現在の充電電力。

マークは、車両の最大充電出力に達していることを示します。

最大充電電流またはその時に設定されている電流制限。

充電ケーブルはロックされています。

充電ケーブルはロック解除されています。



設定した目標充電量。

出発時刻が設定済み。

1回限りの出発時刻が設定されています。

出発時刻に合わせてエア コンディショナーが作動。

点滅：ファン作動。

点滅：ヒーター作動。

点滅：クーラー作動。

マークが黄色：充電ステーションの充電出力を使用することができません。



例えばその国の充電インフラストラクチャーに基づく、車両による充電出力を制限。

詳しい情報：

! 充電画面 。

出発時刻

原理
最適な航続可能距離とエア コンディショニングのために、車両を停止する前に出発時刻を設定することが
できます。

一般事項
設定した出発時刻に合わせて、車両が設定された温度に事前調整されます。

出発時刻には次の設定が可能です：

‒ 出発時刻に合わせてエア コンディショナーが作動。
‒ 最大3回の規則的な出発時刻の設定。
‒ 1回限りの出発時刻の設定。

出発時刻に合わせてエア コンディショナーが作動



1. ボタンを押します。

2. 「充電」
3. 「出発予定」
4. 「出発時刻までに 事前温度調整」

出発時刻を設定する
1. ボタンを押します。

2. 「充電」
3. 「出発予定」
4. 希望の出発時刻を選択します。
5. 時刻と曜日を設定します。

出発時刻を有効にする
1. ボタンを押します。

2. 「充電」
3. 「出発予定」
4. 希望の出発時刻を有効にします。

出発時刻が3回続けて無視された場合、設定された出発時刻はスタンバイが解除されます。

快適な温度調節
車両の温度調節では次の設定が可能です：

‒ パーキング エア コンディショナーを直ちに作動させる。パーキング エア コンディショナーがオンで充
電ケーブルが接続されていない場合、走行可能距離が減ります。

‒ 設定した出発時刻に合わせて温度調節を設定する。



詳しい情報：

! パーキング エア コンディショナー 。

放電したハイ ボルテージ バッテリーと車両バッテリー

一般事項
車両はハイ ボルテージ バッテリーの他に、電装品の作動に必要な12V車両バッテリーを使用します。

車両バッテリーが放電している場合、車両を作動させることはできません。
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ホイールとタイヤ

車両装備
この章では、モデルに応じて現在および今後提供される装備、システム、機能について、それらがお客様
の車両にない場合も含めて説明されています。

詳しい情報：

! 車両装備 。

タイヤ空気圧

一般事項
タイヤの状態とタイヤ空気圧は以下に影響を及ぼします：

‒ タイヤの寿命。
‒ 走行安全性。
‒ 走行快適性。
‒ エネルギー消費。

安全に関する注意事項

" タイヤ空気圧を定期的に点検する

インデックスA–Z ##検索 $



警告

タイヤ空気圧が低くなりすぎた場合や空気が抜けてしまった場合は、タイヤが非常に熱くなって損傷する
おそれがあります。ステアリング動作やブレーキ動作などの走行特性が損なわれます。事故が発生するお
それがあります。タイヤ空気圧を定期的に点検し、必要に応じて、例えば少なくとも月2回、または長距離
走行の前などに調整してください。

タイヤ空気圧の記載
ドア ピラー上

タイヤ空気圧規定値は運転席ドアのドア ピラーに記載されています。

タイヤ空気圧は、車両メーカーによって該当車両タイプに適切であると認められたタイヤ サイズおよび推
奨されたタイヤ銘柄に有効です。特殊な装備との組み合わせでのみ適切であるタイヤ サイズも記載されて
いる場合があります。

車両への使用が認められているホイールとタイヤに関する情報は、メーカーのサービス パートナーまたは
その他の認定サービス パートナーあるいは専門ワークショップにお問い合わせください。

車両の積載荷重に応じて、それぞれの積載荷重に規定されたタイヤ空気圧が適用されます。例：部分的な
積載荷重の車両の場合、規定のタイヤ空気圧は部分的な積載荷重の車両に対して最適なタイヤ空気圧で
す。

タイヤ空気圧の点検
一般事項
タイヤは走行時に温まります。タイヤ空気圧はタイヤの温度とともに上昇します。

タイヤ空気圧は自然に一定の量が減ります。



空気圧測定装置は、最大で0.1bar低い値を表示することがあります。

ドア ピラーのタイヤ空気圧規定値による点検
1. 装着されているタイヤ用の規定タイヤ空気圧を確認します。
2. 空気圧測定装置などを使用して、4本全てのタイヤでタイヤ空気圧を点検します。
3. 現在のタイヤ空気圧と規定タイヤ空気圧の間に値のずれが生じている場合は、該当するタイヤのタイヤ
空気圧を修正します。

4. タイヤ バルブに全てのバルブ キャップが取り付けられているかを点検してください。

ドア ピラーのタイヤ空気圧ラベルのタイヤ空気圧規定値は、冷えているときのタイヤまたは周囲温度と同
じ温度のタイヤのみに関するものです。

タイヤ空気圧は、必ずタイヤが冷えているときに点検してください、つまり：

‒ 走行距離が最大2kmを超えていないとき。
‒ 走行後に最低2時間車両を動かしていないとき。

タイヤ空気圧の調整後
タイヤ空気圧警告システムRPAを新たに初期化します。

速度記号
記号 最高速度

Q 160km/h以下

R 170km/h以下

S 180km/h以下

T 190km/h以下

H 210km/h以下

V 240km/h以下

W 270km/h以下

Y 300km/h以下

(Y) 300km/h以上

タイヤのトレッド

サマー タイヤ



サマー タイヤ
タイヤ トレッド深さが3mm以下にならないようにしてください。この値以下の場合、ハイドロプレーニン
グが発生するおそれがあります。

ウィンター タイヤ
タイヤ トレッド深さが4mm以下にならないようにしてください。この値以下になると 冬期適合性が制限
されます。

タイヤの使用限界

トレッド面全体にウェア インジケーターが配置されています。パッド センサーの最低深さは法規定の
1.6mmです。

ウェア インジケーターは、タイヤ側面部分のTWI、トレッド ウェア インジケーターの略語、と刻印された
位置にあります。

タイヤの損傷

一般事項
定期的にタイヤに傷、異物、摩耗がないか点検してください。

タイヤ損傷またはその他の車両故障の兆候：

‒ 異常な振動。
‒ 異常な回転音または走行音。
‒ 左や右に強く引っ張られるような異常な走行特性。

例えば以下の状況によって損傷が生じることがあります：



‒ 縁石の角を乗り越える。
‒ 道路の損傷。
‒ タイヤ空気圧が低すぎる。
‒ 車両の積載超過。
‒ 不適切なタイヤ保管。

安全に関する注意事項

" タイヤ損傷時の注意

警告

損傷したタイヤではタイヤ空気圧が低下し、車両を制御できなくなるおそれがあります。事故が発生する
おそれがあります。走行中にタイヤ損傷に関する注記が表示された場合は、速やかに減速して停車してく
ださい。ホイールとタイヤの点検を依頼してください。そのためにメーカーのサービス パートナーまたは
その他の認定サービス パートナーあるいは専門ワークショップまで慎重に走行してください。必要に応じ
て車両をけん引または搬送してもらってください。損傷したタイヤは修理せず、新しいタイヤに交換して
ください。

" 障害物はできるだけ回避する

警告

例えば、縁石の角や道路の損傷など、障害物を高速で乗り越えることによって、タイヤが損傷することが
あります。タイヤが大きいほど、タイヤ断面は小さくなります。タイヤ断面が小さいほど、タイヤ損傷の
危険は増します。事故の危険性や物的損害の危険が生じます。障害物はできるだけ回避するか、または低
速で慎重に乗り越えてください。

タイヤ年齢

推奨
タイヤは、タイヤ トレッド深さに関わらず、少なくとも6年毎に交換してください。

製造時期
タイヤの製造時期はタイヤ サイド ウォールにあります。

記号 製造時期

DOT … 1921 2021年第19週



ホイールとタイヤの交換

取付けとバランス調整
タイヤの取付けとバランス調整は、メーカーのサービス パートナーまたはその他の認定サービス パート
ナーあるいは専門ワークショップに依頼してください。

認められているホイールとタイヤ
一般事項
車両タイプごとに認められているホイールとタイヤおよび特殊な装備については、車両メーカーによって
以下の特性が推奨され、適切であると認められています：

‒ ホイールとタイヤの組み合わせ。
‒ リム仕様。
‒ タイヤ サイズ。
‒ タイヤ銘柄。

車両への使用が認められているホイールとタイヤおよび特殊な装備については、メーカーのサービス パー
トナーまたはその他の認定サービス パートナーあるいは専門ワークショップにお問い合わせください。

安全に関する注意事項

" 適切なホイールとタイヤにのみ使用する

警告

車両に適切でないホイールとタイヤは、例えば規格サイズが同じでも許容誤差があるため、ボディと接触
することによって車両の部品を損傷するおそれがあります。事故が発生するおそれがあります。車両メー
カーは、該当車両タイプに適切であることが確認されているホイールとタイヤを使用することを推奨して
います。

" スチール タイヤを取り付けない

警告

スチール タイヤを取り付けると、ホイール ボルトが自然にゆるんだり、ブレーキ ディスクが損傷するな
ど、技術的な問題が発生するおそれがあります。事故が発生するおそれがあります。スチール タイヤを取
り付けないでください。



" ホイールとタイヤを適切に組み合わせる

警告

ホイールとタイヤの組み合わせが正しくないと、車両の走行特性とアンチロック ブレーキ システムABSや
ダイナミック スタビリティ コントロールなどの各種システムの機能が影響を受けます。事故が発生するお
それがあります。走行特性を良好に保つため、必ず、同一メーカーの同じトレッド パターンのものを使用
してください。車両メーカーは、該当車両タイプに適切であることが確認されているホイールとタイヤを
使用することを推奨しています。タイヤが損傷した場合は、元のホイールとタイヤの組み合わせとなるよ
うなタイヤを取り付けてください。

" 必ず適切なホイールボルトを使用すること

警告

不適切なホイール ボルト、例えば一体型ホイール ボルトはゆるんだり外れたりするおそれがあります。走
行中にホイールが外れるおそれがあります。事故が発生するおそれがあります。該当ホイールに適切である
ことが車両メーカーによって確認されている2分割ホイール ボルトのみを使用してください。

推奨タイヤ

車両のメーカーは、タイヤ サイズに応じて特定のタイヤ銘柄を推奨しています。タイヤ銘柄は、タイヤの
サイド ウォールに星印が付いていることで見分けられます。

新しいタイヤ
新しいタイヤのグリップ力は、製造上の理由から、まだ最適な状態にはなっていません。



最初の300kmは控えめに走行してください。

再生タイヤ

" 再生タイヤを使用しないでください

警告

再生タイヤは、タイヤの内部構造が異なることがあります。劣化の進行とともに耐久性が損なわれるおそ
れがあります。事故が発生するおそれがあります。再生タイヤを使用しないでください。

車両のメーカーは、再生タイヤの使用をお勧めしていません。

ウィンター タイヤ
一般事項
冬期の路面の走行には、ウィンター タイヤの使用をお勧めします。

M+Sマークのついたいわゆるオールシーズン タイヤは、サマー タイヤよりもより良い冬期用性能特性を有
していますが、通常、ウィンター タイヤの性能に達しません。

ウィンター タイヤの速度制限
ウィンター タイヤを取り付けた場合は、タイヤの許容最高速度を必ず守って、制限を超えないでくださ
い。

アクスル間のホイール交換
フロントおよびリア アクスルでは、個別の使用条件に応じて異なる摩耗状況が現われます。均等な摩耗を
実現するには、アクスル間でホイールをペアで交換します。詳しい情報はメーカーのサービス パートナー
またはその他の認定サービス パートナーあるいは専門ワークショップにお問い合わせください。交換後は
タイヤ空気圧を点検し、必要に応じて修正してください。

タイヤを保管する
タイヤ空気圧
タイヤのサイド ウォールに表示されている最大タイヤ空気圧を超過しないようにしてください。

保管
‒ 取り外したホイールやタイヤは、乾燥した冷暗所に保管してください。
‒ オイル、グリース、溶剤がタイヤに付着しないように注意してください。
‒ タイヤをプラスチック袋に入れたままにしないでください。
‒ ホイールまたはタイヤから汚れを取り除いてください。

タイヤのパンクを修理する



タイヤのパンクを修理する

安全対策
‒ 車両をできる限り交通の往来のある場所から遠ざけ、堅い地面に停車します。
‒ ハザード フラッシャーをオンにします。
‒ パーキング ブレーキをかけて、車両が動き出さないように車輪を固定します。
‒ ホイールを直進位置にして、ステアリング ロックをロックさせます。
‒ 全ての搭乗者を降車させて、ガードレールの内側などの危険領域の外に移動させます。
‒ 必要があれば適切な距離をあけて非常停止表示板を置きます。

スノー チェーン

安全に関する注意事項

" 適切なタイヤへのみスノー チェーンを取り付ける

警告

スノー チェーンを不適切なタイヤに装着すると、スノー チェーンが車両部分に接触するおそれがありま
す。事故の危険性や損傷が発生する危険があります。スノー チェーンは、メーカーによってスノー チェー
ンの使用に適切であることが確認されているタイヤにのみ装着してください。

" スノー チェーンは十分に張る

警告

スノー チェーンが十分に張られていないと、タイヤと車両部品が損傷するおそれがあります。事故の危険
性や損傷が発生する危険があります。スノー チェーンに常に十分な張りがあることを確認してください。
必要に応じてスノー チェーン メーカーの規定に従って張りなおしてください。

細かな鎖状のスノー チェーン
車両のメーカーは、細かな鎖状のスノー チェーンの使用を推奨しています。細かな鎖状のスノー チェーン
は、特定の製品のみが車両のメーカーによる検査を経て、その安全性と適合性が確認されています。

適切なスノー チェーンについての情報は、メーカーのサービス パートナーまたはその他の認定サービス
パートナーあるいは専門ワークショップにお問い合わせください。

使用



使用
必ずペアで、以下のホイール/タイヤ サイズの後輪にのみ使用してください：

タイヤ サイズ ホイール サイズ

オフ
セッ
ト
（IS）

235/60 R20 8.5J x 20 28

ホイール サイズとオフセットは、ホイールの内側にあります。

スノー チェーン メーカーの注意事項を遵守してください。

誤った警告が表示されるおそれがありますので、スノー チェーンを装着した状態でタイヤ空気圧警告シス
テムRPAを初期化しないでください。

スノー チェーンを装着して走行するときは、必要に応じて発進サポートをオンにして、駆動力を最適化し
てください。

スノー チェーン装着時の最高速度
スノー チェーン装着時には、速度が50km/hを超えないようにしてください。

タイヤ空気圧警告システムRPA

原理

" アニメーション：タイヤ空気圧警告システム（RPA）



タイヤ空気圧警告システム（RPA）

タイヤ空気圧警告システムは走行中のタイヤ空気圧の損失を検知し、タイヤ空気圧が下がった場合に警告
します。

一般事項
システムは、走行中に個々の車輪の回転数を比較することにより、タイヤ空気圧の低下を検知します。

タイヤ空気圧が低下すると、その車輪の直径が変化し、それにより回転速度が変化します。差が検知さ
れ、タイヤ パンクとして警告されます。

このシステムは実際のタイヤ空気圧を測定するものではありません。

機能の前提条件
タイヤ空気圧の低下を正確に検知して通知することができなくなるおそれがあるので、システムは以下の
前提条件を満たしていなければなりません：

‒ タイヤ交換またはホイール交換の後、正しいタイヤ空気圧の状態で初期化を行います。
‒ タイヤ空気圧を新しい値に調整した後、初期化を行います。

ステータス表示
RPAが作動しているかどうかなど、タイヤ空気圧警告システムRPAの現在の状態を表示させることができ
ます。

1. 「メニュー」
2. 「車両アプリ」
3. 「Live Vehicle」
4. 「コンテンツ」
5. 「車両ステータス」
6. 「タイヤ空気圧警告システム」



ステータスが表示されます。

初期化が必要
以下の状況では、初期化を行う必要があります：

‒ タイヤ空気圧の調整後。
‒ タイヤ交換またはホイール交換後。

初期化を実施する
初期化により、設定されたタイヤ空気圧が、タイヤ空気圧警告の検知に用いる基礎情報として認識されま
す。初期化は、タイヤ空気圧を確定することにより開始されます。

スノー チェーンを装着して走行するときは、初期化を行わないでください。

1. 「メニュー」
2. 「車両アプリ」
3. 「Live Vehicle」
4. 「コンテンツ」
5. 「車両ステータス」
6. 「タイヤ空気圧警告システム」
7. 走行スタンバイをオンにします。ただし発進させないでください。
8. 初期化を開始します：「リセット実行」
9. 発進します。

初期化が完了するためには、車両を走行させる必要があります。この作業は、いつでも中断することがで
きます。

走行を再開すると、初期化が自動的に再開されます。

メッセージ
一般事項
タイヤ パンクの通知が表示された場合、必要に応じてダイナミック スタビリティ コントロールがオンにな
ります。

安全に関する注意事項

" タイヤ空気圧低すぎる場合に走行継続しないこと

警告

標準タイヤが損傷してタイヤ空気圧が低くなりすぎたり、空気が抜けてしまうと、ステアリングおよびブ
レーキ動作などの走行特性が損なわれます。事故が発生するおそれがあります。走行を継続しないでくだ
さい。タイヤ パンクを修理するか、ホイールを交換してください。

タイヤ空気圧の警告



メーターパネルで黄色の警告灯が点灯します。

さらにコントロール ディスプレイにマークとチェック コントロール メッセージが表示されます。

マーク 考えられる原因

タイヤがパンクしているか、タイヤ空気圧が大きく低下しています。

対応
1. 速度を落として、慎重に停車してください。急なブレーキ操作やステアリング操作は行わないでくださ
い。

2. タイヤ パンク時の処置の説明を確認してください。

タイヤ パンク時の処置
1. 損傷したタイヤを特定します。
その際はタイヤ リペア セットのタイヤ空気圧インジケーターなどを使用して、4つ全てのタイヤの空気
圧を点検します。

4本全てのタイヤの空気圧が正常な場合は、タイヤ空気圧警告システムが初期化されていない可能性が
考えられます。その場合、システムを初期化してください。

タイヤの損傷を確認できない場合は、メーカーのサービス パートナーまたはその他の認定サービス パー
トナーあるいは専門ワークショップに連絡してください。

2. タイヤ リペア セットを使用するか、ホイールを交換してタイヤ パンクを修理します。

システムの限界
以下の状況では、システムが遅れて作動したり、誤作動する場合があります：

‒ 4本の全てのタイヤから自然に空気が抜けるような、均一的なタイヤ空気圧の低下は検知されません。そ
のため、タイヤ空気圧を定期的に点検してください。

‒ 外的な要因により突然タイヤが深刻な損傷を受けたような場合には、警告を発することができません。
‒ システムが初期化されなかった場合。
‒ 降雪路面や滑りやすい路面の走行。
‒ スポーティな運転スタイルをしたとき：駆動輪のスリップ、左右方向加速度が高い場合。
‒ スノー チェーンを装着した走行。

ホイールの交換



ホイールの交換

一般事項
タイヤ リペア セットを使用している場合、パンクによりタイヤ空気圧が失われても、必ずしも直ちにタイ
ヤ交換が必要となることはありません。

必要な場合、タイヤ交換用の適切な工具はアクセサリーとして、メーカーのサービス パートナー、その他
の認定サービス パートナーあるいは専門ワークショップでお求めいただけます。

安全に関する注意事項

" 持ち上げた車両の下に入らない

警告

ジャッキは、ホイール交換時に車両を一時的に持ち上げるためだけのものです。安全対策に注意している
場合でも、ジャッキが倒れて、持ち上げられた車両が落ちる危険があります。けがをするおそれまたは生
命の危険があります。車両をジャッキで持ち上げた状態のときに、車両の下に入ったり、走行スタンバイ
をオンにしたりしないでください。

" ジャッキの下に敷物を置かない

警告

ジャッキの下に木片などの敷物を置かないでください。高さが制限されるため、ジャッキの耐荷重能力が
十分に発揮されません。木片の耐荷重能力を超え、車両が傾くおそれがあります。けがをするおそれまた
は生命の危険があります。ジャッキの下に敷物を置かないでください。

" 故障時にのみジャッキを使用する

警告

車両メーカーのジャッキは、故障時のホイール交換のために使用するものです。ジャッキは、サマー タイ
ヤからウィンター タイヤへの交換のような頻繁な使用に対応するように設計されていません。頻繁に使用
すると、ジャッキが動かなくなったり、損傷したりする場合があります。けがをするおそれおよび損傷が
発生する危険があります。事故時のエマージェンシー ホイールまたはスペア タイヤの交換用にのみジャッ
キを使用します。

" ホイールの交換は、必ず適切な地面で行うこと



警告

地面が柔らかかったり、平らでなかったり、雪道、凍結路、タイルの上などで滑りやすかったりすると、
ジャッキが滑って外れるおそれがあります。けがをするおそれがあります。ホイールの交換は、できるだけ
地面が平坦で、硬く、滑りにくい場所で行ってください。

" ジャッキはタイヤ/ホイール交換の目的でのみ使用してください

警告

ジャッキは、この車両のみを持ち上げるためのものとして、またこの車両のジャッキ アップ ポイント用と
して最適化されています。けがをするおそれがあります。他の車両や他の荷物をジャッキで持ち上げないで
ください。

" ジャッキをジャッキ アップ ポイントに差し込む

警告

ジャッキが所定のジャッキ アップ ポイントに差し込まれていないと、ジャッキアップするときに車両が損
傷したり、ジャッキが滑って外れる可能性があります。けがをするおそれまたは損傷が発生する危険があ
ります。ジャッキアップするときは、ジャッキがホイールハウス横のジャッキ アップ ポイントに差し込ま
れていることを確認してください。

" ジャッキアップした車両に力を加えない

警告

ジャッキアップした車両は、横から力を加えたときにジャッキから落下するおそれがあります。けがをす
るおそれおよび損傷が発生する危険があります。車両がジャッキアップされているときには、車両に横か
ら力を加えたり、急に車両を引っ張ったりしないでください。固着しているホイールの取外しは、メー
カーのサービス パートナーまたはその他の認定サービス パートナーあるいは専門ワークショップに依頼し
てください。

" ハイ ボルテージ コンポーネントを損傷させないこと



警告

ジャッキの取扱いが正しくないと、車両のアンダー フロアが損傷し、ハイ ボルテージ コンポーネントが露
出するおそれがあります。けがをするおそれまたは損傷が発生する危険があります。ジャッキアップすると
きは、ジャッキがホイールハウス横のジャッキ アップ ポイントに差し込まれていることを確認してくださ
い。アンダーボディ パネルの部品を損傷しないように注意してください。

車両が動き出さないように固定する
一般事項
車両のメーカーは、ホイール交換時には車両が動き出さないように追加で固定することを推奨していま
す。

平らな面で

交換するホイールに対して斜めの位置にあるホイールの前後に、ウェッジやその他の適切な物を置きます。

緩やかな下り坂の場合



緩やかな下り坂でホイール交換する場合は、フロントおよびリア アクスルのホイールの下に、その回転方
向に向かってウェッジや、その他の適切な石などの物を置きます。

車両を準備する
‒ 車両を交通の往来のある場所から遠ざけ、硬くて滑りにくい地面に停車します。
‒ ハザード フラッシャーをオンにします。
‒ パーキング ブレーキをかけます。
‒ ギアを入れるか、セレクター レバーをPポジションにします。
‒ 可能な交通状況になり次第、全ての搭乗者を降車させて、ガードレールの内側などの危険領域の外に移
動させます。

‒ 装備に応じて、車両からホイール交換ツールと必要に応じてテンパー タイヤを取り出します。
‒ 非常停止版を車両から離れた場所に置きます。必要に応じて発炎筒を置きます。
‒ ジャッキアップは、必ず地面が硬く平らな場所で行ってください。
‒ ジャッキアップ中に、絶対に車内や車体の下に入ったり、エンジンをスタートさせたりしないでくださ
い。非常に危険です。

‒ 車両が動き出さないように追加で固定します。
‒ ホイール ボルトを半回転ゆるめます。

ジャッキ アップ ポイント



ジャッキ アップ ポイントはマークを付けた位置にあります。

車両をジャッキ アップする

" 手の位置に注意する

警告

ジャッキを使用するときに、手や指が挟まれるおそれがあります。けがをするおそれがあります。ジャッキ
を使用するときは、説明されている手の位置を守り、この位置から変えないでください。



1. 片方の手でジャッキを支持し、矢印1、もう片方の手でジャッキ用クランクまたはレバー、矢印2、をつ
かみます。

2. 交換するホイールから一番近くにあるジャッキ アップ ポイントの四角のくぼみにジャッキを差し込み
ます。



3. ジャッキ用クランクまたはレバーを時計回りに回すことによってジャッキを伸長させます。

4. ジャッキに荷重がかかったら、ジャッキから手を放し、ジャッキ用クランクまたはレバーを片手でさら
に回します。

5. ジャッキの脚部が垂直に出て、ジャッキ アップ ポイントの下で直角になっていることを確認してくだ
さい。



6. 伸長した後、ジャッキの脚部がジャッキ アップ ポイントの下で直角かつ垂直になるよう注意します。

7. ジャッキが面全体で地面に立ち、該当するホイールが最大3cm地面から持ち上がるまで、クランクを回
してジャッキ アップします。

ホイールを取り付ける

" 必ず適切なホイールボルトを使用すること

警告

不適切なホイール ボルト、例えば一体型ホイール ボルトはゆるんだり外れたりするおそれがあります。走
行中にホイールが外れるおそれがあります。事故が発生するおそれがあります。該当ホイールに適切である
ことが車両メーカーによって確認されている2分割ホイール ボルトのみを使用してください。

必要に応じて最大1本のテンパー タイヤを取り付けます。

1. ホイール ボルトを取り外します。
2. ホイールを取り外します。
3. 新品のホイールまたはテンパー タイヤを取り付け、少なくとも2本のホイール ボルトを対角線状に手で
ねじ込みます。
車両メーカーの純正アロイ ホイールを取り付けない場合は、必要に応じて付属のホイール ボルトも使
用しなければなりません。

4. 残りのホイール ボルトを手でねじ込み、全てのホイール ボルトを対角線状に締め付けます。
5. ジャッキ用クランクを反時計回りに回して、ジャッキを縮めて車両を下げます。
6. ジャッキを取り外し、確実に収納します。

タイヤ/ホイールの交換後
1. ホイール ボルトを対角線状に締め付けます。締付けトルクは140Nmです。
2. 必要に応じて、不具合のホイールをラゲッジ ルームに収納します。



3. できるだけ早い時期にタイヤ空気圧を点検し、必要に応じて修正してください。
4. タイヤ空気圧警告システムRPAを新たに初期化します。
5. ホイール ボルトの固定具合を校正済みのトルク レンチで点検してください。
6. 最寄りのメーカーのサービス パートナーまたはその他の認定サービス パートナーあるいは専門ワーク
ショップまで走行して、損傷したタイヤの交換を依頼してください。



BMW iX.

フロント フード

一般事項
必ずメーカーのサービス パートナーまたはその他の認定サービス パートナーあるいは専門ワークショップ
で、フロント フードを開けてもらいます。

詳しい情報：

! ウォッシャー液 。

安全に関する注意事項

" フロント フード下の作業は行わない

警告

フロント フードの下で不適切な作業を行うと、構成部品が損傷し、安全性に問題が生じるおそれがありま
す。事故の危険性や損傷が発生する危険があります。フロント フード下の作業はメーカーのサービス パー
トナーまたはその他の認定サービス パートナーあるいは専門ワークショップに依頼してください。

インデックスA–Z ##検索 $



BMW iX.

オペレーティング フルード

車両装備
この章では、モデルに応じて現在および今後提供される装備、システム、機能について、それらがお客様
の車両にない場合も含めて説明されています。

詳しい情報：

! 車両装備 。

冷却水

一般事項
クーラント クーラーはメインテナンス不要です。

クーラントの補給は、メーカーのサービス パートナーまたはその他の認定サービス パートナーあるいは専
門ワークショップに依頼してください。

冷却水レベル
クーラント レベルが低い場合、チェック コントロール メッセージが表示されます。

ウォッシャー液

一般事項

インデックスA–Z ""検索 #



1つのウォッシャー タンクから全ての噴射ノズルにウォッシャー液が供給されます。

水道水とウィンドウ クリーナー濃縮液の混合液を使用し、また、必要に応じてウィンドウ ウォッシャー用
の凍結防止剤を添加して使用します。

推奨する最小充填量：2リットル。

安全に関する注意事項

$ ウォッシャー液用凍結防止剤での注意

警告

いくつかの凍結防止剤は健康に有害な成分を含んでいることがあり、引火性です。火災の危険およびけが
をするおそれがあります。容器に記載された注意事項を遵守してください。凍結防止剤は火元から離して
ください。燃料・油脂類を別の容器に入れ替えないでください。燃料・油脂類は子供の手が届かない場所
に保管してください。

$ シリコンを含んだ添加剤を使用しない

注記

ウィンドウ上での撥水効果を得るためにシリコンを含んだ添加剤を使用すると、ウィンドウ ウォッシャー
が損傷するおそれがあります。ーが放電するおそれがあります。シリコンを含んだ添加剤をウォッシャー
液に混ぜないでください。

$ 添加剤混合時の注意

注記

異なる種類のウィンドウ クリーナー濃縮液または凍結防止剤を混合すると、ウィンドウ ウォッシャーが損
傷するおそれがあります。ーが放電するおそれがあります。異なる種類のウィンドウ クリーナー濃縮液ま
たは凍結防止剤は混合しないでください。容器に記載された注意事項と混合比を遵守してください。

概要



ウォッシャー液タンクはフロント フードの下にあります。タンクを開くには、エンブレムを押します。車
両がロック解除されている状態では、カバーが開きます。

故障
アルコール系のウィンドウ クリーナー濃縮液または凍結防止剤を薄めずに使用した場合、温度が-15!以下
になると誤った警告が表示されるおそれがあります。



BMW iX.

メインテナンス

車両装備
この章では、モデルに応じて現在および今後提供される装備、システム、機能について、それらがお客様
の車両にない場合も含めて説明されています。

詳しい情報：

! 車両装備 。

BMW点検整備システム
点検整備システムは、お客様に必要な点検整備についてお知らせし、車両の走行安全性および作動安全性
を適切に維持できるようにサポートします。

国別仕様に応じて、点検整備システムの項目および間隔が異なる場合があります。交換作業、交換部品、
燃料油脂、摩耗素材は別料金となります。詳しい情報はメーカーのサービス パートナーまたはその他の認
定サービス パートナーあるいは専門ワークショップにお問い合わせください。

安全に関する注意事項

" メインテナンスおよび修理をサービス パートナーに依頼する

インデックスA–Z ##検索 $



警告

特にハイ ボルテージ システムのメインテナンスや修理で作業が適切に行われなかった場合は、感電が起こ
るおそれがあります。けがをするおそれ、火災の危険、生命の危険があります。車両に関する作業、特に
メインテナンス、修理、変更については、必ずメーカーのサービス パートナーまたはその他の認定サービ
ス パートナーあるいは専門ワークショップに依頼してください。

コンディション ベースド サービス（CBS）

原理
センサーと専用のプログラムが、お客様の車両の使用状況を分析します。これに基づいてCBSが点検整備
時期を割り出します。

これにより、システムは、点検整備の内容をお客様の車両使用状況にあわせることができます。

一般事項
サービス時期についての情報をコントロール ディスプレイに表示することができます。

詳しい情報：

! サービス時期の表示 。

車両キー内のサ—ビス データ
車両キーには、点検整備に関する情報が継続的に記憶されています。サービス パートナーは、これらの情
報をリモート コントロールから読み出して、車両の点検整備項目を提案することができます。

そのため、サービス アドバイザーに、最後にそれを使って運転した車両キーを渡してください。

サービス インターバル
車両バッテリーを取り外している間は、サービス インターバルの演算は行われません。

ブレーキ液やマイクロ フィルター/チャコール フィルターなどの時間に基づくサービス範囲の更新は、
メーカーのサービス パートナーまたはその他の認定サービス パートナーあるいは専門ワークショップに依
頼してください。

サービス履歴

点検整備および修理



点検整備と修理はメーカーのサービス パートナーまたはその他の認定サービス パートナーあるいは専門
ワークショップに依頼してください。

登録
実施された点検整備は、点検整備証明書と車両データに記録されます。この登録内容は、サービス ブック
と同様に、定期点検整備の証明になります。

車両の電子サービス履歴への登録が行われると、サービス関連のデータが車両とBMW AG, Münchenの中
央ITシステムに保存されます。

電子サービス履歴に登録されたデータは、車両所有者が変わった後も新しい車両所有者が見ることができ
ます。メーカーのサービス パートナーまたはその他の認定サービス パートナーあるいは専門ワークショッ
プは、電子サービス履歴に登録されたデータを見ることができます。

異議
車両所有者は、メーカーのサービス パートナーまたはその他の認定サービス パートナーあるいは専門ワー
クショップに、電子サービス履歴への登録および、登録時に伴う車両でのデータの保存と車両メーカーへ
のデータ伝送に関し、自分が車両所有者である期間、異議を唱えることができます。この場合、車両の電
子サービス履歴への登録は行われません。

表示
登録されたメインテナンスをコントロール ディスプレイに表示させることができます。

詳しい情報：

! サービス時期の表示 。

法定点検整備
日本では道路運送車両法に基づき、1年毎に行う定期点検が義務づけられています。

正規ディーラーでは、お客様の車両の状態に合わせた法定定期点検整備を実施しています。是非、正規
ディーラーに作業をご依頼ください。

法定定期点検と車両点検整備システムの実施に関する詳細については、別冊の「サービス ブック」をご覧
ください。

車両リサイクル
お客様の車両は、その生産方法から使用する原材料の選択にいたるまで、将来のリサイクル性を考慮して
開発されています。車両のリサイクルについての詳細情報はインターネット サイト 
! www.bmw.co.jp(http://www.bmw.co.jp) にてご覧いただけます。



使用済自動車のリサイクルは、日本国内の法律により定められています。法に定められた適正なリサイク
ル処理を行うため、お乗りになられた車両を廃棄される場合には、各自治体に登録されている引取業者へ
ご連絡ください。

ハイ ボルテージ バッテリーのリサイクル

車両メーカーは、寿命が来たまたは故障したハイ ボルテージ バッテリーをメーカーのサービス パートナー
またはその他の認定サービス パートナー、または専門ワークショップで廃棄してもらうことを推奨してい
ます。

車両の回収に関しては各国の法規に従ってください。詳しい情報はメーカーのサービス パートナーまたは
その他の認定サービス パートナーあるいは専門ワークショップにお問い合わせください。補足情報： 
! www.bmw.com(http://www.bmw.com/fusecard) 。
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部品の交換

車両装備
この章では、モデルに応じて現在および今後提供される装備、システム、機能について、それらがお客様
の車両にない場合も含めて説明されています。

詳しい情報：

! 車両装備 。

ツール キット

ツール キットはラゲッジ ルーム フロアの下にあります。

ワイパー ブレード

インデックスA–Z ""検索 #



ワイパー ブレード

安全に関する注意事項

$ ワイパーブレードをつけずにワイパーを倒さないこと、またはオンにしないこと

注記

ワイパー ブレードが取り付けられていないワイパーをウィンドウ上に倒すと、ウィンドウが損傷するおそ
れがあります。ーが放電するおそれがあります。ワイパー ブレードの交換時にはワイパーを保持してくだ
さい。ワイパー ブレードが取り付けられていない場合は、ワイパーを倒したり、オンにしたりしないでく
ださい。

フロント ワイパー ブレードの交換
1. 交換を行うためにワイパーを起こした状態にします。
! ワイパーを立てる位置 。

2. ワイパーを持ち上げて、フロント ウィンドウから離します。



3. ボタンを押し（矢印1）、ワイパー ブレードを引き抜きます（矢印2）。

4. ワイパー アームの中に、ウィンドウ洗浄液とヒーター用接続部があります。接続部を新しいワイパー ブ
レードに正しく挿入する

5. 新しいワイパー ブレードをはめ込み、かみ合う音がするまでホルダーに押し付けます。ワイパー アーム
の中に、ウィンドウ洗浄液とヒーター用接続部があります。取り付けるときには、接続部をワイパー ブ
レードに正しく挿入するように注意します。

6. ワイパーを倒します。

リア ワイパー ブレードを交換する
ワイパー ブレードはワイパー アームの末端でロックされています。

1. レバーを下方へ押し、矢印1、ワイパー ブレードを取り外します、矢印2。

2. 新品のワイパー ブレードを取り付けます。ワイパー ブレードからロックする音が聞こえます。

ランプとライト



ランプとライト

一般事項
ライト類は、自動車の保安部品の一部です。

全てのヘッドライトとライト類には、LED技術またはレーザー技術が採用されています。

いくつかの装備品のカバー内には、光源として発光ダイオードを使用しています。これらのLEDは「クラ
ス1発光ダイオード」の規格に分類されていて、一般的なレーザー光に似た性質を持っています。

そのため車両メーカーは、故障の場合は該当する作業をメーカーのサービス パートナーまたはその他の認
定サービス パートナーあるいは専門ワークショップに依頼することを推奨しています。

安全に関する注意事項

$ 照明装置に関する作業は行わない

警告

レーザー ビーム光は目の網膜を刺激したり、連続的に傷つけるおそれがあります。けがをするおそれがあ
ります。車両メーカーは、ランプの交換を含む照明装置の作業をメーカーのサービス パートナーまたはそ
の他の認定サービス パートナーあるいは専門ワークショップに依頼することを推奨しています。

$ 光源を覗き込まないこと

警告

明るすぎると、目の網膜が刺激されたり、傷つくおそれがあります。けがをするおそれがあります。ヘッド
ライトやその他の光源を直接見ないでください。LEDのカバーを外さないでください。

ヘッドライト ガラス
気温が低い場合や湿気がある場合は、ヘッドライト ガラスの内側がくもることがあります。ライトをオン
にして走行すると、曇りは短時間で消えます。ヘッドライト ガラスを交換する必要はありません。

ヘッドライトをオンにしていても湿気が増す場合は（ライト内部の水滴など）、ヘッドライトの点検を依
頼してください。

車両バッテリー

一般事項



一般事項
車両は高電圧バッテリーの他に12V車両バッテリーを使用します。車両バッテリーは車両電装品にエネル
ギーを供給します。

バッテリーはメインテナンス不要です。

バッテリーに関する詳細はメーカーのサービス パートナーまたはその他の認定サービス パートナーあるい
は専門ワークショップにお問い合わせください。

バッテリーの点検方法については、別冊の「サービス ブック」もご覧ください。

バッテリーの耐用年数は、十分に充電されている場合に限り保証されます。短い距離を走行することが多
い場合には、充電状態を頻繁に点検してください。

安全に関する注意事項

$ 導電性の部品に触れない

危険

電圧のかかっている構成部品に触れると、感電のおそれがあります。けがをするおそれまたは生命の危険
があります。電圧のかかる可能性のある構成部品には触れないでください。

$ 適切な車両バッテリーを使用する

警告

適切であることが確認されていない車両バッテリーを使用すると、システムが損傷したり、機能が実行さ
れなくなるおそれがあります。けがをするおそれまたは損傷が発生する危険があります。車両メーカーに
よって適切であることが確認されている車両バッテリーのみを使用してください。

$ 車両バッテリー放電時にサービスに連絡する

注記

バッテリー充電器を使用して車両バッテリーをソケットまたは車内のシガレット ライターから充電する
と、12V車両エレクトリカル システムが過負荷になったり、損傷したりするおそれがあります。ーが放電
するおそれがあります。車両バッテリーが放電した場合には、メーカーのサービス パートナーまたはその
他の認定サービス パートナーあるいは専門ワークショップに連絡してください。

バッテリーを車両に登録する
車両のメーカーは、メーカーのサービス パートナーまたはその他の認定サービス パートナーあるいは専門
ワークショップに、交換後の車両バッテリーの登録を依頼することをお勧めしています。新たに登録する



ことにより、全てのコンフォート機能を制限なしで使用できるようになり、コンフォート機能のチェック
コントロール メッセージが表示されている場合はそれが解除されます。

バッテリーを充電する
車両に取り付けられている充電器は車両バッテリーに電流を供給します。必要なエネルギーは、高電圧
バッテリーから充電器が供給します。

詳しい情報：

! 車両の充電 。

電源の遮断
電源の遮断が回復した後、一部の装備は新しく初期化または個別設定を更新する必要があります、例え
ば：

‒ ! パーキング ブレーキ 。
‒ メモリー機能：位置を新たにメモリーします。
‒ 時刻：更新します。
‒ 日付：更新します。

バッテリーの廃棄

交換後の古いバッテリーの処理方法については、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

内部はバッテリー液で満たされているため、バッテリーを運搬、保管する際には、必ず端子面を上にして
直立させておいてください。運搬時にバッテリーが倒れないように注意してください。

フューズ

一般事項
フューズは車内の異なる箇所にあります。

フューズ一覧についての説明、フューズ ボックスの位置についての説明は、インターネット サイトをご覧
ください： ! www.bmw.com/fusecard(http://www.bmw.com/fusecard) 。

安全に関する注意事項

$ フューズ使用時の注意



警告

不適切なフューズや修理されたフューズを使用すると、電気ケーブルとコンポーネントに過大な負荷がか
かるおそれがあります。火災の危険があります。切れたフューズは絶対に修理しないでください。また、色
や容量（アンペア）が異なるフューズで代用しないでください。

フューズの交換
車両メーカーは、フューズの交換をメーカーのサービス パートナーまたはその他の認定サービス パート
ナーあるいは専門ワークショップに依頼することを推奨しています。
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いざというときに

車両装備
この章では、モデルに応じて現在および今後提供される装備、システム、機能について、それらがお客様
の車両にない場合も含めて説明されています。

詳しい情報：

! 車両装備 。

ハザード ライト

車両のボタン

インデックスA–Z ""検索 #



ハザード ライト ボタン

非常停止表示板

非常停止表示板の収納場所は、テールゲート内側です。

非常停止表示板を横にずらし、取り出します。

発炎筒



誘導棒は助手席ドアのストレージ ボックス内にあります。取扱いについては、本体に記載されている説明
を参照してください。

救急箱

一般事項
いくつかの医療品には、使用期限があります。

定期的に点検し、期限の過ぎた医療品は、適時交換してください。

収納
救急セットの収納場所は、ラゲッジ ルーム内です。

BMWエマージェンシー・サービス

原理
故障で助けが必要な場合、BMW Groupのエマージェンシー サービスとコンタクトを取ることができます。

一般事項
故障時に、車両の状態についてのデータがBMWエマージェンシー サービスに転送されます。場合により、
機能障害をすぐに直すことができます。



BMWエマージェンシー サービスへの連絡にはいくつかの方法があります。

‒ チェック コントロール メッセージから。! 補足情報の表示 。
‒ 携帯電話で通話。

BMWエマージェンシー サービスでは、お客様が日本全国でいつでも安心して走行していただけるよう、
24時間年中無休の体制で路上故障の際の緊急電話を受け付けております。

このサポートは、BMWにお乗りいただいている全てのお客様が対象となり、さまざまなトラブルに対応す
る応急処置のアドバイスや個々の状況に応じて出張修理やレッカー車などの手配をしたり、さらに代替交
通手段や宿泊先の確保まで、運転されるお客様のさまざまなご要望にお応えします。

フリーダイヤル：0120-55-3578。

国別使用および車両バリエーションに応じて、ConnectedDriveカスタマーポータルを介して他のロードサ
イドアシスタンス プロバイダーが割り当てられる場合があります。

機能の前提条件
‒ コネクテッド ドライブ契約が有効、SOSコールまたはBMWコネクテッド ドライブ サービスを装備。
‒ モバイルネットワーク内での受信。
‒ 作動スタンバイがオン。

BMWエマージェンシー サービスを手動で開始する
テレサービス装備車では、テレサービス診断によるサポートが提供されます。

1. 「メニュー」
2. 「全てのアプリ」
3. 「BMW Assistance」
4. 必要に応じて、BMWエマージェンシー サービスに関する登録を選択します。
音声接続されます。

テレサービス診断
テレサービス診断は、車両の診断に必要となる詳細な車両データを移動体通信で転送することができま
す。これらのデータは自動的に転送されます。その際、場合によってはコントロール ディスプレイでの同
意が必要です。

テレサービス ヘルプ
国によっては、テレサービス ヘルプはモバイル通信を介して、BMWエマージェンシー サービスによる車
両の詳しい診断を行うことができます。

BMWエマージェンシー サービスからの案内後、テレサービス ヘルプをスタートすることができます。

1. 車両を安全に駐車してください。
2. パーキング ブレーキをかけます。
3. コントロール ディスプレイをオンにします。
4. テレサービス ヘルプに同意します。

BMW事故アシスト



BMW事故アシスト

原理
事故で助けが必要な場合、BMW Groupのアクシデント アシスタンスとコンタクトを取ることができます。

一般事項
エアバッグが作動しなかった軽度から中度の事故を車両センサーが検知すると、メーターパネルにチェッ
ク コントロール メッセージが表示されます。さらに、コントロール ディスプレイに該当するテキスト
メッセージが表示されます。

BMW事故アシストの作動により、車両の状態についてのデータがBMWに転送されます。

国別使用および車両バリエーションに応じて、ConnectedDriveカスタマーポータルを介して他のアクシデ
ント アシスタンス プロバイダーが割り当てられる場合があります。

機能の前提条件
‒ コネクテッド ドライブ契約が有効、SOSコールまたはBMWコネクテッド ドライブ サービスを装備。
‒ モバイルネットワーク内での受信。
‒ 作動スタンバイがオン。

BMWアクシデント アシスタンスを開始する
自動的に検知された事故の場合
コントロール ディスプレイに、BMWアクシデント アシスタンスに関するテキスト メッセージが表示され
ます。

直接接続を確立することができます：

「事故サポートに電話」

BMWアクシデント アシスタンス用のチェック コントロール メッセージは特定の時間、メモリーされてい
るチェック コントロール メッセージから呼び出すこともできます。

詳しい情報：

! チェック コントロール 。

BMWアクシデント アシスタンスを手動で開始する
BMW事故アシストには、自動事故検知に関係なくてもコンタクトを取ることができます。

1. 「メニュー」
2. 「全てのアプリ」
3. 「BMW Assistance」
4. 必要に応じて、BMWアクシデント アシスタンスに関する登録を選択します。
コントロール ディスプレイの表示に従ってください。音声接続されます。

SOSコール



SOSコール

法律で規定されたSOSコール
原理
緊急状況のときには、このシステムにより自動的に、または手動でSOSコールを発信することができま
す。

一般事項
SOSボタンは緊急時にのみ押してください。

SOSコールは公的な緊急通報用電話番号との接続を確立します。

これは、特にモバイルネットワーク及び各国の法規によります。

SOSコールは、車両に内蔵されているSIMカードにより確立され、オフにすることはできません。

SOSコールは、技術的な理由により、不利な条件のもとでは作動を保証できません。

概要

SOSボタン

機能の前提条件
‒ 作動スタンバイがオン。



‒ SOSコール システムが正常。
‒ インテリジェントSOSコール装備の場合：車両に内蔵されているSIMカードが有効。

自動作動
エアバッグの作動など、ある決まった前提条件のもとで、該当する重度の事故が起こった直後にSOSコー
ルが自動的に作動します。自動SOSコールは、SOSボタンを押すことによって中断されません。

手動作動
1. カバー キャップを軽く押して開けます。
2. ボタンのLEDが緑色に点灯するまで、SOSボタンを押し続けます。

‒ SOSコールが作動した場合、LEDが緑色に点灯します。コントロール ディスプレイに中止するかどうか
の質問が表示されている場合、SOS コールを中止することができます。状況が許す場合は、音声接続が
構築されるまで車内で待ちます。

‒ SOSコールに電話がつながると、LEDが緑色に点滅します。SOSコールの場合、必要な救助処置の決定
に役立つデータが公的な救急機関に転送されます。例えば、特定可能であれば車両の現在の位置などが
転送されます。データ伝送および保存に関する情報：法律で規定されたSOSコール システム。救急機関
からの音声がスピーカーを通して聞こえない場合でも、乗員の声は救急機関にまだ聞こえていることが
あります。

SOSコールは救急機関によって終了されます。

故障
SOSコールの機能が低下しているおそれがあります。

SOSボタン付近のLEDが約30秒間点滅します。チェック コントロール メッセージが表示されます。

メーカーのサービス パートナーまたはその他の認定サービス パートナーあるいは専門ワークショップに点
検を依頼してください。

インテリジェントSOSコール
原理
緊急状況のときには、このシステムにより自動的に、または手動でSOSコールを発信することができま
す。

一般事項
SOSボタンは緊急時にのみ押してください。

インテリジェントSOSコール システムはBMWの緊急通報センターとの接続を確立します。

BMWを通じてSOSコールが行えない場合でも、公的なエマージェンシー コールの電話番号への呼出しが行
われる場合があります。これは、特にモバイルネットワーク及び各国の法規によります。

SOSコールは、技術的な理由により、不利な条件のもとでは作動を保証できません。

概要



SOSボタン

機能の前提条件
‒ 作動スタンバイがオン。
‒ SOSコール システムが正常。
‒ インテリジェントSOSコール装備の場合：車両に内蔵されているSIMカードが有効。

自動作動
エアバッグの作動など、ある決まった前提条件のもとで、該当する重度の事故が起こった直後にSOSコー
ルが自動的に作動します。自動SOSコールは、SOSボタンを押すことによって中断されません。

手動作動
1. カバー キャップを軽く押して開けます。
2. ボタンのLEDが緑色に点灯するまで、SOSボタンを押し続けます。

‒ SOSコールが作動した場合、LEDが緑色に点灯します。コントロール ディスプレイに中止するかどうか
の質問が表示されている場合、SOS コールを中止することができます。状況が許す場合は、音声接続が
構築されるまで車内で待ちます。

‒ SOSコールに電話がつながると、LEDが緑色に点滅します。BMW経由のSOSコールの場合、必要な救助
処置の決定に役立つデータがSOSコールセンターに転送されます。例えば、特定可能であれば車両の現
在の位置などが転送されます。緊急通報センターからの問いかけに応答がない状態が続くと、自動的に
救助処置が開始されます。緊急通報センターがスピーカーを通して聞こえない場合でも、乗員の声は緊
急通報センターにまだ聞こえていることがあります。

SOSコールは緊急通報センターによって終了されます。



故障
SOSコールの機能が低下しているおそれがあります。

SOSボタン付近のLEDが約30秒間点滅します。チェック コントロール メッセージが表示されます。

メーカーのサービス パートナーまたはその他の認定サービス パートナーあるいは専門ワークショップに点
検を依頼してください。

消火器

原理
消火器により、車両火災を消火できます。

一般事項
装備と国別仕様に応じて、車両には消火器が装備されています。

安全に関する注意事項

$ 消火器を使用する際の注意

警告

消火器を不適切に使用すると、負傷するおそれがあります。けがをするおそれがあります。消火器を使用
する際は、以下の点に注意してください：

‒ 消火剤を吸い込まないでください。消火剤を吸い込んでしまった場合は、新鮮な空気を吸入してくださ
い。呼吸が困難になった場合は、ただちに医師に連絡してください。

‒ 消火剤が皮膚に付着しないようにしてください。消火剤に長時間触れると、皮膚が乾燥するおそれがあ
ります。

‒ 消火剤が目に付着しないようにしてください。付着した場合は、十分な水でただちに目をすすいでくだ
さい。不調が続く場合は、医師に連絡してください。

概要
消火器は、車内のシート下などやグローブ ボックス内にあります。

消火器を取り出す
ストラップのテンション ロックを開きます。

消火器を使用する
消火器を使用する際は、消火器に表示されたメーカーの指示および添付情報に注意します。

消火器を搭載する



消火器を搭載する
1. 消火器をホルダにはめ込みます。
2. テンション ロックを掛けて、閉じます。

メインテナンスおよび新規充填
メーカーのサービスパートナーまたはその他の認定サービスパートナーあるいは専門ワークショップに2年
ごとに消火器の点検を依頼してください。

消火器の次回メインテナンスの日付に注意します。

消火器は使用後に交換するか、新たに充填するよう依頼してください。

事故後の行動

一般事項
事故に遭った後は、ハイ ボルテージ システムに関して以下の安全対策に注意する必要があります：

‒ パーキング ブレーキをかけて、作動スタンバイまたは走行スタンバイをオフにします。
‒ 事故発生場所の安全を確保してください。
‒ 車両から離れた後にロックしてください。
‒ ハイ ボルテージ システムを搭載した車両であることを、救急隊、警察、または消防隊などに直ちに知ら
せてください。

‒ ハイ ボルテージ バッテリーから漏れているガスを吸い込まないようにしてください。必要に応じて車両
との距離を保ってください。

安全に関する注意事項

$ 事故後ハイ ボルテージ コンポーネントに触れないこと

危険

電圧のかかっている構成部品に触れると、感電のおそれがあります。けがをするおそれまたは生命の危険
があります。事故後は、オレンジ色の高電圧ケーブルなどのハイ ボルテージシステムのコンポーネント
や、むき出しの高電圧ケーブルと接触している部品に触れないでください。

$ 漏れ出した液体に触れないこと



警告

ハイ ボルテージ バッテリーのフルードは刺激性物質です。けがをするおそれがあります。ハイ ボルテージ
バッテリーから流出するフルードに触れないでください。

ジャンプ スタート

一般事項
必ずメーカーのサービス パートナーまたはその他の認定サービス パートナーあるいは専門ワークショップ
でジャンプ スタートを実施してもらいます。

安全に関する注意事項

$ 導電性の部品に触れない

危険

電圧のかかっている構成部品に触れると、感電のおそれがあります。けがをするおそれまたは生命の危険
があります。電圧のかかる可能性のある構成部品には触れないでください。

けん引

一般事項
けん引中は2台の車両の車間距離を5m以内で一定に保ち、ロープ中央に30x30cm以上の白い布を付けて、
速度30km/h以下で走行してください。

けん引に関する法規を遵守してください。

安全に関する注意事項

$ 衝突防止システムをオフにする



警告

正面衝突警告をオンにしてけん引する際に、システムの限界により、個別の機能が誤作動するおそれがあ
ります。事故が発生するおそれがあります。けん引を開始する前に、正面衝突警告をオフにします。

車両を搬送する
一般事項
車両をけん引してもらうことはできません。

安全に関する注意事項

$ 車両をけん引しない

注記

片方のアクスルを持ち上げて車両をけん引すると、車両が損傷するおそれがあります。ーが放電するおそ
れがあります。車両は必ず荷台に載せて移動してください。

$ 車両を持ち上げる際の注意

注記

車両を持ち上げて固定する際に、車両を損傷するおそれがあります。

ーが放電するおそれがあります。

‒ 車両は適切な装置で持ち上げてください。
‒ けん引フック、ボディ部分またはシャシー部分を使って車両を持ち上げたり、固定したりしないでくだ
さい。

車両を動かす
路上で動かなくなった車両を危険領域から遠ざけるために、短い距離だけ、10km/h以下の速度で移動させ
ることができます。

詳しい情報：

! 車両を動かすか、移動させます 。

レッカー車



車両は必ず荷台に載せて移動してください。

他の車両のけん引
一般事項
必要に応じてハザード フラッシャーを点滅させます。

安全に関する注意事項

$ 許容総重量に注意する

警告

けん引する車両の許容総重量がけん引される車両の許容総重量より軽い場合は、けん引フックが破損した
り、走行動作を制御できなくなるおそれがあります。事故が発生するおそれがあります。けん引する車両
の許容総重量がけん引される車両の許容総重量より重いことを確認してください。

$ けん引バー/けん引ロープを正しく固定する

注記

けん引バーやけん引ロープを間違って固定した場合、他の車両部分が損傷するおそれがあります。ーが放
電するおそれがあります。けん引バー/けん引ロープはけん引フックに正しく固定してください。

けん引バー



けん引される車両とけん引する車両のけん引フックは、同じ側に取り付けてください。

やむを得ずバーに角度が付いた状態で使用するときは、次の点に注意してください：

‒ カーブを曲がるときに、動きが制限されます。
‒ けん引バーに角度がつくことにより、車両に横方向の力が加わります。

けん引ロープ
けん引ロープを使用する場合は、以下の注意事項を守ってください：

‒ スムーズなけん引を可能にするナイロン製ロープまたはナイロン製ベルトを使用してください。
‒ けん引ロープは、ねじれないように固定します。
‒ けん引フックとけん引ロープが固定されているか定期的に点検します。
‒ けん引速度が50km/hを超えないようにしてください。
‒ けん引距離が5kmを超えないようにしてください。
‒ けん引車両が発進するときには、けん引ロープがピンと張った状態になるようにしてください。

けん引フック
一般事項

ねじ込み式のけん引フックは、常に車両に載せておいてください。

けん引フックは車両の前後どちらにも取り付けることができます。

けん引フックは、ツール キットの中にあります。

牽引フックを使用する場合は、以下の注意事項を守ってください：

‒ 必ず車両に付属の牽引フックを使用するようにしてください。
‒ 牽引フックは、時計回りに少なくとも5回転分、しっかりとねじ込みます。必要に応じて、適切な物を使
用して締め付けます。

‒ 使用後、牽引フックを反時計回りに回して外します。
‒ けん引フックは固い路面でのけん引にのみ使用してください。



‒ 車両をけん引フックで持ち上げるなど、けん引フック側面に高い負荷がかからないようにしてくださ
い。

‒ けん引フックが固定されているか定期的に点検します。

詳しい情報：

! ツール キット 。

安全に関する注意事項

$ けん引フック使用時の注意

注記

けん引フックを指示に従って使用しなければ、車両またはけん引フックが損傷するおそれがあります。ー
が放電するおそれがあります。けん引フックの使用上の注意に従ってください。

けん引フックのネジ

取付け口を出すために、カバーの縁のマーク部分を押してください。



BMW iX.

お手入れ

車両装備
この章では、モデルに応じて現在および今後提供される装備、システム、機能について、それらがお客様
の車両にない場合も含めて説明されています。

詳しい情報：

! 車両装備 。

洗車

一般事項
フロント ウィンドウの下方の部分から木の葉などの異物を定期的に取り除いてください。

特に冬期はこまめに洗車してください。しつこい汚れや路面にまかれた塩などが付着するため、車両の損
傷を引き起こす可能性があります。

安全に関する注意事項

" 充電ソケットの清掃はトレーニングを受けた人に依頼する

インデックスA–Z ##検索 $



警告

電圧のかかっている構成部品に触れると、感電のおそれがあります。充電ソケットには高電圧がかかって
います。けがをするおそれまたは生命の危険があります。充電ソケットの清掃などの作業は、メーカーの
サービス パートナーまたはその他の認定サービス パートナーあるいは専門ワークショップに依頼してくだ
さい。

" 充電リッド閉める

注記

洗車時に、開いている充電ソケットに水が入り込むおそれがあります。ーが放電するおそれがあります。
洗車時には充電リッドを閉じてください。

スチーム ジェット クリーナーと高圧洗浄水
安全に関する注意事項

" 高圧洗浄機による清掃時の注意

注記

高圧洗浄水を使用して清掃する場合は、圧力が高くなりすぎたり、温度が高くなりすぎたりすると、さま
ざまな構成部品が損傷するおそれがあります。ーが放電するおそれがあります。十分な間隔を取り、洗浄
水を一箇所に長く当てないように注意してください。高圧洗浄水に対する操作注意事項を守ってくださ
い。

間隔と温度
‒ 最高温度：60!。
‒ センサー、カメラ、シールとの最小間隔：30cm。

自動洗車機
安全に関する注意事項

" 自動洗車機を使用する際の注意



注記

自動洗車機の不適切な利用の場合、車両に損傷が発生するおそれがあります。ーが放電するおそれがあり
ます。以下の注意事項に注意してください：

‒ 塗装の損傷を防止するため、布製ブラシの洗車機、または柔らかい素材のブラシ付きの洗車機を使用し
てください。

‒ 自動洗車機に入れる前に、車両が洗車機に対して大きすぎないことを確認してください。
‒ ボディの損傷を防止するため、ガイド レールの高さが10cmより高い自動洗車機に入らないでください。
‒ タイヤおよびリムの損傷を防止するため、ガイド レールの最大タイヤ幅を確認してください。
‒ ドア ミラーの損傷を防止するため、ドア ミラーを折りたたんでください。
‒ ワイパー システムの損傷を防止するため、ワイパーおよび必要に応じてレイン センサーを作動解除して
ください。

‒ クリーニング システムの損傷を防ぐため、洗車中にiDriveでカメラ クリーニングを作動させないでくだ
さい。

自動洗車機に入れる

安全に関する注意事項

" 自動洗車機では作動スタンバイをオフにしない

注記

作動スタンバイがオフになると、自動的にセレクター レバー ポジションがPになります。ーが放電するお
それがあります。自動洗車機では作動スタンバイをオフにしないでください。

一般事項
自動洗車機では車両が自由に動けることが必要です。

一部の自動洗車機では、車両から離れる必要があります。セレクター レバー ポジションがNのとき、車両
を車外からロックすることはできません。車両をロックしようとすると、信号音が鳴ります。

詳しい情報：

! 車両を動かすか、移動させます 。

自動洗車機から出す
車両キーが車内にあることを確認します。

走行スタンバイをオンにします。

詳しい情報：

! 走行スタンバイ 。

ヘッドライト



ヘッドライト
濡れたヘッドライトを乾いた布でこすらないでください、また研磨剤や溶剤を含むクリーナーを使用しな
いでください。

昆虫などの汚れは、洗剤で洗って水で流します。

凍結している場合は、解凍スプレーなどで溶かしてください。アイス スクレーパーなどの鋭利な器具は使
用しないでください。

洗車後
洗車後は、ブレーキの制動力が一時的に低下している可能性があるため、軽くブレーキをかけて乾かして
ください。ブレーキをかけたときに発生する熱により、ブレーキ ディスクとブレーキ パッドが乾かされ
て、腐食から保護されます。

条痕による視認性の低下を防ぎ、ワイパー異音やワイパー ブレードの摩耗を低減するために、ウィンドウ
上の残留物は完全に取り除いてください。

車両のお手入れ

カー ケア製品
一般事項
BMWは、BMW純正のカー ケア製品やクリーナーを使用することを推奨します。適切な保護剤はメーカー
のサービス パートナーまたはその他の認定サービス パートナーあるいは専門ワークショップでお求めいた
だけます。

安全に関する注意事項

" クリーニング洗剤使用時の注意

警告

クリーナーには、人体に悪影響を与えるおそれのある成分が含まれている場合があります。けがをするお
それがあります。車内の清掃の際は、ドアまたはウィンドウを開けてください。車両洗浄用以外のクリー
ナーは使用しないでください。容器に記載された注意事項を遵守してください。

塗装
一般事項
定期的なお手入れは、安全性およびお客様のお車の価値を維持することにつながります。空気汚染または
樹木のヤニや花粉などの自然による汚れが目立つ周辺環境では、車両の塗装に悪影響が及ぶおそれがあり



ます。お手入れの頻度と程度を環境条件に合わせて調整してください。

グリースまたは鳥の糞などの腐食性物質が付着した場合は、塗装の侵食や変色を防止するために、すぐに
取り除いてください。

つや消し塗装
つや消し塗装が施された車両に合ったクリーナーやカー ケア製品を使用してください。

レザーのお手入れ
定期的に布や掃除機でレザーのほこりを取り除いてください。

そうしないと、ほこりやちりがレザーの細かい孔やしわをこすり、表面を激しく摩耗させたり、通常より
早めに傷つけたりします。

衣服などによる色移りを防ぐために、レザーは約2ヶ月ごとにクリーニングおよびお手入れしてください。

明るい色のレザーは汚れが目立つため、頻繁に汚れを落としてください。

汚れや油分が付着すると、徐々にレザー表面の保護膜を傷める場合があるので、レザー保護剤を使用して
ください。

日焼け止めクリームなどの腐食性物質が付着した場合は、レザーの変質や変色を防ぐために、すぐに取り
除いてください。

織布のお手入れ
一般事項
飲み物のしみなどのしつこい汚れには、湿らせた柔らかいスポンジまたはマイクロファイバー製クロスと
適切な車内クリーナーをご使用ください。

日焼け止めクリームなどの腐食性物質が付着した場合は、素材の変質や変色を防ぐために、すぐに取り除
いてください。

安全に関する注意事項

" フック ＆ ループ ファスナーが閉じているか注意する

注記

衣服などのマジック テープが外れていると、車内のシート カバーや他のファブリックを傷つけるおそれが
あります。ーが放電するおそれがあります。マジック テープが閉じられているか確認してください。

布製部品のお手入れ
定期的に掃除機でほこりを取り除きます。

縫い目を含め全体の表面を掃除します。強くこすらないようにしてください。



生地のお手入れ
軽い汚れを取るには、マイクロファイバー製クロスを使用します。

布を水で軽く湿らせます。

専用部品のお手入れ
アロイ ホイール
車両の清掃には、必ずpH値5～9の中性のホイール クリーナーを使用してください。粗いクリーニング剤や
60!以上のスチーム ジェット クリーナーを使用しないでください。メーカーの注意事項を遵守してくだ
さい。

腐食性、酸性、アルカリ性のクリーニング剤は、ブレーキ ディスクなどの隣接する構成部品の保護コー
ティングを損なうおそれがあります。

清掃後、軽くブレーキをかけて乾かしてください。ブレーキをかけたときに発生する熱により、ブレーキ
ディスクとブレーキ パッドが乾かされて、腐食から保護されます。

クロム メッキの表面
クロム風加工の表面は、特に融雪塩がかかると、表面をたっぷりの水で、必要があれば洗剤を混ぜて丁寧
に洗浄します。

ラバー製部品
周辺環境の影響により、ラバー製部品の表面が汚れたり、光沢が失われたりすることがあります。清掃す
る場合は、必ず水と適切なカー ケア製品を使用してください。

特に負荷にさらされているラバー製部品は、定期的にラバー ケア剤でお手入れしてください。ラバー シー
ルのお手入れには、シリコンを含んだカー ケア製品は使用しないでください。異音が発生したり、損傷す
るおそれがあります。

木製部品
木製または木目仕上げの内装部品は、湿らせた布でふき、乾いたやわらかい布で水気を取り除いてくださ
い。

ケナフ麻
ケナフ繊維製の部品には、必ず適切なケア用品を使用してください。

プラスチック部品

" プラスチック部品清掃時の注意



注記

シンナー、コールド クリーナー、燃料などのようなアルコールまたは溶剤を含むクリーナーを使用する
と、表面が損傷するおそれがあります。ーが放電するおそれがあります。手入れには、マイクロファイバー
製の布をご使用ください。必要に応じて布を軽く水で湿らせてください。

手入れには、マイクロファイバー製の布をご使用ください。

必要に応じて布を軽く水で湿らせてください。

ルーフ ライニングを濡らさないでください。

シート ベルト

" シート ベルト清掃時の注意

警告

合成洗剤はシート ベルトの素材を傷つけるおそれがあります。シート ベルトの保護効果が低下します。け
がをするおそれまたは生命の危険があります。シート ベルトの清掃には、薄い石けん水のみを使用してく
ださい。

シート ベルトが汚れていると巻き取りに支障をきたし、事故の際に十分な効果が発揮できず、非常に危険
です。

必ず薄い石けん水で、シート ベルトを取り付けたままの状態で清掃します。

シート ベルトは必ず乾いた状態で巻き取ってください。

カーペット/フロア マット

" ペダルの動作範囲には物を置かないでください

警告

運転席足元スペースに物があると、ペダル ストロークが制限されたり、ペダルを床まで踏み込むことが阻
止されたりするおそれがあります。事故が発生するおそれがあります。車内では物を固定して、運転席足元
スペースに入り込まないように収納してください。ご使用の車両に適切であり、フロアに確実に固定する
ことのできるフロア マットを使用してください。ずれやすいフロア マットを使用しないでください、フロ
ア マットを複数重ねないでください。ペダル用のスペースが十分空いていることを確認してください。フ
ロア マットは、清掃などで取り外した後、再び確実に取り付けるよう注意してください。

車内を清掃する際は、フロア マットを取り外してください。



フロア マットの汚れがひどい場合には、マイクロ ファイバー製の布と水か、繊維用クリーナーで汚れを落
とします。フロア カーペットが毛玉になってしまうおそれがありますので、走行方向に向かって前後にこ
すってください。

ディスプレイ、画面およびヘッドアップ ディスプレイの保護スクリーン

" ディスプレイのお手入れには、マイクロファイバー ウェスを使用する

注記

合成洗剤、液体や水気のあるものは、種類を問わずディスプレイおよび画面を損傷するおそれがありま
す。ーが放電するおそれがあります。手入れには、清潔な、帯電防止のマイクロファイバー製の布をご使用
ください。

" ディスプレイ清掃時の注意

注記

ディスプレイの表面は、不適切な清掃により傷つくおそれがあります。ーが放電するおそれがあります。あ
まり強く力を入れないでください。また傷が付きやすい素材のものは使用しないでください。

お手入れには、乾いていて清潔な帯電防止マイクロファイバー製クロスをご使用ください。

装備に応じて：ヘッドアップ ディスプレイの保護スクリーンは、マイクロファイバー製クロスと市販の家
庭用洗剤で清掃してください。

センサーおよびカメラ レンズ
センサーまたはカメラ レンズを掃除をする際は、ガラス クリーナーで少し湿らせた布を使ってください。

フロント ビューおよびリア ビュー カメラ
フロント ビューおよびリア ビュー カメラを自動的にクリーニングすることができます。

1. 「メニュー」
2. 「車両アプリ」
3. 「パーキング」
4. 「その他」
5. 「カメラ清掃」
6. 希望する項目を選択します。

ハイ ボルテージ バッテリー、長い停車時間
原理
停止期間が比較的長いと、ハイ ボルテージ バッテリーの充電状態が低下することがあります。



電気走行可能距離が残っていない場合、車両を14日以上駐車しないでください。

一般事項
メーカーのサービス パートナーまたはその他の認定サービス パートナーあるいは専門ワークショップで
は、車両を3ヶ月以上使用しない場合に注意しなければならないことをアドバイスしています。


