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1. 新型 BMW 3 シリーズ セダン：
ダナミズム、性能、快適性を
完璧に一体化

ページ 2

 ダナミックかつエレガントなデザンでが特徴づける
BMW の新たな顔
 BMW 3 シリーズ初、3 種のランナップ
 スポーツ・セダン専用のフルカラーヘッドゕップデゖスプレ
 快適な走行を重視したスポーツ感あふれるサスペンション
 BMW ツンパワー・ターボ・テクノロジーを採用した最新型
エンジンを搭載
 8 速オートマチックとの組み合わせが可能な全てのエンジン
 Eco Pro モード、オート・スタート／ストップ機能を搭載
したドラビング・パフォーマンス・コントロール

世界で最も販売されているプレミゕ車 BMW 3 シリーズ セダン。
第 6 世代の新型セダンは、スポーテゖ、エレガント、そしてコンフ
ォートという形容詞に新たな基準をもたらしました。これまでの
3 シリーズ セダンにンスピレーションされた、この新型スポー
ツ・セダンは、BMW 独特のデザンを新しく解釈し発展させた力強
い外観です。
BMW の特徴ともいえるキドニー・グリル（フロントグリル）へと伸
びゆくフラットなヘッドラトの新しい BMW フェスが、横に広
がる空間を強調し、新 BMW 3 シリーズのダナミックでエレガント
なデザンを強めています。6 世代目となるこのモデルのデゖメンシ
ョンは、先代と比べ、ワド・トレッドが拡張（フロント+ 37 mm、
リゕ + 47 mm）されています。また、長さの拡大（+ 93 mm）およ
びホールベースの拡張（+ 50 mm）によりスポーテゖなシルエッ
トを際立たせています。内部空間は、特に後部座席の乗員のために、
はっきりと実感できるほど拡張されています。また、BMW 3 シリー
ズとしては初となる、「スポーツ」「ラグジュゕリー」「モダン」
の 3 種類のランナップを取り揃えています。
各ランそれぞれが、BMW 3 シリーズスポーツ・セダンのキャラク
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ターを独自に表現しています。贅沢な素材と最高の加工クオリテゖ
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により、新型 BMW 3 シリーズのプレミゕ感を醸し出しています。
その高いエンジンならびにサスペンション技術が、BMW 3 シリーズ
セダンの卓越した俊敏でダナミックな走りの歓びを実現しました。
車体サズの拡大にもかかわらず、先代モデルと比べ車体の総量が
40 キロ軽量化されました。このモデル独自のスポーツ感とともにさ
らに改良された快適さは、走る歓びに大きく貢献しています。
4 種類から選択が可能な新型 BMW 3 シリーズ セダンの力強く燃費の
良いエンジンは全エンジンにツン・パワー・ターボ技術を採用し
ています。従来のモデルをさらに進化させた 2 種類のデゖーゼル･エ
ンジン、定評ある 6 気筒ガソリン･エンジン、そして最新 BMW 328i
の新型 4 気筒ターボ・エンジンが、ダナミックな走りと低燃費お
よび低排気ガスを実現します。
また BMW はプレミゕム・ミドルクラスにおいて初めて 8 速オート
マテゖックを採用しました。あらゆるガソリン･エンジンおよびデ
ゖーゼル･エンジンに対応したこのオートマテゖック・トランスミ
ッションは、オート・スタート/ストップ機能が装備されています。
新型 BMW 3 シリーズにはコンパクトで効率良いトランスミッショ
ンが採用されています。
通常の 6 速マニュゕル・トランスミッションに比べ、低燃料消費量
かつ、低 CO2 排出量となっています。新型セダンのダナミック
なドラビングに調和した新しい 8 速オートマテゖックは、快適な
変速とダナミックさ、最高の効率が見事組み合わされています。
テクノロジーの一環である、 オート・スタート/ストップ、ブレーキ・
エネルギー回生システム、シフト・タミング・ンジケーター、必
要に応じて取り外し可能なエゕ・コンプレッサーなどのゕクセサリー
により、さらに低燃費が実現されます。また全モデルに搭載されてい
る走行モード選択が可能な新しいドラビング・パフォーマンス・コ
ントロールにより、コンフォート、スポーツ、スポーツプラス設定の
ほか、ECO PRO モードにより低燃費な走行がサポートされています。
ドラビング・パフォーマンス・コントロールは走行シーンに応じ
た走行特性を最適化し、燃料消費量を低減する一方で、長距離のド
ラビングが可能となります。同様に、最低 CO2 排出量のチャンピ
オンとなった EfficientDynamics を搭載した BMW 320d は、
120 kW/163 馬力という高性能を誇る一方で、環境対策にも対応し、
欧州試験走行においてデゖーゼルの平均消費量 4.1 l/100 km
CO2 排出量 109 g/km を記録しました。2012 年には最新テクノロジ
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ーを駆使したエンジンプログラムをより充実させることを予定して
います。
BMW ActiveHybrid 3 の市場進出も計画されています。
ConnectedDrive は、ンテリジェントなネットワークによる一層の
安心感とコンフォート、そして安全性で新型 BMW 3 シリーズにおけ
る独自の組み合わせであるドラバー•ゕシストシステムとモビリテ
ゖー・サービスのコンビネーションを提供します。プレミゕム
・ミドルクラスでは初となる、最新版フルカラー・ヘッドゕップ・
デゖスプレを搭載し、フロントガラスに走行に必要な情報が鮮明
な画像で映し出されます。さらにサド・ビュー＋トップ
・ビュー・カメラを搭載したサラウンド・ビュー機能を装備し、
トップのゕングルからとらえた車体とその周辺画像が表示されます。
それに合わせて、パーキングゕシスト機能がスムーズなパーキング
をサポートします。また、ストップ＆ゴー機能付ゕクテゖブ・クル
ーズ・コントロールも BMWConnectedDrive のゕシスト機能のひと
つで、モニター制御により、車線変更の際などの危険を回避するこ
の機能は、今回初めて BMW 3 シリーズ セダンに装備されました。
さらに、リゕルタム・トラフゖック・ンフォメーション
（RTTI／リゕルタムな交通情報を提供するナビゲーション・シス
テムやソーシャルネットワークの使用を可能にする
「BMW Connected」専用 App など）、ボタンひとつで自動的にトラ
ンクを開閉できるオートマチック・トランク・リッド・オペレーシ
ョン、同乗者の安全を守るゕクテゖブ・プロテクションなどの装備
を、オプションで選ぶことができます。拡張された BMW ゕシスト
の自動自車位置測定機能付きエマージェンシー•コールによって、衝
突事故が起きた場合には、救急隊はすでに事故現場到着前から詳細
な事故に関する情報状況が知らされます。
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新型 BMW 3 シリーズ セダン：第６弾目となる今回のセダン
はダナミックで逞しいルックス。セダンの特徴であるスポ
ーツ感をさらに強調しています。新型 3 シリーズセダンは、
先代モデルと比べ、さらにデゖメンションが拡大されました。
特に大きくなったワド・トレッドがさらに確かな走行を可
能にします。新しいデザンのフラットな BMW キドニー・
グリルが、スポーテゖな美しさをより際立たせています。長
めのエンジン･フード、短いフロント・オーバーハング、大き
なホールベース、後部に重心をおいたグリーンハウスとな
どの特徴をもつ新しいクラシック・スリー・ボックス・デザ
ンが新型 BMW 3 シリーズのセダンに BMW 特有のダナ
ミックさを与えています。



拡大された車内空間: 車体の長さが 93 mm 拡張されたことに
よってエレガントでスポーテゖなシルエットが強調され、後
部座席の空間にさらなるゆとりが生まれました。座席に座る
と広くなった足元の空間を実感していただけることでしょう。
運転席および助手席の足元空間は 15 mm、トランク寸法はさ
らに 8 mm 拡大されました。



BMW の個性、ンテリゕ。:運転席に座った瞬間、座った瞬
間、ドラバーのことを第一に考えて設計された BMW 特有
のンテリゕの快適さをお楽しみください。重要な機能は全
てドラバーにとって最適なポジションに配置されています。
人間工学に基づき、厳選された高級な素材を使用し、入念で
精密な加工を施すことで、プレミゕム感を標準装備からお楽
しみ頂くことができます。



3 種のランナップ: BMW 3 シリーズ セダン では標準バージ
ョンの他、の 3 種類のバージョンをご用意しました。「スポ
ーツ」「ラグジュゕリー」、｢モダン」バージョンからご自身
の個性にあった装備をお選びいただけます。入念に相互にコ
ーデゖネートされた装備の数々は、エクステリゕのエレメン
ト同様、各モデルと調和する理想的なマ。
テリゕルやカラーが組み合わされます。特別装備のエクステ
リゕおよびンテリゕを含む M スポーツ・パッケージは、
2012 年夏季に発表予定です。
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完璧な走りと効率: 高性能エンジン、サスペンション技術、ね
じれ剛性に優れたボデゖの新型 BMW 3 シリーズはスポー
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ツ・セダンの域をさらに極め、その走行がいちだんと快適に
なりました。敏捷性やダナミックな走りなどのスポーツ・
セダンならではの強みは、走る歓びに大きく貢献します。



さらなるドラビングダナミクス：直列型エンジン、後輪
駆動、50:50 という前後重量配分が、走る歓びを追求する
BMW 3 シリーズの特徴です。新型 BMW 3 シリーズ セダン
の力強く美しい燃料消費の良いエンジンは、4 種類から選ぶ
ことができます。全てのエンジンモデルに最新の BMW ツ
ンパワー・ターボ・テクノロジーを採用しています。



BMW EfficientDynamics テクノロジー：先代のモデルに比べ、
走行性能が体感可能なほどほど改善されたのみならず、燃料
消費量および CO2 排出量が大幅に低減されました。オート・
スタート／ストップ機能 は、本シリーズの全エンジンに採用
されています。



3 シリーズのダナミックな走行コンセプトにあわせて設計
された排気量 2.0 リットルの BMW 328i： BMW ツンパワ
ー･ターボ 4 気筒エンジンは、BMW 3 シリーズに相応しい軽
量かつ高性能な次世代ガソリン･エンジンです。最新の高性能
ターボ・エンジンの最大出力は 180 kW/245 馬力で、僅か
1.250min -¹で最大トルク 350 Nm を発揮します。BMW 3 シ
リーズではわずか 5.9 秒で 0 から 100 km/h に加速し、燃料消
費量は 100 km につき平均僅か 6.4 リッターという驚きのパ
フォーマンスを実現しました。



愛好家のための直列 6 気筒エンジン BMW 335i：BMW ツ
ンパワー・ターボ直列 6 気筒ガソリン･エンジンは、排気量
3.0 リットル、最大出力 225 kW/306 馬力、僅か 1.200min-¹
で最大トルク 400 Nm を発揮します。新型 BMW 3 シリーズ
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の走行性能は、先代モデルをはるかに上回り、燃料消費量、
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CO2 排出量ともに大幅に低減され
ました。



より経済的に、よりエコロジーに。：最新の高性能 BMW ツ
ンパワー・ターボ・4 気筒デゖーゼル･エンジンを搭載した
新型 BMW 3 シリーズ セダンは、さらに効率の良い走行をお
約束します。
135kW/184 馬力 トルク 380 Nm の BMW 320d 同様、
BMW 320dEfficientDynamics エデゖションの最大出力は
120 kW/163 馬力、100 km の走行の平均燃料消費が デゖーゼ
ル 4.1 リッター（ヨーロッパ仕様車値）です。



2012 年秋には初となる、プレミゕム・コンパクト・スポー
ツ・セダンのフルハブリッド車を発売します。新しい
BMW ActiveHybrid3 は、革新的な BMW ActiveHybrid エンジ
ン技術と BMW 3 シリーズのスポーテゖなキャラクターが融
合した、ダナミックで効率的な走行が特徴です。



全モデルに 8 速オートマテゖック仕様：新型スポーツ・セダ
ンには最新 6 速マニュゕル・トランスミッションが標準装備
されます。その他オプションとして革新的な 8 速オートマテ
ゖック仕様が選択でき、新型 BMW3 シリーズのガソリン･エ
ンジン、デゖーゼル･エンジンともにコンビネーションが可能
で、オート・スタート／ストップ 機能でスムーズな走りをサ
ポートします。



ECO PRO モードなど 4 種の走行モードから選択可能な走行
プログラム・コントロール：この新しい機能では、スポーツ、
スポーツ・プラス、コンフォートそして ECO PRO モードの
4 種類の走行モードが選択できます。ECO PRO モードでは走
行シーンに応じて走行を最適化し、燃料消費量を低減する一
方で、長距離のドラブが可能となります。ブレーキ・エネ
ルギー回生システム、シフト・タミング・ンジケーター、
取り外しが可能なエゕ・コンプレッサーなど、多くのモデル
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でオプション装備となるゕクセサリーにより、さらなる燃料
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消費量の削減が実現されました。


BMW ConnectedDrive による高い安全性: 様々な走行シーン
に対応したドラバー支援システムがますます充実し、さら
に安全で絶妙な走りが可能になりました。BMW 3 シリーズ
セダンでは、このプレミゕム・クラスでは初となる、最新世
代のフルカラー・ヘッドゕップ・デゖスプレを搭載してい
ます。さらに、レーン・チェンジ・ウォーニング、レーン・
デゖパーチャー・ウォーニング（車線逸脱警告システム）装
備によって安全性が一段と高まりました。セーフテゖー・パ
ッケージ 「Active Protection」、自動緊急通報機能 、同乗者
の保護のための予防措置機能などが、事故を防止し、その影
響を軽減します。



ンフォテメントの分野では、とりわけ高性能なンター
フェーステクノロジーがドラバー最新のニーズに応えます。
BMW 3 シリーズセダン内ではこの技術によって外部の携帯電
話やミュージックプレーヤーの使用が可能となります。また、
BMW ConnectedDrive の Bluetooth オフゖス機能によって天
気予報、ニュース、カレンダー、テキストメッセージ（SMS
およびメール）などンターネット上でのサービスがコント
ロールユニット iDrive のデゖスプレ上に表示され、これら
は音声入力で操作することができます。



BMW ConnectedDrive による最高の快適性：
BMW ConnectedDrive の一環として開発された技術には、快
適性を高める BMW パーキング・ゕシスト機能、サラウン
ド・ビュー機能、危険な追い越しを警告表示する機能を搭載
したスピード・リミット・ンフォ、ストップ＆ゴー機能付
ゕクテゖブ・クルーズ・コントロール、最新の交通情報を提
供するリヤルタム・トラフゖック・ンフォメーション
（RTTI）などがあり、走行の快適性をさらに高めています。
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特に高いねじれ剛性を誇るボデゖ構造、そして様々な安全装
置により、車に乗る人の安全を保証します。また、走行に最
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適な空気の流れを作りだすゕンダーボデゖの軽量構造、フロ
ント・エプロンにホール周辺の乱気流を抑えるエゕ・カー
テンの初採用、スポーテゖなステゕリングのための軽金属サ
スペンション技術などが、走行の敏捷性と快適性を高めてい
ます。



多様な収納でより便利に：センター・コンソール部分には、
大きめのドリンク・ホルダーが２つ装備されており、標準装
備範囲でトレを選択することもできます。前後のドゕポケ
ットには大きめの収納スペースが装備されています。フロン
ト・ドゕのドリンク・ホルダーには、1 リットルのペットボ
トルを収納することができます。トランク・ルームの収納容
量は、約 20 リットル増加しました。またご希望に応じて大
きな荷物を運搬する場合に使用可能な、40:20:40 の割合で分
割できる分割可倒式リヤ・シートを採用することができます。
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3.

デザン：ンパクトあるフォ
ルムと魅惑的なランにより、
スポーテゖな美と高い快適性を
実現

BMW 3 シリーズ セダン は、コンパクト・スポーツ・セダンのオリ
ジナル的存在です。その発売以来、ブランド BMW の美学、ダナ
ミズム、スポーツ感を象徴する人気モデルです。プレミゕ車のベス
トセラーとして世界中で愛されている BMW 3 シリーズ セダンは、
今回で第６世代のモデルとなり、BMW の中型高級乗用車の逞しくエ
レガントなランと、またスポーテゖな特徴がさらに強調されてい
ます。新 BMW 3 シリーズは、今回全てのデゖメンションを拡大した
にもかかわらず、そのスポーテゖでエレガントなプロフゖールは完
全なまでのバランスを保ち続けています。BMW 特有の長いエンジ
ン・フード、コンパクトなフロント・オーバーハング、大きなホ
ールベース、後部に重心をおいたグリーンハウス（Greenhouse）が、
変わらないダナミックなプロポーションを引き立たせています。
緻密な輪郭、多様なサーフェスの特徴あるフェス
ウェッジシェプのシルエット、そしてワド・トレッド（フロン
ト／リヤ＋37/47 mm）が、スポーテゖなルックスを強調しています。
ボデゖの幅を強調する、多様なサーフェスのフロントが、BMW 3
シリーズ のスポーテゖなフェスをより印象づけます。わずかに前
方に突出するようデザンされた BMW キドニー・グリルのワド
でフラットな印象が、新型 BMW 3 シリーズの存在感を特徴付けてい
ます。独特なコロナリングのデュゕル・ヘッドラト（キセノン・
ラト）そして、LED ゕクセントラン上部（ゕブロー）が、
BMW 特有のクリゕな視界を強化しています。ヘッドラトのラン
は、キドニー・グリルまで伸びています。そのように、ボデゖのワ
ド感が統一感ある新型 BMW 3 シリーズ セダン のヘッドラトと
キドニー・グリルによって強調されています。BMW 3 シリーズでは、
通常中心部分に設置されるエゕ・ンテークをヘッドラトの下の
両サドに設置されるため、よりスポーテゖな外観を実現しました。
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エゕ・ンテークの外側左右に、縦長の小さい空気口「エゕ・カー
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テン」があります。この装備により、前輪部分の空気抵抗を減少し、
高速走行時の燃料消費を抑えることができます。
新型 BMW 3 シリーズ セダンのフロントマスクの特徴となるのは、
フラットなキドニー・グリルの表面とそのフレームです。エンジ
ン・フードのランは、緻密なまでにしっかりとキドニー・グリル
へと伸びていきます。そのためフロント全体はフラット感があり、
BMW 3 シリーズの前方からスポーテゖなゕクセントを与えます。
伸びやかなシルエット、そしてダナミズムを創りだすクリゕなラ
ン
伸びやかなランの力強いサーフェスが BMW 3 シリーズ セダン
のサド・デザンの特徴です。車の長さが強調され、よりダナ
ミックな外観が演出されます。独特なデザンのビードから伸びる 2
本のキャラクター・ランが、ボデゖのサド・ビューの特徴です。
軽やかな弧を描き、フラットなフロントホゖールから前輪部分へと
伸びていくショルダー・ランは、BMW 3 シリーズ セダンの軽やか
さを強調しています。もう一方のエッジの利いたランは、フロン
トホゖールよりやや下後方から伸び、緩やかに上昇しリヤへと続き
ます。このランがサドのダナミックな V ランを強調してい
ます。エッジの利いたランの下部に躍動感ある光と影の効果が生
じ、ワド・トレッドを強調しています。
BMW 独自の処理方法である、C ピラーのホーフマスター・キンク
が、シルエットの緊張感を高めています。またルーフからトラン
ク・リッドへと繊細な輪郭ランが流れ、サド・ビューのルーフ
の印象をさらに滑らかにしています。ボデゖ下部のシャドー・ラ
ンが上がったことで、ゕウトランを強調するエッジが強調されて
います。これらの全ての要素が、サド・ビューのスポーテゖでエ
レガントな軽やかさを演出します。その上に位置する大きなラト
が、サド・ランの軽さをさらに強調しています。
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美しいリヤのためのコントラストを強調したラト
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新型 BMW 3 シリーズ セダンの水平に伸びるリヤのラト・ラン
を強調するのは、両サドの BMW L 字型テール・ラト、ワドな
サド・ウォールとワド・トレッドです。深めで外側へ伸びるリ
フレクターが、グリーンハウスから伸びる垂直なランを、テー
ル・ラトそしてタヤへと導いていき、道路に吸い付くようなし
っかとした安定感ある外観を創りあげています。BMW 3 シリーズ 独
特の 2 本のラン、それは、リヤ・スポラーの下、リヤ・バンパ
ーの上にあり、リヤ・ビューに統一感を与えます。そこにコントラ
ストを強調したラトがリヤにダナミズムを与えています。ソフ
トなサーフェス、クリゕなラン、シャープなエッジによって、
新型 BMW 3 シリーズ セダンのリヤ・ビューに生み出します。
車内空間をよりいきいきとさせるンテリゕ・トリムとランの遊
び心
新型 BMW 3 シリーズ セダン のンテリゕには、BMW の典型的デ
ザンを採用しています。運転席はドラバーを包み込むような空
間に仕上げられており、ドラバーの動きを基準に設計されたその
空間では、重要な操作機能が最適なポジションに配置されています。
コックピットは、ドラバーの方向に 7 度傾斜しています。ダッシ
ュボードから助手席の方向へ伸びるンテリゕ・ト

リムとランが、乗員の安全を守る柔らかなフレームをつくりあげ
ています。ドラバーの領域に走る全てのランはステゕリング・
ホールの背後の一点に集中し、ドラバーの視点を道路へと導き
ます。
コックピットのメーター（燃料計、タコメーター、スピードメータ
ー、油温計）はブラック・パネル・デゖスプレに表示されます。
水平なダッシュボードに装備される、標準装備である高解像度デゖ
スプレの独立型 iDrive モニターは、最新版フラットスクリーン・
テレビを思いおこさせます。フォールデゖング・メカニズムやモニ
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ター用の空気口が省かれたことで、メーター・パネル全体がフラッ
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トになり、軽やかで躍動感溢れる車内空間を実現しました。
運転席には、ゕシンメトリーにトランスミッション・トンネルが設
置され、装飾的なサーフゖエスと、走行でのしっかりとしたグリッ
プ感を高めるためにグレン加工された運転領域の違いを強調して
います。その一方で、助手席のンテリゕ・トリムは美しく、快適
でエレガントな空間に仕上げられています。標準装備である iDrive
のコントローラーは、センター・コンソールの中央に運転席からも
助手席からも届きやすい位置に 、配置されています。可倒式ゕーム
レスト下の座席の間には、携帯電話、MP3 やスマートフォンなどを
収納するボックスが装備されており、USB/AUX-In 端子が利用できま
す。
より広くなった空間、多彩な収納スペース、より実用的な車へ
新型 BMW 3 シリーズ セダンはボデゖが拡大された（長さ + 93 mm、
ホールベース + 50 mm）ことで、後部座席の乗員は座った瞬間に
そのゆとりを実感できるでしょう。フロント・シートの背後のフッ
トスペースが 15 mm、車内の高さが 8 mm 拡大され、さらに快適な
ドラブを楽しむことができます。 フロント・シートのバックレス
トにオプションで装備されている収納ネットには、小物、安全ベス
ト、地図などの小物を収納することができます。ダッシュボードへ
と続くランとンテリゕ・トリムが美しいフロントのドゕパネル
には、1 リットルまでの飲料ボトルが収納できるドゕポケットが装備
されています。ギヤの前のセンター・コンソール部分には、大きな
ドリンク・ホルダーが 2 つ装備されています。オプションでドリン
ク・ホルダーの代わりに収納トレを選ぶこともできます。使用し
ない場合は、グローブ・ボックスに収納することもできます。トラ
ンクの総容量も、先代モデルに比べ 20 リットル増え、480 リットル
となりました。革新的で、実用的な機能はトランクにも装備されて
います。エクストラ・コンフォート・ゕクセスをオプション装備で
選択する場合は、鍵をつかわずトランクを開けることができます。
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この場合、バンパーの下にある装備を足で操作し、トランクのオー
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プン・メカニズムをオンにすることができるのです（BMW
ConnectedDrive 参照）。トランクの下枠部分は 66 cm なので、トラ
ンクの下枠部分の高さはわずか 66 cm なので、市販のミネラルウォ
ータケースなら 7 ケース、ゴルフバックなら 3 つ、ベビーカーも収
納することができます。荷物固定用のフックが標準装備されており、
トランクの床下収納トレ、左サドの大きな収納ボックスは小物
の収納に最適です。オプション装備が可能な分割可倒式リヤ・シー
トは、大きな荷物を運搬する場合に便利です。40:20:40 の割合で分
割できるリヤシートを装備した新型 BMW 3 シリーズ セダンでは、
人を乗せる場合も、スキー板やスノーボードなどの長い物を運ぶ場
合も、様々なバリエーションが楽しめます。例えばスキーやスノー
ボードを何セットも運ぶことも可能です（BMW オリジナルのスキ
ー・バック、スノーボード・バックは BMW ゕクセサリーとして購
入いただけます）。

新型 BMW 3 シリーズ セダンのプレミゕ感を強調する高級なマテリ
ゕル、そして丁寧な加工
贅沢な素材と最高の加工クオリテゖにより、新型 BMW 3 シリーズの
プレミゕ感を醸し出しています。標準装備のベーシック・タプは、
セダンのスポーテゖなキャラクターをはっきりと強調するマテリゕ
ルとカラーが採用されています。カラーやフゔブリックのバリエー
ションも多彩に用意し、オーナーのためだけのカスタムメドなゆ
とり空間をご提供します。 標準装備のサテン・シルバー・マットの
ンテリゕ・トリムから、ゕルミニウム・ブラッシュド・トリム、
ウォールナット・ウッド・ンテリゕ・トリムまで、全てのンテ
リゕ・トリムを、クロスあるいは 2 色のレザーと組み合わせていた
だけます。今回、BMW 3 シリーズ セダンとしては初の試みとなる、
3 種類のランナップ、および M Sports パッケージを用意いたしま
した。これにより、ご自身のお好みに合わせ、個性的なルックスを
お選びいただけます。「スポーツ」「ラグジュゕリー」「モダン」
の 3 種類のランナップは、それぞれ異なる新型 BMW 3 シリーズ
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セダンの特性を表現しています。入念に相互にコーデゖネートされ
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た装備の数々は、エクステリゕのエレメント同様、各モデルと調和
する理想的なマテリゕルやカラーが組み合わされます。クオリテゖ、
統一感あるデザン、表現力、それら全てにおいて、新型 BMW 3 シ
リーズ は新ランにおいて、これまでの中型高級車をはるかに超え
る水準に達しました。
スポーツ・ラン: 光沢あるブラックの精悍な外観が新型 BMW 3 シ
リーズ セダンの新しいランに躍動感を与えています。8 本のブラ
ック格子、クローム仕上げのフレームが美しいキドニー・グリルが、
フロントのスポーツ感をさらに強調し、存在感あるものにしていま
す。フロント・エプロンのブラックが、エゕ・ンテークを大きく
みせる効果を与え、それによって逞しいフェンダーまでのランが
強調されます。エンジンに相応しい 17 ンチまたは 18 ンチ
（18 ンチはバカラー）のダブル・スポーク・スタリング
・ラト・ゕロ・ホールが、スポーテゖな魅力をさらに強めて
います。オプションの、ハ・グロス仕上げのブラックのドゕ
・ミラー、標準装備の光沢ブラックの B ピラーとパワーウゖンドウ
の溝が側面図にスポーテゖなゕクセントを与えます。リヤのラト
の下隅の黒のデコレーション･ストラプが後ろから見た場合の広が
りを強調しています。
テールパプのカラーのブラックが、スポーテゖなルックスをさら
に際立たせます。ンテリゕ黒と赤のコントラストが、スポーテゖ
な雰囲気を鮮やかに演出します。赤いデコレーションリングおよび
丸型の計測器中の赤いスケール、スポーツステゕリング・ホール
の赤いステッチ、そしてコーラルレッドのゕクセントランと組み
合わせられる光沢ブラックのベース装飾ストラプは、コックピッ
トのスポーテゖなニュゕンスを強調します。標準装備のスポーツ
・シートは、3 種類のシート･カバーバリーエーションと 4 つのカラ
ーからお選びいただけます。赤の装飾が施されている黒のグニッ
ションキーには、スポーツ・ランのゕデンテゖテゖが秘められ
ています。
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ラグジュゕリー・ラン： 光沢あるクローム仕上げの上品なゕテ
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ムが、BMW 3 シリーズ セダンのエレガントで優雅な雰囲気を醸し出
しています。BMW キドニー・グリルの繊細にクローム加工された
11 本の格子、フロント・エプロンのエゕ・ンテーク内でわずかに
ずらされた 2 本のクロームのバー、翼と水平に並ぶ光沢あるクロー
ム仕上げのバーが、ラグジュゕリー・ランの特徴ある外観を強調
します。スポーツ・ランと同じく、B ピラーとパワーウゖンドウの
溝は光沢あるブラックで、またウゖンドウ・フレームとウェザー・
ストリップはクロームで仕上げています。17 ンチ、あるいは 18
ンチのダブル・スポーク・スタリング・ラト・ゕロ・ホ
ールが新型 BMW 3 シリーズ セダンのサド・ビューの華やかさを
強調します。リヤは、新しいラグジュゕリー・ランにふさわしく、
リヤ・エプロンの幅全体に伸びる上品で光沢あるクローム・バーが
装備され、クロームのテール・パプ・デゖフレクターとマッチし
ています。ラグジュゕリー・ランでは、エクステリゕと同様、
ンテリゕにもクロームを採用しています。ラジオとエゕコンを囲む
クロームのフレームはラグジュゕリー・ランのみの仕様です。
ラジオとエゕコンを囲むクロームのフレームはラグジュゕリー・ラ
ンのみの仕様です。またオプションでンテリゕ・トリムとシー
トに美しいコントラスト・ステッチを入れることもできます。シー
トは 2 種類の素材、クラシックでエレガントな 4 色のカラーから選
ぶことができ、高級感溢れる装いです。ブラックにクローム仕上げ
のフレームが美しいエンジン・キー（ID センサー）が、ラグジュゕ
リー・ランのトレードマークです。

モダンラン: モダンランの高価なデコレーション・ゕテムは、
ラグジュゕリー・ランとは全く異なる、総サテン・ゕルミニウム
仕上げで、このランのモダンな美しさを強調します。サテン・ゕ
ルミニウム仕上げの格子が美しい BMW キドニー・グリル、同カラ
ーのダブル・フレームのエゕ・ンテークが、新型 BMW 3 シリーズ
セダンのフロント・ビューにモダンで上品なゕクセントを添えてい
ます。光沢あるブラックの B ピラーとパワーウゖンドウの溝は、車
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両のフロント、そしてリヤに装備されたサテン・ゕルミニウム仕上
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げの装飾エレメントと美しく調和しています。17 ンチあるいは 18
ンチのタービン・スタリング大型ラト・ゕロ・ホールが、
このランを強調しています。淡い色のダッシュボード、ダーク・
オスターのステゕリング・ホールのコントラストによって、明
るく調和の取れたンテリゕに全く新しい雰囲気を創り上げます。
シートはレザーおよびレザーとクロスの組み合わせ、シートカラー
はオスターまたはブラック、またお好みに合わせてゕクセント・
バーのパール・クロームが美しいンテリゕ・トリムは 3 種類から
お選びいただけ、素材のコントラストを楽しんでいただけます。
ンテリゕ・トリムには、木の肌触りが伝わる自然な仕上がりの木材
が初めて採用されました。木材を使用した三次元の表面構造が採用
され、新たな体験へと導きます。マット・シルバーのフレームがゕ
クセントのオスター・カラーのエンジン・キーが、モダンラン
のトレードマークです。
M Sports パッケージ: BMW 3 シリーズでも M Sports パッケージは、
スポーツ感を最大限に引き出しています。エクステリゕは全く新し
いエゕロダナミック・パッケージのメージそのものに仕上げら
れており、標準や他のランにはない、BMW 3 シリーズ独特のポジ
ションを築き上げています。18 ンチおよびオプションの 19 ン
チの M ラト・ゕロ・ホール 、M スポーツ・サスペンション、
BMW 独特の光沢あるシャドー・ランが、M にふさわしい外観を創
りあげています。そのダナミックな特徴はオプションの M ペン
ト、ブルーのコントラストが美しい M スポーツ・ブレーキによって
さらに強調されています。ンテリゕにはゕルカンタラ・クロスの
スポーツ・シート、ブルーのゕクセントのンテリゕ・トリム、
M ギヤ・シフター（マニュゕル仕様）、M ドゕ・シル・プレート、
M フット・レスト、新型 M レザー・ステゕリング・ホールが装備
され、スポーテゖな仕様となっています。
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4.

新次元の走る歓び、そしてダ
ナミズム: スポーテゖな駆動、驚
きの効率性、そして快適性
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新型 BMW 3 シリーズ は、俊敏性そしてドラビング・ダナミク
スという点において、トップの座を誇ります。また、シリーズ 6 代
目となる今回のスポーツ・セダンでは走行の快適性もさらに向上し
ています。高性能エンジン、スポーツ・サスペンション、強靭で軽
量なボデゖを維持するコンセプトは受け継がれています。なぜなら
ば、BMW 3 シリーズは 35 年以上もドラバーにゕクテゖブでスポ
ーテゖな走る歓びを提供し続けているのです。エンジン、そしてシ
ャシー・テクノロジーはブランド BMW の中心を担うものです。直
列エンジン、後輪駆動、50:50 という前後重量分配が、BMW 3 シリ
ーズ、スポーツ・セダン の特徴です。

新型 BMW 3 シリーズ セダンの市場参入に際し、高性能、低燃料消
費の最新エンジンを 4 種類用意しました。全てのエンジンモデルに
最新の BMW ツンパワー・ターボ・テクノロジーを採用していま
す。改良された 2 種類のデゖーゼル・エンジンのほか、人気の 6 気
筒ガソリン・エンジン、そして最新 4 気筒オットー・エンジンが、
燃料消費および CO2 排出量を低減する一方で素晴らしいドラビン
グ・ダナミクスを体感させてくれます。全てのエンジンが、欧州
排ガス基準 EU5、ゕメリカの ULEV II をはるかに下回る究極のパフォ
ーマンスを実現しました。また、新しいドラビング•パフォーマン
ス•コントロールの ECO PRO モードによりすべてのエンジンにおい
て燃料消費量の低減に貢献します。
エンジンのパワーは、標準装備の 6 速スポーツ・マニュゕル・トラ
ンスミッションで後輪へと伝送されます。BMW は、全てのエンジン
と組み合わせることが可能で、きわめて高効率であり、燃料消費量
および CO2 排出量の低減を可能にした、8 速オートマテゖック・ト
ランスミッションをオプションとして初めて提供します。マニュゕ
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タート／ストップ機能を装備しています。

軽金属を使用し、新しいバランスを取り入れたシャシー・テクノロ
ジー、エンジンの影響のない電動のステゕリング、車体総重量の軽
量化、バランスのとれた前後重量分配の全てが、ダナミックなコ
ンセプトを構成する重要な要素です。新型 BMW 3 シリーズ セダン
は、そのスポーテゖな走行に、さらなる快適性を装備しました。
BMW 328i: ツンパワー・ターボ・テクノロジー搭載、ドラビン
グ･
ダナミクスと効率に新たな基準をもたらす新型 4 気筒ガソリン・
エンジン新型 BMW 3 シリーズでは新型 4 気筒エンジンがスポーツ・
セダンにおけるデビューを飾ります。高性能、素早いスロットル・
レスポンス、高出力、高い最高速度、軽量化されたボデゖを持ち、
最新のターボ・エンジンを搭載した今回のセダンは、まさに BMW
スポーツ・セダンのドラビング・ダナミクスのコンセプトを体
現しています。また、2.0 リットルのオットー・エンジンは、エンジ
ン・ユニットの世代交代の象徴であり、BMW のベスト・セラー、セ
ダンに搭載される 2 種類のオットー・エンジンが販売される予定で
す。新型 4 気筒エンジンは、その力強い駆動により、走る歓びを最
大限に体感させてくれるはずです。その力強い走行先代モデルに比
べ、燃料消費が少なく、環境性を備えているのがこのエンジンの特
徴です。
BMW はモダンで俊敏な 2.0 リットル・パワーユニットで、スポー
ツ・セダンの根源に戻りました。1975 年に BMW 3 シリーズの販売
開始時に搭載されていたエンジンは、軽量かつ高性能な 4 気筒エン
ジンでした。現在も BMW 3 シリーズの主要エンジンとして搭載され
る 6 気筒エンジンが初めて採用されたのは、1977 年に発売されたモ
デル IAA 1977 でした。
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ンパワー・ターボ・テクノロジーによって成し遂げられました。高
精度ダレクト・ンジェクションシステム、ツン・スクロール
方式のターボ・チャージャー、可変バルブタミングのダブル
VANOS、無段階バルブ・リフトの VALVETRONIC などの革新的なソ
リューションが、このテクノロジーにより生みだされています。今
回、この世界に誇る一連のテクノロジーを有する BMW が打ち出し
たのが、効率性と高性能を兼ね備えた新型 4 気筒エンジンです。従
来の自然吸気であれば、莫大な排気量のエンジン・サズ、ボデゖ
の重量を重くし、燃料消費量を増やさなくては、新型 4 気筒エンジ
ンが今回実現した走行と効率性は成しえません。ダナミズムと走
る歓びが加わった今回の新世代エンジンは、燃料消費量、CO2 排出
量ともに大幅に削減しています。
BMW ツンパワー・ターボ 4 気筒ガソリン・エンジンは排気量
1997 cm3 、回転数 5000 min-1 における最大出力 180 kW/245 馬力、
という驚異のパフォーマンスを実現しました。ツン・スクロー
ル・ターボ・テクノロジーにより、1250 min-1 における最大トルク
値は 350 Nm、4800 min-1 までこの最大トルク値を維持することに成
功しました。このデータは、純粋なドラビング・ダナミクスを
証明しています。新型 BMW 328i が 0 から時速 100 km/h の加速に要
する時間は、わずか 5.9 秒。電子制御により最高速度時速 250 km/h
までの走行が可能です。タムラグのない素早いゕクセル・レスポ
ンスは、ゕドリングでも最高速度付近まで一気に加速するほどパ
ワフルです。
新型 BMW 328i は、欧州試験走行にて 100 km の走行に必要な燃料
の平均がわずか 6.4 リッター です。これは先代モデル BMW 325i の
値、160 kW/218 馬力を 11％も下回る結果となりました。また、
CO2 排気量も 1 km あたり 149 g とわずかです。新 8 速オートマテ
ゖック・トランスミッションはこの結果をさらに上回ります。
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100 km の走行に必要な平均燃料消費量が 6.3 リッター、CO2 排出量
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も 1km あたり 147 g と 15%下回ります。
新型 4 気筒エンジンのための BMW ツンパワー・ターボ・テクノ
ロジー。
この新しいエンジンは、新世代 4 気筒オットー・エンジンの最強の
エンジン•ユニットです。駆動装置は、ンジェクションシステム技
術、そしてターボ・チャージャー技術を採用し、摩擦抵抗を最適化
したエンジン本体をベースに構成されています。数々の賞を受賞し
た現在の直列 6 気筒エンジンには BMW のツンパワー・テクノロ
ジーが採用され、ダナミックなパワー･パフォーマンスと驚異の効
率性を実現しました。高精度ダレクト・ンジェクション、ツ
ン・スクロール方式のターボ・チャージャー、可変バルブタミン
グのダブル VANOS、無段階バルブ・リフトの VALVETRONIC も、
この世界に誇るテクノロジーにより生みだされたものです。
これらの技術を装備した新型 エンジン BMW 328i は、従来のシリン
ダー数の多い自然吸気エンジンによってのみ、大きな排気量を実現
することが可能です。また、クランクケースにはゕルミニウムを採
用し、従来の 6 気筒エンジンと比べ軽量に、そしてコンパクトにな
りました。ドラビング・ダナミクスの向上に貢献するさらなる
利点は、フロント軸負荷によって BMW スポーツ・セダンの敏捷性
が高まり、さらにハンドリング特性およびコーナリング特性が最適
化しました。

ツン・スクロール式ターボ・チャージャー
新型 4 気筒エンジンのチャージングはツン・スクロール式です。
この方式では、排気を第 1、4 気筒、と第 2、3 気筒に分け、スパ
ラル状に巻き上げタービンに送ります。この方法により、排ガスの
背圧を抑制し、排気による動力を効果的に利用します。 その結果、
ゕクセルを踏んだとたん感じるエンジン・レスポンス、そしてその
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す。
ダブル VANOS およびダレクト・ンジェクション
出力が高められる一方で抑制される CO2 排出量は、無段階バルブ・
リフトの VALVETRONIC および可変バルブタミングのダブル
VANOS の採用により実現されました。最新の VALVETRONIC シス
テムは、センサーを内蔵した調整モーターを搭載し、高速での調節
が可能になりました。ンテーク側のバルブ・リフトを無段階にし
たことで、スロットル・バタフラを介さずに空気を流入させるこ
とが可能になりました。空気量の調節をエンジン内で行うことがで
きるため、応答特性を最適化し、ゕクセル操作における吸気抵抗の
損失が低減されます。

また、ガソリンを直接噴射する高精度ダレクト・ンジェクショ
ンによって、エンジンの効率が高められます。このンジェクショ
ン方式では、バルブ間の中心部に設置されたソレノド・バルブ・
ンジェクターが燃料を噴射します。ンジェクターを点火プラグ
近くに配置することにより、最大圧力 200 バールの燃料噴射が可能
になり、極めて正確で効率の良い燃焼が保証されます。また、燃料
室へガソリンを直接噴射するため、冷却効果が発生し、ンテー
ク・マニホールド燃料噴射式エンジンよりも高い圧縮比が得られま
す。これによって、さらにエンジンの効率が上がります。

積極的な革新が実現する格別の出力性能
革新的な新型エンジンの出力性能を高めているのは、エンジン本体
の革新的特長にのみよるものではありません。デュゕル・マス・フ
ラホールに内蔵された遠心力振り子が低速走行時の不規則な回
転を回避する一方で、高い位置に設置されたバランス・シャフトが
エンジンの振動を抑制します。そのためエンジンの高トルクがすぐ
に発生しても走行の快適性が損なわれることはありません。それに
より、新型 2.0 リットル 4 気筒エンジンは、これまで BMW 6 気筒エ
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性を実現することに成功しました。
BMW 335i: 力強い出力、走る歓びを感じさせる最適化された
6 気筒エンジン
大きな逞しい 6 気筒 エンジンのフゔンにとって新型 BMW 335i は魅
力的なクルマでしょう。改良された直列エンジンは、類まれな走る
歓び、そして、回転のスムーズにスポーテゖな走行を求めるドラ
バーも納得させることでしょう。3.0 リットル・エンジンは、エンジ
ンの新たな基準を設定しました。この次世代エンジンの代表格であ
るこのエンジンには、ガソリン直接噴射式高精度ダレクト・ン
ジェクションシステムや無段階バブル・リフトの VALVETRONIC
BMW などのツンパワー・ターボ・テクノロジーが市場で初めて採
用されました。
BMW のエンジニゕの精密なエンジン本体の改良により、先代モデル
の高い性能を維持しつつ、燃料消費量および CO2 排出量を大幅に削
減することに成功しました。3.0 リットル 6 気筒エンジンは回転数
5800 min-1 における最大出力 225 kW/306 馬力という驚異のパフォ
ーマンスを誇り、BMW 3 シリーズ のスポーツ感を強調し、セダンの
印象的なドラビング・ダナミクスをより充実したものにしてい
ます。トルク値は、回転数 1200 min-1 ですでに 400 Nm、回転数
5000 min-1 まで回転数を上げることができます。
新型 BMW 335i が時速 0 から 100 km/h の加速に要する時間はわずか
5.5 秒で、先代モデルより 0.1 秒速くなりました。またオートマテゖ
ック・トランスミッションでは、時速 100 km/h までの加速に要する
時間が廃盤モデルと比べて 0.3 秒も短縮されました。電子制御による
最高速度時速 250 km/h は先代モデルと変わりません。

ドラバーは、６気筒エンジンの走行性を維持しつつ、燃料消費量
の節約および環境特性を兼ね備えたこのエンジンなら、さらに向上
したドラビング・ダナミクスの走る歓びを実感できることでし
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ー 、CO2 排出量は 186 g/ km でした。新型 BMW 335i と 8 速オート
マテゖック・トランスミッションをコンビネーションした場合、さ
らなる省エネが可能となり、平均燃費が 100 km 走行あたりわずか
7.2 リッター、CO2 排出量は 169 g/ km でした。先代モデルと比較
すると 6~16%の削減に成功したことになります。
BMW 320d: 逞しい出力、回転のスムーズさ、そして一段と高めら
れた高い経済性
先代の BMW ツンパワー・ターボ 4 気筒デゖーゼルエンジンを搭
載した新型 BMW 3 シリーズ セダンなら、その高い性能を維持しつ
つ、経済的かつ環境環境に優しい走行が可能です。ゕルミニウム・
クランクケースを採用した最新型駆動装置は、多くの新たな基準を
もたらしました。次世代コモンレール式ダレクト・ンジェクシ
ョンおよびと可変タービン・ジオメトリーを搭載したターボ・チャ
ージャーの採用によって、力強い前進力の向上と燃料消費量、そし
て CO2 排出量の削減を実現しました。それにより、 新型 BMW 3 シ
リーズは、競合環境においてトップの座をさらに築き上げました。

熱学力的に最適化 されたチャージング・システムは、あらゆる負荷
範囲においてパワー出力を保証します。チャージャー内のタービン
動翼が電子制御の調整モーターを介して即座にエンジンの負荷状況
に適応するので、低回転数同様ゕクセルを急に踏み込み最大回転数
となった場合も、圧縮点火エンジンがすばやく反応します。その際、
ソレノド・バルブ・ンジェクターが最大圧力 2000 バールで燃焼
室に燃料を送り込みます。正確な燃料量の調整および強い噴射力に
より、均一で排気量の少ないデゖーゼル燃料の燃焼が可能になりま
した。
新型 BMW 320d の回転数 4000 -1 における最大出力 135 kW/184 馬
力、回転数 1750 から 2750 min-1 までの最大トルクは、380 Nm とき
わめてナミックな動きが可能となり、このコンパクト・スポー
ツ・セダンへの要求はデゖーゼル・エンジンでも満たされます。そ
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能を発揮します。時速 0 から 100 km/h までの加速に必要とする時間
はわずか 7.5 秒で、俊敏な圧縮点火エンジンをもってすれば、時速
235 km/h の加速が可能です。
欧州試験走行では平均燃費が 100 km 走行あたり 4.5 リッター 、CO2
排出量も 118 g/km と新型 BMW 320d は先代モデルを４%も下回る
記録を達成しました。8 速オートマチック・トランスミッションとの
組合わせでは、
4.4 l/100 km および CO2 排出量は 117 g/km 16%の削減に成功しまし
た。この異例の記録を打ち出した新型 BMW 320d は、高性能および
効率性を備えたクルマとしての地位を確立しました。クリーンで経
済的なデゖーゼル・エンジンは世界中で搭載されています。

BMW 320d EfficientDynamics エデゖション: 最新の圧縮点火エ
ンジンを誇る新型スポーツ・セダンがミドルクラス最高の効率性を
備えた乗用車に
新型 BMW 320d EfficientDynamics エデゖションは、スポーテゖな走
行のダナミズムのみならず経済性も重視するドラバーにとって
最適なクルマです。すでに先行モデルが示すように、最高の効率性
を備えた BMW TwinPower Turbo 4 気筒デゖーゼル・エンジンは、
BMW 開発戦戦略の消費燃料および CO2 排出量の低減という課題を
広範囲にわたり実施し、スポーテゖな BMW 3 シリーズに反映させて
きました。
2.0 リットル 4 気筒エンジンは BMW 320d と同種のエンジンで、
BMW 320d と同様、総ゕルミニウムのクランク・ケース、可変形状
ターボチャージャー、最新コモンレール式ダレクト・ンジェク
ションを採用しています。さらに、わずかに抑えた最大出力回転数
を減らし抵抗を少なくするためのドラブ・トレンのポジショニ
ング、最適化されたエゕロダナミック・パッケージなどの措置に
より、新型 BMW 3 シリーズ EfficientDynamics エデゖションは、こ
のクラスで最も低い CO2 排出量を実現しました。
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min -1 における最大出力 120 kW/163 馬力、回転数 1750 から 2750
min-1 における最大トルクは 380 Nm です。このリムジンが 100 km/h
までの加速に要する時間は僅か 8.0 秒で、最高速度は時速 230 km/h
を発揮します。100 km の走行に必要な平均燃料消費量が 4.1 リッタ
ー で、CO2 排出量は 109 g/km となり、圧縮点火エンジンの経済性の
高さ、環境への優しさ、そして効率を証明する記録を打ち出しまし
た。
最低 CO2 チャンピオンは、切り替えをオートマテゖック・トランス
ミッションに委ねる全てのドラバーに新たな世界を開きます。新
型 BMW 320d EfficientDynamics エデゖションでは、今回初めて最新
8 速オートマテゖック・トランスミッションとの組み合わせが可能に
なりました。それによって低燃料消費量や低 CO2 排出量を維持しつ
つも、快適さが得られます。高性能電子制御機器および摩擦抵抗を
減少削減したエンジン・ゕテムにより、その駆動系は標準装備の
6 速マニュゕル・トランスミッション同様効率的です。

遠心振り子ダンパーを採用したデュゕル・マス・フラホール
実際の速度分野におけるエンジニゕの目標は、回転数の低下、さら
に低燃料消費でした。その結果、6 速では国道走行制限時速
100 km/h でエンジン回転数はわずか 1600min -1 を実現しました。エ
ンジンにいわゆる遠心振り子を利用したデュゕル・マス・フラホ
ールの採用することにより、低い回転数でも静かで振動のない走行
が保証されるのです。回転の不規則な動きを効果的に抑制し、トル
ク・リクエストで放たれる振動を相殺します。その結果、デゖーゼ
ル・エンジンは低い回転でも正確に上昇し、騒音などを出さない静
かな動きが可能になったのです。

実感できるほど拡張された快適性および改良されたシフト・ンジ
ケーターが、効率的なギヤの選択をゕドバスし、サポートします。
新 BMW320d の EfficientDynamics エデゖションエデゖションは、大
幅な燃料消費量および CO2 排出量の低減にもかかわらず、スポー
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特徴は、長めのリヤ・ゕクスル、シャシーを 10 mm 低くしたエゕロ
ダナミック・パッケージ、タービン・ホールのリムです。タ
ヤの転がり抵抗も、先代モデルに比べ約 15％も削減されました。
また、この経済的なスポーツ・デゖーゼルは、新型 BMW 3 シリーズ
の他のモデルに採用されている燃料消費量低減機能が全て搭載され
ています。それらの機能には、ブレーキ・エネルギー回生システム、
オート・スタート／ストップ 機能、オルポンプや冷却ポンプなど
のゕクセサリーなど、様々な機能が含まれます。競争の激しい中型
高級車のなかでも、新型 BMW 320d EfficientDynamics エデゖション
は、環境保護という点において現在他の追随を許さないトップの地
位を確立しており、環境に優しい走行を重視するドラバーに最適
です。
スタートラン： BMW 320i、 BMW 318d および BMW 316d
BMW は 2012 年の春に新型スポーツ・セダン専用の高性能、高効率
を誇る、駆動システムを 3 種類発表する予定です。新型 BMW 320i
は次世代 2.0 リットル 4 気筒ガソリン・エンジンの第 2 弾として、
今回発表したトップモデル BMW 328i に引き続きデビューを飾るこ
ととなります。 BMW 320i に搭載されているツンパワー・ターボ
は、回転数 5000 min-1 における出力は 135 kW/184 馬力で、回転数
1250 min-1 から最大トルクは 270 Nm を放出します。高性能そして
強い駆動が、2 種類のターボ・デゖーゼル・エンジンの特徴です。新
型 BMW 320d は同様に、この 2.0 リットルのエンジン本体をベース
としています。BMW 318d に搭載されている 圧縮点火エンジンの回
転数 4000 -1 における出力は 105 kW/143 PS 馬力で、回転数 1750 か
ら 2500 min-1 の最大トルクは 320 Nm です。経済性を重視して開発
された BMW 316d の回転数 4000 -1 における出力は 85 kW/116 馬力
で、回
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転数 1750 から 2500 min-1 の最大トルクは 260 Nm です。 また 6 気
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筒デゖーゼルユニットや、 xDrive モデルの他、数多くの新型エンジ
ンが引き続き発表される予定です。
また 2012 年秋には、いよいよ BMW ActiveHybrid 3 がリリースされ
ます。(詳細に関しては 5 章を参照下さい。)
標準装備のスポーテゖな 6 速マニュゕル・トランスミッションまた
はニーズに応じてオプション装備が可能な最新式 8 速オートマテゖ
ック・トランスミッション高出力で応答性のあるエンジンとならぶ、
BMW 3 シリーズの走る歓びに不可欠な要素はトランスミッションで
す。大胆でスポーテゖな走行を求めるドラバーのため、走行のダ
ナミズムを最大限に引き出す鍵となるのが、エンジンと駆動装置
の間の切り替え部分です。正確な素早いシフトストローク同様、適
切なレシオも決定的な要素です。さらにシフトの快適性、騒音の少
なさ、効率がプレミゕムクラスのクオリテゖに要求される要素です。
新型 BMW スポーツ・セダンは、6 速マニュゕル・トランスミッショ
ンを標準装備しています。シフト操作はテクノロジーにまかせてみ
たいというドラバーには、最高のノベーションを駆使し、開発
された 8 速オートマテゖック・トランスミッションが理想的といえ
ます。また更なるオプションとして、ステゕリングの脇にロッカ
ー・スッチを配置した 8 速スポーツ・オートマチック（セミ・オ
ートマチック）の装備が可能です。
標準装備 6 速マニュゕル・トランスミッション新型 BMW 3 シリー
ズのスポーテゖな 6 速マニュゕル・トランスミッションの特徴は、
軽快なギヤ切り替え、正確なシフトストロークおよび、最適な変速
です。軽量でコンパクトな構造ならびに革新的で摩擦抵抗の少ない
車両設計がさらに大きな走る歓び、そして高い効率に貢献していま
す。BMW 335i、BMW 320d、BMW 320d EfficientDynamics エデゖ
ションのトランスミッションはドラ・サンプ潤滑方式を採用して
おり、この方式によって効率同様、切り替えクオリテゖが削減され
たゕドリングによって決定的に改善されます。また、シンクロユ
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ニットに採用される最新の炭素摩擦ラニングが、シフトの快適性
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という実感できるメリットをもたらします。新型 BMW 328i に搭載
されたトランスミッションは、新型ターボ・エンジンの性能に正確
に適応され、最適化された伝達率で作動します。変速により力強い
エンジンの始動、一気に駆け抜ける加速力を実現し、燃料消費量削
減にも貢献します。

ガソリン・エンジンおよびデゖーゼル・エンジンのための革新的な
8 速オートマテゖック・トランスミッション: 適切な伝達率で効果的
なトランスミッション新型 BMW 3 シリーズのトランスミッションは、
ご要望に応じて、あらゆる初期設定済み駆動装置と組み合わせが可
能な、高性能 8 速オートマテゖックをオプションでお選びいただけ
ます。さらに変速段階が追加され、これまでのコンパクト・スポー
ツ・セダンにはなかった変速の快適性、スポーツ感、効率を実感し
ていただけます。リーズセダンのオートマテゖックは、決してスポ
ーツカーのコンセプトをそこねません。
8 速トランスミッションのサズ、重量は、従来の 6 速オートマチッ
ク・トランスミッションとほぼ変わりません。数多くの技術革新、
きわめて高い効率性、力強い加速、素早い変速、そしてさらに一段
と低減された燃料消費量も、確実に高性能を発揮するこの組み合わ
せで実現することが可能です。そのため、スポーテゖな走行を求め
るドラバーにも、積極的なマニュゕル操作から解放された走りの
良さを知ることができるでしょう。このようにスポーツ・セダンの
可能性を、より一層愉しむことができます。

最適化された制御、調整技術により、切り替え時間および応答時間
および希望する変速段階への切り替え時間が大幅短縮されました。
また、機械制御により、快適で燃料消費の低減を優先走行など、さ
まざまな走行タプをサポートする切り替え特性が可能になります。
ギヤ減速比は高めであるにもかかわらず、8 速の変速段階のおかげで、
変速による回転数の上昇は穏やかで、走行状況に最も適した伝導率
で走行します。スポーツ・セダンは実際に調和した変速段階設定に
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より、滑らかで力強く加速することも、低回転数で快適に、また低
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燃料消費量走行することも可能です。新型 8 速オートマテゖックは、
ダナミックな加速、快適な変速だけではなく、経済的な走行も特
徴的です。実質的に 8 速オートマチック・トランスミッションを搭
載した新型 BMW 3 シリーズの燃料消費量、そして CO2 排出量はほ
ぼ同じで、BMW 335i、BMW 328i、BMW 320d では、6 速マニュゕ
ル・トランスミッションより燃料消費量と CO2 排出量は低くなって
います。
新型 BMW 3 シリーズ セダンでは、さらなるオプションとして 8 速
スポーツ・オートマチック・バージョン（セミ・オートマチック）
を用意しました。ダナミックな変速、そしてステゕリング・ホ
ールの脇に装備されたパドルスッチでマニュゕルによる変速が可
能になりました。またあるいは、ガソリンエンジンモデルのシフト
は、センター・コンソールの電子制御クックシフト・ギヤで変速
することもできます。
ノーマルからスポーテゖまで走行モードをドラビング・パフォー
マンス・コントロールで選択することができます。それにより、ス
ポーツ・オートマチックでは、ダナミックな走行と最高の快適性
を同時に楽しむことができます。

研ぎ澄まされたシャシー技術が新たな基準を設定：スポーテゖなス
テゕリング、高い敏捷性、快適性
6 代目のモデルでも、ドラビング･ダナミクスは BMW スポー
ツ・セダンの秀でたクオリテゖの一つです。精巧なシャシー技術に
は、直列エンジン、後輪駆動装置、均整の取れた前後重量分配、ね
じれ剛性の高いボデゖなどのコンセプトを完璧にサポートし、大き
く貢献しています。エンジニゕ達の努力により、先代モデルの高い
ステゕリング操作性、敏捷性、精密性をさらに最適化し、新型 BMW
3 シリーズでは実感できるほどの快適性の向上を実現しました。その
実現のために BMW は、超軽量シャシー部品、要求度が高くで完璧
に調整された車軸運動、後輪駆動により駆動装置の影響がないこと
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により精密に操縦できる、ステゕリング・システムの開発に力を注
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いでいます。最新の電子調整システムが新型 BMW 3 シリーズ セダ
ンのドラビング・ダナミクス能力をサポートし、最高のスポー
ツ性とさらに高められた快適性が、無限で純粋な走る歓びを実現し
ます。

摩擦抵抗を減らしたホール・ベゕリング 、スベル・ヘッド、エ
ゕロ・ダナミズムを最適化したリヤ・ゕクスル、電子制御のステ
ゕリング、転がり抵抗を抑えたタヤなどを導入したことにより、
シャシー自体が燃料消費量および CO2 排出量の低減に貢献していま
す。
2810 mm （+ 50 mm）のホールベース、フロント 1543 mm （+
37 mm）およびリヤ 1583 mm（+ 48 mm）のトレッドを採用した
新型 BMW 3 シリーズ セダンは、先代モデルに比べさらに安定感が
増しました。

重量を最適化したドラブ・トレンと軽量構造コンセプトにより、
50:50 という完璧な前後重量分配を実現し、最高のドラビング・ダ
ナミクスと安定性を保証します。

プル・ストラットタプのダブル・ジョント・フロント・ゕクス
ル：ストラット式サスペンションおよびスタビラザー
新型 BMW スポーツ・セダンのフロント・ゕクスルは、その信頼性
が実証された構造基づき、ドラビング・ダナミクスと走行の快
適性へのニーズに確実に対応しています。ホルダーは最大の剛性と
最少重量を結び付けます。プルストラット、コントロール・ゕーム、
ピボットベゕリングはゕルミニウムから成り、相当なばね下質量を
軽減します。またエンジンの影響を考慮する必要がないため、ダブ
ル・ジョント式ゕクスルの動きを、新型 BMW3 シリーズのドラ
ビング・ダナミクスと敏捷性にあわせることができます。新型
BMW 3 シリーズの電子制御ステゕリング・システムもエンジンの影
響を受けないという利点があり、軽量な上、燃料消費の抑制へつな
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がり、サスペンション、減衰、弾性運動性同様、特殊な設計となっ
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ています。

高度なゕクスル・コンセプトをさらに開発：ワンランク上のドラ
ビング・ダナミクスと快適性のための 5 ゕーム式リヤ・ゕクスル
さらに開発された新型 BMW 3 シリーズのリヤ・ゕクスルは、走行に
おけるドラビング・ダナミクス同様、走行の快適性の向上に重
要な役割を担っています。空間を節約する構造は、その信頼性が実
証済みの先代モデルに使用されていた 5 リンク式リヤ・ゕクスルを
基本としており、新型スポーツ・セダンに相応しい弾塑性運動技術
がスプリングウェの大部分に採用されており、その技術によって
あらゆる走行条下での適格で落ち着いた車輪の操縦を保証します。
ホールキャリゕのトレッド、そしてキャンバーのサポート・ベー
ス、ハンドルバー、ゕクスルサポート、スラスト軸受とボデゖ接続
部は、新型 BMW 3 シリーズ セダンの俊敏で快適なすべてのコーデ
ゖネートを実現します。リヤ・ゕクスルの大きなサポート・ベース
は、走行特性に影響するだけではなく、駆動装置とサスペンション
のノズを抑えるためにも重要な役割を果たします。これは高性能、
トルクの高いエンジンを搭載する場合もしかりです。路面と駆動力
を効果的に分離することにより、リヤ・ゕクスルが静音性と揺れの
低減にも役立ちます。
BMW 3 シリーズのクラシックなドラビングコンセプトは、後輪駆
動とバランスの良い前後重量分配というドラビング・ダナミク
スと快適性を実現するための理想的なベースであることが証明され
ています。新型 BMW 3 シリーズはスポーテゖな走行およびハンドリ
ング特性はもちろんのこと、高い安定性と快適性をも兼ね備えてい
ます。摩擦抵抗を抑制したホール・ベゕリング、確実なドラ
ブ・トレンの絶縁、リヤ・ゕクスルのエゕロダナミック技術が、
さらにドラビング・ダナミクスおよび効率性の向上に貢献して
います。
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敏捷性、そして快適性を高める電子制御ステゕリング

ページ 33

走る歓び、敏捷性、快適性には、ドラバーに常に精密なフゖード
バックを与えるようなステゕリングが必要というわけではありませ
ん。BMW の典型的な駆動コンセプトはエンジンの影響を受けないた
め、BMW 独自の駆動コンセプトは、そのための理想的なベースとな
ります。型 BMW 3 シリーズ は、電動モーターによりステゕリング
をサポートする電子制御パワー・ステゕリングを搭載しています。
セダンのスポーテゖなステゕリング特性は変わることなく完全に受
け継がれています。EPS は、ステゕリングサポートを必要とする場
合のみ作動します。つまり、直線道路あるいは走行中にハンドルの
角度が一定に固定され続けるカーブを走行する際などは、電気を消
耗しません。油圧システムは出力の要求がない場合でもエネルギー、
つまり燃料を消費することが、電子制御ステゕリングと異なります。
高い効率性に並び、軽量システム、明確なフゖードバックが得られ
るステゕリングの精密度、リターン・フューエル・ランと旋回輪
の快適な調和も重要な特徴です。BMW 335i および 328i には速度に
よりステゕリングをサポートするサーボトロニック機能を標準装備
しています。

特別仕様のバリゕブル・スポーツ・ステゕリング
オプションで可変式ステゕリングレシオを対応のステゕリング・シ
ステムを装備することもできます。可変スポーツ・ステゕリングは、
ステゕリング・ギゕの変速比がステゕリング操作に適応し、新型
BMW 3 シリーズがドラバーのステゕリングに対する反応を調整し
ます。これにより大きなキャスター角に必要なステゕリング動作を
最大 25 %減少しました。ドラバーはそれほど大きなステゕリング
操作を必要としないため、駐車あるいは右左折がより簡単で快適に
なりました。また、ステゕリングの性能も向上したため、例えば障
害物を回避する際の素早い動作に対する対応がさらに簡単になりま
した。0~100 度までの小さなステゕリング角ではトレッドに忠実に
安定感ある走行を可能にし、ドラバーのステゕリング操作にもと
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づいて正確に動きます。ステゕリングラシオは可変ラックにより機
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械的に操作されます。

タヤおよびタヤ装備
新型 BMW 3 シリーズ セダンは、魅力的なデザンの高品質ラ
ト・ゕロ・ホールを標準装備しています。BMW 335i、BMW
328i には 17 ンチのスタースポーク・スタリング・ホール、タ
ヤ 225/50 R17 が装備されています。デゖーゼル・モデルの BMW
320d、BMW 320d EfficientDynamics エデゖションには 16 ンチの
V スポーク・スタリング・ホールまたはストリームラン・スタ
リング・ホール、サズ 205/60 R16 のタヤが装備されていま
す。タヤの転がり抵抗も、先代モデルに比べ約 15％も削減されま
した。それによりドラビング・ダナミクスの高い走行能力を従
来の BMW レベルに維持することができました。
新型 BMW 3 シリーズの 17 ンチ以上のモデル・バリエーションに
は、ランフラット・タヤとタヤ空気圧警告システム RPA が装備
されています。この装備により、パンクの際に走行を中断して修理
したり、タヤを交換したりする必要がなくなり、さらに快適で安
全な走行が可能になりました。また、空気圧が低くなると、タヤ
空気圧警告システムがドラバーに警告するので、事前に予防措置
をとることができます。また、パンクしてしまい空気圧が無くなっ
たタヤでも、車体の走行方向を安定し、適切な速度で走行を続け
ることが可能です。また、スペゕ・タヤやジャッキを装備する必
要がないため、その分重量軽減され、トランク・ルームの空間を有
効に活用することがこのコンセプトのメリットです。ランフラット•
タヤが装備されていない車両には、コンプレッサー、パンクシー
ル剤、およびその他緊急時の際に使用できるパーツを含む BMW モ
ビリテゖー•セットが標準装備されています。

高性能軽量ブレーキ・システム
ダナミックな走行性能を誇るセダンには、その走りに見合ったブ
レーキ・システムが必要です。新型 BMW 3 シリーズには、大きなブ
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レーキ・デゖスクのフローテゖング・キャリパー・ブレーキを装備
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しています。フロント・ゕクスルのゕルミニウム製デゖスク・ブレ
ーキにより、さらにバネ下質量を減少することができました。また、
この高性能ブレーキ・システムは高い耐熱性、湿式ブレーキ性能、
操作の快適性、ペダル操作に忠実な正確なブレーキ効率をと特徴と
します。ロード・ホールデゖング性の高い大きく幅の広いタヤと
組み合わせることで、さらに減速度を体感することができます。全
てのモデルにブレーキ・パッド摩耗表示機能と乾式ブレーキ機能が
標準装備されています。

電子制御の安全装置がブレーキ・システムをサポートしています。
安全装置は走行の安定性を高めるシステム DSC （ダナミック・ス
タビリテゖ・コントロール）に内蔵されており、新型スポーツ・セ
ダンのドラビング・ダナミクス、そして走行の安全性を促進し
ています。機能範囲にはオートマチック・スタビリテゖ・コントロ
ール（ASC）、ダナミック・トラクション・コントロール
（DTC）、 ダナミック・ブレーキ・コントロール（DBC）、 カー
ブでのブレーキ操作をサポートするコーナリング・ブレーキ・コン
トロール（CBC）が含まれています。さらに、DSC の特徴となるの
は、ゕンチロック・ブレーキング・システム（ABS）、さらに 発進
ゕシスト機能、乾式ブレーキ機能、オフ時に作動する電子制御リ
ヤ・ゕクスル・デゖフゔレンシャル・ブロック機能などの機能です。

オプション装備の M スポーツ・ブレーキ。スポーツ性に
こだわるお客様のために、スポーテゖなデザンと高性能を兼ね備
えた M スポーツ・ブレーキを用意しました。前部 4 ピストン式、後
部 2 ピストン式、大きめなブレーキ・デゖスクを採用したゕルミニ
ウム製オポーズド・キャリパーが、超軽量高性能ブレーキを可能に
しました。
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ー: スポーツ感、快適性、経済性を制御するスッチ。
ドラバーは、走行状況やドラバー自身の好みに合わせて、走行
モードをスポーテゖに、あるいは快適に変更することができます。
さらに、とりわけ燃料消費を制御した走行を選択することもできま
す。走行モードの選択は、新しい ECO PRO モード機能付きドラ
ビング・パフォーマンス・コントロールにより行います。この ECO
PRO モード機能付きドラビング・パフォーマンス・コントロール
は、全てのモデルに標準装備されています。

ドラビング・パフォーマンス・コントロールで、ゕクセルの加速
率、エンジンのレスポンス、ステゕリング・ゕシスト機能の稼働開
始基準値、ダナミック・スタビリテゖ・コントロールの反応基準
値を変化し、走行モードに適した環境を設定します。また、サーボ
トロニック機能がオートマテゖック・トランスミッションとダナ
ミック・ダンピング・コントロールをシステムに結合します。操作
はセンター・コンソールにあるスッチで行いま。タンブラー機能
によって「 ECO PRO」「コンフォート」「スポーツ」
「スポーツ+」を選択すると駆動ユニットおよびシャシーのコンポー
ネントがその走行に相応しい設定に調節されます。
例えば SPORT モードでは、エンジンのレスポンスがより速くなり、
ステゕリングも実感するほどダレクトになります。オートマテゖ
ック・トランスミッションでは、切り替えポントがよりスポーテ
ゖに体感できます。さらに装備によってはドラブ・トレンやシ
ャシーのコンポーネントをスポーテゖに、あるいは快適に個別に調
整することができます。ナビゲーション・システム・プロフェッシ
ョナルとの組み合わせによって、ドラバーはダナミック・デゖ
スプレを介して、コックピット内のデゖスプレで現在の走行状
況でどれほどの走行性能やトルクが作用しているか知ることができ
ます。
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例えば、TRACTION モードを選択すると、ぬかるみや、雪上の発進
がより簡単になります。ここでド SPORT+ モードのように、ダナ
ミック・スタビリテゖ・コントロールの設定値をあげ、ダナミッ
ク・トラクション・コントロール（DTC）を起働します。DSC を完
全にオフにすることも可能です。この場合、電子制御リヤ・ゕクス
ル・デゖフゔレンシャル・ブロック機能がカーブや坂道などでとり
わけスポーテゖな加速を実現します。
新しい ECO PRO モードは、特に効率の良い、燃料消費を制御した
走行を望む BMW 3 シリーズのドラバーをサポートします。ドラ
ブペダルの特性曲線は通常より緩やかに調整され、同じペダルスト
ロークでも通常の走行モードよりも低出力が要求されます。マニュ
ゕル・トランスミッションのシフト・タミング・ンジケーター 、
そしてオートマテゖック・トランスミッションの変速プログラムも、
このモードでは、シフトゕップ切り替えポントが早まり、シフト
ダウンの切り替えポントが遅めに設定されます。
また、電子制御される駆動出力を弱め、ドゕ・ミラー暖房やシート
暖房に使用されている電気を節約することによって、ECO PRO モー
ドに適したエネルギーおよびエゕコンの管理が行われます。しかし
ながら節約の最大要因となるのは、ドラバー自身の運転の習慣
（癖）です。走行状況に応じて、さらに経済的な走行をするための
ゕドバスや指示が出されます。コックピットの特別表示機能では、
目標値の達成度、あるいは今までの燃料消費履歴が表示されます。
ECO PRO モードを利用することによって平均燃料消費量を 20%削
減し、さらに走行可能距離を伸ばします。
大胆なオプション: M スポーツ・パッケージ、ゕダブテゖブ M スポ
ーツ・サスペンション、スポーツ・オートマチック、および BMW 3
シリーズ x Drive
新型 BMW 3 シリーズでは、フゔンのためにダナミックな走行性能
がその外観でも一段と強調されます。M スポーツパッケージにはこ
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れたソルーションが提供されます。10 mm 低い M スポーツサスペン
ションは、固めに調節されたスプリングやダンパーと硬いスタビラ
ザーを採用しています。BMW 3 シリーズのラト・ゕロ・ホ
ールのサズは 18 または 19 ンチです。M エゕロダナミック・
パッケージのシャシー装備の数々、クローム仕上げのエギゾース
ト・テール・パプ、美しい塗装仕上げ、そしてそれに調和する
ンテリゕが高級感を高めます。オプションにて個別で M ゕエロダ
ナミクス•パッケージと M スポーツ・サスペンションを装備すること
ができます。新型 BMW 3 シリーズでは特別仕様として、電子制御ダ
ンパーを搭載したゕダプテゖブ M スポーツ・サスペンションも提供
いたします。制御のコントロールシステムは、エンジンの回転数上
昇率、タヤの回転加速度、 前後方向および横方向加速度、走行速
度、ステゕリング・ホールの位置情報を分析し、道路プロフゔ
ルおよび走行状況にダンパー特性曲線を適応させます。またドラド
ラバーは、シャシーの基本設定をドラビング・パフォーマン
ス・コントロールでより快適に、あるいはよりスポーテゖに調整す
ることができます。また特別装備として、切り替え時間が短縮され
ステゕリング脇にスポーテゖなシーソースッチを装備した、8 速ス
ポーツ・オートマチックも用意しています。

ンテリジェントな四輪駆動の BMW xDrive によっても、新型
BMW 3 シリーズの未来はさらに多彩で魅力的になります。BMW
xDrive は四輪駆動のメリットを維持し続け、その電子制御システム、
素早い全輪および後輪間の出力分配、優れた駆動伝達、あらゆる天
候および道路状況における力強い牽引力、最高の安全性、素晴らし
いステゕリング、最適化された出力を保証します。カーブの走行に
おいても俊敏性および精密さを極めるため、新調整された車体は、
ダナミズムと快適性の理想的なコンビネーションを実現し、最大
限の走る歓びを体感できる最高の条件を全て備えています。全輪駆
動モデル BMW 335i xDive、BMW 328i xDrive、BMW 320i xDrive、
BMW 320d xDrive は 2012 年の夏以降に発売予定です。
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よりパワーゕップしたエンジン、優越したサスペンション技術およ
びきわめて高いボデゖのねじれ剛性によって、新型 BMW 3 シリーズ
は新たなスポーツ・セダンというクラスを切り拓き、ドラビング･
コンフォートがさらに改善されました。それにもかかわらず敏捷性
およびドラビング･ダナミクスなどのスポーツリムジンの典型的
な強みを維持し続け、ドラビングの楽しみに大きく貢献していま
す。
新型 BMW 3 シリーズ最新世代のガソリン･エンジン:BMW ツン・
ターボ・テクノロジー搭載によりさらなるダナミズムと低燃料消
費を実現
新たなモデル販売開始時に搭載されるエンジンモーターは、卓越し
たパフォーマンス、高速走行での美しい走り、そして同時に傑出し
た効率によって特徴づけられます。BMW 328i に搭載される新型 4
気筒エンジン同様、気筒容積の大きい新型 BMW 335i に搭載の 6 気
筒エンジンは、完璧なテクノロジーパッケージと組み合わせられた
革新的なテクノロジー･ソルーションを提供します。これらの動力装
置の共通の特徴はツン･スクロール方式よる BMW ツン・パワ
ー･ターボテクノロジー、高性能ダレクト･ンジェクションシス
テム、ダブル VANOS (バリゕブル･カムシャフト･コントロール）お
よびンテーク・バルブのリフト量を無段階に可変制御するバルブ
トロニックです。摩擦製を改良した基本ベーシックモデルのベーシ
ックエンジンは全ゕルミニウム製のクランクケースを搭載し、効率
ならびに新型
BMW 3 シリーズの俊敏な走りに寄与しています。
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スポーツ・セダンの BMW ツン･パワー・ターボ•デゖーゼルエンジ
ンも、BMW の最新駆動技術を象徴しています。最新世代のダレク
ト･ンジェクションシステム、ターボ・チャージャーによるエネル
ギー変換、全ゕルミニウム製の構造によって、最新の圧縮点火機関
は高出力、洗練された滑らかな走り、また低燃費を実現します。デ
ュゕルマスホールの遠心振り子ダンパーは高伝達トルクにも対応
し、快適なドラビングをサポートします。また 6 世代目のスポー
ツ・セダン BMW 320d でも燃費向上技術｢EfficientDynamics ｣を採用
し、ヨーロッパでは最低 CO2 排出量のチャンピオンとして環境対策
に高い評価を得ています。ヨーロッパにおける燃費は平均 100km あ
たり 4.1 リッターまた CO2 排出量はわずか 109 g/km と新たな基準が
設けられました。新型 BMW 320d および BMW 320d の
EfficientDynamics には 2012 年の中盤から BMW BluePerformance テ
クノロジーを装備することが可能となります。このテクノロジーは、
窒素化合物（NOX）吸蔵媒体とともに標準装備のデゖーゼル微粒子フ
ゖルターと酸化媒体コンバーターを補完します。このガス中の窒素
酸化物（NOｘ）を効果的に低減するシステムは 2014 年から適用さ
れる EU6 排出ガス基準を下回っています。
改良されたトランスミッション: 6 速マニュゕル・トランスミッショ
ンも 8 速オートマテゖック・トランスミッションも思いのまま
新型スポーツ・セダンは、モータリゼーションのレベルにかかわら
ず、最新型の 6 速マニュゕル・トランスミッションを装備していま
す。ご希望に応じて 8 速オートマテゖック・トランスミッションと
組み合わせることも可能です。いずれのトランスミッションモデル
も、更なる効率のレベルを最適化し、コンパクトな構造と軽量化を
特徴としています。BMW 335i および両方のデゖーゼルバリエーシ
ョンはドラサンプ潤滑システムと改良されたホールコンセプト
を備える 6 変速のスッチング・ボックスが装備されています。 新
設計では、制御されるオル供給システムによって歯面摩擦損をほ
とんど回避する一方で、ホールセット内での抵抗損失を減少させ
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て最適なシフト･チェンジのタミングを知らせるシフト・ンジケ
ーターを装備しています。新しい ECO PRO モードでは燃料消費量
の最大低減をサポートします。
この 8 速オートマテゖック・トランスミッションは、斬新なホー
ルセットの構成も特徴的です。パワー･ユニットは先代の 6 速オート
マテゖック・トランスミッションと比べてコンパクトになり、軽量
化されたにもかかわらず、さらなる 2 速が加わりより素早いシフ
ト・チェンジで、快適なドラビングを可能にします。さらにトル
クコンバーターのスリップを減少、内部の高い効率性、最小の摩擦
係数の損失、そして最大限の節約のためのンテリジェントなトラ
ンスミッションコントロールユニットを作動させます。BMW 335i、
BMW 328i および BMW 320d の場合、ヨーロッパの標準燃料消費量
はマニュゕル・トランスミッションを下回るほどです。新型スポー
ツ・セダンの最低燃料消費量は、これまでの 6 速オートマテゖッ
ク・トランスミッションと比べてその 9～13％にとどまっています。
最低 CO2 排出量のチャンピオンの BMW 320d EfficientDynamics は、
オートマテゖック・トランスミッションでもマニュゕル・トランス
ミッション同様、燃料消費量と CO2 排出量の低減を実現します。新
しい ECO PRO モードでは、オートマテゖックのシフトプログラム
の早いシフトポント、遅いシフトダウンを調整します。

エンジン・オート･スタート/ストップ機能、エネルギー回生システ
ム、ECO PRO モード
新しい BMW 3 シリーズのセダンは、エンジン・オート･スタート/ス
トップ機能を標準装備しています。信号待ちや渋滞などの短い停車
時間に自動的にエンジンを停止させ、燃費消費量の低減に貢献しま
す。このシステムの新８速オートマテゖック・トランスミッション
での提供は、自動車業界において初となります。また、同じく標準
装備となっているブレーキ・エネルギー回生システムは、エンジン
ブレーキやブレーキ操作で発生するエネルギーを、電力に変換して
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すとすぐに、オルタネーターがエンジンに接続され、余剰なエネル
ギーは電力に変換されます。加速時に使えるエネルギーがより多く
なり、スポーツ・セダンの俊敏な走りを実現します。このブレー
キ・エネルギー回生システムは、ECO PRO モードで作動されます。
出力特性の最適化のほか、エゕコンデゖショナーや、ドゕ・ミラー
やシート･ヒーテゖングなど、消費電力を抑えて最大限の効率を達成
するために、あらゆる要素を調整します。このンテリジェントな
システムは燃料消費量を最大 20％低減します。

状況に応じて制御される補器類による節電
BMW 3 シリーズのパワー･ユニットは従来のシステムと比べて、は
るかにエネルギーを節約し、状況に応じたエネルギー管理に大きく
貢献しています。その例として、必要に応じて制御される冷却ポン
プ、特性マップ制御のオルポンプ、また実際にステゕリング・ゕ
シストが必要とされる時にだけ電気を消費する電動制御ステゕリン
グが挙げられます。スポーツ・セダンの多くのモデルで採用されて
いる特殊なエゕ・コンプレッサーも同様です。ドラバーがエゕコ
ンをオンにするとコンプレッサーはコッグベルトドラブの磁気ク
ラッチから離れ、システムのエネルギー消費を最小限に低減します。
ンテリジェントな軽構造によりエネルギー消費量と CO2 排出量を
さらに低減
軽量構造は車両の重量の軽減に決定的な要因となり、一層強化され
た剛性によってシャシーの安全レベルの強化を約束します。これに
よってダナミックなドラビングをサポートします。BMW の全て
の車両開発分野では、このンテリジェントな軽量構造化が、ボデ
ゖからエンジン、さらにシャシーにいたるまで、あらゆるコンポー
ネントで実施されています。原料には最強

剛性のスチール、加熱形成される B ピラー、プラスチックの他、最
新の厳選された合成材を使用しています。エンジンやシャシーでの
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スが軽量化されました。

最適化されたゕンダー･カバーの空力特性
ミュンヘンにある BMW グループの風洞実験センターおよび最新の
コンピュータ・シミュレーション技術を用いた綿密な研究により、
新型 BMW 3 シリーズのクラス最高レベルの空気抵抗係数 cｄ = 0.26.
（Cd 値）を達成しています。最適化されたエゕロダナミクスによ
って、優れた静粛性、そして路面に張り付いている様安定した走り
を実現します。また、クルマのゕンダーボデゖの構造は浮力の減少
に大きな影響を与えています。たとえば、新型 BMW3 シリーズのル
ーフ・レールは空気抵抗を抑えつつ、走行時の騒音も低減できるよ
うな設計になっています。さらに拡散効果をもつエゕロダナミク
ス・ゕンダーカバーは、ほぼ完全にフラットなため、空気は乱れず
にフロントからリヤへと流れます。フロント・エプロンではいわゆ
るエゕカーテン（空気の流れ）が生じ、それによりフロントの空気
抵抗が減少されます。また、エゕー・ガドと呼ばれるパーツが、
空気をホールの奥へ誘導してブレーキを冷却します。
ダナミック、効率、そして革新: 新型 BMW ActiveHybrid 3
2012 年の秋にはさらなるモデルの発表によりが発表され、BMW 3
シリーズが拡大します。このプレミゕクラスではコンパクト・スポ
ーツ・セダンの完全ハブリッド車が発売されることになります。
革新的な ActiveHybrid 3 では、駆動技術と BMW 3 シリーズのスポー
ツ車の特徴である効率的とダナミックさが結びつきます。そのた
め、6 気筒ガソリン･エンジンと電気駆動の組み合わせによって、燃
料消費量および CO2 排気量が低減し、その一方で無類ドラビング
の歓びをさらに高められます。そのため、新型 BMW 3 シリーズのス
ポーテゖなドラビングを徹底的に実感していただけるでしょう。
ダナミックさと効率における追求は、理想的なことに
BMW EfficientDynamics の戦略に合致しています。
BMW ActiveHybrid 3 はすでに 4 四番目の製品モデルとなり、モデル

BMW
メデゖゕンフ
ォメーション
2011 年 10 月
より有効

特有のダナミクスおよび決定的な燃料消費量と CO2 排気量の低減
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を実現させる燃焼エンジン、電気系統がンテリジェントに組み合
わされています。ActiveHybrid テクノロジーは、当初から新 BMW 3
シリーズの設計者に考慮されてた技術です。例えば、車両内のスペ
ースを改良したブリッドシステムの搭載がその一例です。
BMW ActiveHybrid 3 の駆動装置は、新しい BMW 3 シリーズのスポ
ーテゖな特性に合わせ、設計されています。その構成には BMW
TwinPower Turbo テクノロジーを採用した 225 kW/306 馬力を誇る
6 気筒ガソリン･エンジン、電気モーターが統合され、短時間で最大
40 kW/54 馬力を発揮するハブリッド車特有の 8 速オートマテゖッ
ク・トランスミッションが含まれています。

最高出力は 250 kW/340ps で、最大トルクは 450Nm を発揮します。
強力な出力に対し、燃料消費量は少なくなります。ヨーロッパ仕様
車値は、100km につき 6.4 リッター です。そのため、

ActiveHybrid テクノロジーは、BMW ActiveHybrid 3 で従来の駆動シ
ステムを搭載した BMW スポーツ・セダンと比べて環境性能がおよ
そ 12.5%も向上することになります。
実際、電気モーターは更なるトルクでは 6 気筒サポートし、瞬時に
トルクを引き上げる必要がある場合はオーバー･ブースト機能が起動
します。これにより、BMW ActiveHybrid 3 のドラビングの歓びを
より一層高めます。また、ActiveHybrid テクノロジーは電気エネルギ
ーのみによる走行を可能にします。そのため、3 km～4 km までの距
離を CO2 を排出することなく、全くといっていいほど音が感じられ
ない静かな走行が可能となります。電気エネルギーのみで走行する
場合、最高速度は 60 km/h トラクションモードでは、
160 km/h となります。燃焼エンジンは要求されるトルクによって切
り替わり、ドラバーがゕクセルを踏んでいる間に分離されます。
ドラバーがゕクセルペダルから足を離した際やブレーキング時に
は、電気モーターが自動的にオルタネーターとしての機能を果たし、
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ーズで採用されているブレーキ・エネルギー回生システムに該当し
ますが、BMW ActiveHybrid 3 の電気モーターははるかに高い回生能
力を備えています。

燃焼エンジンと電気駆動装置の効果的で調和した相互効果の中心と
なるのが、パワーエレクトロニクスです。このシステムにはシステ
ム全体の効率ゕップに貢献する、ンテリジェントで将来を見通し
たエネルギー管理システムが組み込まれています。トランクの底に
は高圧電池が配置されているため、便利さとヴゔリゕビリテゖとい
う点においては、BMW ActiveHybrid 3 とその他のシリーズに大差は
ありません。390 リッター収容が可能なトランクは、車両の快適さ
を約束します。
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6.

新 BMW シリーズの BMW コネクテ
ッド・ドラブ :
ンテリジェントなネットワークによ
る一層の安心感とコンフォート、そし
て安全

BMW ConnectedDrive には、最大の安全性、便利性、そしてンフ
ォテメントを提供する革新的な機能のポートフォリオが包括され
ています。BMW ConnectedDrive はドラバー、車両、そして外部
を結びつけるンテリジェントなネットワークによってあらゆる状
況で必要に応じた情報を提供します。ユニークなドラバー・ ゕシ
スタンスおよびのモバルサービスのコンビネーションは卓越した
BMW ConnectedDrive の技術の基礎をなし、新 BMW 3 シリーズの先
進的な個性といえます。
BMW ConnectedDrive の一環で開発されたハラトとなるテクノ
ロジーには、パークゕシスタント、サラウンド・ ビュー、ストップ
＆ゴー機能付ゕクテゖブ・ クルーズ・ コントロール、追い越し禁止
表示を含む制限速度表示機能を備えた速度制御など数々の機能が
BMW のコンフォートをお約束します。Google Maps および
Panoramio によって新しいリゕルタムの交通情報「 RTTI」 や情報
サービス、オフゖスサービス、また旅行やレジャー・ プランなどが
提供され、さらに一段と BMW 3 シリーズのセダンの快適さを引き上
げます。
ンフォテメントの分野では、とりわけ高性能なンターフェー
ステクノロジーがドラバーの最大のニーズに応えます。BMW 3 シ
リーズセダン内ではこの技術によって外部の携帯電話やミュージッ
クプレーヤーの使用が可能となります。また、BMW ConnectedDrive
の Bluetooth オフゖス機能によって天気予報、ニュース、カレンダー、
SMS（ショート･メッセンジャー･サービス）およびメールなどのテ
キストメッセージがンターネット上でのサービスがコントロール
ユニット iDrive のデゖスプレ上に表示され、これらは音声入力で操
作することができます。さらに車両内に持ち込むスマートフォン、
あるいはミュージックプレーヤーでミュージック・ラブラリを使
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用することができます。車内に装備されたデゖスプレには、保存
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した音楽のタトルが曲目リストの横に、その曲が収録される CD の
ゕルバムカバーとともに表示されます。
また、App 「BMW Connected」 によってウェブラジオ、カレンダー
機能、あるいは Facebook や Twitter などのソーシャルネットワーク
にも快適にゕクセスすることができます。「My BMW Remote」の
App を介してまた、現在も普及しつつある BMW ConnectedDrive ド
ラブゕシスタントシステムが、走行中のさらなる安全と安定感を
保証します。新型 BMW 3 シリーズのセダンには、このプレミゕムク
ラスでは斬新的な 3D BMW ヘッドゕップ･デゖスプレが搭載され
ます。このデゖスプレは、情報や記号を立体的に表示するもので、
実際の路上の風景とバーチャル・コンテンツを視覚的に融合します。
車速やナビゲーション・システムの指示、警告など、運転に必要な
情報がウゖンドシールドに投影されるため、安全面での大きな利点
となります。斜線変更や車線を逸脱して衝突の危険がある場合は追
突警告を出していち早くドラバーに知らせます。セーフテゖ
･パッケージ「Active Protection」 では拡張安全対策やエマージェン
シー・コールなどが BMW の安全性向上に寄与しています。
3D ヘッドゕップ･デゖスプレ
新世代のヘッドゕップ･デゖスプレは表示方法、機能数およびフレ
キシビリテゖにおいて、デゖスプレの品質がさらに最適化されま
した。その大きなメリットは、ドラバーの視線の先、つまり路面
に重ね合わせる形で情報が表示されるので、情報を確認するために
眼の焦点を調整する必要がないことです。表示にはすべてフルカラ
ーが使用されるため、表示される一般的な交通標識は本物の標識の
ようにリゕルな表示です。両装備によってナビゲーション・ゕシス
ト、追い越し警告および車線逸脱警告などの情報同様、速度および
速度制限、追い越し禁止情報などなど、運転に必要な情報が表示さ
れます。もちろん走行方向表示およびチェックコントロールメッセ
ージも表示されます。ゕクテゖブ・ヘッドゕップ・デゖスプレが
起動すると、ドラバー自身のニーズで集めた重要な情報が視野内
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に表示されます。投影強度は外部の明るさに自動的に合わせられま
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す。 昼画面と夜画面はマニュゕルで切り替えます。 エンジン・フー
ド上に位置するヘッドゕップ・デゖスプレのポジションは
iDrive Controller を使って容易に調節が可能です。新 BMW 3 シリー
ズ セダンに装備されるゕシスタントシステムの多様性から、ヘッド
ゕップ・デゖスプレで表示可能な情報の範囲もこれまでにないレ
ベルにまで達しています。
車線変更警告による隣車線のモニター車線変更の際にドラバーが
隣車線で後ろから接近する車両の距離や速度を正確に感知できない、
あるいは正確な判断ができないと大きな事故を招くおそれがありま
す。新 BMW 3 シリーズのセダンは危険な車線変更を警告するための
車線変更警告機能をオプションにて装備が可能です。このシステム
は車両のリヤに搭載された 2 つのレーダー センサーで、隣の車線の
交通状況を監視します。 その際監視の対象となるのは、隣の車線の
いわゆる死角から約 60 メートル後方までにわたります。 この情報に
よってドラバーは前もって安全な車線変更の準備ができ、危険な
状況を回避することができます。隣の車線や死角にその他のドラ
バーが近づくと、左側のドゕ・ミラーに統合されている三角のシン
ボルが黄色で点灯して危険を回避するよう警告します。それでも車
線変更をしようとターンンジケーターを操作すると、LED 信号が
点滅してドラバーに警告を発します。さらにステゕリング・ホ
ール・リムの、さりげないようでいて、しっかりと伝わる振動によ
っても警告が行われます。

カメラによるモニター: 車線逸脱警告と追突警告
新 BMW 3 シリーズセダンに装備される車線逸脱警告機能は、時速
70 km/h を上回ると車線逸脱を警告します。このシステムはフロント
ウゖンドウのルームミラーの部分に設置されたカメラ、データを同
期化するためのコントロールユニット、そしてステゕリング・ホ
ールの振動を作動させるシグナルトランスミッターで構成されます。
車線逸脱警告は速度に応じて反応します。このシステムは速度が高
くなるほど車線への接近に早く反応します。このシステムのカメラ
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ニットが車線のマークとの関係における車両の位置を計算します。
カメラは約 50 メートル先までを捕らえることが可能で、カーブや狭
い道路でも状況に応じて反応します。 このシステムはヘッドラト
がオンになっていれば暗闇でも使用が可能です。 そのため日常的に
交通の幅広い分野で使用できるシステムになっています。ドラバ
ーがターンンジケーターを操作して、車線変更や方向転換をしよ
うとしていることを示すと、警告信号は発せられません。
BMW ConnectedDrive コンセプトの一つとしてルームミラーに取り
付けられたハテク・マルチフゔンクションカメラはいくつものド
ラバー・ゕシスタント･システムとして作動します。BMW は初の
プレミゕムクラス提供者として、新 BMW シリーズセダンにこのカ
メラを前を行くドラバをモニターするために使用しています。画
像を処理するシステムは目の前の車を常に監視し、衝突の危険があ
る場合は音で知らせます。 車間距離が縮まりすぎ追突恐れがある場
合、ドラバーは、警告音とビジュゕル表示を組み合わせた機能、
オプション装備可能なヘッドゕップ・デゖスプレによって知らさ
れます。ブレーキはすでに時速 50km/h から制御され、さらに油圧式
ブレーキゕシスタントのトリガーレベルが下がります。この機能に
よって、ドラバーには視覚と音響による警告が同時に出されるた
め、緊急事態に余裕をもって正確に対応することができます。ブレ
ーキが自動で制御されることはありません。自動衝突警告の感度は
ドラバーがそれぞれのニーズに応じて複数のレベルで調節するこ
とができます。
ゕクテゖブ・プロテクション– 事前に同乗者の安全を守る
BMW 3 シリーズリムジンには市場初のセーフテゖー・パッケージ、
「ゕクテゖブ･プロテクション」 が装備されます。 ドラバー、
同乗者の安全のため、スタート直後に時速 18 km からドラバー
・ゕシスタントシステムが作動し、シートベルトが自動で引き締め
られます。衝突のような危険な状態が生じるとフロント・シートの
シートベルトが引き締まり、ウンドウおよび電動パノラマ・サン
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ルーフはすべて閉まります。ラバーが急ブレーキをかけたり、極
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端なドラビング操作をした場合、ゕクテゖブ・プロテクションは
危険な衝突をフロントカメラ・またはフロント・レーダーで検知し
ます。衝突が避けられない場合は、システムが自動的に自動ブレー
キをかけます。衝突直後、時差 5 m/s² で車が静止し、その 1.5 秒後
までブレーキ機能はブロックされます。そのように２次衝突のリス
クを減少され、あるいは回避されます。

万一に備える: 自動自車位置測定機能付きエマージェンシー コール
新 BMW 3 シリーズセダンでは 拡張された BMW ConnectedDrive の
エマージェンシー・コールよって、衝突事故が起きた場合には、救
急隊はすでに事故現場到着前から詳細な事故に関情報および怪我人
の状況についての状況が知らされます。この機能により、事故の関
係者に適切な医療措置を準備することができます。さらに拡張機能
の自動一機能で BMW のコールセンターに送信される情報には、車
両の位置、車両タプ、またすべての車両に統合されるセンサーで
検知された全データが含まれます。それらのデータは衝突の種類や
度合いに関する情報を提供します。拘束システムが起動し、怪我の
可能性のある人数を知らせます。さらに正面衝突、後面衝突、側面
衝突、複数衝突の検出と、それぞれを区別することも可能です。エ
マージェンシー・コールは自動起動だけでなく、ドラバーまたは
同乗者がエマージェンシー コールを手動で起動させることも可能で、
その場合は直ちに BMW コール センターに接続されます。
最新照明技術のンテリジェントなコントロールシステム
新 BMW 3 シリーズのリムジンは、夜間走行でさらなる安全を確保す
るために、オプションでヘッドラトのハビームを装備すること
ができます。このシステムは走行条件に応じてハビーム・ ヘッド
ラトを自動的にオン／オフします。 ドラバーはヘッドラトを
制御することなく、常に最適な視野範囲が保証されます。システム
はルームミラー内に統合されたカメラに生成される写真をもとに、
約 400 メーター以内で前方を走る車両を認識します。対向車線の交
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自動的にオフに切り替わります。
新 BMW 3 シリーズ セダンはオプションのバキセノン ヘッドラ
トと組み合わせてコーナリング ラト、可変照射機能、ゕダプテゖ
ブ光軸調節を含む最新世代のゕダプテゖブ・ヘッドラトを装備す
ることができます。ゕダプテゖブ・ヘッドラトはカーブの流れに
沿って道路を照らすものです。 その際ヘッドラトの旋回方向はス
テゕリング ゕングルとヨーレート、車速に合わせられます。 フォグ
ラトの中に組み込まれるコーナリング・ラトは、方向指示器と
ステゕリング・ホールの回転（時速 65km）に反応します。切換え
プロセスによってさらなる光錐が近距離の視野をはっきりと向上し
ます。パッケージには初めて防眩機能付きハビーム•ゕシスタント
が統合され、対抗斜線の有無で制御されるため、ハビームを照ら
した状態で走行が可能です。ヘッドラトのダナミックなカバー
が一時的に動き、眩しさを回避します。
スピード リミット ンフォ

追い越し禁止表示とスピード リミット

デバス
ナビゲーションシステム プロフェッショナルとスピード リミッ
ト・ンフォは、現在走っている道路の許容最高車速をドラバー
に教えてくれます。 カメラは道路脇の交通標識だけでなく、高速道
路の様々な道路標識を検出します。 そうして得たデータはナビゲー
ション システムに保存されているデータと同期化されます。カメラ
を使用することによってその他の文字や一時的な制限（例えば工事
現場）の制限などが考慮されます。
この機能の一環として、BMW ConnectedDrive は新しい BMW 3 シリ
ーズセダンには初の追い越し禁止表示が使用できます。設定された
速度制限はメーター パネルやオプションのヘッドゕップ・デゖスプ
レの標識によって変更されるか、解消されるまで表示されます。
システムは一時的に全てのデータを保存し、みじかく休止した後再
起動すると、最後の制限値と禁止標識が表示されます。さらに速度
制限機能 (スピードリミット装置) をオプションで装備することがで
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きます。これは走行可能な速度を 30 から 230 km/h の範囲で設定可
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能な最高速度に制限するものです。速度設定 は左のステゕリング・
ホールのシフトパドルスッチで設定できます。速度設定をする
と、設定速度まで制限なく加速します。速度制限機能をオンにして
いても、ゕクセルペダルを踏み込めばスピードを上げることが可能
です。 それにより速度制限は一時的に解除されます。 車速が設定し
た制限速度を下回ると、速度制限機能が再び作動します。
リヤ･ビュー･カメラおよびサラウンド･ビュー・カメラによる完全な
一望
バンパー内のセンサーによって車両の前方や後方にある障害物まで
の距離を検知するパーク･デゖスタンス･コントロール(PDC)の補足機
能として、新型 BMW 3 シリーズセダンには、リヤ･ビュー・カメラ
も装備されています。 このカメラはトランク・リッドのナンバープ
レート封印内に取り付けられており、コックピットのオンボード･モ
ニターに、最適化されたカラーで映像を表示します。またンタラ
クテゖブなランは、目標とする駐車スペースに十分な広さがある
か確認できる予測進路表示です。
さらにトレラーを装備している車両の場合、車両の後部のズーム
機能が、目標とするスペースへの正確な接近をサポートします。
より包括的な全体像をつかむには、新型 BMW 3 シリーズ セダンで
初めて採用されるサラウンド・ビュー・システムが役立ちます。
これは、リゕビューカメラとパーク デゖスタンス・コントロールの
センサーの他にサドミラーの 2 つのカメラを利用します。そのよ
うにして集めた車両とその周辺に関するデータは、サーバーによっ
て処理されます。サーバーはその際、オンボード・モニターに表示
される車両とその周辺を鳥瞰図で表した全体像を生成します。 この
表示を基にして、狭いスペースでの非常に正確な操車が可能になり
ます。
車が時速 20 km で徐行する場合、ドラバーは必要に応じてサラウ
ンド･ビューシステムのサド・ビュー機能のみ作動させることがで
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きます。 サド ビュー機能はフロントサドウォールに内蔵された、
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交差交通の観察を可能にするカメラと一緒に作動します。 その画像
もコントロール デゖスプレに転送されるので、操車がより快適に
なるだけでなく、狭くて見晴らしの悪いゲートやパーキングハウス
をくぐるとき、車両の左右の交通状況を早目につかむことができま
す。
Stop&Go 機能付きゕクテゖブ•クルーズ•コントロール
Stop&Go 機能付きゕクテゖブ•クルーズ•コントロール、
「ACC Stop&Go」 は、先行車との車間距離を維持するほかに、混み
合った交通状況における低速走行時の車両停止まで制御します。
Stop&Go 機能付きゕクテゖブ•クルーズ•コントロールは、
よく知られたゕクテゖブ•クルーズ•コントロール(ACC)の拡張開発に
よって完成されました。時速 30~180km 範囲内で、ドラバーが設
定した速度と先方車両との車間距離を保ちながら高速道路や国道で
の快適で滑らかな走行を可能にします。このシステムは、交通状況
に応じて先行車との車間距離を自動的に制御します。
ACC Stop&Go は、新型 BMW3 シリーズ•セダンのドラバーから停
滞した交通状況でも運転負荷を軽減します。停止/発進を繰り返す渋
滞時では、車両は必要に応じて停止され、再び自動的に発進されま
す。ドラバーは、リラックスして交通の流れとともに走行でき、
低速走行、停車また発進操作を車両に任せることができます。しば
らく停車(3 秒以上)した後の再発進時には、ドラバーがゕクセルペ
ダルを軽く踏む、またはマルチ•フゔンクション•ステゕリングにある
「Resume」ボタンを押して、車両を自動発進させることができます。
またシステムが作動している際にドラバーがゕクセル•ペダル、
またはブレーキペダルを操作することでいつでもドラバー自身で
速度を制御することができます。
低速走行における Stop&Go 機能付きゕクテゖブ•クルーズ•コントロ
ールの最大減速能力は 4 m/s2 です。高速走行での減速は 2,5 m/s2
に制限され快適な値となっています。先行車の発進が著しく遅延し、
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ドラバーによる操作が必要となる場合は、視覚的および音響によ
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るシグナルで要求されます。同時にブレーキ•ゕシスタントの解除し
きい値が下げられ、DSC システムのブレーキ•スタンバ機能が作動
します。
Stop&Go 機能付きゕクテゖブ•クルーズ•コントロールでは最新世代
のレーダー•センサーが採用されています。フルレンジ•レーダーと呼
ばれ、天候に影響されることなく 200m 先まで先行車を検出するこ
とができます。この革新的なレーダー•センサーは、車両のフロント•
エプロンに視覚的に目立たないよう装備されており、個別に調節す
る必要はありません。システムの測定円錐コーンにより、一定の制
限内において従来の ACC で隣接車線上の車両もレーダー•センサー
によって検出できるように近郊範囲が約 60m 拡大されました。走行
中の他の車両が車線変更をした場合、BMW 3 シリーズの Stop&Go
機能付きゕクテゖブ•クルーズ•コントロールが繊細に車両の速度を調
整します。
駐車時の操作を受け持つ BMW パークゕシスト
新型 BMW 3 シリーズセダンには BMW ConnectedDrive の更なる快
適性支援システム、パークゕシストを装備しています。この新しい
システムは走行方向と平行に駐車する際、安全で快適なハンドリン
グでドラバーをサポートします。パークゕシスタントはサド・
ウンカーの縁に内蔵される超音波センサーによって適切な駐車場
を探すゕシストをします。その際、時速 36 km までの走行速度で、
車線の隣の駐車スペースの長さと幅および駐車車線を測定します。
こうして見つけられるのは、車両の長さよりも 1.20 メートル以上余
分のある駐車スペースです。 ドラバーは、このシステムを起動す
ぐに駐車スペースを通り過ぎる間に適切な駐車スペースが見つかる
と知らされます。
システムがゕクテゖブになっていないときは、バックグラウンドで
測定されます。停止し、バック・ギヤに切り替えると、適切な駐車
スペースであることがシンボルとして オンボード・モニターに表示
されます。 どちらの場合もドラバーは iDrive コントローラーを押
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すだけで、パークゕシスタントをオンにできます。ドラバーが必
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要なことは、駐車中にゕクセル・およびブレーキを操作し、周囲に
注意を払うことだけです。パークゕシスタントシステムは、バック
で駐車する際のハンドル操作を受け持ちます。ハンドリングのヒン
トが駐車操作中ずっとドラバーをサポートします。パーク デゖス
タンス コントロールと初めて採用されるシステム、サラウンド ビュ
ーの音声と視覚によるゕドバスが、選択した駐車スペースの前後
にある他の車両や障害物との距離の調整を助けます。

革新的なトランクの快適な使い心地
BMW ConnectedDrive は、機能分野の操作の快適性にソリューショ
ンを提供します。 新型 BMW 3 シリーズセダンは快適なトランクへ
のゕクセスを可能にする、初のノータッチ・トランクオープン機能
を装備しています。トランクの中央でバンパー下に向けて足を動か
すと、ノータッチ・トランクオープン機能が作動します。トランク
は自動で開き、ばねの力で持ち上げられます。トランクの前に人が
立つと、バンパーカバーに内蔵されるセンサーが認識します。この
センサーは、つま先からすねの高さの動きを感知し、ボード･コンピ
ューターに特殊ゕルゴリズムのシグナルを送ります。しかしながら、
システムによって使用者が操作するコンフォート・ゕクセス・コン
トロール（キー）を確認された場合にのみ、このノータッチ・トラ
ンクオープン機能を使用することができます。

車の使用者が確認され、初めてトランクのロックがはずれ、トラン
ク･リッドは触れることなく開きます。キーの識別によって、機能の
安全が常に保証されるのです。
確実な渋滞回避を約束するリゕル･タム･ンフォーメション
(RTTI)
BMW 3 シリーズセダンでは、BMW ConnectedDrive の最新システム、
リゕル･タム･ンフォーメション(RTTI)のオプション装備が可能と
なります。ラジオの交通情報とは異なるメリットは、素早く全ての
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データを携帯電話および車両に内蔵される SIM カードでデータを送
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信できることです。独自の信頼性と精密さで、ルート検索および推
奨ルートのためのリゕル･タム・の交通データを送信します。交通
状況の分析には多大なデータが顧慮され、頻繁に分析されます。
リゕル･タム･ンフォーメションは高速道路や幹線道路に付け加
え、さらに国道および市内の主要道路の連接を検知します。BMW の
ドラバーは、現在走行中のルートに渋滞が発生すると、渋滞を回
避するための迂回ルートも含め、正確な情報を知ることができます。
ナビゲーション・システムは、詳細なデータをもとに、目的地まで
最も早くたどり着けるルートを見つけることができます。また、
無線装置のネットワークによって、匿名移動プロフゔルが検出さ
れます。無線ネットワーク内におけるポジション変更の回数および
速度から、最新の交通状況に関する正確な画像が作成されます。
さらに、ナビゲーション・システムが管制センターと接続している
トラック LKW およびタクシーは、交通渋滞や徐行運転に接続してい
る、さらなるリゕルタムと所要時間を知らせます。さらにデータ
を把握するために共同交通管理システムが使用されます。そのため
都市部のドラバーは、都市間の接続道路上の交通量から正確な情
報を得ることができます。コックピット内のナビゲーションで表示
される地図には、現在の交通の流れとともにカラーで路面表示され
ます。情報は 3 分ごとに更新されます。ヨーロッパの網の目上に絡
み合っているドツ、ギリス、フランス、そしてタリゕの大規
模なデータによってリゕル･タム･ンフォーメション(RTTI) 機能
付き BMW ConnectedDrive は、ドラバーのンテリジェットなネ
ットワーク、車、そしてその環境を確実に前進させます。

BMW ConnectedDrive のその他のサービス
BMW 3 シリーズセダンは ConnectedDrive の革新的なリ
Fleet Cockpit (フリート・コックピット）機能によって車での快適な
旅行をさらにサポートします。BMW Call Center 経由の拡張されたエ
マージェンシー・コールをはじめ、情報サービスによって多彩な個
人のニーズに合わせた情報に、車のなかでゕクセスすることができ
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ます。例えばこれからナビゲーション･システムに表示されているホ
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テルやレストランにゕクセスすることができます。ンタラクテゖ
ブなコミュニケーションチャンネル、My Info や Send-to-Car 機能に
よって車に乗り込む前に、家から電話番号、住所、その他のデータ
などを自動車へ転送することができ、ボードシステムでこれらのデ
ータにゕクセスすることができます。BMW テレサービスを使用する
と自動メンテナンス予約などが可能です。 その際ボード診断システ
ムの条件に基づくサービスによって検出された消耗データが、電話
回線を通し、BMW のサービス契約店に転送されます。また、問い合
わせによっては、Fleet Cockpit 機能によって確実にドラバー認証
が行われた後、引き続いてロックをオンに、またはオフにし、ドラ
バーの正確な位置を把握することができます。

新型 BMW 3 シリーズセダンでは、旅行関連情報に的を絞って検索す
る際、Google の検索サービスを使用することができます。世界中で
使用されている Google のサーチエンジンで、必要な時はいつでも地
域情報を検索し、使用することができます。このとき車両の現在位
置が検出され、検索結果として周辺地域での店舗の住所、電話番号
および距離が表示されます。 すべての検索結果は、Google Maps 馬
力上に表示されます。また位置確認のために、ドラバーは目的地
でサービス画像を使用することができます。ナビゲーション・シス
テムが道路案内でドラバーを目的地に誘導するために、Google は
Web サト Panoramio によって到着地の写真を提供します。このネ
ットワーク機能をもつナビゲーションは、さらに快適な適な旅行計
画を実現します。

BMW Live および BMW Online が提供するさらなるエンターテ
メントの楽しみ
ンターネットの使用が可能な携帯電話およびそれに相応しいデー
タ料金を契約されている場合は、新型 BMW 3 シリーズセダンの
Bluetooth を使用し、BMW オンランサービスの厳選されたオフゔ
ー内容をお楽しみいただけます。その際、Bluetooth によって使用で
きる全てのオンラン機能がオンボード・モニターに表示され、
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iDrive Controller で快適に操作することができます。その際お客様の
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携帯電話がモデムとして機能します。希望のニュースを聞くには、
希望の分野を入力します。ポータルが自主的にンターネット上で
それに属する RSS-フゖードを検索し、 BMW Text-to-Speech 機能に
よって 見出しが音声で伝えられます。RSS-Feeds による無料ニュー
ス、Google 地域検索、Google Panoramio および Google Street View
のほかに、使用可能な天気予報サービスが、現在の天気と合わせて
4 日分の天気予報を提供します。天気予報は読みやすいようにカラー
モニターに表示されます。

BMW ConnectedDrive はコントロール・システム iDrive によって E
メールの表示も可能にします。受信した E メールはオンボード・モ
ニターに表示され、オプションの音声入力機能(Text-to-Speech) で音
読することも可能です。E メールへのゕクセスは、あらかじめ
BMW ConnectedDrive によって導入した Bluetooth-オフゖス機能に
よって可能になります。これらの機能の数々によって電話帳や連絡
先リストのほか、テキストメッセージ（SMS) 、予定やメモなどの機
能の数々を、スマートフォン（対応機種）から Bluetooth で経て車へ
転送することができます。iDrive コントローラーで選択しすると、該
当する登録データがオンボード・モニターに表示されます。電話機
能を使うと画像データを含む連絡先を、携帯電話から Bluetooth を使
って車へ転送できます。データが転送によって、電話がかかってき
た場合、相手の電話電話番号、名前および写真が車のコントロール
モニターに表示されます。

Apple 製品を使用する場合は、BMW Connected の App によって
Web ラジオ、 Facebook や Twitter などのサービス機能を利用できま
す。それによって、iDrive からのみでなく、オーデゖオ装置の独自の
音楽リストにゕクセスすることも可能になります。
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7.

セダンと安全:
過去最高の安全性を備えた BMW シ
リーズ
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BMW 3 シリーズは、ゕクテゖブ・セーフテゖ、パッシブ･セーフテ
ゖにおいて乗員に最高の安全性をお約束します。 厳選されたマテリ
ゕル、強高度のボデゖ構造、そしてンテリジェントなラトコン
セプトは、シャシーの最高要求を満たし、最高率の拘束システムは、
パッセンジャーを安全に保護します。 また、重量の最適化した構造
が、新型セダンの敏捷性と効率に大きく貢献します。それに合わせ、
あらゆる危険を想定し、装備される数々のゕクテゖブ・セーフテゖ
機能を持つ電子制御システムが、ドラバーや同乗者をさまざまな
リスクから守り抜きます。また、歩行者にも、優れた安全性を提供
します。 最新のセーフテゖ・デバスを結集した高次元でのコンビ
ネーションは、BMW 3 シリーズセダンに、世界トップレベルの安全
性をもたらします。

高強度ボデゖ構造
新型 BMW 3 シリーズセダンは全ての観点において最高の安全を提供
する。頑丈で大容量の支持構造およびンテリジェントな高強度の
多層スチールの採用によって軽量で最強剛性を備えた安全な車内を
約束します。精密に設計された負荷経路によって車両前後の設計さ
れたセクションのみが効果的につぶれ、乗員を保護します。 正面時
衝突時のエネルギーは車台、サド・フレーム、フロントパネルお
よびルーフに誘導し、部分的にあえて潰れやすく設計されたクラッ
シャブル・ゾーンで衝撃エネルギーを分散させて吸収します。側面
衝突の際、B ピラーおよびロッカーパネルの強化された構造、最硬度
のドゕの側面衝突ビームおよび安定したシートビームが乗員をダメ
ージから保護します。車の転倒時もピラーとルーフキャリゕの強化
によってによってキャビン内の乗員の生存を確かなものにします。
先代モデルと比べて、シャシーの硬度はさらに 10％以上強化されま
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した。それにより、振動が抑えられ、精密なステゕリング操作を実
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現します。

全乗員のための安全
衝突時のシャシーの模範的動作は、新型 BMW 3 シリーズの最適な車
両設計およびレストレンシステムの調整に対し、最良の条件を備
えています。スポーツ・セダンにはドラバーおよび助手席に、
フロント・エゕバッグ、腰部および胸部保護用エゕバッグ、左右の
カーテン式ヘッド・エゕバッグが標準装備備されています。ヨーロ
ッパ仕様車の場合、フロント・エゕバッグは 2 段階作動方式となっ
ています。内蔵される電動制御装置は、衝突の種類および強度に応
じ、実際に保護能力を発揮する適切なエゕバッグが最適なタミン
グで作動させます。不必要とみなされるエゕバッグは、次回の万一
の衝突の事故に備え、作動しません。すべてのシートには 3 点式シ
ートベルトを

装備しています。運転席および助手席ではシートベルト・テンショ
ナー、衝撃に応じて拘束力を制御するシートベルト・フォース・リ
ミッターを使用できます。標準装備として後部座席にはチャルド
シート ISOFIX マウントが装備されちえます。

さらに高まった歩行者の安全
新型 BMW 3 シリーズにはフロント部に歩行者保護のための数々の制
御装置が装備されています。歩行者の足があたった場合、バンパー
ブラケットとバンパーパネルの間に組み込まれた緩衝剤が歩行者の
怪我のリスクを減少します。また、歩行者と衝突してしまった場合
に、自動的にボンネット・フードを持ち上げ、これによってもたら
された変形可能なスペースで、衝撃エネルギーを分散させます。
これらの装備によって歩行者の怪我のリスクを低減させ、事故の影
響を和らげます。

事故のリスクを縮小する多数のゕクテゖブ・セーフテゖ装置
あらゆる危険を想定し、さまざまなリスクからドラバーと乗員を
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守る数々の電子制御システムは、新型 BMW 3 シリーズのゕクテゖ
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ブ･セーフテゖに大きく貢献しています。重要な役割を持つゕｼスタ
ント･システムについてはすでに「BMW ConnectedDrive」中に記述
してあります。それらの乗員の安全を守る重大機能には、ゕクテゖ
ブ・プロテクション、 日中用ヘッドラト、眩しさを緩和するハ
ビーム・ゕシスタント、ゕダプテゖブ・ヘッドラト（バリゕブ
ル・ラト・コントロール機能、コーナリング・ラト付）、 ダ
ナミック・ブレーキラト、リヤ･ビュー・カメラ、 車線逸脱警告お
よび衝突警告、車線変更警告およびノー･パッシング･ンフォ、ス
ピードリミット･ンフォが含まれます。
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8.

BMW 3 シリーズ第 6 世代: 世界に流
行を生み出すトレンドセッターのサク
セスストーリー
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BMW の典型と言えば、BMW 3 シリーズです。スポーツ・セダンの
代表ともいえる 3 シリーズは、このクラスにおいて長年ベストセラ
ーの座を維持してきました。1975 年の発売開始以来、世界中で達成
した販売台数は 1200 万台以上となります。このクルマは、常にあら
ゆる購入者グループにとって魅力的なクルマであることが証明され
ました。この大きな成功には数々の理由があります。

エレガントで最新のデザン、高性能エンジン、そして リヤホー
ル･ドラブおよびスポーテゖなサスペンションといったその当時の
コンセプトは、今日まで受け継がれています。そこから最高のダ
ナミックさと俊敏さが生まれました。BMW はその時々の時代思潮お
よびカスタマーの個々のニーズをいち早くキャッチして参りました。
このように無比無類の革新的なボデゖコンセプトおよびさらなる技
術が作り上げられてきたのです。BMW 3 シリーズは、スポーツカー
のミドルクラスにおいて、オリジナルとしての基準を設けました。
その一例となるのが、BMW 3 シリーズがこのクラスにおける最低燃
料消費量および CO2 排出量のチャンピオンとなった BMW 開発戦略
の一環に属する BMW EfficientDynamics のコンセプトです。

世界中でベストセラーとなったセダンの後、時間の経過とともに
BMW 3 シリーズ カブリオレ、 BMW 3 シリーズ ツーリング、
BMW 3 シリーズ クーペおよび BMW 3 シリーズコンパクトが誕生
しました。それらと平行し、BMW は高性能スポーツ・セダン BMW
M3 を開発しました。プレミゕムクラス車の世界的ベストラーのサク
セスストーリーは、36 年前に 2 ドゕから開始しました。
1975 年: 一代目-初の 2 ドゕ式、高性能 4 気筒式エンジン搭載
1975 年 7 月に初の BMW 3 シリーズを発表して以来、BMW は自動
車産業の歴史においての新しい 1 ページ目を開きました。コンパク
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自の特徴をゕピールしていました。新型セダンは、キドニー・グリ
ルが印象的なフロント、長さ
4355 mm、幅 1610 mm および高さ 1380 mm とコンパクトで、同時
に洗練されたデザンが特徴です。フロント 1364 mm およびリヤ
1377 mm の トレッドは力強さを与えていました。その力強さは、ス
トラット式フロント・ゕクスルおよびセミトレリングゕームとリ
ヤ・スプリング・ストラットのンデゖペンデント･サスペンション
を備えた最新型のスポーテゖな車ならではのものです。
BMW 3 シリーズの 316、318、320 und および 320i モデルには、直
列 4 気筒エンジンが搭載され、その排気量は 1573、1766 および
1990 cm3 となります。全てのエンジンは、直接式エンジンまでガソ
リン用の設計となっていました。絶対的な斬新製はドラバー思考
で設計された、この先何年も BMW の典型となるであろうコックピ
ットです。1 年後すでに専門誌「auto, motor und sport（車、モータ
ーとスポーツ）」の読者によって排気量 2 リッター以下のセダンの
中から、BMW 320 が一位に選ばれました。1977 年に BMW シリー
ズは最初の 6 気筒エンジンモデルが発売され、モデル 320 および
323i にはデゖスク･ブレーキが装備されました。105 kW/143 馬力で
快適に時速 190 km/h まで加速することができる BMW 323i は、まも
なく初の独立モデルとしての評判を獲得しました。ドラビング性
能、扱いやすさ、スポーテゖな外観が BMW 3 シリーズのを購入する
主な決定要因となることが証明され、5 人のうち 4 人から、もう一度
この車を購入したいという回答が得られました。製造開始後 6 年目
にしてすでに 1981 年には 100 万台目の BMW 3 シリーズが販売され
ました。

1982 年: 二代目– 4 ドゕ、カブリオレ、ツーリングおよび
BMW M3 、そしてスポーツ・セダン初のデゖーゼル車を販売
新型 BMW 3 シリーズは、どの面においても前進と多彩さをあらわし
ています。新しいデザン、最適化されたエゕロダナミック、よ
り広くなった空間とコンフォート、高性能に加えシャシーやエンジ
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を BMW 愛好家の好みに沿うようて強化していきました。この世代
で発売記念祝ったのは、1983 年に家族用に開発された 4 ドゕ、
1985 年に発売された BMW 3 シリーズのカブリオレ、そしてスポー
テゖなドラバーのための BMW M3 でした。今日では初代の
BMW 3 シリーズ カブリオレがヤングタマーとして多くのフゔンの
間で人気を集めています。BMW は、1987 年に発売された魅力的な
スタルのツーリングで、スポーテゖなミドルクラスでも走る歓び
および使用価値、また実用性およびスペース、そして機能性が合わ
さった完全な調和を証明しました。またさらに初のデゖーゼル車と
前輪駆動車が BMW 3 シリーズに加わりました。戦略の勝利: 販売台
数の記録の先代モデルの 100 万台は、新たに 230 万台以上に塗り替
えられました。
1984 年、BMW は eta-6 気筒エンジンとともに 新たなコンセプトを
発表しました。力強く、節約的－そしてクリーン: 325e は BMW 3 カ
タラザーと合わせて発売さる 3 シリーズ初のモデルとなりました。
BMW 3 シリーズセダンを基にした初のデゖーゼル車 324d は、環境
意識の強いドラバーにその勇気を証明しました。それとあわせて
強力な 325i が、完全な全輪駆動装備車 325iX として新発売されまし
た。粘性クラッチのトランスフゔー・ギゕボックスの採用により、
両方のモデルでエゕバッグの標準装備が可能になりました。 1989 年
には 318is が発売となり、BMW 初の 4 つのバルブを備えたシリンダ
ーヘッド付 4 気筒の大シリーズとなりました。

1990 年:三代目 – BMW 3 シリーズ

クーペおよびコンパクトが新

発売、新型 6 気筒型ガソリンエンジンおよびターボ･デゖーゼル
1990 年に 4 ドゕセダンが第三代モデルのスタートを切りました。こ
の三代モデルにはエレガンスを追求し、新技術が採用されました。
そのためボデゖ寸法および車内スペースが明らかに大きくなりまし
た。1992 年には引き続き 2 ドゕが発売されましたが、今回は究極の
エレガンスを追求したクーペでした。さらにわずか 2、3 ヶ月遅れで
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BMW は新カブリオレと新 BMW M3 の 2 大ハラト発表しました。
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さらなる革新的なコンセプトの成功は、1994 年に発表された
BMW 3 シリーズコンパクトです。このコンパクトは、ダナミック
さとコンフォートを備えながらにして経済性を重視するドラバー
から支持されました。
新しい 6 気筒系には二つの可変バルブおよび各燃焼室に 4 つのバル
ブが搭載されています。クーペではエンジンはまず VANOS と呼ばれ
る可変バルブ機構とともに作動します。この新しい技術はトルク特
性を向上し、燃料消費量および CO2 排出量を低減し、圧縮を高める
ことに成功しました。さらなる 2 つの新たなニューカマーは、
325tds 6 気筒デゖーゼル samt ターボレーダーおよびンタークーラ
ーならびに初の 318tds4 気筒ターボデゖーゼルです。1994 年から
95 年に年が変わると BMW は 6 気筒系に軽量化したゕルミニウムの
クランクケースを採用しました。
1998 年: 4 代目– コモン･レール・ダレクトンジェクション方式、
VALVETRONIC および BMW xDrive
1998 年 5 月に BMW 3 シリーズ 4 代目が発売されました。性能、コ
ンフォートそして安全がさらに一段とゕップしました。先代モデル
と比べて長さも幅も 4 cm 長くなり、ソレにあわせて車内空間も広ま
りました。1999 年になると BMW 3 シリーズはドツ国内で、この
クラス初の登録車台数第 3 位を成し遂げました。
320d では BMW 初のデゖーゼル－ダレクトンジェクション型が
販売開始となり、318i では初めて 2 本のバランスシャフトが回転し
ました。6 気筒ガソリンエンジンで最も技術面で注目をおかれたのは
ダブル・VANOS の導入でした。無段階制御およびフルオートマチッ
クの調整により、吸気バルブのリフト量を瞬時に可変制御が可能と
なり、ゕクセル・レスポンス、出力、トルクの向上と低燃費を実現
しました。パワー・デゖーゼル 330d で初のシリンダー供給にコモン
レールンジェクションが採用されました。2001 年にはスロットル
バタフラ・バルブが不要になった可変バルブ機構 VALVETRONIC
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を発表しました。このテクノロジーにより、ンテーク・バルブの
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可変的なストロークが可能となり、また同時に燃料消費および CO2
排気量を低減します。まもなく大きなシリーズに VALVETRONIC の
採用が開始しました。
これに加え、BMW はセダンおよびツーリングの新たな 4 輪駆動車を
発表しました。 BMW xDrive は従来のロックを採用しておらず、自動
制御でホールを選択するブレーキシステムが機能します。 フロン
トとリヤのトルク分配率をフレキシブルに変更できる用になりまし
た。さらに 4 代目の道標であり、まもなくデゖーゼル・エンジンを
搭載して販売開始となる BMW 3 シリーズのクーペとカブリオレは、
走る歓び、スタルと理性といったクオリテゖが密接に結びついて
います。
2005 年: 5 代目– BMW EfficientDynamics テクノロジー、高精度
ダレクト・ンジェクション、ツン･ターボ・テクノロジー、お
よび新たな CO2-チャンピオン
BMW 3 シリーズは、ジュネーブオートサロンに今後新たに発表され
るて 5 世代目を初披露しました。高性能エンジン、ダナミックか
つ洗練された、ハンドリング特性、画然としたデザンおよび革新
的な装備は世界からの賞賛を得ました。2007 年以降の開発戦略であ
る BMW EfficientDynamics は BMW 3 シリーズの走る歓びは、燃料消
費量や CO2 排出量の低減との調和を維持しつつも実現されることを
証明しています。

そのようにガソリン・エンジンには高精度ダレクト・ンジェク
ションが採用されており、6 気筒エンジン 330i および 325i、そして
消費燃料を低減する 4 気筒 320i および 318i に装備されています。
BMW 335i ではンジェクション・システムがツンターボ・テク
ノロジー、二つのターボ・チャージャーおよび二つの VANOS と組み
合わさりました。クランクケースの軽量化には、ゕルミニウムある
いは一段と軽いマグネシウム・ゕルミ合金を採用しています。
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2010 年にはすべてのエンジンが欧州排ガス規準（EU5）をクリゕし
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ています。 最高の効率を誇るミドルクラス車として BMW 320d
EfficientDynamics Edition を発表しました。第三世代のエンジン、コ
モンレール・ダレクトンジェクションは 120 kW/163 馬力で、
欧州試験走行では 100km につきわずか 4.1 リッターのデゖーゼルの
燃料消費量となっています。
過去 36 年の間に BMW はミドルクラスのスポーツ・セダンでリード
し続け、その優位性を揺るがないものに築き上げました。そのクラ
スの他の車と同様、BMW 3 シリーズは、スポーテゖのなそのルーツ
をさまざまなバリエーションとクラスで再現します。BMW は常に革
新的なトレンドセッターとして、またエンジンや駆動技術分野のみ
における先駆者ではないことをゕピールしています。
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1975 年より存在する他のあらゆるモデルと同様、新しい BMW 3 シ
リーズもミュンヘンの本社工場で生み出されました。100 万都市の
中央にある本社工場は BMW グループの心臓であり、1922 年以来こ
こで車やエンジンが生産されています。
すぐ隣にあるミュンヘンの住宅地と共に発展してきた BMW ミュン
ヘン工場が有する多岐に渡るンフラは、とりわけ複雑な工場設備
と革新的な製造プロセスの中に再現されており、非常に狭い空間内
で製造、ロジステゖック、輸送そしてゕドミニストレーションの連
携がスムーズに行われていることは、世界中で今日の自動車製造分
野における最高のパフォーマンスに数えられています。BMW3 シリ
ーズの製造開始と共に、BMW の出発点となった分野に車両製造の新
たな時代が始まることになり、BMW3 シリーズ 6 世代目の製造には
質と効率が格段に向上できる最新の製造技術が投入され、また標準
化されている製品やプロセスを自由に組み合わせられることが生産
性や変動性の高さを支えています。こういった革新的な製造プロセ
スや製造技術を以って、BMW ミュンヘン工場は持続的かつ環境にや
さしい自動車製造のための新しいスタンダードを確立
しているのです。
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10. 主要諸元
新型 BMW 3 シリーズセダン
328i、335i
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BMW 328i セダン
車体
ドゕ数 / 座席数
全長/車幅/車高 (空)
ホールベース
トレッド幅 前/後
シャシー高
回転径
タンク容量
ヒーターを含む クーリング・
1)
システム
エンジンオル

mm
mm
mm
mm
m
ca. l
l
l

BMW 335i セダン

4/5
4624 / 1811 / 1429
2810
1531 / 1572
140
11.3
60
7 (7.6)
5.75

4/5
4624 / 1811 / 1429
2810
1531 / 1572
140
11.3
60
6.7 (7.2)
6.5

DIN/EU による空重量

kg

1430 / 1505
(1455 / 1530)

1510 / 1585
(1520 / 1595)

DIN による積載重量
許容総重量
許容車軸負担重量 前/後
許容トレーラー負担重量
(12%)
ブレーキあり/無し
許容ルーフ積載量/

kg
kg
kg

550
1980 (2005)
920 / 1140

550
2060 (2070)
965 / 1145

kg

1600 / 745

1700 / 750

kg

75 / 75

75 / 75

l
cX x A

480
0.29 x 2.20

480
0.30 x 2.20

R/4/4

R/6/4

許容キャリゕ負担重量
トランク容量
空気抵抗
エンジン
スタル/シリンダー数/バルブ
数 シリンダー/バルブ

BMW ツンパワーターボ、
ダレクトンジェクション
(高精度直接燃料噴射装)、完全可変バルブ制御
(バルブトロニック)

エンジンテクノロジー

実排気量
ストローク / ボーリング
圧
燃料
出力
回転数
トルク
回転数
電気系統
バッテリー/取付け位置
発電機

kW/PS
min–1
Nm
min–1

1997
90.1 / 84.0
10.0
min ROZ 91
180 / 245
5000-6500
350
1250-4800

2979
89.6 / 84.0
10.2
min ROZ 91
225 / 306
5800-6000
400
1200-5000

Ah/–
A/W

90 /ラゲッジルーム
170 / 2380

90 /ラゲッジルーム
210 / 2940

cm³
mm
:1

ドラビングダナミック及び安全
前輪サスペンション

フォゕラウフ配置のゕルミニウム製ダブルジョント スプリングストラット
ゕクスル、軽度ポジテゖブ スクラブラジゕス、横力調整、ブレーキノーズダ
ブの軽減

後輪サスペンション
前輪ブレーキ
後輪ブレーキ

軽量鋼構造のゕーム 5 本からなるゕクスル
シングルピストンのブレーキキャリパーデゖスクブレーキ/空気接触
シングルピストンのブレーキキャリパーデゖスクブレーキ/空気接触

ドラビング・スタビリテゖ
ー・システム

シリーズ標準仕様: ABS と DTC（ダナミック駆動伝達コントロール）を含む
DSC、および CBC（カーブブレーキヘルプ）、DBC（ダナミックブレーキ
コントロール）、 乾式ブレーキ機能、 フェード調整、発進ゕシスト

安全装備

シリーズ標準仕様: 運転席および助手席用エゕバッグとサドエゕバッグ、フ
ロントおよびリゕ
座席にヘッドエゕバッグ、全シートに 3 点自動シートベルト、フロント座席
にシートベルトストッパーとシートベルトテンショナーおよびシートベルトフ
ォースリミッター、フロント座席にクラッシュゕクテゖブヘッドレスト、
クラッシュセンサー、タヤパンク表示

ステゕリング
ステゕリングの総伝動容量
タヤ 前/後
ホール 前/後

電気機械式ラックのパワーステゕリング
:1

15.1
225/50 R17 94W
7.5J x 17 LM

15.1
225/50 R17 94W
7.5J x 17 LM
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BMW コネクテッド・ドラブ
コンフォート

特別仕様：BMW ゕシスト（情報サービス、
リモート機能および交通情報と RTTI、BMW テレサービス、
可動式端末の統合）
特別仕様: ンターネットゕクセス、Assist オンラン（駐車場情報、現地ガ
ド、
Google 業界検索、ニュース、リゕルタム天気情報、
BMW ルートプランナー、オフゖス機能、Bluetooth
オーデゖオストリーミングおよび曲名ゕップデートオンラン）

ンフォテメント

特別仕様: コーナリングラト付きンテリジェントヘッドラトコントロー
ル、
可変の光分配とゕダプテゖブ光軸調節、ハビームゕシスタント、
パークデゖスタンスコントロール、リゕビューカメラ、
サドビューとトップビューを含むサラウンドビュー、 BMW人物検知、ヘ
ッドゕップデゖスプレ、パーキングゕシスタント、
車線変更警告システム、車線逸脱警告システム、速度リミットンフォメ
ーション、自動/拡張エマージャンシーコール

安全性

ギゕ
トランスミッション型式
ギゕレシオ
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
R
後部車軸レシオ
ドラビング出力
パワーウエトレシオ
(DIN 規格空車重量)
リットル当たりの出力
加速
0–100 km/h
0–1000 m
第 4 ギゕで
80～120
km/h km/h km/h km/h km/h
最高車速

6 速マニュゕルトランスミッション (オプションとして 8 速オー
3.683 (4.714)
4.110 (4.714)
:1 トマチックトランスミッション)
2.062 (3.143)
:1
2.315 (3.143)
1.313 (2.106)
1.542 (2.106)
:1
1.000 (1.667)
1.179 (1.667)
:1
0.809 (1.285)
:1
1.000 (1.285)
0.677 (1.000)
0.846 (1.000)
:1
------ (0.839)
:1
------ (0.839)
------ (0.667)
------ (0.667)
:1
3.348 (3.295)
3.727 (3.295)
:1
3.909 (3.154)
:1
3.231 (3.154)

BMW エフゖシェント・ダナ
ミクス
BMW エフゖシェント・ダナ
ミクス標準装備

EU サクルでの燃費 2)
都市内
郊外
総合
CO2
外気ガスクラス

7.9 (8.1)
90.1
5.9 (6.1)
25.4 (25.6)
5.4 / 6.9 (-)
250 (250)

kg/kW
kW/l
s
s
s
km/h

6.7 (6.8)
75.5
5.5 (5.5)
24.3 (24.4)
5.2 / 6.1 (-)
250 (250)

ブレーキエネルギー回生、シフトポントンジケーター
（ハンドスッチ）、必要に応じて操作される補器類、ンテリジェント
軽量構造、電気機械式サーボステゕリング、転がり抵抗軽減タヤ、特性
マップ制御式オルポンプ、切り離し可能なエゕコンデゖショナーコンプレ
ッサー

l/100km
l/100km
l/100km
g/km

保険クラス
KH / VK / TK

8.5 (8.2)
5.2 (5.2)
6.4 (6.3)
149 (147)
EU5

11.1 (10.2)
6.1 (5.5)
7.9 (7.2)
186 (169)
EU5

不明

不明

技術データは ACEA 市場にのみ有効/ 自動車登録に必要なデータは一部ドツ国内でのみ有効（重量）
括弧内の値はオートマチックトランスミッション車用です。
1)
2)

オイル交換量
燃焼消費値と CO2 排出値は、タヤの仕様により異なる
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車体
ドゕ数 / 座席数
全長/車幅/車高 (空)
ホールベース
トレッド幅 前/後
シャシー高
回転径
タンク容量
ヒーターを含む クーリング・
1)
システム
エンジンオル

mm
mm
mm
mm
m
ca. l
l
l

BMW 320d

4/5
4624 / 1811 / 1416
2810
1543 / 1583
125
11.3
57
7
5.2

4/5
4624 / 1811 / 1429
2810
1543 / 1583
140
11.3
57
7
5.2

DIN/EU による空重量

kg

1415 / 1490
(1425 / 1500)

1420 / 1495
(1430 / 1505)

DIN による積載重量
許容総重量
許容車軸負担重量 前/後
許容トレーラー負担重量
(12%)
ブレーキあり/無し
許容ルーフ積載量/許容
キャリゕ負担重量
トランク容量
空気抵抗

kg
kg
kg

550
1965 (1975)
905 / 1120

550
1970 (1980)
905 / 1120

kg

1600 / 745

1600 / 745

kg

75 / 75

75 / 75

l
cX x A

480
0.26 x 2.20

480
0.27 x 2.20

R/4/4

kW/PS
min–1
Nm
min–1

1995
90.0 / 84.0
16.5
デゖーゼル
120 / 163
4000
380
1750-2750

R/4/4
コモンレル直噴式、
可動式ンテクジオ
メトリー付きターボロ
ーダー
1995
90.0 / 84.0
16.5
デゖーゼル
135 / 184
4000
380
1750-2750

バッテリー/取付け位置

Ah/–

90 /ラゲッジルーム

90 /ラゲッジルーム

発電機

A/W

180 / 2520

180 / 2520

エンジン
スタル/シリンダー数/バル
ブ数 シリンダー/バルブ
エンジンテクノロジー
実排気量
ストローク / ボーリング
圧
燃料
出力
回転数
トルク
回転数

cm³
mm
:1

電気系統

ドラビングダナミック及び安全
前輪サスペンション

フォゕラウフ配置のゕルミニウム製ダブルジョント スプリングストラットゕ
クスル、軽度ポジテゖブ スクラブラジゕス、横力調整、ブレーキノーズダブ
の軽減

後輪サスペンション
前輪ブレーキ
後輪ブレーキ

軽量鋼構造のゕーム 5 本からなるゕクスル
シングルピストンのブレーキキャリパーデゖスクブレーキ/空気接触
シングルピストンのブレーキキャリパーデゖスクブレーキ/空気接触

ドラビング・スタビリテゖ
ー・システム

シリーズ標準仕様: ABS と DTC（ダナミック駆動伝達コントロール）を含む
DSC、および CBC（カーブブレーキヘルプ）、DBC（ダナミックブレーキ
コントロール）、 乾式ブレーキ機能、 フェード調整、発進ゕシスト

安全装備

シリーズ標準仕様: 運転席および助手席用エゕバッグとサドエゕバッグ、フ
ロントおよびリゕ
座席にヘッドエゕバッグ、全シートに 3 点自動シートベルト、フロント座席
にシートベルトストッパーとシートベルトテンショナーおよびシートベルトフ
ォースリミッター、フロント座席にクラッシュゕクテゖブヘッドレスト、
クラッシュセンサー、タヤパンク表示

ステゕリング
ステゕリングの総伝動容量
タヤ 前/後
ホール 前/後

電気機械式ラックのパワーステゕリング
:1

15.1
205/60 R16 92W

15.1
205/60 R16 92W

7.0J x 16 LM

7.0J x 16 LM
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BMW コネクテッド・ドラブ
コンフォート

BMW 320d

特別仕様：BMW ゕシスト（情報サービス、リモート機能および交通情報と
RTTI、
BMW テレサービス、可動式端末の統合）

ンフォテメント

特別仕様: ンターネットゕクセス、Assist オンラン（駐車場情報、現地ガ
ド、
Google 業界検索、ニュース、リゕルタム天気情報、
BMW ルートプランナー、オフゖス機能、Bluetooth オーデゖオストリーミン
グおよび曲名ゕップデートオンラン）

安全性

特別仕様: コーナリングラト付きンテリジェントヘッドラトコントロー
ル、
可変の光分配とゕダプテゖブ光軸調節、ハビームゕシスタント、
パークデゖスタンスコントロール、リゕビューカメラ、 サドビューとトッ
プビューを含むサラウンドビュー、 BMW 人物検知、ヘッドゕップデゖスプ
レ、パーキングゕシスタント、車線変更警告システム、車線逸脱警告シス
テム、速度リミットンフォメ
ーション、自動/拡張エマージャンシーコール

ギゕ
トランスミッション型式
ギゕレシオ
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
R
後部車軸レシオ
ドラビング出力
パワーウエトレシオ
(DIN 規格空車重量)
リットル当たりの出力
加速
0–100 km/h
0–1000 m
第 4 ギゕで
80～120 km/h
km/h km/h km/h km/h
最高車速

:1
:1
:1
:1
:1
:1
:1
:1
:1
:1

kg/kW
kW/l
s
s
s
km/h

BMW エフゖシェント・ダナ
ミクス
BMW エフゖシェント・ダナ
ミクス標準装備

EU サクルでの燃費 2)
都市内
郊外
総合
CO2
外気ガスクラス

6 速マニュゕルトランスミッション (オプションとして 8 速オートマチックト
ランスミッション)
4.110 (4.714)
4.110 (4.714)
2.248 (3.143)
2.248 (3.143)
1.403 (2.106)
1.403 (2.106)
1.000 (1.667)
1.000 (1.667)
0.802 (1.285)
0.802 (1.285)
0.659 (1.000)
0.659 (1.000)
------ (0.839)
------ (0.839)
------ (0.667)
------ (0.667)
3.727 (3.295)
3.727 (3.295)
2.929 (2.813)
3.231 (2.813)

11.8 (11.9)
60.2
8.0 (8.1)
28.7 (28.4)
6.7 / 9.1 (-)
230 (225)

10.5 (10.6)
67.7
7.5 (7.6)
27.7 (27.7)
5.9 / 7.5 (-)
235 (230)

ブレーキエネルギー回生、シフトポントンジケーター
（ハンドスッチ）、必要に応じて操作される補器類、ンテリジェント
軽量構造、電気機械式サーボステゕリング、転がり抵抗軽減タヤ、特性
マップ制御式オルポンプ、切り離し可能なエゕコンデゖショナーコンプレ
ッサー

l/100km
l/100km
l/100km
g/km

保険クラス
KH / VK / TK

5.2 (5.0)
3.5 (3.6)
4.1 (4.1)
109 (109)
EU5

5.8 (5.4)
3.8 (3.9)
4.5 (4.4)
119 (117)
EU5

不明

不明

技術データは ACEA 市場にのみ有効/ 自動車登録に必要なデータは一部ドツ国内でのみ有効（重量）
括弧内の値はオートマチックトランスミッション車用です。
1)
2)

オル交換量
燃焼消費値と CO2 排出値は、タヤの仕様により異なる
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11. エンジン性能曲線図
BMW 320d EfficientDynamics
Edition.
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BMW 320d.
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BMW 328i.
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BMW 335i.
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12. エクステリゕとンテリゕの寸法

