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車載マニュアル
取扱説明書や整備手帳など、車両に付属の印
刷物は車内に常備してください。車両を売却
するときは、次に購入されるお客様にお渡し
ください。

車両本体または車載マニュアルについてのご
質問、ご提案がございましたら、下記までご連
絡ください。

ご連絡先：
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
Vertrieb Customer Relations
Porscheplatz 1
70435 Stuttgart
Germany
「Apple」、Apple ロゴ、「Apple CarPlay」、「iPhone」、
「iPod」、「iOS」、「Siri」は、米国およびその他の
国で登録された Apple Inc. の商標です。「App
Store」は、米国およびその他の国で登録された
Apple Inc. のサービス マークです。

車両の装備について
ポルシェでは絶えず車両やアプリケーション
の開発と改良が行われています。そのため、お
客様の車両の装備品や仕様等がこの取扱説明

書の内容と一部異なる場合があります。あらか
じめご了承ください。装備品はオプションであ
る場合や、車両が販売される国によってこの取
扱説明書の内容と異なる場合があります。追加
装備品の詳細については、ポルシェ正規販売店
にお問い合わせください。各国の法律等の違い
により、この取扱説明書の内容が車両の仕様と
異なる場合があります。この取扱説明書に記載
されていない装備品等の取り扱いにつきまし
ては、ポルシェ正規販売店にお問い合わせくだ
さい。ポルシェ正規販売店はすべての装備品の
取り扱い方法とメンテナンスについてご説明
いたします。

警告およびシンボル
この取扱説明書にはさまざまな警告およびシ
ンボルが使用されています。

b 機能を使用するために満たす必要のある前
提条件

e お守りいただく必要のある指示

1. 指示が複数のステップに分かれる場合は、
番号が付けられています。

f トピックに関する詳しい重要情報が記載さ
れている参照先を示します。

エアバッグ警告ラベル

f 「チャイルド シート」（151ページ）を参照
してください。

WKD 982 00 70 21 09/2020

危険 重傷または致命傷を負
う危険があります

「危険」の欄の警告を守らなかった場合、重傷
または致命傷を負う危険があります。

警告 重傷または致命傷を負
う恐れがあります

「警告」の欄の警告を守らなかった場合、重傷
または致命傷を負う危険があります。

注意 怪我または軽傷を負う
恐れがあります

「注意」の欄の警告を守らなかった場合、怪我
または軽傷を負う恐れがあります。

知識

「知識」の欄の警告を守らなかった場合、車両
を損傷する恐れがあります。

インフォメーション

補足情報は「インフォメーション」の表示を
使って記載しています。

1. PCM でお守りいただく必要のある指示です。

危険 助手席でのチャイルド 
シートの使用

チャイルド シートを助手席に取り付けた場合、
助手席エアバッグが作動したときに重傷また
は致命傷を負う危険があります。

e 後ろ向きに着座するタイプのチャイルド
シートは使用しないでください。フロント
エアバッグが作動した場合、お子様が重傷
または致命傷を負う危険があります。
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マニュアルのレイアウト

目次 安全性とドライビング プレ
ジャー

概要図 実用的なヒント

本書の目次から確認したいトピッ
クを探すことができます。

f 1ページ ～

ポルシェ車に安全にお乗りいただ
くためにお守りいただきたいこと
を記載しています。

f 3ページ ～

構成部品や操作系について十分に
ご理解ください。

f 15ページ ～

新しい機能に関する補足情報を記
載しています。

f 25ページ ～

五十音順トピック テクニカル データ 索引 

構成部品や操作系の機能および操
作方法についてお読みください。

f 29ページ ～

車両固有データについて記載され
ています。

f 278ページ ～

探したい情報を簡単に見つけるこ
とができます。

f 297ページ ～
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安全性とドライビング プ
レジャー
ポルシェ車は最高のパフォーマンス、最高のス
ポーツ性を誇り、駆るもののみが知る興奮。そ
の味わいを常に大切にしたい。そのためポル
シェ社では、安全とは究極の品質であると考え
ます。この章では、ポルシェ車に安全にお乗り
いただくためにお守りいただきたいことを記
載しています。

完璧な技術 –これこそが、安全
の前提条件です。
高品質な材料と優れたワークマンシップによ
り、この車両は今後何年間もお乗りいただくこ
とができるでしょう。そのため、確かな性能を
維持するにはお客様による車両のお手入れと
思いやりが不可欠となります。それによって、
危険な状況においてもポルシェ車の信頼でき
る走行性能が保証されます。

損傷および正常な作動状態の点検

技術的な不備のある車両は予期せぬ挙動に陥
り、事故を引き起こす恐れがあります。

e 車両を定期的に点検し (少なくとも 1 か月
に 1 度および長時間のドライブの前)、良好
な状態であることを確認してください。特
に、以下の点に注意してください。
– タイヤに損傷がなく空気圧は適正で、ト

レッドの残り溝も十分にある
– ヘッドライト、ブレーキ ライトおよび方

向指示灯がすべて正常に機能している

– 空力部品に損傷がない
– ワイパー ブレードに損傷がない
– ウィンドウに亀裂や損傷がなく、視界が

遮られていない
– ドア ミラーおよびルーム ミラーに損傷

がなく、適切な位置に調整されている
– センサーおよびカメラに亀裂や損傷が

ない
– クーリング エア ダクト、センサーおよ

びカメラが (フィルム、ストーン ガード、
ナンバー プレート ホルダー等で) 覆われ
ていない

e 自動車電話や無線装置は必ず外部アンテナ
に接続して使用し、車内の電磁波のレベルが
限界値を超えないようにしてください。

タイヤの損傷点検

損傷したタイヤは走行中にバースト (破裂) す
る恐れがあります。車両のコントロールを失う
恐れがあります。
e 走行頻度や状態に応じて少なくとも 1 か月

に 1 度は定期的にタイヤを点検し、異物の
噛み込み、欠損、切り傷、亀裂、膨れなど
がないか確認してください。タイヤの側面
も必ず点検してください。

e 損傷の疑いがある場合は、ポルシェ正規販
売店でタイヤおよびホイール全体の点検を
受けてください。

e 損傷したタイヤを装着したままで運転を続
け ないでください。損傷したタイヤは速や
かに交換してください。ポルシェ正規販売店
にご相談ください。ポルシェ正規販売店のご
利用を推奨いたします。十分なトレーニング
を受けた経験豊かなスタッフが、最新の技術
情報と専用工具や専用装置を駆使し、確かな
整備をお約束します。

タイヤ空気圧の調整

タイヤ空気圧が低いまたは高いと、タイヤおよ
びホイールに修復不可能な損傷を与えるばか
りか、制動距離が長くなったり、事故を起こす
危険が大幅に高まります。タイヤ空気圧が低す
ぎる場合は、燃費が著しく低下する恐れがあり
ます。

e 装着タイヤに合わせてタイヤ空気圧を調整
してください。

f 「タイヤ空気圧」（286ページ）を参照してく
ださい。

e マルチファンクション ディスプレイのタイ
ヤ圧力 (TPM) メニューの設定が、車両に装
着されているタイヤと一致していることを
確認してください。

f 「タイヤ空気圧モニタリング (TPM)」（142ペー
ジ）を参照してください。

e 赤色のタイヤ空気圧警告がマルチファンク
ション ディスプレイに表示されたときは、
直ちに適切な場所に停車し、タイヤに損傷
がないか点検してください。損傷したタイ
ヤを装着したままで運転を続け ないでくだ
さい。必要に応じてパンク修理剤で応急処
置を行ってください。
3
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f 「パンクしたとき」（195ページ）を参照して
ください。

ライト類の点検

ライトが故障すると、夜間や周囲が暗いときに
視界を確保できなくなります。他のドライバー
があなたの車両に気づくのが遅れ、事故を引き
起こす恐れがあります。以下のライト類を点検
してください：
– パーキング ライト、ロービーム、ドライビ

ング ライト、ハイビーム

– 方向指示灯、ブレーキ ライト、リバース ラ
イト

– フォグ ライト

e すべてのライト類が正常に機能しているこ
とを確認し、故障したライトは速やかに修
理してください。

空力部品の点検

空力に影響する部品 (リヤ スポイラーやアン
ダー パネルなど) が損傷または欠損すると、走
行安定性に悪影響を及ぼす危険性があります。

e 損傷していないか車両を点検してください。

e 構成部品が損傷または欠損している場合
は、速やかに交換してください。

ウィンドウおよびワイパー ブレードの清
掃およびメンテナンス

ウィンドウの汚れやワイパー ブレードに不具
合があると、事故を起こす危険が著しく高まり
ます。

e 車両およびウィンドウは常にきれいな状態
に維持してください。

e ワイパー ブレードの凍結を溶かしてから、フ
ロント ウィンドウから剥がしてください。

e ワイパー ブレードは定期的に交換してくだ
さい。特にフロント ウィンドウに筋が残る
ようになったら交換が必要です。

f 「ワイパー ブレード」（273ページ）を参照
してください。

ポルシェ正規販売店によるメンテナンス
および仕様変更

車両を改造すると、安全機能に悪影響を与える
ばかりでなく、その機能が失われる恐れがあり
ます。保証期間内に不適切なメンテナンス作業
を実施すると、保証が適用されないことがあり
ます。

e 車両のすべてのメンテナンスおよび仕様変
更は必ずポルシェ正規販売店で行ってくだ

さい。これにより、車両の信頼性と走行安
全性を保証し、損傷を防ぐことができます。

ポルシェ正規販売店のご利用を推奨いたし
ます。十分なトレーニングを受けた経験豊
かなスタッフが、最新の技術情報と専用工
具や専用装置を駆使し、確かな整備をお約
束します。

故障診断用ソケット

故障診断用ソケットはポルシェ正規販売店で
診断装置を接続するためのものです。イグニッ
ションをオフにした状態で、外部装置 (ナビ
ゲーション ユニット、ヘッドアップ ディスプ
レイなど) を故障診断用ソケットに接続した場
合、車両システムの機能に支障をきたしたり、
バッテリーが完全に消耗し、損傷する (完全に
上がる) 可能性があります。外部機器または
ケーブルは、制動時またはカーブ走行時にペダ
ル作動の障害となったり、ペダル間に挟まった
りする可能性があります。

e いかなる機器も故障診断用ソケットに接続
しないでください。

e 運転席の足元に機器またはケーブルなどの
物を置かないでください。
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ポルシェ車に使用するスペア パーツ

e 部品交換やアクセサリーの取り付けには、
ポルシェ純正部品、またはポルシェ社が要
求する性能、品質基準に適合する同等部品
のみを使用してください。これにより、車
両の信頼性と走行安全性を保証し、損傷を
防ぐことができます。これらの部品は、ポ
ルシェ正規販売店から入手できます。
ポルシェ正規販売店のご利用を推奨いたし
ます。十分なトレーニングを受けた経験豊
かなスタッフが、最新の技術情報と専用工
具や専用装置を駆使し、確かな整備をお約
束します。

e アクセサリーを取り付けるときは、ポルシェ
テクイップメント製品またはポルシェ社が
テストを実施し、承認した部品のみをお選び
ください。ポルシェ テクイップメントに関
するインフォメーション：ポルシェ正規販売
店にご相談ください。

荷物、安全装備、車両に子供を
のせるとき：ポルシェ ドライ
バーへの注意事項
ポルシェ車は、100 km/h までわずか数秒とい
う加速タイムを誇ります。このパワーを思いの
ままに操るには、走行前に万全の準備をして安
全を確保する必要があります。

このため、走行前の準備にも走行するときと同
等の情熱を注いでください。

あなたの命を守るもの：シート ベルトの
適切な着用

シート ベルトは適切に着用し、正常に機能して
いる場合にのみ乗員保護効果を発揮できます。

e 短時間の運転であっても、シート ベルトは
必ず着用してください。

e 乗員 1 名に対して必ず 1 つのシート ベルト
を使用してください。

e コートなどの厚手の衣類は脱いでください。

e ボールペンや眼鏡など、堅い物や壊れやす
い物の上にシート ベルトがかからないよう
にしてください。

e シート ベルトがねじれていないことを確認
してください。

e 使用していないシート ベルトは完全に格納
されていることを必ず確認してください。

e 妊娠中の方：腰部ベルトを腹部を避けて腰
骨の低い位置にかけ、肩ベルトは胸部に密
着させてください。

e 摩耗または損傷したベルトやバックル、固
定具などは交換してください。

f 「シート ベルト」（114ページ）を参照して
ください。

エアバッグ システム

すべての乗員がシート ベルトを着用し、正しい
シート位置を維持している場合にのみ、エア
バッグ システムは保護効果を発揮することがで
きます。荷物は必ず安全に収納してください。
e 乗員とエアバッグが膨らむ空間との間に人

や動物を座らせたり、物を置いたりしない
でください。

e エアバッグから一定の距離を保ち、ドアの
内側にもたれかからないでください。走行
中、足は常に足元の空間に置いてくださ
い。ダッシュボードやシート クッションの
上に足を乗せないでください。

変更を加えたエアバッグ システムは保護効果
を十分に発揮できません。エアバッグが不意に
作動したり、まったく機能しなかったりする危
険があります。エアバッグが不意に作動した場
合、重傷を負う危険があります。

e シートに保護カバーを装着しないでくだ
さい。

インフォメーション

他社製のスペア パーツまたはアクセサリーを
使用し、それにより損傷などが発生した場合、
ポルシェ社はいかなる責任も負いかねます。
スペア パーツやアクセサリーを供給している
メーカーが認定メーカーであっても、車両の安
全性が損なわれる恐れがあります。
ポルシェ社の承認していないスペア パーツま
たはアクセサリーを使用すると、車両の保証が
適用されないことがあります。

インフォメーション

たとえば、30 km/h 程度での走行中であっても、
シート ベルトを着用していないと重大な傷害
を負う恐れがあります。安全装備はシート ベル
トと組み合わせることで乗員を保護します。た
とえば、エアバッグはシート ベルトも適切に着
用している場合にのみ、適切な保護効果を発揮
することができます。
5
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e ステアリング ホイール、助手席エアバッグ
付近、サイド エアバッグ付近、ヘッド エア
バッグ付近にアクセサリーを取り付けた
り、ステッカーなどを貼り付けたりしない
でください。

e エアバッグの配線の近くには、アクセサ
リー類の配線を取り付けないでください。

e エアバッグ構成部品 (ステアリング ホイー
ル、フロント シート、ヘッドライナーなど)
を取り外さないでください。

e エアバッグ システムの配線や構成部品を改
造しないでください。

f 「エアバッグ システム」（56ページ）を参照
してください。

車内の荷物はすべて固定

荷物を固定しなかったり不適切な位置に載せ
ると、ブレーキやステアリングを操作したと
き、または事故の際に荷物が飛び出すことがあ
ります。これにより、乗員に危害が及んだり怪
我をしたりする恐れがあります。

e 荷物を載せるときは必ず固定してください。
e ラゲッジ コンパートメントなどの荷物は必

ず固定して積載してください。

e 小物類は小物入れに収納し、確実に閉じて
ください。必ず小物入れから荷物が飛び出
さないようにしてください。

e ダッシュボードの上には絶対に物を置かな
いでください。

e 重量物を開いたままの小物入れの中に入れ
て運搬しないでください。

e すべての乗員に安全対策を周知させてくだ
さい。

荷物の適切な運搬および収納については：

f 「荷物の積載」（257ページ）を参照してくだ
さい。

挟み込みの防止

人や動物が以下の車両部品の作動範囲内にい
ると、挟み込まれたり怪我をしたりする恐れが
あります。以下の部品が挙げられます。

– 調整式フロント シート

– ドア

– ウィンドウ

– フラップおよびリッド

– 小物入れのリッド

e これらの車両部品を操作する際は、人や動物
が作動範囲内にいないことを確認してくだ
さい。

お子様の動きの監視

多くの場合、お子様は危険を判断したり、危険
な状況で正しく振る舞ったりすることができ
ません。

お子様がシート調整などの自動設定を誤って作
動させると、怪我をする原因になります。お子
様は密閉された車内が高温になった場合など、
緊急時に車外に脱出することができません。
このような状況では、特に小さいお子様の場
合、生命に関わる恐れがあります。
e テールパイプなどの高温部品や作動中の部

品にお子様を近づけないでください。

e タイヤ シーラントやエンジン オイルなど
の有害物質は、お子様の手の届かない場所
に保管してください。

e お子様のみを車内に残さないでください。

チャイルド シートの安全な使用

チャイルド シートは適切に装着した場合のみ
機能します。
e ポルシェ社で承認されたチャイルド シート

のみ を使用してください。

e チャイルド シートを使用する前に、この取
扱説明書に加え、チャイルド シートに付属
の取扱説明書をよく読み、指示に従ってく
ださい。

f 「チャイルド シート」（151ページ）を参照
してください。

インフォメーション

たとえば、50 km/h で走行中に衝突した場合は、
固定されていない荷物がその重量の 50 倍の力
で前方に放り出されます。たとえば、1.5 L の水
が入っているペットボトルは 75 kg の力で車内
に放り出されます。
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安全で適切な運転：常に正し
い判断をする
ポルシェ車はオールラウンダーです。ローンチ
コントロールから緊急ブレーキ機能まで、走り
出せばすべてが可能になります。その一方で、
最終的にこの能力を常に制御下におく責任は
ドライバーにあります。

注意力低下の防止

運転中に PCM やその他の装置を操作すると、
周囲の交通状況に対する注意力が低下し、危険
な状況に素早く反応できなくなる恐れがあり
ます。安全のため、一部の機能は停車中のみ利
用できます。

e 走行中は決してミラーやシート、ステアリン
グ ホイールの位置を調整しないでください。
シートやステアリング ホイールが予期せず
大きく移動する恐れがあります。車両のコン
トロールを失う恐れがあります。ミラーや
シート、ステアリング ホイールは、お出か
け前に適切な位置に設定してください。

e マルチファンクション ステアリング ホイー
ル、インフォテイメント システムなどは、交
通状況が許す場合に限り操作することがで
きます。安全を確保できない場合は、適切な
場所に停車してください。

e 運転中に携帯電話やその他の携帯機器を使
用しないでください。

e 必ずハンズ フリー機器を使用してください。
e 運転中にステアリングのスポークの間から

ボタンを押さないでください。危険な状況に
素早く反応することができなくなります。

雨天時や積雪時のブレーキ挙動への注意

激しい降雨時や水たまりを通過したとき、また
は洗車後などは、ブレーキ表面に水膜が形成さ
れブレーキの効きが悪くなり、ブレーキ ペダ
ルの踏力が重くなる恐れがあります。
また、凍結防止剤（融雪塩）が撒かれた道路や
砂塵の多い道路を長距離にわたって走行する
と、ブレーキ ディスクやパッドが塩や砂で覆
われて摩擦力が大幅に低下し、ブレーキの効き
が悪くなることがあります。

e 特に駐車する前には何回かブレーキをか
け、ブレーキを乾燥させてください。これ
により腐食を防ぐことができます。

e 腐食したブレーキは「振動」が発生しやすく
なります。ブレーキに気になるほどの不快感
がある場合は、ブレーキ システムの点検を
受けてください。

適切なタイヤと適切な運転スタイル

f 「タイヤおよびホイール」（142ページ）を
参照してください。

走行中にハンドルをとられたり、振動が発生し
たりする場合の適切な反応

走行時にハンドルをとられたり、振動が発生した
りして、タイヤや車両が損傷する恐れがありま
す。車両のコントロールを失う恐れがあります。

e 直ちに減速してください。ただし急ブレー
キをかけないでください。

e 停車してタイヤを点検してください。不具合
の原因がわからないときは、慎重に運転し、
不具合の修理を受けてください。
ポルシェ正規販売店にご相談ください。ポル
シェ正規販売店のご利用を推奨いたします。
十分なトレーニングを受けた経験豊かなス
タッフが、最新の技術情報と専用工具や専用
装置を駆使し、確かな整備をお約束します。

タイヤの安全な状態を維持

タイヤが損傷すると、特に高速走行時にタイヤ
がバースト (破裂) する恐れがあります。タイヤ
を保護するように運転し、タイヤの損傷を防い
でください。
e 縁石を乗り越えるときは、速度を下げ、で

きるだけ直角に通過してください。

e 段差が大きな縁石や、尖った縁石を乗り越え
ないでください。

新しいタイヤの慣らし運転

新しいタイヤはグリップ性能を十分に発揮で
きず、スリップしやすくなります。

e 新品のタイヤを装着してから最初の 200 km
は、ゆっくりとした速度で慣らし運転を行っ
てください。

ウインター タイヤでの走行

ウインター タイヤには最高速度が指定されて
います。最高許容速度を超えると、タイヤが
バースト (破裂) する恐れがあります。
e 装着しているタイヤの許容最高速度を超え

て走行しないでください。

e 最高許容速度を示すステッカーを、ドライ
バーの目に付く場所に貼り付けてくださ
い。法定速度を遵守してください。
7
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e マルチファンクション ディスプレイで最高
許容速度を制限速度として設定する：

f 「制限速度の設定」（234ページ）を参照して
ください。

サマー タイヤでの走行

外気温が 15 °C 以下のときに駐車操作やステア
リング操作を行うと、ノイズが発生する場合が
あります。
e 外気温が 7 °C を下回った場合、ウインター タ

イヤに交換してください。

スポーツ タイヤでの走行

特別なスポーツ タイヤ (ウルトラ ハイ パフォー
マンス タイヤ) がサマー タイヤとして車両に装
備されている場合があります。このタイプのタ
イヤは一般道路での使用が認証されており、法
的要件および安全基準に適合しています。この
タイヤはレース サーキット (安全運転トレーニ
ング コース、スポーツ ドライビング スクール、
クラブ スポーツ イベント) での使用に適した設
計になっており、通常のタイヤに比べて、ドラ
イ時のグリップおよび摩耗の面で優れた特徴
を備えています。スポーツ タイヤは、–7 °C を
下回る非常に低い温度下では硬化します。この
ような状態は、タイヤのひび割れや摩耗につな
がります。
e 外気温度が約 –7 °C を下回るときは車両を走

行させないでください。

特殊なトレッド パターンおよびカーカス、浅
めのトレッド溝が主な特徴です。

これらのスポーツ タイヤのデザイン特性とし
て、通常の走行条件で使用する場合、従来のサ
マー タイヤに比べて、以下のような影響があり
ます。

– スポーツ タイヤはトレッドが浅めのため、
摩耗が早まる場合があります。

– すべてのタイヤにおいて走行可能距離は
個々のドライビング スタイルおよび使用状
況に応じて決まります。

– トレッドが浅いので、濡れた路面、特にハ
イドロプレーニング現象が発生しやすい状
況 (冠水路、水たまり、轍など) に注意し、

状況に合わせて速度を適切に調節してくだ
さい。

– パフォーマンスの限界域付近で使用する
と、タイヤの性能限界を超える危険性も増
大するため、十分注意を払ってください。

e 本車両を使用する人に、上記の特性とその
影響について知らせてください。

タイヤのトレッドが摩耗している場合、濡れた
路面でハイドロプレーニング現象を起こす危
険性が増大します。車両が路面から浮き上が
り、コントロールや制動力を失う可能性があり
ます。
e 濡れた路面や泥でぬかるんだ路面を走行す

る場合は十分に減速してください。
スポーツ タイヤはトレッドが浅めのため、摩
耗が早まる場合があります。
e 定期的にトレッドの深さを点検してくだ

さい。

アシスタンス システムとその限界

車両には、安全性と乗り心地を高めるアシスタ
ンス システムが装備されています。
ただし、これらのシステムのいずれも物理的限
界を超えて車両を制御することはできません。
e 走行安全性は向上しますが、無謀な運転は

避けてください。アシスタンス システムは、
不適切な運転スタイルによる事故の危険性
を低減することはできません。

e アシスタンス システムを過信せず、安全運
転を心がけてください。周囲の交通状況に
適切な反応ができるように、常に慎重な運
転をしてください。

e 使用する前に、アシスタンス システムにつ
いて十分に理解してください。

アシスタンス システムの参照先は次の通り
です。

緊急ブレーキ機能

ページ

アンチロック ブレーキ システム 
(ABS)

227

HOLD 機能 276

ポルシェ アクティブ サスペンショ
ン マネージメント (PASM)

215

ポルシェ スタビリティ 
マネージメント (PSM)

227

ポルシェ トルク ベクトリング (PTV) 178

PADM 178

タイヤ空気圧モニタリング (TPM) 142

レーン チェンジ アシスト (LCA) 269

オートマチック ヘッドライト、
ダイナミック ハイ ビーム

252

パーク アシスト、リバース カメラ 188

クルーズ コントロール 80

アダプティブ クルーズ 
コントロール（ACC）

30

ナビゲーション システム 179
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たとえば、フット ブレーキが故障した場合は
エレクトリック パーキング ブレーキを使用し
て急制動をかけることができます。

緊急ブレーキ機能は非常に高い制動力を発揮す
るため、後続車を危険にさらす場合があります。

e 緊急ブレーキ機能は通常の制動時ではな
く、緊急時にのみ使用してください。

e 緊急ブレーキ機能を作動させるには、 ス
イッチを押し続けてください。ブレーキを
解除するには、スイッチを放してください。

f 「ブレーキ」（202ページ）を参照してくだ
さい。

荷物積載時の運転
車両の操縦性は積載量によって変化します。
e ハンドリング特性の変化に合わせた運転を

してください。

e 最大総重量および最大軸荷重を超過しない
でください。

ローンチ コントロールを使用した発進

発進時にローンチ コントロールが作動してい
ると車両は非常に早く加速します。特定の状況
(路面状態が悪いとき、集中力が低下したときな
ど) では、車両の制御が失われたり、他のドラ
イバーに危険が及んだりする恐れがあります。

e 路面状況や周囲の交通状況から判断して、
安全が確保できる場合に限ってローンチ コ
ントロールを使用してください。

e ローンチ コントロールを使用して発進する
ときは、他の通行者に危険がおよばないよう
にしてください。

f 「トランスミッション」（173ページ）を
参照してください。

e スポーツ エキゾースト システムを排気音最
適化モードに切り替えて非常にスポーティ
な走行を行うと、ノイズがかなり大きくなり
ます。そのため、特に夜間は近隣の方のご迷
惑にならないようご注意ください。

警告シグナルへの適切な反応

センサーが異常や部品の不具合を検出すると、
ライトやメッセージを使用して警告を発しま
す。車両の警告シグナルを無視すると、事故や
ケガを招く危険性が高まります。

e 走行前に警告灯およびメッセージの意味を
理解し、警告に対して適切に対処できるよ
うにしてください。必要であれば停車して
ください。

f 「警告灯および表示灯」（40ページ）を参照
してください。

f 「警告および情報メッセージ」（82ページ）
を参照してください。

給油時の危険

燃料は強燃性であり、燃焼または爆発が起こる
恐れがあります。また、燃料と燃料蒸発ガスは
人体に有害です。

e 燃料を給油するときは、火気や裸火を近づ
けたり、喫煙したりしないでください。

e 燃料蒸発ガスを吸い込まないようにしてく
ださい。

e 皮膚や衣類に燃料が付着しないように注意
してください。

f 「給油」（76ページ）を参照してください。

車両の燃料タンクが事故で損傷した場合は、燃
料が流出して発火や爆発を起こす恐れがあり
ます。

e 車両に予備燃料タンクを積載しないでくだ
さい。

有害な液体類

燃料だけでなく、エンジン オイル、トランス
ミッション オイル、バッテリー液、クーラン
トおよびブレーキ液も人体に有害です。

e メンテナンス作業は屋外か、または屋内の
換気が良い場所でのみ実施してください。

e オイルや液体類の容器には適切なラベルを
貼り、お子様の手が届かない所に保管して
ください。

e 残った液体類は、環境に考慮した方法およ
び条例に遵守して処分してください。

エンジン オイルは発火することがあります。エ
ンジン オイルが付着した布を投げ捨てたり、換
気せずに保管したりすると自然発火して火災
の原因になります。

e 布で飛散したエンジン オイルを吸い取って
ください。
9
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e エンジン オイルが浸み込んだ布は、廃棄す
るまで換気された場所で保管してください。

有毒な排気ガス

排気ガスは無色無臭の一酸化炭素を含んでいま
す。一酸化炭素は少量でも人体に有害で、中毒
を起こす恐れがあります。

e 停車中はエンジンを切ってください。密閉
された空間でエンジンを不必要にアイドリ
ングしないでください。

e エンジンを作動させた状態で作業するとき
は、必ず車両を屋外に駐車させるか、または
換気の良い場所で行ってください。

安全な駐車

車両を適切に駐車しなかった場合、不意に動き
出し人や物に損傷を与える恐れがあります。

車両から離れる前に、以下の点に注意してくだ
さい。
e エレクトリック パーキング ブレーキを作

動させてください。

e PDK 装備車：セレクター レバーを P 位置に
入れてください。
インストルメント パネルのセレクター レ
バー位置Pが点滅している場合、パーキング

ロックが正しくかかっていません。この場
合は、セレクター レバーを R の位置に動か
してから P の位置に入れ直してください。

e マニュアル トランスミッション装備車：1
速またはリバース ギヤに入れてください。

エンジン作動中およびエンジンを停止してか
らしばらくの間は、エキゾースト システムが
非常に高温になっています。火傷を負ったり、
火災が発生したりする恐れがあります。

e 可燃物 (乾燥した草や枯れ葉など) が高温の
エキゾースト システムに接触する恐れのあ
る場所に駐車しないでください。

e 車両後方に近づくときは、テールパイプか
ら安全な距離を保ってください。

e お子様がテール パイプの熱で火傷をしない
ように注意してください。

万一のときには：故障および
緊急時の安全確保
故障した場合は、安全を確保するために次の点
に注意してください。

緊急時はボイス コントロールを使用し
ない

緊急時は緊張のために声が変わり、ボイス コ
ントロールが指示を認識できなくなる恐れが
あります。

e 緊急時はボイス コントロールを使用しない
でください。

消火器を取り外す

車両に消火器が装備されている場合、助手席
シートの下に取り付けられています。
e 片手で消火器を押さえて、消火器ホルダーの

PRESS ボタンをもう片方の手で押してくだ
さい。

消火器を正しく安全に使用するために、以下の
点に注意してください。
e 消火器の定期点検時期を遵守してくださ

い。定期点検の期間を過ぎた消火器は正し
く作動しないことがあります。

e 必ず消火器の取扱説明書の指示に従ってく
ださい。

e 消火器のハンドルに貼付されている消火器
メーカーの安全に関する指示に従ってくだ
さい。

e 消火器は 1～2 年毎にポルシェ正規販売店で
点検を行ってください。

e 消火器を使用した後は消火剤を再充填して
ください。
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車両への作業に関する注意事項

エンジン作動中は、エンジンと周辺の部品、エ
キゾースト システム、クーラントなどが非常
に熱くなっています。

クーラント タンクには圧力がかかっています。
クーラント タンクを不用意に開くと、熱いクー
ラントが突然吹き出す恐れがあります。

e 加熱した車両部品、特にエンジンとエキ
ゾースト システムの近くでは、十分注意し
て作業を行ってください。

e クーラントの補充はエンジンを停止し、イ
グニッションを OFF にしてから行ってくだ
さい。

e エンジンが熱いときは、クーラント リザー
バー タンクのキャップを開かないでくださ
い。水温計の表示が 60 °C を下回るまで待っ
てください。

f 「クーラント (冷却水)」（78ページ）を参照
してください。

車両への作業を行う場合、その種類によっては
負傷を防ぐために保護手袋を装着する必要が
あります。

e 車両への作業を行う場合は、ポルシェ正規
販売店で実施してください。ポルシェ正規
販売店のご利用を推奨いたします。十分な
トレーニングを受けた経験豊かなスタッフ
が、最新の技術情報と専用工具や専用装置
を駆使し、確かな整備をお約束します。

ジャンパー ケーブルによるエンジンの
始動

不適切なジャンパー ケーブルを使用したり、不
適切な始動手順を行ったりすると、回路が
ショートして火災が発生する恐れがあります。
ジャンパー ケーブルによるエンジンの始動中
に、爆発性の高い電解質のガスがバッテリー周
囲で発生します。

また、エンジン コンパートメント内でバッテ
リー液に接触したり、ラジエーター ファンな
どの部品が自動的に作動したりすると、怪我を
する恐れがあります。

ジャンパー ケーブルによるエンジンの始動を
行う前に：

f 「ジャンパー ケーブルによるエンジンの始動」
（117ページ）を参照してください。

けん引

けん引時は事故を起こす危険が高まります。パ
ワー アシスト機能が作動しないため、操舵力
が増加します。ブレーキ ブースターが作動し
ない場合は、ブレーキ操作に大きな踏力が必要
となります。

e けん引時にエンジンが停止している場合、
またはパワー アシスト機能またはブレーキ
ブースターが作動しない場合は十分に注意
してください。

e ブレーキが故障した車両をけん引しないで
ください。

e 地上高が低いため、けん引時または他の車
両にけん引されるときは十分に注意してく
ださい。

f 「けん引およびけん引によるエンジンの始
動」（102ページ）を参照してください。

パンクしたとき

損傷したタイヤで走行するときは、速度によっ
ては安全にステアリングを操作できなくなる
恐れがあります。

e 決してパンクしたタイヤで走行しないでく
ださい。

e 安全な場所に正しく停車して、不具合を修
理してください。

f 「パンクしたとき」（195ページ）を参照して
ください。

万一事故が起きたとき
11
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事故の後は、シート ベルト プリテンショナー
やエアバッグなどの安全装備が作動しなくな
る恐れがあります。その場合は、安全装備が乗
員保護効果を発揮できなくなります。

e 安全装備が作動しなかった場合でも点検を
受けてください。

e 作動した安全装備は交換してください。
ポルシェ正規販売店にご相談ください。ポル
シェ正規販売店のご利用を推奨いたします。
十分なトレーニングを受けた経験豊かなス
タッフが、最新の技術情報と専用工具や専用
装置を駆使し、確かな整備をお約束します。

発炎筒
発炎筒は、事故や故障で路上に停車したとき、
周囲に危険を知らせるために使用します。
発炎筒は、助手席足元前部のドア側に固定して
あります。

e 燃料などの可燃物の近くでは使用しないで
ください。引火する恐れがあります。

e 発炎筒を使用するときは、顔や身体に向け
たり、近づけたりしないでください。火傷
をする恐れがあります。

e お子様がさわらないように注意してくださ
い。誤って使用すると火傷をしたり、車両
を損傷する恐れがあります。

e トンネルの中など換気が悪い場所で使用す
ると、発炎筒の煙で視界が遮られて事故に
つながる恐れがあります。必要に応じてハ
ザード・ライトを使用してください。

発炎筒の使い方

1. キャップを外してください。本体をひねり
ながら、ケースから取り出してください。

2. 本体を逆に向けて、ケースに差し込んでく
ださい。

3. 本体の点火部を、キャップの擦り薬でこす
ると着火します。

e 発炎筒の燃焼時間は約5分間です。

発炎筒には有効期限があります。表示してある
有効期限が切れる前に、新しい発炎筒に交換し
てください。ポルシェ正規販売店にお問い合わ
せください。

お出かけの前に車両に関する
重要な情報

車両の慣らし運転

新車の場合、走行距離が 3,000 km に達するま
では可動部品同士を馴染ませる慣らし運転が
必要となります。この期間は、オイルと燃料の
消費量が通常よりも若干多くなります。

慣らし運転中は、次の点に注意してください。
e 慣らし運転中はなるべく長距離を運転する

ことを推奨いたします。できるだけ冷間始動
と近距離運転の繰り返しは避けてください。

e 自動車レース、スポーツ ドライビング スクー
ルなどに参加しないでください。

e エンジン回転数が 4,000 rpm を超えないよう
にしてください。エンジン冷間時は低回転域
で運転してください。

新しいブレーキ パッドの慣らし運転

新品のブレーキ パッドおよびブレーキ ディス
クも、エンジンと同様に慣らし運転が必要で
す。新しい部品を装着してから最初の数百km
は、ブレーキ性能を完全には発揮できません。
多少ブレーキの効きが弱くなるため、強めにブ
レーキを踏む必要があります。

ブレーキ パッドやブレーキ ディスクを新品に交
換した場合も、同様に慣らし運転が必要です。

地上高に注意する

この車両は地上高が低いため、路面に接触しや
すくなります。

e 急な傾斜路での走行は避けてください。

火傷や火災につながる
恐れがあります

警告h

トンネルの中などで使
用すると、事故につな
がる恐れがあります

注意h

知識
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e 以下の状況では注意して運転してください。
– 立体駐車場などの急な坂道
– 縁石
– 凹凸のある路面を走行するとき
– リフティング プラットフォーム

サーキット走行

公道走行とくらべ、サーキット走行には過度に
大きな車両負荷を伴うため、純粋なレーシング
カーでは短い間隔でのメンテナンスおよび構
成部品の整備を行うことでこれに対処してい
ます。これには、サーキット走行後毎の点検の
実施および必要な場合の各構成部品の交換、規
定期間の経過後のアッセンブリ全体のオー
バーホールが含まれます。

e レース サーキットでの走行前には、最新の
規定についてお近くのポルシェ正規販売店
にご確認ください。ポルシェ正規販売店に
ご相談ください。

サーキット走行終了後は「クーリング ラップ」
走行を実施し、大きな熱負荷が加わったシャー
シ コンポーネントの温度を下げる必要があり
ます。車両をすぐに停車すると、熱を効果的に
冷却できないことによって構成部品の温度を
更に上昇させる結果に繋がります。これによ
り、個々の構成部品に修復不能な損傷を与える
恐れがあります。

ブレーキ システム

ブレーキ液には吸湿性があり、長期間使用する
と大気中の水分を吸収します。水分を吸収する
と沸点が低下し、高温時にブレーキの効きが大
幅に低下することがあります。

サーキット走行時はブレーキ パッドおよびブ
レーキ ディスクに高負荷がかかります。

e 使用開始から12カ月以上経過したブレーキ
フルードは、サーキット走行前に交換して
ください。

e サーキット走行の前後に、ブレーキ パッド
やブレーキ ディスクに摩耗がないか点検を
受けてください。

タイヤ

サーキット走行時はタイヤにも非常に高い負
荷がかかります。

e サーキット走行の前後に、タイヤに摩耗が
ないか点検を受けてください。

e レース用タイヤは装着しないでください。ポ
ルシェ社はレース用タイヤを承認していま
せん。

エンジン オイル

e サーキット走行の前後に、エンジン オイル
レベルを点検してください。

f 「エンジン オイル」（58ページ）を参照して
ください。

国外で走行する前に

すべてのポルシェ モデルがすべての国で入手可
能であるとは限りません。このため、スペア パー
ツが入手できない、あるいは、ポルシェ正規販
売店で修理作業が行えない場合があります。

国外で走行する前に以下の点を確認してくだ
さい。

– 車両が故障した場合、修理は可能ですか?
– 車両の技術的な調整が必要ではありませ

んか?

– 十分なオクタン価の燃料が入手可能ですか?
– ヘッドライトは左側 / 右側通行向けに変更す

る必要はありませんか?
f 「左側 / 右側通行でヘッドライトを切り替え

る」（240ページ）を参照してください。

車両データ処理

この車両はエレクトリック コントロール ユニッ
ト装備車です。これらの一部は車両の操作安全
性に必須で、その他は走行アシスト機能 (ドライ
バー アシスタンス システム) を提供します。ま
たこの車両は ECU 制御式のコンフォートまたは
エンターテインメント機能装備車です。

車両へのテクニカル データの保存

ECU は、車両の状態、コンポーネント負荷、サー
ビス要件、事象、故障などに関する技術的な情
報を一時的、または永久的に保存するデータ メ
モリーを備えています。一般に、この技術的情
報には以下のような構成部品、モジュール、シ
ステムまたは環境の状態が保存されています：

– システム構成部品の作動状態 (例：充填レ
ベル)

– 車両または各構成部品に関するステータス
メッセージ (例：ホイール回転数、速度、減
速度、横加速度)

– 重要なシステム構成部品 (例：ライトやブ
レーキ) の作動不良や故障

– 車両を損傷する恐れのある事象についての
インフォメーション

– 特別な走行状況での車両の反応 (例：エア
バッグの展開、スタビリティ コントロール
システムの作動)

– 環境条件 (例：温度)
13
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実際の車両機能に加えて、このデータを使用し
て故障の検出および修正を実施し、メーカーが
車両機能を最適化することができます。この
データの大部分は揮発性で、車両自体で処理さ
れるのみです。データのわずかな一部のみが故
障メモリに保存されます。またこの車両は ECU
制御式のコンフォートまたはエンターテイン
メント機能装備車です。

テクニカル データの読み出し

車両の整備時、サービス ネットワーク作業者
(例：ワークショップ、ロードサービス、メー
カー ) は、車両からこの技術情報を読み出すこ
とができます。整備には修理、サービス点検、
保証での作業、品質保証対策などが含まれます。
データは車両の OBD (「オンボード診断」) 用に
法的に規定された接続を使用して読み出され
ます。製品のモニタリング要件、または品質要
件を満足するために、データの収集、処理、お
よび関連サービス ネットワーク作業員による
使用およびポルシェへの送信が実施されます。
車両の故障およびイベント メモリーは修理ま
たはメンテナンス中にサービス センターによ
るリセットが可能です。

車両の機能を使用して

選択した機器に応じて、車両のコンフォートお
よびインフォテインメント機能のその他の設
定に加えてマルチメディアおよびアドレス
ブック データ、またはナビゲーション目的地
等の情報をご自身で追加できます。このデータ
は車両で局所的に保存されたり、車両に接続し
た機器に保存されたりします (スマートフォ
ン、USB スティックまたは MP3 プレーヤーな
ど)。車両にデータを保存している場合はいつ
でも消去可能です。ご要望に応じて、オンライ
ン サービスの使用中はデータを第三者に送信
できます。これは選択された設定に従ってのみ
実施されます。
車両に必要機器が装備されている場合は、車両
に内蔵された制御装置を使用して接続したス
マートフォンまたは他の携帯機器を制御可能
です。スマートフォンからの画像および音はマ

ルチメディア システムにより出力可能です。特
定の情報をスマートフォンに送信することも
できます。これは一般的な車両情報または位置
データを含みます。装備品のタイプにより異な
ります。これにより、ナビゲーション システ
ムの使用または音楽の再生など選択したス
マートフォンのアプリを最適に使用できます。
スマートフォンを使用して車両データに自動
アクセスすることはできません。データ処理の
タイプはご使用のサプライヤーにより異なり
ます。
設定可能であるかどうか、またどの設定が設定
可能かは、ご使用のスマートフォンのアプリお
よびオペレーティング システムにより異なり
ます。

オンライン サービスの使用

車両にワイヤレス ネットワーク接続がある場
合は、これを使用して車両と周囲および他のシ
ステム間でデータの交換が可能です。車両の送
受信ユニットまたは接続した携帯機器 (スマー
トフォンなど) によりワイヤレス ネットワーク
に接続可能です。ワイヤレス ネットワーク接
続により、オンライン機能を使用できます。こ
れにはポルシェまたは他のプロバイダーによ
り利用可能なオンライン サービスおよびアプ
リケーション/アプリが含まれます。

ポルシェ オンライン サービスの場合は、各種
機能についての説明が適切な場所 (例：ポル
シェ コネクト ウェブサイト) に提供されてお
り、関連するプライバシー通知も提供されてい
ます。個人データはオンライン サービスの規
定に従って使用されます。このデータは、ポル
シェの専用ITシステムなど、安全性が確保され
た接続方法により送受信されます。サービスの
規定以外の目的での個人データの収集、処理お
よび使用は、法律またはお客様の同意に従って
のみ実施されます。

通常、(料金ベース) サービスや機能、または車
両のデータ接続自体の有効化/無効化は、ユー
ザー側の判断にて行うことが可能です。これは
特に、法的要件機能およびサービスには適用さ
れません。

他のプロバイダーからオンライン サービスを
利用する可能性がある場合、

責任は各プロバイダーにあり、各プロバイダー
のデータ保護要件および使用規約に従うもの
とします。ポルシェはこのようなデータ交換に
ついて関与しません。第三者が提供するサービ
スにおける個人情報の取り扱いや、収集する個
人情報の種類、範囲、またその目的について
は、各サービス プロバイダーに直接お問い合
わせください。
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概要図

以降のページには、車両の一部の部位の概観図
が簡略な説明とともに掲載されています。詳し
い情報は該当するページをご覧ください。
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運転席
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運転席
A インナー ドア ハンドル f P136
B パーソナル設定用メモリー 

ボタン

f P191

C ドア ミラーの調節 f P244
D ライト スイッチ f P252
E イグニッション ロック f P61
F オーバーヘッド コンソール f P20
G パワー ウィンドウ f P44
H エレクトリック パーキング 

ブレーキ

f P202

I フロント / リヤ ラゲッジ コン
パートメント リッドのリリース

f P257

J ステアリング ホイール調節 f P120
K シート調節 f P110



ステアリング ホイールおよびインストルメント パネル
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ステアリング ホイールお
よびインストルメント パ
ネル
A PDK シフト パドル f P174
B 方向指示灯およびハイ ビーム f P255
C スピードメーター

警告灯および表示灯

f P39
f P40

D タコメーター (回転計)
警告灯および表示灯

f P39
f P39

E マルチファンクション 
ディスプレイ

警告およびインフォメーション 
メッセージ

f P39
f P82

F フロント ワイパー f P205
G クルーズ コントロール

ACC
f P80
f P30

H 故障診断用ソケット f P4
I 電話、ラジオ、マルチファンク

ション ディスプレイのマルチ
ファンクション ボタン

f P231

J ステアリング ホイール ヒーター f P120
K ホーン

L マルチファンクション ディスプ
レイのレバー (マルチファンク
ション ステアリング ホイール非
装備車)

f P231

M モード スイッチ f P126
17
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センター コンソール
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センター コンソール
A エア ベント f P50
B スポーツ クロノ 

ストップウォッチ

f P122

C カップ ホルダー f P72
D グローブ ボックス f P118
E ポルシェ コミュニケーション 

マネージメント (PCM)
f P21

F エアコン コントロール パネル f P18
G コントロール パネル f P19
H 灰皿、シガー ライター f P130
I 小物入れ f P119



コントロール パネル
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コントロール パネル
A シート ヒーター / シート ベンチ

レーター

f P113

B エアコン コントロール パネル f P50
C リヤ スポイラー f P268
D スポーツ エキゾースト システム f P121
E オート スタート / ストップ f P63
F ハザード ライト f P256
G スポーツ モード (装備により異

なる)
f P129

H ポルシェ アクティブ サスペン
ション マネージメント (PASM)

f P215

I ポルシェ スタビリティ マネージ
メント (PSM)

f P227

J セントラル ロック f P135
K コンバーチブル トップ用コント

ロール パネル

f P104
19
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オーバーヘッド コンソール
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オーバーヘッド コンソール
A インテリア ライト / 

読書灯用ボタン

f P42

B 助手席エアバッグ OFF 警告灯 f P157
C インテリア ライト f P42
D 読書灯 f P42
E パークアシスト f P188
F 自動インテリア ライト f P42



PCM の各操作部
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PCM の各操作部
A 音量調節、PCM の ON/OFF の

切り替え

f P226

B ラジオ f P264
C メディアおよびラジオ音源 f P249
D ミュージックおよびビデオ f P249
E 電話、メッセージ、E メール f P163
F ナビゲーション f P179
G 車両およびシステムの設定 f P225
H 地図および交通情報通知 f P183
I メイン メニュー、サウンド

設定

ポルシェ コネクト サービス
Apple CarPlay
MyScreen

f P221

f P132
f P274
f P221

J ロータリー プッシュ ボタン 
(PCM の操作用)

f P221

K バック ボタン：前の操作を取
り消す、選択を中止する、ま
たは 1 つ前のメニューに戻る

L メイン メニュー、サウンド
設定に応じた設定

M 時刻の設定 f P220
N タッチスクリーン (PCM の

操作用)
f P221

O デバイス マネージャー (電話を
接続する、ワイヤレス インター
ネット アクセスを設定する、
Bluetooth® 機器を接続する、
Apple CarPlay の接続状態を表示
する)

f P161

P スキップ ボタン (曲 / 放送局の
設定)
21
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PCMドライブ
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PCMドライブ
A CD/DVDドライブ f P224
B SD カード リーダー 1 f P224
C SIM カード リーダー f P224
D SD カード リーダー 2 f P224
E CD/DVD イジェクト ボタン f P224
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PCM の基本操作
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PCM の基本操作
A メイン メニューを開く

e ボタン (例： ) を
押してください。
– または–
メイン メニューの機能 

 を選択してくだ
さい。

B PCM の操作用ロータリー プッ
シュ ボタン
e ロータリー プッシュ ボタン 

B を回して機能を選択してく
ださい。

e ロータリー プッシュ ボタン 
B を押して選択内容を確定し
てください。

f P221

C バック ボタン：前の操作を取り
消す、選択を中止する、または 
1 つ前のメニューに戻る

D メイン メニュー、サウンド設定
に応じた設定

E コントローラーの機能を開く 
(近接センサーがアクティブの
場合は、手を PCM の近くに動か
すだけです)

f P221

F PCM の操作用タッチスクリーン
e タップ (指で軽く触れる)
e 長押し (指を押し付けてその

ままにする)
e スクロール (上下にスワイプ

する)
e スワイプ (左右にスワイプ

する)
e ドラッグ＆ドロップ (項目を

タッチして、希望の位置ま
でドラッグして放す)

e ズーム (2 本の指をディスプ
レイに触れたまま広げるま
たは狭める)

f P221

G 他のページを表示：左右にスワ
イプして他のページを開く
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テキストおよび文字を PCM に入力する
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テキストおよび文字を 
PCM に入力する
A 現在のカーソル位置 f P221
B 候補のリスト f P221
C 大文字と小文字を切り替える f P221
D 文字、数字および特殊文字の

入力を切り替える

f P221

E キーボードを表示する / 隠す f P221
F 手書き文字認識機能 (タッチス

クリーンを使用して文字を入
力する)

f P221

G キーボードの調整 f P221
H スペースの挿入 (手書き文字認

識：タッチスクリーン上で指
を左から右にスワイプする)

f P222

I 入力を決定する f P221
J 項目を削除する (手書き文字認

識：タッチスクリーン上で指
を右から左にスワイプする)

f P221

K 英語、ひらがな、カタカナ、
ローマ字、漢字の手書き認証：
代替文字の表示 / 非表示の切り
替え

f P221
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実用的なヒント

以降のページには、車両の各エリアに関する実
用的なヒントが掲載されています。
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実用的なヒント
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実用的なヒント

エアコン

接続

マルチファンクション ステアリング ホイール

トピック ヒント

アッパー ベンチレーション パネルの 
ON/OFF

2 ゾーン エアコン装備車の場合、アッパー ベンチレーション パネルは、マルチファンクション ディスプ
レイで 車両 e設定 eエアコン eベンチレーション フィールドの順に選択することで、ON/OFF を切り替
えることができます。

空気の状態に応じて、外気導入と内
気循環を自動的に切り替える

2ゾーン エアコン装備車の場合、自動内気循環は、マルチファンクション ディスプレイで 車両 e設定 e
エアコン e自動内気循環の順に選択することで、ON/OFF を切り替えることができます。

ドライバーが 1 人で乗車するときのエ
アコン設定

ドライバーが 1 人で乗車するときは、運転席側のエアコン設定を車両全体に適用します。

e エアコン コントロール パネルの  ボタンを、エアコン ディスプレイに SYNC が表示されるまで長
押ししてください。

トピック ヒント

デバイス マネージャーを開く デバイス マネージャーは、機器の接続 (電話または Bluetooth® オーディオ プレーヤーの接続、PCM の外部 
WiFi ホットスポットへの接続、Apple CarPlay およびアプリの使用など) を集中管理します。

e PCM のフッターの  または  シンボルを選択してください (接続状態により異なる) 。
または

 ボタン e  ボタン eデバイス マネージャー

トピック ヒント

マルチファンクション ステアリング 
ホイールの ◊ ボタンを割り当てる

マルチファンクション ステアリング ホイールの ◊ ボタンに、マルチファンクション ディスプレイまたは 
PCM の任意の機能を割り当てることができます。

マルチファンクション ディスプレイで希望の機能を選択してください。

車両 e設定 eステアリング ホイール操作 e◊ キー ePCM 機能または組み合わせ機能



実用的なヒント
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ナビゲーション

ボイス コントロール

トピック ヒント

目的地の検索または入力 検索またはオンライン検索機能により、希望の目的地を入力または検索することができます。検索機能

では、PCM に内蔵されたデータベースにアクセスします。インターネットで目的地を検索するには、オ

ンライン検索機能を利用してください。

e  ボタンを押します e検索またはオンライン検索 e検索ワード (市、通り、名称など) を入力

し、リストから希望する項目を選択して e開始 を押します。

トピック ヒント

ボイス コントロールの作動 ステアリング ホイール左側のレバーにある  ボタンを押すと、アプリケーションに応じてさまざまな
機能が起動します。

– 短く押す：PCM のボイス コントロールが有効になります。

– 長押しする：Siri 音声認識機能が有効になります (Apple CarPlay を組み合わせた場合のみ)。

乗員による音声操作 ボイス コントロール用のハンズ フリー マイクロフォンはドライバー側に向いています。そのため、ドラ
イバーのみがボイス コントロールを使用してください。
27
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実用的なヒント
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補給

電話

セントラル ロック

トピック ヒント

フィラー フラップの位置の表示 燃料計の矢印は、車両のフィラー フラップの付いている側面を示しています。

f 「インストルメント パネル」（39ページ）を参照してください。

トピック ヒント

対応している Bluetooth® プロファイル 携帯電話で使用されているプロフィールのリストを表示するには、  ボタン e  ボタン e
電話設定 eBluetooth eBluetooth デバイス e該当する機器 e詳細の順に押してください。

また、携帯電話の取扱説明書に記載されている情報にも注意してください。

接続された 2 つの携帯電話の切り替え 携帯電話が既に PCM に接続されている場合は、もう 1 台の携帯電話を PCM に接続し、ユーザーが 2 つの

携帯電話を切り替えることも可能です。

e  ボタン eヘッドラインの  または  を選択します。

携帯電話の連絡先を PCM に転送する どの携帯電話が接続されているか、または SIM カードを使用しているかに関係なく、PCM の範囲内にあ

る携帯電話から Bluetooth® 経由で連絡先を転送することができます。

e  ボタン e ボタン e電話設定 e連絡先 e連絡先を同期 e連絡先の同期に使用する携

帯電話を選択してください。

トピック ヒント

車両のロックを解除して、1 つのドア
のみロックが解除する

ドアロックおよびロック解除の設定が変更されました。

設定内容に関係なくすべてのドアを開くことができます。

e キーの  ボタンを 5 秒以内に 2 回押してください。

設定を変更するには、マルチファンクション ディスプレイで 車両 e設定 eロックを選択してください。
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トピック

以降のページには、五十音順に項目が掲載され
ています。
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アダプティブ クルーズ コ
ントロール（ACC）
b PDK 装備車。

アダプティブ クルーズ コントロール (ACC) を
使用すると、前走車のいない道路を走行する場
合に、約 30～210 km/h の範囲でアクセルペダ
ルを踏まなくても希望する速度を維持したま
ま走行できます。
アダプティブ クルーズ コントロールは自車と
同一車線上に、設定した速度よりも遅い前走車
を検出すると、あらかじめ設定した車間距離を
自動的に維持するように速度を調節します。

アダプティブ クルーズ コントロールは前走車
との車間距離が短くなると減速し、車間距離が
長くなると設定速度の範囲内で加速します。

レーダー センサー
アダプティブ クルーズ コントロールは、フロ
ント バンパー中央 (矢印) のレーダー センサー
を使用します。

図1：レーダー センサーの取り付け位置

車両のお手入れについて：
f 「お手入れ」（66ページ）を参照してくだ

さい。

警告 集中力の低下

アダプティブ クルーズ コントロールにより快
適性は向上しますが、ドライバーは運転に責任
を持ち、安全運転を心がけてください。ドライ
バーは、アダプティブ クルーズ コントロール
が作動していても、安全な車間距離を保ち、適
切なスピードで走行するなどの安全運転に努
めてください。このシステムは、ドライバーの
注意力の代わりになるものではありません。

e 十分注意して運転してください。

e アダプティブ クルーズ コントロールの減
速が不十分な場合は、直ちにフット ブレー
キをかけて車両を減速させてください。

e 常に車両がコントロールできるか確認して
ください。

警告 危険な交通状況や路面
状態が悪い状況での
走行

交通状況により前走車と安全な距離を保って
一定の車速で走行できない場合は、アダプティ
ブ クルーズ コントロールを使用すると事故を
起こす危険があります。

e 激しい渋滞、道路工事区間、市街地、カー
ブの多い道、路面状態が悪い場合 (冬場の滑
りやすい路面、濡れた路面、起伏の多い路
面) などでアダプティブ クルーズ コント
ロールを使用しないでください。

警告 アダプティブ クルー
ズ コントロールによ
り他の車両や障害物を
検出できない場合

アダプティブ クルーズ コントロールは、停車
中または低速走行中の車両、歩行者、路上の障
害物、同一車線上の対向車、前方を斜め方向に
横切る車両などは検出できません。

e 必要に応じて適切な運転操作をしてくだ
さい。

e 進行方向の状況に常に気を配ってください。

インフォメーション

e システムの正常な機能を維持するために、
レーダー センサーに付着した汚れ、氷、雪
などを取り除いてください。

警告 レーダー センサーの
視界不良

雨水、雪、氷、多量の水しぶきなどでレーダー
センサーの機能が阻害される場合があります。
前走車を正しく検出できないことや、全く検出
できなくなることがあります。

e 上記のような状況下ではアダプティブ ク
ルーズ コンロールを使用しないでください。
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例外
レーダー センサーの汚れが激しい場合や雪な
どで覆われているとき、豪雨など悪天候のと
き、トンネルを通過中などにアダプティブ ク
ルーズ コントロールが自動的に作動を停止す
ることがあります。

マルチファンクション ディスプレイにACCが
停止中であることを示すメッセージが表示さ
れます。
f 「警告および情報メッセージ」（82 ページ）

を参照してください。

アダプティブ クルーズ コント
ロール (ACC) の基本的な作動
前方に車両がいないとき – 一般道路での
運転
アダプティブ クルーズ コントロールは車両の
速度を調節します。設定された希望の速度が常
に維持されます。

前走車を検出したとき – フォロー モード
アダプティブ クルーズ コントロールは、自車
と同一車線上に希望した設定速度よりも遅い
前走車を検出すると、あらかじめ設定した車間
距離を自動的に維持するように速度を調節し
ます。
前走車が停止すると、アダプティブ クルーズ
コントロールの制御範囲内で減速して停車し
ます。

アダプティブ クルーズ コントロールは前走車
が発進するまで停車状態を維持します。
前走車が発進すると、アダプティブ クルーズ
コントロール (自動車速制御および自動車間距
離制御) を再開することができます。

追い越し加速
アクセル ペダルを踏むことにより、いつでも
加速することができます。

設定速度よりも高速で走行すると、アダプ
ティブ クルーズ コントロール (ACC) が解除さ
れます。
マルチファンクション ディスプレイに ACC が
停止中であることを示すメッセージが表示さ
れます。設定された希望の速度は保存されてい
ます。

アクセル ペダルを放すと、ACC は、前走車がい
ない場合は希望の速度まで加速し、前走車がい
る場合は車間距離を制御します。
ACC の作動状態に関するインフォメーション：

f 「アダプティブ クルーズ コントロール (ACC)
の ON 時の作動モード」（32ページ）を参照し
てください。

アダプティブ クルーズ コント
ロール (ACC) の操作

図2：アダプティブ クルーズ コントロール (ACC) 
レバー

R ACC の ON/OFF 切り替え

1 設定 / 希望する速度を上げる

2 設定速度を下げる

3 中断 (OFF)
4 クルーズ コントロールの再開 (RESUME)

インフォメーション

ブレーキ ペダルまたはアクセル ペダルを操作
した場合、いつでもドライバーの意志が優先さ
れます。
31



アダプティブ クルーズ コントロール（ACC）

あ

か

さ

た

な

は

ま

や

ら

わ

A–Z

32

21_718_Boxster_982_BAL_70_WKD 982 00 70 21_KW36.20-24.21_JPN.book  Page 32  Monday, August 10, 2020  4:15 PM
アダプティブ クルーズ コント
ロール (ACC) の表示
アダプティブ クルーズ コントロールに関する
すべての重要な情報、メッセージおよび警告は
マルチファンクション ディスプレイの ACC メ
イン メニューに表示されます。

図3：マルチファンクション ディスプレイの ACC

アダプティブ クルーズ コントロールを ON に
すると、マルチファンクション ディスプレイ
左下にステータス ディスプレイ B が表示され
ます。

アダプティブ クルーズ コントロールが作動す
ると、ステータス ディスプレイ B が橙色に変
わります。

アダプティブ クルーズ コントロールの作動を
中断すると、ステータス ディスプレイ B が灰
色になります。

アダプティブ クルーズ コント
ロール (ACC) の ON/OFF
アダプティブ クルーズ コントロール 
(ACC) を ON にする
e レバーの R ボタンを押してください。

マルチファンクション ディスプレイに灰色
のシンボル マークが表示されます。

アダプティブ クルーズ コントロールはスタ
ンバイ状態になります。

アダプティブ クルーズ コントロール 
(ACC) を OFF にする
e レバーの R ボタンを押してください。

マルチファンクション ディスプレイに ACC
が停止中であることを示すメッセージが表
示されます。

保存されていた設定速度が削除されます。

設定車間距離が初期値 (デフォルト値) にリ
セットされます。

アダプティブ クルーズ コント
ロール (ACC) の ON 時の作動
モード
アダプティブ クルーズ コントロール ON 時に
は、3 種類の作動モードがあります。

アダプティブ クルーズ コントロール 
(ACC) の作動
アダプティブ クルーズ コントロールが、速度
および前走車との車間距離を自動的に制御し
ます。
ステータス ディスプレイ B が橙色になります。

アダプティブ クルーズ コントロール 
(ACC) のスタンバイ
ブレーキ ペダルを踏んだときや、クルーズ コ
ントロール操作レバーを下方 (3 の位置、OFF)
に押したときは、アダプティブ クルーズ コン
トロール (自動車速制御および自動車間距離制
御) が解除されます。
設定された希望速度および設定車間距離は保
存されたままになります。

ステータス ディスプレイ B が灰色になります。
アダプティブ クルーズ コントロール (自動車
速制御および自動車間距離制御) の再開に関す
るインフォメーション：

f 「RESUME (自動車速制御と自動車間距離制御
の再開)」（35ページ）を参照してください。

アダプティブ クルーズ コントロール 
(ACC) の速度超過
アクセル ペダルを踏むと、クルーズ コント
ロールおよび車間距離制御が解除されます。

マルチファンクション ディスプレイに ACC が
停止中であることを示すメッセージが表示さ
れます。
設定された希望速度および設定車間距離は保
存されたままになります。

ステータス ディスプレイ B が灰色になります。
アクセル ペダルを放した後、アダプティブ ク
ルーズ コントロール (自動車速制御および自動
車間距離制御) は再開されます。

A 前走車との設定車間距離

B ステータス表示と目標速度

C 先行車両の検知

D 先行車両からの現在の距離

E 先行車両の現在の速度

F 速度制御範囲のバー表示 (0～210 km/h)
G 実際の速度

アダプティブ クルーズ コントロール
を ON にすると、クルーズ コントロー
ルのシンボル マークが表示されます。
ただし設定速度を設定するまでは、速
度表示が空欄になります。

設定速度を設定した後、前走車を検出
していないときは、クルーズ コント
ロールのシンボル マークと設定速度が
表示されます。

設定速度を設定した後で前走車を検出
した場合、車両のシンボル マークと設
定速度が表示されます。
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速度の設定 / 設定速度の変更
b アダプティブ クルーズ コントロールが ON 

になっている。

b 車両が動いている。

b 前方に静止した物体を検出していない。

速度の設定
1. ステアリング ホイールのレバーを前方 (図

2、1) に押してください。

そのときの走行速度が希望速度として保存
され、自動的に維持されます (約 30～210 
km/h の制御範囲内)。ステータス ディスプ
レイ B が橙色になります。
速度制御範囲のバー グラフの下部に表示さ
れている赤色の▲マーク G が、現在の速度
を示しています。

2. アクセル ペダルから足を放してください。
自車よりも遅い速度の前走車が検出される
まで、設定速度が自動的に維持されます。

設定速度を上げる
e ステアリング コラムのレバーを前方 (図2、

1 の位置) に短く押してください。

速度が 1 km/h 単位で上がります。
または

ステアリング コラムのレバーを前方 (1 の
位置) で保持してください。

速度が 10 km/h 単位で上がります。

ステータス ディスプレイ B が新しく設定し
た速度を表示します。

速度制御範囲のバー グラフの下部に表示さ
れている赤色の▲マーク G が、現在の速度
を示しています。

設定速度を下げる
e ステアリング コラムのレバーを手前 (図2、

2 の位置) に短く引いてください。
速度が 1 km/h 単位で下がります。
または

ステアリング コラムのレバーを希望の速度
になるまで手前 (2 の位置) で保持してくだ
さい。

速度が 10 km/h 単位で下がります。

ステータス ディスプレイ B が新しく設定し
た速度を表示します。

速度制御範囲のバー グラフの下部に表示さ
れている赤色の▲マーク G が、現在の速度
を示しています。

車間距離の設定
前走車との車間距離を 4 段階に設定できます。

図4：車間距離の設定インフォメーション

停止中にレバーを前方 (1の位置) に押すと、マル
チファンクション ディスプレイに「ACC cannot be
activated when parked (ACC 不可 停車中) 」のメッ
セージが表示されます。

前方に静止した物体を検出すると、マルチファ
ンクション ディスプレイにメッセージが表示さ
れます。

インフォメーション

車間距離を設定すると、マルチファンクション
ディスプレイに「ACC」 (アダプティブ クルーズ
コントロール) のメイン メニューが一時的に表
示されます。

最初にロッカー スイッチ Z を操作すると、設定
車間距離を変更することなく、「ACC」メイン
メニューが表示されます。

インフォメーション

実際の車間距離は速度に応じて変化します。速
度が低いときは車間距離が短くなり、速度が高
くなると車間距離が長くなります。
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車間距離を長くする
e スイッチ Z を上方向に押してください。

前走車との設定車間距離を示す橙色のセグ
メント A の数が増えます。

車間距離を短くする
e スイッチ Z を下方向に押してください。

前走車との設定車間距離を示す橙色のセグ
メント A の数が減ります。

前走車との車間距離を表示する
前走車を検出すると、マルチファンクション
ディスプレイまたはステータス ディスプレイ
B に車両のシンボル マーク C が表示されます。

灰色のゾーン D が、前走車との現在の車間距離
を示します (図3)。

自動ブレーキ制御での停止
アダプティブ クルーズ コントロールが作動し
ているときに前走車が停止すると、制御範囲内
で減速して停車します。
インストルメント パネルの  インジケー
ター ライトが点灯します。
車両は前走車が発進するまで停止状態を維持
します。
HOLD 機能に関するインフォメーション：
f 「HOLD 機能」（276ページ）を参照してくだ

さい。

再発進
アダプティブ クルーズ コントロールの作動
モードに応じて、停車後に再発進し、自動車速
制御と自動車間距離制御を再開することがで
きます。

アダプティブ クルーズ コントロール 
(ACC) の作動
e ステアリング コラムのレバーを上方 (4 の

位置、RESUME) に押してください。
または

アクセル ペダルを短く踏んでください。

車両が自動的に再発進します。

アダプティブ クルーズ コントロール 
(ACC) のスタンバイ
車両が動いているときのみ、自動車速制御お
よび自動車間距離制御を再開することができ
ます。

1. 通常の運転操作で発進してください。
2. ステアリング コラムのレバーを上方 (4の位

置、RESUME) に押してください。
または

速度を設定する、または設定速度を変更し
てください。

アダプティブ クルーズ コント
ロール (自動車速制御および自
動車間距離制御) の中断と再開
自動車速制御と自動車間距離制御の中断 – 
OFF
e ブレーキ ペダルを踏んでください。

または

ステアリング コラムのレバーを下方 (3 の
位置、OFF) に押してください。

アダプティブ クルーズ コントロールの制
御が中断されます。

設定された希望速度および設定車間距離は
保存されたままになります。

ステータス ディスプレイ B が橙色から灰色
になります。

走行速度が高い道路での走行に適し
た車間距離です。前走車との車間距
離は 1 秒です。この場合、120 km/h
のときに約 33 m の車間距離になり
ます。

少し余裕のあるドライビングに適し
た車間距離です。前走車との車間距
離は 1.3 秒です。この場合、120 km/
h のときに約 43 m の車間距離になり
ます。

初期設定値
道路運行上の安全基準に即した車間
距離です。前走車との車間距離は 1.8
秒です。この場合、120 km/h のとき
に約 60 m の車間距離になります。

郊外路を走行するときに適していま
す。前走車との車間距離は 2.3 秒で
す。この場合、120 km/h のときに約
77 m の車間距離になります。

インフォメーション

周囲の交通の流れによっては (たとえば、ゆっ
くりとした交通の流れの中では)、車両はゆっ
くりと徐行してから停車します。

インフォメーション

アダプティブ クルーズ コントロールが正常に
機能している場合や、HOLD 機能が作動したと
きは、ブレーキ ペダルの感触が変化したり、ブ
レーキ システムの油圧作動音が聞こえたりす
ることがあります。
これはシステムの正常な作動であり、故障では
ありません。

インフォメーション

前走車が停止しているときは発進できません。
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RESUME (自動車速制御と自動車間距離制
御の再開)
e ステアリング コラムのレバーを上方 (4 の

位置、RESUME) に押してください。
自車よりも遅い速度の前走車を検出し、あ
らかじめ設定した車間距離よりも接近する
までは、車両は設定速度まで加速します。
ステータス ディスプレイ B が灰色から橙色
になります。
または

ステアリング コラムのレバーを上方 (4 の
位置、RESUME) で保持してください。
車両が設定した希望速度まで加速します。

警告シンボル

図5：マルチファンクション ディスプレイの警告シ
ンボル マーク

制御モード (ACC 作動中) でのドライバー
への運転操作の要求
アダプティブ クルーズ コントロールが作動し
ているときに、ドライバーのブレーキ操作が必
要であると判断された場合、警告音が鳴り、マ
ルチファンクション ディスプレイに警告シン
ボルマークが表示されます。

アダプティブ クルーズ コント
ロール (ACC) の例外
次のような状況では、アダプティブ クルーズ
コントロールは利用できません。
– イグニッションが OFF のとき

– PSM が OFF のとき

– 運転席ドアが開き、運転席シート ベルトを
着用していないとき

– 駐車時や操舵時など、ステアリング ホイー
ルをいっぱいに切ったとき

– エレクトリック パーキング ブレーキが作
動しているとき

– セレクター レバーが N、R または P の位置
にあるとき

– 上り坂や下り坂の傾斜が 20 % 以上のとき

アダプティブ クルーズ コントロール ON 時に、
上記のいずれかの例外状況があてはまる場合、
アダプティブ クルーズ コントロールは OFF に
なります。

マルチファンクション ディスプレイに該当す
るメッセージが表示されます。

レーダー センサーが前走車を
正常に検出できない状況
アダプティブ クルーズ コントロールのレー
ダー センサーは、自車正面の比較的狭い範囲
を円錐状に監視します。
このため周囲の道路状況や、前走車の大きさに
よっては、レーダー センサーが前走車を検知
できない、または検知が遅れる場合がありま
す。その結果、アダプティブ クルーズ コント
ロールの制動が遅れたり、ブレーキが突然かか
ることがあります。

停止中の車両は検出されません。アダプティブ
クルーズ コントロールは停止中の車両に反応
できません。
e 十分注意して運転してください。

e 必要に応じて減速してください。

図6：前方への割り込み、幅の狭い車両

A – 前走車の車線変更 / 前方への割り込み
他の車両が自車の車線に割り込んだときや離
れる場合、自車と同一車線に完全に移動するま
でその車両を検出しません。

インフォメーション

レバーを 3 の位置 (OFF) に動かして、自動車速
制御および自動車間距離制御を中断した場合、
発進後に前方に静止した物体を検出していな
いときのみ制御を再開できます。

警告 アダプティブ クルー
ズ コントロールによ
るオート ブレーキ時
の不十分な制動力

このような場合、アダプティブ クルーズ コン
トロールによる制動力は衝突を回避するには
不十分です。
e 直ちにブレーキをかけてください。
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B – 投影面積が小さな車両 / 幅の狭い車両
小さな車両や幅の狭い車両は検出できないか、
または検出のタイミングが遅れます。

図7：コーナリングおよび停車中の車両

C – コーナーへの進入 / 脱出
コーナーにさしかかったときは、前走車を検出
できなかったり、遅れて検出する場合がありま
す。また、隣の車線を走行する車両に反応する
場合もあります。

D – 停止中の車両
レーダー センサーの監視エリアに突然停車中
の車両が現れたとき (前走車が車線変更したと
きなど) は、アダプティブ クルーズ コントロー
ルはその車両を検出しません。

図8：オーバーハングの長い車両

E – オーバーハングの長い車両
木材運搬トラックなどの車両後端部は正しく
検出できません。

ポルシェ アクティブ セーフ 
(PAS)
アダプティブ クルーズ コントロール センサー
は「ポルシェ アクティブ セーフ (PAS) 」機能に
使用されます。
機能内容：

– ブレーキ システム プレフィル

前走車に危険なほど近づいていることを
レーダー センサーが検出すると、ブレーキ
システムの圧力をあらかじめ僅かに高めて
制動時の応答性を向上させます。

– ブレーキ アシスト

急ブレーキ操作時にブレーキ ペダルを踏む
力が弱いと、ブレーキ アシストが 4 輪すべ
てのブレーキ システムの圧力を高めて最大
の制動力をかけます

前走車に危険なほど近づいていることを
レーダー センサーが検出すると、ブレーキ
アシスト機能の作動開始が早まります。ブ
レーキ アシストの作動は状況の危険度に応
じて 3 段階で早まります。

– ターゲット ブレーキ

前走車に危険なほど近づいていることを
レーダー センサーが検出し、さらにブレー
キ制動力が不十分な場合、状況に応じてブ
レーキ圧力を増加します(必要に応じて最
大の制動力まで)。

警告 アダプティブ クルー
ズ コントロールの停
止車両の不検出

アダプティブ クルーズ コントロールのレー
ダー センサーは停車中の車両を検出しません。
e 十分注意して運転してください。

e 必要に応じて減速してください。

警告 前走車の後端が正しく
検出されない

前走車のオーバーハングが長い場合、アダプ
ティブ クルーズ コントロールのレーダー セン
サーはその車両の後端を検出できない、または
距離を正しく検出することができません。

e 十分注意して運転してください。

e 必要に応じて減速してください。 インフォメーション

すべてのポルシェ アクティブ セーフ (PAS) 機
能は、約 30 km/h 以上の速度で作動します。
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潜在的な警告 (表示)

図9：潜在的な警告 (表示)

車間距離が短い状態で長い時間走行している
場合、前走車がブレーキをかけたときに衝突す
ることを防ぐため、マルチファンクション ディ
スプレイに潜在的な警告 (黄色のマーク) を表
示してドライバーに警告します。

e 必要に応じて前走車との車間距離を十分に
確保してください。

予期警告 (警告音、表示)

図10：事前警告作動

前走車に危険なほど近づいていて、前走車と衝
突しそうなことをレーダー センサーが検出す
ると、警告音と表示で予期警告を行います。

この危険な状況では、ドライバーが適切に対応
することで衝突を回避できます。

緊急警告 (警告音、表示、ブレーキ振動)

図11：事前警告作動

ドライバーが予期警告に対応せず、ブレーキを
かけなかった場合、直ちに緊急警告が作動し、
警告音と表示に加えてブレーキ振動で知らせ
ます。

ドライバーの注意を交通状況に向けるため、ブ
レーキ圧を急上昇させてブレーキ振動を発生
させます。
この危険な状況では、ドライバーが適切に対応
することで衝突を回避できます。

警告 車間距離の不足

前走車に追突する恐れがあります。

e 直ちにブレーキをかけてください。

警告 車間距離の不足

前走車に追突する恐れがあります。

e 直ちにブレーキをかけてください。
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ポルシェ アクティブ セーフ (PAS) 警告の 
ON/OFF
潜在的および予期警告機能は初期設定では
OFF になっていますが、緊急警告機能は作動状
態になっています。マルチファンクション ディ
スプレイで潜在的および事前警告機能を ON に
する：

f 「ポルシェ アクティブ セーフ（PAS）のON/
OFF」（239ページ）を参照してください。

インフォメーション

下記の状況ではドライバーは慎重に運転して
いると想定され、予期警告や緊急警告機能は作
動しません：

– 急カーブを走行しているとき

– ブレーキをかけているとき

– 追い越ししようとしている場合などドライ
バーが急加速したとき
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インストルメント パネル

図12：インストルメント パネルの表示

A – スピードメーター

B – タコメーター （回転計）
タコメーターの目盛りが赤色の部分は、エンジ
ン回転数の許容上限を示しています。

C – マルチファンクション ディスプレイ
f 「マルチファンクション ディスプレイ」
（231ページ）を参照してください。

D – トリップ メーター リセット ボタン /
インストルメント ライトおよびPCMの明
るさ調節ボタン
f 「インストルメントおよびインテリア ライ

ト」（42ページ）を参照してください。

E – 積算距離計/トリップ メーター
ディスプレイの上段は総走行距離を表示し、下
段は区間走行距離を表示しています。
9,999 km を超えると、トリップ メーターの表
示が「0」に戻ります。

トリップ メーターの手動リセット：
e トリップ メーター リセット ボタン D を約

1 秒間押し続けてください。

トリップ メーターが「0」に戻ります。

F – デジタル スピードメーター

G – シフトアップ インジケーター
経済的な運転を促すシフトアップ インジケー
ターは、選択しているギヤ、エンジン回転数お

よびアクセル ペダルの踏み込み量に応じて点
灯し、1 段高いギヤにシフトアップする適切な
タイミングをお知らせします。
PDK 装備車の場合、マニュアル モードでのみシ
フトアップ インジケーターが使用可能です。

e シフトアップ インジケーターが点灯したと
きは、1 段高いギヤにシフトアップしてくだ
さい。

H – セレクターレバー ポジション インジ
ケーターおよびギヤ シフト インジケー
ター

I – フィラー フラップ位置の表示
矢印は車両のフィラー フラップの付いている
側面を示しています。
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J – 燃料計
イグニッションが ON のときに燃料の残量を示
します。

f 「給油」（76ページ）を参照してください。

坂道などで車体の傾きが変化すると、燃料計の
表示位置が少し変化することがあります。
燃料残量警告灯

燃料タンクの残量が規定値 (モデルにより異な
る) または最小残可走距離を下回り、イグニッ
ションが ON、またはエンジン作動している場
合、燃料警告シンボルが表示されます。
e 最寄りの給油所で給油してください。

警告灯および表示灯 スピードメーター内

知識

燃料が不足した状態で走行を続けると、エミッ
ション コントロール システムに損傷を与える
恐れがあります。

e 燃料タンクが空になるまで走行しないでく
ださい。

e 警告灯が点灯したり、燃料警告メッセージ
が表示されたりした場合は、カーブを曲が
るときにスピードを出さないようにしてく
ださい。

知識

イグニッションを ON にすると、すべての警告灯
および一部のインジケーター ライトが短時間点
灯します。不具合は警告灯により示されます。

次の場合は、必ずポルシェ正規販売店にご相談
ください。

– イグニッションを ON にしたときに警告灯が
点灯しないとき。

– エンジン作動中または走行中に、警告灯が点
灯または点滅するとき。

ポルシェ正規販売店のご利用を推奨いたしま
す。十分なトレーニングを受けた経験豊かなス
タッフが、最新の技術情報と専用工具や専用装
置を駆使し、確かな整備をお約束します。

インフォメーション

不具合の原因が解消した場合のみ、該当する警
告灯が消灯します。

HOLD 機能インジケーター ライト

タイヤ空気圧警告灯
警告灯が点滅または点灯し続ける原因：
– 新しく装着したホイール (タイヤ空

気圧センサー ) を学習している、ま
たはホイールを認識できない場合

– タイヤ空気圧モニタリング システ
ム (TPM) の故障または一時的な不
具合

– タイヤ空気圧の低下

e 空気圧が低下した場合：適切な場所
に停車してください。運転を続けな
いでください。

f 「警告および情報メッセージ」（82
ページ）を参照してください。

f 「タイヤ空気圧モニタリング (TPM)」
（142ページ）を参照してください。

PDLS 警告灯

ロー ビーム インジケーター ライト

ダイナミック ハイ ビーム インジケー
ター ライト

リヤ フォグ ライト インジケーター ラ
イト



インストルメント パネル

あ

か

さ

た

な

は

ま

や

ら

わ

A–Z

21_718_Boxster_982_BAL_70_WKD 982 00 70 21_KW36.20-24.21_JPN.book  Page 41  Monday, August 10, 2020  4:15 PM
タコメーター内

スポーツ / スポーツ プラス / パーソナ
ル インジケーター ライト

エレクトリック パーキング ブレーキ
警告灯

エミッション コントロール警告灯
（チェック エンジン）
警告灯が点滅または点灯し続ける原
因：汚染物質の排出量を増加させ、損
傷を引き起こす原因となる作動不良

（エンジンの失火など）
e 直ちにエンジンの回転数を下げ、エ

ンジンの負荷を軽減してください。

e 必要に応じて、安全な場所に停車し
てください。可燃物 (乾燥した草や枯
れ葉など) が高温の排気システムに
接触しないよう注意してください。

e 必要な措置を講じて、エミッション
コントロール システムの不具合を
解消してください。

f 「警告および情報メッセージ」（82
ページ）を参照してください。

エアバッグ警告灯

シート ベルト警告灯

ブレーキ警告灯

方向指示灯、左

ハイ ビーム インジケーター ライト

方向指示灯、右

ABS 警告灯

PSM 警告灯

PSM OFF 警告灯
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インストルメントおよび
インテリア ライト
インストルメント ライトの明
るさ調節

図13：調節ボタン

ライト センサーにより、周囲の明るさに応じ
て照明が自動的に調節されます。
さらに、車両のライト スイッチが ON のときは
インストルメント パネルおよびスイッチの照
明を手動で調節することができます。

e 調節ボタン A を、希望の明るさになるまで
左右どちらかに回して保持してください。

インテリア ライトの ON/OFF の
切り替え

図14：インテリア ライト / 読書灯用ボタン

インテリア ライト / 読書灯の ON/OFF の
切り替え
e ボタン A を押してください。

明るさを調節する (減光)
e ボタン A を希望の明るさになるまで少なく

とも 1 秒間押し続けてください。

自動インテリア ライトの ON/OFF の切り
替え
装備仕様により、自動インテリア ライトはボ
タン B を使用して、またはマルチファンクショ
ン ディスプレイのメニューから ON/OFF を切
り替えることができます。

ボタン B を使用する：

e ボタン B を押してください。

インテリア ライトを OFF にすると、ボタン
のインジケーター ライトが点灯します。

インテリア ライトを ON にすると、周囲が暗い
ときに次のように作動します。
– 以下の場合に点灯します。ドアをロック解

除したとき、開いたとき、またはキーをイ
グニッション ロックから抜いたとき

– 以下の場合に消灯します。両方のドアを閉
じたとき、約 120 秒の遅延後に消灯します。
この遅延消灯時間は、マルチファンクショ
ン ディスプレイで変更できます。イグニッ
ションを ON にしたときや、車両をロックし
たときは、直ちにインテリア ライトが消灯
します。

マルチファンクション ディスプレイでの操作：

f 「ドアを開いたときのインテリア ライト自
動点灯の有効 / 無効」（241ページ）を参照
してください。

バッテリー保護のためのインテリア ライ
トの自動消灯機能
周囲が暗いときは、バッテリー上がりを防止す
るためにエンジンを停止してから約 15 分後に
インテリア ライトが自動的に消灯します。

周囲が明るいときは、インテリア ライトを手
動で点灯した後、約 1 分が経過すると自動的に
消灯します。

警告 運転中の明るさ調節

運転中に明るさ調節を行うと、車両のコント
ロールを失う恐れがあります。

e 運転中は、ステアリング ホイールのスポー
クの間に手を入れないでください。

A インテリア ライト / 読書灯用ボタン

B 自動インテリア ライトの ON/OFF の切り替え
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オリエンテーション ライト
オーバーヘッド コンソールおよびイグニッ
ション ロック部のライトにより、周囲が暗い
ときに車両の主要な装備の位置を照らして乗
降性を高めます。これらのライトは車両のロッ
クを解除したときに点灯し、車両をロックする
と自動的に消灯します。

オリエンテーション ライトの明るさはマルチ
ファンクション ディスプレイで調節 (減光) す
ることができます。
f 「オリエンテーション ライトの明るさを調

節する」（241ページ）を参照してください。

アンビエント ライト
夜間の運転中、控えめな明るさのライトが車内
をやわらかく照らします。アンビエント ライト
は、車両をロックすると自動的に消灯します。
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ウィンドウ
サイド ウィンドウの開閉

図15：運転席ドアのパワー ウィンドウ スイッチ

b イグニッションが ON になっている。
または

b イグニッションを 10 分以内 OFF にして、運
転席ドアまたは助手席ドアをまだ開けてい
ない状態。

サイド ウィンドウを開く
e サイド ウィンドウが希望の位置になるまで

希望のウィンドウのスイッチを押してくだ
さい。

サイド ウィンドウを閉じる
e サイド ウィンドウが希望の位置になるまで

希望のウィンドウのスイッチを引いてくだ
さい。

ロッカー スイッチには 2 段階の作動位置があ
ります。この 2 段階の作動位置は、スイッチを
操作する際にはっきりと感じ取れます。

1 段目 – 手動操作

e 該当するスイッチを 1 段目まで押すか、ま
たは引いてください。
サイド ウィンドウが手動で開閉します。

ボタンを放すとウィンドウが止まります。

2 段目 – ワンタッチ操作

b イグニッションが ON になっている。

e 該当するスイッチを 2 段目まで素早く押す
か、または引いてください。
サイド ウィンドウが完全に開閉します。

e サイド ウィンドウを希望の位置で停止させ
たいときは、もう 1 度スイッチを操作して
ください。

警告 サイド ウィンドウの
開閉

サイド ウィンドウを開閉するとき、特にワン
タッチ作動で閉じる時は、動いているサイド
ウィンドウと車両の固定部分に身体の各部が
挟まれないように十分注意してください。

e サイド ウィンドウを開閉するときは、作動
中のサイド ウィンドウと車両の固定部分の
間に身体の各部が挟まれないように十分注
意してください。

e 車両を離れるときは必ずキーを抜いてくだ
さい。またはポルシェ エントリー & ドライ
ブ装備車ではイグニッションを OFF にして
ください。車両から離れるときは、必ずキー
を携行してください。乗員がパワー ウィン
ドウを誤って操作し、怪我をする恐れがあ
ります。

e 危険が発生した場合：直ちにキーのボタン
を放してください。ポルシェ エントリー &
ドライブ装備車は、直ちにドア ハンドルの
近接センサーを放してください。

e お子様のみを車内に残さないでください。

A 左側パワー ウィンドウ スイッチ

B 右側パワー ウィンドウ スイッチ

インフォメーション

サイド ウィンドウを閉じるときに障害物で作
動が妨げられると、ウィンドウが停止した後、
再び数センチ下がります。
サイド ウィンドウの作動が約 10 秒以内に 2 回
妨げられると、そのサイド ウィンドウのワン
タッチ操作ができなくなります。
サイド ウィンドウは手動で閉じることができ
ます。ワンタッチ操作を再度有効にするには、
サイド ウィンドウを手動操作で一度完全に閉
じてください。

警告 サイド ウィンドウの
手動閉操作

ワンタッチ操作がサイド ウィンドウの抵抗を
感じて無効になった場合、手動閉機能を使用し
てサイド ウィンドウを閉じると、最大の力で
閉じようとします。

e サイド ウィンドウを閉じるとき、乗員が挟
まれたり、圧迫されたりしないことを確認
してください。
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キーによるサイド ウィンドウの開閉

図16：キーによるサイド ウィンドウの開閉

e サイド ウィンドウが希望の位置になるまで
キーのウィンドウ開閉ボタンを押し続けて
ください。

ドア ハンドルの近接センサーでサイド 
ウィンドウを閉じる (ポルシェ エント
リー & ドライブ装備車)

図17：ドア ハンドルの近接センサーでサイド ウィンド
ウを閉じる (ポルシェ エントリー & ドライブ装備車)

e 車両をロックするときにサイド ウィンドウ
が希望の位置になるまで、ドア ハンドルの
近接センサーに触れ続けてください。

サイド ウィンドウ停止位置の保存
バッテリーを外したり、再接続したりした場
合、サイド ウィンドウの停止位置が消去され
ます。サイド ウィンドウのワンタッチ操作が
無効になります。

すべてのサイド ウィンドウに以下の作業を行っ
てください。

1. スイッチを 2 段目まで引いて、一度サイド
ウインドウを完全に閉じてください。

2. サイド ウィンドウが完全に閉じた後、スイッ
チを再度短く 2 段目まで 3 回引いてくだ
さい。

3. スイッチを押して、一度サイド ウィンドウ
を完全に開いてください。
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ウォッシャー液

図18：フロント ウィンドウおよびヘッドライト用
ウォッシャー液タンク

下記の点を必ず守ってください。

e 季節に合わせて、水と適切な添加剤 (ウィン
ドウ クリーナー濃縮液、不凍液) を混ぜ合わ
せてください。正しい混合比を遵守し、使
用する添加剤の容器に記載されている注意
事項に従ってください。

– 夏季：水とウィンドウ クリーナー濃縮液を
入れてください。

– 冬季：水、不凍液、およびウィンドウ クリー
ナー濃縮液を入れてください。

次の条件を満たしているウィンドウ クリー
ナー濃縮液のみを使用してください。

– 濃度 1:100
– 無リン

– プラスチック ヘッドライト レンズに適し
ているもの

ポルシェ社が推奨するウォッシャー液濃縮液
については：ポルシェ正規販売店にご相談くだ
さい。

警告シンボルへの対応
ウォッシャー液のレベルが低下すると、インス
トルメント パネルのマルチファンクション ディ
スプレイに  シンボルが表示されます。

e 次の機会にウォッシャー液を補充してくだ
さい。

f 「警告および情報メッセージ」（82ページ）
を参照してください。

ウォッシャー液の補充

1. ウォッシャー液タンクのキャップを開いて
ください。

2. ウォッシャー液を補充してください。
f 「充填容量」（280ページ）を参照してく

ださい。

3. キャップを慎重に閉じてください。

知識

ヘッドライトを損傷する恐れがあります。

e ウォッシャー液を補充するときに、ヘッドラ
イトに寄りかからないようにしてください。
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エアコン システム (マニュ
アル)
一般的なインフォメーション

図19：エアコン コントロール パネル

マニュアル エアコン システムの風量、エア配
分および温度設定は手動で調節することがで
きます。

冷房機能
冷房機能は空気を冷やしたり除湿したりします。

温度の設定

図20：温度設定および送風量調節

温度を上げる / 下げる
e  ボタンを上方向または下方向に押して

ください。
温度設定が最高温度に設定されているとき
は、エアコン ディスプレイにすべてのバー
が表示されます。

温度設定が最低温度に設定されているとき
は、エアコン ディスプレイにバーは表示さ
れません。

送風量の設定
設定した送風量は、  ボタンの隣りにあるエ
アコン ディスプレイにバーで表示されます。
バーの数が多くなるほど、風量が多いことを示
しています。

送風量を上げる / 下げる
e  ボタンを上方向または下方向に押してく

ださい。

送風量を最小にすると、エアコン ディスプレ
イに OFF と表示され、外気導入による送風が停
止し、エアコン システムが OFF になります。

インフォメーション

– エンジンの負荷が大きくなると冷房機能が
一時的に OFF になり、エンジンの過熱を回
避します。外気温度が約 2 °C を下回ると自
動的に OFF になり、このときは手動操作で
も ON にできません。

– 冷房機能は、サイド ウィンドウを閉じた状態
で最も効果的に作動します。車内に熱がこ
もっている場合は、しばらくの間サイド ウィ
ンドウを開いて車内を換気してください。

– 外気温度および湿度によっては、除湿した
水分により車両下部に水たまりができるこ
とがあります。これは正常な状態であり、故
障ではありません。

– バッテリー電圧が極端に低い場合は、フ
レッシュ エア ブロワーおよび冷房機能が制
限され OFF になります。

A 温度の設定

B 送風量の設定

警告 風量 OFF による視界の
妨げ

送風量を OFF にした状態では、サイド ウィン
ドウが曇りやすくなります。

e  ボタンを上方向に押してください (送風
量が増加します)。
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送風口を切り替える

図21：送風口切り替えボタン

送風方向の設定
b エア ベントが開いている。

e  ボタンを押してください。

フロント ウィンドウおよびサイド ウィン
ドウへの送風を開始します。

e  ボタンを押してください。

中央および左右エア ベントからの送風を開
始します。

e  ボタンを押してください。

足元への送風を開始します。

該当するボタンのインジケーター ライトが
点灯します。

エア ベントの調整

図22：エア ベントの調整

エア ベントの開閉
e エア ベントのロータリー ノブを時計回り

または反時計回りに回してください。

送風方向の調節
e ルーバーの角度を調節して希望の方向に風

を送ることができます。

冷房機能の ON/OFF
外気温度よりも低い温度で室内を冷房したい
ときは、冷房機能を ON にしてください。

図23：冷房機能の ON/OFF

冷房機能を ON にする
e  ボタンを押してください。

ボタンのインジケーター ライトが点灯し
ます。

冷房機能が作動します。

冷房機能を OFF にする
たとえば、燃料を節約したいときなどには冷房
機能を OFF にすることができます。

e  ボタンを押してください。

ボタンのインジケーター ライトが消灯し
ます。

冷房機能が解除されます。

A/C MAXモード（最大冷房出力）
のON/OFF
A/C MAX モードでは、エアコン システムが最大
出力で車内を冷却します。

知識

エア ベントを損傷する恐れがあります。

e 携帯電話のクレードルやプラグイン式のエ
ア フレッシュナーなど、エア ベントには何
も挟まないでください。
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図24：A/C MAX モードの選択

A/C MAX モードを ON にする
e  ボタンを押してください。

ボタンのインジケーター ライトが点灯し
ます。

A/C MAX モードを OFF にする
e  ボタンを押してください。

ボタンのインジケーター ライトが消灯し
ます。

内気循環モードの ON/OFF

図25：内気循環ボタン

内気循環モードを ON にする

e  ボタンを押してください。

ボタンのインジケーター ライトが点灯し
ます。

内気循環モードを OFF にする
e  ボタンを押してください。

ボタンのインジケーター ライトが消灯し
ます。

フロント ウィンドウ デフロス
ター

図26：フロント ウィンドウ デフロスター ボタン

デフロスターを ON にする
e  ボタンを押してください。

ボタンのインジケーター ライトが点灯し
ます。

フロント ウィンドウおよびサイド ウィン
ドウへの送風を開始します。

フロント ウィンドウの曇りや氷結を素早く
取り除きます。

デフロスターを OFF にする
e  ボタンを押してください。

ボタンのインジケーター ライトが消灯し
ます。

警告 内気循環モードでの
視界の低下

内気循環モードではサイド ウィンドウが曇る
場合があります。外気が導入されないため、倦
怠感を引き起こし、集中力が低下する恐れがあ
ります。

e 内気循環モードは長時間 ON にしないでく
ださい。

インフォメーション

手動または自動で冷房機能をオフにすると、
約 3 分後に内気循環モードが停止します。
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エアコン (2 ゾーン オート エアコン)
概要
この概要説明は後述の「エアコン (2 ゾーン
オート エアコン) 」の広範囲な情報に代わるも
のではありません。操作する際は、この概要
のみでなく「安全指示」および「警告」を必
ずお読みください。

運転者が何をしたいか? 操作方法 ページ

オート エアコンを使用する ボタン C を押してください。 51

温度の設定 車内左側：ボタン A を上 (温度を上げる) または下 (温度を下げる) に押してください。

車内右側：ボタン B を上 (温度を上げる) または下 (温度を下げる) に押してください。

52

送風量を手動で設定する ボタン G を上 (多くする) または下 (少なくする) に押してください。 52

送風口を手動で切り替える フロント ウィンドウ / サイド ウィンドウへの送風ボタン D を押してください。
中央およびサイド ベントからの送風：ボタン E を押してください。

足元への送風：ボタン F を押してください。

52

フロント ウィンドウ デフロスター ボタン J を押してください。 55

リヤ ウィンドウ ヒーターおよびドア ミラー 
ヒーターを ON にする

ボタン H を押してください。 267

手動で内気循環モードを ON にする ボタン I を押してください。 54
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一般的なインフォメーション

図27：エアコン コントロール パネル

オート モードでは、さまざまな環境条件 (日射
量、空気の状態など) に応じて室内の設定温度
を維持するように、エアコン システムが送風
温度、送風量、送風口を全自動で制御します。

温度は、左と右のゾーン で個別に設定できます。

エアコン システムの設定を手動で変更すると、
オート モードが直ちに解除されます。ただし
手動操作で変更しなかった機能については、自
動制御を継続します。

センサーを覆わない

図28：エアコン用車内温度センサー

エアコン システムの能力を維持するために、次
のことを遵守してください。

e エアコン システムの室内温度センサーの上
にカバーを付けたり、ステッカー類を貼り
付けたりしないでください。

冷房機能
冷房機能は空気を冷やしたり除湿したりし
ます。

オート モードを ON にする
各ゾーンはオート モードに切り替えることが
できます。

e エアコン コントロール パネルの  ボタ
ンを押してください。
エアコン ディスプレイの AUTO インジケー
ターが点灯します。

温度、送風量および送風口が自動的に制御
されます。

インフォメーション

追加のエアコン設定は、マルチファンクション
ディスプレイで行うことができます。

f 「エアコン設定」（242ページ）を参照してく
ださい。

メモリー パッケージ装備車では、エアコン シス
テムの設定は各キーに保存されます。

f 「パーソナル設定」（190ページ）を参照して
ください。

インフォメーション

– エンジンの負荷が大きくなると冷房機能が
一時的に OFF になり、エンジンの過熱を回
避します。外気温度が約 2 °C を下回ると自
動的に OFF になり、このときは手動操作で
も ON にできません。

– 冷房機能は、サイド ウィンドウを閉じた状態
で最も効果的に作動します。車内に熱がこ
もっている場合は、しばらくの間サイド ウィ
ンドウを開いて車内を換気してください。

– 設定温度を一時的に希望の温度より上げ下
げしても、希望する温度に到達する時間は
変わりません。

– 外気温度および湿度によっては、除湿した
水分により車両下部に水たまりができるこ
とがあります。これは正常な状態であり、故
障ではありません。

– バッテリー電圧が極端に低い場合は、フ
レッシュ エア ブロワーおよび冷房機能が制
限され OFF になります。
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温度の設定

図29：温度設定および送風量調節

各ゾーンの温度は 16.5 °C～29 °C の範囲で個別
に調整できます。推奨：22 °C。
選択した温度がディスプレイに表示されます。

温度を上げる / 下げる
e 該当するゾーンの  ボタンを上方向ま

たは下方向に押してください。

ディスプレイに LO または HI が表示された場
合、エアコンの作動は最大の冷房または暖房に
なっています。このときオート モードは OFF に
なります。

f 「運転席のエアコン設定を車内全体に適用
する (SYNC モード)」（55ページ）を参照し
てください。

送風量の設定
設定した送風量は  ボタンの上部にあるエア
コン ディスプレイにバーで表示されます。バー
の数が多くなるほど、風量が多いことを示して
います。

送風量を上げる / 下げる
e  ボタンを上方向または下方向に押してく

ださい。

 ボタンを押すと、オート モードに戻り

ます。

送風量を最小にすると、エアコン ディスプレ
イに OFF と表示され、外気導入による送風が停
止し、エアコン システムが OFF になります。

送風口を切り替える

図30：送風口切り替えボタン

送風口を手動で切り替える
b エア ベントが開いている。

e  ボタンを押してください。

フロント ウィンドウおよびサイド ウィン
ドウへの送風を開始します。

e ボタンを押してください。

中央および左右エア ベントからの送風を開
始します。

e  ボタンを押してください。

足元への送風を開始します。

該当するボタンのインジケーター ライトが
点灯します。

インフォメーション

必要であればオート モードの制御を手動調節

できます。手動で設定を変更すると、その機能
の設定を再度変更するか、または  ボタン

を押すまで設定が維持されます。

A 各ゾーンの温度設定

B 送風量の設定

インフォメーション

SYNC モード選択時にいずれかのゾーンで温度
設定を LO または HI にすると、他のゾーンも LO
または HI に設定されます。

 ボタンを押すと、 初期設定温度の 22 °C に
切り替わります。

警告 風量 OFF による視界の
妨げ

風量を OFF にした状態ではウィンドウが曇り
やすくなります。

e 風量を再度強くする場合は、  ボタンを上
方向に押すか、またはオート モードを再度
ON にします。
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送風口の手動切り替えの解除
e インジケーター ライトが点灯している (手

動で切り替えた) 送風口切り替えボタンを
再度押してください。

該当するボタンのインジケーター ライトが
消灯します。
または

 ボタンを押してください。

送風量および送風口が自動的に制御され
ます。

エア ベントの調整

図31：エア ベントの調整

エア ベントの開閉
e エア ベントのロータリー ノブを時計回りまた

は反時計回りに回してください。

送風方向の調節
e ルーバーの角度を調節して希望の方向に風

を送ることができます。

アッパー ベンチレーション パ
ネルの ON/OFF

図32：アッパー ベンチレーション パネル

ダッシュボード上にあるベンチレーション パ
ネルは、個別に ON/OFF を切り替えることがで
きます。
ベンチレーション パネルをOFFにすると、室内
で乗員に直接当たる風が和らぎます。エアコン
システムは送風量を自動的に調整します。

アッパー ベンチレーション パネルの ON/OFF
の切り替えに関するインフォメーション：
f 「エアコン設定」（242ページ）を参照してく

ださい。

冷房機能のON/OFF
オート モードでは、冷房機能が常に ON になり
ます。冷房出力は完全に自動制御されます。

f 「オート モードを ON にする」（51ページ）
を参照してください。

図33：冷房機能の ON/OFF

冷房機能を ON にする
e  ボタンを押してください。

ボタンのインジケーター ライトが点灯し
ます。
または

 ボタンを押してください。

冷房機能が作動します。
知識

エア ベントを損傷する恐れがあります。

e 携帯電話のクレードルやプラグイン式のエ
ア フレッシュナーなど、エア ベントには何
も挟まないでください。
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冷房機能を OFF にする
たとえば、燃料を節約したいときなどには冷房
機能を手動で OFF にすることができます。

e  ボタンを押してください。

ボタンのインジケーター ライトが消灯し
ます。

冷房機能が解除されます。

A/C MAXモード（最大冷房出力）
のON/OFF
A/C MAX モードでは、エアコン システムが最大
出力で車内を冷却します。

このとき車内温度は自動調節されません。

図34：A/C MAX モードの選択

A/C MAX モードを ON にする
e  ボタンを押してください。

ボタンのインジケーター ライトが点灯し
ます。

A/C MAX モードを OFF にする
e  ボタンを押してください。

ボタンのインジケーター ライトが消灯し
ます。
または

 ボタンを押してください。

内気循環モードの ON/OFF

図35：内気循環モード ボタン

手動で内気循環モードを ON にする

e  ボタンを押してください。
ボタンのインジケーター ライトが点灯し
ます。

手動で内気循環モードを OFF にする
e  ボタンを押してください。

ボタンのインジケーター ライトが消灯し
ます。
または

 ボタンを押してください。

自動内気循環モードの設定
自動内気循環モードでは、空気の状態に応じて
自動的に外気導入と内気循環を切り替えます。

外気温度が約 5 °C を下回ると、サイド ウィン
ドウの曇りを防止するため、内気循環モードが
自動的に停止します。

自動内気循環モードの設定に関するインフォ
メーション：

f 「エアコン設定」（242ページ）を参照して
ください。

警告 手動内気循環モードで
の視界の低下

手動内気循環モードを長時間 ON にすると、
ウィンドウが曇る恐れがあります。外気が導入
されないため、倦怠感を引き起こし、集中力が
低下する恐れがあります。

e 手動内気循環モードは長時間 ON にしない
でください。

インフォメーション

手動または自動で冷房機能をオフにすると、約
3 分後に内気循環モードが停止します。

インフォメーション

通常は自動内気循環モード (初期設定) にして
おくことを推奨いたします。
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運転席のエアコン設定を車内
全体に適用する (SYNC モード)
SYNC モードでは、運転席のエアコン設定が車
内全体に適用されます。

SYNC モードを ON にする
e エアコン ディスプレイに SYNC が表示され

るまで、  ボタンを押し続けてください。

e 運転席側の  ボタンを操作して、運転
席側および助手席側の温度を調整してく
ださい。

SYNC モードを OFF にする
e  ボタンを押してください。

または

助手席側の  ボタンを押してください。

エアコン ディスプレイの SYNC インジケー
ターが消灯します。

風量調節
オート モードでは 3 段階で送風の強さを調節
できます。

送風の強さ調節に関するインフォメーション：
f 「エアコン設定」（242ページ）を参照してく

ださい。

フロント ウィンドウ デフロス
ター

図36：フロント ウィンドウ デフロスター ボタン

デフロスターを ON にする
e  ボタンを押してください。

ボタンのインジケーター ライトが点灯し
ます。

フロント ウィンドウおよびサイド ウィン
ドウへの送風を開始します。

フロント ウィンドウの曇りや氷結を素早く
取り除きます。

デフロスターを OFF にする
e  ボタンを押してください。

ボタンのインジケーター ライトが消灯し
ます。
または

 ボタンを押してください。
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エアバッグ システム
適切なシート位置の選択

機能
エアバッグは、シート ベルトと併用すること
で衝突時の乗員の負傷を最小限に抑えるよう
設計されています。

正面または側面から衝撃を受けた場合、エア
バッグが作動し、運転者や乗員が受ける衝撃を
吸収しつつ、頭部、骨盤、上半身を守ります。
フロント エアバッグは、運転席側ではステアリ
ング ホイールのパッド内、助手席ではダッシュ
ボードの中に取り付けられています。

サイド エアバッグはシート側面のシート ボル
スターに格納されています。
ヘッド エアバッグはドア トリムの側面に取り
付けられています。

それぞれのエアバッグは、衝撃の角度および強
さに応じて作動します。

警告灯への対応
エアバッグ システムが故障した場合、タコメー
ターの赤いエアバッグ警告灯 によって表示
されます。
e 次の場合は、必ずポルシェ正規販売店にご

相談ください。

– イグニッションを ON にしたときに警告灯
が点灯しない
または

– イグニッションが ON のときに警告灯が消
灯しない
または

– 走行中に警告灯が点灯する

ポルシェ正規販売店のご利用を推奨いたしま
す。十分なトレーニングを受けた経験豊かなス
タッフが、最新の技術情報と専用工具や専用装
置を駆使し、確かな整備をお約束します。

危険 不適切なシート位置ま
たは適切に収納してい
ない荷物

すべての乗員がシート ベルトを着用し、正しい
シート位置を維持している場合にのみ、エア
バッグ システムは保護効果を発揮することが
できます。荷物は必ず安全に収納してください。

e 必ずシート ベルトを着用してください。

e 運転席と助手席の間、あるいは乗員とエア
バッグが膨らむ空間に人や動物を座らせた
り、物を置いたりしないでください。

e ステアリング ホイールは、必ずリムの外側
から持つようにしてください。

e エアバッグが保護効果を発揮するには、乗
員との間に一定の空間が必要です。
エアバッグに必要以上に近づきすぎない位
置に、シート位置を調節してください。
ドアの内側（サイド エアバッグの拡張エリ
ア）にもたれかからないでください。

e ドアの小物入れから中身がはみ出ないよう
にしてください。走行中はドアの小物入れ
を常に閉じておいてください。

e 重い荷物をシートの上や前方に積載して輸
送しないでください。

e ダッシュボードの上に物を置かないでくだ
さい。

e 走行中はグローブ ボックスを閉じてくだ
さい。

e 走行中、足は常に足元の空間に置いてくだ
さい。ダッシュボードやシート クッション
の上に足を乗せないでください。

e 運転者はこの章で説明している内容を、す
べての乗員に理解してもらってください。

危険 エアバッグ システム
に変更を加えたことが
原因の不具合

変更を加えたエアバッグ システムは保護効果
を十分に発揮できません。エアバッグが不意に
作動したり、まったく機能しなかったりする危
険があります。エアバッグが不意に作動した場
合、重傷を負う危険があります。

e エアバッグ システムの配線や構成部品を改
造しないでください。

e エアバッグの配線の近くには、アクセサ
リー類の配線を取り付けないでください。

e ステアリング ホイール、助手席エアバッグ
付近、サイド エアバッグ付近、ヘッド エア
バッグ付近にアクセサリーを取り付けた
り、ステッカーなどを貼り付けたりしない
でください。

e シートに保護カバーを装着しないでくだ
さい。

e エアバッグ構成部品を取り外さないでくだ
さい。

危険 作動済みエアバッグ 
システムの交換

エアバッグ システムは 1 回のみ作動するよう
に設計されています。

e 作動したエアバッグは直ちにポルシェ正規
販売店で交換してください。
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助手席エアバッグを OFF にする

図37：助手席エアバッグ OFF 警告灯

助手席エアバッグを OFF にするキー スイッチ、
助手席エアバッグ OFF 警告灯および ISOFIX ア
タッチメント ブラケットは、特定の装備仕様
にのみ取り付けられています。ポルシェ正規販
売店でオプションとして装着してください。
f 「助手席エアバッグのON/OFF – 助手席エア

バッグOFF警告灯」（157ページ）を参照して
ください。

危険 助手席エアバッグを 
OFF にする

チャイルド シートを取り外した後も、助手席
エアバッグを OFF にしたままにしておくと、事
故の際にエアバッグが作動しません。

e チャイルド シートを助手席に取り付けてい
る場合にのみ、助手席エアバッグを OFF に
してください。

e チャイルド シートを取り外した後は、必ず助
手席エアバッグを再び ON にしてください。

危険 助手席エアバッグの
故障と作動不良

助手席エアバッグを OFF にして、イグニッショ
ンを ON にしたときに助手席エアバッグ OFF 警
告灯が点灯しなかった場合は、システムに不具
合が発生している可能性があります。

e 助手席にチャイルド シートを取り付けない
でください。

e ポルシェ正規販売店にご相談ください。ポ
ルシェ正規販売店のご利用を推奨いたしま
す。十分なトレーニングを受けた経験豊か
なスタッフが、最新の技術情報と専用工具
や専用装置を駆使し、確かな整備をお約束
します。
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エンジン オイル
エンジン オイル レベルの点検
オイル レベルは定期的に点検してください (車
両に燃料を補給するときなど)。
f 「サーキット走行」（13ページ）を参照して

ください。

オイル レベル警告への対応
オイル レベルが低過ぎる場合、マルチファン

クション ディスプレイに  または

 のシンボルが警告メッセージととも

に表示され、直ちにエンジンにオイルを補充す

る必要があることを知らせます。

f 「警告および情報メッセージ」（82ページ）
を参照してください。

エンジン オイル レベルのチェックと表示

エンジン オイル レベルの表示

b 車両が平坦な場所に駐車されている。

b エンジンが作動温度に達した状態で、1 分
間以上停止している。

図38：オイル レベル表示

表示が緑色 A の場合、オイル レベルは適正
です。

最下部が黄色 B で表示されている場合、オイル
レベルが下限まで低下しています。オイル レ
ベルが低下していることを知らせるメッセー
ジが表示されます。

e 次の機会にマルチファンクション ディスプ
レイに表示されているエンジン オイルの量
を補充してください。

e 表示された補充量以上のエンジン オイルを
補充しないでください。下限マークと上限
マークの差は約 1 リットルです。

最下部が赤色 C で表示されている場合は、オイ
ル レベルが下限を下回っています。オイル レ
ベルが低過ぎることを知らせるメッセージが
表示されます。
e 運転を続けないでください。

e マルチファンクション ディスプレイに表示
されているエンジン オイルの量を直ちに補
充してください。

e 表示された補充量以上のエンジン オイルを
補充しないでください。下限マークと上限
マークの差は約 1 リットルです。

最上部 D まで黄色で表示されている場合、エン
ジン オイルが容量の上限を超えて補充されて
いることを示しています。これによって車両が
損傷する恐れがあります。
エンジン オイルの補充量が多すぎたときは、オ
イルレベルが上限を超えていることを知らせ
るメッセージが表示されます。

次の機会にオイル レベルを適正に戻してくだ
さい。
e ポルシェ正規販売店にご相談ください。ポ

ルシェ正規販売店のご利用を推奨いたしま
す。十分なトレーニングを受けた経験豊か
なスタッフが、最新の技術情報と専用工具
や専用装置を駆使し、確かな整備をお約束
します。

エンジン オイルの補充

f 「エンジン オイルの選択と補充」（59ページ）
を参照してください。

知識

オイル レベルが下限マークより下にある場合、
エンジンが適切に潤滑されません。これにより
エンジンが損傷する恐れがあります。

e オイル レベルを定期的に点検してください。

e オイル レベルが下限マークを下回らないよ
うに注意してください。

インフォメーション

特定の状況下では、オイル レベルが表示されな
いことがあります。以下の場合に発生します。
– エンジン冷間時。

– フルスロットで高速走行後の停車時。

– 油温が高すぎる。

– リヤ ラゲッジ コンパートメント リッドが
開いている。

マルチファンクション ディスプレイに該当す
るメッセージが表示されます。

e 車両 eオイル レベル

A オイル レベルは適正 – 上限に達している

B オイル レベル下限に達している

C オイル レベルが下限を下回っている

D オイル レベルが上限を超えている
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故障

オイル レベル測定が失敗した場合、オイル測
定機能に不具合があることを知らせるメッ
セージが表示されます。
e ポルシェ正規販売店にご相談ください。ポ

ルシェ正規販売店のご利用を推奨いたしま
す。十分なトレーニングを受けた経験豊か
なスタッフが、最新の技術情報と専用工具
や専用装置を駆使し、確かな整備をお約束
します。

エンジン オイルの選択と補充

下記の点を必ず守ってください。
– ポルシェ社が認証したエンジン オイルのみ

を使用してください。定期点検時期 (サービ
ス インターバル) を遵守してください。

– エンジンに適合するオイルであれば、互い
に混ぜ合わせることができます。

– オイル添加剤を混ぜないでください。

エンジン オイルの選択
ポルシェでは、  を推奨します。

エンジン オイルの補充

図39：Boxsterのオイル フィラー キャップ

警告 エンジン オイルの
発火

エンジン オイルの残りが付着したまま換気せ
ずに廃棄または保管された布は、自然発火して
火災が発生する原因となる恐れがあります。

e 布で飛散したエンジン オイルを吸い取って
ください。

e エンジン オイルが浸み込んだ布は、廃棄する
まで換気された場所で保管してください。

警告 高温のエキゾースト 
システム

エンジン稼働中はエンジン、周辺部品、および
エキゾースト システムが高温になります。

e 加熱した車両部品、特にエンジンとエキ
ゾースト システムの近くでは、十分注意し
て作業を行ってください。

e エンジン オイルの補充はエンジンを停止し、
イグニッションを OFF にしてから行ってく
ださい。

知識

エンジン オイルの過不足はエンジンに損傷を
与えます。エンジン オイルが多すぎると青煙
の原因になり、長期的には触媒コンバーターに
損傷を与えます。

e オイル レベルが下限マークを下回らないよ
うに注意してください。

e 上限マークを超えるまでエンジン オイルを補
充しないでください。補充しすぎた場合、次
の機会にオイル量を適正に戻してください。
ポルシェ正規販売店にご相談ください。ポル
シェ正規販売店のご利用を推奨いたします。
十分なトレーニングを受けた経験豊かなス
タッフが、最新の技術情報と専用工具や専用
装置を駆使し、確かな整備をお約束します。 

知識

エンジン オイルがあふれて損傷する恐れがあ
ります。ラゲッジ コンパートメントとラゲッ
ジ コンパートメント内の荷物が汚れる恐れが
あります。

e エンジン オイルを点検したり補充したりす
るときは、こぼしてラゲッジ コンパートメ
ントや荷物を汚さないように注意してくだ
さい。

車両 認証オイル SAE 粘度等級

すべて： Porsche C40
または VW
511 00

SAE 0W-40 1)

SAE 5W-40 2)

1) すべての温度範囲に適応

2) –25 °C を超える温度範囲に適応

インフォメーション

一般に、メーカーが認定するエンジン オイルの
仕様や規格は、オイル缶に記載されているかま
たは販売店に表示されています。認定品かどう
かを確認するには：ポルシェ正規販売店にご相
談ください。
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図40：Cayman のオイル フィラー キャップ

1. マルチファンクション ディスプレイのエン
ジン オイル レベルを確認してください。
f 「エンジン オイル レベルのチェックと表

示」（58ページ）を参照してください。

2. リヤ ラゲッジ コンパートメントを開いてく
ださい。

3. Cayman：キャップを反時計回りに回して取
り外してください。

4. オイル フィラー キャップを緩めて取り外し
てください。

5. マルチファンクション ディスプレイに表示
されている量のエンジン オイルを補充して
ください。
表示された補充量以上のエンジン オイルを
補充しないでください。下限マークと上限
マークの差は約 1 リットルです。

f 「エンジン オイル レベルのチェックと表
示」（58ページ）を参照してください。

6. Cayman：キャップを取り付けた後、時計回
りに回してください。

7. オイル フィラー キャップを慎重に取り付け
てください。
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エンジンの始動および停止
イグニッション ロック
キーは、ステアリング コラム左側のイグニッ
ション ロックに差し込んでください。

ポルシェ エントリー & ドライブ装備車では、
キーは携行するだけでイグニッション ロック
に差し込む必要がありません。キーはイグニッ
ション ロック内のコントロール ユニットに変
更されました。このコントロール ユニットは、
けん引のときを除いて常時イグニッション
ロックに差し込んでおいてください。

図41：イグニッション ロックへのキーの差し込み

f 「キー /コントロール ユニットの緊急ロッ
ク解除」（74ページ）を参照してください。

イグニッション ロックには 3 つのスイッチ位
置があります。

イグニッション ロックの位置

図42：イグニッション ロックの位置

0 – イグニッション OFF (初期位置)
イグニッション ロックが位置 0 のとき、エン
ジンとイグニッションは OFF になっています。
キーはこの位置にあるときのみ抜き取ること
ができます。

1 – イグニッション ON
ほとんどの電装品が作動可能になります。イン
ストルメント パネルの警告灯が点灯し、ライ
トの作動を点検します。

知識

過剰な重さにより損傷する恐れがあります。差
し込んだキーに過剰な重さ (キーの束、キー ホ
ルダーなど) がかかると、イグニッション ロッ
クが損傷する恐れがあります。

e 差し込んだキーに過剰な重さがかからない
ようにしてください。

インフォメーション

キーを差し込んだまま放置するとバッテリー
が消耗します。
バッテリー上がりの場合には、キー抜き取りの
緊急操作を行った場合のみイグニッション
ロックからキーを抜き取ることができます：

0 初期位置

1 イグニッション ON
2 エンジン始動
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2 – エンジン始動
エンジンが始動すると、キーがロック位置 2 か
ら 1 に自動的に戻ります。

ステアリング ホイールのロッ
ク / ロック解除
f 「ステアリング コラムのロック解除/ロック」
（171ページ）を参照してください。

エンジンの始動
1. フット ブレーキを踏んでください。

2. マニュアル トランスミッション装備車：ク
ラッチ ペダルをいっぱいに踏み込み続けて
ください。

3. ギヤ レバーをニュートラルに、あるいはセ
レクター レバーを P または N の位置にして
ください。

4. アクセル ペダルは踏まないでください。

5. キーまたはコントロール ユニット (ポルシェ
エントリー & ドライブ装備車) をロック位
置 2 に回してください。エンジン スター
ターを約 10 秒以上連続して作動させない
でください。
イグニッション ロック位置 2 (エンジン始
動) にすると、直ちにエンジン始動制御が実
行され、エンジンが自動的に始動します。

e エンジンが始動しない場合は、10 秒程度間
をおいてから再度始動させてください。再
始動する場合は、はじめにキーをロック位
置 0 (初期位置) に戻してください。停車し
た状態での暖機運転は行わず、直ちに発進

してください。ただしエンジンが通常の作
動温度になるまでは、スロットル操作を控
えめにし、エンジン回転数を上げすぎない
よう注意して運転してください。

触媒コンバーターの加熱フェーズ (モデ
ルおよび国によって異なります)

図43：触媒コンバーターの加熱フェーズ中の表示

触媒コンバーターの加熱フェーズ中はトルク

が低下します。この間、インストルメント パ
ネルのマルチファンクション ディスプレイに

は  の記号が表示されます。触媒コンバー

ターが作動温度に達すると、この記号の表示は

消えます。

エンジンの停止

1. 停車してください。

2. キーまたはコントロール ユニットをイグ
ニッション ロック位置 0 に戻してください。

e 降車時はキーを抜き取り、エレクトリック
パーキング ブレーキを作動させ、PDK 装備
車の場合はセレクター レバーを P 位置に、
マニュアル トランスミッション装備車の場
合はギヤ レバーを 1 速またはリバースにし
てください。

インフォメーション

イグニッションを ON にしてから 10 分以上電
装品を ON にしなかった場合、再度イグニッ
ションを ON にする必要があります。まずキー
をロック位置 0 (初期位置) に回してください。

イグニッションを、またはエンジンを始動する
と、キーが抜き取れなくなります。

警告 パワー ステアリング
およびブレーキ ブー
スターの作動が停止し
ます。

パワー ステアリングおよびブレーキ ブース
ターは、エンジンが作動しているときのみ作動
します。エンジンが停止しているときは、ステ
アリング ホイールやブレーキ ペダルの操作に
強い力が必要になります。

e イグニッションを OFF にする前に、必ず車
両を停車させてください。
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オート スタート/ストップ
機能
たとえば、信号待ちや渋滞などで停車した場
合、エンジンを自動で停止するためのすべての
条件が満たされると、オート スタート / ストッ
プ機能が作動してエンジンが自動停止します。
車両が徐行中に停車した場合も、エンジンが自
動的に停止することがあります。これにより、
オート スタート / ストップ機能は燃料の消費
を節減します。
エンジンが自動停止した後もイグニッション
が ON の状態が維持され、すべての安全機能が
作動可能な状態になっています。

アダプティブ シリンダー コン
トロール
b 718 Boxster GTS 4.0、718 Cayman GTS 4.0
アダプティブ シリンダー コントロールは、エ
ネルギー効率を高めるために、特定の条件下で
3 つのシリンダーを自動的に停止します。

この 3 気筒休止機能はエンジン ノイズに影響
を及ぼします。

アダプティブ シリンダー コントロールを
OFF にする
e オート スタート / ストップ機能を OFF にし

ます。

f 「オート スタート / ストップ機能の ON/OFF」
（65ページ）を参照してください。

エンジン自動停止の条件
b オート スタート / ストップ機能が ON になっ

ている。

b ラゲッジ コンパートメント リッドが閉じて
いる。

b エンジン、トランスミッション、エアコン
が作動温度に達している。

b 前回エンジンが自動停止してから、車両を
徐行運転した。

b PDK装備車：
ブレーキ ペダルを踏んでいる
セレクター レバーがDまたはNの位置にあ
る、あるいは1速または2速ギヤを手動で選
択している
運転席ドアが閉じている状態で、セレク
ター レバーがP位置にある

b マニュアル トランスミッション装備車：
シート ベルトを着用し、運転席ドアが閉じ
られている
シフト レバーがニュートラル位置で、ク
ラッチ ペダルを踏んでいない

マニュアル トランスミッショ
ン装備車：エンジンの自動停
止および自動始動
自動停止
1. ブレーキ ペダルを踏んで停車してください。

2. ギヤシフト レバーはニュートラルにしてく
ださい。

3. クラッチ ペダルから足を放してください。

エンジンが停止します。

自動始動
b シート ベルトが着用されている。

b 運転席ドアが閉まっている。

e クラッチ ペダルを踏んでください。

エンジンが始動した後は通常の運転操作で
発進できます。

PDK 装備車：エンジンの自動
停止および自動始動
自動停止
1. ブレーキ ペダルを踏んで停車してください。

2. ブレーキ ペダルを踏み続けてください。
または

停車中にセレクター レバーを P の位置に動
かしてください。

f 「HOLD 機能」（276ページ）を参照してくだ
さい。

インフォメーション

坂道などで車両が動き始めたときや、エアコン
で乗員の快適性を確保するためなど、特定の条
件でエンジンが自動的に始動します。

インフォメーション

停車中にブレーキ ペダルを素早くいっぱいま
で踏み込むと、HOLD 機能が作動します。この
機能は、ブレーキ ペダルを踏まなくても車両を
停止した状態に維持します。
エンジンはアクセル ペダルを踏む、またはエン
ジンを始動する必要が生じたときに自動的に
始動します。

インフォメーション

アダプティブ クルーズ コントロール (ACC) が
ON の場合、前走車が停車すると車両は走行を
停止し、エンジンが自動的に停止します。

車両は HOLD 機能によって停止状態に維持され
ます。
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自動始動
b セレクター レバーが P、D または N の位置

にある、あるいは 1 速または 2 速ギヤを手
動で選択している。

e ブレーキ ペダルを放してください (セレク
ター レバーが P の位置にない)。
または

アクセル ペダルを踏み込んでください。
または

ステアリング ホイールを動かしてください。
または

PDK セレクター レバーを R の位置にしてく
ださい。

エンジンが始動した後は通常の運転操作で
発進できます。

降車後の作動 (セレクター レバーが P の
位置にあるとき)
エンジンが自動停止した後、PDK セレクター レ
バーを P 位置にして、ガレージ ドアを開くた
めなどの理由で車両から降車する場合 (運転席
ドアが開いていて、ブレーキ ペダルが踏まれ
ていない場合)、エンジンは自動的に始動しま
せん。

ドライバーが車両から離れてから 30 秒以内に
車両に戻り、運転席ドアを閉めてブレーキをか

けると、オート スタート / ストップ機能が再開
します。

上記の条件のいずれかが満たされなかった場
合、エンジンは手動で始動する必要がありま
す。エンジンを手動で始動する必要があること
を示すメッセージが、マルチファンクション
ディスプレイに表示されます。
f 「警告および情報メッセージ」（82 ページ）

を参照してください。

降車後の作動 (セレクター レバーが D ま
たは N の位置にあるとき)
エンジンが自動停止した後、PDK セレクター レ
バーを D、M または N の位置にして降車しよう
とした場合 (運転席ドアが開いていて、ブレー
キ ペダルが踏まれていない場合)、エンジンが
自動的に始動し、オート スタート / ストップ機
能がまだ作動中であることをドライバーに知
らせます。

セレクター レバーが D または M の位置にある
場合、エレクトリック パーキング ブレーキも
作動します。

スイッチのインジケーター ライトとブ

レーキ警告灯 が点灯します。

f 「警告および情報メッセージ」（82ページ）
を参照してください。

オート スタート / ストップ機
能の例外
たとえば、次のような状況でオート スタート /
ストップ機能は使用できません。
– スポーツ / スポーツ プラス モードが作動し

ているとき

– PSM が OFF のとき、または PSM がスポーツ
モードのとき

– クリーピング時

– AC MAXモード (最大冷却出力) の作動中

– 「フロント デフロスター」が作動している
とき

– 標高が高いとき

たとえば、次のような状況ではオート スター
ト / ストップ機能が一時的に制限されます。

– エアコンやヒーターを高負荷で作動させて
いるとき

– バッテリーの充電状態が低いとき

– 上り坂や下り坂

– オート エンジン チェック機能など車両が
初期点検を実行しているとき

– 外気温度やバッテリー温度が非常に低いま
たは高いとき

– 渋滞中で短時間の停車を繰り返すとき (国別
仕様により異なる)

インフォメーション

坂道などで車両が動き始めたときや、エアコン
で乗員の快適性を確保するためなど、特定の条
件でエンジンが自動的に始動します。

インフォメーション

アダプティブ クルーズ コントロール (ACC) の
作動中は、前走車が発進するとエンジンが自動
的に始動します。

インフォメーション

エンジンが自動停止した後、上記のいずれかの
条件が満たされると、エンジンが自動的に再始
動します。
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オート スタート / ストップ機能
の ON/OFF

図44：オート スタート / ストップ ボタン

OFF にする
e  ボタンを押してください。

ボタンのインジケーター ライトが点灯し
ます。

エンジンの自動停止およびアダプティブ シ
リンダー コントロール (718 Boxster GTS
4.0、718 Cayman GTS 4.0 のみ) は作動解除さ
れます。

ON にする
e  ボタンを押してください。

ボタンのインジケーター ライトが消灯し
ます。

アダプティブ シリンダー コントロール 
(718 Boxster GTS 4.0、718 Cayman GTS 4.0 の
み) が作動状態のとき、車両を停止すると
エンジンは自動的に停止します。

アダプティブ シリンダー コントロールに関す
るインフォメーション：

f 「アダプティブ シリンダー コントロール」
（63ページ）を参照してください。

オート スタート / ストップ機能
の表示

故障の表示
故障したときは、オート スタート / ストップ
機能が解除されたことを示すメッセージがマ
ルチファンクション ディスプレイに表示され
ます。

e ポルシェ正規販売店で故障を修理してくだ
さい。ポルシェ正規販売店のご利用を推奨
いたします。十分なトレーニングを受けた
経験豊かなスタッフが、最新の技術情報と
専用工具や専用装置を駆使し、確かな整備
をお約束します。

エンジンの自動停止および再始動の
準備

オート スタート / ストップ機能でエンジンが
自動停止した場合、マルチファンクション
ディスプレイのインジケーター ライトが緑色
に点灯します。

エンジンが自動停止しない、または
再始動可能な状態になっていない

オート スタート / ストップ機能が利用できな
い、またはエンジンが自動停止した後に再始動
しない場合は、停車中にマルチファンクション
ディスプレイのインジケーター ライトが黄色
に点灯します。

以下の原因によります。

– エンジンを自動停止するための条件のいず
れか 1 つが満たされていない。
または

– オート スタート / ストップ機能の例外条件
が、少なくとも 1 つ以上満たされている。

f 「エンジン自動停止の条件」（63ページ）を
参照してください。

f 「オート スタート / ストップ機能の例外」
（64ページ）を参照してください。
65
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お手入れ

車両の洗浄
車両の外観を美しく保つには、日頃のお手入れ
が大切です。こまめに洗車し、ワックスで保護
してください。解氷剤 (塩分)、砂塵、ばい煙、
昆虫の死骸、鳥の排せつ物、樹液や花粉など
は、車体に付着してからの時間が長くなるほど
塗装に悪影響を与えます。
車両またはコンバーチブル トップは、完全な
防漏構造ではありません。車両 / コンバーチブ
ル トップの洗浄時、車内に水が入る事もあり
ます。
車両の塗装面に損傷を与えることなく洗車す
るために、次の点に注意してください。
e 車両下部は汚れが激しいため、少なくとも

季節の変わり目には洗車して汚れを落とし
てください。

e ばい煙、油脂類、オイル、および重金属な
どが適切に処理できる場所でのみ洗車を
行ってください。

e 直射日光の下や、塗装面の温度が高いとき
は洗車しないでください。

e 手洗いを行うときは、柔らかいスポンジ、洗
車用ブラシ、カー シャンプーを使用して多
量の水で洗ってください。ポルシェ社では、
ポルシェ テクイップメント製品のカー ケ
ア用品を使用することを推奨いたします。

e 洗車を開始するときは、はじめに車両に
たっぷりと水をかけ、表面の主な汚れを洗
い流してください。

警告 ブレーキ ディスクの
水膜

洗車後は、ブレーキの効きが悪くなり、ペダル
を強く踏まなければならない場合があります。

e 洗車後はブレーキを点検してください。

e ブレーキを乾燥させるため、後方の安全を
確認した上で定期的にブレーキをかけてく
ださい。このとき、後方の交通状況に注意
してください。

インフォメーション

適切な方法で定期的に車両のお手入れを行う
ことは、車両の価値を長持ちさせるだけでな
く、保証を受ける際の有利な条件になります。
ポルシェ社では、ポルシェ テクイップメント製
品のカー ケア用品を使用することを推奨いた
します。
e カー ケア用品の使用に際しては、パッケー

ジ等に記載された注意事項を必ず守ってく
ださい。

e これらの製品は、お子様の手が届かない安
全な場所に保管してください

e 不要になった製品は、適切な方法で廃棄し
てください。

車両の状態をしっかりと点検し、保証期間を最
大限有効にするためには、ポルシェ正規販売店
にご相談ください。 ポルシェ正規販売店ではコ
ンディション リポートを発行し、「整備手帳」
にその結果を記録します。

知識

高圧洗浄機およびスチーム クリーナーを使用
すると、以下の構成部品に損傷を与える恐れが
あります：

– コンバーチブル トップ (Boxster)
– タイヤ
– ロゴ、エンブレム、デコラティブ フィルム
– 塗装面
– エンジン コンパートメント内の構成部品と

電装部品 / 装備品スペース
– パークアシスト センサー
– アダプティブ クルーズ コントロール (ACC)

用レーダー センサー
– リバース カメラ
– ワイパー ブレード
e 各装置に付属の取扱説明書をよくお読みく

ださい。
e デコラティブ フィルムを洗浄するときは、高

圧洗浄機またはスチーム クリーナーを使用し
ないでください。

e 高圧洗浄機を使用する場合、ノズルから 50
cm 以上離してください。

e 高圧洗浄機またはスチーム クリーナーと丸型
ジェット ノズルを組み合わせて使用しない
でください。高圧洗浄機またはスチーム ク
リーナーと丸型ジェット ノズルを組み合わ
せて使用すると、車両が損傷する原因になり
ます。特にタイヤは損傷しやすいため、丸型
ジェット ノズルで洗浄しないでください。

e 高圧洗浄機を使用するときは、これらのコン
ポーネントにジェット ノズルを直接向けな
いでください。

e エンジン コンパートメント内の作業を行う
前に、エンジンを OFF にし、十分に冷やして
ください。

e 高圧洗浄機のジェットは、絶対に開口部 (ス
パーク プラグ シャフト、エア クリーナー ハ
ウジング、エア フィルターなど) に向けないで
ください。洗浄前に開口部を覆ってください。

知識

ポルシェ エントリー & ドライブ装備車を清掃
する場合、ラゲッジ コンパートメント リッド
が不意に開き、ラゲッジ コンパートメント内
に水が侵入する場合があります。

e 車両を清掃するときは、キーをラゲッジ コ
ンパートメント リッド センサーの範囲外に
置いてください。
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e 洗剤を使った後は、水で十分にすすぎ、セー
ムで拭き取ってください。ウィンドウには、
ボディを洗ったときと同じセームを使用し
ないでください。

自動洗車機

以下の表を参考にし、車両を安全かつ慎重に洗
車してください。

コンバーチブル トップの清掃 
(Boxster)

正しいお手入れと洗浄のために以下のことを
守ってください。
e コンバーチブル トップは車両を洗車する度

に毎回洗う必要はありません。通常は、清
潔な水でコンバーチブル トップを洗うのみ
で十分です。

e 雪や氷を縁の鋭いもので取り除かないでく
ださい。

e 毛の柔らかいブラシを使用して、織目に
沿ってブラッシングしコンバーチブル トッ
プのほこりを取り除いてください。

e 汚れが頑固な場合にのみ、シャンプー & コ
ンバーチブル トップ クリーナーを混ぜた
ぬるま湯で洗浄し、スポンジか柔らかいブ
ラシで軽く擦ってください。

e その後きれいな水でシャンプー & コンバー
チブル トップ クリーナーを残さず洗い流
してください。ポルシェ社では、ポルシェ
テクイップメント製品のカー ケア用品を使
用することを推奨いたします。

e 洗車後、少なくとも年に 1 度はコンバーチ
ブル トップ ケア製品を使用してコンバー
チブル トップ カバーのお手入れを行って
ください。コンバーチブル トップ用のケア
用品が塗装面やガラスに付着しないよう注
意してください。塗装に付着した場合はす
ぐに取り除いてください。

e コンバーチブル トップ カバー本体または
縫い目や折り目から漏れが生じた場合は、
コンバーチブル トップ専用ケア用品を使用
してください。容器に記載されている指示
に従ってください。ポルシェ社では、ポル
シェ テクイップメント製品のカー ケア用
品を使用することを推奨いたします。

e 鳥の排せつ物は直ちに除去してください。
排せつ物に含まれる酸がコンバーチブル
トップのゴムを膨張させ、水漏れを起こす
原因となります。

e 染みや擦り切れを防ぐため、コンバーチブ
ル トップおよびコンバーチブル トップ エ
レメントは天候が良いときにのみ開いてく
ださい。

e コンバーチブル トップ カバーから染みを
落とす際は、柔らかいラバー スポンジで慎
重に擦って除去してください。

塗装面のお手入れ

知識

自動洗車機を使用すると、取り付けたオプショ
ン部品やボディ表面から突出しているパーツ
が損傷する恐れがあります。

e 自動洗車機を使用する前に、洗車スタッフに
確認してください。

e 自動洗車機を使用する前に、すべてのスポイ
ラーを格納してください。

危険 守るべきこと

コンバーチブル トッ
プのファブリックを
損傷する恐れがあり
ます (Boxster)

e コンバーチブル 
トップ部にホット 
ワックス処理をし
ないでください。

ウィンドウが下がっ
ていると車内に水が
入ります (Boxster)

e イグニッションを 
OFF にしないでく
ださい。
または

e 車両をロックして
ください。

洗車機で洗車中にワ
イパーが不意に作動
して損傷する恐れが
あります

e フロント / リヤ 
ウィンドウのワイ
パーを OFF にして
ください。

e 洗車機での洗車中
はヘッドライト 
ウォッシャーを
操作しないでくだ
さい。

外装部品への損傷 e ドア ミラーを格納
してください。

e リヤ スポイラーを
展開している場
合、格納してく
ださい。

ホイールへの損傷 e 洗車機のガイド 
レールの寸法をよ
く確認してくだ
さい。
タイヤのリム径が
大きく高さが低く
なるに従い、損傷
のリスクも大きく
なります。

ハイグロスまたはシ
ルクグロス ホイール
への傷

e 洗車機のホイール
用洗浄ブラシを使
用しないでくだ
さい。

知識

高圧洗浄機の洗浄ジェット、不適切な自動洗車
機、またはホット ワックス処理により、コン
バーチブル トップを損傷する恐れがあります。

e 高圧洗浄機やスチーム クリーナーをコンバー
チブル トップの洗浄に使用しないでくだ
さい。

e カブリオレでは、洗浄プログラムのある自動
洗車機を使用してください。

e コンバーチブル トップ部にホット ワックス
処理をしないでください。

危険 守るべきこと

知識

塗装面に付着した汚れの粒子は、適切にお手入
れをしないと塗装に損傷を与える場合があり
ます。
e 乾いた布でほこりを拭きとらないでください。
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塗装面の保護
塗装面は経年変化により光沢が失われていく
ため、洗車後は塗装保護剤等で定期的に保護す
る必要があります。この作業により塗装の光沢
と強度を保つことができます。また、塗装面に
新しい汚れが付着しにくくなり、ばい煙が浸透
しにくくなります。

塗装面の艶出し
通常のワックスでは塗装の艶が戻らないとき
のみ、光沢剤を使用してください。ポルシェ社
では、ポルシェ テクイップメント製品のカー
ケア用品を使用することを推奨いたします。

汚れ、染みの除去
タール、グリース、昆虫の死骸などは適切な洗
剤で速やかに除去した後、丁寧に水で洗い流し
てください。長時間放置すると、塗装が変色す
る原因となります。ポルシェ社では、ポルシェ
テクイップメント製品のカー ケア用品を使用
することを推奨いたします。

小さな傷の補修
e 亀裂、引っかき傷、飛び石による塗装面の

小さな傷は、ボディの腐食が進行する前に
修理してください。ポルシェ正規販売店に
ご相談ください。ポルシェ正規販売店のご
利用を推奨いたします。十分なトレーニン
グを受けた経験豊かなスタッフが、最新の
技術情報と専用工具や専用装置を駆使し、
確かな整備をお約束します。

ボディが腐食したときは、はじめに錆を完全に
除去してください。錆を取り除いたら、その箇
所にプライマー (防錆剤) を塗布してから、上塗
り塗装を施してください。

ペイント データは車両のデータ バンクに表示
されています。

f 「車両の識別データ」（279ページ）を参照し
てください。

ウィンドウの清掃
f 「ワイパー ブレード」（273ページ）を参照

してください。

正しい清掃のために以下のことを守ってくだ
さい。

e 定期的にウィンドウ クリーナーを使用して、
ウィンドウの内側と外側を清掃してくださ
い。ポルシェ社では、ポルシェ テクイップ
メント製品のカー ケア用品を使用すること
を推奨いたします。

e ボディを拭き取ったセームで乾いたウィン
ドウを拭かないでください。ワックスや光
沢剤がウィンドウに付着し、視界が悪くな
る恐れがあります。

e 昆虫の死骸は、ポルシェ推奨のインセクト
リムーバーで取り除いてください。ポル
シェ社では、ポルシェ テクイップメント製
品のカー ケア用品を使用することを推奨い
たします。

アンダーコーティングの補修

車両下部は、化学的および物理的なダメージに
耐えるよう保護されています。しかし、走行中
に保護コーティングが損傷することは避けら
れません。

e ポルシェ正規販売店で車両底部を定期点検
し、必要に応じて保護コーティングを修復
してください。ポルシェ正規販売店にご相
談ください。

デコラティブ フィルムの清掃

知識

適切にお手入れを行わないと構成部品の艶消
し効果が失われる場合があります。

e 艶消し仕上げの部品にワックスや光沢剤を
使用しないでください。

インフォメーション

フロント サイド ウィンドウには、ガラスの汚
れを抑制する (疎水性の) 撥水剤がコーティン
グされています。このコーティングは経年変化
で徐々に劣化します。また新たにコーティング
することもできます。
e ポルシェ正規販売店にご相談ください。ポ

ルシェ正規販売店のご利用を推奨いたしま
す。十分なトレーニングを受けた経験豊か
なスタッフが、最新の技術情報と専用工具
や専用装置を駆使し、確かな整備をお約束
します。

警告 エキゾースト システ
ム付近の可燃物

エキゾースト システム部に防錆剤やアンダー
コーティング剤を塗布すると、運転中に過熱し
て引火する恐れがあります。

e エキゾースト マニホールド、エキゾースト
パイプ、触媒コンバーター、ヒート シール
ド、およびその周囲には、アンダー コーティ
ング剤や防錆剤を塗布しないでください。

知識

清掃中にデコラティブ フィルムが剥がれ損傷
する恐れがあります。

e ポリッシュやホット ワックスを使用しないで
ください。

e 高圧洗浄機やスチーム クリーナーを使用しな
いでください。

e 柔らかいスポンジ、中性洗剤、および多めの
水を使用してください。
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ヘッドライト、ライト類、プラ
スチック製部品と表面、アダプ
ティブ クルーズ コントロール
用レーダー センサーおよび車
両カメラの清掃

ホイールのお手入れ

合金製ホイールの表面に付着した金属の微粒
子 (ブレーキ ダストに含まれる黄銅や銅など)
は、長期間放置しないでください。金属同士の
接触による腐食が発生し、小さな穴 (ピッチン
グ) が生じます。
塗装の被膜を破壊するような光沢剤や pH 値が
不適切なクリーナー、研磨機具、研磨剤などは
使用しないでください。
e 軽合金製ホイールには、中性洗剤のみを使

用してください (pH 値：4～10)。pH 値の不
正な製品を使用すると、ホイールの表面を
損傷する場合があります。ポルシェ社では、
ポルシェ テクイップメント製品のカー ケ
ア用品を使用することを推奨いたします。

e 可能であれば、2 週間ごとにスポンジまたは
洗車ブラシを使用してホイールを洗浄して
ください。冬季に凍結防止剤がまかれる地
域や、ばい煙が多い地域では、毎週洗浄す
るようにしてください。

f 「自動洗車機」（67ページ）を参照してくだ
さい。

ドア、ルーフ、コンバーチブ
ル トップ、リッドおよびウィ
ンドウ シールの清掃

正しい清掃のために以下のことを守ってくだ
さい。

e すべてのシールの汚れ (凍結防止剤、砂塵な
ど) を、温かい石鹸水で定期的に清掃してく
ださい。

e 凍結する恐れがある場合は、適切なカー ケ
ア用品でアウター ドア シール、リッドやフ
ラップのシールを保護してください。

革製品のお手入れ

正しいお手入れと洗浄のために以下のことを
守ってください。
e 無色の柔らかい毛織物または市販のマイク

ロ ファイバー布を湿らせて、表面の細かな
汚れを拭き取り、すべてのタイプの本革を
定期的にお手入れしてください。

e 汚れがひどいときは (水などによる染み以外)
レザー クリーナーで取り除いてください。

e 容器にある使用上の注意を確認してくださ
い。ポルシェ社では、ポルシェ テクイップ
メント製品のカー ケア用品を使用すること
を推奨いたします。

e 清掃後は、本革専用のケア剤でお手入れし
てください。ポルシェ社では、ポルシェ テ
クイップメント製品のカー ケア用品を使用
することを推奨いたします。

シート ベンチレーション付きシートの
清掃
雨水や湿気により、表面に小さな穴を開けた
メッシュ加工の本革シートに染みが付く可能
性があります。

水染み / 湿気による染みを取り除く

b シート ヒーターとシート ベンチレーショ
ンが OFF になっている。

b 直射日光を避ける。
1. 清潔な吸水性スポンジと蒸留水を使用して、

シート クッションまたはバックレストの表
面全体を拭き取ってください。表面に小さな
穴を開けたメッシュ加工の本革は、裏側まで
湿らせないよう注意してください。

知識

洗剤がコントローラまたはスイッチに侵入し、
損傷させる恐れがあります。不適切な洗浄剤を
使用するとプラスチック面に損傷を与える場
合があります。

e 車内のプラスチック製部品に直接水や室内
用ウィンドウ クリーナーをスプレーしない
でください。

e ヘッドライト、ライト類、プラスチック部
品とその表面、アダプティブ クルーズ コン
トロールのレーダー センサーおよび車両カ
メラの清掃には、きれいな水と小量の中性
洗剤または室内用ウィンドウ クリーナーの
みを使用してください。このとき、柔らか
いスポンジまたは柔らかい不織布を使用し
てください。

e 他の化学成分が入ったクリーナーや溶剤を
使用しないでください。

警告 クリーナーなどの溶剤
によるブレーキ ディ
スク上の膜の発生

ブレーキ ディスクにクリーナー (リム クリー
ナーなど) が付着した場合、ブレーキ ディスクに
膜ができて制動力が低下する恐れがあります。

e ブレーキ ディスクにホイール クリーナーな
どの溶剤が付着しないようにしてください。

e ブレーキ ディスクにホイール クリーナー
などの溶剤が付着した場合、高圧洗浄機な
どで完全に洗い流してください。

e 周囲の交通状況に注意してブレーキを作
動させ、ブレーキ ディスクを乾かしてくだ
さい。

知識

インナー ドア シールをコーティングしている
潤滑剤は、不適切な清掃や洗剤の使用によりダ
メージを受けることがあります。

e 合成洗剤や溶剤を使用しないでください。

e 防錆剤を使用しないでください。

知識

不適切なクリーナーやケア製品を使用したり、
不適切な処理を行ったりすると、革製品を痛め
る場合があります。
e 刺激性の強い洗剤や、硬い清掃用品を使用し

ないでください。
e 表面に小さな穴を開けたメッシュ加工の本

革は、裏側まで湿らせないよう注意してくだ
さい。

e 革製品に付着した水滴は直ちに取り除いて
ください。
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2. シート カバーは直射日光を避けて室温で完
全に乾かしてください。シート カバーを乾
かす際、シート ヒーターやシート ベンチ
レーションを ON にしないでください。

3. 乾いた後、シート カバーを乾燥した不織布
で拭いてください。

カーペット、フロア マットの
清掃

正しい清掃のために以下のことを守ってくだ
さい。
e 掃除機か、中程度の硬さのブラシで清掃し

てください。
e ひどい汚れや染みは、染み抜き剤で除去し

てください。ポルシェ社では、ポルシェ テ
クイップメント製品のカー ケア用品を使用
することを推奨いたします。

フロア カーペットの汚れや傷付きを防ぐため、
この車両に適したサイズの固定具付きフロア
マットをカー アクセサリーとして用意してい
ます。

エアバッグ カバーの清掃

内張りの清掃
ピラー、ヘッドライナー、サンバイザーなどの
ファブリック ライニングは、素材に適した洗
剤やドライ フォームと柔らかいブラシを使用
して清掃してください。

Alcantara® / Race-Tex / その他の
生地のお手入れ
Alcantara®/ Race-Tex / その他の生地でできたマ
イクロファイバー カバーの清掃には、皮革ケア
製品を使用しないでください。日常のお手入れ
としては、表面を柔らかいブラシで拭けば十分
です。研磨材を使用したり、強く擦ったりする
と、Alcantara® の表面が傷むので注意してくだ
さい。
e 軽い汚れは、柔らかい布を水または中性の

石鹸水で濡らして、汚れを拭き取ってくだ
さい。

e 汚れがひどい場合は、温めのお湯または薄
めたクリーニング用溶剤で柔らかい布を濡
らし、外側から汚れた部分を軽くたたいて
ください。

Alcantara®/ Race-Tex 製のマイクロファイバー
カバーが装備されたステアリング ホイールは、
常に肌と接触するため、汚れの度合いが高くな
ります。

e 軽い汚れは、柔らかい布を水または中性の
石鹸水で濡らして、汚れを拭き取ってくだ
さい。

e 汚れがひどい場合は、温めのお湯または薄
めたクリーニング用溶剤で柔らかい布を濡
らし、外側から汚れた部分を軽くたたいて
ください。

シート ベルトの清掃
正しい清掃のために以下のことを守ってくだ
さい。
e ベルトの汚れには中性洗剤を使用してくだ

さい。
e シート ベルトを乾燥させるときは、直射日

光を避けてください。
e 適切な洗剤のみを使用してください。
e シート ベルトを染色および脱色しないでく

ださい。シート ベルト素材の強度が低下し、
安全性が損なわれます。

ポルシェ コミュニケーション 
マネージメント（PCM）の清掃

正しい清掃のために以下のことを守ってくだ
さい。
e 画面は傷が付きやすくなっています。時々、

清潔で柔らかい乾いた布 (マイクロファイ
バー クロス) やクリーニング用ブラシで慎
重に PCM を清掃してください。清掃の際、
表面に大きな力を加えないでください。

警告 ペダル操作の妨げ

不適切なフロア マットや正しく固定されてい
ないフロア マットはペダルの可動域を制限し
たり、ペダル操作を妨げたりする可能性があり
ます。アクセルが不意に作動したり、ブレーキ
ペダルが妨げられたりする可能性があります。
これにより、予期しない加速やブレーキ操作が
難しくなる場合があります。
e 車両に適切なフロア マットのみを使用して

ください。
e フロア マットはフロア上に敷くだけでなく、

しっかりと固定してください。
e いくつものフロア マットを重ねて置かない

でください。
e 清掃などの際に、フロア マットを取り外し

た後、再び正しく固定されていることを確
認してください。

危険 不適切な清掃

エアバッグの周りを不適切なクリーナーやケ
ア製品で清掃してエアバッグ システムに浸透
させたり、不適切な取り扱いを行ったりする
と、システムに損傷を与える恐れがあります。
事故が起きた場合にエアバッグ システムが作
動しない危険があります。

e ステアリング ホイールのカバー、ダッシュ
ボード、フロント シート、ドア パネルなど
の部品を改造しないでください。

e エアバッグの周囲には洗剤や液体を使用し
ないでください。

知識

不適切なクリーナーやケア製品を使用すると 
PCM に浸透し、不適切な取り扱いを行うと 
PCM に損傷を与える恐れがあります。

e PCM の清掃に変性アルコール、シンナー、
ガソリン、アセトン、アルコール類 (エタ
ノール、メタノール、またはイソプロピル
アルコール) などの溶剤、または研磨剤など
を使用しないでください。

e PCM に直接クリーナーや他の液体を吹きつ
けないでください。

e 湿らせた布で慎重に画面を拭いてください。
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e 指紋は少し湿らせた布や刺激性の少ない洗
浄剤で取り除いてください。

車両の保管
車両を長期保管する場合ポルシェ正規販売店
にご相談ください。腐食保護対策、お手入れと
メンテナンス、および保管に関する情報および
アドバイスを提供いたします。

f 「バッテリー」（192ページ）を参照してくだ
さい。

バッテリーを切り離した状態で車両をロック
する場合のインフォメーション：
f 「緊急ドア ロック」（140ページ）を参照し

てください。
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カップ ホルダー
カップ ホルダーを使用する
グローブ ボックス上側のパネル後部に折り畳
み式カップ ホルダーが 2 個装備されています。

図45：カップ ホルダー

カップ ホルダーを開く

図46：カップ ホルダーを開く

1. カップ ホルダー パネルを押してください 
(図45)。
パネルが開きます。

2. 左右どちらかのカップ ホルダーのマークを
押してください。

カップ ホルダーが開きます。

3. パネルの中央を閉じて、カップ ホルダーを
固定してください。

カップ ホルダーを引き出す
カップ ホルダーを引き出すと、大きな容器を
置くこともできます。

図47：カップ ホルダーを引き出す

1. ホルダーを引き出してください (図47)。
2. カップ / 容器を入れてください。

3. 慎重にホルダーを押し込み、カップ / 容器
のサイズに合わせてください。

カップ ホルダーを折り畳む
1. カップ ホルダーを押し込んでください。

2. 中央のパネルを開いてください。

3. カップ ホルダーを折り畳み、はめ込んでく
ださい。

4. 中央のパネルを閉じてください。

注意 熱い飲み物がこぼれる
恐れ

熱い飲み物がこぼれて火傷をする恐れがあり
ます。

e カップ ホルダーに収まる容器のみを使用し
てください。

e 中身がいっぱいに満たされた容器をカップ
ホルダーに置かないでください。

e 熱い飲み物が入った容器には適していま
せん。

e 運転中はカップ ホルダーを収納しておいて
ください。

知識

飲み物がこぼれて車両を損傷する恐れがあり
ます。

e カップ ホルダーに収まる容器のみを使用し
てください。

e 中身がいっぱいに満たされた容器をカップ
ホルダーに置かないでください。
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キー
キーを使用する

図48：キー

各キーにはエマージェンシー キーが内蔵され
ています。これらのキーを使用して、車両のす
べてのロックを操作できます。
e キーの取り扱いには細心の注意を払ってく

ださい。特別な状況を除いて、キーを放置
しないでください。

e わずかな時間でも車両から離れるときは、
キーを抜き取り、携行してください。

e キーを車内に残さないでください。

エマージェンシー キーを使用
する場合
エマージェンシー キーを取り出す

図49：エマージェンシー キーを取り出す

1. リリース ボタンを横に押してください 
(図49)。

2. エマージェンシー キーを抜き取ってくだ
さい。

エマージェンシー キーを元に戻す
e リリース ボタンのロック音が聞こえるま

で、エマージェンシー キーを押し込んで
ください。

キーの電池交換

キーの電池が弱まり交換が必要になると、マル
チファンクション ディスプレイにメッセージ
が表示されます。

インフォメーション

e キーを使用するのは、車両が視界に入ってい
るときだけにしてください。

A ロック解除する

B ロックする

C フロント ラゲッジ コンパートメント リッドおよ
びドアをロック解除する

D リヤ ラゲッジ コンパートメント リッドおよびド
アをロック解除する

警告 リチウム バッテリー
を誤って飲み込んだ場
合、体内で火傷を引き
起こし、死に至る危険
性があります。

キーの中にはリチウム バッテリーが収納され
ています。

リチウム バッテリーを誤って飲み込んだ場合、
2 時間以内に体内で火傷を引き起こし、死に至
る危険性があります。

e 新品または使用済みバッテリーは、お子様
の手の届かない場所に保管してください。

e キーをお子様に近づけないでください。お
子様がキーを開いて、バッテリーを取り外
す恐れがあります。

e リチウム バッテリーを誤って飲み込んでし
まった場合、すぐに医師の診察を受けてく
ださい。

インフォメーション

e 電池の廃棄に関する指示を遵守してくだ
さい。
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図50：電池の交換

電池の交換 (CR 2032、3V)
1. エマージェンシー キーを取り出してくだ

さい。
2. 適切な物 (エマージェンシー キーなど) を使

用して、キー ハウジング背面のカバーを持
ち上げてください。

3. 電池を交換してください (電極の向きに注
意してください)。

4. カバーを元通りにして、しっかりとはめ合
わせてください。

5. エマージェンシー キーを元に戻してくだ
さい。

キー/コントロール ユニットの
緊急ロック解除
車両のバッテリーが上がった場合、キーを抜き
取るには、緊急解除を行う必要があります。

車両とキーの電波通信が混信したときや、キー
のバッテリー残量が低下すると、ポルシェ エ
ントリー & ドライブが正常に機能しなくなり
ます。

このような場合、イグニッション ロックから
コントロール ユニットを取り外し、キーで車
両を始動することができます。

図51：メタル フックの取り外し

1. 運転席側のヒューズ ボックス カバーのハン
ドルをつかみ、引いて取り外してください。

2. ヒューズ ボックス カバーの裏に収納してあ
るメタル フック A を取り出してください。

図52：イグニッション ロックからのプラスチック カ
バーの取り外し

3. メタル フック A を使用して、イグニッショ
ン ロックからプラスチック カバー B を取り
外してください。

4. 取り外したプラスチック カバー B は紛失し
ないように十分注意してください。
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図53：緊急ロック解除

5. コントロール ユニット / キーをイグニッ
ション ロック位置 0 (初期位置) に回して
ください。

6. メタル フック A を開口部 C に押し込みます。

キー / コントロール ユニットの解除音が聞
こえます。

7. 初期位置 0 でコントロール ユニット / キー
を取り外してください。

8. プラスチック カバー B を元の位置に取り付
けてください。

スペア キーの注文と登録
車両のスペア キーは、ポルシェ正規販売店の
みでお求めいただくことができます。新しい
キーを注文してからお手元に届くまでには大
変時間がかかる場合がございます。

e いつでもスペア キーを使えるように、あらか
じめご用意いただくことを推奨いたします。

e スペア キーは安全な場所に保管し、決して
車内や車両の近くには置かないでください。

新しいキーを車両に登録するには：
e ポルシェ正規販売店にご相談ください。ポ

ルシェ正規販売店のご利用を推奨いたしま
す。十分なトレーニングを受けた経験豊か
なスタッフが、最新の技術情報と専用工具
や専用装置を駆使し、確かな整備をお約束
します。

e 車両のすべてのキーを再登録してください。

インフォメーション

最大で 8 本のキーを登録することができます。

インフォメーション

e キーを紛失した場合または盗難にあった場
合は、ポルシェ正規販売店でこのキーを無効
にし、必要に応じてメカニカル ロックを交
換してください。

e キーを紛失したり盗難に遭ったりしたとき、
またはスペア キーを追加したり交換したり
したときは、ご契約の損害保険会社に連絡し
てください。
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給油

イグニッションを O Nにすると、インストルメ
ント パネルに燃料の残量が表示されます。
f 「J – 燃料計」（40ページ）を参照してくだ

さい。

タンク内の燃料残量が一定量 (モデルによって
異なる) を下回り、イグニッションが ON、また
はエンジンが作動している場合、マルチファン
クション ディスプレイの警告灯  が点灯
します。
e 最寄りの給油所で給油してください。

f 「充填容量」（280ページ）を参照してくだ
さい。

適切な燃料の選択

エンジンは 金属系添加物を含まない無鉛プレ
ミアム ガソリンを使用した場合に最適に作動
するよう設計されています。

エンジンはエタノール含有量 10 % 以下の燃料
の使用に対応しています。エタノール含有燃料
を使用すると燃費が悪化することがあります。

オクタン価の低い燃料と添加
剤の使用

地域によっては、燃料の析出挙動がポルシェ社
の基準を満たしていないことがあります。ポル
シェ社の基準を満たす燃料を入手できない場
合は、推奨する添加剤を混ぜ合わせてくださ
い。詳しくはポルシェ正規販売店にお問い合わ
せください。
ポルシェ部品番号： 000 043 209 02
e 混合比率は、添加剤に付属の取扱説明書に

従ってください。

e 定期点検時期 (サービス インターバル)、特
にオイル交換時期を遵守してください。

警告 給油時の火災の危険

燃料は強燃性であり、燃焼または爆発が起こる
恐れがあります。

e 燃料を取り扱うときは、火気や裸火を近づ
けたり、喫煙をしたりしないでください。

警告 燃料蒸発ガスの吸引、
および燃料の皮膚への
付着

燃料と燃料蒸発ガスは人体に有害です。

e 燃料蒸発ガスを吸い込まないようにしてく
ださい。

e 皮膚や衣類に燃料が付着しないように注意
してください。

インフォメーション

場合により燃料に硫黄が多く含まれることが
あります。このため、エンジンで燃焼する際に
特定の運転条件下で不快な臭い (いわゆる腐っ
た卵の匂い) が発生する可能性があります。ポ
ルシェ社にはこの特性に対する責任はなく、車
の故障を示すものではありません。

知識

不適切な燃料を使用すると、エンジン、燃料系
統、およびエキゾースト システムを損傷する
恐れがあります。

e 下記の仕様に準拠する燃料のみを使用して
ください。

e メタノールを含む燃料を使用しないでくだ
さい。

インフォメーション

通常、燃料のオクタン価に関する情報は、ガソ
リン スタンドの給油機に掲載されています。
ガソリン スタンドのスタッフからも情報が得
られます。

モデル 推奨燃料 代替燃料

最低オクタン価：

すべて： RON 98/
MON 88

RON 95/
MON 85

インフォメーション

推奨燃料が入手困難な場合は、緊急措置として
オクタン価 91 RON/82.5 MON の金属系添加物
を含まない無鉛ガソリンを使用することがで
きます。ただし、この場合はエンジン出力が低
下し、燃費が悪化することがあります。

e オクタン価が 91 RON/82.5 MON 以上の金属
系添加物を含まない無鉛ガソリンを使用し
てください。

e オクタン価が 91 RON/82.5 MON の無鉛ガソ
リンを使用した場合は、フルスロットルで
走行しないでください。

知識

ポルシェ社が承認していない添加剤を使用し
た場合、エンジン、燃料系統、エキゾースト 
システムに損傷を与える恐れがあります。

e ポルシェ社が承認した添加剤のみを使用し
てください。
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燃料の給油

図54：フィラー フラップを開く

図55：タンク キャップを開く

b エンジンが停止している。
b イグニッションが OFF になっている。
b 車両のロックが解除されている。
1. フィラー フラップの後部 (図54) を押すと、

フラップが開きます。
この車両に使用できる燃料の種類について
は、フィラー フラップの裏のステッカーに
明示されています。

2. タンクのキャップをゆっくり開いて取り外
してください。

3. 取り外したキャップをホルダー (図55) にか
けてください。

4. 給油ノズルは確実にフィラーの奥まで差し
込み、注入時はノズルを下に向けて給油し
てください。

5. 給油ノズルを操作して、燃料を給油してく
ださい。給油ノズルが自動停止したら、そ
れ以上給油を続けないでください。無理に
給油すると、タンクの燃料が吹き返したり、
燃料が温まったときにあふれ出したりする
ことがあります。

f 「充填容量」（280ページ）を参照してく
ださい。

6. 給油後は直ちにキャップを取り付けて、
ロック音と手ごたえを感じるまで、しっか
りと締め込んでください。

7. フィラー フラップを閉じてフィラー フ
ラップの後部を押し、しっかりと閉じてく
ださい。

フィラー フラップの緊急操作

図56：緊急時のフィラー フラップの操作

フィラー フラップの電動ロック解除機構が故
障したときは、手動でフィラー フラップを開
くことができます。

1. 助手席側ドアを開いてください。
2. 助手席ドア開口部にあるボタン (図56) を引

いてください。

フィラー フラップが開きます。

知識

デコラティブ フィルムに燃料が付着すると、
フィルムが色褪せる原因になります。

e デコラティブ フィルムに燃料が付着したと
きは、直ちに拭き取ってください。 インフォメーション

タンクのキャップを紛失したときは、必ずポル
シェ純正部品を使用してください。
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クーラント (冷却水)
エンジン クーラントには年間を通じた腐食防止
と、–37 °C までの凍結防止の働きがあります。

クーラント レベルを定期的に点検することは、
メンテナンスの一部です。
e ポルシェ社が認証した凍結防止剤のみを使

用してください。

ポルシェ社では、Glysantin® G40® (G12++/VW TL
774 G に準拠した同等の不凍液) または Glysantin®
G65® (G12evo/VW TL 774 LJ に準拠した同等の不
凍液) の使用を推奨いたします。これらの不凍液
は、互いに混ぜ合わせることができます。

警告シンボルへの対応

クーラント レベルの点検と補充

図57：Boxster のクーラント リザーバー タンク

図58：Cayman のクーラント リザーバー タンク

知識

冷却水温度が高温になりすぎると、マルチファ

ンクション ディスプレイに  シンボルが

表示されます。  シンボルが表示された場

合は、クーラント レベルが低くなりすぎてい

ます。

赤色の警告メッセージが表示された後も走行を
続けると、エンジンを損傷する恐れがあります。

e エンジンを OFF にして冷やしてください。

e クーラント レベルが適正でも警告が表示さ
れ続けるときは、運転を続けないでくださ
い。故障を修理してください。
ポルシェ正規販売店にご相談ください。ポ
ルシェ正規販売店のご利用を推奨いたしま
す。十分なトレーニングを受けた経験豊か
なスタッフが、最新の技術情報と専用工具
や専用装置を駆使し、確かな整備をお約束
します。

f 「警告および情報メッセージ」（82 ページ）
を参照してください。

警告 高温のエンジン部品や
クーラント

エンジン作動中は、エンジンと周辺の部品、エ
キゾースト システム、クーラントなどが非常
に熱くなっています。

クーラント タンクには圧力がかかっています。
クーラント タンクを不用意に開くと、熱いクー
ラントが突然吹き出す恐れがあります。

e 加熱した車両部品、特にエンジンとエキ
ゾースト システムの近くでは、十分注意し
て作業を行ってください。

e クーラントの補充はエンジンを停止し、イ
グニッションを OFF にしてから行ってくだ
さい。

e エンジンが熱いときは、クーラント リザー
バー タンクのキャップを開かないでくださ
い。水温計の表示が 60 °C を下回るまで待っ
てください。

f 「B – 冷却水温度」（237ページ）を参照して
ください。
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b 車両が平坦な場所に駐車されている。

b エンジンが冷えていて、クーラント温度が
60 °C 以下である場合。

b  または  のシンボルがクーラン

トの補充を促すメッセージとともにマルチ

ファンクション ディスプレイに表示されて

いる。

b クーラントの補充を促すメッセージととも

に  または  のシンボルが表示

されていない場合は、給水パイプ基部で

クーラントが目視確認できない場合のみ

クーラントを補充します。給水パイプ内の

クーラント レベルは初回のエンジン始動後

に低下するため、MAX マークは補充中のみ

の目安となります。

1. リヤ ラゲッジ コンパートメントを開いてく
ださい。

2. Cayman：キャップを反時計回りに回して取
り外してください (図58)。

3. 慎重にクーラント リザーバー タンクの
キャップを開き、内部の圧力を逃がしてく
ださい。

4. キャップを完全に取り外してください。
5. クーラント レベルを読み取ってください。

クーラント レベルが MAX マークを超えない
ように注意してください (給水パイプ基部で
クーラント レベルが目視で確認できない)。

6. 必要に応じてクーラントを MAX マークまで
補充してください。MAX マークを超えないよ
うに注意してください。不凍液と蒸留水を同
量混ぜ合わせた物のみを補充してください。
給水パイプ内のクーラント レベルは初回の
エンジン始動後に低下するため、MAX マーク
は補充中のみの目安となります。

7. クーラント リザーバー タンクのキャップを
動かなくなるまで回して閉めてください。

8. Cayman：キャップを取り付け、時計回りに
回してください (図58)。

9. 冷却システムを点検してください。
ポルシェ正規販売店にご相談ください。ポ
ルシェ正規販売店のご利用を推奨いたしま
す。十分なトレーニングを受けた経験豊か
なスタッフが、最新の技術情報と専用工具
や専用装置を駆使し、確かな整備をお約束
します。

インフォメーション

緊急で水のみを補充した場合は、速やかに不凍
液の混合比率を修正してください。

クーラントの減りが著しい場合は、冷却システ
ムに漏れが発生しています。
e 早急に修理してください。ポルシェ正規販

売店にご相談ください。ポルシェ正規販売
店のご利用を推奨いたします。十分なト
レーニングを受けた経験豊かなスタッフ
が、最新の技術情報と専用工具や専用装置
を駆使し、確かな整備をお約束します。
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クルーズ コントロール
クルーズ コントロールを使用すると、約 30～
240 km/h の範囲でアクセル ペダルを踏まな
くても希望する速度を維持したまま走行でき
ます。

図59：クルーズ コントロール レバー

クルーズ コントロール ON (ス
タンバイ)
e レバーのボタン A を押してください。

速度の維持と保存
1. アクセル ペダルの操作で希望する速度まで

加減速してください。
2. ステアリング コラムのクルーズ コントロール

レバーを前方 (1 の位置) に押してください。

速度の変更
e 速度を上げるには、ステアリング ホイール

のレバーを前方に押します (図59、1)。
短く押す = 1 km/h、長く押す = 10 km/h

e 速度を落とすには、ステアリング ホイール
側にレバーを引きます (図59、2)。
短く引く = 1 km/h、引き続ける = 10 km/h
新しく設定した速度がマルチファンクショ
ン ディスプレイに表示されます。

クルーズ コントロールの中断 – 
OFF
クルーズ コントロールを中断したときは、直
前の設定速度が保存され、クルーズ コントロー
ルのレバーを押すと設定速度を呼び出すこと
ができます。
f 「クルーズ コントロールの再開 – RESUME」
（81ページ）を参照してください。

e レバーを下に押してください (図59、3)。
または

e ブレーキ ペダルまたはクラッチ ペダルを踏
んでください。
または

e セレクター レバーを N の位置にしてくだ
さい。

クルーズ コントロールの自動中断：

– 設定速度より約 25 km/h 以上速い速度で、
20 秒以上走行した場合。

– 上り坂などで、設定速度より約 60 km/h 以
上遅い速度で 60 秒以上走行した場合。

– ポルシェ スタビリティ マネージメント (PSM)
が 0.5 秒以上作動した場合。

A クルーズ コントロールの ON/OFF
1 設定速度の設定 / 加速

2 減速

3 クルーズ コントロールの中断 (OFF)
4 クルーズ コントロールの再開 (RESUME)

インフォメーション

アクティブ ブレーキ機能は、特に下り坂など
で設定速度を維持するため、自動的に作動し
ます。

警告 危険な交通状況や路面
状態が悪い状況での
走行

交通状況により十分な距離と一定の速度での
走行に適さない場合、クルーズ コントロール
の使用が事故の原因となる場合があります。

e 激しい渋滞、カーブの多い道、路面状態が
悪い場合 (冬場の滑りやすい路面、濡れた路
面、起伏の多い路面など) でクルーズ コント
ロールを使用しないでください。

クルーズ コントロール スタンバイ

マルチファンクション ディスプレイ
のグレーのアイコンは使用可能状態
を示します。

設定速度

オレンジ色に変わったクルーズ コント
ロール アイコンの下に走行中の速度が
表示され、自動的に維持されます。

インフォメーション

通常走行と同じようにアクセル ペダルを踏む
と加速します。これにより保存された速度は変
更されません。アクセルを緩めると保存した速
度に戻ります。
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クルーズ コントロールの再開 – 
RESUME
e レバーを上に押してください (図59, 4) 。

設定速度に加減速します。

クルーズ コントロール OFF
e レバーのボタン A を押してください。

設定速度が消去され、シンボルマークが消
灯します。

インフォメーション

イグニッションを OFF にすると保存した速度
が消去されます。
81



警告および情報メッセージ

あ

か

さ

た

な

は

ま

や

ら

わ

A–Z

82

21_718_Boxster_982_BAL_70_WKD 982 00 70 21_KW36.20-24.21_JPN.book  Page 82  Monday, August 10, 2020  4:15 PM
警告および情報メッセージ
警告メッセージが表示されたときは、本書の該当する章を必ずお読みください。

一部の警告灯には、点灯すると警報も同時に鳴るものがあります。

すべての前提条件が満たされた場合にのみ、警告シンボルが表示されます。そのため、すべてのフルード レベルは定期的に点検してください。

警告と情報メッセージの分類
赤色 システムの故障または警告

黄色 故障、システム故障、情報、または指示

白色 故障、システム故障、情報、または指示

安全性
インストルメント 
パネルの表示

マルチファンクション ディスプレイの

メッセージ

意味および必要な措置

点灯 安全ベルトを 装着します シート ベルトが着用されていません。
e シート ベルトを着用してください。

助手席エアバッグ ON/OFF 助手席エアバッグが ON または OFF になります。

故障 エアバッグ表示灯 
要修理

エアバッグ警告灯が故障しています。

継続走行可能です。

e 状況に応じた適切な運転を心がけてください。
e ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*

ステアリングを 解除します ステアリング ロックに大きく負荷がかかっています。
継続走行可能です。

e ステアリング ホイールを左右に回して、ステアリング ロックを解除してく
ださい。

完了すると ハンドルが ロック
されます

ステアリング ロックが作動していません。

e ステアリング ホイールをロックするには、車両をロックしてください。

パワー ステアリング故障 
操舵力増大 
継続走行可

パワー ステアリングは利用できません。
継続走行可能です。

e 状況に応じた適切な運転を心がけてください。

e ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*
* ポルシェ正規販売店のご利用を推奨いたします。十分なトレーニングを受けた経験豊かなスタッフが、最新の技術情報と専用工具や専用装置を
駆使し、確かな整備をお約束します。
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ステアリングサポート制限中

相応の継続走行可

パワー ステアリングが一時的に制限されます。
継続走行可能です。

e 状況に応じた適切な運転を心がけてください。
e ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*

点灯 ブレーキ液レベル
安全な場所に停車して下さい

ブレーキ液レベルが低すぎます。

e 適切な場所に停車してください。
e 運転を続けないでください。

e ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*
点灯 故障 制動力配分

安全な場所に停車して下さい

制動力配分に故障があります。

e 適切な場所に停車してください。

e 運転を続けないでください。
e ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*

点灯 ブレーキ冷却 故障 ブレーキ温度が高すぎます。
e 適切な場所に停車してください。

e 運転を続けないでください。

e ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*
点灯 故障 ABS/PSM

慎重に走行してください

ABS またはポルシェ スタビリティ マネージメント (PSM) が故障しています。

継続走行可能です。
e 状況に応じた適切な運転を心がけてください。

e ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*
点灯 ブレーキパッド要交換

継続走行可能

ブレーキパッドが摩耗しています。
e 直ちにブレーキ パッドを交換してください。

e ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*
点滅 緊急ブレーキ エレクトリック パーキング ブレーキの緊急ブレーキ機能が作動中です。

緊急ブレーキの後、シンボルは消灯します。

点灯 故障 パーキング ブレーキ パーキング ブレーキに故障があります。
e ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*

安全性
インストルメント 
パネルの表示

マルチファンクション ディスプレイの

メッセージ

意味および必要な措置

* ポルシェ正規販売店のご利用を推奨いたします。十分なトレーニングを受けた経験豊かなスタッフが、最新の技術情報と専用工具や専用装置を
駆使し、確かな整備をお約束します。
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電動パーキング ブレーキが 
サービスモードです

パーキング ブレーキがサービス モードになっています。
e ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*

点滅 パーキングブレーキ解除 パーキング ブレーキが作動しています。

e エレクトリック パーキング ブレーキのスイッチを引いてください。
f 「エレクトリック パーキング ブレーキ」（202ページ）を参照してください。

点灯 ブレーキ ペダルを操作 パーキング ブレーキが作動しています。
e エレクトリック パーキング ブレーキを解除するときは、ブレーキ ペダルを

踏んでください。

雨/光センサ ー
故障修理が 必要です

雨 / 光センサーが故障しています。
e フロント ワイパーおよびライトを手動で ON にしてください。

e ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*
点滅 ベンディングライト 

故障要修理

コーナリング ライトが故障しています。
e ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*

点灯 ビームライト制御 故障 要修理 ドライビング ライト制御が故障しています。

e 状況に応じた適切な運転を心がけてください。
e ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*

ヘッドライト レベリング

制御 故障 要修理

ヘッドライト レベリング制御が故障しています。
e 状況に応じた適切な運転を心がけてください。

e ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*
点滅 ヘッド ライト 

制御故障要修理

ヘッドライト制御が故障しています。
e 状況に応じた適切な運転を心がけてください。

e ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*

例：左側 ウィンカーを 
点検します

インジケーター ライトが故障しています。

e ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*

安全性
インストルメント 
パネルの表示

マルチファンクション ディスプレイの

メッセージ

意味および必要な措置

* ポルシェ正規販売店のご利用を推奨いたします。十分なトレーニングを受けた経験豊かなスタッフが、最新の技術情報と専用工具や専用装置を
駆使し、確かな整備をお約束します。
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ハイビームアシスト使用不可 
ハイ ビーム 手動で操作要修理

ハイ ビーム アシスタントが故障しています。
e ハイ ビームを手動で点灯してください。

e ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*
ハイビームアシスト
制限中カメラ視野

無 場合により要ガラス洗浄

カメラの不具合により、ハイ ビーム アシスタントが一時的に使用できなくなっ
ています。

e 必要であればウィンドウを清掃してください。

故障が継続する場合：
e ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*

PDLS+制限中 カメラ視野無 
場合により要ガラス洗浄

カメラの故障により、ポルシェ ダイナミック ライト システム プラス (PDLS Plus)
は一時的に使用できません。
e 必要であればウィンドウを清掃してください。

故障が継続する場合：
e ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*

故障 PDLS+ ハイビーム 
手動で 操作 要修理

ポルシェ ダイナミック ライト システム プラス (PDLS Plus) が故障しています。

e ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*

サイドマーカー ランプ 点灯 ドライビング ライトまたはパーキング ライトが点灯しています。

パーキング ライト オン 左または右のパーキング ライトが点灯しています。

ワイパー故障 
要修理

ワイパーが故障しています。

e 状況に応じた適切な運転を心がけてください。
e ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*

安全性
インストルメント 
パネルの表示

マルチファンクション ディスプレイの

メッセージ

意味および必要な措置

* ポルシェ正規販売店のご利用を推奨いたします。十分なトレーニングを受けた経験豊かなスタッフが、最新の技術情報と専用工具や専用装置を
駆使し、確かな整備をお約束します。
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点灯 タイヤ 要点検 1 つまたは複数のタイヤに著しい空気圧の低下があります。
e 適切な場所に停車してください。

e 該当するタイヤに損傷がないか点検してください。
f 「タイヤ損傷の点検」（146ページ）を参照してください。

e 必要に応じてシーラントを追加してください。

f 「パンクしたとき」（195ページ）を参照してください。

e 次の機会に正しいタイヤ空気圧に調整してください。
f 「タイヤ空気の充填」（145ページ）を参照してください。

点灯 空気を 充填 1 つまたは複数のタイヤの空気圧が不足しています。

e 次の機会に正しいタイヤ空気圧に調整してください。
f 「タイヤ空気の充填」（145ページ）を参照してください。

点滅または
点灯

故障 監視 タイヤ圧 要修理 タイヤ空気圧モニタリング システム (TPM) が故障しています。
タイヤ空気圧は監視されません。

e ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*
点滅または
点灯

監視 タイヤ圧 短時間 無効 タイヤ空気圧モニタリング システム (TPM) に一時的な故障が発生しています。
タイヤ空気圧は監視されません。

e ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*
点滅または
点灯

監視無 タイヤ圧 システム 
学習 25 km/h 以上

タイヤ空気圧モニタリング システム (TPM) がタイヤの登録を完了するまでには
一定の時間が必要です。

このプロセスを実行中は、マルチファンクション ディスプレイに現在のタイヤ
空気圧が表示されません。

e 後ほどタイヤ空気圧モニタリングを再実行してください。

点滅または
点灯

タイヤを交換しますか?
設定を更新

タイヤを交換した後は、タイヤ設定を更新する必要があります。

e マルチファンクション ディスプレイのタイヤ設定を更新してください。
f 「タイヤ空気圧モニタリング (TPM)」（142ページ）を参照してください。

点灯 コンフォート プレッシャー / 
タイヤ空気圧

速度を落としてください

設定したタイヤ空気圧の最高速度を超過しています。

e 速度を落としてください。
e 次の機会に正しいタイヤ空気圧に調整してください。

f 「タイヤ空気の充填」（145ページ）を参照してください。

安全性
インストルメント 
パネルの表示

マルチファンクション ディスプレイの

メッセージ

意味および必要な措置

* ポルシェ正規販売店のご利用を推奨いたします。十分なトレーニングを受けた経験豊かなスタッフが、最新の技術情報と専用工具や専用装置を
駆使し、確かな整備をお約束します。
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エンジン

インストルメント 
パネルの表示

マルチファンクション ディスプレイの

メッセージ

意味および必要な措置

油量最低以下 直ちにオイル
充填

オイル レベルが最低値を下回りました。

e 直ちに適切な場所に停車してエンジンを OFF にしてください。
e 運転を続けないでください。

e 車体または車体の下に明らかなオイル漏れがないか点検してください。明
らかなオイル漏れがあるときは走行を続けないでください。

e マルチファンクション ディスプレイ上でオイル測定を選択してください。

f 「エンジン オイル レベルのチェックと表示」（58ページ）を参照してください。

e 必要に応じてエンジン オイルを補充してください。
f 「エンジン オイルの選択と補充」（59ページ）を参照してください。

油量 上限超過 整備工場へ 
継続走行可

オイル レベルが最大値を超過しています。
e ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*

故障 油量測定 整備工場へ 
継続走行可

オイル レベル測定に故障があります。
e ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*

オイル下限に到達

オイル要充填

オイル レベルが最低値に達しました。
e エンジン オイルを補充してください。

f 「エンジン オイルの選択と補充」（59ページ）を参照してください。

現在オイル レベル表示は 不可 特定の状況下では、オイル レベルが表示されないことがあります。以下の場合
に発生します。

– エンジン冷間時。

– エンジンを高回転で全負荷運転した後の停車時。

– 油温が高すぎます。

e オイル レベル測定を再度実施してください。

f 「エンジン オイル レベルのチェックと表示」（58ページ）を参照してください。

* ポルシェ正規販売店のご利用を推奨いたします。十分なトレーニングを受けた経験豊かなスタッフが、最新の技術情報と専用工具や専用装置を
駆使し、確かな整備をお約束します。
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油圧が低すぎます 
停車して下さい

エンジン油圧が低すぎます。
e 直ちに適切な場所に停車してエンジンを OFF にしてください。

e 運転を続けないでください。
e 車体または車体の下に明らかなオイル漏れがないか点検してください。

e マルチファンクション ディスプレイ上でオイル測定を選択してください。

f 「エンジン オイル レベルのチェックと表示」（58ページ）を参照してください。

e 必要に応じてエンジン オイルを補充してください。
f 「エンジン オイルの選択と補充」（59ページ）を参照してください。

e オイル レベルが適正であるにもかかわらず警告メッセージが表示されると
きは、運転を続けないでください。

e ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*

故障 オイル圧力測定 
継続走行可

整備工場へ

オイル圧力測定に故障があります。
継続走行可能です。

e ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*

油温 高過ぎ 
負荷軽減

エンジン油温が高すぎます。

e 適切な場所に停車してください。エンジンを OFF にして冷やしてください。
e 運転を続けないでください。

e マルチファンクション ディスプレイ上でオイル測定を選択してください。
f 「エンジン オイル レベルのチェックと表示」（58ページ）を参照してください。

e 必要に応じてエンジン オイルを補充してください。

f 「エンジン オイルの選択と補充」（59ページ）を参照してください。

故障 表示 油温 整備工場へ 
継続走行可

エンジン油温計が故障しています。

継続走行可能です。
e ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*

エンジン

インストルメント 
パネルの表示

マルチファンクション ディスプレイの
メッセージ

意味および必要な措置

* ポルシェ正規販売店のご利用を推奨いたします。十分なトレーニングを受けた経験豊かなスタッフが、最新の技術情報と専用工具や専用装置を
駆使し、確かな整備をお約束します。
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クーラント表示が
最高マーク

すぐに冷却水を 充填して下さ

い 継続走行不可

クーラント レベルが低すぎます。
e 直ちに適切な場所に停車してください。エンジンを OFF にして冷やしてくだ

さい。
e クーラント レベルを点検し、必要に応じてクーラントを補充してください。
f 「クーラント レベルの点検と補充」（78ページ）を参照してください。

故障が継続する場合：
e ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*

冷却水要充填
エンジン温度 要監視

クーラント レベルが低くなっています。
e クーラント レベルを点検し、必要に応じてクーラントを補充してください。
f 「クーラント レベルの点検と補充」（78ページ）を参照してください。

故障が継続する場合：
e ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*

クーラントまたは
エンジン オイルの
温度表示が最高
マーク

エンジン温度超過

停車して冷まして下さい

クーラント温度または油温が高すぎます。
e 直ちに適切な場所に停車してください。エンジンを OFF にして冷やしてくだ

さい。
e ラジエーターおよび車体周辺の空気取り入れ口がゴミなどで塞がれていな

いか点検してください。
e クーラントおよびエンジン オイルのレベルを点検してください。
f 「クーラント レベルの点検と補充」（78ページ）を参照してください。

f 「エンジン オイル レベルのチェックと表示」（58ページ）を参照してくだ
さい。

e クーラントまたはエンジン オイルを、必要に応じて補充してください。

故障が継続する場合：
e ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*

冷却水温の表示故障  
継続走行可

整備工場へ

冷却水温度計が故障しています。
e ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*

故障 冷却システム

整備工場へ

要修理

冷却システムが故障しています。
e ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*

エンジン

インストルメント 
パネルの表示

マルチファンクション ディスプレイの
メッセージ

意味および必要な措置

* ポルシェ正規販売店のご利用を推奨いたします。十分なトレーニングを受けた経験豊かなスタッフが、最新の技術情報と専用工具や専用装置を
駆使し、確かな整備をお約束します。
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故障 エンジンルームファン

全負荷 回避
継続走行可能

エンジン コンパートメント ブロワーが故障しています。
e ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*

出力低下

継続走行可

整備工場へ

エンジン出力が低下しています。
継続走行可能です。

e ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*

故障 エンジン制御
整備工場へ

継続走行可能

エンジン制御システムが故障しています。
継続走行可能です。

e ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*

水温計の警告灯が
点滅します。

故障 エンジン制御 エンジン制御システムが故障しています。

e ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*

モデルおよび国によって異なります：
触媒コンバーターの加熱フェーズ。

触媒コンバーターが作動温度に達すると、この記号の表示は消えます。

エンジン

インストルメント 
パネルの表示

マルチファンクション ディスプレイの
メッセージ

意味および必要な措置

* ポルシェ正規販売店のご利用を推奨いたします。十分なトレーニングを受けた経験豊かなスタッフが、最新の技術情報と専用工具や専用装置を
駆使し、確かな整備をお約束します。
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粒子フィルターを点検

してください。取扱説明書
をお読みください

モデルおよび国によって異なります：
粒子フィルターがすすでいっぱいです。
フィルターが

自動清掃できるドライビング スタイルで運転してください。

e スポーツ モードを選択します。

e クルーズ コントロールおよびアダプティブ クルーズ コントロール (ACC) を 
OFF にします。

e 選択モード D を選択、またはマニュアル トランスミッションを搭載してい
る車両は、シフトアップ インジゲーターによる指示があった場合にのみ次
のギヤにシフトアップしてください。

e (可能であれば路上で) 最高許容速度まで加速し、アクセル ペダルから足を完
全に離して再度減速します。

e 法定速度を遵守してください。

e メッセージが表示されなくなるまでこの手順を繰り返します。

故障が継続する場合：

e ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*

粒子フィルター 継続走行可 
整備工場へ

モデルおよび国によって異なります：
粒子フィルターがすすでいっぱいです。
e ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*

粒子フィルター 安全な

場所に停車して下さい

モデルおよび国によって異なります：
粒子フィルターがすすでいっぱいです。
e 直ちに適切な場所に停車してください。

e ポルシェ正規販売店まで車両をけん引してください。*

エンジン

インストルメント 
パネルの表示

マルチファンクション ディスプレイの
メッセージ

意味および必要な措置

* ポルシェ正規販売店のご利用を推奨いたします。十分なトレーニングを受けた経験豊かなスタッフが、最新の技術情報と専用工具や専用装置を
駆使し、確かな整備をお約束します。
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車両

 インストルメント 
パネルの表示

マルチファンクション ディスプレイの

メッセージ

意味および必要な措置

故障 ジェネレータ
安全な場所に停車して下さい

オルタネーターが故障しています。

e 適切な場所に停車してエンジンを OFF にしてください。
e 運転を続けないでください。

e ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*

バッテリー機能 制限中
整備工場へ

バッテリー機能が制限されています。

継続走行可能です。
e ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*

バッテリー 弱
エンジンを始動し しばらく稼

働させて下さい

バッテリーの充電状態が低すぎます。

e バッテリーを充電するため、エンジンを始動してください。

バッテリー 弱
電力消費物オフ

バッテリーの充電状態が低すぎます。
バッテリーの放電を防ぐため、コンフォート機能への電源供給が停止されます。

継続走行可能です。

停車中に バッテリー 
保護が有効でした

バッテリー保護が有効です、または有効でした。

バッテリーの放電を防ぐため、停車時に電装品の作動が停止されました。
継続走行可能です。

バッテリーの 放電保護が 
有効です容量 xx%

バッテリー放電保護が有効です、または有効でした。
バッテリーの放電を防ぐため、車両電装品の作動が停止されました。

継続走行可能です。
e バッテリー容量を監視してください。必要に応じてバッテリーを充電して

ください。

f 「バッテリーの充電」（194ページ）を参照してください。

バッテリー要充電
正しい 極性に注意

バッテリーの充電状態が低すぎます。

e バッテリーを充電してください。
f 「バッテリーの充電」（194ページ）を参照してください。

エンジンを 手動で 
始動してください

e イグニッションを使用して、手動でエンジンを始動してください。

* ポルシェ正規販売店のご利用を推奨いたします。十分なトレーニングを受けた経験豊かなスタッフが、最新の技術情報と専用工具や専用装置を
駆使し、確かな整備をお約束します。
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セレクター レバー 
ポジション ディス
プレイが点滅

ギヤ セレクター 正確に 
入れて 下さい

PDK 装備車：セレクター レバーが 2 つのポジションの間にある可能性があります。

e セレクター レバーを正しい位置にシフトしてください。

選択レバーを P 位置にします PDK 装備車：キーを抜き取る前や駐車する場合は、選択レバーを P 位置にします。

e 選択レバーを P 位置にします。

選択レバーを P 位置
または N 位置にします

PDK 装備車：エンジンを始動できるのは、セレクター レバーが P または N の位
置にあるときのみです。

e 選択レバーを P 位置または N 位置にします。

ブレーキを 踏みます PDK 装備車：ブレーキ ペダルが踏まれているときのみ始動可能です。
e 始動時はフットブレーキを踏んでください。

セレクター レバー 
ポジション ディス
プレイが点滅

T/M故障
安全な場所に停車して下さい

PDK 装備車：トランスミッションが故障しています。
インストルメント パネルにセレクター レバーの位置が表示されなくなります。

次に停車するまでは走行が可能です。

運転を続けないでください。
e 直ちに適切な場所に停車してください。

e ポルシェ正規販売店まで車両をけん引してください。
f 「けん引およびけん引によるエンジンの始動」（102ページ）を参照してくだ

さい。

変速機 温度超過

停車して冷まして下さい

PDK 装備車：トランスミッションの温度が高すぎます。
e 適切な場所に停車してください。トランスミッションを冷やしてください。

e ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*

セレクター レバー 
ポジション ディス
プレイが点滅

故障 Rギア不可 
継続走行可能

PDK 装備車：トランスミッションが故障しています。

リバース ギヤに入らないことがあります。
スムーズな変速ができなくなりますが、継続走行可能です。

e ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*

車両

 インストルメント 
パネルの表示

マルチファンクション ディスプレイの

メッセージ

意味および必要な措置

* ポルシェ正規販売店のご利用を推奨いたします。十分なトレーニングを受けた経験豊かなスタッフが、最新の技術情報と専用工具や専用装置を
駆使し、確かな整備をお約束します。
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T/M温度 高すぎる 負荷を下げる PDK 装備車：トランスミッションの温度が高すぎます。
継続走行可能です。車両発進時に異常を知らせる不自然な動きが感じられると
ともに、エンジン出力が制限されます。
e 適切な場所に停車してください。
e エンジンにかかる負荷を小さくしてください。
e アクセル ペダルで車両を保持せず、ブレーキを使用してください。
e 警告が消えるまでセレクター レバーを P または N の位置にしてエンジンを

アイドリングさせてください。

クラッチを 踏みます マニュアル トランスミッション装備車：クラッチ ペダルが踏まれているときの
み始動可能です。
e 始動時はクラッチ ペダルを踏んでください。

非常通報が 有効です 車両からの緊急通報が SOC で確認されました。

緊急通報 故障
整備工場へ

緊急通報機能が故障しています。
e ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*

緊急通報が 故障しました 車両からの緊急通報を SOC に転送することが できませんでした。

非常通報の サービス契約が 終
了しました

緊急通報サービスのサービス契約期間が終了しましたが、ポルシェ サービス
ポータルで延長可能です。

表示 外気温 故障 要修理 外気温表示に故障があります。
e ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*

故障 スポイラー 要減速 走行安定性が損なわれます。
e 状況に応じた適切な運転を心がけてください。
e ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*

減速
幌を停止位置へ移動

e コンバーチブル トップを全開または全閉にしてください。

サービス ポジションの幌
車両 運転不可

コンバーチブル トップがサービス ポジションにあります。
e サービス ポジションから移動させてください。

車両

 インストルメント 
パネルの表示

マルチファンクション ディスプレイの

メッセージ

意味および必要な措置

* ポルシェ正規販売店のご利用を推奨いたします。十分なトレーニングを受けた経験豊かなスタッフが、最新の技術情報と専用工具や専用装置を
駆使し、確かな整備をお約束します。
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フードを 開きます / フードを 
閉じます

終端位置になるとメッセージが消えます。

ルーフ コントロールの故障
要修理

e ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*

例：

xxx kmでのサービス

e 表示されている距離 / 期日を過ぎる前にメンテナンスを行ってください。

燃料計の
警告灯が点灯

目的地までの 距離に 
注意してください

燃料タンクが空です。
e 最寄りの給油所で給油してください。
f 「給油」（76ページ）を参照してください。

故障 燃料計 修理が必要です 燃料計が故障しています。
e ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*

扉 / 後ろカバーが 開いています e 該当する車両のドアまたはカバーを閉じてください。

洗浄水を 補充します ウォッシャー液が空です。
e ウォッシャー液を補充してください。
f 「ウォッシャー液」（46ページ）を参照してください。

故障 ポルシェ エントリ& 
ドライブ

ポルシェ エントリー & ドライブが故障しています。
e ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*

キーが見つからない/障害あり

キーの位置を 変更して下さい

ポルシェ エントリー & ドライブ装備車：
キー位置が正しくありません。
e キーを携行するか、キー位置を変更してください。

キーを トランクから 
抜いて 下さい

ポルシェ エントリー & ドライブ装備車：
キーがラゲッジ コンパートメント内にあります。
e ラゲッジ コンパートメントからキーを取り出してください。

車両内に複数の キーが 
検知されました

ポルシェ エントリー & ドライブ装備車：
複数のキーが車内にあります。(乗員の荷物の中など)

車両

 インストルメント 
パネルの表示

マルチファンクション ディスプレイの

メッセージ

意味および必要な措置

* ポルシェ正規販売店のご利用を推奨いたします。十分なトレーニングを受けた経験豊かなスタッフが、最新の技術情報と専用工具や専用装置を
駆使し、確かな整備をお約束します。
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車両キー内の バッテリーを 
交換します

キーの電池が消耗しています。

e バッテリーを交換してください。
f 「キーの電池交換」（73ページ）を参照してください。

イグニッシ ョンキーを 
抜いて下さい

e イグニッション キーを抜き取ってください。

操作部：左へ回し、取り外し、

キーを差し込んでください

ポルシェ エントリー & ドライブ装備車：

車内にキーが検出されません。

イグニッションを ON にできず、エンジンを始動できません。
e コントロール ユニットをイグニッション ロック位置0に戻し、イグニッ

ション ロックから取り外してください。

e キーを使用してイグニッションを ON にしてください (エマージェンシー 
キーは除く)。

車両

 インストルメント 
パネルの表示

マルチファンクション ディスプレイの

メッセージ

意味および必要な措置

* ポルシェ正規販売店のご利用を推奨いたします。十分なトレーニングを受けた経験豊かなスタッフが、最新の技術情報と専用工具や専用装置を
駆使し、確かな整備をお約束します。
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ドライビング システム

インストルメント 
パネルの表示

マルチファンクション ディスプレイの

メッセージ

意味および必要な措置

点灯 システムエラー PSM
安全な場所に停車して下さい

ポルシェ スタビリティ マネージメント (PSM) システムが故障しています。

e 適切な場所に停車してください。
e 運転を続けないでください。

e ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*

点灯 故障 ABS/PSM
整備工場へ 相応の 

継続走行可

ポルシェ スタビリティ マネージメントが故障しています。

継続走行可能です。
e 状況に応じた適切な運転を心がけてください。

e ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*

点灯 PSM オフ ポルシェ スタビリティ マネージメント (PSM) が OFF になっています。

PSM オン ポルシェ スタビリティ マネージメント (PSM) が ON になっています。

点滅 PSM が診断 モードです ポルシェ スタビリティ マネージメント (PSM) が診断モードです。

PADM 無効 要修理 継続走行可 ポルシェ アクティブ ドライブトレイン マウント (PADM) が無効になっています。

e 状況に応じた適切な運転を心がけてください。
e ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*

* ポルシェ正規販売店のご利用を推奨いたします。十分なトレーニングを受けた経験豊かなスタッフが、最新の技術情報と専用工具や専用装置を
駆使し、確かな整備をお約束します。
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故障シャーシシステム サスペンション システムが故障しています。
e 直ちに適切な場所に停車してください。

e 運転を続けないでください。
e ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*

故障サスペンションシステム
慎重に走行してください

サスペンション システムが故障しています。
ハンドリング性能に悪影響が出ます。

e 状況に応じた適切な運転を心がけてください。
e ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*

故障アシスタントシステム / 
カメラ 要修理

アシスタンス システムまたは車両カメラが故障しています。
e ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*

視野前面カメラ 制限中 
場合により 要ガラス洗浄

アシスタンス システムまたはカメラが天候状態やウィンドウの汚れにより一時
的に使用できなくなっています。
e 必要であればウィンドウを清掃してください。

故障が継続する場合：
e ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*

ラウンチ コントロールが 
有効です

ローンチ コントロールが作動しています。

システムエラー 継続走行可能 
要修理

複数の電気系統のシステムが故障している可能性があります。
e 状況に応じた適切な運転を心がけてください。

e ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*

故障インストルメント クラス
ター / パークアシスタント 

前要修理

警告音およびパークアシストなどの距離信号が使用できません。

e 状況に応じた適切な運転を心がけてください。
e ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*

故障音声出力 
パークアシスタント 要修理

警告音およびパークアシストの距離信号が使用できません。
e 状況に応じた適切な運転を心がけてください。

e 駐車時に問題が起きる可能性があります。
e ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*

ドライビング システム

インストルメント 
パネルの表示

マルチファンクション ディスプレイの
メッセージ

意味および必要な措置

* ポルシェ正規販売店のご利用を推奨いたします。十分なトレーニングを受けた経験豊かなスタッフが、最新の技術情報と専用工具や専用装置を
駆使し、確かな整備をお約束します。
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駐車アシスト

故障

パークアシストが故障しています。
e 状況に応じた適切な運転を心がけてください。

e 駐車時に問題が起きる可能性があります。
e ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*

車間距離 ブレーキを操作 前走車との車間距離が十分ではありません。
e 状況に応じた適切な運転を心がけてください。

e 先行車両との車間距離を大きくしてください。

ACC 使用不可 センサーに汚れ 
要洗浄

車両前部のセンサーの汚れまたは天候によってアダプティブ クルーズ コント
ロール (ACC) が悪影響を受けている可能性があります。

e 状況に応じた適切な運転を心がけてください。
e センサーの清掃が必要な場合があります。

故障が継続する場合：
e ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*

ACC/PAS 使用不可
要修理

アダプティブ クルーズ コントロール (ACC) が故障しています。
e 状況に応じた適切な運転を心がけてください。

故障が継続する場合：

e ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*

ACC / 走行制御 不可 ギアセレク
ター D/Mへ切替

PDK 装備車：
アダプティブ クルーズ コントロール (ACC) はセレクター レバーが D 位置または
M 位置にある場合にのみ可能です。

e セレクター レバーを D 位置または M 位置に入れてください。

制限 1/2 を 越えました 設定した速度制限 1 または 2 を超過しています。

ドライビング システム

インストルメント 
パネルの表示

マルチファンクション ディスプレイの
メッセージ

意味および必要な措置

* ポルシェ正規販売店のご利用を推奨いたします。十分なトレーニングを受けた経験豊かなスタッフが、最新の技術情報と専用工具や専用装置を
駆使し、確かな整備をお約束します。
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LCA 現在 使用不可 レーン チェンジ アシスト (LCA) が天候状態や粉塵により一時的に利用できなく
なっています。

LCA 故障 要修理 レーン チェンジ アシスト (LCA) が故障しています。
e ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*

LCA センサー 視野遮断 
リアバンパー 要洗浄

レーン チェンジ アシスト (LCA) センサーが、ステッカー、汚れ、または氷結な
どにより遮断されています。
e センサーの清掃が必要な場合があります。

ドライビング システム

インストルメント 
パネルの表示

マルチファンクション ディスプレイの
メッセージ

意味および必要な措置

* ポルシェ正規販売店のご利用を推奨いたします。十分なトレーニングを受けた経験豊かなスタッフが、最新の技術情報と専用工具や専用装置を
駆使し、確かな整備をお約束します。
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警報システム
警報システムは、次の警報接点を監視します。

– ドア、ラゲッジ コンパートメント リッド、
およびヘッドライトの警報接点

– 室内モニタリング システム：車両をロック
した後の車内への侵入 (例：サイド ウィンド
ウを壊して車内に侵入したとき)

– 傾斜センサー (国別の装備仕様：車両の傾
き (例：車両をけん引して盗難しようとし
たとき)。

これらの警報接点のいずれか 1 つでも作動す
ると、アラーム ホーンが約 30 秒間鳴り、ハ
ザード ライトが点滅します。

その後、5 秒間警告が中断され、再度警報が作
動します。この作動を最大 10 回繰り返します
(国により異なる)。

警報システムの ON/OFF を切り
替える
e 車両をロックすると、警報システムが作動

します。

e 車両をロック解除すると、警報システムが
解除されます。

作動した警報システムを OFF 
にする
e ロック解除

または

イグニッションを ON にしてください。

室内モニタリング システムお
よび傾斜センサーを OFF にする
車内に人や動物を残して車両をロックすると
きや、鉄道または船舶などで車両を輸送する場
合、室内モニタリング システムと傾斜センサー
を一時的に OFF にする必要があります。
f 「ドアのロック」（137ページ）を参照してく

ださい。

e ドアを開いた場合、警報システムが作動す
ることを車内に残る人に伝えてください。

機能表示
ポルシェ エントリー & ドライブ非装備車の場
合、セントラル ロッキング ボタンのライトの
点滅速度により車両のロック状態が示されま
す。ポルシェ エントリー & ドライブ装備車の
場合、ドアのインジケーター ライトの点滅速
度により車両のロック状態が示されます。

警報システムを起動させたとき
車両をロックしたときにインジケーター ライ
トが素早く点滅し、その後は通常の速さで点滅
します。

警報システムを起動させたとき (室内モ
ニタリング システムと傾斜センサーが
OFF のとき)
車両をロックしたときにインジケーター ライ
トが素早く点滅し、10 秒間消灯し、その後は
通常の速さで点滅します。

セントラル ロッキング システムと警報シ
ステムの故障
インジケーター ライトが 10 秒間点灯した後、
短く 2 回ずつ 20 秒間点滅し、その後は通常の
速さで点滅します。

インフォメーション

国別の仕様によっては、キーをイグニッション
ロックから抜き取った場合は、最後にドアまた
はラゲッジ コンパートメント リッドを閉じて
から 30 秒後に警報システムが自動的に作動し
ます。これは車両をロックしていない場合でも
同様です。
室内モニタリング システムおよび傾斜センサー
が解除されます。ドアまたはラゲッジ コンパー
トメント リッドを開くと、警報が作動します。

e 降車時は常に車両をロックしてください。
e ドアを開いた場合、警報システムが作動す

ることを車内に残る人に伝えてください。

作動した警報システムを解除するには：
e ドアをロック解除するまたはイグニッショ

ンを ON にしてください。

インフォメーション

ドア ロックにエマージェンシー キーを差し込
んで車両のロックを解除した場合、警報システ
ムの作動を回避するために、ドアを開いてから
15 秒以内にイグニッションを ON にしなけれ
ばなりません。
警報システムが作動するまでの時間は、国に
よって異なる場合があります。

インフォメーション

室内モニタリング システムと傾斜センサーは、
ロック解除後いずれのドアも開かず、30 秒後
に自動的にロックされた場合、OFF の状態を維
持します。
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けん引およびけん引によ
るエンジンの始動

けん引または押しがけによる
始動
e Porsche Doppelkupplung (PDK) 装備車では、ト

ランスミッションに重大な損傷を与える恐
れがあるため、けん引または押しがけによ
るエンジンの始動はできません。

e マニュアル トランスミッション装備車のけ
ん引または押しがけによるエンジンの始動
は、エンジン冷間時にのみ実施してくださ
い。エンジンが熱いと、未燃焼ガスにより触
媒コンバーターが損傷する場合があります。

けん引ロープまたはけん引
バーの使用
e けん引ロープ / けん引バーの規格と取り扱

い方法は、製品メーカーの取扱説明書を参照
してください。製品メーカーが指示する注意
事項と取り扱い方法に従ってください。

e けん引ロープまたはけん引バーの許容荷重
を遵守してください。けん引ロープまたは
けん引バーの許容荷重が、けん引される車
両の重量よりも大きいことを確認してくだ
さい。製品メーカーが指定する定格荷重を
超えてはなりません。

e ブレーキが故障した車両をけん引しないで
ください。

けん引ロープを使用する
e 車両をけん引するときは、けん引フックを

車両に取り付けてから、けん引ロープをけ
ん引フックに取り付けてください。

f 「けん引フックの取り付け」（103ページ）を
参照してください。

e けん引による走行中は、ロープがたるまな
いように注意し、ロープに急激な衝撃を与
えないでください。

けん引バーを使用する
e けん引バーを斜め方向に取り付けないでく

ださい。

けん引

車両をけん引する場合、この車両より車両重量
の大きい車両はけん引しないでください。
エンジンが停止している場合、トランスミッ
ション オイルが循環しません。トランスミッ
ションの損傷を回避するため、次の点に注意し
てください。

PDK 装備車に関する重要なインフォメーション：

e セレクター レバーの緊急解除を行った場合、
または PDK トランスミッションが緊急作動
モードになっている場合 (警告メッセージが
トランスミッションの故障を表示している)、
絶対に車両をけん引しないでください。車両
輸送専用車またはトレーラーを使用してく
ださい。

f 「セレクター レバーの緊急解除」（134ペー
ジ）を参照してください。

f 「鉄道、船舶、積載車での輸送」（103ペー
ジ）を参照してください。

バッテリーに不具合がある、またはバッテ
リーが完全に上がってしまった車両に関する

注意事項

バッテリーに不具合があるとき、またはバッテ
リーが完全に上がってしまったときは、バッテ
リーを交換するか、ジャンパー ケーブルを使
用してエンジンを始動させてください。
f 「バッテリー」（192ページ）を参照してく

ださい。

f 「ジャンパー ケーブルによるエンジンの始
動」（117ページ）を参照してください。

4輪が接地した状態でのけん引時の注意事項

e けん引される車はイグニッション スイッチ
を ON にして、ブレーキ ライトや方向指示
灯が機能し、ステアリング ロックが解除さ
れるようにしてください。ポルシェ エント
リー &ドライブ装備車では、コントロール
ユニットをイグニッション ロックから取り
外して、キーを挿入してください。

片側のアクスルを持ち上げた状態でのけん引

時の注意事項

e イグニッションを OFF にしてください。キー
をイグニッション ロックに残し、ステアリ
ング ロックがかからないようにしてくださ
い。ポルシェ エントリー & ドライブ装備車
では、コントロール ユニットをイグニッショ
ン ロックから取り外して、キーを挿入して
ください。

f 「キー/コントロール ユニットの緊急ロック
解除」（74ページ）を参照してください。

e 車両のライトが十分に点灯していることを
確認してください。

けん引
e マニュアル トランスミッション装備車：シフ

ト レバーをニュートラルにしてください。
e PDK 装備車：セレクター レバーをNの位置

にしてください。セレクター レバーの表示
も含めて正しく N の位置にするには、車両

インフォメーション

e けん引およびけん引によるエンジンの始動
を行うときは、法規等を遵守してください。

e 車両をけん引するときは十分注意してくだ
さい。発進する前に、けん引する車両とけ
ん引される車両の両方のドライバーが、け
ん引によるエンジンの始動とけん引時の通
常とは異なる運転特性をしっかりと理解し
ておくことが大切です。

e 電気系統の不具合が発生している場合、エ
レクトリック パーキング ブレーキやステア
リング コラム ロックを解除するために外部
電源の接続が必要なことがあります。

警告 パワー アシスト機能
が作動しないことによ
る操舵力とブレーキ踏
力の増加

けん引される車両のエンジンが停止している
場合、ステアリング アシストが働きません。
ブレーキやステアリング操作に大きな力が必
要となります。ステアリング操作およびブ
レーキ操作に大きな力が必要となります。

e 車両をけん引するときは十分注意してくだ
さい。
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をけん引する前にエンジンを一度始動しな
ければなりません。セレクター レバーが N
の位置にあり、ディスプレイ上でもセレク
ター レバー位置が N になれば、車両をけん
引できます。

e けん引されるときの速度は 50 km/h 以下に
してください。けん引距離は 50 km 以内に
してください。50 km を超える場合は、車
両輸送専用車またはトレーラーで車両を輸
送してください。

f 「鉄道、船舶、積載車での輸送」（103ペー
ジ）を参照してください。

雪や砂などで立ち往生した車
両の救援
e 車両を救出するときは十分に注意してくだ

さい。
e 車両を急に引っ張ったり、角度を付けて斜

め方向に引いたりしないでください。

e 可能な限り、立ち往生した車両を進入した
タイヤの軌跡に沿って元の方向に引き出し
てください。

けん引フックの使用

図60：リヤのけん引フック

図61：フロントのけん引フック

けん引フックの取り付け
けん引フックは工具セットに収納されています。

f 「タイヤ シーラント (Tire Mobility System –
TMS) または工具セットの取り外しおよび
収納」（257ページ）を参照してください。

1. プラスチック カバーのフロント下端および
リヤ上端をバンパー内に押し込む、または
適切な工具を使用して慎重にプラスチック
カバーを取り外してください。

2. プラスチック カバーをバンパーから引き出
し、カバーに付いているひもで吊り下げら
れた状態にしてください。

3. けん引フックAを反時計回りにいっぱいにね
じ込み（逆ねじ）、手で締め付けてください。

けん引フックの取り外し
1. けん引フック A を時計方向に回して外して

ください（逆ねじ）。

2. プラスチック カバーのフロント側を開口部
の下端に、リヤ側を開口部の上端に差し込
んでください。

3. プラスチック カバーをかぶせ、端部を押し
てバンパーにはめ込んでください。

4. けん引フックを工具セットに収納してくだ
さい。

鉄道、船舶、積載車での輸送
e ロープ等で車両を固定するときは、ホイール

部のみを固定してください。絶対にけん引
フックにひもを取り付けないでください。

e 室内モニタリング システムと傾斜センサー
を解除してください。

f 「室内モニタリング システムおよび傾斜セ
ンサーを OFF にする」（101ページ）を参照
してください。
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コンバーチブル トップ
f 「お手入れ」（66ページ）を参照してくだ

さい。

f 「警告および情報メッセージ」（82 ページ）
を参照してください。

コンバーチブル トップの開閉
操作

コンバーチブル トップの全開または全閉後に
コンバーチブル トップの開閉操作をすると、コ
ンバーチブル トップが開閉するときに、フロン
ト サイド ウィンドウが自動で開いて、その後
再び自動で閉じます。

車内のボタンを使用したコンバーチブル
トップの開閉
b イグニッションが ON になっている。

b 速度が約 50 km/h 以下のとき。

制限速度を超えると開閉操作は中断します。

図62：ボタンによるコンバーチブル トップの開操作

コンバーチブル トップを開く (約 10 km/h 以
下、国により異なる)
e コンバーチブル トップが終端位置に達する

まで、またはサイド ウィンドウが希望の位
置になるまでコンバーチブル トップ開ボタ
ンを引き続けてください。

マルチファンクション ディスプレイの該当
するメッセージが消えます。

危険が発生した場合：

e ボタンを放してください。

コンバーチブル トップは作動を停止します。

コンバーチブル トップを開く (約 10 km/h～
50 km/h の間、国により異なる)
e コンバーチブル トップ開ボタンを短く引い

てください。

コンバーチブル トップが自動で開きます。

マルチファンクション ディスプレイの該当
するメッセージが消えます。

知識

コンバーチブル トップとコンバーチブル トッ
プ機構を損傷する恐れがあります。

e 次の場合には、コンバーチブル トップを操
作しないでください。

– 温度が 0 °C 以下のとき。

– 車両の片側が縁石、リフト、ジャッキなどで
持ち上がっているとき。

e エンジンを停止した状態でコンバーチブル
トップを何度も操作しないでください。車両
のバッテリーがすぐに消耗します。

e 走行するときは、コンバーチブル トップは
必ず完全に開いた状態か完全に閉じた状態
にしてください。

e コンバーチブル トップの開閉はコンバーチ
ブル トップの上方に十分な空間があること
を確認してから行ってください。ガレージな
どでは特に注意が必要です。

e 染みや擦り切れを防ぐため、コンバーチブル
トップは乾いた清潔な状態のときにのみ開
いてください。

e 日光を長時間浴びると、布地やラバーが傷ん
だり色褪せが起こったりするため、可能であ
れば車両は日陰に駐車してください。

e コンバーチブル トップは、水平な路面を走
行しているときにのみ操作できます。

e 強風や嵐のときはコンバーチブル トップを
作動させないでください。

警告 コンバーチブル トッ
プの開閉操作

コンバーチブル トップを開閉するときは、コ
ンバーチブル トップ機構またはコンバーチブ
ル トップ コンパートメント リッドと車両の固
定部品との間に身体の各部が挟まれないよう
に十分に注意してください。

e コンバーチブル トップ機構またはコンバー
チブル トップ コンパートメント リッドに
よって乗員がケガをしないように注意して
ください。

e 車両が見えない状況でキーによるコンバー
チブル トップの操作はしないでください。

e 万一、危険な状況になった場合は、直ちに
ボタンもしくはキーのボタンから手を放
し、操作を中止してください。

e コンバーチブル トップを閉じるときは、サ
ン バイザーのバニティー ミラーのカバー
を閉じておいてください。
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危険が発生した場合：
e もう一度ボタンを短く引いてください。

コンバーチブル トップは作動を停止します。

図63：ボタンによるコンバーチブル トップの閉操作

コンバーチブル トップの閉操作

e コンバーチブル トップが終端位置に達する
まで、またはサイド ウィンドウが希望の位
置になるまでコンバーチブル トップ閉ボタ
ンを引き続けてください。
マルチファンクション ディスプレイの該当
するメッセージが消えます。

危険が発生した場合：

e ボタンを放してください。
コンバーチブル トップは作動を停止します。

車両キーを使用してコンバーチブル トッ
プを閉じる（国別仕様）
1. ドアをロック解除してください。
2. コンバーチブル トップが終端位置になる

か、サイド ウィンドウが希望の位置になる
まで、キーの  ボタンを押し続けてくだ
さい。

危険が発生した場合：
e ボタンを放してください。

コンバーチブル トップは作動を停止します。

ウィンド ディフレクターの取
り外し / 取り付け

アウター ウィンド ディフレクターの取り
付け

図64：アウター ウィンド ディフレクターの取り付け

1. ウィンド ディフレクターを前方からロール
オーバー バーの底部に差し込んでください。

2. ウィンド ディフレクターをわずかに曲げて、
ロールオーバー バーの上部にはめ込んでく
ださい。

3. ウィンド ディフレクターがロールオーバー
バーに完全にはまっているか確認してくだ
さい。

アウター ウィンド ディフレクターの取り
外し
e ウィンド ディフレクター部を前方に押し

てロールオーバー バーから取り外してく
ださい。

センター ウィンド ディフレクターの取り
付け

図65：センター ウィンド ディフレクターの取り付け

e ウィンド ディフレクターを上方からマウン
ト A に差し込み、次に固定箇所 B でカチッ
と音がするまでウィンド ディフレクターを
押し下げてください。

センター ウィンド ディフレクターの取り
外し
e 固定箇所 B の 1 つを押して、ウィンド ディ

フレクターをマウント A から引き上げて取
り外してください。

知識

e すべてのウィンド ディフレクター部品が正し
い位置にしっかり固定されていることを確認
してください。特にコンバーチブル トップを
開いて走行するときは注意してください。
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コンバーチブル トップの緊急
操作

コンバーチブル トップ システムの点検
緊急操作を行う前に以下を点検します。
– コンバーチブル トップをボタンで操作する

とき、イグニッションを ON にしましたか?
– ヒューズに不具合がありませんか?

f 「ヒューズの点検および交換」（198ページ）
を参照してください。

e ウィンド デフレクターおよびコンバーチブ
ル トップが不意に動き出さないよう、キー
を抜き取ってください。

手順 1：コンバーチブル トップ機構への
アクセス
1. 運転席と助手席のシートを前方に動かし

て、バックレストを前に倒してください。
.

図66：コンバーチブル トップ機構へのアクセス

2. カーペットの隙間 (図66) に手を入れて、ベ
ルト リール トリムに沿って下からカー
ペットを注意深く引き出して折り畳んでく
ださい。

手順 2：コンバーチブル トップ ドライブ
の解除
1. 車載工具から両口スパナ (13 A/F) を取り出

してください。
f 「タイヤ シーラント (Tire Mobility System – 

TMS) または工具セットの取り外しおよび
収納」（257ページ）を参照してください。

図67：コンバーチブル トップ ドライブの解除

2. 両口スパナを使用して、ガイド ピン B が C
位置になるまで、スクリュー A を時計方向
に約 3 回転回してください。

3. 反対側でも同じ手順を繰り返してください。

インフォメーション

コンバーチブル トップが閉じているときに、セ
ンター ウィンド ディフレクターを取り外すと
車内の換気が促進され、リヤ ウィンドウの曇り
を防ぐことができます。特に寒く湿度の高い場
合に有効です。

警告 緊急操作中のコンバー
チブル トップの作動

e 緊急操作を行うときは十分に注意してくだ
さい。

e 緊急操作を行っている間は、ボタンまたは
キーを使用してコンバーチブル トップを操
作しないでください。

知識

コンバーチブル トップとコンバーチブル トッ
プ機構を損傷する恐れがあります。

e 緊急操作中または直後、ボタンまたはキーを
使用してコンバーチブル トップを操作しな
いでください。

e ゆっくりと慎重に運転してください。

e ポルシェ正規販売店にご相談ください。ポル
シェ正規販売店のご利用を推奨いたします。
十分なトレーニングを受けた経験豊かなス
タッフが、最新の技術情報と専用工具や専用
装置を駆使し、確かな整備をお約束します。

注意 鋭い外端部

ベルト リール トリムの鋭い外端部で皮膚を傷
つける恐れがあります。

e これらのトリムの取り扱いには特に注意し
てください。
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手順 3：コンバーチブル トップ機構を小
物入れから引き出す

図68：コンバーチブル トップ機構を小物入れから引
き出す

e 車両に乗ってください。

1. 片方の手でコンバーチブル トップの右また
は左側を持ち上げてください。

2. もう片方の手でコンバーチブル トップの中
央をつかんでください。

3. コンバーチブル トップを収納部から約半分
閉じる位置まで引き出してください。

手順 4：コンバーチブル トップの閉操作

図69：コンバーチブル トップ ロック カバーの取り
外し

1. スパナを使用して注意深くこじり、コンバー
チブル トップ ロックのプラスチック カバー
を固定箇所 (図69) から外してください。

図70：コンバーチブル トップ ラッチ フックの展開

2. コンバーチブル トップの緊急操作用キー F
を車載工具から取り出してください。

f 「タイヤ シーラント (Tire Mobility System –
TMS) または工具セットの取り外しおよび収
納」（257ページ）を参照してください。

3. キー F をコンバーチブル トップ ロックに差
し込み (図70)、反時計方向に回してラッチ
フックを完全に開いてください (回すとき
に抵抗を感じます)。
107
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図71：コンバーチブル トップをフロント ウィンドウ
のフレームに引き寄せる

4. コンバーチブル トップのコンバーチブル
トップ モーター部 (図71) を手でつかみ、フ
ロント ウィンドウ フレームに引き寄せて
ください。

図72：コンバーチブル トップのロック

5. コンバーチブル トップを完全に閉じる場合、
ラッチ フックがキャッチに完全に噛み合
い、コンバーチブル トップが完全に閉じる
まで、キー F を時計回りに回してください 
(回すときに抵抗を感じます 図72)。

注意 閉じるときに挟まれて
怪我をする恐れがあり
ます

閉じるときに、コンバーチブル トップが作動
する範囲内またはコンバーチブル トップ ロッ
ク付近に身体の一部があると、挟まれる恐れが
あります。

e 以下に注意してください。

– 閉じるときは、コンバーチブル トップの作
動範囲内に誰もいないこと。

– コンバーチブル トップの可動部やコンバー
チブル トップ ロック周辺のエリアに手を
いれないでください。
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サンバイザー
サン バイザーの調整

図73：サン バイザーの調整

e サン バイザーを手で下げて、正面方向から
の直射日光を遮ってください。

バニティー ミラーを開く

図74：バニティー ミラーを開く

e サンバイザー内側にあるバニティー ミラー
のカバーを開きます。
バニティ－ ミラーのライトが点灯します。

注意 バニティー ミラーの
カバーを開くとき

カバーを開いている状態で事故が起きた場合、
ミラーが割れて車内にガラスの破片が散乱す
る恐れがあります。

e 走行中はカバーを閉じてください。

知識

バニティー ミラーのカバーを損傷する恐れが
あります。

e カバーを全開位置から無理に開かないでく
ださい。
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シート
適切なシート位置の選択
安全で疲れにくい運転には、正しい着座姿勢が
重要です。運転席シート位置を調整するには、
以下の手順を実施してください。
1. シートの高さを、頭上の空間に余裕があり、

周囲がよく見える高さに調節してください。

2. シートの前後位置を調節し、ブレーキ ペダ
ルをいっぱいに踏み込んだときに、足が伸
びきらない状態になる位置に調節してくだ
さい。

3. ステアリング ホイールの上部分を握ってく
ださい。シート バックレストの角度 (フル
バケット シートを除く) とステアリング ホ
イールの位置は、肘が少し曲がる位置に調
節してください。　

4. 必要に応じて、シートの前後位置を調節し
てください。

シートの調節

スポーツ シート / スポーツ シート プラス
の調整

図75：スポーツ シート / スポーツ シート プラスの
調整

e レバー 1 を操作して、シートを希望の高さ
に調節してください。
レバーを上げる = 座面が上昇します。
レバーを下げる = 座面が下降します。

e スイッチ 2 を操作して、シート バックレス
トを希望の角度に調節してください。

e ロック レバー 3 を引き上げ、シートを希望
の前後位置に移動させてからレバーを放し
てください。
シートがしっかり固定されていることを確
認してください。

フル電動スポーツ シートの調節

図76：フル電動スポーツ シートの調節

警告 運転中のシート調節

運転中にシート調節を行うと、シートが必要以
上に大きく動き、車両のコントロールを失う恐
れがあります。

e 運転中はシート調節を行わないでください。

注意 シート調節

シート位置を調節するときに、シートが動く範
囲に人や動物がいると、身体の各部が圧迫され
たり挟まれたりする恐れがあります。

e シートが動く範囲に人や動物がいないこと
を確認してからシート位置を調節してくだ
さい。

知識

ヘッドレスト、ルーフ、またはサンバイザーな
どを損傷する恐れがあります。
e ヘッドレスト、ルーフ、またはサンバイザー

との間に十分なスペースを確保してから
シート位置を調節してください。

インフォメーション

チャイルド シート システム用 ISOFIX リテーニ
ング ラグを助手席に取り付けた車両では、助手
席シート バックレストの調節範囲が制限され
ます。

1 シートの高さ調節

2 シート バックレストの角度調整

3 シートの前後調節

1 シートの角度調節

2 シートの高さ調節

3 座面の深さ調節

4 シートの前後調節

5 シート バックレストの角度調整

6 ランバー サポートの調節
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e 各スイッチを矢印の方向に押して、希望の
シート位置、または終端位置まで調節して
ください。

アダプティブ スポーツ シート プラスの
調節

図77：アダプティブ スポーツ シート プラスの調節

e 各スイッチを矢印の方向に押して、希望の
シート位置、または終端位置まで調節して
ください。

フル バケット シートの調節

図78：フル バケット シートの調節

e ロック レバー 1 を引き上げ、シートを希望
の前後位置に移動させてからレバーを放し
てください。
シートがしっかり固定されていることを確
認してください。

e スイッチ 2 を矢印方向に押し、希望のシー
ト位置、または最低 / 最高位置になるまで
調節してください。

シート設定の保存
シート設定の保存および呼び出しに関するイ
ンフォメーション:
f 「パーソナル設定」（190ページ）を参照して

ください。

バックレストを倒す

図79：バックレストを倒す

バックレストを倒す
e シート バックレストの側面にあるレバーを

引き上げて (図79)、バックレストを前方に
倒してください。

1 シートの角度調節

2 シートの高さ調節

3 座面の深さ調節

4 座面のサイド サポートの調節

5 バックレストのサイド サポートの調節

6 シートの前後調節

7 シート バックレストの角度調整

8 ランバー サポートの調節

危険 チャイルド シートの
使用

フル バケット シートでのチャイルド シートの使
用は、重傷または致命傷を負う危険があります。

フル バケット シートでチャイルド シートを使
用した場合、事故の際に保護効果を十分に発揮
できません。

e フル バケット シートではチャイルド シー
トを使用しないでください。
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バックレストを垂直位置に調
節する

e シート バックレストをカチッとはまるまで
後方へ倒してください。

イージー エントリー機能を使
用する
イージー エントリー機能は、車両への乗り降
りをしやすくするための装備です。
f 「イージー エントリーの ON/OFF」（242

ページ）を参照してください。

降車するとき
b 機能が作動している。

ポルシェ エントリー & ドライブ非装備車：

1. キーを抜き取ってください。

ステアリング ホイールが上方に移動します。

2. 運転席ドアを開いてください。
運転席シートが後方に移動します。

ポルシェ エントリー & ドライブ装備車：

e イグニッションを OFF にし、さらに運転席
ドアを開いてください。
ステアリング ホイールが上方に移動します。

運転席シートが後方に移動します。

乗車するとき
b 機能が作動している。

b 運転席シートおよびステアリング ホイール
がイージー エントリー位置にある

e 運転席ドアを閉じてキーを挿入する、または
ポルシェ エントリー & ドライブ装備車の場
合はイグニッションを ON にしてください。
運転席シートとステアリング ホイールが保
存した位置まで戻ります。

シート ヒーター /シート ベン
チレーターをON/OFFにする

図80：シート ヒーター ボタン

警告 バックレストが固定さ
れていない

シートのバックレストが固定されていないと
怪我を負う危険があります。

e シート バックレストを後方へ倒した場合、
固定されていることを確認してください。

注意 運転席シートの自動
調節

自動シート調節により、運転席の後ろにいる乗
員や動物がシートに挟まれる恐れがあります。

e 運転席の真後ろに乗員がいるときはイー
ジー エントリー機能を OFF にしてください。

インフォメーション

キーを交換した場合、シートおよびステアリン
グ ホイールはそのキーに保存された位置に移
動します。

インフォメーション

シート設定を手動で変更すると、イージー エン
トリー機能が中断します。

e ドライビング ポジションを手動で調節して
ください。
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図81：シート ベンチレーター ボタン

シート ヒーター / シート ベンチレーター
を ON にする
b エンジンが作動している。

e 該当のボタンを押してください (数回)。
ヒーターまたはベンチレーターの設定に
応じた数のインジケーター ライトが点灯
します。

シート ヒーター / シート ベンチレーター
を OFF にする
e 該当のボタンをすべてのインジケーター ラ

イトが消灯するまで (数回) 押してください。

インフォメーション

車内の温度が高いときはシート ヒーターを使
用できません。
室内の温度が 15 °C を下回っているときは、
シート ベンチレーターを使用できません。
バッテリー電圧が低すぎると、シート ヒーター / 
シート ベンチレーターの作動が制限され、その
後 OFF になります。
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シート ベルト
シート ベルトの適切な着用

シート ベルト プリテンショナー
シート ベルト プリテンショナーは、事故時の
衝撃の大きさに応じて作動します。

シート ベルト プリテンショナーの作動条件：

– 前方または後方から強い衝撃を受けた場合

– 側面から強い衝撃を受けた場合

– 車両が転倒した場合

シートベルト警告灯および警
告メッセージを確認する
イグニッションを ON にすると、インストルメ
ント パネル内の赤色の警告灯  が、運転席
シート ベルトが着用されるまで数秒間点灯し
ます。

さらに、マルチファンクション ディスプレイ
に警告が表示されます。

速度が約 24 km/h を超えると、インストルメン
ト パネルの赤色の警告灯  が点滅し、警告音
も鳴ります。

危険 シート ベルトを着用
していない、または正
しく使用していない

シート ベルトを着用していないと、事故の際
に保護効果を発揮できません。シート ベルト
を正しく着用していない場合、事故の際に負傷
する危険が高まります。

e 安全のため、すべての乗員がシート ベルト
を着用することが義務付けられています。

e 1 本のシート ベルトを同時に 2 人で使うこ
とは、絶対に避けてください。

e だぶついた衣服やかさばる衣服 (ジャケッ
トなど) は、シート ベルトを正しく装着でき
ない上に動きが制限されるので、乗車時に
は脱ぐようにしてください。

e 硬い物または壊れやすい物 (メガネ、ボール
ペン、携帯電話など) の上からシート ベルト
を締めないでください。
衝突の際に怪我をする危険性が高くなり
ます。

e シート ベルトがねじれていないか、または
ゆるんでいないかを確認してください。

e 運転者はこの章で説明している内容を、す
べての乗員に理解してもらってください。

危険 損傷したシート ベル
トの使用

損傷したシート ベルト、強い負荷のかかった
シート ベルト、または摩耗したシート ベルト
は、事故の際に保護効果を十分に発揮できま
せん。
シート ベルト プリテンショナー システムは 1
回しか作動できません。作動した場合、早急
に交換してください。

e すべてのシート ベルトを定期的に点検し、
ベルトの帯が損傷していないか、またシー
ト ベルト バックルと取り付け部が正常に
機能することを確認してください。

e シート ベルト バックルは汚れないように
保護し、清潔に保ってください。

e 損傷している、または事故によって大きな
負荷がかかったりしたシート ベルト、およ
び作動したシート ベルト プリテンショ
ナー システムとフォース リミッターは、早
急に交換してください。

e さらに、シート ベルトのアンカー部分につ
いても点検してください。
ポルシェ正規販売店にご相談ください。ポ
ルシェ正規販売店のご利用を推奨いたし
ます。十分なトレーニングを受けた経験豊
かなスタッフが、最新の技術情報と専用工
具や専用装置を駆使し、確かな整備をお約
束します。

e シート ベルトを使用しないときは、汚れや
損傷を防ぐために完全にリトラクターに
巻き取らせてください。

f 「シート ベルトの清掃」（70ページ）を参照
してください。

インフォメーション

シート ベルト プリテンショナーが作動する
と、煙が発生する場合があります。しかし、
この煙は必ずしも車両火災の兆候ではありま
せん。
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シートベルトを着用する

図82：シート ベルトを着用する

1. 自然な姿勢で安全に運転できる位置に着座
してください。

2. シート ベルトを着用したときに、ベルトが
肩の中央を通って上半身を斜めに横切るよ
うに、シートのバックレストを調節してく
ださい。

3. シート ベルトのラッチを手で持ち、ゆっく
りと一定の速さで引き出して、腰の低い位
置および胸部にかかるように着用してくだ
さい。

4. シート ベルトのラッチは、着座しているシー
ト側部のバックルにカチッと音がするまで
確実に差し込んでください (図82)。

5. シート ベルトが引っかかったり、ねじれた
り、鋭利な物に擦れたりしないように注意
してください。

6. 腰ベルトは必ず腰の低い位置 (骨盤) にぴっ
たりとかかるように確認してください。そ
のため、シート ベルトを装着した後、肩ベ
ルトを上に引っ張ってください。

妊婦：腰ベルトをできる限り低い位置まで
下げて骨盤部を横切るように調整し、腹部
の圧迫を避けるようにしてください。

7. 走行中も肩ベルトを定期的に引き上げ、腰
ベルトがゆるまないようにしてください。

シートベルト バックルを解除
してシートベルトを外す

図83：シート ベルト解除

1. シート ベルトのラッチを手で持ってくだ
さい。

2. バックルの赤色のボタンを押してください。
3. ベルト ラッチは、シート ベルト引き出し口

の約 7 cm 下にプラスチック スライドで固
定してください (図83)。
プラスチック スライドがシート ベルト ラッ
チを手の届きやすい位置で保持します。

インフォメーション

シート ベルトは、次のような場合にロックされ
ます。

– 車両が傾いた場合。

– シート ベルトが突然引き出された場合。

– 加速時または減速時、コーナリング時また
は登坂時。
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ジャッキおよびリフティ
ング プラットフォーム
サイド スカートのジャッキアップ ポイントの
エリアには矢印マークがあります。

図84：フロント側のリフティング プラットフォーム
およびジャッキ用のジャッキ ポイント

図85：リヤ側のリフティング プラットフォームおよ
びジャッキ用のジャッキ ポイント

f 「ホイール交換」（148ページ）を参照して
ください。

警告 不十分な車両の固定

車両がしっかり固定されていない、または正し
く固定されていない場合、不意に動いたり、
ジャッキやリフティング プラットフォームな
どのリフト装置から落下したりする恐れがあ
ります。これにより深刻な怪我や損傷を受ける
場合があります。

e 車両をジャッキで持ち上げる場合、固く水
平な場所でのみ行ってください。

e 車両は必ず、車両下回りにある規定の
ジャッキアップ ポイント (図84、図85) で持
ち上げてください。

e 車両の下に入って作業する場合は、必ず強
固なサポート スタンドで車体を支えてくだ
さい。

e 車両をジャッキアップ後は、エンジンを始
動しないでください。エンジンの振動によ
り車両が落下する恐れがあります。

e エンジンをかけたまま作業する場合は、必
ずエレクトリック パーキング ブレーキを
作動させてなおかつ、ギヤ レバーをニュー
トラル位置に入れるか、セレクター レバー
を P の位置にしてください。
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ジャンパー ケーブルによ
るエンジンの始動
バッテリーが上がったときは、他の車両のバッ
テリーを使用してエンジンを始動したり、ジャ
ンパー ケーブルを使用して外部電源を接続す
ることができます。どちらの車両も 12 V バッテ
リー搭載車でなくてはなりません。支援車側の
バッテリーの容量 (Ah) が、バッテリーが上がっ
た車両のバッテリーの容量に比べて低すぎな
いよう確認してください。上がったバッテリー
を車両電気系統に正しく接続してください。
f 「バッテリー」（192ページ）を参照してくだ

さい。

通常の作動状態でジャンパー ケーブルによる
エンジンの始動を繰り返し行わなければならな
い場合は、バッテリーの損傷が考えられます。

ジャンパー ケーブルによるエ
ンジンの始動

図86：バッテリー端子

1. フロント ラゲッジ コンパートメント リッ
ドを開いてください。
f 「ラゲッジ コンパートメント リッドの緊

急解除」（263ページ）を参照してくだ
さい。

2. フロント ラゲッジ コンパートメントのカ
バーを取り外してください。

f カバーを取り外すには：「タイヤ シーラ
ント (Tire Mobility System – TMS) または工
具セットの取り外しおよび収納」（257
ページ）を参照してください。

3. 充電器の赤色のプラス ケーブルを放電した
バッテリーのプラス端子 A に接続してくだ
さい。

4. 赤色のプラス ケーブルを支援車バッテリー
のプラス端子に接続してください。

5. 黒色のマイナス ケーブルを支援車バッテ
リーのマイナス端子に接続してください。

6. 黒色のマイナス ケーブルをアース箇所 (マ
イナス端子) B に接続してください。マイナ
ス側ケーブル (黒色) は絶対にバッテリーへ
直接接続しないでください。

7. 支援車のエンジンを始動し、回転数を上げ
てください。

8. エンジンを始動してください。ジャンパー 
ケーブルを使用してエンジンを始動すると
きは、スターターを 15 秒以上作動させな
いでください。始動に失敗したときは、1 
分以上待ってから再試行してください。

9. エンジンが作動状態のまま、最初に、黒色
のマイナス側ケーブルをアース箇所 B から
外し、次に支援車のバッテリーのマイナス
端子からケーブルを外してください。

10. エンジンが作動状態のまま、まず支援車の
バッテリー プラス (+) 端子から赤色のプラ
ス ケーブルを外してください。次に、ジャ
ンプ スタートした車両のバッテリーのプラ
ス端子 A からケーブルを外してください。

警告 不適切なジャンパー 
ケーブルや始動手順

不適切なジャンパー ケーブルを使用した場合
や、ジャンパー ケーブルによるエンジンの始
動が適切に行われなかった場合、ショートする
恐れがあります。ショートは火災の原因となり
ます。

e ジャンパー ケーブルはエンジン始動に適し
た製品を使用し、バッテリー容量に対して
十分な断面積があることを確認してくださ
い。また、端子接続部のクリップが完全に
絶縁体で覆われているものを使用してくだ
さい。ジャンパー ケーブルのメーカーが定
めた取り扱い方法を遵守してください。

e 車両同士を接触させないでください。電流
が流れ、ショートする恐れがあります。

e 指輪、ネックレス、時計バンドなど、電気
を通す装飾品が通電部に触れないように注
意してください。

e ジャンパー ケーブルは絶対にバッテリーへ
直接接続しないでください。ジャンパー
ケーブルは、必ずジャンパー ケーブル接続
用端子に接続してください。

警告 凍結または損傷した
バッテリーのジャンプ 
スタート

凍結または損傷したバッテリーをジャンプ ス
タートすると、爆発したり酸による火傷を負っ
たりする危険があります。
e 凍結または損傷したバッテリーには決し

てジャンパー ケーブルを接続しないでく
ださい。

注意 腐食性のある電解液

鉛バッテリーには腐食性の高いバッテリー液
が入っており、付着すると皮膚や衣服を損傷す
る恐れがあります。
e 保護手袋と保護眼鏡を必ず着用してくだ

さい。
e バッテリー液の漏出を防ぐため、バッテ

リーを傾けないでください。

A プラス端子 +
B アース箇所 (マイナス端子) –
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収納スペース
荷物の収納

車両の装備仕様により、次のような収納オプ
ションが利用できる場合があります。

– カップ ホルダー

– ペン ホルダー付きグローブ ボックス

– ドアの収納ボックス

– 助手席シート側ドア シルの小物入れ

– センター コンソール アームレストの小物
入れ

– 助手席足元の収納ネット

– シート バックレストの後ろ側の衣類用
フック

グローブ ボックスの開閉
グローブ ボックスを開く

図87：グローブ ボックスを開く

e ハンドル (図87) を引いて、リッドを開いて
ください。

グローブ ボックスを閉じる
e 盗難防止のため、エマージェンシー キーで

ハンドルを常にロックしてください。

f 「エマージェンシー キーを使用する場合」
（73ページ）を参照してください。

ETC受信機
ETC本体、およびETC受信機は日本仕様では標
準で装備されております。

ETC本体はグローブ・ボックス内に取り付けら
れています。ご利用前にETC専用カードの利用
期限を確認し、カードがスロットに確実に挿入
されているか確認してください。

警告 固定されていない、ま
たは不適切な位置に積
載された荷物

荷物を固定しなかったり不適切な位置に積載
したりすると、ブレーキをかけたりステアリン
グを操作したりしたとき、または事故の際に、
荷物が飛び出して乗員が怪我をする恐れがあ
ります。

e 乗員スペースに荷物や固定していない物を
載せて走行しないでください。

e 重量物を開いたままの小物入れの中に入れ
て運搬しないでください。

e 走行中は必ず小物入れを閉じてください。

知識

重く大きな荷物は収納ネットを損傷する恐れ
があります。

e 収納ネット内には重たい荷物や大きな荷物
を積載しないでください。

インフォメーション

グローブ ボックス リッドの内側にはペン ホル
ダーがあります。
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センター コンソール アームレ
ストの小物入れを開く

図88：センター コンソール アームレストの小物入れ
を開く

e アームレストの右側のボタン (図88) を押し
てください。
リッドが自動的に開きます。

シート後方の外側の小物入れ
を開く

図89：カバー付きのシート後方の外側の小物入れ

開く
e カバーの取っ手を後方、矢印の方向に引い

てください。

閉じる
e カバーの取っ手を前方、矢印の方向に押し

てください。

ドアの収納ボックスを開く

図90：ドアの収納ボックス

e リッド B (図90) を持ち上げてください。

A インナー ドア ハンドル

B ドアの収納ボックス

知識

ドアを閉じるときに、ドアの収納ボックスを損
傷する恐れがあります。

e ドアを閉じる前に、収納ボックスのリッドを
閉じてください。
119



ステアリング ホイール

あ

か

さ

た

な

は

ま

や

ら

わ

A–Z

120

ステアリング ホイール
ステアリング ホイールの調整

ステアリング ホイールの手動調整

図91：ステアリング ホイール調整用ロック レバー

1. キーをイグニッション ロックに完全に差し
込んでください。

2. ロック レバーを押し下げてください。
3. シート バックレストの角度や着座位置に合

わせて、ステアリング ホイールを前後上下
に動かし、希望の位置に調整してください。

4. ステアリング ホイールが確実に固定される
まで、ロック レバーを元の位置まで戻して
ください。

ステアリング ホイールの電動調整

図92：ステアリング ホイール調整用コントロール ス
イッチ

e ステアリング コラム下に取り付けられてい
るコントロール スイッチを前後上下に動か
して、ステアリング ホイールを希望の位置
に調整してください。

ステアリング ホイール設定の
保存
メモリー パッケージ装備車では、ステアリン
グ ホイールの設定を運転席ドアやキーのメモ
リー ボタンに保存することができます。
f 「パーソナル設定」（190ページ）を参照し

てください。

ステアリング ホイール ヒー
ターの ON/OFF

図93：ステアリング ホイール ヒーター ボタン

b エンジンが作動している。

e マルチファンクション ディスプレイに｢ス
テアリング ホイール ヒーター ON｣または｢
ステアリング ホイール ヒーター OFF｣の
メッセージが短時間表示されるまで、セン
ター ステアリング ホイール スポークのボ
タン (図93) を押し続けます。

警告 運転中のステアリング 
ホイールの調整

運転中にステアリング ホイール調整を行うと、
ステアリングが予期せず大きく動き、車両のコ
ントロールを失う恐れがあります。

e 運転中はステアリング ホイールの調整を行
わないでください。

注意 メモリー設定の不意の
呼び出し

ステアリング ホイールを調整するときに、人
や動物がステアリング ホイールの動く範囲に
いると、身体の一部が圧迫されたり挟まれたり
する恐れがあります。

e お子様のみを車内に残さないでください。
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スポーツ エキゾースト シ
ステム
スポーツ エキゾースト システ
ムの ON/OFF

図94：センター コンソールのスポーツ エキゾースト 
システム操作ボタン

b イグニッションが ON になっている。

スポーツ エキゾースト システムはイグニッ

ションが ON のときに排気音最適化モードに切

り替えることができます。

e  ボタンを押してください。

スポーツ エキゾースト システムが作動す

ると、ボタンのインジケーター ライトが点

灯します。
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スポーツ クロノ ストップ
ウォッチ
スポーツ クロノ ストップウォッチはレース
サーキットや業務上の走行時等の時間計測に
ご使用いただけます。計測した時間は保存した
り、評価したりすることができます。PCM の
ディスプレイが利用できます (装備によって異
なります)。
以下の情報を保存および評価することができ
ます。

– ラップ回数。

– ラップ距離。

– ラップ タイム。

– オプション：その他の各種データ (車両位置、
速度、または外気温度など)。

記録中、以下の項目を表示することができます。

– 現在のラップ回数。

– 最速ラップ タイムおよび、それと比較した
現在のラップ タイム。

– 基準ラップに関して走行した距離の割合。

– 現在のラップ タイムが最新のラップ タイム
より速いか、遅いか、または同一かを表示
するカラー レート。

– 現在の燃費の残量で走行可能な残りの距離
およびラップ回数。

– まだ残っている記憶時間。

– オプション：現在のラップのトラック進捗
状態と基準ラップ。

ダッシュボードのストップ
ウォッチ

図95：ダッシュボードのスポーツ クロノ ストップ
ウォッチ

ストップウォッチにはアナログ ディスプレイ
とデジタル ディスプレイがあります。

アナログ ディスプレイ

– 大きい指針：秒

– 小さい指針：時間および分

このディスプレイは 12 時間が経過するとゼロ
から再スタートします。

デジタル ディスプレイ

– 秒、1/10 秒、および 1/100 秒。

デジタル ディスプレイおよびマルチファンク
ション ディスプレイは 99 時間と 59 分まで表
示できます。

ストップウォッチの明るさ調節
f 「インストルメント ライトの明るさ調節」
（42ページ）を参照してください。

ダッシュボードのストップウォッチ ライ
トの ON/OFF
f 「インストルメント ライトの明るさ調節」
（42ページ）を参照してください。

ストップウォッチ時刻の表示
f 「ダッシュボードのストップウォッチの時

刻表示」（239ページ）を参照してください。

ストップウォッチ タイムの表示
ラップ タイムは異なる場所に表示することが
できます。
– ダッシュボードのスポーツ クロノ ストッ

プウォッチ

– マルチファンクション ディスプレイのクロ
ノ メニュー

– PCM の  メイン メニューのSC 
。
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マルチファンクション ディス
プレイでの実行

図96：クロノ メニュー

計時の開始

計時の停止
b 計時が開始されている。

計時の継続
b 計時が停止している。

ラップの停止 / 新しいラップの開始
現在のストップウォッチ タイムはラップ タイ
ムとして保存されますが、ストップウォッチは
停止しません。

b 計時が開始されている。

中間ラップの保存
b 計時が開始されている。

ストップウォッチ タイムのリセット
b 計時が停止している。

PCM での計時の表示
ポルシェ コミュニケーション マネージメント
(PCM) の操作に関するインフォメーション：

f 「ポルシェ コミュニケーション マネージメ
ント (PCM)」（219ページ）を参照してくだ
さい。

ストップウォッチの表示
b 計時が開始されている。

f 「計時の開始」（123ページ）を参照して
ください。

A ラップ カウンター – 現在のラップ回数

B 現在のラップ タイム (緑色：最速ラップよりも
速い、黄色：最速ラップと同タイム、赤色：最
速ラップよりも遅い)

C 最速のラップ タイム

D サークル ディスプレイ (基準ラップと比較してど
れだけラップを完了しているかを示す)

インフォメーション

ストップウォッチ作動中にクロノ メニューを
終了しても、計測は続きます。
ストップウォッチはイグニッションを OFF に
すると停止します。約 4 分以内にイグニッショ
ンを再度 ON にすると、ストップウォッチは作
動を再開します。

e クロノ e開始

データの記録が開始されます。基準ラップ
がまだ保存されていない場合は、記録の中
の初めラップが基準ラップとして使用さ
れます。

e クロノ e停止

e クロノ e停止 e継続

e クロノ eラップ
ラップ カウンターの値 (図96、A) が 1 ずつ
増えます。最速で終了したラップのタイム
が最速ラップ タイム (図96、C) として保存
されます。現在のラップ タイム (図96、B)
とサークル ディスプレイ (図96、D) の色が
変わることによって、現在のラップ タイム
が最速ラップより速いか、遅いか、または
同一かを表示します。

インフォメーション

1 回のセッションで最大 99 ラップを保存する
ことができます。

e クロノ e中間

中間タイムが短時間表示されますが、保存
はされません。時間測定はバックグランド
で継続しています。

e クロノ e停止 eリセット

すべてのストップウォッチ タイムをゼロ
にリセットすることができます。

1.  ボタン eSC 

2. ストップウォッチ ディスプレイをスク
ロール (スワイプ) してください。
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図97：ストップウォッチ ディスプレイ (記録中)

トラック進捗の表示
b 計時が開始されている。

f 「計時の開始」（123ページ）を参照して
ください。

b  ボタン eSC eスポーツ クロ
ノ設定 追加データを記録機能が作動して
いる。

図98：記録中 – トラック進捗ディスプレイ

記録の表示および編集
1 回のセッションで最大 99 ラップを記録する
ことができます。基準ラップがまだロードされ
ていない場合は、記録の中の最初のラップが基
準ラップとして使用されます。

最大で 10 時間の記録が可能です。

記録の表示
b 計時が停止している。

f 「計時の停止」（123ページ）を参照して
ください。

記録データの表示

記録のトラック進捗の表示
b  ボタン eSC eスポーツ クロノ設

定、追加データを記録機能が作動している。

ラップの表示および編集

A 現在の燃費の残量で走行可能なラップ回数

B まだ残っている記憶時間

C 最速のラップ タイム

D 現在のラップ タイム (緑色：最速ラップよりも
速い、黄色：最速ラップと同タイム、赤色：
最速ラップよりも遅い)

E ラップ カウンター – 現在のラップ回数

F サークル ディスプレイ (基準ラップと比較してど
れだけラップを完了しているかを示す)

1.  ボタン e SC 

2. トラック進捗ディスプレイをスクロール 
(スワイプ) してください。

A 基準ラップ (灰色)
B 現在の車両位置

C 現在のラップ (緑色：最速ラップよりも速い、
黄色：最速ラップと同タイム、赤色：最速ラッ
プよりも遅い)

1.  ボタン eSC 

2. 記録ページにブラウズ (スワイプ) してくだ
さい。

3. 記録フォルダーを選択してください。

4. 希望の記録を選択して (記録 001 など)、
記録を表示させてください。

1.  ボタン eSC 

2. 記録ページにブラウズ (スワイプ) してく
ださい。

3. 記録フォルダーを選択してください。

4. 希望の記録を選択して (記録 001 など)、記
録を表示させてください。

5. コントローラーの統計  を選択してく
ださい。

個別のラップに関する情報が表示されます。

1.  ボタン eSC 

2. 記録ページにブラウズ (スワイプ) してく
ださい。

3. 記録フォルダーを選択してください。

4. 希望の記録を選択して (記録 001 など)、記
録を表示させてください。

5. コントローラーの地図  を選択してく
ださい。
ラップのトラック進捗に関する情報が表
示されます。

1.  ボタン eSC 

2. 記録ページにブラウズ (スワイプ) してく
ださい。

3. 記録フォルダーを選択してください。

4. 希望の記録を選択して (記録 001 など)、
記録を表示させてください。
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– 保存 ：基準ラップとしてラップの保存

– 地図 ：ラップのトラック進捗を表示

– 削除 ：ラップの削除

基準ラップの設定
b 計時が停止され、リセットされている。

f 「マルチファンクション ディスプレイで
の実行」（123ページ）を参照してくだ
さい。

PCM の設定入力
記録および基準ラップの管理

– データ名を変更する：基準ラップおよび記
録のデータ名を変更することができます。

– データを移動：記録および基準データを、
SD カードまたは USB 大容量記憶装置に、エ
クスポートまたはインポートすることがで
きます。
– インポート：データをインポートできる

ようにするためには、データが記憶装置
のスポーツクロノ フォルダーに保存さ
れる必要があります。選択および選択解
除で、インポートするデータを選択して
ください。インポートで、選択したデー
タをインポートしてください。

– エクスポート：選択および選択解除で、
エクスポートするデータを選択してく
ださい。エクスポートで、選択したデー
タをエクスポートしてください。

– データを削除：基準ラップおよび記録の
データ名を削除することができます。

その他の設定

– 追加データを記録：ラップの長さおよび
ラップ タイムとは別に、他の走行データ (速
度など) を 1 秒間隔で記録することができ
ます。トラック進捗も地図に表示させるこ
とが可能です。

f 「記録の表示および編集」（124ページ）
を参照してください。

– 許容距離差：基準ラップの長さと任意の
ラップの長さがどのくらい異なるかを表示
します。長さの逸脱が大きいラップは評価
に含まれません。

– 評価の最大タイム差：記録時に速度が同一
(黄色マーク) と評価されたラップ間の最大
のタイム差を表示します。

5. コントローラーの統計  を選択してく
ださい。

個別のラップに関する情報が表示されます。

6. 希望のラップを選択してください。

7. コントローラーの希望の設定を選択して
ください。

1.  ボタン eSC 

2. 記録ページにブラウズ (スワイプ) してく
ださい。

3. 基準ラップより、希望の基準ラップを選
択してください。
希望の基準ラップが表示されます。

4. コントローラーの Ref 設定を選択してくだ
さい。

1.  ボタン eSC e  
ボタン。

2. 希望のオプションを選択してください。

1.  ボタン eSC e  
ボタン eスポーツ クロノ設定。

2. 希望のオプションを選択してください。
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スポーツ クロノ モード ス
イッチ
モード スイッチでのモード選択

図99：ステアリング ホイールのモード スイッチ

e モード スイッチを左または右に回して、希
望の走行モードを選択します。
選択したモードのインジケーター ライトが
点灯し、マルチファンクション ディスプレ
イにメッセージが表示されます。

各モードの車両設定に関するインフォメー
ション：

f 「選択した走行モードの車両設定の概要」
（127ページ）を参照してください。

パーソナル モードの設定
パーソナル モードでは、PASM、スポーツ エキ
ゾースト システム、オート スタート / ストッ
プ機能、およびリヤ スポイラーの設定を、ノー
マル、スポーツ、またはスポーツ プラスの各
モードに基づいて個別に組み合わせることが
できます。保存した組み合わせは、次回の車両
始動時にモード スイッチを回すことで再び呼
び出すことが可能です。

マルチファンクション ディスプレイでのパー
ソナル モードの設定に関するインフォメー
ション：

f 「パーソナル モードの調整」（240ページ）
を参照してください。

スポーツ レスポンス モードの
使用
b PDK 装備車。

図100：スポーツ レスポンスの表示

スポーツ レスポンス モードでは、エンジンお
よびトランスミッションが時間制御されて、最
大レスポンスに設定されます。

– ブースト プレッシャーの急速上昇

– PDK が専用の変速特性に切り替わる

スポーツ レスポンス モードの作動
e スポーツ レスポンス ボタンを押してくだ

さい。

マルチファンクション ディスプレイ内の減
少する円状に配置されたバーは、この機能
が有効な残り時間を示しています。約 20 秒
が経過すると、車両は前に選択していた
モードに戻ります。

スポーツ レスポンス モードの作動停止
b スポーツ レスポンス モードが作動している

こと

e スポーツ レスポンス ボタンを再度押してく
ださい。
車両は前に選択していたモードに戻ります。

1 ノーマル モード

2 スポーツ モード

3 スポーツ プラス モード

4 パーソナル モード

スイッチ中央スポーツ レスポンス ボタン



スポーツ クロノ モード スイッチ

あ

か

さ

た

な

は

ま

や

ら

わ

A–Z

21_718_Boxster_982_BAL_70_WKD 982 00 70 21_KW36.20-24.21_JPN.book  Page 127  Monday, August 10, 2020  4:15 PM
選択した走行モードの車両設定の概要

走行モード ノーマル スポーツ スポーツ プラス パーソナル スポーツ レスポンス 
ボタン

ドライブ

レスポンス ノーマル スポーツ パフォーマンス 事前選択：ノーマル、
スポーツ、またはス

ポーツ プラス

パフォーマンス

レブ リミッター ノーマル スポーツ スポーツ スポーツ

アイドル回転数上昇 --- 作動 作動 作動

シフトダウン時のスロットル 
ブリップ

車内のエンジン サウンド最適化

バックファイア --- 作動 --- ---

ローンチ コントロール --- --- 作動 作動

PDK ノーマル スポーツ パフォーマンス スポーツ レスポンス

オート スタート / ストップ 作動 --- ---  OFF/ON ---

シャーシ

ダイナミック エンジン マウント ノーマル スポーツ パフォーマンス 事前選択：ノーマル、
スポーツ、またはス

ポーツ プラス

事前選択：ノーマル、
スポーツ、またはス

ポーツ プラス
PTV ノーマル ノーマル スポーツ

PASM ノーマル ノーマル スポーツ スポーツ シャーシ

PSM センター コンソールの PASM ボタンによる PSM スポーツ機能

その他

ライト システム ノーマル スポーツ スポーツ 事前選択：ノーマル、
スポーツ、またはス

ポーツ プラス

事前選択：ノーマル、
スポーツ、またはス

ポーツ プラス
アダプティブ クルーズ コントロール

スポーツ エキゾースト システム --- 作動 作動  ON/OFF

リヤ スポイラー 走行速度による  展開 / 格納
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ノーマル
日常の走行において、コントロール システムは
快適性と経済性が両立するように作動します。

スポーツ
日常の走行において、躍動感とダイナミズムを
向上させるようコントロール システムを切り
替えます。

パフォーマンス
レース サーキット走行のように、性能を最大
限に発揮できる設定に切り替わります。
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スポーツ モード
全体的によりスポーティで多様なシャーシ設
定が選択できます。

スポーツ モードは日常の走行において、躍動感
とパフォーマンスを向上させるようにコント
ロール システムを切り替えます。

– 電子制御式エンジン マネージメント シス
テムは、パワー ユニットのより素早い制御
を開始します。エンジンはよりダイレクト
なダイナミクスを発揮します。

– PDK 装備車：スポーティなシフト特性に切
り替わり、ギヤ シフト時間が短くなります。

– オート スタート / ストップ機能は自動的に
解除されます。

– オプションのスポーツ エキゾースト シス
テムが自動的に作動します。

スポーツ クロノ パッケージ装備車の「スポー
ツ」および「スポーツ プラス」モードでの車両
の設定に関するインフォメーション：

f 「選択した走行モードの車両設定の概要」
（127ページ）を参照してください。

スポーツ モードの ON/OFF

図101：スポーツ モードの ON/OFF

e  ボタンを押すか、またはステアリング
ホイールのモード スイッチを S に回します
(車両装備によって異なる)。
スポーツ モードが ON になると、ボタン / 
スイッチのインジケーター ライトが点灯
します。

デジタル スピードメーターに SPORT の文
字が表示されます。

インフォメーション

イグニッションを OFF にすると、スポーツ モー
ドは自動的にノーマル モードにリセットされ
ます。

21_718_Boxster_982_BAL_70_WKD 982 00 70 21_KW36.20-24.21_JPN.book  Page 129  Monday, August 10, 2020  4:15 PM



スモーカーズ パッケージ

あ

か

さ

た

な

は

ま

や

ら

わ

A–Z

130

スモーカーズ パッケージ
灰皿の使用

図102：灰皿を開く / 中身を空にする

灰皿を開く
1. 灰皿のリッドを短く押してください 

(図102、1)。
リッドは自動で開きます。

灰皿を空にする
2. 灰皿インサートの右上を前方に押して、

ロック解除してください (図102、2、およ
び 3)。

3. 灰皿のインサートを引き上げて取り外して
ください。

4. 灰皿インサートを空にした後は、元の位置
に戻し、手応えを感じるまで押し込んでく
ださい。

シガー ライターを使用する

図103：シガー ライターを使用する

1. 灰皿のリッドを軽く押します (図103、
矢印)。

2. 作動ボタンをソケットに押し込んでくだ
さい。

ライターのフィラメントが赤熱すると、シ
ガー ライターが元の位置まで飛び出します。

3. シガー ライターを取り外してください。

シガー ライター ソケットで充電アダプターを
使用する際のインフォメーション：

f 「充電アダプターの接続」（162ページ）を参
照してください。

警告 灰皿による火災の危険

灰皿に紙くずなどを入れると発火する恐れが
あります。

e 絶対に灰皿を紙くず入れとして使用しない
でください。

警告 高温のシガー ライ
ター

シガー ライターの先端は、使用後は非常に熱
くなります。

e お子様のみを車内に残さないでください。

e ヒーター エレメントまたはシガー ライター
の側面部は絶対に触れないでください。

e 作動ボタン以外で高温のシガー ライターを
持たないでください。

危険 火のついた煙草の投げ
捨てによる火災の恐れ

煙草が走行風によりエア インレットに入り込
み、エンジン コンパートメント内で火災が起
こる危険があります。

e 車内から煙草を投げ捨てないでください。
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接続
外部SIMカード経由でデータ接
続を確立する

図104：外部 SIM カードの挿入および取り出し

b SD および SIM カード リーダーのカバー A 
を開く

データ接続の設定に関するインフォメーション：

f 「データ接続設定」（170ページ）を参照して
ください。

SIM カードの PIN 設定およびその他の電話設定
に関するインフォメーション：
f 「電話設定の変更」（169ページ）を参照して

ください。

Bluetooth® を用いて、PCM に携帯電話を接続す
る方法の詳細については：

f 「電話」（163ページ）を参照してください。

1. 外部 SIM カード B を挿入します (ミニ SIM、
寸法：25 x 15 mm) を挿入してください (切
り欠き部分を前方左側にして、チップ面を
下にしてください)。

2. PIN 付き SIM カード：
a. 外部 SIM カードの PIN を入力し、OK で

確定します。
b. PIN を保存を選択してください。

3. 有効を選択し、データ接続を有効にしてく
ださい。このメッセージが繰り返し表示さ
れるのを防ぐには、 常に許可するを選択
してください。
データ接続が確立されます。

e 外部 SIM カードを取り出すには、挿入され
たカードを押して抜き出します。

知識

SIM カードを正しく使用しないと、PCM を損傷
する恐れがあります。

SIM カード アダプターを使用すると、振動によ
り SIM カードがアダプターから外れ、カード
ピースが PCM から取り出せなくなる恐れがあ
ります。

e SIM カード アダプターは使用しないでくだ
さい。

インフォメーション

複数のアクセス ポイントが利用可能な場合は、
複数のアクセス ポイント (APN) が使用できま
す。選択してください。というメッセージが表
示されます。利用可能なアクセス ポイント
(APN) のリストが表示されます。

e 希望のアクセス ポイント (APN) を選択して
ください。

e 外部 SIM カードにアクセス ポイントが設定

されていない場合は、携帯電話プロバイ

ダーに APN の設定を確認してください。ア

クセス ポイント (APN) の設定を PCM で行う

には、  ボタン e  ボタン e
電話設定 eデータ接続 eアクセス ポイント

を設定を選択してください。設定をリセッ

トするには、アクセス ポイント設定をリ

セットを選択してください。

インフォメーション

データ接続を確立できない場合は、以下を点検
してください。

– SIM カードのデータ容量が十分ある、および
正しく挿入されている。

– SIM カードが損傷していない、および適切に
作動している。

– APN 設定 (インターネット アクセス) が正常
である。APN 設定は通信事業者に連絡して
点検してください。

– 車両が十分ネットワーク受信が可能な場所
にある (遮蔽された場所でない)。

– 必要に応じて PCM を再始動してください。
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接続の利用
ポルシェ コネクト サービスを起動する
ポルシェ コネクト サービスを初めて使用する
前に、起動 / 設定が必要です。

e www.porsche.com/connect で、ポルシェ コネ
クト サービスを起動してください。

ナビゲーション システムおよびボイス コ
ントロール システムを使用する
b 外部 SIM カードにより、データ接続が正常

に確立されている。

f 「接続」（131ページ）を参照してください。

– ナビゲーション目的地、ポータル POI、およ
び他の POI カテゴリー入力のためのオンラ
イン検索機能を、My Porsche から読み込ん
でください。

– 追加地図画面

– インターネットから入手した事故、道路工
事、交通量情報やその他の事象等に関する
リアルタイム交通情報

「アプリ」メニューのサービスを使用する
b 外部 SIM カードにより、データ接続が正常

に確立されている。

f 「接続」（131ページ）を参照してください。

アプリの機能に関する詳細情報：
f 「ポルシェ コネクト アプリ」（217ページ）

を参照してください。

ポルシェ コネクトへのログイン
パーソナル設定を My Porsche から呼び出すた
めには、一部のサービスについて PCM にペア
リングコードを入力する必要があります。

ポルシェ コネクトからのログアウト
b ポルシェ コネクト ユーザーが作成されてお

り、登録されている。

コンテンツの更新

サービス情報の表示

e  ボタン eアプリ
利用可能なサービスが表示されます。

インフォメーション

– ポルシェ コネクト サービス (カー コネクト
サービスを含む、セーフティおよびセキュリ
ティ サービスを除く) は期間はサービス
パッケージにより異なりますが、少なくとも
3 カ月の無料利用期間を提供しております。
無料利用期間についての詳細なインフォ
メーションおよびそれ以降の費用および各
サービスの利用についてのインフォメー
ションは、www.porsche.com/connect または
ポルシェ正規販売店から入手できます。

– データ利用可能な外部 SIM カードからポル
シェ コネクト サービスが利用できます。外
部 SIM カードは、携帯電話プロバイダーと
の料金ベースの個別契約が必要です。

– お使いの携帯電話の料金体系によっては、
インターネットからデータ パッケージを受
信する際に追加料金が発生する場合があり
ます。定額データ プランのご利用をお勧め
します。

– サービスの利用可否、範囲およびプロバイ
ダーは年式、機器および使用料金によって
異なる場合があります。

1.  ボタン eアプリ e  
ボタン

2. ポルシェ コネクトへのログイン e新しい
ユーザーの作成 eペアリング コードを
入力。

3. My Porsche でサービスを正常に作動 / 設定
した後に表示されたペアリング コードを
入力してください。

1.  ボタン eアプリ e  
ボタン

2. ポルシェ コネクトからのログアウト

現在ログインしているユーザーをログア
ウトします。

e  ボタン eアプリ e  
ボタン e更新

購入したサービスのコンテンツが更新さ
れます。

e  ボタン eアプリ e  
ボタン eサービス情報

購入したサービスおよび契約期間に関す
る情報が表示されます。
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WiFi ホットスポット（ワイヤレ
ス インターネット アクセス）の
起動
ホットスポットに接続可能な WiFi 機器は最大
8 個です。

b 外部 SIM カード経由でデータ接続が確立さ
れている。

WiFi 設定に関するインフォメーション：

f 「WiFi設定の設定」（170ページ）を参照し
てください。

1. フッターの  または  (接続状況によ
り異なる) eホットスポットを選択してく
ださい。

2. OK でメッセージを確認してください。

PCM の WiFi アクセス データ (機器名およ
び WiFi パスワード) が表示されます。

3. PCM の WiFi アクセス データを機器の WiFi
設定に入力してください。

PCM のワイヤレス インターネット アクセ
スへの接続が確立されます。

インフォメーション

お使いの携帯電話の料金体系によっては、イン
ターネットからデータ パッケージを受信する
際に追加料金が発生する場合があります。定額
データ プランのご利用をお勧めします。
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セレクター レバーの緊急
解除
l

PDK 装備車両の電気系統が故障した場合は、セ
レクター レバーの緊急解除を行ってセレク
ター レバーを N 位置に動かしてください。

セレクター レバーの緊急解除

図105：セレクター レバー ゲートおよびスイッチ モ
ジュールの取り外し

1. 工具セットからプラスチック ウェッジを取
り出してください。

f 「タイヤ シーラント (Tire Mobility System –
TMS) または工具セットの取り外しおよび
収納」（257ページ）を参照してください。

2. セレクター レバー ゲート A の両側のリヤ部
分 (矢印) をプラスチック ウェッジで慎重に
こじるようにして外してください。

3. ダッシュボード B の両側のフロント部分 (矢
印) をプラスチック ウェッジで慎重にこじ
るようにして外してください。

4. スイッチ モジュール B を取り外し、脇によ
けてください。スイッチ モジュールのケー
ブルを引っ張らないようにしてください。

図106：セレクター レバー ロックの解除

5. セレクター レバー ロックを押したまま、
セレクター レバーを N 位置に動かしてくだ
さい。

図107：スイッチ モジュールおよびセレクター レ
バー ゲートの取り付け

スイッチ モジュールおよびセレクター レ
バー ゲートの取り付け
1. ケーブル クリップ C がセレクター サポート

に正しくはまっていることを確認してくだ
さい。スイッチ モジュール B をフロント ガ
イドにはめて、モジュールを完全に差し込
み、しっかりと押し込んでください。

2. セレクター レバー ゲート A がしっかりはま
るまで押し込んでください。

知識

セレクター レバーを緊急解除した場合、車両
が固定されずに動き出してしまうため、人身事
故や器物の損壊を招く恐れがあります。

e エレクトリック パーキング ブレーキを作動
させ、車両が動き出さないように固定してく
ださい (車止めを使用するなど)。

f「エレクトリック パーキング ブレーキ」
（202ページ）を参照してください。
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セントラル ロック

概要 – 車外からのドアの開閉
操作とロック

図108：キー 図109：ポルシェ エントリー & ドライブ

この概要説明は「セントラル ロッキング」に
記載されているすべての情報に代わるもので
はありません。操作する際は、この概要のみ
でなく「安全指示」および「警告」を必ずお
読みください。

運転者が何をしたいか? その操作方法は? その結果は? ページ

ロック解除 キーを使用する：

e キーの  ボタンを押してください。

ポルシェ エントリー & ドライブ装備車：

e ドア ハンドルをしっかり握ってくだ

さい。

ハザード ライトが 1 回点滅します。

ドアを開くことができます。

136

ロック キーを使用する：

e キーの  ボタンを押してください。

ポルシェ エントリー & ドライブ装備車：

e ドア ハンドルの近接センサー A に触れ

てください。

ハザード ライトが 2 回点滅します。ドアは
ロックされますが、インナー ドア ハンドル
を引くことにより、車内からドアを開くこと
ができます。

室内モニタリング システム装備車の場合：ド
アは、インナー ドア ハンドルを引いて車内
から開くことができません (セーフロック)。

137

室内モニタリング システム装備車両で人 / 動
物を車内に残してロックする：

– セーフロックの作動を無効にする および

– 室内モニタリング システムを OFF にする

キーを使用する場合：

e キーの  ボタンを 2 回押してくださ

い (約 2 秒以内)。
ポルシェ エントリー & ドライブ装備車：

e ドア ハンドルにある近接センサー A に 
2 回触れてください (約 2 秒以内)。

ハザード ライトがゆっくり 1 回点滅します。

ドアはロックされますが、インナー ドア ハ
ンドルを引くことにより、車内からドアを開
くことができます。

137

アラーム システムのアラーム音を OFF にする e キーの  ボタンを押してください。
または

イグニッションを ON にしてください。

アラーム音が OFF になります。 101
135
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セントラル ロッキング システ
ムの使用

車両装備により、キーまたはポルシェ エント
リー & ドライブ装備車ではキーを使用せずに
ドアのロックおよびロック解除ができます。
セントラル ロッキング システムは、次の部位
をロック / ロック解除します。
– ドア
– フィラー フラップ

キーを使用する
e キーのボタンを使用します。

f 「ドア ロック機能を設定する」（242ペー
ジ）を参照してください。

ポルシェ エントリー & ドライブ装備車1)

ポルシェ エントリー & ドライブ装備車の場合、
キーを使用せずにロックおよびロック解除を
行うことができます。車両がロックされていて
もリッドを開くことができます。
第三者の不正なロック解除および車両の始動
を防ぐため、車両キーを使用してポルシェ エ
ントリー & ドライブを一時的に解除すること
ができます。

車両キーによるポルシェ エントリー & ド
ライブの解除
1.  ボタンを押し続けてください。

2. 同時に、  ボタンを 1 秒以内に押し、車両

キーのインジケーター ライトが継続して点
灯するまで両方のボタンを押し続けてくだ

さい。

車両キーのインジケーター ライトが継続し
て点灯することで、車両キーによる解除を
確認できます。

車両キーのボタンを押す、またはコントロール
ユニットを回転させると、ポルシェ エントリー
& ドライブは自動的に起動します。
e キーを強い電磁波にさらさないでくださ

い。ポルシェ エントリー & ドライブに悪影
響を与える場合があります。

ドア ロックを解除してドアを
開く
ドアのロック解除機能の設定
設定により運転席ドアのみをロック解除する、
または助手席ドアも同時にロック解除するこ
とができます。

f 「ドア ロック機能を設定する」（242ページ）
を参照してください。

選択した設定にかかわらず、両側のドアがロッ
ク解除します。

e キーの  ボタンを 5 秒以内に 2 回押して
ください。

キーによるドアのロック解除

図110：キーによるドアのロック解除

1.  ボタンを押してください。

ハザード ライトが 1 回点滅します。

ドア ロックが解除されます。

2. ドア ハンドルを引いてドアを開いてくだ
さい。

インフォメーション

キーを使用するのは、車両が視界に入っている
ときだけにしてください。

インフォメーション

ここでは初期設定の機能をもとに説明してい
ます。
ロック / ロック解除の設定変更に関するイン
フォメーション：

1) ポルシェ エントリー &ドライブ システムは最先
端技術です。しかし、無線キーのキー コードが
傍受され、使用されて車両の盗難にあう、といっ
た可能性を完全に排除できていません。
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ポルシェ エントリー & ドライブ (キーレ
ス) によるドアのロック解除

図111：ポルシェ エントリー & ドライブによるドア
のロック解除

b キーをズボンのポケットなどに入れて携行
する

1. ドア ハンドルをしっかり握ってください。
ハザード ライトが 1 回点滅します。

ドア ロックが解除されます。

2. ドア ハンドルを引いてドアを開いてくだ
さい。

ドアのロック
セーフロックの使用 (国別仕様による)
セーフロック (室内モニタリング システム装備
車) は、ロックされた車両のインナー ドア ハン
ドルとセントラル ロッキング ボタンを無効に
し、不正な車内への侵入を難しくします。

キーによるドアのロック
1. ドアを閉じてください。

2.  ボタンを 1 回押します。

ハザード ライトが 2 回点滅します。

室内モニタリング システム (セーフロック) 
装備車の場合：

インナー ドア ハンドルを引いて、ドアを車
内側から開くことはできません。

室内モニタリング システム非装備車の場
合：ドアはロックされますが、インナー ド
ア ハンドルを引くことにより、車内からド
アを開くことができます。
または

人や動物を車内に残してロックする場合 
(ロックされた車両のセーフロックの解除)：

e  ボタンを 2 秒以内に 2 回押してくだ

さい。

ハザード ライトがゆっくり1回点滅します。

ドアはロックされますが、インナー ドア ハ
ンドルを引くことにより、車内からドアを
開くことができます。

e ドアを開いた場合、警報システムが作動す
ることを車内に残る人に伝えてください。

インフォメーション

車両のロックを一定時間以内に解除しなかっ
た場合、ポルシェ エントリー & ドライブの作
動待機が OFF になります。運転席ドアは96時間
後、助手席ドアは 36 時間後に作動待機が OFF
になります。
1. ドア ハンドルを 1 回引くと、ポルシェ エント

リー & ドライブが作動待機状態に戻ります。
2. ドア ハンドルをもう 1 回引くと、ドアが開

きます。

インフォメーション

ロックを解除した後、ドアまたはラゲッジ コン
パートメント リッドを開かなかった場合、30
秒後に自動的に再ロックされます。警報システ
ムは起動します。傾斜センサーと室内モニタリ
ング システムは解除されます (盗難防止機能が
制限されます)。
この場合、インナー ドア ハンドルを引くこと
により、車内からドアを開くことができます。
e ドアを開いた場合、警報システムが作動す

ることを車内に残る人に伝えてください。
再度ロックされた後は、室内モニタリング シス
テムおよび傾斜センサーが再び作動します。

インフォメーション

エアバッグが作動する事故が起きた場合、救助
者が車両に入りやすくするためにドアが自動
的にロック解除されます。さらに、ハザード ラ
イトも自動的に作動します。

警告 車外からのドアのロ
ック

室内モニタリング システム装備車の場合、車外
からドアをロックすると、車内からドアやウィ
ンドウを開くことができなくなります (セーフ
ロック)。そのため、ロックする前に車両に人ま
たは動物が残っていないことを確認してくださ
い。ロックされたドアによって緊急時に救助者
が車内に入ることが困難になります。

e 車両をロックするときは、車内に人や動物
がいないことを確認してください。
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ポルシェ エントリー &ドライブ（キーレ
ス）によるドアのロック

図112：ポルシェ エントリー & ドライブによるドア
のロック

b キーをズボンのポケットなどに入れて携行
する

1. ドアを閉じてください。

2. ドア ハンドルの近接センサー A に触れてく
ださい。

ハザード ライトが 2 回点滅します。

室内モニタリング システム (セーフロック)
装備車の場合：

インナー ドア ハンドルを引いて、ドアを車
内側から開くことはできません。

室内モニタリング システム非装備車の場
合：ドアはロックされますが、インナー ド
ア ハンドルを引くことにより、車内からド
アを開くことができます。
または

人や動物を車内に残してロックする場合 
(ロックされた車両のセーフロックの解除)：

e ドア ハンドルの近接センサー A に 2 秒以内
に 2 回触れてください。

ハザード ライトがゆっくり 1 回点滅します。

ドアはロックされますが、インナー ドア ハ
ンドルを引くことにより、車内からドアを
開くことができます。

e ドアを開いた場合、警報システムが作動す
ることを車内に残る人に伝えてください。

車内からのドアの開閉操作と
ロック
ドアのロック

図113：セントラル ロッキング ボタン

b ドアが閉まっている。

e  ボタンを押してください。

すべてのドアがロックされます。

イグニッションが ON の場合、ボタンのイン
ジケーター ライトが点灯します。

ドアはインナー ドア ハンドルを引くこと
により、車内側から開くことができます。

自動ドア ロック

この機能が有効になっているときは、車両の速
度が約 5 km/h を超えると自動的にロックされ
ます。

f 「ドア ロック機能を設定する」（242ペー
ジ）を参照してください。

インフォメーション

– ドアまたはラゲッジ コンパートメント リッ
ドが完全に閉じていない場合、車両をロック
できません。警告音が鳴り、マルチファンク
ション ディスプレイにメッセージが表示さ
れます。ハザード ライトは点滅しません。

– 運転席ドアのみが閉じている状態でロック
すると、車両はプリロックされます。

e 残りのドアまたはラゲッジ コンパートメン
ト リッドをロックするときは、キーを車内
に置き忘れていないか確認してください。
キーを車内に残したままにすると、スペア
キーを使用しなければロックを解除するこ
とができなくなります。

インフォメーション

– ロックするときは、ドア ハンドルのタッチ
センサーにのみ触れるようにしてくださ
い。ロック時にドア ハンドルを握った場合、
車両のドアはロックできません。

– ドアまたはラゲッジ コンパートメント リッ
ドが完全に閉じていない場合、車両をロッ
クできません。警告音が鳴り、マルチファ
ンクション ディスプレイに警告シンボルが
表示されます。ハザード ライトは点滅しま
せん。

– ドアをロックするときはキーを車外に持ち
出してください。キーが車内にあるとドア
をロックできません。
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ドア ロックの解除
e  ボタンを押してください。

すべてのドアがロック解除されます。

ボタンのインジケーター ライトが消灯し
ます。

自動ドア ロック解除

ポルシェ エントリー & ドライブ非装備車：
キーを抜くと、車両のロックが自動的に解除さ
れます。

ポルシェ エントリー & ドライブ装備車：

運転席ドアを開くと、車両は自動的にロック解
除されます。

f 「ドア ロック機能を設定する」（242ページ）
を参照してください。

ドアを開く

図114：車内からドアを開く

e インナー ドア ハンドル A を引いてください 
(図114)。

緊急ドア操作
キーのリモコンが機能しない場合、リモコンな
しでもドアを開閉することができます。
リモコンが作動しない場合は、以下の原因が考
えられます。

– 送信中に電磁波が干渉している場合があり
ます (ポルシェ エントリー & ドライブの場
合、キーと車両間の電波接点)。
キーと電源の入った電子機器 (携帯電話、
ノートパソコン、充電ケーブルなど) と一緒
に保管しないように注意してください。必
要に応じて、キーの保管場所を変更してく
ださい。

– リモコンが作動しない場合、故障が原因と
考えられます。

– キーのバッテリーが切れている場合があり
ます。

f 「キーの電池交換」（73ページ）を参照し
てください。

緊急ドア ロック解除

図115：リモコンが故障した場合の緊急解除

e 助手席側のフロントガラスの外端部にキー

を置き、同時に  ボタンを押してくださ

い (図115)。

インフォメーション

キーまたはスペア キーで車両をロックした場
合、セントラル ロッキング ボタンでロックを
解除することはできません。

A インナー ドア ハンドル

B ドアの収納ボックス

インフォメーション

ドア、フロントおよびリヤ ラゲッジ コンパー
トメント リッドおよびエンジン コンパートメ
ント リッドは開けられません。
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車両のロックがまだ解除できない場合：
1. エマージェンシー キーをキーから取り外し

てください。

f 「エマージェンシー キーを使用する場合」
（73ページ）を参照してください。

図116：ドア ロック シリンダー

2. エマージェンシー キーで運転席ドアのロッ
クを解除し、ドアを開いてください：ドア ハ
ンドルを引いたまま保持してください。ドア
ロックにエマージェンシー キーを挿入し、
90° 時計回りに回してエマージェンシー キー
を再度抜き取ってください (図116)。

3. ドア ハンドルから手を離し、もう 1 回引い
てドアを開いてください。

4. 盗難防止警報システムの作動を回避するた
め、10 秒以内にイグニッションを ON にし
てください。

ポルシェ エントリー & ドライブ装備車の追加
作業：

イグニッションを ON にできない、またはエン
ジンが始動しない場合は、マルチファンクショ
ン ディスプレイにメッセージ「キーが見つか
らない / 故障、キーの位置を変更してくださ
い」が表示されます。

5. コントロール ユニットをイグニッション 
ロック位置 0 に戻してください。

6. エンジンを再度始動してください。

エンジンが始動しない場合、メッセージ「キー
が見つからない / 故障、キーの位置を変更して
ください」が再度表示されます。
7. 約 1 秒後、メッセージ「スイッチ部：左に

回す、引き抜く、カギをさす」が表示され
ます。

8. コントロール ユニットをイグニッション 
ロック位置 0 に戻し、イグニッション 
ロックから取り外してください。
f 「エマージェンシー キーを使用する場合」
（73ページ）を参照してください。

9. キーを使用してイグニッションを O Nにして
ください (エマージェンシー キーは除く)。

緊急ドア ロック

1. エマージェンシー キーをキーから取り外し
てください。

f 「エマージェンシー キーを使用する場合」
（73ページ）を参照してください。

2. 運転席ドアを開いてください。

3. 運転席ドアのドア ハンドルを持ち上げます
(図116)。
ドア ロックにエマージェンシー キーを挿入
し、進行方向と反対に 90 ° 回してエマージェ
ンシー キーを再度抜き取ってください。

ハザード ライトが 2 回点滅して車両がロッ
クされたことを知らせます。

4. ドア ハンドルから手を離し、ドアを閉じて
ください。

運転席ドアがロックされます。

5. 助手席ドアの緊急ロックの場合、エマー
ジェンシー キーを運転席ドアのドア ロッ
クに再び挿入し、進行方向と反対に 90 ° 回
し、エマージェンシー キーを再び抜き取り
ます。

助手席ドアがロックされます。

インフォメーション

緊急ロックをドアに使用する際は、必ずエンジ
ンを停止してください。

e 運転を開始する前に、ドアのロックを解除
してください。

インフォメーション

セントラル ロッキング システムに異常がある
ときは、運転席ドアのドア ロックにエマージェ
ンシー キーを差し込んでロックすると、正常に
機能しているロックのみが作動します。

e セントラル ロッキング システムの故障を修
理してください。

e ポルシェ正規販売店にご相談ください。ポ
ルシェ正規販売店のご利用を推奨いたしま
す。十分なトレーニングを受けた経験豊か
なスタッフが、最新の技術情報と専用工具
や専用装置を駆使し、確かな整備をお約束
します。
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ポルシェ・エントリー &ドライブ

ポルシェ・エントリー &ドライブのアンテナ
の取り付け位置

ポルシェ・エントリー &ドライブ装備車は、リ
モート・コントロール付きキーと車両のアンテ
ナが電波で通信することで、ドアやリヤ・リッ
ドをロック/ロック解除できます。

植え込み型心臓ペースメーカーまたは植え込
み型除細動器を装着されているお客様へ

植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込
み型除細動器を装着されている方は、車室外ア
ンテナAおよび車室内アンテナBから約22cm以
内の範囲に、植え込み型心臓ペースメーカーお
よび植え込み型除細動器を近づけないでくだ
さい。

警告
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タイヤおよびホイール
タイヤの寿命は、タイヤ空気圧やシャシー設定
以外に、お客様の運転スタイルにも大きく左右
されます。

急加速や高速でのコーナリング、ブレーキを酷
使する運転スタイルは、タイヤの摩耗を早めま
す。また、外気温度が高いときや悪路での走行
も、タイヤの摩耗を早める原因です。

f 「サーキット走行」（13ページ）を参照して
ください。

積載重量と速度
e 適切な速度で運転してください。

e 車両に規定重量を超える荷物を積まないよ
うにしてください。

f 「重量」（281ページ）を参照してください。

タイヤ空気圧の点検 図117：ドア シル (ドア開口部) のタイヤ空気圧プ
レート

タイヤを規定の空気圧に保ってください。タイ
ヤ空気圧は運転席側ドア シル (ドア開口部) に
あるタイヤ空気圧プレート (図117)、および本
書283ページの「テクニカル データ」の章に記
載されています。タイヤ空気圧の規定値は、タ
イヤが冷えているとき (20 °C) を基準にしてい
ます。

e 少なくとも 2 週間に 1 回はタイヤの冷間時
にタイヤ空気圧を点検してください。

f 「タイヤ空気圧モニタリング (TPM)」（142ペー
ジ）を参照してください。

タイヤ空気圧モニタリング 
(TPM)
タイヤ空気圧モニタリング システムには次の
機能があります。

– タイヤ空気圧および温度を常時監視します。

– 走行中の実際のタイヤ空気圧 (実圧力) を表
示します。

– 空気圧の低下を 2 段階 (黄色 / 赤色) で警告
します。

– 停車しているとき規定空気圧との差、選択
されたタイヤ種類およびコンフォート プ
レッシャーを表示します。

知識

タイヤ空気圧が不足していると、タイヤが過熱
して目に見えない損傷が発生します。

e このような損傷が発生した場合は、空気圧を
調整しても正常な機能を回復できません。

e タイヤの温度が高い状態で空気圧を調整し
ない (空気を抜かない) でください。タイヤの
温度が上昇すると、空気圧も上昇します。温
度が下がったときに空気圧が不足する原因
になります。

警告 不適切なタイヤ空気圧

タイヤ空気圧が低いまたは高いと、タイヤおよ
びホイールに修復不可能な損傷を与えるばか
りか、制動距離が長くなったり、事故を起こす
危険が大幅に高まります。
タイヤ空気圧モニタリング システムの有無に
かかわらず、タイヤ空気圧を適切に維持し、タ
イヤ空気圧メニューを適切に設定することは
運転者の責務です。

e 装着タイヤに合わせてタイヤ空気圧を調整
してください。

f 「タイヤ空気圧」（286ページ）を参照してく
ださい。

e マルチファンクション ディスプレイのタイ
ヤ圧力 (TPM) メニューの設定が、車両に装
着されているタイヤと一致していることを
確認してください。
タイヤを交換したときは、タイヤ空気圧メ
ニューの設定を更新してください。

e タイヤ / ホイールを交換したときは、新し
く装着したタイヤ / ホイールの種類とサイ
ズが従来と同一であっても、マルチファン
クション ディスプレイで改めて選択しなけ
ればなりません。

e マルチファンクション ディスプレイへの入
力情報が不足していたり、タイヤの選択を
誤ると、警告とメッセージ表示の正確さに
悪影響を及ぼします。
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タイヤ空気圧モニタリング システムの故障
故障が発生すると、タイヤ空気圧モニタリング
システムはタイヤ空気圧の監視を行うことが
できません。

インストルメント パネルのタイヤ空気圧警告
灯  が点灯し、マルチファンクション ディ
スプレイにメッセージが表示されます。

e 故障が継続する場合：ポルシェ正規販売店
にご相談ください。ポルシェ正規販売店の
ご利用を推奨いたします。十分なトレーニ
ングを受けた経験豊かなスタッフが、最新
の技術情報と専用工具や専用装置を駆使
し、確かな整備をお約束します。

以下の場合は監視が不完全になる場合があり
ます。
– タイヤ空気圧モニタリング システムが故障

している場合
– タイヤ空気圧モニタリング システム用のホ

イール トランスミッターが取り付けられて
いない場合

– タイヤの設定を更新した直後の登録プロセ
ス中

– ホイールを交換した後、設定を更新しな
かった場合

– タイヤの温度が高すぎる場合

f 「警告および情報メッセージ」（82 ページ）
を参照してください。

f 「警告灯および表示灯」（40ページ）を参照
してください。

タイヤ空気圧の確認

図118：タイヤ空気圧表示

この空気圧表示は、情報としてのみ利用して
ください。タイヤ空気圧は温度によって変化
します。

e いかなる場合も、この表示を元にタイヤ空
気圧を調整しないでください。

e マルチファンクション ディスプレイに赤色
のタイヤ空気圧警告が表示された場合は、速
やかに適切な場所に停車し、タイヤに損傷が
ないか点検してください。必要に応じてパン
ク修理剤で応急処置を行ってください。

f 「パンクしたとき」（195ページ）を参照して
ください。

e 損傷したタイヤを装着したままで運転を続
けないでください。損傷したタイヤは速や
かに交換してください。
ポルシェ正規販売店にご相談ください。ポ
ルシェ正規販売店のご利用を推奨いたしま
す。十分なトレーニングを受けた経験豊か
なスタッフが、最新の技術情報と専用工具
や専用装置を駆使し、確かな整備をお約束
します。

e 空気圧を調整しても短時間で空気が抜ける
場合、そのタイヤでの運転を続けないでく
ださい。ポルシェ正規販売店で点検を受け
てください。
ポルシェ正規販売店のご利用を推奨いたし
ます。十分なトレーニングを受けた経験豊
かなスタッフが、最新の技術情報と専用工
具や専用装置を駆使し、確かな整備をお約
束します。

インフォメーション

タイヤ空気圧モニタリング システムは、自然放
散による空気圧低下や、タイヤに異物が刺さっ
たときなどの空気圧のゆっくりとした低下を
検出して警告します。
突発的な外的要因によるタイヤのパンクなど、急
激な空気圧の低下は検出できず、警告しません。

警告 不適切なタイヤ空気圧

インフォメーション

イグニッションを ON にした後、車両の速度が
約 25 km/h を超えたときのみタイヤ空気圧が

「登録」されて表示されます。空気圧を表示す
るまではダッシュ記号「-.-」を表示します。
イグニッションを OFF にするか再度 ON にした
場合、または車両を約 10 分以上停止した場合、
タイヤ空気圧は表示されなくなります。
タイヤに 0.1 bar 以上の空気を補充した場合、該当
するタイヤ空気圧が更新されて表示されます。

e タイヤ圧力メニューを選択します。
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充填情報を見る

図119：圧力差の例

b 車両が停止している。

該当するホイールの規定圧との差が表示され
ます。

例：右リヤ ホイールの位置に「–0.1 bar」と表
示された場合は、このタイヤに 0.1 bar の空気
を補充してください。

表示されている空気圧は、タイヤ温度を考慮し
た結果の数値です。

e タイヤ空気圧を補正するときは、充填情報
ディスプレイまたは該当するタイヤ空気圧
警告に表示される圧力差を必ず使用してく
ださい。

タイヤをまだ登録していない場合、現在の圧
力差の代わりに、新しい規定空気圧が表示さ
れます。
f 「タイヤ空気圧モニタリングシステム (TPM)

の登録」（145ページ）を参照してください。

タイヤ種類の選択 (装着タイヤの種類とサ
イズ)

b 車両が停止している。

選択できる設定と略語：

– 18" サマー：18" (S)
– 18" ウィンター：18" (W)
– 19" サマー：19" (S)
– 19" ウィンター：19" (W)
– 20" サマー：20" (S)
タイヤ圧力メイン メニューのタイヤ種類の行
に選択された設定の略語が表示されます。

コンフォートまたは標準プレッシャーの
選択
b 停車しているとき

–  コンフォート：
コンフォート プレッシャーが選択されます。

–  コンフォート：
標準プレッシャーが選択されます。

e コンフォート プレッシャーまたは標準プ
レッシャーにタイヤ空気圧を調整してくだ
さい。

f 「充填情報を見る」（144ページ）を参照して
ください。

f 「タイヤ空気圧」（286ページ）を参照してく
ださい。

タイヤ空気圧速度警告
設定したコンフォート プレッシャーの制限速
度を超えたり、タイヤ空気圧が危険限界を下
回ったりすると、マルチファンクション ディ
スプレイに警告シンボルが表示されます。

f 「警告および情報メッセージ」（82ページ）
を参照してください。

e タイヤ圧力 e充填情報

インフォメーション

利用できる項目は、車両のモデル タイプにより
異なります。このため本書で説明している選択
項目の中には、マルチファンクション ディスプ
レイで利用できないものが含まれることがあ
ります。
e マルチファンクション ディスプレイに登録

されていないサイズのタイヤを装着すると
きは、そのタイヤを装着する前に、マルチ
ファンクション ディスプレイに不足情報を
追加する必要があります。
ポルシェ正規販売店にご相談ください。ポ
ルシェ正規販売店のご利用を推奨いたしま
す。十分なトレーニングを受けた経験豊か
なスタッフが、最新の技術情報と専用工具
や専用装置を駆使し、確かな整備をお約束
します。

e ポルシェ社が承認したタイヤのみを使用し
てください。

e タイヤ圧力 eタイヤ種類。

e タイヤ圧力 eコンフォート プレッシャー

インフォメーション

タイヤ空気圧は乗り心地の快適性を向上させ
るために減圧することができます。

「コンフォート」を選択した場合、空気圧モニ
タリング システムは空気圧をモニターして自
動的に低いプレッシャー値を使用します。

警告 コンフォート プレッ
シャーでの制限速度を
超過して走行する

コンフォート プレッシャーでの制限速度を超
過して走行するとタイヤおよびホイールの損
傷につながります。

e 表示された最大速度まで車速を落としてく
ださい。

e 高速走行するときは、タイヤ空気圧を標準
タイヤ空気圧まで充填してください。
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タイヤ空気圧モニタリングシステム 
(TPM)の登録
タイヤ/ホイールを交換、ホイール トランス
ミッターを交換、またはタイヤの設定を更新す
ると、タイヤ空気圧モニタリング システムが
タイヤの登録を開始します。このプロセスに
よって、タイヤ空気圧モニタリング システム
が各タイヤとその装着位置を認識します。タイ
ヤ空気圧モニタリング システムが各タイヤの
装着位置を割り当てると、直ちにタイヤの位置
と空気圧情報が表示されます。

登録中に冷間時のタイヤ (20°C) の規定圧力が
充填情報に表示され、タイヤ圧力のモニタリン
グなし、システム学習 25 km/h 以上というメッ
セージがマルチファンクション ディスプレイ
に表示されます。
すべてのタイヤの登録が完了するまで、インス
トルメント パネルのタイヤ空気圧警告灯 
が点灯したままになります。

f 「警告灯および表示灯」（40ページ）を参照
してください。

タイヤ空気圧警告
インストルメント パネルのタイヤ空気圧警告灯

、およびマルチファンクション ディスプレ
イの警告メッセージは、空気圧低下の程度に応
じて 2 段階 (黄色 / 赤色) で異常を知らせます。

車両を停止してイグニッションを OFF にする、ま
たは再びイグニッションを ON にすると、黄色の
タイヤ空気圧警告が約 10 秒間表示されます。
イグニッションを ON にすると、黄色のタイヤ
空気圧警告を確認できます。

赤色の空気圧警告は走行中でも表示され、異常
を知ることができます。
f 「警告および情報メッセージ」（82ページ）

を参照してください。

タイヤ空気の充填

コンプレッサーはフロント ラゲッジ コンパー
トメント内のカバーの下にあります。

f 「タイヤ充填コンプレッサーの取り外しおよ
び収納」（258ページ）を参照してください。

f コンプレッサーの取扱説明書に従ってくだ
さい。

1. 充填ホースをタイヤ バルブにねじ込んでく
ださい。

2. コンプレッサーを車両のソケットに接続
し、コンプレッサーを ON にしてください。

タイヤに空気が充填されます。

3. 空気圧計で充填した圧力を点検し、必要で
あれば調整してください。もう 1 回タイヤ
空気圧を点検してください。

4. コンプレッサーを OFF にしてください。

5. コンプレッサーの充填ホースをタイヤ バル
ブから取り外してください。

タイヤ空気圧を下げる

1. コンプレッサーを OFF にしてください。
2. 充填ホースのエア抜きスクリューを規定の

タイヤ空気圧になるまで開いてください。

タイヤ表記の読み取り

図120：タイヤ表記

速度記号 F は、そのタイヤの許容最高速度を示
します。

インフォメーション

タイヤ空気圧を適正値に調整すると、タイヤ空
気圧警告灯  が消灯します。

注意 高温の充填ホース

タイヤに空気を充填する間、コンプレッサー
の充填ホースが高温になり、やけどの原因と
なります。

e 作業用手袋を着用してください。

インフォメーション

また、ガソリン スタンドでもタイヤ空気圧の点
検、およびタイヤに空気の充填ができます。

A タイヤ幅 (mm)
B 偏平率 (%)
C タイヤ構造記号

D リム径 (インチ)
E ロード インデックス

F 速度記号

H 210 km/h まで V 240 km/h まで

W 270 km/h まで Y 300 km/h まで

(Y) 300 km/h まで (Y 記号タイヤの場合)。タイ
ヤのロード インデックス (最大積載容量)
の 85 % までを積載した状態で 300 km/h 以
上の速度で走行することが可能です 
(300 km/h 以上で走行する場合はタイヤ
メーカーの確認が必要です)。
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ホイール表記の読み取り
ホイールの情報は、タイヤ バルブの近くのホ
イール スポーク裏面に刻印されています。

図121：ホイール表記

タイヤ損傷の点検

タイヤに次のような損傷を受けた場合は、安全
のためにタイヤを交換してください。

– タイヤ内部の構造物の層が損傷した可能性
があるとき。

– タイヤ空気圧が不足しているときや損傷箇
所がある場合など、それらが原因でタイヤ
が過熱したり、異常な負荷がかかったりし
た可能性があるとき。

タイヤおよびリムの交換
e ホイールを交換するときは、イグニッショ

ンを OFF にしてください。

e 4 輪に装着するタイヤは同一メーカーの同
一仕様 (「N...」など) に統一してください。

e 新しいタイヤを取り付ける前に、最新の認
可事情についてポルシェ正規販売店にお尋
ねください。ポルシェ正規販売店にご相談
ください。

e ポルシェ社がテストを行い、承認したメー
カーのタイヤのみを使用してください。

e 同一アクスル上のトレッド溝の深さの差は
30 % を超えないようにしてください。

e 使用経歴が不明な中古タイヤは使用しない
でください。

e トレッド溝の深さの差を原因とする不必要
な車両操作への影響を避けるため、同一ア
クスル上の両方のタイヤは必ず同時に交換
してください。

e タイヤの交換は、必ず専門の整備工場で実
施してください。
ポルシェ正規販売店にご相談ください。ポ
ルシェ正規販売店のご利用を推奨いたしま
す。十分なトレーニングを受けた経験豊か
なスタッフが、最新の技術情報と専用工具
や専用装置を駆使し、確かな整備をお約束
します。

e ハンドリング特性の変化に合わせた運転を
してください。

A リム幅 (インチ)
B リムフランジ形状記号

C ドロップセンター リム記号

D リム径 (インチ)
E ダブル ハンプ

F リム オフセット (mm)

警告 見えないタイヤ損傷と
リム フランジの損傷

タイヤが損傷すると、特に高速走行時にタイヤ
がバースト (破裂) する恐れがあります。

e 定期的にタイヤの状態 (側面も含めて) を点
検し、異物の噛み込み、欠損、切り傷、亀
裂、側面の膨れなどがないか確認してくだ
さい。

e 縁石を乗り越えるときは、速度を下げ、で
きるだけ直角に通過してください。傾斜が
大きく縁が尖った縁石や角ばった物体 (石
など) に強くぶつかったり乗り上げたりし
ないように注意してください。

e ホイールを損傷した可能性があるとき (特
に内側) は、専門家による点検を受けてくだ
さい。
ポルシェ正規販売店にご相談ください。ポ
ルシェ正規販売店のご利用を推奨いたしま
す。十分なトレーニングを受けた経験豊か
なスタッフが、最新の技術情報と専用工具
や専用装置を駆使し、確かな整備をお約束
します。

e いかなる場合も、タイヤを修理しないでく
ださい。パンク修理剤を使用したタイヤの
シーリングは、緊急の場合に限り 1 回のみ、
最寄りの修理工場までの短距離移動を可能
にします。

警告 グリップしない

新品のタイヤはグリップ性能を十分に発揮で
きません。

e 最初の 200 km は、控えめな速度で走行して
新しいタイヤを慣らしてください。これに
よりタイヤ寿命を伸ばし性能を最大限に引
き出すことができます。

インフォメーション

新しいホイールには、タイヤ空気圧モニタリン
グ (TPM) のタイヤ空気圧センサーを取り付け
なければなりません。
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e この車両の TPM システムに適合するホイー
ルであることを確認してください。適正ホ
イールと TPM に関する情報：ポルシェ正規
販売店にご相談ください。

e タイヤを交換するときは、タイヤ空気圧セ
ンサーのバッテリー充電状態を点検してく
ださい。ポルシェ正規販売店にご相談くだ
さい。ポルシェ正規販売店のご利用を推奨
いたします。十分なトレーニングを受けた
経験豊かなスタッフが、最新の技術情報と
専用工具や専用装置を駆使し、確かな整備
をお約束します。

バルブおよびバルブ キャップ
の点検と交換
e タイヤ空気圧モニタリング (TPM) 用のポル

シェ純正バルブのみを使用してください。
e タイヤを交換する場合は必ずバルブを点検

し、必要に応じて交換してください。
ポルシェ正規販売店のご利用を推奨いたし
ます。十分なトレーニングを受けた経験豊
かなスタッフが、最新の技術情報と専用工
具や専用装置を駆使し、確かな整備をお約
束します。

バルブ キャップがない場合、ほこりや汚れか
らバルブを保護することができないため、漏れ
の原因になることがあります。
e バルブ インサートの汚れを防ぐため、必ず

バルブ キャップをしっかりと閉めてくださ
い。バルブが汚れると、タイヤ空気圧減少
の原因となります。

e 紛失した場合は、直ちに新しいバルブ
キャップを取り付けてください。

e プラスチック製のバルブ キャップのみを使
用してください。

ウィンター タイヤを使用する

e 積雪や凍結の恐れがある時期が近づいた
ら、早めにウインター タイヤを装着してく
ださい。

e ポルシェ社がテストを行い、承認したメー
カーのタイヤのみを使用してください。

e 新しいタイヤに交換する前に、最新の承認
タイヤについてポルシェ正規販売店にお問
い合わせください。ポルシェ正規販売店に
ご相談ください。

スノー チェーンを使用する
スノー チェーンはリヤ タイヤのみに装着して
ください。また「テクニカル データ」の章の
リストを参照して、スノー チェーンの装着に
適したタイヤ/ホイールを使用しなければなり
ません。
e スノー チェーンとホイール ハウジングの

クリアランスを十分に確保するため、ポル
シェ社が承認したスノー チェーンのみを使
用してください。

f 認定スノー チェーンに関するインフォメー
ション：

「タイヤとホイール」（283ページ）を参照し
てください。

e スノー チェーンを装着する前に、ホイール
ハウジングの内側にこびりついた雪や氷を
取り除いてください。

e 最高速度については各国の法規に従ってく
ださい。

タイヤ トレッドの点検
e タイヤのトレッドを定期的に点検してくだ

さい。特に長距離走行の前後は、入念に点
検してください。

e 多くのタイヤはトレッド中央分にウェア イ
ンジケーターを備えています。ウェア イン
ジケーターは主要なトレッド溝に設けられ
ており、トレッド溝の深さが最少の 1.6 mm
になると現れます。

インフォメーション

フロントまたはリヤ タイヤのみを交換した場合
は、前後タイヤのトレッド溝の深さに差がある
ため、それまでの走行とはっきりした違いが感
じられます。この違和感は特にリヤ タイヤを交
換した場合に顕著になります。この違和感は、
走行距離が伸びるにつれて次第に減少します。

警告 最高許容速度の超過

最高許容速度を超えると、タイヤがバースト 
(破裂) する恐れがあります。

e タイヤの最高許容速度を守ってください。
e タイヤの側面に「M＋S」の表示があるタイ

ヤに限り、許容最高速度がこの車両の最高
速度に満たないウィンター タイヤを装着で
きます。オール シーズンおよびオールラウ
ンド タイヤも速度制限の対象となり、これ
が表示されています。

e 最高許容速度を示すステッカーを、ドライ
バーの目に付く場所に貼り付けてくださ
い。法定速度を遵守してください。

e マルチファンクション ディスプレイで最高
許容速度を制限速度として設定する：

f 「制限速度の設定」（234ページ）を参照して
ください。

インフォメーション

このようなタイヤを気温が低い時に使用し続
けると、ドライ/ウェット路面に関係なく、走
行中やコーナリング後の加速中にジャダー ノ
イズが発生することがあります。
サマー タイヤの走行性能は、気温が 7 °C を下回
ると低下し、快適性も損なわれます。このため、
ポルシェ社では気温が 7 °C を下回る時期には
ウィンター タイヤへの交換を推奨しています。
更に外気温度が極端に低くなると (–15 °C以下)、
サマー タイヤに恒久的な損傷が生じることがあ
ります。
ウィンター タイヤは、トレッド溝深さが 4 mm
以下になると性能が低下します。
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安全のため、ウェア インジケーターが現れ
る前にタイヤを交換してください。ウイン
ター タイヤは、トレッド溝の深さが 4 mm
以下になると性能が低下します。

トレッド溝の深さの測定

e 市販のトレッド溝ゲージまたはキャリパー
をタイヤ トレッドに挿入し、タイヤ トレッ
ドの深さを測定してください。

タイヤの保管
e タイヤは、常に乾燥した冷暗場所に保管し

てください。ホイールに装着していないタ
イヤは、立たせた状態で保管してください。

e 外気温が –15 °C 以下の場所にサマー タイ
ヤを保管したり、またはサマー タイヤ装着
車を駐車したりしないでください。

e 燃料、オイル、グリースなどがタイヤに触
れないようにしてください。

e 製造から 6 年以上が経過したタイヤは使用
しないでください。年数が経過すると、ゴ
ムに弾性を与えるために添加している化学
添加物の効果が弱まり、ゴムがもろくなり
ます。タイヤの製造時期は、タイヤ側面の
DOT コードでわかります。たとえば、コー
ドの下 4 桁が「3015」の場合、2015 年の第
30 週に製造されたタイヤです。

ホイールのバランス調整
安全で快適なドライブを楽しんでいただくた
めに、サマー タイヤは春に、M+S 付きのタイ
ヤは冬に入る前にホイール バランスの調整を
受けてください。

e ポルシェ正規販売店にご相談ください。ポ
ルシェ正規販売店のご利用を推奨いたしま
す。十分なトレーニングを受けた経験豊か
なスタッフが、最新の技術情報と専用工具
や専用装置を駆使し、確かな整備をお約束
します。

ホイール交換

ホイール取り付け面のお手入れ

図122：ホイール取り付け面

インフォメーション

タイヤの摩耗に偏りがある場合、車両の不具合
が考えられます。

e ポルシェ正規販売店にご相談ください。ポ
ルシェ正規販売店のご利用を推奨いたしま
す。十分なトレーニングを受けた経験豊か
なスタッフが、最新の技術情報と専用工具
や専用装置を駆使し、確かな整備をお約束
します。

警告 車両の下に入っての
作業

ジャッキから車両が滑り落ちる恐れがあります。

e ジャッキ アップしてタイヤを交換する前に、
すべての乗員を降ろしてください。

e 車両は必ず、車両下側にある規定のジャッ
キアップ ポイントで持ち上げてください。

e 車両が斜面 (上り坂や下り坂など) や道路脇
に駐車されている場合は絶対にジャッキ
アップしないでください。

e ジャッキは、ホイール交換時に車両を持ち
上げるためのみに使用してください。

e やむを得ず車体の下に入って作業する場合
は、必ず強固なサポート スタンドで車体を
支えてください。ジャッキで車体を支える
のは危険ですのでおやめください。

インフォメーション

ホイール交換に必要な工具 (ジャッキ、ホイー
ル ボルト レンチ、組み付け補助工具など) は車
両に標準装備されておりません。
必要となる工具に関する情報：ポルシェ正規販
売店にご相談ください。

インフォメーション

前輪と後輪のタイヤ / ホイール サイズは異な
ります。
ホイールを取り外す場合は、各ホイールの回転
方向や取り付け位置をマーキングしておき、取
り付け時はこれを目印にしてください。

e 認可されたサイズの前輪 / 後輪用ホイール /
タイヤを必ず使用してください。
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ホイール ボルトのお手入れ
e ホイール ボルトは取り付ける前に、必ず清

掃してください。
e ホイール ボルトには油脂類を塗布しないで

ください。

e 損傷したホイール ボルトは交換してくださ
い。この車両専用のポルシェ純正ホイール
ボルト、またはポルシェ社が要求する性能、
品質基準を満たす同等部品のみを使用して
ください。

e ホイール ボルトは160Nmの締め付けトルク
で締め付けてください。

盗難防止ホイール ボルトの使用

図123：盗難防止ホイール ボルト アダプター

盗難防止ホイール ボルト用アダプターは、工
具セットに収納されています。

e 盗難防止ホイール ボルトを脱着するときは、
このアダプターをホイール ボルトとホイー
ル ボルト レンチの間に入れて使用してくだ
さい。

e アダプターを取り付けるときは、ホイール
ボルトの歯がしっかり噛み合っていること
を確認してください。

ホイール交換

車両の準備

1. マニュアル トランスミッション装備車：1 速
ギヤ。
または

PDK 装備車：セレクター レバーを P 位置に
入れてください。

2. エレクトリック パーキング ブレーキを作
動させてください。

3. キーを抜き取ってください。ポルシェ エン
トリー & ドライブ装備車：リモート コント
ロール ユニット。

4. 交換するタイヤの反対側の車輪に輪止めを
するなどして、車両が不意に動き出さない
ようにしてください。

5. 取り外すホイールのボルトを少しだけゆる
めてください。

6. 車両のリフト アップは必ず所定のジャッキ
アップ ポイントで行ってください。
f 「ジャッキおよびリフティング プラット

フォーム」（116ページ）を参照してくだ
さい。

7. 車両を持ち上げ、ホイールを地面から浮か
せてください。

知識

ホイールおよびホイール取り付け面を損傷す
る恐れがあります。

e ブレーキ ディスクのホイール取り付け面 B
およびホイール本体の取り付け面に油脂類
を塗布しないでください。

e A 部分のみに油脂類を塗布できます。この部
分には Optimoly® TA グリースを薄く塗布して
ください。ポルシェ正規販売店にご相談くだ
さい。他の油脂類は使用しないでください。
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ホイール交換

図124：組み付け補助工具

1. PCCB 非装備車：ホイール ボルト A を取り外
してください (図124)。
または

PCCB装備車：ホイール ボルト A および B を
取り外してください (図124)。

2. 取り外したホイール ボルトの代わりに、ホ
イール取り付け補助工具 (図124) をねじ込
んでください。

3. 残りのホイール ボルトを取り外してくだ
さい。

4. 交換するタイヤを外し、新品のタイヤを取
り付けてください。

f 「ホイール取り付け面のお手入れ」（148
ページ）を参照してください。

f 「ホイール ボルトのお手入れ」（149ペー
ジ）を参照してください。

5. ホイール ボルトを挿入し、対角線方向の順
に少しだけ締め付けてください。

6. ホイール取り付け補助工具を外し、残りの
ホイール ボルトを仮締めしてください。
すべてのホイール ボルトを対角線方向の順
に少しだけ締め付け、ホイールの中心位置
を合わせてください。

7. 必要に応じてタイヤの空気圧を調整してく
ださい。
f 「タイヤ空気圧」（286 ページ）を参照し

てください。

8. 車両を完全に下げた後、ジャッキを取り外
してください。

9. ホイール ボルトを対角線方向の順に完全に
締め付けてください。
ホイール ボルトを締め付けたら、直ちにト
ルク レンチを使用してホイール ボルトを
160 Nm の締め付けトルクで増し締めして
ください。

f 「タイヤ空気圧モニタリング (TPM)」（142
ページ）を参照してください。

知識

正しくホイール交換を行わないと、ブレーキ
ディスクを損傷する恐れがあります。特に
PCCB 装備車の場合は注意してください。

e ホイールを交換する場合は、組み付け補助工
具を取り付けてください。

インフォメーション

ホイール交換後、タイヤ空気圧モニタリング シ
ステム (TPM) の設定をマルチファンクション
ディスプレイで更新する必要があります。
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チャイルド シート

ポルシェ社では、ポルシェ テクイップメント
製品のチャイルド シートを使用することを推
奨いたします。取り付け方法に関するインフォ
メーション：
e ポルシェ正規販売店にご相談ください。

f 「チャイルド シートの使用 (シート ベルト
による固定)」（153ページ）を参照してく
ださい。

f 「推奨するチャイルド シートの使用 (ISOFIX 
システムによる固定)」（155ページ）を参
照してください。

f 「助手席エアバッグのON/OFF – 助手席エア
バッグOFF警告灯」（157ページ）を参照して
ください。

e チャイルド シートを取り付けるときは、常
にシート ヒーターのスイッチを OFF にして
ください。

図125：サンバイザーのエアバッグ警告ラベル

e エアバッグの警告ステッカー A は、剥がし
たり、表面を汚したり、読み取りができな
い状態にしたりはしないでください。

危険 チャイルド シート装
置の誤った使用

チャイルド シートを正しく使用しなかった場
合、重傷または致命傷を負う危険があります。

車種に適さないチャイルド シートを使用した
場合、またはチャイルド シートを車両に正し
く取り付けていない場合は、事故の際に保護効
果を十分に発揮できません。

e チャイルド シートに付属の取扱説明書をよ
く読み、注意事項を必ず遵守してください。

e フル バケット シートではチャイルド シー
トを使用しないでください。

f 「各種シートへのチャイルド シートの
取り付け」（157ページ）を参照してく
ださい。

e チャイルド シートは道路交通法に従って使
用してください。

e ポルシェ社が推奨するチャイルド シートの
みを使用してください。ポルシェ社推奨の
チャイルド シートは、ポルシェ社がテスト
を実施し、この車両のインテリアやお子様
の体重グループに適するように調整されて
います。推奨外のチャイルド シートはテス
トされておらず、万一のときに負傷する危
険性が高まります。

e チャイルド シートを助手席で使用する前に、
必ず助手席エアバッグを OFF にしてくだ
さい。

危険 助手席でのチャイルド 
シートの使用

助手席エアバッグは、ある程度の体格と最低限
の体重のある乗員にのみ保護効果を発揮しま
す。チャイルド シートを助手席に取り付けた
場合、または小柄な乗員が助手席に乗車してい
る場合、助手席エアバッグが作動することによ
り重傷または致命傷を負う危険があります。

e チャイルド シートを助手席に取り付けると
きは、必ず助手席エアバッグを OFF にして
ください。

e 助手席とチャイルド シートが確実に接する
ように助手席のシート バックレストの角度
を調節してください。
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チャイルド シートの体重グ
ループによる分類

図126：チャイルド シートの ECE ラベルの例

体重グループ0、0＋のお子様：
13 kg まで

この体重グループのお子様は、後ろ向きに着座
するタイプのチャイルド シートを必ず使用し
てください。

体重グループIのお子様：

9～18 kg
この体重グループのお子様は、前向きに着座す
るタイプのチャイルド シートを必ず使用して
ください。

体重グループIIのお子様：
15～25 kg
この体重グループのお子様は、前向きに着座す
るタイプのチャイルド シートを必ず使用して
ください。

体重グループIIIのお子様：
22～36 kg
この体重グループのお子様は、前向きに着座す
るタイプのチャイルド シートを必ず使用して
ください。

A サイズ分類

B 「汎用 (ユニバーサル) 」または「準汎用 (セミ ユ
ニバーサル) 」マーク

C 体重グループ
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チャイルド シートの使用 (シート ベルトによる固定)
推奨するチャイルド シート（シート ベルトによる固定）
f 「チャイルド シートの使用 (シート ベルトによる固定)」（154ページ）を参照してください。

体重グループ メーカー 形状 承認番号 ポルシェ部品番号 助手席への取り付け

グループ 0 
および 0+：
13 kg まで

Britax-Römer ポルシェ ベビー
シート 
G0+

E1 04301146 955.044.805.84 – 後ろ向きに取り付ける

– 助手席シートをいっぱいまで後方、上方に
調節する

– 助手席エアバッグが OFF の場合のみ

グループ I：
9～18 kg

Britax-Römer ポルシェ ジュニ
ア シート 
ISOFIX G1

E1 04301199 955.044.806.09 – 前向きに取り付ける

– 助手席シートをいっぱいまで後方、上方に
調節する

– 助手席エアバッグが OFF の場合のみ

グループ II：
15～25 kg

Britax-Römer ポルシェ ジュニ
ア プラス 
G2 + G3

E1 04301169 955.044.806.19 – 前向きに取り付ける

– 助手席シートをいっぱいまで後方、上方に
調節する

– 助手席エアバッグが OFF の場合のみ

グループ III：
22～36 kg

Britax-Römer ポルシェ ジュニ
ア プラス 
G2 + G3

E1 04301169 955.044.806.19 – 前向きに取り付ける

– 助手席シートをいっぱいまで後方、上方に
調節する

– 助手席エアバッグが OFF の場合のみ
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チャイルド シートの使用 (シート ベルトによる固定)
下表は、ECE-R16 規格を遵守し、シート ベルトで固定して使用できるチャイルド シートの概要です。

「汎用 (ユニバーサル) 」 / 「準汎用 (セミ ユニバーサル) 」のマークは、チャイルド シートの ECE ラベル (オレンジ色) に表示されています (図126)。

U：この体重グループに属する「汎用 (ユニバーサル) 」のチャイルド シートの取り付けに適しています。

L：153ページに記載されている特定のチャイルド シートの取り付けに適しています。

体重グループ チャイルド シートの助手席での使用 1) 2)

グループ 0：
10 kg まで

U/L

グループ 0+：
13 kg まで

U/L

グループ I：
9～18 kg

U/L

グループ II：
15～25 kg

U/L

グループ III：
22～36 kg

U/L

1) 助手席エアバッグが OFF の場合のみ。153ページの助手席へのチャイルド シート取り付けに関す
る注意事項を参照してください。

2) 助手席シートをいっぱいまで後方、上方に調節すること。
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推奨するチャイルド シートの使用 (ISOFIX システムによる固定)
推奨するチャイルド シート (ISOFIX システムによる固定)
「チャイルド シートの使用 (ISOFIX システムによる固定)」（156ページ）を参照してください。

体重グループ メーカー 形状 承認番号 ポルシェ部品番号 助手席への取り付け

グループ 0 
および 0+：
13 kg まで

Britax-Römer ポルシェ ベビー
シート G0+
使用部品：

ISOFIX ベース

E1 04301146 955.044.805.84
使用部品：
955.044.805.97

– 後ろ向きに取り付ける

– 助手席シートをいっぱいまで後方、上方に
調節する

– 助手席エアバッグが OFF の場合のみ

グループ I：
9～18 kg

Britax-Römer ポルシェ 
ジュニア シート
ISOFIX G1

E1 04301199 955.044.806.09 – 前向きに取り付ける

– 助手席シートをいっぱいまで後方、上方に
調節する

– 助手席エアバッグが OFF の場合のみ

グループ II：
15～25 kg

Britax-Römer ポルシェ 
ジュニア プラス
ISOFIT G2 + G3

E1 04301198 955.044.806.18 – 前向きに取り付ける

– 助手席シートをいっぱいまで後方、上方に
調節する

– 助手席エアバッグが OFF の場合のみ

グループ III：
22～36 kg

Britax-Römer ポルシェ 
ジュニア プラス
ISOFIT G2 + G3

E1 04301198 955.044.806.18 – 前向きに取り付ける

– 助手席シートをいっぱいまで後方、上方に
調節する

– 助手席エアバッグが OFF の場合のみ
155
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チャイルド シートの使用 (ISOFIX システムによる固定)
下表は、ECE-R16 規格に従って ISOFIX システムで固定して使用できるチャイルド シートの概要です。

「汎用 (ユニバーサル) 」または「準汎用 (セミ ユニバーサル) 」のマークは、チャイルド シートの ECE ラベル (オレンジ色) に表示されています。

体重グループ サイズ分類 固定具 助手席シートの ISOFIX リテーニング ラグ 1)  2)  3)

ベビー シート

(左向きまたは右向きチャ
イルド シート)

F
G

ISO/L1
ISO/L2

X
X

グループ 0：10 kg まで E ISO/R1 IL/SU

グループ 0+：13 kg まで E
D
C

ISO/R1
ISO/R2
ISO/R3

IL/SU
IL/SU

X

グループ I：9～18 kg D
C
B

B1
A

ISO/R2
ISO/R3
ISO/F2

ISO/F2X
ISO/F3

IL/SU
X

IL/SU
IL/SU
IL/SU

グループ II：15～25 kg IL/SU

グループ III：22～36 kg IL/SU

1) 助手席エアバッグが OFF の場合のみ。155ページの助手席へのチャイルド シート取り付けに関する注意事項を参照してください。

2) 助手席シートをいっぱいまで後方、上方に調節すること。

3) 助手席シートに ISOFIX 用のリテーニング ラグが装備されている場合、「準汎用 (セミ ユニバーサル) 」のチャイルド シートが取り付けに適しています。チャイルド 
シートに付属の車両リストおよびポルシェ社が推奨するチャイルド シート (155ページ) を参照してください。

X： このサイズ分類のチャイルド シートには適していません。

SU：「準汎用 (セミ ユニバーサル) 」ISOFIX システム認証のチャイルド シートの取り付けに適しています。チャイルド シートに付属の車両リストを
参照してください。

IL：155ページに記載されている特定の ISOFIX チャイルド シートに適しています。
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チャイルド シートの取り付け
各種シートへのチャイルド シートの取り
付け

図127：フル バケット シート

フル バケット シート (図127) ではチャイルド
シートを使用しないでください。
その他の種類のシートでは、推奨するチャイル
ド シートが使用できます。

f 「シート」（110ページ）を参照してください。

f 「推奨するチャイルド シート（シート ベル
トによる固定）」（153ページ）を参照してく
ださい。

f 「推奨するチャイルド シート (ISOFIX システ
ムによる固定)」（155ページ）を参照してく
ださい。

ベビー キャリア
サイズ分類 F および G の左向きまたは右向き
タイプのチャイルド シート (ベビー キャリア
など) は、いかなるシートにも使用できません。

f 「チャイルド シートの使用 (ISOFIX システム
による固定)」（156ページ）を参照してくだ
さい。

ポルシェ社では、ポルシェ テクイップメント
製品のチャイルド シート (ポルシェ ベビー
シート ISOFIX GO+ など) を使用することを推奨
いたします。

f 「推奨するチャイルド シート（シート ベル
トによる固定）」（153ページ）を参照してく
ださい。

f 「推奨するチャイルド シート (ISOFIX システ
ムによる固定)」（155ページ）を参照してく
ださい。

助手席エアバッグのON/OFF – 助手席エア
バッグOFF警告灯

図128：助手席エアバッグの ON/OFF

1. イグニッションを OFF にしてください。

2. グローブ ボックスを開いてください。
3. エマージェンシー キーをキーから取り外し

てください。

f 「エマージェンシー キーを使用する場合」
（73ページ）を参照してください。

4. エマージェンシー キーは、キー スイッチに
入るところまで差し込んでください。
エマージェンシー キーの歯がキー スイッ
チ内に約 3/4 まで挿入されます。

5. エマージェンシー キーに大きな力をかけず
に回し、助手席エアバッグを OFF (解除) ま
たは ON (作動) にしてください。
助手席エアバッグ OFF 警告灯が点灯します。

6. エマージェンシー キーをキーから取り外し
てください。

7. グローブ ボックスを閉じてください。

知識

助手席エアバッグ スイッチまたはエアバッグ
システムが損傷することがあります。

e エマージェンシー キーは、キー スイッチに
入るところまで差し込んでから回してくだ
さい。大きな力をかけずにキー スイッチを
回してください。

e 助手席エアバッグは、イグニッションが OFF
のときにのみ、ON または OFF に切り替えて
ください。

危険 助手席エアバッグの不
意の作動により重傷ま
たは致命傷を負う危険

キー スイッチにエマージェンシー キーを挿入
したまま走行すると、振動によりエマージェン
シー キーが不意に回転してエアバッグが作動
する恐れがあります。

e エマージェンシー キーをキー スイッチに
挿入したまま走行しないでください。
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助手席側 (シート 2) エアバッグを OFF にした場
合、イグニッションを ON にしたとき、または
エンジン作動中にオーバーヘッド コンソール
の助手席エアバッグ OFF 警告灯が常時点灯し
ます。

図129：助手席エアバッグ OFF 警告灯

ISOFIXチャイルド シートの取り付け

図130：助手席シートの ISOFIX チャイルド シート

f 「推奨するチャイルド シート (ISOFIX システ
ムによる固定)」（155ページ）を参照してく
ださい。

f チャイルド シートに付属の取扱説明書をよ
く読み、注意事項を必ず遵守してください。

ISOFIX チャイルド シートを固定するリテーニン
グ ラグ A の位置を示すマークは、助手席のシー
ト面にあります (装備によって異なります)。
1. エマージェンシー キーを使用して、助手席

エアバッグを OFF にしてください。
オーバーヘッド コンソールの 助手席エア
バッグ OFF 警告灯が点灯します。

f 「助手席エアバッグのON/OFF – 助手席エ
アバッグOFF警告灯」（157ページ）を参
照してください。

危険 助手席エアバッグを 
OFF にする

助手席エアバッグを OFF にしたままにしてお
くと、事故の際にエアバッグが作動しません。

e チャイルド シートを助手席に取り付けてい
る場合にのみ、助手席エアバッグを OFF に
してください。

e チャイルド シートを取り外した後は、必ず助
手席エアバッグを再び ON にしてください。

インフォメーション

助手席エアバッグを OFF にするキー スイッチ、
助手席エアバッグ OFF 警告灯、および助手席の
ISOFIX アタッチメント ブラケットは、特定の装
備仕様にのみ取り付けられています。ポルシェ
正規販売店でオプションとして装着してくだ
さい (フル バケット シート装備車には取り付
けができません)。このシステムを取り付けた
場合、助手席シート バックレストの調節範囲が
制限されます。

e ポルシェ正規販売店にご相談ください。ポ
ルシェ正規販売店のご利用を推奨いたしま
す。十分なトレーニングを受けた経験豊か
なスタッフが、最新の技術情報と専用工具
や専用装置を駆使し、確かな整備をお約束
します。

危険 助手席エアバッグの
故障と作動不良

助手席エアバッグを OFF にして、イグニッショ
ンを ON にしたときに助手席エアバッグ OFF 警
告灯が点灯しなかった場合は、システムに不具
合が発生している可能性があります。

e 助手席にチャイルド シートを取り付けない
でください。

e ポルシェ正規販売店で早急に故障を修理し
てください。ポルシェ正規販売店にご相談
ください。ポルシェ正規販売店のご利用を
推奨いたします。十分なトレーニングを受
けた経験豊かなスタッフが、最新の技術情
報と専用工具や専用装置を駆使し、確かな
整備をお約束します。
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図131：ISOFIX システム付きチャイルド シートの取
り付け

2. チャイルド シートを付属の説明書に従って
リテーニング ラグ A に固定してください。

3. チャイルド シートを引っ張って、両側のリ
テーニング ラグに確実に固定されているか
点検してください。
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テスト スタンドでの測定 テスト スタンド測定の実施
パフォーマンス テスト
ポルシェ社ではローラー タイプ テスト スタン
ドでのパフォーマンス テストを承認していま
せん。

ブレーキ テストの実施
e ブレーキ テストには、ローラー タイプ テス

ト スタンドのみを使用してください。
以下の制限値を超えないでください。

– テスト速度：7.5 km/h
– 測定時間：20 秒

エレクトリック パーキング ブレーキのテ
スト
e ブレーキ テスト スタンドでエレクトリッ

ク パーキング ブレーキのテストを行うと
きは必ずイグニッションを ON にし、マ
ニュアル トランスミッション車ではギヤ シ
フト レバーをニュートラルに、Porsche 
Doppelkupplung (PDK) 装備車はセレクター 
レバーを N の位置にします。

車両が自動的にブレーキ テスト モードに切り
替わり、エレクトリック パーキング ブレーキ
のテストが可能になります。マルチファンク
ション ディスプレイにメッセージが表示され
ます。

警告 有毒な排気ガスの吸引

排気ガスを吸引して中毒を起こす恐れがあり
ます。

排気ガスは無色無臭の一酸化炭素を含んでい
ます。一酸化炭素は少量でも人体に有害で、中
毒を起こす恐れがあります。

e エンジンを作動させた状態で作業するとき
は、必ず車両を屋外に駐車させるか、また
は換気の良い場所で行ってください。

警告 不十分な車両の固定

車両がしっかり固定されていない、または正し
く固定されていない場合、不意に動いたり、
ジャッキやリフティング プラットフォームな
どのリフト装置から落下したりする恐れがあ
ります。これにより深刻な怪我や損傷を受ける
場合があります。

e 車両をジャッキで持ち上げる場合、固く水
平な場所でのみ行ってください。

e 車両は必ず、車両下回りにある規定の
ジャッキアップ ポイント (図84、図85) で持
ち上げてください。

e 車両の下に入って作業する場合は、必ず強
固なサポート スタンドで車体を支えてくだ
さい。

e 車両をジャッキアップした後は、エンジン
を始動しないでください。エンジンの振動
により車両が落下する恐れがあります。
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デバイス マネージャー
デバイス マネージャーを開く

図132：デバイス マネージャーを開く

以下の接続は、デバイス マネージャーを使用
して集中管理できます。

– 電話：PCM を携帯電話に Bluetooth® で接続
してください。

f 「携帯電話をBluetooth®で接続する（携帯
電話の準備）」（164ページ）を参照して
ください。

f 「別の携帯電話を接続して使用する」
（165ページ）を参照してください。

– Bluetooth オーディオ：PCM を外部 Bluetooth®
メディア ソースに接続してください。

f 「外部機器を Bluetooth® 経由で接続する」
（225ページ）を参照してください。

– データ接続設定：外部 SIM カード経由でデー
タ接続を確立します。

f 「接続」（131ページ）を参照してください。

– ホットスポット：PCM のワイヤレス インター
ネット アクセスを利用する

f 「WiFi ホットスポット（ワイヤレス イン
ターネット アクセス）の起動」（133ペー
ジ）を参照してください。

– ポルシェ コネクト アプリ：アプリを PCM に
WiFi 経由で接続します。

f 「ポルシェ コネクト アプリ」（217ページ）
を参照してください。

– スマートフォン リンク：Apple CarPlay を使
用します。

f 「Apple CarPlay」（274ページ）を参照して
ください。

接続ステータスの表示
f 「接続ステータスの表示」（165ページ）を参

照してください。

e フッターの  または  (接続状態によ

り異なる) を選択してください。

または

 ボタン e  ボタン eデバ
イス マネージャーを選択してください。

インフォメーション

ポルシェ コミュニケーション マネージメント
(PCM) の操作に関するインフォメーション：

f 「ポルシェ コミュニケーション マネージメ
ント (PCM)」（219ページ）を参照してくだ
さい。
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電気ソケット
12 ボルト プラグ ソケットの
使用
12 ボルト プラグ ソケットには、12 V 仕様の電
装品 (アクセサリー ) を接続できます。

12 ボルト プラグ ソケットは助手席側の足元に
あります。

充電アダプターの接続

図133：12 ボルト プラグ ソケットおよびシガー ライ
ター用の充電アダプター

インフォメーション

– 12 ボルト プラグ ソケットおよび接続して
いる電装品 (アクセサリー ) は、イグニッ
ションが OFF のときでも、キーを抜いた状
態でも使用できます。エンジンを停止した
ままアクセサリーを使用すると、バッテ
リー上がりの原因になります。車両のバッ
テリーを保護するため、30 分後に電源の供
給が遮断されます。電装品への電源供給を
再開するには、イグニッションを ON にして
ください。

– 電装品が 1 つだけ作動している場合、12 ボ
ルト プラグ ソケットまたはシガー ライ
ターの最大電流値は 20 A です。複数の電装
品を同時に使用する場合は、12 ボルト プラ
グ ソケットまたはシガー ライター 1 つ当た
りの電流値が 10 A を超えないようにしてく
ださい。

– シールドされていない機器を使用すると、
ラジオおよび車両電装品に対する電波干渉
の原因となることがあります。

A 使用可能な充電アダプター

B 使用できない充電アダプター

知識

電気系統を損傷する恐れがあります。

e 適切な充電アダプター (A) のみを使用してく
ださい：グラウンド端子部から充電アダプ
ター上端までの寸法 X は約 16 mm 未満でな
ければなりません。

e グラウンド端子部から充電アダプター上端
までの寸法 X が 16 mm 以上の不適切な充電
アダプター (B) を使用すると、12 ボルト プ
ラグ ソケットが損傷することがあります。
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電話
概要
この概要説明は「電話」の章に記載された情
報に代わるものではありません。操作する際
は、この概要のみでなく「安全指示」および
「警告」を必ずお読みください。

ポルシェ コミュニケーション マネージメント
(PCM) の操作に関するインフォメーション：

f 「ポルシェ コミュニケーション マネージメ
ント (PCM)」（219ページ）を参照してくだ
さい。

図134：電話番号を入力する 図135：電話番号を入力する (キーパッド)

運転者が何をしたいか? その操作方法は? ページ

携帯電話を Bluetooth® で接続する (携帯電話の
準備)

e  ボタン e電話を接続 e新しい電話を検索 164

接続された 2 つの携帯電話を切り替える e ヘッドラインの  または  (A および E を参照) を選択してください。 165

データ接続を確立する (接続) e ポルシェ専用 SIM カード経由でデータ接続を確立します。 133

番号をダイヤルする e  ボタン eキーパッド  (B を参照) eD を使用して番号を入力 e  を選
択してください ( C を参照)。

165

着信に応答する / 拒否する e  応答 または  キャンセルを選択してください。 166

通話を終了する e フッターまたは電話メニューの  を選択してください。 166

電話会議を開始する e  ボタン e番号をダイヤル eキーパッド e e他の参加者の番号をダ

イヤルします e e
167

ボイスメールを聞く e  ボタン eキーパッド e  を押し続けてください。 166

通話履歴を表示する e  ボタン e通話履歴  (F を参照) e通話履歴を選択してください。 167

メッセージを表示する e  ボタン eメッセージ  (G を参照) eSMS または E メール eフォルダーを
選択してください。

168

連絡先を表示する e  ボタン e連絡先  (H を参照) を選択してください。 167
163
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携帯電話をBluetooth®で接続する
（携帯電話の準備）
新しい携帯電話を接続する
b 携帯電話の Bluetooth® 機能が有効で、他の

機器から探索可能な状態になっている。

b PCM の Bluetooth® 機能が有効になっている。

f 「PCM の Bluetooth® 機能を有効にする」
（164ページ）を参照してください。

PCM の Bluetooth® 機能を有効にする
警告 事故を起こす恐れがあ

ります

走行中に携帯電話を使用すると、交通状況に対
する注意力が低下する恐れがあります。車両の
コントロールを失う恐れがあります。

e 必ずハンズ フリー機器を使用してください。

警告 怪我をする恐れがあり
ます。

ガソリン スタンド、燃料貯蔵所、化学工場、お
よびの爆破作業の近くなど、危険な場所では携帯
電話の電源を切ってください。携帯電話は車両の
装備品と電波干渉を起こすことがあります。

e 常に法律および各地域の規定、および取扱
説明書に従ってください。

インフォメーション

適合する携帯電話の一覧はウェブサイト 
(www.porsche.com) から入手することができ
ます。

1.  ボタン e電話を接続
または

フッターの  または  (接続状態によ
り異なる) e電話を選択してください。

2. 新しい電話を検索を選択し、機器リストか
ら携帯電話を選択してください。

6 桁の Bluetooth® コードが生成され、PCM
および携帯電話に表示されます。

3. PCM と携帯電話に表示された Bluetooth® 
コードを比較してください。

4. PCMと携帯電話のBluetooth®コードが一致

していれば確定してください。

電話の接続に成功すると、数字入力

（キーパッド メニュー）が PCM に表示

されます。

インフォメーション

Windows® および iOS オペレーティング システ
ムを搭載した携帯電話については、携帯電話か
ら接続を開始することをお勧めします。

e 携帯電話の Bluetooth® メニューから利用可

能な機器を検索してください。  
ボタンを押して PCM を探索可能な状態にし

てください。接続操作にはディスプレイに

電話を接続を表示する必要があります。

e 利用可能な機器リストから PCM を選択して

ください。PCM の Bluetooth® デバイス名を表

示させるには、  ボタン e
ボタン e電話設定 eBluetooth eBluetooth 名を

選択します。

f 「Bluetooth® 機能とデバイスを管理する」
（169ページ）を参照してください。

1.  ボタン e  ボタン e電話
設定

2. Bluetooth eBluetooth を ON を選択して、
PCM の Bluetooth® 機能を有効にしてくだ
さい。

インフォメーション

Bluetooth® 接続の場合、ハンズ フリー プロファ
イル (HFP) を介して、携帯電話を PCM に接続す
ることができます。
ハンズ フリー プロファイルを使用すると、PCM
は接続された携帯電話の Bluetooth® ハンズ フ
リー ユニットとして機能し、携帯電話によって
は電話帳、通話履歴、およびメッセージの内容
にアクセスすることができます。そのため、車
両を停車した後に現在の通話を携帯電話に転
送し、車両の外でも通話を継続することができ
ます。
f Bluetooth® のプロファイルに関する詳細な情

報は、携帯電話の取扱説明書を参照してくだ
さい。
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登録済みの携帯電話に接続する
b 携帯電話の Bluetooth® 機能が有効で、他の機

器から探索可能な状態になっている。

b PCM の Bluetooth® 機能が有効になっている。

f 「PCM の Bluetooth® 機能を有効にする」
（164ページ）を参照してください。

b 携帯電話が PCM に既に接続されている。

別の携帯電話を接続して使用する
b 携帯電話が PCM に既に接続されている。

Bluetooth® デバイスの削除、または 
Bluetooth® インフォメーションの表示

電話をかけるには PCM を使用
してください
アジア諸国では、データ接続を確立する際にの
み外部 SIM カードを使用します。

データ接続に関するインフォメーション：
f 「接続」（131ページ）を参照してください。

接続ステータスの表示
以下のアイコンがフッターに表示されます (接
続状態により異なる)。

デバイス マネージャーを開く
f 「デバイス マネージャー」（161ページ）を

参照してください。

電話番号をダイヤルする
電話番号を入力する (キーパッド)

1. フッターの  または  (接続状態によ
り異なる) を選択してください。
または

 ボタン e  ボタン eデバ
イス マネージャー

2. 電話 1 を選択してください。
登録されている携帯電話のリストが最大
20 件表示されます。

3. リストから携帯電話を選択してください。
携帯電話が Bluetooth® 経由で接続されます。

1. フッターの  または  (接続状態によ

り異なる) を選択してください。

または

 ボタン e  ボタン eデバ
イス マネージャー

2. 電話 2 を選択してください。

3. リストから携帯電話を選択するか、新しい
携帯電話を接続してください。

f 「新しい携帯電話を接続する」（164ペー
ジ）を参照してください。

接続された携帯電話は両方とも着信可能
ですが、発信は有効な携帯電話でのみ行う
ことができます。

e ヘッドラインの  または  (A、図 134)
を選択し、接続された 2 つの携帯電話を切
り替えてください。

1.  ボタン e  ボタン e電話
設定 eBluetooth eBluetooth デバイス

2. リストから携帯電話を選択してください。

3. 登録された Bluetooth® デバイスのリストか
ら任意の携帯電話を削除するには、削除を
選択してください。
または

Bluetooth® デバイスのインフォメーション
を見るには、詳細を選択してください。

Bluetooth® アドレス、接続ステータス、お
よび利用可能な Bluetooth® プロファイルが
表示されます。
または

Bluetooth® デバイスと PCM 間の接続を確立
する、または切断するには、接続を確立す
る / 切断を選択します。

インフォメーション

開始後、PCM は前のデバイス設定を自動的に復
元します。デバイスが車内にない場合は、シス
テムが他の認識済みデバイスを探索します。

シンボル 意味

電話が接続されていません。

データ接続は使用できません (考え
られる原因：接続が確立されていな
い、ネットワーク通信接続不良、ま
たは音声接続中のデータ接続中断）。

LTE 携帯電話ネットワーク経由など、
外部 SIM カードのデータ接続が確立
されています。

UMTS/HSPA 携帯電話ネットワーク
(3G) 経由でデータ接続が確立されて
います。

EDGE 携帯電話ネットワーク (GSM) 経
由でデータ接続が確立されています。

電話機能用の携帯電話ネットワーク
受信強度を示しています。

1.  ボタン eキーパッド 

2. 数字フィールドから番号を入力してくだ
さい。

電話番号が既知の場合は、選択が提示され
ます (vCardが表示されます)。

3.  を選択してください。
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リダイヤル機能を開く

通話履歴から番号をダイヤルする
f 「通話履歴を表示する」（167ページ）を参

照してください。

連絡先から番号をダイヤルする
f 「連絡先を使用する」（167ページ）を参照

してください。

ボイスメールを聞く

着信に応答する / 通話を終了
する
着信に応答する / 拒否する
b 着信が入ったとき。

通話を終了する

通話中の各種機能
マイクのミュート
b 通話中である。

通話の保留
b 通話中である。

インフォメーション

DTMF (デュアル トーン マルチ周波数) トーンお
よび付加サービス (＊及び♯キーによるコード
サービス) に対応しています。

1.  ボタン eキーパッド 

2.  を選択し、キーパッドで前回ダイヤル
した電話番号を表示させてください。

3.  を選択してください。

インフォメーション

リダイヤルのメモリーはイグニッションを OFF
にすると消去されます。

1.  ボタン e通話履歴 

2. 希望の通話履歴を選択し、項目を選択し
てください。

3.  を選択してください。

1.  ボタン e連絡先 

2. 希望の連絡先を検索し、選択してください。

3. 希望の電話番号をダイヤルしてください。

4.  を選択してください。

1.  ボタン eキーパッド 

2. ボイスメールを聞くには、  を押し続け
てください。

インフォメーション

この機能を最初に使用するときは、ボイスメー
ル番号の入力プロンプトが 1 回表示されます。
f 「電話設定の変更」（169ページ）を参照し

てください。

e  応答を選択してください。
または

携帯電話の通話ボタンを押してください。
または

ステアリング ホイールの通話ボタンを押
してください。

e 着信を拒否するには、  拒否を押してく
ださい。
または

携帯電話の終話ボタンを押してください。
または

ステアリング ホイールの終話ボタンを押
してください。

インフォメーション

携帯電話で「ミュート」または「会議」プロ
ファイルを設定している場合、一部のデバイス
では、着信があった場合にも PCM の呼び出し
音が鳴らないことがあります。

e フッターまたは電話メニューの  を選
択してください。
または

携帯電話の終話ボタンを押してください。
または

ステアリング ホイールの終話ボタンを押
してください。

e マイクをミュートするには  を選択して
ください。

e 接続表示の隣にある  を選択してくだ
さい。
または

 ボタン e通話を保留を選択してく
ださい。

e 通話を再開するには、保留中表示の隣に

ある  を選択してください。

または

 ボタン e通話するを選択してくだ
さい。
＊ 日本仕様に設定はありません。
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電話会議を開始する
b 通話中である。

2 つの会議間の切り替え (スワッピング)
b 通話中である。

b 通話が保留中である。

通話履歴を表示する
通話の表示

通話を消去
b 携帯電話が Bluetooth® 経由で接続されている。

マルチファンクション ディス
プレイで電話を使用する
マルチファンクション ディスプレイの使用に
関するインフォメーション：

f 「マルチファンクション ディスプレイ」
（231ページ）を参照してください。

電話番号をダイヤルする

– 電話帳 
– 発信履歴

着信に応答する / 拒否する
b 着信が入ったとき。

– 着信に応答する 
– 着信を拒否する 

同時に複数の通話を行う / 通話を終了する
b 通話中である。

– 新しい通話：通話中に別の参加者に電話し
ます。

– 通話を切り替える：別の通話を行うために、
参加者を切り替えます。

– 会議通話：電話会議に参加者を追加します。

– 通話終了：通話中の電話を終了します。

連絡先を使用する
連絡先の表示

1.  ボタン eキーパッド 

2.  を選択して、新たな会議を追加してく
ださい。

3. 新しい会議を追加するには：
数字フィールドを使用して新しい電話番
号をダイヤルします。
または

通話履歴から電話番号を選択します。
または

電話帳にある既存の連絡先を選択します。

4.  を選択してください。

5. 会議を開始するには  を選択してくだ
さい。
または

 ボタン e  ボタン e会議

e 会議を保留にするには、  ボタ

ン e  ボタン e会議を保留を選択

してください。

e 保留中の通話を選択して有効にし、それま
で有効だった通話を保留にします。
または

 ボタン e  ボタン e通話
を切り替える

1.  ボタン e通話履歴 

2. 希望のページをブラウズ (スワイプ) して
ください。
– すべての通話 
– 不在着信 
– 発信 
– 着信 

3. 通話履歴から項目を選択してください。

詳細画面が表示されます。

1.  ボタン e通話履歴 

2. 希望の通話履歴を選択し、発信者を選択
してください。

3.  ボタンを押してください。

4. PCM の通話履歴から通話を消去するには、
通話を削除を選択してください。

インフォメーション

車両から発信された通話のみが消去されます。

1. 電話メニューを選択してください。

2. リストから希望の番号を検索し、項目を選
択してください。

e 電話メニューを選択してください。

e 電話メニューを選択してください。

1.  ボタン e連絡先 
167
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連絡先の検索

連絡先の送信

連絡先リストの並び替え

MyScreenにお気に入りを追加

個人画面のお気に入りを消去
f 「個人画面の設定」（223ページ）を参照し

てください。

メッセージの表示および消去
メッセージ機能を使用することで、SMS や E
メールを読んだり、音声で読み上げさせたり、
メッセージに書かれている電話番号に電話を
かけたりできます。
この機能は、携帯電話が Bluetooth® メッセージ
アクセス プロファイルに対応している場合の
み利用することができます。携帯電話はテキス
ト メッセージ機能に対応していても、E メール
機能には対応していないことがあります。
この設定に関する詳しい情報は、お使いの携帯
電話の取扱説明書を参照してください。

テキスト メッセージの表示

E メールの表示

メッセージを聞く (テキスト、E メール)

1.  ボタン e連絡先 e連絡先を
検索

2. 入力フィールドに名前を入力してください。
結果リストが表示されます。

3. 希望の項目を選択してください。

1.  ボタン e連絡先 

2. 連絡先を選択してください。

連絡先詳細が表示されます。

3.  ボタンを押してください。

4. vCard で送るを選択してください。

5. 利用可能な状況に応じて、送信 (SMS、
E メール) またはメモリー オプション (SD、
USB) を選択してください。

1.  ボタン e連絡先 e  
ボタン e並べ替え条件

2. 並べ替えの順序を姓、名または名、姓か
ら選択してください。

1.  ボタン e個人画面 e  
ボタン e個人画面設定

2. 個人画面 1、個人画面 2、または個人画面 
3 を選択してください。

3. 電話カテゴリーを選択してください。

4. タイル山田太郎を左プレビュー側にある
任意のコンテナーにドラッグ & ドロップ
してください。タイルは、緑色のエッジが
見えるとすぐにコンテナーに挿入するこ
とができます。

5.  または  で個人画面を設定メニュー
を終了してください。

6. ここをタッチして連絡先を選択してくだ
さい。
連絡先リストが開きます。

7. 希望する連絡先を選択してください。
連絡先詳細が表示されます。

8. 電話番号をダイヤルしてください。
選択した画面に連絡先がお気に入りとし
て保存されます。

インフォメーション

– 携帯電話がデバイスのメモリーに保存され
ているテキスト メッセージしか表示できな
い場合、車両で受信したテキスト メッセー
ジは携帯電話メッセージ リストには表示さ
れません。

– PCM はマルチメディア メッセージング 
サービス (MMS) に対応していません。

1.  ボタン eメッセージ eSMS

2. eフォルダーを選択してください。

3. 希望のテキスト メッセージを選択してく
ださい。

1.  ボタン eメッセージ e
E メール

2. E メール アカウントを選択してください。
受信トレイが開きます。最大で 100 件の E 
メールが表示されます。

3. 必要に応じて、 eフォルダーを選択して
ください。

4. 希望の E メールを選択してください。

インフォメーション

多く携帯電話は、複数のアカウントからの PCM
への E メール転送に対応していません。多くの
場合、メーカー固有のアプリによって管理され
た E メールのみが転送されます。

1.  ボタン eメッセージ 

2. SMS メニューまたは E メール メニューを
選択してください。

3. eフォルダーを選択してください。

4. 希望のテキスト メッセージまたは E メー
ルを選択してください。

5. 読み上げる を選択してください。
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メッセージの削除 (テキスト、E メール)

メッセージの作成
テキスト メッセージの作成

E メールの作成

設定の変更
通話中の設定 (プライベート モード)
b 携帯電話が Bluetooth® および ハンズ フリー プ

ロファイル (HFP) を介して接続されている。

b 通話が確立している。

– プライベート モードを起動：通話はハンズ 
フリー機器から電話に転送されます。

電話設定の変更

– PCM 電話の ON/OFF：PCM 内の電話モジュー
ルを ON/OFF にしてください。

– 通信事業者検索：通信事業者を選択するか、
または自動通信事業者選択を作動します。

– 3 者通話を有効にする：現在の通話に別の相
手を追加することを許可します。

– SIM カード：挿入された外部 SIM カードの設
定を変更します。

– ボイスメール ナンバー：接続している携帯
電話のメールボックス電話番号を表示また
は変更します。

– シリアル ナンバー：PCM 電話モジュールの
IMEI シリアル ナンバーを表示します。

Bluetooth® 機能とデバイスを管理する

– 新しいデバイスを追加する：新しい Bluetooth®
デバイスを検索し、PCM に登録します。

– Bluetooth デバイス：登録した Bluetooth® デ
バイスを管理し、登録した Bluetooth® デバイ
スを PCM に接続します。

f 「Bluetooth® デバイスの削除、または Bluetooth®
インフォメーションの表示」（165ページ）を
参照してください。

– Bluetooth を起動 / Bluetooth を停止：Bluetooth®
機能を作動 / 停止します。

– Bluetooth デバイス置き忘れ警告：車両を離
れるときは、接続したBluetooth®デバイスの
リマインダーを作動させてください。

– Bluetooth 名：PCM の Bluetooth® 名を設定し
ます。

1.  ボタン eメッセージ 

2. SMS メニューまたは E メール メニューを
選択してください。

3. eフォルダーを選択してください。

4. 希望のテキスト メッセージまたは E メー
ルを選択してください。

5.  ボタンを押してください。

6. メッセージの削除を選択してください。
メッセージが消去されます。

1.  ボタン eメッセージ e 表示
されているアカウントから 1 つを選択し
ます。

2. e新しい SMS を選択してください。

3. 入力フィールドに受信者の番号を入力し
てください。
または

電話帳にある既存の連絡先を選択します。

4. テキスト ボックスを選択してください。

5. 入力フィールドにテキストを入力し、OK 
で確定してください。

6. 送信  を選択してください。
メッセージが送信されます。

1.  ボタン eメッセージ eE 
メール

2. e新しい E メールを選択してください。

3. 入力フィールドに受信者の E メール アド
レスを入力してください。
または

4. 電話帳にある既存の連絡先を選択します。

5. テキスト ボックスを選択してください (件
名など)。

6. 入力フィールドにテキストを入力し、OK 
で確定してください。

7. 送信  を選択してください。
E メールが送信されます。

1.  ボタン e  ボタン

2. 以下から希望の設定を選択してください。

1.  ボタン e  ボタン e電話
設定 e電話

2. 以下から希望の設定を選択してください。

1.  ボタン e  ボタン e電話
設定 eBluetooth

2. 以下から希望の設定を選択してください。
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WiFi設定の設定

– WiFi を起動 / 停止：PCM の WiFi 機能を ON/
OFF にします。

– PCM の WiFi ホットスポット設定：PCM の
WiFi アクセス データを表示し、設定します。
このデータはデバイス (携帯電話など) を
WiFi 経由で PCM に接続したり、PCM の WiFi
ホットスポットを使用したりするために必
要です。

データ接続設定

– データ接続設定：
– ON：常にデータ接続を許可します。
– OFF：データ接続を OFF にします。
– プロンプト：データ接続を使用する前

に、データ接続を許可するかを確認する
メッセージが表示されます。

– データ接続を共有する：WiFi デバイス用の
データ接続を有効にします。

– ローミング：他のネットワークへのデータ
接続を許可する / 許可しません。

– アクセス ポイントを設定：SIM カードのデー
タ接続用ネットワーク アクセス データ (APN
名、ユーザー名、およびパスワード) を変更
します。

– 設定をリセット：APN 設定を工場出荷時の
設定に戻します。APN の設定に関するイン
フォメーション：

f 「接続」（131ページ）を参照してください。

連絡先の管理

– 連絡先メモ：使用している連絡先メモリー
を表示します。

– 並べ替え条件：姓または名で、携帯電話に
保存されている連絡先を並び替えます。

– 連絡先を同期：Bluetooth® 経由で接続され
ている携帯電話の連絡先を PCM に手動で移
動することができます。

着信音設定の変更
b 携帯電話が PCM に接続されている、または 

SIM カードが挿入されている。

以下のオプションが設定可能です。

– 着信音を選択：接続している携帯電話が
Bluetooth® 経由で着信音を送信しない場合、
PCM の着信音を設定します。

– 着信音量：着信音量を設定します。

– マイク音量：電話マイクの音量を設定し
ます。

– メッセージの受信音：メッセージの受信音
を設定または OFF にします。

1.  ボタン e  ボタン e電話
設定 eWi-Fi 設定

2. 以下から希望の設定を選択してください。

1.  ボタン e  ボタン e電話
設定 eデータ接続設定

2. 以下から希望の設定を選択してください。

1.  ボタン e  ボタン e電話
設定 e連絡先

2. 以下から希望の設定を選択してください。

1.  ボタン e  ボタン e電話
設定 e着信音設定

2. 以下から希望の設定を選択してください。
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盗難防止機能
盗難防止機能
車両から離れるときは、必ず次のことを守って
ください。
e サイド ウィンドウを閉じてください。

e コンバーチブル トップを閉じてください。

e エレクトリック パーキング ブレーキを作
動させてください。

e キーを抜き取ってください (またはポルシェ
エントリー & ドライブ装備車ではイグニッ
ションを OFF にしてください)。

e グローブ ボックスを閉じてください。
e すべての小物入れを閉じてください。

e 貴重品、車両の登録書類、携帯電話機、自
宅の鍵などは車内に残しておかないでくだ
さい。

e ラゲッジ コンパートメント リッドを閉じ
てください。

e 車両をロックしてください。

イモビライザー
各キーには、コード信号が保存されたトランス
ポンダー (電子回路) が組み込まれています。

イグニッションを ON にする前に、イグニッ
ション ロックがコードを照合します。
あらかじめ登録されているキーを使用したと
きのみイモビライザーが解除され、エンジンを
始動することができます。

ステアリング コラムのロック
解除/ロック
ポルシェ エントリー & ドライブ非装備車

ステアリング コラムを自動的にロック解除する

e キーで車両のロックを解除してください。
または

キーをイグニッション ロックに差し込んで
ください。

ステアリング コラムを自動的にロックする

e キーを抜き取ってください。

ポルシェ エントリー & ドライブ装備車

ステアリング コラムを自動的にロック解除する

e ポルシェ エントリー & ドライブを使用し
て、運転席ドアを開いてください。
または

イグニッションを ON にしてください。

ステアリング コラムを自動的にロックする

e イグニッションを OFF にした状態で、運転
席ドアを開いてください。
または

車両をロックしてください。
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ドライビング データの表
示（トリップ情報）
トリップ メニューには、走行時間、走行距離、
平均車速、平均燃費などの一連のドライビング
データが表示されます。

ポルシェ コミュニケーション マネージメント
(PCM) の操作に関するインフォメーション：
f 「ポルシェ コミュニケーション マネージメ

ント (PCM)」（219ページ）を参照してくだ
さい。

マルチファンクション ディスプレイの使用に
関するインフォメーション：

f 「マルチファンクション ステアリング ホ
イールを使用しないマルチファンクション 
ディスプレイの操作」（231ページ）を参照
してください。

f 「マルチファンクション ステアリング ホ
イールでのマルチファンクション ディスプ
レイの操作」（231ページ）を参照してくだ
さい。

マルチファンクション ディス
プレイにドライビング データ
を表示する

– 開始：現在運転中のドライビング データで
す。イグニッション OFF で 2 時間以上停車
すると、ドライビング データが自動的にリ
セットされます。

– 合計：手動でリセットするまでデータが蓄
積されます。ドライビング データは、イグ
ニッション キーを OFF にして長時間駐車し
た場合でも保持されます。

– 目的地まで：ルート案内を開始すると目的
地までのドライビング データが計算され、
表示されます。

マルチファンクション ディス
プレイでドライビング データ
をリセットする

– 開始

– 合計

– すべて：開始および合計のドライビング デー
タをリセットします。

PCM のドライビング データを
表示する/リセットする

– パーソナル トリップ：必要に応じて、ドラ
イビング データを4つのデータ フィールド
にグループ分けできます。

– トリップ データ：現在運転中のドライビン
グ データです。イグニッション OFF で 2 時
間以上停車すると、ドライビング データが
自動的にリセットされます。

– トリップ合計：手動でリセットするまで
データが蓄積されます。ドライビング デー
タは、イグニッション キーを OFF にして長
時間駐車した場合でも保持されます。

PCM のパーソナル ディスプレ
イの内容を設定する
パーソナル トリップ メニューでは、個々の
データ フィールドの内容を個別に設定するこ
とができます。日付、時刻、外気温、到着時
刻、平均車速、燃費データなどの一般情報、お
よびナビゲーション エリアから選択されたさ
まざまなデータ フィールドの車両パラメー
ターから選択することができます。

1. トリップ メニューを選択してください。

2. リストから項目を選択してください。

1. トリップ eリセット

2. リストから項目を選択してください。

1.  ボタン eトリップ 

2. 希望の表示レベルをブラウズ (スワイプ) 
してください。

3. リセットを選択して、希望のドライビン
グ データをリセットしてください。

1.  ボタン eトリップ eパーソ
ナル トリップ e設定

2. 変更したいデータ フィールドを選択して
ください。

3. データ フィールドの希望のコンテンツを
選択してください。

インフォメーション

メニュー項目次のガソリン スタンドまでの距
離をデータ フィールドに指定した場合、タッチ
スクリーンに表示されたシンボルを素早く押
すと、このガソリン スタンドまでのルート計算
が開始されます。
このガソリン スタンドまでのルート案内開始
を選択してください。
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トランスミッション
マニュアル トランスミッショ
ンによる走行

図136：ギヤ レバーのシフト パターン

e 変速するときはクラッチ ペダルをしっかり
と踏み込み、ギヤ レバーを確実に操作して
ください。

e 上り坂ではエンジン パワーを有効に使用で
きるように、また下り坂では十分なエンジ
ン ブレーキがかかるように、
適切な低いギヤにシフトダウンしてくだ
さい。

トランスミッションをニュートラルにシ
フトする
トランスミッションのニュートラル位置は 3
速ギヤと 4 速ギヤの間にあります。

リバース (後退) に入れる
e ギヤをリバース (後退) に入れるときは完全

に停車してから行ってください。
e リバース ギヤには、ギヤ レバーを左にいっ

ぱいまで動かした後にシフトすることがで
きます。
イグニッション ON でギヤ レバーをリバー
ス (後退) に入れると、リバース ライトが点
灯します。

締結ギヤを表示する
タコメーター内のギヤ ポジション ディスプレ
イ B は現在締結されているギヤを表示します。

シフトアップ インジケーターを使用した
走行

図137：シフトアップ インジケーター A およびギヤ 
インジケーター B

燃費重視の運転を促すシフトアップ インジ
ケーター A は、ドライバーが経済的な運転をで
きるように支援します。

現在選択しているギヤ、エンジン回転数、アク
セル ペダルの踏み込みに応じてこのインジ
ケーターが点灯し、1段高いギヤにシフトアッ
プする適切なタイミングをお知らせします。
e シフトアップ インジケーターが点灯したと

きは、1 段高いギヤにシフトアップしてく
ださい。

エンジン許容回転数を遵守する
e タコメーター (回転計) の指針が赤色のエリ

ア (レッド ゾーン) に到達する前に、1 段高
いギヤにシフトアップするか、アクセル ペ
ダルをゆるめてください。

加速中、エンジン回転数がタコメーターの赤色
のエリア (レッド ゾーン)に到達すると、燃料の
供給が遮断されます。

警告 ペダル操作の妨げ

不適切なフロア マット、正しく固定されてい
ないフロア マット、またはその他の障害物は、
ペダルの可動域を制限したり、ペダル操作の妨
げになったりする可能性があります。

e フロア マットなどでペダルの動きを妨げな
いようにしてください。

知識

低いギヤにシフトダウンする場合に、エンジン
の過回転 (オーバーレブ) が原因でエンジンを
損傷する恐れがあります。

e 低いギヤにシフトダウンするときは、エン
ジンが最高許容回転数を超えないように注
意してください。
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Porsche Doppelkupplung（PDK）
による走行
Porsche Doppelkupplung (PDK) は、オートマチッ
ク モードとマニュアル セレクション モードを
備えた 7 段変速トランスミッションです。
オートマチック モード (セレクター レバーが D
の位置) では、変速が自動的に行われます。
ステアリング ホイールのシフト パドルを操作
することにより、一時的にオートマチック モー
ドからマニュアル モードに切り替えることが
できます。
マニュアル モード (セレクター レバーが M の
位置) では、セレクター レバーまたはステアリ
ング ホイールのシフト パドルの操作で変速で
きます。
セレクター レバーの D と M は、走行中でも切
り替えることができます。
e オートマチックとマニュアルのどちらの

モードにあるときでもステアリング ホイー
ルのシフト パドルを誤って操作しないよう
に注意してください。トランスミッション
が思わぬタイミングで変速されます。

図138：セレクター レバーの操作

セレクター レバーの操作
イグニッションが OFF のとき、セレクター レ
バーは動かないように P 位置に固定されます。
イグニッションが ON の場合、リリース ボタン
を押し、ブレーキ ペダルを踏んでいるときの
み、セレクター レバーを P および N の位置か
ら動かすことができます。

ロック解除ボタン

セレクター レバーのロック解除ボタン (矢印)
は、ギヤ シフトの誤操作を防止するための機
構です。
セレクター レバーを R または P の位置にシフ
トするときは、このロック解除ボタンを押さな
ければなりません。

エンジンの始動
セレクター レバーが P または N の位置にあり、
ブレーキ ペダルを踏んだ状態でないとエンジ
ンを始動することはできません。

車両の発進
e エンジンがアイドリング状態で、ブレーキ

ペダルを踏んでいるときのみ、走行位置 (D、
M、または R) にシフトしてください。

e セレクター レバーを走行位置に動かすと車
両がゆっくりと動き出します。発進の準備
が整うまでブレーキ ペダルから足を放さな
いでください。

坂道発進

発進アシスタントにより坂道で発進しやすく
なります。ドライバーがフット ブレーキを解
除した直後にブレーキ ペダルからアクセル ペ
ダルに踏み替える時間を確保するため、短時間
のみ車両がその位置に保持されます。
f 「HOLD 機能」（276ページ）を参照してくだ

さい。

停車
e 信号待ちなど短時間の停車時は、セレク

ター レバーを走行位置のまま保持し、ブ
レーキ ペダルを踏んでください。

e 上り坂ではアクセル ペダルを踏みながら停
止位置を保つようなことはしないでくださ
い。ブレーキ ペダルを踏むか、エレクトリッ

ク パーキング ブレーキを作動させてくだ
さい。

e 車両から離れるときは、必ずエレクトリッ
ク パーキング ブレーキを作動させ、セレク
ター レバーを P の位置にしてください。

駐車
e アクセル ペダルは慎重に操作してください。
e 特に、狭い場所で駐車や移動をする場合は、

フット ブレーキを使用して速度を調節して
ください。

図139：セレクター レバー ポジション インジケー
ターおよびギヤ ポジション インジケーター

セレクター レバー ポジション インジ
ケーターおよびギヤ ポジション インジ
ケーターを読み取る
エンジン作動中に、セレクター レバー位置お
よび選択されたギヤが表示されます。

セレクター レバーが 2 つのポジションの間に
ある場合は、該当するセレクター レバー ポジ
ションが点滅し、 マルチファンクション ディ
スプレイに警告が表示されます。
処置：



トランスミッション

あ

か

さ

た

な

は

ま

や

ら

わ

A–Z

21_718_Boxster_982_BAL_70_WKD 982 00 70 21_KW36.20-24.21_JPN.book  Page 175  Monday, August 10, 2020  4:15 PM
e フット ブレーキを踏んで、セレクター レバー
を正しい位置に動かしてください。

ブレーキを踏んでいない状態で不意にセレク
ター レバーが P または N 位置から動いてギヤ
に入ってしまった場合 (故障または誤った操作
で)、シフト インジケーターが点滅し、駆動力
がカットされます。
e 発進するには、ブレーキ ペダルを踏み、セ

レクター レバーを再び P または N から希望
のギヤに入れてください。

インストルメント パネルのセレクター レバー
位置 R または D が点滅する

駆動力が伝達されません。
原因：

– フット ブレーキを踏まずにセレクター レバー
を切り替えた。

– 最高許容速度以上でセレクター レバーを R
にシフトした。

処置：

e ブレーキ ペダルを踏み、セレクター レバー
を再び P または N から希望するギヤに入れ
てください。

セレクター レバー ポジション

P – パーキング ロック

e 車両が完全に停止してからパーキング ロッ
クをかけてください。
セレクター レバー ポジションPが点滅して
いる場合、パーキング ロック がかかってい
ません。車両が不意に動き出す恐れがあり
ます。
セレクター レバーを再び R から P の位置に
入れてください。

ポルシェ エントリー & ドライブ非装備車：
キーは、セレクター レバーが P の位置にある
ときのみ、抜き取ることができます。

R – リバース ギヤ

e 車両が完全に停止し、ブレーキをかけてか
らシフトしてください。

N – ニュートラル

けん引するときや自動洗車機を使用するとき
などは、セレクター レバーを N の位置にして
ください。
e エンジンがアイドリング状態で、ブレーキ

ペダルを踏んでいるときのみ、走行位置 (D、
M、または R) にシフトしてください。

D – オートマチック モード

e 「通常」の走行時には、セレクター レバーの
D の位置を使用してください。

車速とアクセル ペダルの踏み込み方によ
り、ギヤが自動的に切り替わります。

M – マニュアル モード

図140：オートマチック モード

e セレクター レバーを D から M の位置に押し
てください。

現在のギヤは、D から M にシフトしてもそ
のまま維持されます。

M から D にシフトした場合は、現在のドライビ
ング スタイルに適した変速特性が選択され、適
切なギヤにシフトされます。

インフォメーション

ステアリング ホイールのシフト ボタンを操作
することにより、一時的にオートマチック モー
ド D からマニュアル モード M に切り替えるこ
とができます。
たとえば、以下のような状況ではこの操作を
行ってください。

– コーナー前でシフトダウンしたいとき

– 下り坂でエンジン ブレーキをかけるために
シフトダウンしたいとき

– 急加速時にシフトダウンしたいとき

次の場合は、マニュアル モードが維持されます。

– オーバーラン時

– 車両が交差点などで停車した場合

次の場合は、マニュアル モードが解除されます。

– オーバーラン時以外は、自動的に約 6 秒後

– 発進後
175
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図141：シフト パドル付きステアリング ホイール

セレクター レバーまたは右「+」シフト パドル
でのシフトアップ

e セレクター レバーまたは右側シフト パド
ルを手前に引いてください。

セレクター レバーまたは左「–」シフト パドル

でのシフトダウン

e セレクター レバーを前方に押してください。
または左側シフト パドルを手前に引いてく
ださい。

シフト パドルを使用して N – ニュートラルに

シフトする

e 両方のシフト パドルを同時に引いて、すぐ
に放してください。
トランスミッションは N – ニュートラルに
シフトします。
車両はエンジンを切り離した状態でアイド
ル回転数で走行し、エンジン ブレーキの効
果は得られません。ギヤ インジケーターの
数値は消灯し、セレクター レバー ポジショ
ンが点滅します。

いずれかのシフト パドルを引くか、セレクター
レバーを操作すると、再びギヤが締結します。

低燃費走行のためのシフトアップ インジケー
ター

燃費重視の運転を促すシフトアップ インジ
ケーター A は、ドライバーが経済的な運転をで
きるように支援します。
現在選択しているギヤ、エンジン回転数、アク
セル ペダルの踏み込みに応じてこのインジ
ケーターが点灯し、1段高いギヤにシフトアッ
プする適切なタイミングをお知らせします。
e シフトアップ インジケーターが点灯したと

きは、1 段高いギヤにシフトアップしてくだ
さい。

図142：シフトアップ インジケーター A

キックダウン機能を作動させる
キックダウン機能はセレクター レバーが D の
ときに作動します。
e 追い越し時などで大きな加速力が必要な場

合は、アクセル ペダルを素早くいっぱいに 
(キックダウンの位置まで) 踏み込んでくだ
さい。

車速とエンジン回転数に応じて、トランス
ミッションがシフトダウンされます。
そのギヤでのエンジン回転数の許容上限に
達するまで、シフトアップされません。

惰性走行モードで走行する
惰性走行モードでは、締結ギヤが自動的に切り
離され、エンジン ブレーキによる減速を防止し
ます。車両はニュートラルで惰性走行します。
ドライバーは、手動の惰性走行モードを開始で
きます。
ドライバーは自動惰性走行モードを要求する
ことができ、このモードはシステムによって自
動的に開始されます。

自動惰性走行モードの要求 (モデルおよび国別

仕様による)
b オート スタート / ストップ機能が ON に

なっている。

b ノーマル走行モードが選択されている。

b セレクター レバーが D 位置で走行している。

b ポルシェ スタビリティ マネージメント (PSM)
が有効になっている。

b クルーズ コントロールが有効になってい
ない。

b アダプティブ クルーズ コントロール (ACC)
が有効になっていない。

b 車両が作動温度に達している。

b 急な上り勾配 / 下り勾配ではない。

b 市街地外での走行。

e アクセル ペダルからゆっくりと足を離し
ます。

システムは走行データを評価し、適切な走
行状況で自動的に惰性走行モードを開始し
ます。

惰性走行モードを手動で開始する

b オート スタート / ストップ機能が ON に
なっている。

b ノーマル走行モードが選択されている。

b セレクター レバーが D 位置で走行している。
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b ポルシェ スタビリティ マネージメント 
(PSM) が有効になっている。

b クルーズ コントロールが有効になってい
ない。

b アダプティブ クルーズ コントロール (ACC)
が有効になっていない。

b 急な上り勾配 / 下り勾配ではない。

1. アクセル ペダルから完全に足を離します。
2. ギヤシフト パドルまたはセレクター レバー

を使用して、可能な限り高いギヤに手動でシ
フトアップします。

惰性走行モードが有効になります。

惰性走行モードの終了

e アクセル ペダルを踏み込んでください。
または

シフト パドルまたはセレクター レバーを
使用して、ギヤをシフトしてください。

エンジンが作動し、惰性走行が終了します。

ローンチ コントロールを使用した発進
b PDK 装備車。

ローンチ コントロールは停車状態から最大加
速度で発進することができるシステムです。

b エンジンが作動温度に達している。

b スポーツ プラス モードが ON になっている。

1. 左足でブレーキ ペダルを踏んでください。
2. 素早くアクセル ペダルをいっぱいに踏み込

んで、そのまま保持してください。

エンジン回転数が約 6,000 rpm 以上に維持
されます。

マルチファンクション ディスプレイにロー
ンチ コントロールが有効であることを示す
メッセージが表示されます。

3. 数秒以内にブレーキを解除してください。

警告 車両のコントロールの
喪失、または他の通行
者への危険

特定の状況 (路面状態が悪いとき、集中力が低
下したときなど) では、車両の制御が失われた
り、他のドライバーに危険が及んだりする恐れ
があります。

e 路面状況や周囲の交通状況から判断して、
安全が確保できる場合に限ってローンチ コ
ントロールを使用してください。

e ローンチ コントロールを使用して発進する
ときは、他の通行者に危険が及ばないよう
にしてください。

インフォメーション

通常の発進に比べて、最大加速での発進が構成
部品に与える負荷は劇的に増大します。
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トランスミッションおよびシャーシ コントロール システム

システム / 名称 適用 ページ

PSM
ポルシェ スタビリティ マネージメント

– ドライビング スタビリティ コントロール

– アンチロック ブレーキ システム (ABS)
– ブレーキ システム プレフィル

– ブレーキ ブースター (油圧ブレーキ アシスト)
– オートマチック ブレーキ ディファレンシャル (ABD)
– アンチ スリップ コントロール (ASR)
– エンジン ドラッグ トルク コントロール (MSR)
– ステアリング トルク パルス

– HOLD 機能

227

PASM
ポルシェ アクティブ サスペンション マ
ネージメント

– 無段階補正コントロール付きショック アブソーバー システム 215

PADM
ポルシェ アクティブ ドライブトレイン
マウント 

– ダイナミック エンジン マウントは、感じられるほどの振動やドライブトレイン全体の
振動を自動的に最小限に抑制します。

– スポーツ モードを ON にすると、ドライブトレイン/ボディ間の結合がより強固な状態
になり、スポーティなドライビング スタイルになります。

– スポーツ プラス モードを ON にすると、ドライブトレイン / ボディ間の結合がレース 
サーキットでの走行に最適となります。

--

PTV
ポルシェ トルク ベクトリング

– より俊敏なコーナリングのためのラテラル ダイナミック ブレーキ制御

– ロック率非対称型リヤ ディファレンシャル ロック

--
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ナビゲーション

概要
この概要説明は「ナビゲーション」に記載さ
れた情報に代わるものではありません。操作
する際は、この概要のみでなく「安全指示」お
よび「警告」を必ずお読みください。

ポルシェ コミュニケーション マネージメント
(PCM) の操作に関するインフォメーション：
f 「ポルシェ コミュニケーション マネージメ

ント (PCM)」（219ページ）を参照してくだ
さい。

図143：目的地入力 図144：マップ ビュー

運転者が何をしたいか? その操作方法は? ページ

目的地を検索する e  ボタン e検索またはオンライン検索 (A を参照) e目的地を入力 / 選択してくだ
さい。

180

ポルシェ コンシェルジュ サービスを
開始する

e  ボタン eポルシェ コンシェルジュ (B を参照) eポルシェ コンシェルジュに連絡 
を選択してコンシェルジュを呼び出してください。

180

目的地住所を入力する e  ボタン e県、市区町村(C を参照) e目的地住所を入力してください。 180

前回の目的地を選択する e  ボタン e前回の目的地 eリストから項目を選択してください。 181

施設情報を入力する e  ボタン e施設 e施設情報オプションを選択 e施設情報を選択してください。 181

マップ コードを入力する e  ボタン eマップ コード eマップ コードを入力してください。 181

連絡先から目的地を選択する e  ボタン e登録地  (D を参照) e連絡先ページまでブラウズ (スワイプ) eリスト
から項目を選択してください。

181

すぐにルート案内を開始 / 停止する e  ボタン e開始  (H を参照) またはストップ  (H を参照) を選択してください。 182

経由地を入力する / ツアーを計画する e  ボタン e目的地を入力 e新規  (E を参照) e経由地を入力 e追加  を選択し
てください。

181

保存したツアーを開始する e  ボタン e登録地  (D を参照) e保存された目的地 ページまでブラウズ (スワイ

プ) eツアー eツアーを選択 e開始を選択してください。

181

交通情報を表示する e  ボタン /  ボタン eVICS を選択してください  (F を参照)。 184

ルートを表示および編集する e  ボタン /  ボタン eルート  を選択してください (G を参照)。 183

道路通行料自動徴収システム (ETC) を設
定する

e  ボタン e料金 186
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図145：目的地入力

目的地を検索する（検索/オン
ライン検索）
検索機能を使用して検索すると、PCM の内部
データベースにアクセスします。インターネッ
トで目的地を検索するには、オンライン検索機
能を利用してください。

b オンライン検索：オンライン検索を行うに
はデータ接続を確立します。

f 「接続」（131ページ）を参照してください。

ポルシェコンシェルジュを開始
する
コンシェルジュ サービスはドライバーのパー
ソナル アシスタントです。リクエストに応じ
て、希望の施設や個人住所へのナビゲーション
データをPCMに直接送信し、ドライバーをサ
ポートします。

b 挿入された SIM カードにより、データ接続
が正常に確立されている。

b 携帯電話が PCM に接続されている。

f 「携帯電話をBluetooth®で接続する（携帯
電話の準備）」（164ページ）を参照して
ください。

b Apple CarPlay を使用していない。

目的地住所の入力

警告 事故を起こす恐れがあ
ります

ポルシェ ナビゲーション システムは、目的地
まで快適に到着できる走行ルートを案内し、ド
ライバーを補助します。推奨された走行指示が
実際の交通規則と反する場合は、必ず実際の交
通規則に従って走行してください。ドライバー
は常に安全運転に努める責任があります。

e 常に周囲の交通状況に注意してください。

e 視界、天候、路面、および交通状況に合わ
せたドライビング スタイルと速度で走行し
てください。

1.  ボタンを押してください。

2. 検索またはオンライン検索を選択してく
ださい (A 図145 を参照)。

3. 検索語句を入力してください (県、市 / 
区、名称など)。

4. 候補のリストから希望の項目を選択して
ください。

5. 開始  を選択してください。

1.  ボタンを押してください。

2. ポルシェ コンシェルジュ サービスを選択
してください (B 図145 を参照)。

3. コンシェルジュを呼び出すには、ポル
シェ コンシェルジュに連絡を選択してく
ださい。

4. 呼び出しを開始することを承認してくだ
さい。

5. コンシェルジュ エージェントと会話を開
始し、施設情報または個人住所を要求して
ください。

コンシェルジュが通話を終了させた後に、ナ
ビゲーション目的地が送信されます。そのた
め、先に通話を終了させないでください。

6. POI または個人住所を選択してください。

7. 開始  を選択してください。

インフォメーション

– 現在位置、ナビゲーション目的地の地理的
位置などのコンシェルジュ サービス データ
の使用時は、車両識別データ、言語設定が
コンシェルジュ コンタクト センターに転送
される場合があります。

– 1 回のコンシェルジュ サービスにつき、最
大 5 つの目的地のナビゲーション データを
PCM に送信することができます。

1.  ボタンを押してください。

2. 都道府県または市 / 区町村を選択してくだ
さい (C 図145 を参照)。

3. 住所を入力してください (県、市 / 区、施設
情報、またはマップ コードなど)。

4. リストから希望の項目を選択してくだ
さい。

5. 開始  を選択してください。
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保存した目的地または連絡先の
使用 (前回の目的地)

施設情報の入力

マップコードを使用した目的
地の入力

地理座標を使用した目的地入力
b ルート案内がまだ開始されていない。

地図からの目的地入力
b ルート案内がまだ開始されていない。

ツアーの計画 (経由地の入力)
ツアーは 1 つの目的地、および 1 箇所～8 箇所
までの経由地で構成されます。

ツアーの入力および保存

保存したツアーの呼び出し
b ツアーが保存されている。

1.  ボタンを押してください。

2. 前回の目的地を選択してください。

3. 希望のページをブラウズ (スワイプ) して
ください。
– 前回の目的地：最近使用した目的地
– 保存された目的地：お気に入りとして

保存した目的地

f 「保存した目的地の呼び出し (お気に入
り)」（183ページ）を参照してください。

– 連絡先：接続している電話に保存され
ている連絡先住所

4. リストから項目を選択してください。

5. 開始  を選択してください。

1. e施設情報

2. 希望する施設情報オプションを選択して
ください (目的地周辺検索など)。

3. 施設情報カテゴリーまたは施設情報を入
力または選択してください。

4. 開始  を選択してください。

インフォメーション

eナビ e施設 e希望の施設情報
オプション (目的地周辺検索など) eポータル リ
スト POI を選択して、My Porsche から他の施設
情報カテゴリーを読み込んでください。

f 「ポルシェ コネクトへのログイン」（132
ページ）を参照してください。

1.  ボタン eマップ コード

2. 希望する目的地のマップ コードを入力して
ください。

3. マップ コード ポジションを入力し、OK を
クリックして確定してください。

4. 開始  を選択してください。

1.  ボタン e  ボタン eGPS 
座標を入力

2. GPS 座標を入力し、OK をクリックして確
定してください。

3. 開始  を選択してください。

1.  ボタンを押してください。

2. 地図上で目的地を選択してください (必要
に応じて、ボタンを長押しする)。

3. ヘッドラインに表示された目的地を選択
してください。

目的地の詳細が表示されます。

4. 開始  を選択してください。

1.  ボタンを押してください。

2. 目的地を入力し、ルート案内を開始して
ください。

3. ルート  を選択してください。

4. ツアーを選択してください。

5. 新規  を選択してください。

6. 経由地を入力してください。

7. 追加  を選択してください。

8. ツアー名を入力し、OK をクリックして確
定してください。

ツアーが保存されます。

インフォメーション

経由地は後で変更することができます。

 ボタン eルート eツアーを選択
し、該当する経由地を押したまま希望の位置に

移動させてください。

1.  ボタン e登録地 

2. 保存された目的地ページまでブラウズ (ス
ワイプ) してください。

3. ツアーを選択してください。

4. 希望するツアーを選択してください。

5. 開始  を選択してください。
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マルチファンクション ディス
プレイでの目的地の入力
マルチファンクション ディスプレイの使用に
関するインフォメーション：

f 「マルチファンクション ステアリング ホイー
ルを使用しないマルチファンクション ディ
スプレイの操作」（231ページ）を参照してく
ださい。

f 「マルチファンクション ステアリング ホイー
ルでのマルチファンクション ディスプレイ
の操作」（231ページ）を参照してください。

ルート案内の開始 / 停止
目的地入力メニューでのルート案内の
開始
b 目的地データが入力されている。

b ルート案内がまだ開始されていない。

目的地入力によるルート案内の開始
b 目的地データが入力されている。

b ルート案内がまだ開始されていない。

b 詳細画面で目的地が表示されている。

目的地入力メニューでのルート案内の
停止
b ルート案内を開始している。

マルチファンクション ディスプレイによ
るルート案内の開始および停止
b 目的地データが入力されている。

b ルート案内がまだ開始されていない。

– ルート案内の開始：ルートを計算します。

– ルート案内の停止：ルート案内を停止し
ます。

目的地の保存、および保存した
目的地の呼び出し（お気に入り）
目的地の保存 (お気に入り)
b 目的地データが入力されている。

b ルート案内が開始されていない。

1. ナビ e目的地入力

2. 希望のリストを選択してください。
– 前回の目的地：最近使用した目的地
– 保存された目的地：恒久的に保存した

目的地

3. リストから項目を選択して、ナビゲー
ションを開始してください。

e  ボタン e開始

e 開始  を選択してください。

e  ボタン eストップを選択して

ください。

1. ナビ メニューを選択してください。

2. 希望のオプションを選択してください。

1. 保存  を選択してください。

2. OK をクリックして目的地名を確定してく
ださい。

目的地が保存されます。
または

目的地名を変更し、OK をクリックして確
定してください。

目的地は、入力した名前で保存されます。
または

既に割り当てられている名前 (自宅など)
をリストから選択し、OK をクリックして
確定してください。

既存の名前の目的地情報は、新しい情報で
上書きされます。

インフォメーション

目的地は、 ボタン e登録地 e
保存された目的地 eお気に入りとして保存を
使用して保存することもできます。



ナビゲーション

あ

か

さ

た

な

は

ま

や

ら

わ

A–Z

21_718_Boxster_982_BAL_70_WKD 982 00 70 21_KW36.20-24.21_JPN.book  Page 183  Monday, August 10, 2020  4:15 PM
保存した目的地の呼び出し (お気に入り)

目的地およびツアーの消去または編集

ルートの表示および編集
b ルート案内が開始されている。

– ルート オプション：
– ルートの設定条件：ルートの計算方法 (推

奨、有料回避、時間優先) を設定します。
– ルート回避オプション設定：ルート計算

をするとき、フェリーおよび季節規制道
路を除外するか、または含めるかを設定
します。

– ダイナミック リルート：動的なルート管
理を使用して、渋滞や障害を回避します。

– 手動ダイナミック リルート：確認後に、
動的なルート管理が作動

– リスト表示：次の特徴的なルート地点 (施設
情報、分岐点など) が表示されます。

– ツアー：開始されたツアー ルート案内の目
的地および距離が表示されます。

– 代替ルート：ここでは、現在の案内中のルー
トに代わるルートを選択することができま
す。代替ルートを開始するには、開始 
を選択してください。

マップ ビューを開いて設定する
マップ ビューを開く

図146：表示および機能要素を含むマップ ビュー

– A：車両位置を地図の中央に置きます。

– B：ルート案内情報、目的地までの時間およ
び距離、または到着時間。

– C：縮尺表示とオート ズームを切り替えます。

– D：地図サイド メニューを開きます。

f 「地図コンテンツの設定」（184 ページ）
を参照してください。

– E：地図の向きを北向きまたは進行方向に切
り替えます。

1.  ボタンまたは  
ボタン e登録地 

2. 希望のページをブラウズ (スワイプ) して
ください。
– 前回の目的地：最近使用した目的地
– 保存された目的地：お気に入りとして

保存した目的地またはツアー
– 連絡先：接続している電話に保存され

ている連絡先住所

3. リストから項目を選択してください。

インフォメーション

My Porsche から他の目的地を読み取るには、

 または  ボタン e登録

地 e保存された目的地 eパーソナル施設情

報を使用してください。

f 「ポルシェ コネクトへのログイン」（132
ページ）を参照してください。

1.  ボタンまたは  
ボタン e登録地 

2. 希望のページをブラウズ (スワイプ) して
ください。
– 前回の目的地：最近使用した目的地
– 保存された目的地：お気に入りとして

保存した目的地
– 連絡先：接続している電話に保存され

ている連絡先住所

3. リストから項目を選択してください。

4.  ボタンを押してください。

5. 希望のオプションを選択してください。
– 削除 
– 住所を地図上に表示 

インフォメーション

保存したすべての目的地またはツアーを消去す

るには、リストから項目を選択する前に、

 ボタンまたは  ボタン e
登録地 e  ボタンを選択してください。

1.  ボタンまたは  
ボタン eルート 

2. オプションを選択して、設定を変更して
ください。

e  ボタンを押してください。

地図  メニューおよび現在地のマップ 
ビュー、およびルート案内中の場合は、

現在のルートが表示されます。
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地図コンテンツの設定

図147：地図サイド メニューを含む地図コンテンツ

b インターネットからデータを読み込むマッ
プ ビューの利用には、有効なデータ接続が
必要です。

f 「接続」（131ページ）を参照してください。

有効な地図コンテンツは赤色、無効なコンテン
ツは白色で表示されます。

– 3D：3D ビュー (または 2D ビュー )。
– オンライン交通情報：インターネットから

入手した事故、道路工事、交通量情報やそ
の他の事象等に関するリアルタイム交通情
報の表示 / 非表示を切り替えます。

– ルート情報：現在のルート プランが表示さ
れます。

– POI 表示：地図上の施設情報の表示 / 非表示
を切り替えます。

– コンパス：地図上のコンパスの表示 / 非表
示を切り替えます。

– 天気：地図上の天気情報の表示 / 非表示を
切り替えます。

– オートズーム：地図上のオートズーム機能
の表示 / 非表示を切り替えます。

マルチファンクション ディス
プレイによるマップ ビューの
表示および設定
マルチファンクション ディスプレイの使用に
関するインフォメーション：
f 「マルチファンクション ディスプレイ」
（231ページ）を参照してください。

– オートズーム：現在地点から次の注意点ま
での距離に応じて、地図の縮尺が自動的に
切り替わります。

– 3D マップ：3 次元地図を表示します。

– 北向き：常に地図の上方が北になります。

– マニュアル ズーム：地図の縮尺を地図画面
に合わせて調節します。

– 目的地を表示：地図上でナビゲーション目
的地を選択し、拡大表示します。

– 現在地を表示：地図上で車両の現在地を選
択し、拡大表示します。

交通情報の表示

図148：交通情報の表示

 メニューおよび  メ
ニューで、現在地または選択したルートに関す
る交通情報を取得することができます。
以下の情報が表示されます。

– 斜線区間：交通渋滞の長さを示します。

– 色付き警告シンボル：選択したルート上に
差し迫った交通渋滞ルート案内が有効でな
い場合は、現在の交通渋滞がカラー表示さ
れます。

– グレー表示の警告シンボル：選択したルー
ト上ではない交通渋滞

1.  ボタン eサイド メニュー  
を選択してください。

2. 希望の地図コンテンツを選択してください。
必要に応じてロータリー プッシュ ボタ
ン、またはタッチスクリーンを使用してサ
イド メニュー内をスワイプ ダウン（スク
ロール）し、追加メニューを表示してくだ
さい。

インフォメーション

地図のサイド メニューから各種機能に素早く

アクセスすることができます。これらの機能を

設定するには、  ボタン e ボ

タン eマップ設定 eマップ ビュー eマップ レ
イヤーを選択してください。

1. 地図メニューを選択してください。

2. 希望する表示オプションを選択してくだ
さい。
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VICS 交通情報の表示

図149：DSRC/VICS 交通情報

希望する交通情報のカテゴリーを選択してく
ださい。

– DSRC/VICS 交通情報：  アイコンを選択し
たときは、交通情報が読み上げられます。ミ
ニマップはエリア内の交通情報の概要を提
供します。

f 「全般的な VICS 設定の変更」（186ページ）
を参照してください。

– FM 図形情報：ラジオ局によって提供される
地図形式、またはスクロール可能なテキス
ト概要形式の FM 交通情報を表示します。

– FM テキスト情報：個別のスクロール可能な
テキスト形式で提供される FM 交通情報を
表示します。

– DSRC 交通ボイス メッセージ：DSRC 交通情
報の自動アナウンスの ON/OFF を切り替え
ます。

交通情報通知は、動的なルート管理により渋滞

や障害を避けるのに役立ちます。

ボタン eルート eダイナミック リルートを

使用して、迂回のための自動ルート変更機能を

ON にすることができます。手動ダイナミック

リルートにより、動的なルート プランの作成

を手動で開始することができます。

交通情報の表示
b 有効なデータ接続が利用可能。

f 「接続」（131ページ）を参照してください。

以下の交通量情報が表示されます。
– 緑色のライン：円滑に流れる交通状態。

– 橙色のライン：流れの遅い交通状態。

– 赤色のライン：渋滞。

f 「地図コンテンツの設定」（184ページ）を
参照してください。

ナビゲーション設定の変更

– 地点情報：現在の位置情報が表示されます。

– GPS 座標を入力：GPS 座標を入力し、OK を
クリックして確定してください。

– ナビゲーション設定 
– ナビゲーション案内音量：ナビゲーショ

ン案内の音量を調節、および案内の ON/
OFF を切り替えます。

– ナビゲーション データベース アップ
デート：ナビゲーションデータベース
を SD カード、CD/DVD または USB デバ
イスを使用してアップデートします。

f ポルシェ正規販売店にご相談ください。

– 燃料警告：残可走距離情報の表示 / 非表
示を切り替えます。

– 免責事項非表示：ナビゲーション情報の
表示 / 非表示を切り替えます。

1.  ボタンまたは  ボ
タンを押してください。

2. 交通  を選択してください。

受信したすべての交通情報通知のリスト
が表示されます。

交通  メニューに表示されている数字
は、選択されたルートに関する交通情報通
知の件数を示します。

3. 希望の交通情報通知を選択してください。
または

すべての交通情報を表示させるには、すべ
ての交通情報通知を表示を選択してくだ
さい。

インフォメーション

ラジオ局には交通情報通知に対する責任があり
ます。従って、この情報の完全性および正確性
に対してポルシェ社では責任を負いかねます。

1.  ボタン eサイド メニュー  
を選択してください

2. オンライン交通情報を選択してください。

インフォメーション

– ポルシェ コネクト サービス (カー コネクト
サービスを含む、セーフティおよびセキュリ
ティ サービスを除く) は期間はサービス
パッケージにより異なりますが、少なくとも
3 カ月の無料利用期間を提供しております。
無料利用期間についての詳細なインフォ
メーションおよびそれ以降の費用および各
サービスの利用についてのインフォメー
ションは、www.porsche.com/connect または
ポルシェ正規販売店から入手できます。

– データ利用可能な外部 SIM カードからポル
シェ コネクト サービスが利用できます。外
部 SIM カードは、携帯電話プロバイダーと
の料金ベースの個別契約が必要です。

1.  ボタン e  ボタン

2. 希望のオプションを選択してください。
185
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地図設定の変更

– マップ ビュー：マップ ビュー (北向き、3D
マップ、3D 建築物) とマップ レイヤーを調
整します。

– ズーム：拡大縮小を適用します。
– オート ズーム：現在のルート案内におけ

るズーム レベルを自動選択します。
– 交差点拡大：現在のルート案内で交差点に

接近したときのズーム レベルの自動選択
– 交差点詳細地図：交差点に近づいた場

合、より詳細な走行案内を表示します。

– 警告：施設に近付いた場合の警告、または
燃料警告を設定します。
– 燃料警告 
– DSRC/VICS 交通情報 
– 交通イベント通知マップ
– 合流警告
– 踏み切り
– レーン警告
– スピード カメラ

– 全般的な設定 
– 日中 / 夜間表示：日中 / 夜間表示を切り

替えます。
– フッターを表示：マップ ビューにタッチ

スクリーン フッターを表示します。
– レイヤー表示：マップ ビューにレイヤー

サイド バーのボタンを表示します。
– 到着時刻表示：到着時刻と残りの走行時

間を切り替えます。
– 経由地までの走行データ：経由地までの

時間および距離を表示します。

全般的な VICS 設定の変更

– ポップアップ設定ポップアップの ON/OFF 
切り替え、および：
– ポップアップ表示時間とポップアップ 

メッセージ割込
– DSRC 運転支援情報
– DSRC 一般
– DSRC 交通ボイス メッセージ

– VICS 受信ステータス：
– 選択した局 例：東京
– 受信ステータス：例：検索中
– 受信時間
– オンライン / オフライン VICS ステータス

– DSRC 更新機能：ON/OFF を切り替えます。

– ナビゲーション設定：「ナビゲーション設定
の変更」（185ページ）を参照してください。

– マップ設定：「地図設定の変更」（186ペー
ジ）を参照してください。

道路通行料自動徴収システム 
(ETC) の使用
ETC カード リーダーでのカードの挿入 / 
取り出し

図150： グローブ ボックス内の ETC カード リーダー

支払履歴の表示
b ETCカードが挿入されている。

1.  ボタン e  ボタン eマッ
プ設定

2. 希望のオプションを選択してください。

1.  ボタン eVICS e  
ボタン
または

2.  ボタン eVICS e  
ボタン

3. 希望のオプションを選択してください。

1. 有効な ETC カードを、グローブ ボックス内

のカード リーダーにロックされるまで差

し込んでください。

 アイコンはスクリーンの下部に表示

されます。

2. ETC カードを取り出すには、  ボタンを
押してください。
カードの紛失またはカードのエラーを表

示する  アイコンは PCM スクリーンの

下部に表示されます。

e  ボタン e料金 e通行料履歴。
通行料履歴は、このカードを使用して以前
に支払われたすべての金額を表示します。
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一般的な ETC 設定
b ETC カードが挿入されている。

– 通行料通知：現在支払が必要となっている
通行料金を表示します。

– 通行料アナウンス：通行料の音声アナウン
スの ON/OFF を切り替えます。

– ETC 警告：現在のルート上にある、支払い
が必要な通行料に関する警告の表示 / 非表
示を切り替えます。

– カード取り忘れリマインダー：車両を離れ
るときに、ETC カードをカード リーダーか
ら抜き取ることを促すメッセージの ON/
OFF を切り替えます。

インフォメーション

車両から離れるときは、カードをカード リー
ダーから抜き取ることを推奨いたします。

これにはカード取り忘れリマインダー機能が
役に立ちます。
f 「一般的な ETC 設定」（187ページ）を参照

してください。

1.  ボタン e料金 e設定 
eETC 設定

2. 希望のオプションを選択してください。
187
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パークアシスト
ドライバーが駐車操作をしているとき、パーク
アシストが車両と障害物の間の距離を表示 (車
両装備により異なる) と音で知らせます。

パークアシストのパーキング エイドが PCM に
表示されます。車両前後の障害物が色別に
フィールド表示されます。このフィールドによ
り障害物の形や車両との距離が分かります。

距離の測定

図151：距離測定用超音波センサー

フロントおよびリヤ バンパーの超音波セン
サー A が障害物との距離を測定します (車両装
備により異なる) 。障害物を検出すると警告音
が断続的に鳴ります。障害物との距離が近づく
につれて警告音の断続間隔が短くなります。障
害物との距離が約 30 cm 以下になると、警告音
が連続して鳴ります。

天井から吊り下がっている物体や地面の近く
にある障害物など、センサーの検出範囲よりも
上または下にある物体は、センサーの死角にな
ります。このためパークアシストが障害物とし
て検出できません。

警告音の音量をマルチファンクション ディス
プレイで変更できます。

f 「警告音およびパークアシストの音量調節」
（242ページ）を参照してください。

パークアシストの作動
自動作動 (約 15 km/h の速度まで)
b イグニッションが ON になっている。

b リバース (後退) ギヤに入っている。
または

b 前方の距離が約 80 cm 以下。
または

b 車両の後退が検知されている。

手動での作動

PCM の表示

図152：色で距離を知らせる

警告 運転中または駐車中の
不注意

パークアシストにより操作の快適性は向上し
ますが、無謀な運転は避けてください。パーク
アシストを使用している場合も、ドライバーに
は駐車時や障害物に注意を払う責任がありま
す。このシステムは、ドライバーの注意力の代
わりになるものではありません。

e 移動範囲内に人、動物、障害物がないか必
ず十分に確認してください。

e  ボタン eアシスト eパークア
シストを表示する 

色 フロント側の
距離

リヤ側の距離

緑色 < 120 cm < 180 cm

黄色 < 80 cm < 80 cm

赤色 < 40 cm < 45 cm

赤色と
連続音

< 30 cm < 30 cm
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ポルシェ コミュニケーション マネージメント
(PCM) の操作に関するインフォメーション：

f 「ポルシェ コミュニケーション マネージメ
ント (PCM)」（219ページ）を参照してくだ
さい。

パークアシストの停止
自動停止
b リバースから前進にギヤを切り替える (障

害物が検出されない場合は約 2 分後)
または

b PDK 装備車：セレクター レバーが P の位置
にある。

手動での停止

図153：オーバーヘッド コンソールのボタン

e オーバーヘッド コンソールのボタン A を押
してください。

ボタンのインジケーター ライトが点灯し
ます。

PCM には何も表示されません。PCM の表示
を手動で再度 ON にすることはできません。

例外
構造上、パークアシストは以下のものを検出で
きません。
– 音波を吸収する物体 (例：粉雪などの雪、布

地や毛皮の衣類など)
– 音波を反射する物体 (例：ガラス面や平らな

塗装面など)
– 非常に細い物体 (細い支柱など)
その他、他車のエア ブレーキ、掃除機、エア
ジャッキなど、超音波を発する機器の近くでは
障害物の検出が妨げられる恐れがあります。

メンテナンス上の諸注意
e センサーの正常な機能を維持するため、セ

ンサーに付着した汚れ、氷、雪などは取り
除いてください。

e センサーを擦ると故障の原因になります。

e 高圧洗浄機を使用して清掃するときは、セン
サーとの距離を十分に確保してください。圧
力が高すぎるとセンサーが損傷します。

e ナンバー プレート ホルダーの改造、または
ナンバー プレートの移設、曲がり、取り付
け不良などはシステムに悪影響を及ぼす恐
れがあります。

リバース カメラ
リバース カメラの作動

自動

b リバース ギヤに入っており、イグニッショ
ンが ON になっている。
または

b 車両の後退が検知されている。

手動

リバース カメラの停止

自動

b リバースから前進にギヤを切り替える (障害
物が検出されない場合は約 2 分後)
または

b PDK 装備車：セレクター レバーが P の位置
にある。

e  ボタン eアシスト eパークア
シストを表示する 
189
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パーソナル設定

概要
この概要説明は「パーソナル設定」に記載さ
れた情報に代わるものではありません。操作
する際は、この概要のみでなく「安全指示」お
よび「警告」を必ずお読みください。

どこでパーソナル設定の保存 / 呼び出しができ

ますか?
メモリー パッケージでは、どのようなパーソナル設定の保存 / 呼び出しができますか? ページ

運転席ドアのメモリー ボタン 1 または 2 を使用
します。

人間工学に基づいた設定 (装備仕様による)
– 運転席シート、ドア ミラー、ステアリング ホイール

191

運転席ドアのキー ボタン  を使用します。 人間工学に基づいた設定 (装備仕様による)
– 運転席シート、ドア ミラー、ステアリング ホイール

コンフォート設定 (装備仕様による)
– インストルメント パネル

– エアコン システム

設定は運転席ドアのキー ボタン  およびキーに保存されます。

191
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パーソナル設定の保存と呼び
出し
メモリー パッケージ

図154：運転席ドア メモリー ボタン (メモリー パッ
ケージ)

車両の装備仕様により、メモリー パッケージ
ではさまざまな設定をキーおよび運転席ドア
のメモリー ボタンに保存することができます。

人間工学に基づいた設定：
– 運転席シート

– ステアリング ホイール

– ドア ミラー

コンフォート設定：

– インストルメント パネル

– エアコン システム

キーへの設定の保存
人間工学に基づいた設定とコンフォート設定
をキーに個別に割り当てることができます。

運転席ドアの運転席キー ボタン  を押す

b イグニッションが ON になっている。

1. 設定ボタンを押してください。

ボタンのインジケーター ライトが点灯し
ます。

2. 10 秒以内にキー ボタン  を押してくだ
さい。

人間工学に基づいた設定およびコンフォー
ト設定 (キー特定) が保存されます。

保存されると確認音が鳴り、設定ボタンの
インジケーター ライトが消灯します。

キーから設定を呼び出す

車両ロック解除による自動呼び出し

e 車両をロック解除し、運転席ドアを開いて
ください。
使用中のキーの設定が呼び出されます。

運転席ドアの運転席キー ボタン  を押す

e すべての設定が呼び出されるまでキー ボタ
ン  を押し続けてください。
または

b イグニッションが OFF になっている。

b 運転席ドアを開く

e キー ボタン  を短く押してください。

使用中のキーの設定が呼び出されます。

メモリー ボタン 1 および 2 への設定の
保存
人間工学に基づいた設定を運転席ドアのメモ
リー ボタン 1 と 2 に割り当てることができます。

b イグニッションが ON になっている。

1. 設定ボタンを押してください。

ボタンのインジケーター ライトが点灯し
ます。

2. メモリー ボタン 1 または 2 を 10 秒以内に
押してください。

人間工学に基づいた設定が保存されます。

保存されると確認音が鳴り、設定ボタンの
インジケーター ライトが消灯します。

メモリー ボタン 1 または 2 による設定の
呼び出し
e すべての設定が呼び出されるまでメモリー

ボタン 1 または 2 を押し続けてください。
または

b イグニッションが OFF になっている。

b 運転席ドアを開く

e メモリー ボタン 1 または 2 を短く押してく
ださい。

設定が自動的に呼び出されます。

注意 シート、ドア ミラー、
およびステアリング 
ホイールの自動設定の
呼び出し

設定が予期せぬタイミングで起動した場合、身
体の一部が挟まれたり、圧迫されたりする恐れ
があります。

e メモリー ボタンまたはシート調節ボタンの
いずれかを押すと、必要に応じて設定の自
動呼び出し機能をキャンセルできます。

e お子様のみを車内に残さないでください。

インフォメーション

各メモリーの情報は最大で 4 本のキーに保存
することができます。さらにキーを追加する場
合は、最後に車両に登録されたキーのメモリー
情報が適用されます。
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バッテリー

図155：バッテリー

バッテリーはフロント ラゲッジ コンパートメ
ント内のプラスチック カバーの下にあります

（図155）。
プラスチック カバーの取り外しに関するイン
フォメーション：
f 「タイヤ充填コンプレッサーの取り外しおよ

び収納」（258ページ）を参照してください。

e ジャンパー ケーブルによるエンジン始動時
は、黒色のマイナス ケーブルを絶対にバッ
テリーへ直接接続しないでください。必ず
充電器の黒色のマイナス ケーブルをアース
箇所 (マイナス端子) B (図156) に接続してく
ださい。

ジャンパー ケーブルによるエンジンの始動に
関するインフォメーション：
f 「ジャンパー ケーブルによるエンジンの始

動」（117ページ）を参照してください。

警告シンボルへの対応
バッテリーの充電レベルが低いときは、マルチ

ファンクション ディスプレイに  または

 シンボルが表示されます。  のシンボ

ルは、オルタネーターの故障を示します。

警告 感電、ショートまたは
火災

車両の通電部品に触れると、感電する恐れがあ
ります。車両電気系統への作業が原因で、
ショートする恐れがあります。ショートは火災
の原因となります。

e 電気系統の作業を行うときは、必ずバッテ
リー マイナス ケーブルの端子を外してく
ださい。

e 工具や電気を通す装身具 (指輪、ネックレ
ス、時計バンドなど) が、車両の電気部品と
接触しないように注意してください。

警告 火災または爆発

燃料、エンジン オイル、トランスミッション
オイルなど、車両に使用される油脂類の多くは
非常に引火しやすい性質を持っています。燃料
蒸発ガスは発火、爆発する危険があります。鉛
バッテリー充電時には爆発性の高い混合ガス
が発生することがあります。

e 電気系統の作業を行うときは、必ずバッテ
リー マイナス ケーブルの端子を外してく
ださい。

e 静電気の帯電を防ぐため、乾いた布でバッ
テリーを拭かないでください。

e バッテリーを取り扱う前に、車両などに触
れて静電気を逃がしてください。

e バッテリーの近くで喫煙したり、裸火を近
づけたりしないでください。ケーブル接触
等による火花にも注意してください。

e メンテナンス作業は屋外か、または屋内の
換気が良い場所でのみ実施してください。

注意 腐食性のある電解液

鉛バッテリーには腐食性の高いバッテリー液
が入っており、付着すると皮膚や衣服を損傷す
る恐れがあります。

e 保護手袋と保護眼鏡を必ず着用してくだ
さい。

e バッテリー液の漏出を防ぐため、バッテ
リーを傾けないでください。

知識

回路のショート、火災またはオルタネーターお
よび電気系統を損傷する恐れがあります。

e バッテリーの脱着は、必ずポルシェ正規販売
店で実施してください。
ポルシェ正規販売店のご利用を推奨いたしま
す。十分なトレーニングを受けた経験豊かな
スタッフが、最新の技術情報と専用工具や専
用装置を駆使し、確かな整備をお約束します。

e 電気系統の作業を行うときは、必ずバッテ
リー マイナス ケーブルの端子を外してくだ
さい。
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1

f 「警告および情報メッセージ」（82ページ）
を参照してください。

バッテリーに記載されている
安全に関するシンボルに注意
してください。

バッテリーのお手入れ 車両を保管するとき
e 車両を使用せず、車庫や修理工場に長期間

保管する場合は、ドアやリッド類を確実に
閉じてください。

e キーを抜き、必要に応じてバッテリーの端子
を外してください。ポルシェ エントリー & ド
ライブ装備車ではイグニッションを OFF に
してください。

f 「警報システム」（101ページ）を参照して
ください。

作業の前に取扱説明書をお読みくだ
さい。

保護眼鏡を必ず着用してください。

お子様を絶対に近づけたりしないでく
ださい。

爆発の危険があります。
バッテリー充電中は爆発性の高い電解
質のガスが発生します。

火気、火花、裸火を近づけたり、そば
で喫煙したりすることは絶対に避けて
ください。
電気配線や電装品を取り扱うときは、火
花を発生させたり、ショートさせたりし
ないでください。

酸による火傷の危険があります。
バッテリー液には極めて強い腐食性が
あります。
保護手袋と保護眼鏡を必ず着用してく
ださい。
ガス抜き穴からバッテリー液が漏れる
恐れがあるため、バッテリーを傾けない
でください。

応急処置

バッテリー液が目にかかった場合、直ち
に水で数分間洗い流し、
直ちに医師の診察を受けてください。
皮膚、衣服にかかった場合、直ちに石鹸
水で中和し、多量の水で洗い流してくだ
さい。
万一バッテリー液を飲み込んでしまっ
た場合は、直ちに医師の診察を受けてく
ださい。

廃棄
古いバッテリーは、適切な廃棄場にて廃
棄してください。

古いバッテリーを家庭ごみと一緒に廃
棄しないでください。

インフォメーション

バッテリーの凍結を防ぐため、常に完全な充電
状態を維持してください。バッテリーが充電不
足のときは温度が 0 °C であっても凍結するこ
とがあります。完全に充電されている場合は 
–40 °C まで凍結しません。

運転者が
何をした

いか?

その操作方法は?

バッテリー
上がりを防
ぐには

e 短距離の運転時は、不要な電
気装備類を OFF にしてくだ
さい。

e 車両から離れるときはイグ
ニッションを OFF にし、キー
を抜いてください。

e エンジン停止時には、PCM
を使用しないでください。

バッテリー
のお手入れ

e バッテリー表面は清潔で乾
いた状態に保ってください。

e バッテリー端子は必ず確実
に接続してください。

冬季の走行
に備えて

e 冬になる前に、ポルシェ正規
販売店でバッテリーの点検
を受けてください。

バッテリー
を充電する

e 凍結または損傷したバッテ
リーは決して充電しないで
ください。

f 「バッテリーの充電」（194
ページ）を参照してくだ
さい。

インフォメーション

バッテリーを切り離している場合、警報装置は
作動しません。バッテリーを切り離す前に車両
がロックされていた場合、バッテリーを再接続
したときに警報システムが作動します。

運転者が
何をした

いか?

その操作方法は?
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バッテリーの充電

図156：バッテリー端子

e 充電器メーカーの取扱説明書に従ってくだ
さい。

e バッテリーの充電中は必ず十分に換気を
行ってください。

1. フロント ラゲッジ コンパートメント リッド
を開いてください。

f 「ラゲッジ コンパートメント リッドの緊急
解除」（263ページ）を参照してください。

2. ラゲッジ コンパートメント カバーを取り外
してください。

f カバーを取り外すには：「タイヤ シーラント
(Tire Mobility System – TMS) または工具セッ
トの取り外しおよび収納」（257ページ）を
参照してください。

3. 充電器の赤色のプラス ケーブルをバッテリー
のプラス端子 A に接続してください。

4. 充電器の黒色のマイナス ケーブルをアース
箇所 B に接続してください。

5. 充電器のスイッチを ON にしてください。
6. バッテリーの充電が完了したら、充電器の

電源を OFF にしてから、ケーブルを外して
ください。

f 「バッテリー交換後の車両の作動復帰」（194
ページ）を参照してください。

e 適切な充電器に関する情報は、ポルシェ正
規販売店にご相談ください。

バッテリーの交換
バッテリー本体に表示された規格 / 仕様のみ
では、そのバッテリーがポルシェ社の要求する
基準を満たしているかどうかを判断すること
ができません。

e バッテリーの交換時は、車両が必要とする
要件を満たした AGM (Absorbent Glass Mat：
浸透ガラス マット) バッテリーを必ず使用
してください。ポルシェ純正バッテリーの
使用を推奨いたします。

e バッテリーの廃棄に関する指示を遵守して
ください。

e バッテリーの脱着は、必ずポルシェ正規販
売店で実施してください。

e 新しいバッテリーを取り付けた後は、コン
トロール ユニットでの初期化が必要です。
ポルシェ正規販売店にご相談ください。ポ
ルシェ正規販売店のご利用を推奨いたしま
す。十分なトレーニングを受けた経験豊か
なスタッフが、最新の技術情報と専用工具
や専用装置を駆使し、確かな整備をお約束
します。

バッテリー交換後の車両の作
動復帰
バッテリーを接続した後、または放電してし
まったバッテリーを充電した場合、以下の作業
を実施してください。

1. パワー ウィンドウの停止位置を保存してく
ださい。

f 「サイド ウィンドウ停止位置の保存」（45
ページ）を参照してください。

2. タイヤ空気圧モニタリング システム (TPM)
にタイヤを登録してください。

f 「タイヤ空気圧モニタリング (TPM)」（142
ページ）を参照してください。

インフォメーション

車両を使用していない間でも、バッテリーは常
に放電しています。

e 正常に使用可能な状態を保つには、約6週
間ごとの充電またはAGM（Absorbent Glass 
Mat（アブソーバント ガラス マット））
バッテリーに適したトリクル充電器の使用
が必要です。
ポルシェ社では、Porsche Tequipmentの充電
器およびトリクル充電器を使用することを
推奨いたします。

e 取り外したバッテリーは、湿気がなく風通
しの良い冷暗所に保管し、凍結に注意して
ください。

A プラス端子 +
B アース箇所 (マイナス端子) –

警告 凍結または損傷した
バッテリーの充電

凍結または損傷したバッテリーを充電すると、
爆発や酸による火傷の危険があります。

e 凍結または損傷したバッテリーは決して充
電しないでください。
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パンクしたとき
警告シンボルへの対応

シンボルが警告シンボルとともにマルチ
ファンクション ディスプレイに表示された場
合、タイヤ空気圧モニタリング システムが著
しい空気圧低下を検出しています。空気圧の低
下はタイヤの損傷を示している可能性があり
ます。
e 安全な場所に停車し、タイヤの損傷を点検

してください。

f 「警告および情報メッセージ」（82 ページ）
を参照してください。

車両を安全な場所に停車する
1. 走行車線からできるだけ離れた安全な場所

に停車してください。ジャッキがセットで
きる固く平坦な滑りにくい場所に駐車して
ください。

2. ハザード ライトを点滅させてください。
3. エレクトリック パーキング ブレーキを作

動させてください。
4. マニュアル トランスミッション装備車：1

速ギヤ。
または

PDK 装備車：セレクター レバーを P 位置に
入れてください。

5. フロント ホイールを直進位置にしてくだ
さい。

6. ステアリングのロックおよびエンジン始動
の防止：キーを抜き取ってください。ポル
シェ エントリー & ドライブ装備車：リモー
ト コントロール ユニット

7. すべての乗員を安全な場所に避難させてく
ださい。このとき、周囲の交通状況に注意
してください。

8. 停止表示板を適切な場所に設置してくだ
さい。

9. 交換するタイヤの反対側の車輪に輪止めを
するなどして、車両が不意に動き出さない
ようにしてください。

損傷したタイヤの補修

パンクした場合、タイヤ シーラント キット
(Tire Mobility System – TMS) を使用して、タイヤ

の傷を一時的にふさぐことができます。損傷
したタイヤを適切に補修するには以下が必要
です。

– タイヤ シーラント セット (Tire Mobility 
System – TMS) は、フロント ラゲッジ コン
パートメント内に収納されており、以下で
構成されています。
– 充填ボトル
– 充填ホース
– バルブ回し
– 交換バルブ インサート
– 許容最高速度表示用ステッカー
– 操作説明

f 「タイヤ シーラント (Tire Mobility System –
TMS) または工具セットの取り外しおよび
収納」（257ページ）を参照してください。

– コンプレッサーはフロント ラゲッジ コンパー
トメント内にあります。

f 「タイヤ充填コンプレッサーの取り外し
および収納」（258ページ）を参照してく
ださい。

警告 シーラントでふさいだ
だけのタイヤは、事故
の原因となります

タイヤ シーラントでふさがれた損傷タイヤは、
不適切な速度で走行したり連続的な負荷がか
かったりすると、圧力を失ったりバーストした
りする可能性があります。

e タイヤ シーラントを使用してタイヤの傷を
ふさぐことは、最寄りの修理工場まで走行
するための応急処置に過ぎません。

e タイヤ シーラントは 4 mm 以下の切り傷ま
たはパンクにしか使用できません。

e リムが損傷している場合や、空気圧が低い
タイヤや収縮したタイヤで走行した場合
は、絶対にタイヤ シーラントを使用しない
でください。

e 外気温度が –20 °C 未満の場合は、タイヤ シー
ラントを使用しないでください。

e 急加速や高速でのコーナリングは避けてく
ださい。

e 80 km/h を超える速度で走行しないでくだ
さい。

e 約 10 分間走行してからタイヤ空気圧を点
検してください。タイヤ空気圧が 1.5 bar 未
満の場合は、運転を中止してください。

e シーラントでふさいだタイヤはできるだけ
早く修理工場で交換してください。タイヤ
シーラントを使用したタイヤであることを
修理工場に伝えてください。

e タイヤを修理しないでください。損傷した
タイヤは交換します。

e タイヤ シーラントおよびコンプレッサーの
各取扱説明書に記載されている安全と操作
の指示を読み、それに従ってください。
195
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タイヤ シーラントの充填 (Tire Mobility 
System – TMS)

図157：タイヤ シーラントの充填 (Tire Mobility System – 
TMS)

充填作業の準備

1. タイヤの空気が抜けた原因である異物は取
り除かず、そのままタイヤに残しておいて
ください。

2. フロント ラゲッジ コンパートメントから
タイヤ シーラントおよび同封のステッカー
を取り出してください。タイヤ シーラント
はラゲッジ コンパートメント内の右側ボッ
クスに収納されています。コンプレッサー
はラゲッジ コンパートメント内のカバーの
下にあります。
f 「タイヤ充填コンプレッサーの取り外し

および収納」（258ページ）を参照してく
ださい。

f 「タイヤ シーラント (Tire Mobility System –
TMS) または工具セットの取り外しおよび
収納」（257ページ）を参照してください。

3. 最高速度を示すステッカーを、ドライバー
の目に付く場所に貼り付けてください。

タイヤ シーラントの充填 (Tire Mobility System – 
TMS)
f タイヤ シーラントに添付されている取り扱

い上の注意事項を遵守してください。

1. 充填ボトル A を振ってください。
2. 充填ホース B を充填ボトルに取り付けてく

ださい。
充填ボトルを開封してください。

3. タイヤ バルブ F からバルブ キャップを取り
外してください。

4. バルブ回しDを使用して、バルブ インサート
Eをタイヤ バルブから取り外してください。
交換用バルブ インサートが入手できない場
合は、バルブ インサートを清潔で乾燥した
場所に保管してください。

5. 充填ホース B のプラグ C を取り外してくだ
さい。

6. 充填ホースをタイヤ バルブに押し付けてく
ださい。

7. 充填ボトルをタイヤ バルブより上方に持ち
上げ、ボトルを強く握って中身をすべてタ
イヤに充填してください。

8. 充填ホースをタイヤ バルブから引き抜いて
ください。

9. 入手可能な場合は、バルブ回し D を使用し
て、交換用バルブ インサートまたはバルブ
インサート E に確実にねじ込んでください。

タイヤ空気の充填

f コンプレッサーの取扱説明書に従ってくだ
さい。

f 「タイヤ空気の充填」（145ページ）を参照し
てください。

警告 人体に有害な可燃性
シーラント

シーラントは強燃性であり、人体に有害です。
長時間または繰り返し触れていると、刺激、ア
レルギー反応または臓器の損傷の原因となり
ます。

e タイヤ シーラントを取り扱う際、火炎、裸
火、喫煙は禁止されています。

e お子様の手の届かない場所に保管してくだ
さい。

e 皮膚、目、衣服に付着しないように注意し
てください。

e タイヤ シーラントが皮膚に付着したり目に
入ったりしたときは、直ちに多量の水で洗
い流してください。

e 体調不良やアレルギー反応を起こしたとき
は、直ちに医師の診察を受けてください。

e 衣服に付着したときは、すぐに着替えてく
ださい。

e シーラントの蒸発ガスを吸い込まないよう
にしてください。

e タイヤ シーラントを誤って飲み込んだとき
は、すぐに口を多量の水でゆすぎ、多量の
水を飲んでください。無理に嘔吐しないで
ください。直ちに医師の診察を受けてくだ
さい。

警告 タイヤ空気圧の低下

タイヤ シーラントが付着したタイヤ空気圧セ
ンサーでは、タイヤ空気圧を正しく検出できま
せん。

e 損傷したタイヤを交換するときは、タイヤ
空気圧センサーも必ず一緒に交換してくだ
さい。

A 充填ボトル

B 充填ホース

C 充填ホース プラグ

D バルブ回し

E バルブ インサート

F タイヤ バルブ
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1. コンプレッサーを車両のプラグ ソケットに
接続し、圧力が2.5bar以上になるまでタイヤ
に空気を入れてください。タイヤ空気圧が
この規定値に達しない場合は、タイヤが激
しく損傷しています。このようなタイヤで
運転を続けないでください。

2. バルブ キャップをタイヤ バルブ F に取り付
けてください。

タイヤ空気圧の点検

e 約 10 分間走行してからタイヤ空気圧を点検
してください。
タイヤ空気圧が 1.5 bar 未満の場合は、運転
を中止してください。タイヤ空気圧が 1.5
bar 以上の場合は、指定のタイヤ空気圧に調
整してください。

f 「タイヤ空気圧」（286 ページ）を参照し
てください。

タイヤ交換

f 「タイヤおよびリムの交換」（146ページ）
を参照してください。

ホイールを交換した後は、マルチファンクショ

ン ディスプレイのタイヤ設定を必ず更新して
ください。

f 「タイヤ空気圧モニタリング (TPM)」（142
ページ）を参照してください。
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ヒューズ

リレー
リレーの点検と交換はポルシェ正規販売店で
行ってください。

ポルシェ正規販売店のご利用を推奨いたしま
す。十分なトレーニングを受けた経験豊かなス
タッフが、最新の技術情報と専用工具や専用装
置を駆使し、確かな整備をお約束します。

ヒューズの点検および交換

図158：左側足元のヒューズ ボックスにあるエレメ
ント

ショートや過負荷による電気系統の損傷を防
ぐために、各々の回路がヒューズで保護されて
います。ヒューズ ボックスは運転席と助手席
の足元側面にあります。ヒューズ リムーバー
およびスペア ヒューズは上部カバーの下、両
方のヒューズ ボックス内にあります。

1. 可能であれば交換するヒューズと関係のあ
る電装品を OFF にしてください。

2. 穴に指を入れて、プラスチック カバーを外
してください。

3. ヒューズを点検するため、プラスチック製
ヒューズ リムーバー 2 を使用して、スロッ
トからヒューズを引き抜いてください。切
れたヒューズは、内部の金属線が溶けてい
ることで判別できます。

4. 新しいヒューズを差し込んでください。交
換するヒューズは、必ず同じ容量のものを
使用してください。スペア ヒューズ 1 は左
側のヒューズ ボックスのプラスチック製
ヒューズ リムーバー 2 の隣にあります。

運転席側のヒューズ

図159：運転席側足元のヒューズ キャリア

警告 ショート

車両電気系統への作業が原因で、ショートする
恐れがあります。ショートは火災の原因となり
ます。

e 電気系統の作業を行うときは、必ずバッテ
リー マイナス ケーブルの端子を外してく
ださい。

警告 不適切な処置および不
適切なアクセサリー

ヒューズ ボックスへの不適切な処置、または不
適切なアクセサリーの使用は、電気 / 電子回路に
損傷や不具合を発生させる恐れがあります。

e ポルシェ正規販売店にご相談ください。ポ
ルシェ正規販売店のご利用を推奨いたしま
す。十分なトレーニングを受けた経験豊か
なスタッフが、最新の技術情報と専用工具
や専用装置を駆使し、確かな整備をお約束
します。

e ポルシェ社が承認した電装品 (アクセサリー)
のみを使用してください。認定アクセサリー
に関するインフォメーション：ポルシェ正規
販売店にご相談ください。

1 スペア ヒューズ

2 プラスチック製ヒューズ リムーバー

インフォメーション

同じヒューズが何度も切れる場合は、不具合原
因を早急に修理してください。
e ポルシェ正規販売店にご相談ください。ポ

ルシェ正規販売店のご利用を推奨いたしま
す。十分なトレーニングを受けた経験豊か
なスタッフが、最新の技術情報と専用工具
や専用装置を駆使し、確かな整備をお約束
します。



ヒューズ

あ

か

さ

た

な

は

ま

や

ら

わ

A–Z

21_718_Boxster_982_BAL_70_WKD 982 00 70 21_KW36.20-24.21_JPN.book  Page 199  Monday, August 10, 2020  4:15 PM
A 列

B 列

C 列

1 左下：エアコン ブロワー (右ハンド
ル車のみ)

40 A 

2 左上：PSM コントロール ユニット 40 A 

3 右下：シートおよび運転席シート 
コントロール ユニットの調整

25 A 

4 右上：Boxster：コンバーチブル 
トップ

40 A 

1 右側 / 左側通行のヘッドライトの
変更

フロント リッド ライト
フロント リッド アクチュエーター

ハイ ビーム ヘッドライト、左

ロー ビーム ヘッドライト、左
サイド マーカー ライト、右フロント

方向指示器、左リヤおよび左フロ
ント

40 A 

2 エキゾースト フラップ 
コントロール

ハイマウント ブレーキ ライト、リヤ
スポイラー
リヤ リッド アクチュエーター

リヤ フォグ ライト、右
ブレーキ ライト、左

リバース ライト、左

テール ライト、左
左側デイタイム ドライビング 
ライト

15 A 

3 アラーム ホーン 15 A 

4 インテリア ライト

ホール センサー
オリエンテーション ライト

リヤ ウィンドウ ヒーター リレー

セントラル ロック LED
ドア パネル LED
アンビエント ライト
ライセンス ライト

リヤ フォグ ライト、左

ハイマウント ブレーキ ライト
ブレーキ ライト、右

リバース ライト、右
テール ライト、右

デイタイム ドライビング ライト、右

Cayman：リヤ ワイパー電気作動

15 A 

5 燃料ポンプ リレーおよびコント
ロール ユニット

20 A 

6 フィラー フラップ ロック

ステアリング コラム ロック端子 30
ウォッシャー ポンプ、
フロントおよびリヤ

10 A 

7 未使用

8 エアコン コントロール ユニット 7.5 A 

9 未使用

10 ステアリング コラム

ストップウォッチ

15 A 

1 センター コンソール ボタン パネル
ゲートウェイ コントロール ユニット
故障診断用ソケット
イグニッション ロック
ステアリング コラム ロック
ライト スイッチ
Cayman：ラゲッジ コンパートメント
ライト

10 A 

2 フットウェル ライト
イグニッション ロックの取り外し
防止ロック
方向指示器、右フロントおよび右リヤ
ハザード ライト ボタン LED
イグニッション ロック ライト
方向指示灯 (サイド)、右フロントお
よび左フロント
ハイ ビーム ヘッドライト、右
ロー ビーム ヘッドライト、右
車幅灯、左フロント

40 A 

3 未使用

4 ホーン 15 A 

5 フィラー フラップ
リヤ スポイラー コントロール 
(展開 / 格納)
Boxster:コンバーチブルトップ ロッ
ク クロージング エイド
Boxster:コンバーチブル トップ コン
パートメント キャッチの開閉

30 A 

6 パワー ウィンドウ コントロール 
ユニット、左
ドア コントロール ユニット、左

25 A 

7 ヘッドライト クリーニング システム 30 A 

8 PSM コントロール ユニット 25 A 

9 アラーム サイレン 5 A 

10 室内モニタリング システム 
センサー

5 A 
199
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D 列 助手席側のヒューズ

図160：助手席側足元のヒューズ キャリア

A 列

B 列

C 列

1 Cayman：リヤ ワイパー 15 A 

2 未使用

3 左ヘッドライト 15 A 

4 フロント カメラ コントロール 
ユニット
PDC コントロール ユニット

ゲートウェイ / 故障診断用ソケット

エア クオリティ センサー
ヘッドライト コントロール ユニット

5 A 

5 PSM コントロール ユニット 5 A 

6 ステアリング コラム スイッチ モ
ジュール
電動ステアリング ギヤ

冷媒圧力センサー
ラジエーター ファン リレー

5 A 

7 セレクター レバー コントロール ユ
ニット
クラッチ スイッチ センサー

5 A 

8 右ヘッドライト 15 A 

9 ルーム ミラー 5 A 

10 シート ベンチレーション、左 5 A 

1 左下：DC/DC コンバーター PCM 40 A 

2 未使用

3 右下：外気ブロワー モーターおよび
ファン コントロール (左ハンドル車
のみ)

40 A 

4 右上：シートおよび助手席シート コ
ントロール ユニットの調整

25 A 

1 レイン センサー 5 A 

2 エアコン / シート ヒーター コント
ロール ユニット

25 A 

3 PCM コンポーネント：
(リバース カメラ、アンテナ アンプ、
コントロール ユニット ディスプレ
イ、USB ハブ、カップリング アンテ
ナ、カード リーダー )

5 A 

4 外部ブースター付きセントラル コ
ンピューター

7.5 A 

内部ブースター付きセントラル コ
ンピューター

20 A 

5 TPM コントロール ユニット
エアコン コントロール ユニット

5 A 

6 サウンド システム アンプ 40 A 

7 Burmester® サブウーファー ブース
ター

40 A 

8 未使用

9 インストルメント クラスター 10 A 

10 ドア ハンドル近接センサー 5 A 

1 未使用

2 エレクトリック パーキング ブレー
キ スイッチ

5 A 

3 オーバーヘッド コンソール 5 A 

4 PDK コントロール ユニット 25 A 

5 未使用

6 フロント ワイパー モーター 30 A 
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D 列

7 パワー ウィンドウ コントロール 
ユニット、右

右ドア コントロール ユニット

25 A 

8 ステアリング コラム調整 25 A 

9 未使用

10 未使用

1 エアバッグ コントロール ユニット
シート センサー コントロール 
ユニット

5 A 

2 PASM コントロール ユニット 5 A 

3 未使用

4 ACC コントロール ユニット 5 A 

5 未使用

6 シート ベンチレーション、右 5 A 

7 始動関連の電装品

DME、PDK、リヤ BCM
5 A 

8 未使用

9 センター コンソール ソケット

シガー ライター

20 A 

10 助手席足元ソケット 20 A 
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ブレーキ
エレクトリック パーキング ブ
レーキ
エレクトリック パーキング ブレーキは後輪に
作用し、停車中に車両が動き出さないように固
定します。

図161：エレクトリック パーキング ブレーキ スイッ
チ

パーキング ブレーキを作動させる
e  スイッチを押してください。

 スイッチのインジケーター ライトとイ
ンストルメント パネルのブレーキ警告灯 

 が点灯します。

警告灯およびインジケーター ライトに関する
インフォメーション：
f 「インストルメント パネル」（39ページ）

を参照してください。

パーキング ブレーキを手動で解除する
b イグニッションが ON になっている。
1. ブレーキ ペダルを踏んでください。

2.  スイッチを引いてください。
インストルメント パネルのブレーキ警告灯 

 が消灯します。

パーキング ブレーキの自動解除
パーキング ブレーキをかけたままでも通常の
ように発進することができます。
b エンジンが作動している。
b 運転席ドアが閉まっている。
b 運転席シート ベルトが着用されている。
エレクトリック パーキング ブレーキはドライ
バーの発進操作を検出し、パーキング ブレー
キを自動解除します。
これらの条件のいずれかが満たされていない
場合は、ドライバーが発進操作を行ってもエレ
クトリック パーキング ブレーキが自動解除さ
れません。
マルチファンクション ディスプレイにメッ
セージが表示されます。インストルメント パ
ネルのブレーキ警告灯  および  スイッ
チのインジケーター ライトが点滅します。
f 「警告および情報メッセージ」（82ページ）

を参照してください。

パーキング ブレーキの自動ロック
b PDK 装備車
セレクター レバーが D、R または M の位置にあ
り、車両が停止状態で、運転席ドアが開いてい
る場合、エレクトリック パーキング ブレーキ
がロックされます。

 スイッチのインジケーター ライトとイン
ストルメント パネルのブレーキ警告灯  が
点灯します。
警告灯およびインジケーター ライトに関する
インフォメーション：
f 「インストルメント パネル」（39ページ）

を参照してください。

緊急ブレーキ機能を作動させる
通常のブレーキ操作のみでは車両を停車でき
ない場合、エレクトリック パーキング ブレー
キを使用して急制動をかけ、停車させることが
できます。
e  スイッチを押し続けてください。

インストルメント パネルのブレーキ警告灯 
 と  スイッチのインジケーター ライ

トが点滅します。

緊急ブレーキ機能を解除するには：

e  スイッチを放してください。

警告シンボルへの対応
停車中にエレクトリック パーキング ブレーキ
が完全にかからない場合、  スイッチのイン
ジケーター ライトおよびインストルメント パ
ネルのブレーキ警告灯  が点滅します。

f 「警告および情報メッセージ」（82ページ）
を参照してください。

インフォメーション

パーキング ブレーキの自動ロックは手動で無
効にすることができます。
e  スイッチを引いてください。

パーキング ブレーキが解除された状態のま
まになります。

エレクトリック パーキング ブレーキの締結を
無効にした場合、この機能はドアを再度開い
た場合にのみ利用できます。

警告 急激な減速

緊急ブレーキ機能が作動すると非常に高い制
動力が発揮されます。周囲の走行を妨げたり、
車両のコントロールを失ったりする恐れがあ
ります。

e 緊急ブレーキ機能は緊急時にのみ使用して
ください。

e 通常走行時に緊急ブレーキ機能を使用しな
いでください。
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フット ブレーキ

e ブレーキの効きを持続するため、下り坂を
走行するときは、タイミング良くギヤを落
とし、エンジン ブレーキを利用してくださ
い。急な下り坂でエンジン ブレーキの効果
のみでは不十分な場合、間隔をおいてブ
レーキ ペダルを踏んでください。ブレーキ
ペダルを連続して踏み続けると、ブレーキ
が過熱して効きが悪くなります。

ブレーキ液とブレーキ液レベルに関するイン
フォメーション：

f 「ブレーキ フルード」（204ページ）を参照
してください。

ブレーキ パッドおよびブレーキ ディスク
ブレーキ パッドやブレーキ ディスクの摩耗
は、ユーザーの運転の仕方や使用環境によって
大きく左右されるため、必ずしも走行距離には
依存しません。

この車両の高性能ブレーキ システムは、すべて
の速度域および温度下で、最適な制動効果が得
られるように設計されています。

このため、特定の速度、制動力や車両を取り巻
く環境 (気温、湿度等) によってブレーキから異
音が発生する場合があります。

警告シンボルへの対応
ブレーキ パッドが摩耗限度に達すると、警告

シンボル  が表示されます。

f 「警告および情報メッセージ」（82 ページ）

を参照してください。

e 直ちにブレーキ パッドを交換してください。
ポルシェ正規販売店にご相談ください。ポ
ルシェ正規販売店のご利用を推奨いたしま
す。十分なトレーニングを受けた経験豊か
なスタッフが、最新の技術情報と専用工具
や専用装置を駆使し、確かな整備をお約束
します。

ポルシェ セラミック コンポジット ブ
レーキ (PCCB)
この車両の高性能ブレーキ システムは、すべ
ての速度域および温度下で、最適な制動効果が
得られるように設計されています。

このため、特定の速度、制動力や車両を取り巻
く環境 (気温、湿度等) によってブレーキから異
音が発生する場合があります。
ブレーキ パッドやブレーキ ディスクなどのブ
レーキ システムおよび関連部品の摩耗は、ユー
ザーの運転の仕方や使用環境によって大きく
左右されるため、必ずしも走行距離に依存する
とは言えません。

ポルシェ社が使用している数値は、交通状況に
合わせた通常の運転操作に基づいています。
サーキット走行や過激な運転スタイルは、摩耗
を大幅に促進させます。
e 車両をサーキット走行などに使用する場合

は、現在のガイドラインについてポルシェ
正規販売店にお問い合わせください。

警告 ペダル操作の妨げ

不適切なフロア マットや正しく固定されてい
ないフロア マットはペダルの可動域を制限し
たり、ペダル操作を妨げたりする可能性があり
ます。アクセルが不意に作動したり、ブレーキ
ペダルが妨げられたりする可能性があります。
これにより、予期しない加速やブレーキ操作が
難しくなる場合があります。

e 車両に適切なフロア マットのみを使用して
ください。

e フロア マットはフロア上に敷くだけでなく、
しっかりと固定してください。

e いくつものフロア マットを重ねて置かない
でください。

e 清掃などの際に、フロア マットを取り外し
た後、再び正しく固定されていることを確
認してください。

警告 ブレーキ ブースター
の機能停止

ブレーキ ブースターは、エンジンが作動して
いるときのみ作動します。エンジン OFF 時やブ
レーキ ブースターの負圧が低下している場合
は、ブレーキ ペダルを踏み込むときに強い力
が必要になります。

e ブレーキが故障した車両をけん引しないで
ください。

f 「けん引およびけん引によるエンジンの始
動」（102ページ）を参照してください。

警告 ブレーキ ディスクに
付着した水膜

激しい降雨時や水たまりを通過したとき、または
洗車後は、ブレーキの効きが悪くなり、ペダルを
強く踏まなければならない場合があります。

e 後方の安全を確認した上で定期的にブレーキ
をかけ、ブレーキを乾かしてください。この
とき、後方の交通状況に注意してください。

警告 制動力の低下

凍結防止剤（塩分）が撒かれた道路や砂塵の多
い道路を長距離にわたって走行すると、ブレー
キ ディスクやパッドが塩や砂で覆われて摩擦
力が大幅に低下し、ブレーキの効きが悪くなる
ことがあります。

車両を長期に渡り駐車したまま放置した場合、
ブレーキ ディスクの腐食は避けられません。そ
の結果、ブレーキは「引きずり」を発生します。

e ブレーキ ディスクの腐食を避けるため、「ブ
レーキを乾燥させてから」駐車してくださ
い (ポルシェ セラミック コンポジット ブ
レーキ装備車を除く)。

e ブレーキに気になるほどの不快感がある場
合は、ポルシェ正規販売店でブレーキ シス
テムを点検してください。
ポルシェ正規販売店にご相談ください。ポ
ルシェ正規販売店のご利用を推奨いたしま
す。十分なトレーニングを受けた経験豊か
なスタッフが、最新の技術情報と専用工具
や専用装置を駆使し、確かな整備をお約束
します。
203
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ブレーキ フルード

図162：ブレーキ液タンク

警告シンボルへの対応
ブレーキ液量が許容範囲を下回ると、インスト
ルメント パネルに  シンボルが表示され、マ
ルチファンクション ディスプレイにメッセー
ジが表示されます。ブレーキ ペダルの踏み代
が過大になる他、警告灯が点灯してブレーキ シ
ステムの故障を示す場合もあります。
e 直ちに安全な場所に停車し、運転を続けな

いでください。

e ポルシェ正規販売店にご相談ください。ポ
ルシェ正規販売店のご利用を推奨いたしま
す。十分なトレーニングを受けた経験豊か
なスタッフが、最新の技術情報と専用工具
や専用装置を駆使し、確かな整備をお約束
します。

f 「警告および情報メッセージ」（82ページ）
を参照してください。

ブレーキ液量の点検
e ブレーキ液タンクのブレーキ液量を読み

取ってください (図162)。フルード液量は常
に MIN マークと MAX マークの間に維持され
なければなりません。

e ブレーキ液量が MIN マークより下にある場
合は、ブレーキ液を補充してください。
ポルシェ正規販売店にご相談ください。ポ
ルシェ正規販売店のご利用を推奨いたしま
す。十分なトレーニングを受けた経験豊か
なスタッフが、最新の技術情報と専用工具
や専用装置を駆使し、確かな整備をお約束
します。

ブレーキ フルードの交換
ブレーキ フルードを定期的に点検および交換
することは、メンテナンスの一部です。

f 「サーキット走行」（13ページ）を参照して
ください。

21_718_Boxster_982_BAL_70_WKD 982 00 70 21_KW36.20-24.21_JPN.book  Page 204  Monday, August 10, 2020  4:15 PM



フロント ワイパー

あ

か

さ

た

な

は

ま

や

ら

わ

A–Z

21_718_Boxster_982_BAL_70_WKD 982 00 70 21_KW36.20-24.21_JPN.book  Page 205  Monday, August 10, 2020  4:15 PM
フロント ワイパー

概要
この概要説明は「フロント ワイパー」に記載
された情報に代わるものではありません。
操作する際は、この概要のみでなく、「警告」
を必ずお読みください。

図163：フロント ワイパー レバー 図164：レイン センサー / 間欠作動感度のスイッチ (A)

運転者が何をしたいか? 操作方法 ページ

フロント ワイパー オート作動

(レイン センサー / 間欠作動)
レバーを 1 の位置にしてください。 207

レイン センサー / 間欠作動の感度設定 レバー右部のスイッチ A を上 (作動回数が増える) または下 (作動回数が減る) 方向に押
してください。

207

フロント ワイパー作動 低速：レバーを 2 の位置にしてください。
高速：レバーを 3 の位置にしてください。

ワンタッチ：レバーを 4 の位置に押してください (4 の位置で保持すると、ワイパーの
動きが速くなります)。

206

ワイパー & ウォッシャー作動 レバーをステアリング ホイール方向 5 に引いて、保持してください。 206

フロント ワイパーを立てる イグニッションを OFF にして、ワイパー レバーを 1 回下方向 4 に押してください。

フロント ワイパーが上方に約 45 ° 移動します。

206
205
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フロント ウィンドウ ワイパー
の操作

図165：フロント ワイパー レバー

f 「ワイパー ブレード」（273ページ）を参照
してください。

車両のお手入れに関するインフォメーション：
f 「お手入れ」（66ページ）を参照してください。

アイス/サン シールドの装着とワイパー 
ブレードの交換
e イグニッションを OFF にして、ワイパー レ

バーを 1 回下方向 4 に押してください。
フロント ワイパーが上方に約 45 ° 移動し
ます。

警告 ワイパーの不意の作動

レイン センサー モードでは、フロント ウィン
ドウに水滴を検出すると自動的にワイプ作動
を行います。

e 不意に作動することのないよう、フロント
ウィンドウを清掃する前に必ずワイパーを
OFF にしてください。

知識

フロント ウィンドウおよびワイパー システム
が損傷する恐れがあります。

e フロント ウィンドウが十分に濡れた状態で
ワイパーを作動させてください。乾いた状
態での使用はウィンドウの擦り傷の原因に
なります。

e ワイパー ブレードが凍結した場合は、走行
前に慎重にフロント ウィンドウから剥がし
てください。

e 凍結時はヘッドライト ウォッシャーを操作
しないでください。

e (レイン センサー機能により) 不意に作動す
ることのないよう、洗車機で洗車する前に必
ずフロント ワイパーを OFF にしてください。

e 洗車機での洗車中はヘッドライト ウォッ
シャーを操作しないでください。

e ワイパー ブレードを交換する場合は、ワイ
パー アームをしっかりと保持してください。

e ワイパー ブレードを交換する場合は、ワイ
パー ブレードの長さが異なるので注意して
ください。

0 フロント ワイパー OFF
フロント ワイパーまたはイグニッション
を OFF にすると、ワイパー アームが通常
位置からわずかに上方に動きます。この動
きにより、ワイパー ブレードのウィンド
ウ接触面の向きを整えます。

1 レイン センサー / 間欠作動
フロント ワイパー
e ワイパー レバーを 1 段目の位置まで上

方向に押してください。

2 フロント ワイパー低速
e ワイパー レバーを 2 段目の位置まで上

方向に押してください。

3 フロント ワイパー高速
e ワイパー レバーを 3 段目の位置まで上

方向に押してください。

4 フロント ワイパーのワンタッチ機能
e ワイパー レバーを下方向に押してくだ

さい。
フロント ワイパーが 1 回作動します。

5 フロント ワイパー / ウォッシャー システム
e ワイパー レバーをステアリング ホイー

ルの方向に引いてください。
レバーを引いている間、ウォッシャー
システムとワイパーが作動します。レ
バーを放すとウォッシャー システムが
停止し、その後ワイパーが数回作動し
ます。なお、フロント ウィンドウの
ウォッシャーが 10 回作動するごとに、
ヘッドライト ウォッシャー システム
が自動的に作動します。

インフォメーション

e 汚れが激しい場合はウォッシャーを繰り返
し作動させてください。

e 頑固な汚れ (昆虫の死骸など) は定期的に清
掃してください。

良好な視界を確保するためには、完全な状態の
ワイパー ブレードが不可欠です。
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ワイパー作動間隔の調整

図166：レイン センサー / 間欠作動感度の切り替えス
イッチ

レイン センサー非装備車では、フロント ワイ
パーの作動間隔を 4 段階で調節することがで
きます。

ワイパーの作動間隔を短くする

e スイッチ A を上方向に押してください。
フロント ワイパーが 1 回ワイプ作動を行
い、設定が切り替わったことを知らせます。

ワイパーの作動間隔を長くする
e スイッチ A を下方向に押してください。

レイン センサー作動の調節
レイン センサー装備車の場合、フロント ウィン
ドウに付着する水滴の量を感知して、ワイパー
の作動速度を自動調節します。ワイパーの作動
間隔は、状況に応じて自動的に調節されます。

フロント ワイパーを ON にしているときに速
度が約 4 km/h 以下になると、レイン センサー
が自動的に作動します。

速度が約 8 km/h を超えると、ワイパーの動き
がレバーで設定した速さに復帰します。

レイン センサー感度の手動調節

ワイパー速度を手動で設定することができ
ます。

感度を高くする

e スイッチ A を上方向に押します。

フロント ワイパーが 1 回ワイプ作動を行
い、設定が切り替わったことを知らせます。

感度を低くする

e スイッチ A を下方向に押してください。

ヘッドライト ウォッシャー システムの
操作

図167：ヘッドライト ウォッシャー システムのボタン

b ロー / ハイ ビームが作動している。

e ワイパー レバーの下側のボタン B を押して
ください。

インフォメーション

– イグニッションを ON にしたとき、ワイパー
レバーが既に 1 の位置にあった場合、速度
が 4 km/h を超えるまでレイン センサーは
作動しません。

– イグニッションを ON にしたときに、既にワ
イパー レバーが 2 または 3 の位置にある場
合、フロント ワイパーはワイパー レバーを
操作しなければ作動しません。

インフォメーション

ラゲッジ コンパートメント リッドを開くとワ
イパーが停止します。
e 再度ワイパーを ON にするには、フロント ワ

イパー レバーを上方向 / 下方向に動かして
ください。

インフォメーション

なお、フロント ウィンドウのウォッシャーが
10 回作動するごとに、ヘッドライト ウォッ
シャー システムが自動的に作動します。ロー
ビームを消灯すると、フロント ウィンドウ
ウォッシャーの作動回数カウントがリセット
され、再度ゼロからカウントします。
207
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リヤ ワイパー

図168：リヤ ワイパーのボタン C

b 718 Cayman モデル

リヤ ワイパーの間欠作動を ON にする

e レバーのボタン C を上方向 INT 位置まで押
してください。

リヤ ワイパーの間欠作動を OFF にする

e レバーのボタン C を下方向に OFF 位置まで
押してください。

ワイパーの手動操作

e ボタン C を OFF 位置から下に押すか、INT 
位置から上へ押し続けてください。

リバース (後退) ギヤ選択時のリヤ ワイパーの
作動

雨天時やフロント ワイパーを作動させている
ときにリバース (後退) ギヤを選択した場合に、
リヤ ワイパーが自動的に作動するかどうかを
マルチファンクション ディスプレイで切り替
えることができます。

リバース (後退) ギヤ選択時のリヤ ワイパーの
作動設定に関するインフォメーション：
f 「リバース (後退) ギヤ選択時のリヤ ワイ

パーの作動設定」（241ページ）を参照して
ください。
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ヘッドライト

ヘッドライト調整
e ヘッドライトの調整は、専用の調整装置が

ある整備工場のみで実施してください。
ポルシェ正規販売店のご利用を推奨いたし
ます。十分なトレーニングを受けた経験豊
かなスタッフが、最新の技術情報と専用工
具や専用装置を駆使し、確かな整備をお約
束します。

ヘッドライトの照射方向を右
側/ 左側通行用に切り替える
（ダイナミック コーナリング ラ
イト装備車）
b ポルシェ ダイナミック ライト システム 

(PDLS) またはポルシェ ダイナミック ライ
ト システム プラス (PDLS Plus) 装備車両

車両通行帯 (右側通行または左側通行) が異な
る国で走行する場合は、ヘッドライトをマルチ
ファンクション ディスプレイで切り替える必
要があります。これによりロー ビームの照射
方向が左右対称に切り替わり、対向車のドライ
バーの幻惑を防ぐことができます。

f 「左側 / 右側通行でヘッドライトを切り替え
る」（240ページ）を参照してください。

発光ダイオード (LED) とロング
ライフ バルブの交換
方向指示灯、バイキセノン ヘッドライトのガス
ディスチャージ ヘッドライト、テール ライト、
ライセンス ライト、およびインテリア ライト
など、さまざまなライトに発光ダイオード (LED)
とロングライフ バルブが使用されています。
LED は個別に交換できません。

ロングライフ バルブの交換には専門知識が必
要です。
e 発光ダイオード (LED) とロングライフ バル

ブの交換はポルシェ正規販売店にお任せく
ださい。
ポルシェ正規販売店のご利用を推奨いたし
ます。十分なトレーニングを受けた経験豊
かなスタッフが、最新の技術情報と専用工
具や専用装置を駆使し、確かな整備をお約
束します。

知識

摩擦や過熱によりヘッドライトが損傷する恐
れがあります。

e ヘッドライトにカバー (ストーン ガードや
フィルムなど) を装着しないでください。

インフォメーション

気温と湿度により、ヘッドライトが曇ることが
あります。十分な距離を走行すると、この曇り
は取れます。
e 通気を確保するため、ヘッドライトとボ

ディの隙間にカバーをしないでください。

インフォメーション

変更後は、イグニッションを ON にするたびに
マルチファンクション ディスプレイにメッ
セージが表示されます。

e 帰国した時は、ヘッドライトを元に戻すこ
とを忘れないでください。

インフォメーション

ダイナミック コーナリング ライト (PDLS/PDLS
Plus) 非装備車のバイキセノン ヘッドライトは
左側または右側通行用に切り替えできません。
このタイプのヘッドライトの配光は両方の通
行帯で共通で、対向車の眩惑を防止します。
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ボイスコントロール＊

、 、  および

  メイン メニューの各種機能はボ

イス コマンドで呼び出すことができます。ボ
イス コントロールは話者に適応し、最初の会

話から登録を開始します。

f ボイス コマンドの例は212 ページを参照し
てください。

ボイス コントロールの呼び出し

図169：レバーのボイス コントロール ボタン

ボイス コントロールの作動
b イグニッションが ON になっている。

b 通話中でない。

b パーキング アシスタントを使用していない。

1. レバーの  を押してください (図169)。
起動音が鳴り、ボイス コントロールの 
アイコンが PCM に表示されます。

2. ボイス コマンドを発話してください。

ボイス コントロールを無効にする
b ボイス コントロールが作動している。

e レバーの  を押してください (図169)。
終了音が鳴ります。
または

e ボイス コマンドでキャンセルまたは終了と
発話してください。
または

e PCM の任意のボタンを押してください。

ボイス コマンド ボタンのその他の機能
レバーの  ボタン (図169) は、アプリケー
ションに応じてさまざまな機能を開始するこ
とができます。
– 短く押すと、PCM のボイス コントロールが

有効になります。
– 長押しすると、Siri ボイス コントロール シ

ステムが起動します。

f 「Siri音声認識機能を使用してApple CarPlay
を操作する」（275ページ）を参照してく
ださい。

– ボイス コントロールの現在のアナウンスを
終了します。

– アナウンスを次のパートにスキップします。
– 現在の会話を中止します。

ボイス コントロールによる対話を円滑に行う
ために、以下の点に注意してください。
– 通常通りの声量で、はっきりと分かりやす

く発話してください。
– 高速走行時は少し大きな声で発話してくだ

さい。
– 長い間をおかずにむらなくボイス コマンド

を強調してください。
– ボイス コントロールがアナウンスをしてい

るときは発話しないでください。
– ドア、ウインドウ、スライディング ルーフ

を閉じ、混乱の原因となる雑音を低減して
ください。

– ハンズフリー マイクはドライバー側に向い
ているため、ドライバーのみがボイス コン
トロールを操作してください。

警告 事故を起こす恐れがあ
ります

緊急時は緊張のために声が変わり、ボイス コ
ントロールが指示を認識できなくなる恐れが
あります。これにより電話接続の要求が認識で
きずに失敗したり、接続に時間を要してしまっ
たりする恐れがあります。

e PCM 経由で緊急電話にダイヤルしてくだ
さい。

インフォメーション

– サウンドおよび車両のメイン メニューはボ
イス コントロールでは操作できません。

– ボイス コントロールはすべてのシステム言
語に対応しているわけではありません。

インフォメーション

ポルシェ コミュニケーション マネージメント
(PCM) の操作に関するインフォメーション：
f 「ポルシェ コミュニケーション マネージメ

ント (PCM)」（219ページ）を参照してくだ
さい。

インフォメーション

– 会話中は、ナビゲーション案内および交通
情報通知が中断されます。

– ボイス コントロールが有効のとき、リスト
項目をボイス コントロール、ロータリー
プッシュ ボタン、またはタッチスクリーン
によって選択することができます。

– 発話されたボイス コマンドが理解できない
場合、または意味が解釈できなかった場合、
ボイス コントロールはもう一度お願いしま
すと応答するので、再度ボイス コマンドを
繰り返してください。2 回目以降は PCM が
操作を支援します。

– 選択したメニュー言語によっては ( e目的地

入力メニュー ボタンで)、目的地

入力時に目的地の綴りを発話する必要があ
ります。
＊ 日本仕様に設定はありません。
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ボイス コントロールの調節

– ショート ダイアログ：この機能が有効のと
きは、音声応答に短いアナウンスが含まれ
ます。

– ヘルプ テキスト：この機能が有効のとき、
発話可能なコマンドが表示されます。

ヘルプの呼び出し
文字による入力支援の呼び出し
1. レバーの  を押してください (図169)。

コマンド例のリストが PCM に表示されます。

2. PCM のフッターの  アイコンを選択して
ください。

3. 各メイン メニューでコマンド例を表示させ
るには、PCM の該当するメイン メニューの
アイコンまたはコマンド例を選択してくだ
さい。

音声による入力支援の呼び出し
b ボイス コントロールが作動している。

e ヘルプと発話してください。
または

ボイス コントロールのヘルプと発話してく
ださい。
または

たとえば以下のように話しかけてくださ
い。チューナーのヘルプ、メディアのヘル
プと発話してください。

各メイン メニューで入力支援が得られます。

ボイス コマンドの発話
基本的に、使用可能なボイス コマンドは 3 種
類あります。

– グローバル ボイス コマンド

– 一般ボイス コマンド

– ダイアログ関連ボイス コマンド

表示されるボイス コマンドは使用可能なすべ
てのコマンド集です。システムは同義語でも認
識します。たとえば、電話、山田太郎と言う代
わりに、電話する、山田 またはダイヤル、山田
と発話することもできます。

f ボイス コマンドの例は212ページを参照し
てください。

グローバル ボイス コマンドの発話
特定の機能を呼び出すために使用可能なすべ
てのボイス コマンドは、グローバル ボイス コ
マンドです。グローバル ボイス コマンドは、選
択したメイン メニューに関係なく、いつでも使
用することができます。これによって、対応す
るメイン メニューに事前に切り替える必要な
く、任意の機能を直接呼び出すことができま
す。たとえば、ナビ メイン メニューが表示さ
れているときに、ボイス コマンドで放送局 (例)
ラジオ放送局 XY と発話しても放送局が呼び出
されます。

以下はグローバル ボイス コマンドの例です。
– 放送局 (例) ラジオ放送局 XY
– 電話する (例) 山田

一般ボイス コマンドの発話
一般ボイス コマンドは会話中にいつでも発話
することが可能です。

以下は一般ボイス コマンドの例です。

– 新規項目：ボイス コントロールを再開し
ます。

– 修正：たとえば、電話番号をいくつかのブ
ロックに分けて発話した場合 (0711 911 な
ど)、ボイス コマンドは最後に発話したブ
ロックを取り消します。

– ヘルプ：可能なボイス コマンドを示す入力
支援が表示されます。

– キャンセル：会話を中断します。

ダイアログ関連ボイス コマンドの発話
ダイアログ関連ボイス コマンドは、PCM との
会話が開始されるとすぐに必要になります。た
とえば、これには以下のボイス コマンドが含
まれています。

– 1 行目 
– 次のページ / 前のページ 
– はい / いいえ 

音声でリストを使用する
リストをブラウズする
e リストを前 / 後にブラウズするには、次の

ページ / 前のページと発話してください。
または

タッチスクリーンまたはロータリー プッ
シュ ボタンでリストを使用します。

リスト項目の発話
青いリスト項目を発話することができます。別
の方法として、リスト項目を青い行番号で呼び
出すこともできます。
e ボイス コマンドで行 1 と発話してください。

1.  ボタン e設定 eシステム e
ボイス コントロール

2. 以下から希望の設定を選択してください。

インフォメーション

ヘルプ テキスト機能が無効になっている場合
は、ヘッドラインの  アイコンで視覚的な入

力支援を表示することができます。

f 「ボイス コントロールの調節」（211ページ）
を参照してください。
211＊ 日本仕様に設定はありません。
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ラジオのボイス コマンド

メディアのボイス コマンド

運転者が何をしたいか? どのように発話するのか? 知識

受信範囲を切り替える (設定 / ON にする) チューナー (例) FM/AM

放送局を選択する 放送局を選択する 現在受信が可能な放送局のみを発話することが
できます。

現在受信が可能な放送局を選局する 放送局 (例) 放送局 XY (選局) 現在受信が可能な放送局のみを発話することが
できます。

周波数を入力する 周波数 (例) 91.1 (選択) 必要な場合は、周波数の直接選択により、受信
範囲が変更されます。

ヘルプの呼び出し チューナーのヘルプ チューナー機能で役に立つ音声ヘルプです。

運転者が何をしたいか? どのように発話するのか? 知識

メディア ソースを変更する 再生 (例) ディスク / SD カード / USB / ジュー
クボックス / Bluetooth

アーティストを直接選択する 再生するアーティスト (例) アラン テーラー

有効なメディア ソース内にあるアーティスト/
アルバム/トラック/ジャンルのみを発話するこ
とができます。

アルバムを直接選択する 再生するアルバム (例) Songs for the Road

トラックを直接選択する 再生するトラック (例) Let the Music Flow

ジャンルを直接選択する 再生するジャンル (例) ロック

現在再生している曲と類似の音楽を選択する 類似の曲を再生

ヘルプの呼び出し メディアのヘルプ メディア機能で役に立つ音声ヘルプです。
＊ 日本仕様に設定はありません。
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電話のボイス コマンド
b 電話が PCM に接続されている。

f 「電話」（163ページ）を参照してください。

運転者が何をしたいか? どのように発話するのか? 知識

リダイヤル機能を開く リダイヤル

電話番号を入力する 番号をダイヤル 次のステップでシステムが電話番号を尋ねます。

ボイス メールに電話する ボイス メールに電話する

保存されている連絡先に発信する 連絡先にダイヤル / 電話帳を表示 次のステップでシステムが連絡先の名前を尋ね
ます。

通話履歴の呼び出し 通話履歴 / 不在着信 / 着信 / 発信 ボイス コマンドは、選択または通話が可能な項
目から通話履歴全般を表示します。

保存されている連絡先に発信する 電話 (例) 山田 (携帯 / プライベート / 
ビジネス / 一般)

連絡先が 1 つ以上の場合、このコマンドにより
会話が開始します。名、姓、またはその両方を
発話することができます。連絡先の特定の電話
番号を選択することも可能です。

メッセージを読み上げる (新しい) E メールを読み上げる / (新しい) テキ
ストを読み上げる

b 接続されている携帯電話が Bluetooth® メッセー
ジ アクセス プロファイルに対応している。

b 有効なデータ接続が利用可能。

f 「接続」（131ページ）を参照してください。

これらのサービスはすべての言語およびマー
ケットで利用できるわけではありません。

ヘルプの呼び出し 電話のヘルプ 電話機能で役に立つ音声ヘルプです。
213＊ 日本仕様に設定はありません。
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ナビゲーションのボイス コマンド

運転者が何をしたいか? どのように発話するのか? 知識

新しい目的地を入力する ルート案内（例）東京都千代田区霞が関1-3-2
住所を入力 / 新しい目的地を入力

ルート案内と一文で発話するか一言ずつ発話す
ることで、ナビゲーションを作動することがで
きます。

ポルシェ コンシェルジュ サービスを開始する コンシェルジュ サービス

前回の目的地を選択する 前回の目的地 / 保存した目的地

目的地として自宅 / 職場を選択する 自宅へ帰る / 会社へ行く 保存されている住所へのナビゲーションが開始
されます。住所の保存方法に関するインフォ
メーション：

f 「目的地の保存 (お気に入り)」（182ページ）
を参照してください。

目的地または施設情報を検索する 検索 (施設情報) (例) ポルシェ サービス ブランド名や施設情報のカテゴリーを発話する
ことができます (例： 空港を探す)。

目的地をオンライン検索する オンライン検索 / インターネット検索 b 有効なデータ接続が利用可能。

f 「接続」（131ページ）を参照してください。

これらのサービスはすべての言語およびマー
ケットで利用できるわけではありません。

市町村を選択する 都道府県を入力

レストラン / 休憩所 / トイレ / ガソリン 
スタンドを検索する

次のレストラン / 休憩所 / トイレ / 
ガソリン スタンド

近隣のそれぞれの検索基準を表示します。

ルート案内を開始 / 終了する ルート案内を開始 / 停止する

残りの燃料を計算する 走行可能距離 / 残可走距離 / タンク情報

交通情報を呼び出す 交通情報 b ルート案内を開始している。

到着時間を要求する 到着までの残り時間 / 到着時刻 b ルート案内を開始している。

ヘルプの呼び出し ナビゲーションのヘルプ 最も重要なナビゲーション機能の音声ヘルプを
呼び出します。
＊ 日本仕様に設定はありません。
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ポルシェ アクティブ サス
ペンション マネージメント
(PASM)
PASM はショック アブソーバーをアクティブ
に調整します。アジャスタブル ダンパー シス
テムは、走行状態や条件に応じて各タイヤの適
切なダンパー レベルを選択します。走行安全
性、俊敏性、および快適性が最適化されます。

ボタンの操作で、2 種類のシャーシ設定を選択
できます。
– 「ノーマル シャーシ」

– 「スポーツ シャーシ」

ノーマル モードでは、車両はスポーティで快
適な設定となります。
スポーツ モードでは、ショック アブソーバー
の調整が非常にスポーティなものになります 
(例：レース サーキットでの走行などに最適な
設定)。
走行状況に合わせて、マニュアル モードに加え
て、PASM もショック アブソーバーを調整し、
スポーティまたは快適な走行を可能にします。

PASMモードの選択

図170：センター コンソールの PASM ボタン

1. イグニッションを ON にしてください。
2.  ボタンを押してください。

「ノーマル シャーシ」 (初期設定) を選択し
た場合、インジケーター ライトは点灯しま
せん。

「スポーツ シャーシ」を選択した場合、イン
ジケーター ライトが 1 つ点灯します。

さらに、選択したシャーシ設定はマルチ
ファンクション ディスプレイに短時間表示
されます。

警告シンボルへの対応
PASM の故障がマルチファンクション ディス
プレイに表示されます。

マルチファンクション ディスプレイに表示され
る警告シンボルに関するインフォメーション：
f 「警告および情報メッセージ」（82ページ）

を参照してください。

インフォメーション

イグニッションを OFF にすると、そのとき選択
しているシャーシ設定がメモリーに保存され
ます。
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ポルシェ カー コネクト1)
一部の国で使用できるこのアプリを使用する
と、移動通信ネットワーク経由で車両と接続で
きます。これにより、車両の情報をスマート
フォン経由で直接読み取ることが可能になり、
アプリを使用して選択した設定を車両で実行
することが可能になります。
アプリのインストール、機能、管理、契約、お
よびサービスに関する詳細情報は、
www.porsche.com/connect またはポルシェ正規
販売店から入手できます。

車両とアプリ間の通信の停止
車両とアプリ間の通信は、マルチファンクショ
ン ディスプレイから停止できます。

f 「ポルシェ カー コネクトの設定」（243ペー
ジ）を参照してください。

1) 名前と機能の変更は保護されています

警告 走行時の設定と操作

運転中にアプリの設定を変更したりアプリを
使用したりすると、運転に対する注意力が低下
することがあります。車両のコントロールを失
う恐れがあります。
e 操作および設定の変更は、必ず車両を停止

させてから行ってください。

インフォメーション

このアプリを使用して車両固有データおよび
その他の機能にアクセスすることができます。
第三者による不正なアクセスを防いでこの
データを保護することが推奨されています。こ
のアプリを使用すると、モバイル通信ネット
ワークでデータが送信されるため、ご利用の
サービス プロバイダーから追加料金を請求さ
れる場合があります。
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ポルシェ コネクト アプリ1)
一部の国で利用可能なアプリを使用して、携帯
電話を車両にネットワーク接続できます。これ
により、車両の情報を携帯電話経由で直接読み
取ることができ、アプリで設定した車両設定を
選択することができます。

個人的に設定した POI (施設情報)、アドレス帳
から選んだ目的地、カレンダー入力などを、携
帯電話から PCM に転送することができます。

ポルシェ コミュニケーション マネージメント
(PCM) の操作に関するインフォメーション：
f 「ポルシェ コミュニケーション マネージメ

ント (PCM)」（219ページ）を参照してくだ
さい。

WiFi を使用したアプリの PCM 
への接続と PCM での起動
b アプリが携帯電話にインストールされてい

る (Apple App Store または GOOGLE® Play スト
アからダウンロード)。

b アプリが起動されている。

b 携帯電話で WiFi が有効になっている。

b PCM で WiFi が有効になっている。

f 「WiFi設定の設定」（170ページ）を参照
してください。

図171：デバイス マネージャーを開く

ナビゲーション目的地および
カレンダー入力を PCM に転送
する
b アプリが PCM に接続されている。

1) 名前と機能の変更は保護されています

警告 走行時の設定と操作

運転中にアプリの設定を変更したりアプリを
使用したりすると、運転に対する注意力が低下
することがあります。車両のコントロールを失
う恐れがあります。
e 操作および設定の変更は、必ず車両を停止

させてから行ってください。
1. (接続ステータスに応じて) フッターの 

または  を使用してデバイス マネー

ジャーを開いてください。

2. PCM (外部 SIM カードによりデータ接続が
確立されています) の WiFi ホットスポット
(ワイヤレス インターネット アクセス) に
より接続を確立してください。

f 「接続」（131ページ）を参照してくだ
さい。

a. デバイス マネージャーからポルシェ コ
ネクト アプリ ePCM の WiFi ホットス
ポット設定を選択してください。

b. 携帯電話の WiFi 設定に PCM の WiFi 
データ (ホットスポット名およびホッ
トスポット パスワード) を入力してく
ださい。

3.  ボタンを押してください。

4. アプリ  を選択してください。
アプリの利用可能なコンテンツが表示さ
れます。

インフォメーション

–  ボタン e  ボタン e電話
設定 eWi-Fi 設定 ePCM の WiFi ホットス
ポット設定を順に選択することによって
も、PCM の WiFi アクセス データを表示す
ることができます。

– デバイス マネージャーに関するインフォ
メーション：

f 「デバイス マネージャー」（161ページ）
を参照してください。

1. アプリで、ナビゲーション目的地またはカ
レンダー入力を選択してください。
a. オンライン検索：オンライン検索機能を

使用して、目的地を選択してください。
b. 連絡先：住所の詳細を含む連絡先を選

択してください。
c. カレンダー：住所の詳細を含むカレン

ダーを選択してください。
d. 画像：保存された画像を使用して、目

的地を選択してください。

2.  アイコンを使用して、目的地を登録目的
地お気に入りリストに追加してください。
お気に入りリストに追加済みの項目には
チェックマークが付きます。
217
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PCM を使用して音楽を再生する
b 別途音楽サービス アプリをダウンロードし、

音楽サービスの登録手続きを済ませている

f 音楽サービスのプロバイダーが提供す
る情報に従ってください。

b アプリが PCM に接続されている。

3. アプリが PCM に接続されている場合は、

登録目的地に保存されている内容が PCM 
に転送されます。

必要に応じて、 ボタン eアプリ

 からPCMディスプレイを手動で更新し

てください。

4.  ボタン eアプリ eから登録目的
地またはカレンダーを選択してください。
または

 ボタン e保存された目的地 e
登録目的地を選択してください。

5. 転送された目的地へのルート計算を開始
してください。

e  ボタン eアプリ e希望の音
楽サービスを選択してください。
または

 ボタン e希望の音楽サービス
を選択してください。
または

希望の音楽サービスが表示されるまで
 ボタンを押し続けてください。

インフォメーション

MyMusic の  メニューで、ユーザー
はその他にオフラインで保存された既存のプ
レイリストおよび楽曲を再生することができ
ます。
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ポルシェ コミュニケーション マネージメント (PCM)
概要
本概要は「ポルシェ コミュニケーション マ
ネージメント (PCM)」に記載されている完全な
情報に代わるものではありません。操作する
際は、この概要のみでなく「安全指示」およ
び「警告」を必ずお読みください。

図172：PCM 図173：タッチスクリーン、ホーム メニュー

運転者が何をしたいか? その操作方法は? ページ

PCM を ON にする e イグニッションを ON にするか、ボリューム スイッチ A を押してください。

PCM を OFF にする e イグニッションを OFF にするか、ボリューム スイッチ A を押し続けてください。

音量を調節する e ボリューム スイッチ A を回してください。

オーディオ ソースのミュート e ボリューム スイッチ A を短く押してください。

メイン メニュー (ラジオなど) を開く e ボタン (例： ) を押してください。

音質設定を表示する e  ボタン e  ボタン eサウンド設定 e音量 またはサウンド 226

デバイス マネージャーを開く / 接続を確立する e フッターの  または  (B を参照) を選択してください。 161/
132

日付と時刻を変更する e フッターの時刻  (Cを参照) を選択してください。 220

個人画面を開いて設定する e  ボタン e個人画面 223

システム設定を変更する e  ボタン e設定 225

CD/DVD または SD カードから音楽を再生する e CD/DVD または SD カードを挿入します e  ボタン e希望のメディア ソー
スを選択してください。

223

外部機器から音楽を再生する e 外部機器を USB または Bluetooth® を介して接続します e  ボタン e希望の
メディア ソースを選択してください。

224
219
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操作に関する重要なインフォ
メーション
ポルシェ コミュニケーション マネージメント
(PCM) は、ラジオ、サウンド設定、ナビゲー
ション システム、さまざまなメディアや電話
を操作するためのセンター コントロール ユ
ニットです。
安全のため、一部の機能は停車中のみ利用でき
ます。

PCM の操作時に運転者や同乗者が怪我をした
り、危険にさらされたりすることがないよう、
常に以下の安全に関する指示を遵守してくだ
さい。

PCMのON/OFF

図174：PCM の ON/OFF

e PCM はイグニッションを ON にすると作動
します。

e イグニッションの位置に関係なく、ボ
リューム スイッチ A を長押しすると PCM 
の ON/OFF を切り替えることができます。

日付と時刻の設定
時刻表示から、日付と時刻の設定に素早くアク
セスできます。

f 「全般的なシステム設定を変更する」（225
ページ）を参照してください。

タッチスクリーンの操作ボタン

図175：タッチスクリーンの操作ボタン

警告 事故を起こす恐れがあ
ります

PCM を操作すると、道路状況から注意が逸らさ
れる恐れがあります。

e 周囲の交通状況が安全を確保できる場合に
限って PCM の操作を行ってください。安全を
確保できない場合は、車両を適切な場所に停
車してから PCM の操作を行ってください。

e 緊急車両 (パトカー、救急車など) のサイレ
ンなど、常に車外の音が聞こえる程度の音
量に設定してください。

警告 事故を起こす恐れがあ
ります

機器を固定しなかったり不適切な位置に載せ
たりすると、ブレーキやステアリングを操作し
たとき、急加速時または事故の際に、荷物が飛
び出して乗員が怪我をする恐れがあります。

e 車内に固定していない物を載せて走行しな
いでください。

e 走行中は必ず小物入れを閉じてください。

注意 負傷する恐れがあり
ます

ハウジングが開いている場合や損傷した場合
は、目に見えないレーザーが照射される危険が
あります。

e PCM はクラス 1 レーザー製品です。ハウジ
ングを分解しないでください。メンテナン
ス作業が必要になった場合は、必ずポル
シェ正規販売店で実施してください。

インフォメーション

バッテリーを保護するため、PCM はイグニッ
ションを OFF にしてから数分経過すると自動
的に OFF になります。

e フッターの時刻 を選択してください。
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タッチスクリーンで PCM を操
作する

図176：タッチスクリーンで PCM を操作する

ロータリー プッシュ ボタンで 
PCM を操作する

図177：ロータリー プッシュ ボタン

1. 希望の機能がハイライトされるまで、ロー
タリー プッシュ ボタンを回してください。

2. ハイライトされた機能を有効にするには、
ロータリー プッシュ ボタンを押してくだ
さい。

メニューを開く
直接メイン メニューを開く

A ホーム画面

 ボタンを押すと、使用可能な機
能が表示されます。

B 有効なメイン メニューの機能

どのメイン メニューが有効になっている
かに応じて、ツールバーには異なるメ
ニューが表示されます。

C フッター

有効なメイン メニューの機能、接続シンボ
ルおよび設定可能な温度または時刻を表示
します。

D 時刻または外気温ディスプレイ

f 「日付と時刻の設定」（220ページ）を参
照してください。

E ヘッドライン
たとえば、選択されたラジオまたはメディ
ア ソースが表示されます。

F デバイス マネージャーを開く
(電話を接続する、WiFi 設定を表示してワイ
ヤレス インターネット アクセスを設定す
る、Bluetooth® 機器を接続する、Apple CarPlay
およびアプリの接続状態を表示する)。
f 「デバイス マネージャー」（161ページ）

を参照してください。

G コントローラー

タッチスクリーンに接近すると追加機能を
表示します。

H 他のページを表示

スクロール (スワイプ) すると、他のページ
が開きます。

A タッチ (選択)
タッチスクリーンを指で素早くタッチして
ください。例：機能を選択する、またはボッ
クスをチェックする / チェックを外す。

B 長押し

タッチスクリーンを長くタッチしてくだ
さい。例： メイン メニューで放
送局を保存する。

C スワイプ

タッチスクリーンを指で左右にスワイプ
してください。例：ラジオ放送局を含む他
のページを表示する。

D スクロール

タッチスクリーンを指で上下にスワイプ
してください。例：リストを手動でスク
ロールする。

E ズーム

2 本の指をディスプレイに触れたまま指を
広げる、または指を狭めてください。タッ
チスクリーンを 2 回タップすると、そのセ
クションが拡大表示されます。例：地図を
拡大表示する。

e PCM のボタン (例： ) を押して
ください。

インフォメーション

いずれかのメイン メニューから別のメニュー
にいつでも切り替えることができます。メイン
メニューに戻ると、前に開いていた内容が再び
表示されます。
221
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ホーム メニューからメイン メニューを開く

有効な機能の設定を開く
b 希望のメイン メニューが選択されている 

(例： )

テキストおよび文字を入力する
ナビゲーション目的地や検索語句の入力など、
テキストや文字を入力する必要があるときは、
入力フィールドが表示されます。

図178：タッチスクリーン キーボード

テキストおよび文字を入力するには、3 種類の
方法があります。

キーボードによる入力

ロータリー プッシュ ボタンによる入力

手書き入力
手書き入力では、手書き文字認識機能により指
でテキストや文字を書くことができます。

図179：手書き入力

デバイス マネージャーを開く
f 「デバイス マネージャー」（161ページ）を

参照してください。

アプリを開く
アプリ  メニューからポルシェ コネクト
サービスおよびアプリ機能にアクセスするこ
とができます。

f 「ポルシェ コネクト アプリ」（217ページ）
を参照してください。

1.  ボタン eメニュー

2. メイン メニュー (チューナーなど) を選択
してください。

e  ボタンを押してください。

該当するメニューの設定および他の機能
が表示されます。

A 現在のカーソル位置

B キーボードを表示する / 隠す

C 手書き文字認識機能 (タッチスクリーンを使
用してアルファベットや文字を入力する)

D キーボードの調整

E スペースを挿入する

F 入力を決定する

G 文字、数字および特殊文字の入力を切り替
える

H 入力データを削除する

I Caps Lock の ON/OFF を切り替える (大文字
と小文字を切り替える)

J 候補のリスト

1. 入力フィールドを選択してタッチスク
リーン キーボードを開きます。

2. 希望のテキストまたは文字を入力してく
ださい。

1. 希望のアルファベットや文字がハイライ
トされるまで、ロータリー プッシュ ボタ
ン (図 177) を回してください。

2. ロータリー プッシュ ボタンを押し、ハイ
ライトされたアルファベットまたは文字
を決定してください。

1. を選択して入力フィールドを開いてく

ださい。

2. 指で希望のテキストや文字を書いてくだ
さい。

e スペースを入れるには、左から右に指でス
ワイプしてください。

e 入力データを削除するには、右から左に指
でスワイプしてください。

インフォメーション

– PCM はひらがな、カタカナ、ローマ字、漢
字の手書き入力に対応しており、該当する
文字を表示します。

– ボイス コントロールを使用して、テキスト
や数字を入力することも可能です (例：電話
番号をダイヤルするときや、ナビゲーショ
ン目的地を入力するときなど)。
f 「ボイスコントロール＊」（210 ページ）

を参照してください。

e  ボタン eアプリ 
＊ 日本仕様に設定はありません。
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2

バックグラウンド イメージを
表示する
バックグランド イメージは、  メ
ニューで表示 / 非表示を切り替えることがで
きます。

個人画面の設定
個人画面メニューでは、さまざまなカテゴリー
(NAV や電話など) のタッチスクリーン コンテ
ンツを希望に合わせて個別にグループ分けす
ることができます。
合計 3 種類の個人画面を設定できます。

個人画面 を作成する

電話のお気に入りの追加に関するインフォ
メーション：

f 「MyScreenにお気に入りを追加」（168ページ）
を参照してください。

個人画面を開く

個人画面をリセットする

各種ドライブおよび外部接続
機器に関する諸注意
対応するメディアおよびファイル形式に関す
るインフォメーション：

f 「ポルシェ コミュニケーション マネージメ
ント (PCM)」（219ページ）を参照してくだ
さい。

– 記憶媒体に多くのファイル、フォルダーま
たはプレイリストが含まれている場合、最
初にトラックを読み込むのに時間がかかる
場合があります。

– オーディオ ファイルの再生時は、記録され
た追加情報 (アーティスト、タイトル、アル
バム カバーなど) が自動的に表示されます。
該当する情報が媒体に記録されていない場
合は、利用可能なインターネットのデータ
ベースが利用されます。それでも個々の追
加情報が表示されない場合があります。

– USB 延長ケーブルまたはアダプターを使用
しないでください。性能が損なわれる原因
になります。

– USB ハブには対応していません。

– ポルシェ社は、ファイルやメディアの損傷
や紛失に対していかなる責任も負いかねま
す。大切なデータは、SD カード、ジューク
ボックス、CD/DVD またはポータブル プレー
ヤーに決して保存しないでください。

– 外気温が異常に高いまたは低いときは、一
時的に CD/DVD が再生できなくなる場合が
あります。CD/DVD および走査レーザーを保
護するために、熱保護回路が搭載されてい
ます。

– PCM は、コピー プロテクト機能付きの CD/
DVD または規格に準拠していない CD/DVD
を再生できない場合があります。

– 原則として私的使用を目的とする場合にの
み、CD/DVD のコピーを作成することが認め
られています。コピーされた CD/DVD を第
三者に譲渡した場合は、著作権法に定めら

e  ボタン e  ボタン eバッ
クグラウンド イメージを表示

1.  ボタン e個人画面 e  
ボタン e個人画面設定

2. 個人画面 1、個人画面 2、または個人画面 
3 を選択してください。

3. カテゴリー (ソースなど) を選択して、選択
可能なタイルのリストを開いてください。

図180：個人画面の設定

4. 希望のタイルをクリックし、左側のプレ
ビューにある任意のコンテナーにドラッ
グ & ドロップしてください。タイルは、緑
色のエッジが見えるとすぐにコンテナー
に挿入することができます。

5.  または  で個人画面を設定メニュー
を終了してください。

e 左側のプレビューからタイルを取り除く
には、ドラッグ & ドロップで削除したいタ
イルをコンテナーから取り除くか、別のタ
イルと入れ替えてください。

1.   ボタンを押してください。

2. 個人画面   を選択してください。
直前に有効にした個人画面が表示されます。

e 個人画面 1、個人画面 2 および個人画面 3 
を切り替えるには、該当する個人画面が
表示されるまで左右にスワイプしてくだ
さい。

1.  ボタン e個人画面 e  
ボタン e個人画面設定

2. 個人画面をリセットを選択してください。

個人画面の 2 ページおよび 3 ページのコン
テンツが削除されます。個人画面の 1 ペー
ジのコンテンツが初期設定にリセットさ
れます。



ポルシェ コミュニケーション マネージメント (PCM)

あ

か

さ

た

な

は

ま

や

ら

わ

A–Z

224

21_718_Boxster_982_BAL_70_WKD 982 00 70 21_KW36.20-24.21_JPN.book  Page 224  Monday, August 10, 2020  4:15 PM
れた例外の対象になりません。MP3 ファイ
ルとして作成され MP3 モードで再生可能な
音楽トラックは、一般的に該当する国際的
および国内の規制に従って著作権保護の対
象となります。多くの国では、私的使用が
目的であっても著作権保有者に事前の承諾
なくしてコピーすることはできません。該
当する著作権法を遵守してください。お客
様自身が作曲およびレコーディングの著作
権保有者である場合、あるいは著作権保有
者によって権利を付与された場合は、これ
らの制約は適用されません。如何なる場合
においても、現行の法的な見解が適用され
ます。

CD/DVD ドライブにロードする

CD/DVD を挿入する

図181：CD/DVD または SD カードのロード

CD/DVD を取り出す

SDカードを挿入する

SD カードを挿入する

SD カードを取り出す
b SD および SIM カード リーダー カバーが開

いている。

SIM カードの挿入および取り
出し
f 「外部SIMカード経由でデータ接続を確立す

る」（131ページ）を参照してください。

外部機器の接続
対応するメディアおよびファイル形式に関す
るインフォメーション：
f 「ポルシェ コミュニケーション マネージメ

ント (PCM)」（219ページ）を参照してくだ
さい。

知識

CD/DVD を正しく使用しないと、PCM を損傷す
る恐れがあります。

e 直径 12cm の丸型、標準タイプの CD/DVD の
みを使用してください。

e CD/DVD に触れるときは、必ず端を持ってく
ださい。ラベルのない面を手で触れないでく
ださい。

e CD/DVD への汚れの付着を避け、必要な場合
には清掃してください。

e CD/DVD には何も貼り付けないでください。

e CD/DVD を変形させないでください。

e CD/DVD をドライブに無理に押し込んだり、
取り出したりしないでください。

1. CD/DVD のラベル面を上にして、自動的に
引き込まれるまでスロット B に押し込ん
でください。

2.  ボタンを押し、希望のメディ
ア ソースを選択してください。

e  ボタンを押し、CD/DVD を取り出して
ください。

知識

SD カードを正しく使用しないと、PCM を損傷
する恐れがあります。

一体型以外の SD カードを使用すると、振動によ
り SD カードがアダプターから外れて各カード
が SD カード リーダーに詰まる恐れがあります。

e SD カード アダプターは使用しないでくだ
さい。

1. 指の爪でスロット C (図 181) のカバーを上
方に開いてください。

2. SD カード A をラベル面を上にして、SD 
カード リーダー 1 ( D を参照) または 2 ( E 
を参照)または 2 に、ぴったりと収まるま
で押し込みます。

1. 挿入されたカードを押して、取り出して
ください。

2. SD および SIM カード リーダー カバーを閉
じてください。

インフォメーション

一部の外部機器では、音量の個別調節が必要に
なる場合があります。
1. 外部機器の音量を調節してください。

2. PCM で希望の音量に設定してください。
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USB を介して外部機器を接続する

図182：グローブ ボックスの USB (タイプ A) および汎
用オーディオ (AUX) ポート (装備仕様による)

図183：センター コンソールの USB ポート (タイプ A)

外部機器を Bluetooth® 経由で接続する

Bluetooth® 機器の管理に関するインフォメー
ション：

f 「Bluetooth® デバイスの削除、または 
Bluetooth® インフォメーションの表示」
（165ページ）を参照してください。

全般的なシステム設定を変更
する

– 日付 & 時刻 
– 自動時間同期：GPS 信号で時刻、 日付、

サマータイムを同期します。
– 時刻 
– 日付 
– 自動タイム ゾーン：オートタイム モー

ドでは、タイムゾーンも自動的に設定さ
れます。

– タイム ゾーン 
– 時刻表示 
– 日付表示 

– 単位 
– 速度 
– 温度 
– 圧力 (タイヤ空気圧)
– 燃料消費量 

– 言語：システム言語を選択してください。
– 英語
– 日本語

– ボイス コントロール：
– ショート ダイアログ：ボイス コントロー

ルはショート ボイス コマンド テキスト
を使用します。

– ヘルプ テキスト：アクティブ ボイス コ
ントロールで可能なコマンドを表示し
ます。

– 工場設定 
– 工場設定：すべての設定値が規定値にリ

セットされます。個人データは保持され
ます。

– 車両引渡し：すべての設定値が規定値に
リセットされます。住所、目的地、電話
番号などの、すべての個人データが削除
されます。

1. グローブ ボックスまたはセンター アーム
レストを開いてください。

2. 外部デバイス (iPod、USB フラッシュ ドラ
イブなど) を USB ポート (タイプ A) に接続
します。

3.  ボタンを押し、希望のメディ
ア ソースを選択してください。

インフォメーション

– USB ポートは、グローブ ボックス内および
センター コンソールに配置されています。
Apple CarPlay は、センター コンソールの USB
ポートを介してのみ使用できます。
f 「Apple CarPlay」（274ページ）を参照して

ください。

– 外部機器 (携帯電話など) は、USB 充電ケー
ブルを使用して車内で充電することができ
ます。

– 携帯電話をセンター コンソールに置く前に、
キーボード / コード ロックを有効にすること
をお勧めします。

1. フッターの  または  (接続状態によ

り異なる) を選択してください。

または

 ボタン e  ボタン eデバ
イス マネージャー

2. Bluetooth オーディオ e新しいデバイスを検
索を選択してください。
6 桁の Bluetooth® コードが生成され、PCM
および携帯電話に表示されます。

3. PCM と携帯電話に表示された Bluetooth® 
コードを比較してください。

4. PCM と携帯電話の Bluetooth® コードが一致
していれば確定してください。
機器の接続に成功すると、機器一覧に表示
されます。

1.  ボタン e設定 eシステム
または

 ボタン e設定 eシステム

2. 希望のオプションを選択してください。
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PCM ディスプレイの設定を変更
する

– ディスプレイを OFF にする：次にタッチす
るまでタッチスクリーンがOFFになります。

– ディスプレイの明るさ 
– フッター 

– 温度：フッターに温度を表示します。
– 時刻：フッターに時刻を表示します。

– 近接センサー：近接センサーを有効 / 無効
にします。

– タッチ操作音設定：ディスプレイにタッチ
した時の操作音を有効 / 無効にします。

音量および音質の変更
音量を調節する
ボリューム スイッチA (図174を参照) を回すと、
音量を調節できます。

オーディオ ソースのミュート

音質設定を変更する

– 低音：低音域の調節

– 高温：高音域の調節

– フェーダー：前後スピーカーの音量調節

– バランス：左右スピーカーの音量調節

音量設定を変更する

– ナビゲーション案内：ナビゲーション案内
の音量を設定

– 速度適応音量：車速に応じた音量調節

– Bluetooth オーディオ：Bluetooth®オーディオ
再生用の音量を設定

– マイク音量：通話中のマイク音量を調整

– 着信音量：着信音の音量を設定

– 電話中のナビゲーションをミュート：通話中
はナビゲーション アナウンスを再生しない

– タッチ操作音設定：ディスプレイにタッチ
した時の操作音を設定

– メッセージの受信音：テキスト メッセージ
およびEメール受信時のサウンド ON/OFF を
切り替える

Burmester® 音質設定を変更する

– ピュア：純粋で忠実な音響設定。

– スムーズ：リラックスした長時間のリスニン
グに適した音響設定

– サラウンド：非常に開放感を感じる音響設定

– ライブ：ライブの臨場感を伴う広がりのあ
る音響設定

– ポジション：座席別の音質調整

– サウンド コンディショナー：音響を周囲の
音量に合わせて適応させます。

BOSE® 音質設定を変更する

– サラウンド：非常に開放感を感じる音響設定

– リニア：低音重視の音質設定 (リニア OFF) か
らニュートラルでバランスのよい音質 (リ
ニア ON) に変更

– オーディオ パイロット®：この機能を ON に
すると、車内のノイズ レベルをモニターし、
その変化に合わせて最適なオーディオ再生
を行います。

1.  ボタン e設定 ePCM を表示
または

 ボタン e設定 ePCM を表示

2. 希望のオプションを選択してください。

e ボリューム スイッチA (図174を参照) を短
く押してください。
フッターにミュートの  シンボルが表
示されます。

運転アドバイス、電話の会話および交通情
報は聞くことができます。

e ミュート機能を解除するには、ボリューム
スイッチ A  を再び短く押してください。

1.  ボタン e  ボタン e
サウンド設定 eサウンド 

2. オプションを選択して、設定を変更してく
ださい。

1.  ボタン e  ボタン e
サウンド設定 e音量 

2. 希望のオプションを選択してください。

1.  ボタン e  ボタン e
サウンド設定

2. Burmester を選択します。

3. 希望のオプションを選択してください。

1.  ボタン e  ボタン e
サウンド設定

2. BOSE を選択してください。

3. 希望のオプションを選択してください。
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ポルシェ スタビリティ マ
ネージメント (PSM)
PSM は、過酷な走行条件下で車体を安定させる
ためのアクティブ コントロール システムで
す。エンジンが始動すると自動的に有効になり
ます。PSM は、アンチロック ブレーキ システ
ム (ABS) とエンジン ドラッグ トルク コント
ロール システム (MSR) の機能と同様に、オート
マチック ブレーキ ディファレンシャル (ABD)
とアンチスリップ コントロール (ASR) システ
ムの両方を利用します。

以下の条件で PSM コントロールの作動を知る
ことができます。
– インストルメント パネルの PSM 警告灯が

点滅します。

– 油圧作動音が聞こえます。

– PSM がブレーキを制御することで、減速の度
合いやステアリング操作力が変化します。

– エンジン出力が低下します。

– ブレーキ ペダルが振動し、ペダルの位置が
変化します。

最大の制動力を得るため、ブレーキ ペダル
に振動を感じたらさらに強く踏み込んでく
ださい。

オートマチック ブレーキ ディファレン
シャル (ABD)
いずれかのアクスルで一方のホイールが空転
し始めると、そのホイールにブレーキをかけ
て、反対側のホイールの駆動力を確保します。

アンチ スリップ コントロール (ASR)
アンチ スリップ コントロールがエンジン出力
を制御することで、ホイールのスリップを防
ぎ、直進安定性やハンドリング性能が維持され
ます。

エンジン ドラッグ トルク コントロール
(MSR)
オーバーラン時、ホイールのスリップが激しい
場合、エンジン ドラッグ トルク コントロール
が駆動輪のロックアップを防ぎます。滑りやす
い路面でシフトダウンした場合も同様です。

ステアリング トルク パルス
ステアリング トルク パルスは摩擦値が異なる
路面でブレーキをかけた場合に運転者のステ
アリング アシストを行います。
カウンター ステアリング中も操舵力を追加し
て運転者を支援します。

PSM スポーツの作動
b スポーツ クロノ パッケージ装備車

PSM スポーツが作動すると、システムが特定の
スポーツ モードに切り替わります。

e  ボタンを短く押してください。

ボタンのインジケーター ライトとインスト

ルメント パネルの PSM OFF 警告灯が点灯し

ます。

マルチファンクション ディスプレイに PSM
スポーツが作動していることを示すメッ
セージが表示されます。

PSMの解除

図184：センター コンソールの PSM OFF ボタン

警告 車両コントロールの
喪失

PSM を過信せず、路面状況、天候条件、交通状
況に応じた責任ある運転を心がけてください。

走行安全性は向上しますが、無謀な運転は避け
てください。PSM が装備されていても、物理的
限界を超えて車両をコントロールすることは
できません。

PSM は危険なスピードによる事故のリスクを
減らすことはできません。

警告 PSM サポート制限

PSM スポーツ モードの場合、ABS 制御の範囲
外になるような過酷な走行状況では PSM サ
ポートが制限されます。

e 「通常」走行では常に PSM スポーツを OFF 
にすることをお勧めします。

警告 PSM アシストの停止

PSM を OFF にすると、ABS 制御の範囲外になる
ような過酷な走行状況で PSM サポートが行わ
れません。

e 「通常」走行では常に PSM を ON にすること
を推奨いたします。
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e  ボタンを短く押してください (スポーツ
クロノ パッケージ装備車：ボタンを 2 秒以

上押してください)。
ボタンを押してから実際に PSM が OFF にな
るまでには、若干の遅れがあります。

ボタンのインジケーター ライトとインスト
ルメント パネルの PSM OFF 警告灯  が点

灯します。

マルチファンクション ディスプレイに PSM
が OFF に切り替わったことを示す警告が表
示されます。

ただし次の場合は、例外として一時的に PSM を
OFF にすることが有効です。
– ぬかるんだ路面、または積雪が多い場合。

– スタックした車両を脱出させる場合。

PSM を再度 ON にする
e  ボタンを押してください。

直ちに PSM が復帰します。

ボタンのインジケーター ライトとインスト
ルメント パネルの PSM OFF 警告灯  が消

灯します。

マルチファンクション ディスプレイに PSM 
が ON に切り替わったことを示すメッセー
ジが表示されます。

警告シンボルへの対応
PSM 警告灯に関するインフォメーション ：

f 「警告および情報メッセージ」（82ページ）
を参照してください。

ABSブレーキ システム（アン
チロック ブレーキ システム）

ABS の特徴：

– ステアリングの操作性の確保：安定したステ
アリング コントロール性能を維持します。

– 優れた走行安定性：ホイール ロックによる
スリップを回避します。

– 制動距離の短縮：ほとんどの状況で、ブレー
キをかけたときの制動距離が短くなります。

– ホイール ロックの回避：タイヤのフラット
スポットを回避できます。

機能
ABS は、緊急回避が必要な状況で最も効果を発
揮し、走行安定性とステアリング コントロー
ル性を維持します。
ABS は、あらゆる路面状況下での急ブレーキ
時、車両が停止する直前までホイール ロック
を回避します。

ホイールのロック点付近でブレーキをかけた
ときに ABS は作動し始めます。

このブレーキ コントロールは、非常に小刻み
なポンピング ブレーキをかけるのと似た状態
です。

ブレーキ ペダルの脈動やノイズは、ドライバー
が道路状況に対してスピードを調整する警告
の役目をします。
最大制動力が必要な場合：

e 急ブレーキ操作が必要な場面では、ブレー
キ ペダルが振動してもしっかりとブレーキ 
ペダルを踏み続けてください。ペダルを踏
む力をゆるめないでください。

警告シンボルへの対応
ABS 警告灯 に関するインフォメーション：
f 「警告および情報メッセージ」（82ページ）

を参照してください。

マルチコリジョン ブレーキング
マルチコリジョン ブレーキングは、事故が起
こった際に自動的にブレーキをかけ、衝突後の
車両の横滑りや多重事故のリスクを軽減し、ド
ライバーを補助します。

前提条件

マルチコリジョン ブレーキングは以下の場合
にのみ作動します。

– 車両の前方、横方向および後ろからの衝
突時。

– エアバッグ コントロール ユニットが事故
の際に作動しきい値を検出したとき。

– 車速約 10 km/ h以上で走行しているときに
事故に遭ったとき。

インフォメーション

ABS コントロール範囲内でブレーキをかけた
場合、PSM が OFF の状態でも車両は安定性を維
持します。片方の駆動輪が空転すると、PSM を
OFF にしていても空転を抑制します。

インフォメーション

PSM スポーツ モードが作動しているとき、PSM
を事前に ON にしていた場合のみ PSM OFF モー
ドへの切り替えが可能です。

警告 車両コントロールの
喪失

ABS を過信せず、路面状況、天候条件、交通状
況に応じた責任ある運転を心がけてください。

走行安全性は向上しますが、無謀な運転は避け
てください。ABS が装備されていても、物理的
限界を超えて車両をコントロールすることは
できません。

ABS は危険なスピードによる事故のリスクを
減らすことはできません。
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例外
以下の状況では事故の際に自動的にブレーキ
が作動しません。

– ドライバーが急激にアクセル ぺダルを踏ん
だとき。

– ドライバーがブレーキ ペダルを踏み込んだ
ときのブレーキ油圧がシステムのブレーキ
油圧より高いとき。

インフォメーション

事故後に PSM や電気系統に損傷がなく、作動
可能な場合、PSM が自動的に油圧ブレーキを作
動させます。
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ポルシェ トラック プレシ
ジョン アプリ1)

このアプリを使用すると、無線ローカル ネット
ワーク (WiFi) 経由でスマートフォンを車両に接
続することができます (一部の国でのみ使用可
能)。このアプリにより、スマートフォン上で走
行データの表示、保存、分析ができます。
アプリのインストールと機能に関する詳細情報
は、アプリ内から入手するか、www.porsche.com
またはポルシェ正規販売店から入手できます。

1) 名前と機能の変更は保護されています

危険 車両コントロールの
喪失

速度の出し過ぎや危険な操作により、車両のコ
ントロールが失われる恐れがあります。

e 路面、天候など、周囲の交通状況と運転者
のドライビング スキルに適したスタイルで
走行してください。

e アプリはサーキット走行するときにのみ使
用してください。公道では使用しないでく
ださい。

警告 走行時の設定と操作

運転中にアプリの設定を変更したりアプリを
使用したりすると、運転に対する注意力が低下
することがあります。車両のコントロールを失
う恐れがあります。

e 操作および設定は、必ず車両を停止させて
から行ってください。

インフォメーション

このアプリを使用して車両固有データにアク
セスすることができます。第三者による無断ア
クセスからこのデータを保護することをお勧
めします。
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マルチファンクション 
ディスプレイ
この取扱説明書は機能の一部のみを紹介してい
ます。ここではメニューの構成や、主な機能を
例示し、操作方法をわかりやすく説明します。

図185：マルチファンクション ディスプレイの位置

マルチファンクション ステア
リング ホイールを使用しない
マルチファンクション ディス
プレイの操作

図186：ステアリング コラム レバーの機能

メニューおよび機能 / オプションを選択
する (スクロール)
e レバーを下方向 3、または上方向 4 に押して

ください。

選択の決定 (Enter)
e レバーを前方 1 に押してください。

1 つ前、または複数前のメニューに戻る
e レバーをステアリング ホイールの方向 2 へ

1 回、または数回引いてください。

電話およびラジオ一覧から希望する項目
の冒頭までスキップする
e レバーを下方向 3、または上方向 4 に押し続

けてください。

頭文字を選択する画面が表示されます。

e 任意の頭文字を選択してください。
選択した頭文字ではじまる登録情報の、最
初の項目にスキップします。

マルチファンクション ステアリ
ング ホイールでのマルチファン
クション ディスプレイの操作

図187：マルチファンクション ステアリング ホイール
のファンクション ボタン

警告 走行時の設定と操作

運転中にマルチファンクション ディスプレイ、
マルチファンクション ステアリング ホイー
ル、ラジオ、ナビゲーション システム、電話
などの機器の操作、設定を行うと、注意力が散
漫になることがあります。車両のコントロール
を失う恐れがあります。

e 周囲の交通状況が安全を確保できる場合に
限って運転中の操作を行ってください。

e 複雑な操作、設定は必ず車両を停止してか
ら行ってください。

インフォメーション

マルチファンクション ディスプレイはイグ
ニッションが ON のときのみ操作できます。

安全のため、一部の機能は停車中のみ利用でき
ます。
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音量を上げる / 下げる

e ボリューム スイッチ A を上方または下方に
回してください。

ミュート機能の ON/OFF を切り替える

e ボリューム スイッチ A を押してください。

メニューおよび機能 / オプションを選択する

(スクロール)
e ロータリー ノブ F を上方向または下方向に

回してください。

電話およびラジオ一覧から希望する項目の冒
頭までスキップする

e ロータリー ノブ F を上方向または下方向に
素早く回してください。
頭文字を選択する画面が表示されます。

e 任意の冒頭文字を選択してください。
選択した頭文字ではじまる登録情報の、最
初の項目にスキップします。

選択の決定 (Enter)
e ロータリー ノブ F を押してください。

保存された機能を有効にする

e ◊ ボタン C を押してください。

ボタンは個別に割り当てることができます。初
期設定ではオーディオ ソースの選択に設定さ
れています。

ボタンの個別設定に関するインフォメー
ション：

f 「マルチファンクション ステアリング ホイー
ルのボタンの割り当て変更」（241ページ）を
参照してください。

1 つ前、または複数前のメニューに戻る

e バック ボタン E を押してください。

着信を受ける

e ハンドセット ピックアップ ボタン B を押し
てください。

通話を終了するまたは着信を拒否する

e ハンドセット ハングアップ ボタン D を押し
てください。

マルチファンクション ディス
プレイの表示エリア

図188：マルチファンクション ディスプレイの表示
エリア

A/D – 上部 / 下部ステータス エリア
上部 / 下部ステータス エリアには、コンパス、
時刻、温度などの基本情報が表示されます。
ステータス エリア表示は個別の設定ができ
ます。
f 「マルチファンクション ディスプレイの表

示を変更する」（237ページ）を参照してく
ださい。

B – タイトル エリア / メニュー インジ
ケーター
タイトル エリアには、現在選択しているメ
ニュー項目が表示されます。
右側のメニュー インジケーター (灰色のバー )
には、選択可能な全メニューにおける現在のメ
ニュー項目の位置および、選択できるメニュー
項目の数が表示されます。
メニュー インジケーターの幅が広いほど、選
択できるメニュー項目の数が少ないことを意
味します。

C – インフォメーション エリア
インフォメーション エリアには、現在選択で
きるメニュー項目が表示されます。メニュー項
目を選択した後は、そのメニュー項目に関係す
る情報や、その他の選択肢が表示されます。

オプションの選択および機能
の有効化
各オプションの項目名の前に付いているシン
ボル マークは、その項目が選択されているか、
またはその機能が有効になっているかを示し
ます。

複数のオプションから 1 つを選択する

機能の作動 / 停止

インフォメーション

マルチファンクション ステアリング ホイール
の操作では、ポルシェ コミュニケーション シ
ステムの ON/OFF の切り替えはできません。

選択されたオプション

選択されていないオプション

機能が作動している。

機能が停止している。
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メニュー概要
マルチファンクション ディスプレイでは、車両の装
備に応じてオーディオ (ラジオ、CD、iPod など)、オイ
ル レベル、タイヤ空気圧、ストップウォッチ、ナビ
ゲーション システムといった車両情報を確認するこ
とができます。また、さまざまな車両設定を変更する
ことができます。
タイヤ空気圧モニタリング システム (TPM) の設定な
ど一部のメニューは停車中のみ利用できます。

メニュー 何ができるか ページ

e 車両 e情報 車両情報を表示する (メッセージ、サービス間隔) 234

e 車両 eオイル レベル エンジン オイル レベルの測定と表示 58

e 車両 e制限 速度制限の設定 234

e 車両 e設定 e表示 マルチファンクション ディスプレイの表示を変更する 237

e 車両 e設定 e日付 & 時刻 日付と時刻の調整 239

e 車両 e設定 eアシスタンス システム アシスタンス システムの調整 239

e 車両 e設定 eパーソナル 走行モードのパーソナル設定 240

e 車両 e設定 eライト & ビュー 外部ライト、内部ライト、後退時のディスプレイ補助、およびフロント ワ
イパー設定を調整する

240

e 車両 e設定 eステアリング ホイール操作 e◊ ボタン マルチファンクション ステアリング ホイールの ◊ ボタンを割り当てる 241

e 車両 e設定 eロック ロック解除 / ロックの設定 242

e 車両 e設定 eエアコン エアコンの設定 242

e 車両 e設定 e音量 警告音およびパークアシストの音量調節 242

e 車両 e設定 e単位 車両ディスプレイ用測定単位の調整 237

e 車両 e設定 e言語 言語設定 243

e 車両 e設定 eカー コネクト 車両とアプリ間の通信の停止 243

e 車両 e設定 eリセット 工場出荷時の設定に戻す 243
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車両メニュー
メッセージの表示

未解決の警告または車両メッセージが表示さ
れます。

下部のステータス エリアに表示される警告シ
ンボル マークは、未解決の警告メッセージの
数を示しています。

複数の警告メッセージが未解決の場合、メッ
セージ リストで閲覧できます。

サービス インターバルの表示
次回のサービス (点検) 時期が表示されます。

制限速度の設定
制限速度を設定して機能を作動させると、その
速度を超えたときに警告シンボルが表示され
ます。たとえば、装着しているタイヤの許容最
高速度に合わせて制限速度を設定するなど、運
転者に注意を喚起したいときに利用できます。

– 実際の速度：現在の速度を設定してくだ
さい。

– 手動：任意の速度値を設定してください。

– 有効：

制限速度作動中

制限速度無効

車両設定の調節
f 「マルチファンクション ディスプレイを使

用した車両設定」（237ページ）を参照して
ください。

オーディオ メニュー
f 「マルチファンクション ディスプレイを使用

して放送局を選択する」（265ページ）を参照
してください。

f 「マルチファンクション ディスプレイを使
用して、有効なオーディオ ソースからト
ラックを選択する」（250ページ）を参照し
てください。

電話メニュー
f 「マルチファンクション ディスプレイで電

話を使用する」（167ページ）を参照してく
ださい。

地図メニュー
f 「マルチファンクション ディスプレイによ

るマップ ビューの表示および設定」（184
ページ）を参照してください。

e オーディオ 有効なオーディオ ソースから放送局またはトラックを選択する 264/249

e 電話 電話を使用する 163

e 地図 地図画面を表示 / 調整する 186

e ナビゲーション ナビゲーション システムを使用する 179

e トリップ 走行データを表示 / リセットする

e タイヤ空気圧 タイヤ空気圧を表示してタイヤ設定を調整する 142

e クロノ ストップウォッチで時間を計る 122

e ギヤ シフト アシスト ギヤ シフト アシストを使用する 235

e G-Force 縦加速度および横加速度を表示する 235

e ACC アダプティブ クルーズ コントロール (ACC) を使用する 30

メニュー 何ができるか ページ

e 車両 e情報 eメッセージ。

1. 車両 e情報 eサービス間隔。

2. 任意のサービス間隔を選択してください。

1. 車両 e制限 e制限 1 または制限 2。

2. 任意の制限を選択してください。
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ナビゲーション メニュー
f 「マルチファンクション ディスプレイでの

目的地の入力」（182ページ）を参照してく
ださい。

f 「マルチファンクション ディスプレイによ
るルート案内の開始および停止」（182ペー
ジ）を参照してください。

トリップ メニュー
f 「マルチファンクション ディスプレイにド

ライビング データを表示する」（172ペー
ジ）を参照してください。

クロノ メニュー
f 「スポーツ クロノ ストップウォッチ」（122

ページ）を参照してください。

ギヤシフト アシスト メニュー
b マニュアル トランスミッション装備車

図189：ギヤ シフト アシストの例

性能を重視した走行中にドライバーをアシス
トするため、シフトアップ インジケーターが
表示されます。ギヤ シフト アシストは、次の
ギヤへのシフト操作のタイミングをセグメン
トが増加するグラフィックによって事前にド
ライバーにお知らせします。セグメントが増加
するにしたがって、表示色が白、黄色、赤の順
番に変化します。

図190：例：ギヤのシフトアップ

すべてのセグメントが赤で表示されると、+ サ
インが現在のギヤ段数の横に表示され、次のギ
ヤへのシフトを促します。

G-Forceメニュー

図191：加速度の例

現在の横および縦加速度が円グラフで表示さ
れます。

最大縦加速度および横加速度を表示する

最大縦加速度および横加速度をリセットする

e ギヤ シフト アシスト メニューを選択して
ください。

e G-Force メニューを選択してください。

e G-Force eG-Force max。

e G-Force eG-Force max eリセット。
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ACC メニュー
f 「アダプティブ クルーズ コントロール
（ACC）」（30ページ）を参照してください。



マルチファンクション ディスプレイを使用した車両設定

あ

か

さ

た

な

は

ま

や

ら

わ

A–Z

21_718_Boxster_982_BAL_70_WKD 982 00 70 21_KW36.20-24.21_JPN.book  Page 237  Monday, August 10, 2020  4:15 PM
マルチファンクション 
ディスプレイを使用した
車両設定
モデル、国別仕様および装備仕様に応じて、さ
まざまな車両設定を調整できます。ここでは
すべての車両設定について記載しています
が、これらがすべてのモデル、国別仕様およ
び装備仕様に対して利用可能なわけではあり
ません。安全のため、一部の機能は停車中の
み利用できます。

車両設定はイグニッションを OFF にしても保
存され続けます。
メモリー パッケージ装備車では、この設定を
キーや運転席ドアのメモリー ボタンに保存す
ることができます。

f 「パーソナル設定」（190ページ）を参照して
ください。

オプションの選択および機能
の有効化
f 「マルチファンクション ステアリング ホ

イールを使用しないマルチファンクション
ディスプレイの操作」（231ページ）を参照
してください。

f 「マルチファンクション ステアリング ホイー
ルでのマルチファンクション ディスプレイ
の操作」（231ページ）を参照してください。

各オプションの項目名の前に付いているシン
ボル マークは、その項目が選択されているか、
またはその機能が有効になっているかを示し
ます。

複数のオプションから 1 つを選択する

機能の作動 / 停止

PCM を介した車両設定
特定の車両設定は PCM からも行うことができ
ます。

マルチファンクション ディス
プレイの表示を変更する
f 「マルチファンクション ディスプレイの表示

エリア」（232ページ）を参照してください。

上部のステータス エリアの表示を変更
する

機能が有効になると走行可能距離が表示され
ます。

情報エリアを変更する

図192：情報エリアの構成例

さまざまな車両情報の中から 4 つを選択して、
フィールド 1、2、3、および 4 に表示できます。
車両情報の 1 つの項目を複数のフィールドに
同時に割り当てることはできません。

B – 冷却水温度

バーが左側にあるとき – エンジン冷間時

e エンジンを高回転域まで回さないでくださ
い。また、大きな負荷をかけないでください。

 選択されたオプション

 選択されていないオプション

 機能が作動している。

機能が停止している。

e e設定 e車両設定

e 車両 e設定 e表示 e上のライン e残りの
距離

A フィールド 1：ブースト圧

B フィールド 2：冷却水温度

C フィールド 3：エンジン油温

D フィールド 4：エンジン油圧
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バーが中央にあるとき – エンジン通常作動温度

外気温が高いときにエンジンに大きな負荷を
かけるとレッド ゾーンを示すことがあります。

バーがレッド ゾーンにあるとき – 作動温度が

高すぎる

f 「警告および情報メッセージ」（82ページ）
を参照してください。

クーラント レベルが低い場合、急な坂道など
車両が急角度で傾いたり、円状に走行するなど
して長いカーブで走行した場合に横加速度が
発生したりすると、警告シンボルが表示される
ことがあります。車両が「通常」の作動状態に
戻っても警告灯が消えない場合、クーラント レ
ベルを点検してください。
f 「クーラント レベルの点検と補充」（78

ページ）を参照してください。

C – エンジン油温
エンジン油温が高温になりすぎると、マルチ
ファンクション ディスプレイに警告シンボル
が表示されます。
e 直ちにエンジンの回転数を下げ、エンジン

の負荷を軽減してください。
f 「警告および情報メッセージ」（82 ページ）

を参照してください。

D – エンジン油圧
エンジン油圧は、エンジンの作動状態に応じて
制御されており、エンジン回転数が 5,000 rpm
のときに少なくとも 3.5 bar でなければなりま
せん。
エンジン油圧は、エンジンの回転数や油温、エ
ンジンの負荷によって変化します。

f 「警告および情報メッセージ」（82ページ）
を参照してください。

– バッテリー電圧
– ブースト圧
– オイル圧力：エンジン油圧
– オイル温度：エンジン油温
– 冷却水温度：冷却水温度

– 残可走距離
– 目的地：到着：目的地または立ち寄り地へ

の到着時刻および距離
– 目的地：走行時間：目的地または立ち寄り

地までの走行時間および距離
– コンパス
– GPS 高度：車両の海抜標高
– 時刻
– 日付
– 放送局 / トラック：現在のラジオ放送局ま

たは音楽トラック
– 電話情報：信号の強さ/ネットワーク名
– 表示なし：空白

下部ステータス エリアの表示を変更する

– 時刻
– 温度
– 時刻 & 温度

メイン メニューを変更する
メイン メニューの特定の項目を必要に応じて
表示する / 非表示にすることができます。

– オーディオ
– 電話
– 地図
– ナビゲーション 
– トリップ
– タイヤ圧力
– クロノ
– ギヤ シフト アシスト 
– G-Force 
– ACC

知識

エンジンを損傷する恐れがあります。

冷却水温度が異常に高くなると、水温計の指針
が最高温度マークまで動きます。エンジン温度
が高いことを示す警告シンボルがマルチファ
ンクション ディスプレイに表示され、警告灯
が点灯または点滅します。

e レッド ゾーンに達した場合は、直ちに適切
な場所に停車してエンジンを OFF にしてく
ださい。運転を続けないでください。

e 必要な措置を講じて、冷却水温度を低下さ
せてください。

知識

エンジンを損傷する恐れがあります。

オイル圧力が低くなりすぎると、マルチファン
クション ディスプレイに警告シンボルが表示
されます。
e オイル圧力が低すぎる場合は、直ちに安全な

場所に停車してエンジンを OFF にしてくだ
さい。運転を続けないでください。

e 必要な措置を講じて、オイル圧力を上昇させ
てください。

1. 車両 e設定 e表示 e車両メニュー eフィー
ルド 1 またはフィールド 2 またはフィール
ド 3 またはフィールド 4

2. 希望する表示項目を選択してください。

1. 車両 e設定 e表示 e下のライン

2. 希望する表示項目を選択してください。

1. 車両 e設定 e表示 eメニュー種類

2. 希望する表示項目を選択してください。
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マルチファンクション ディスプレイに 
PCM 情報を一時的に表示する

– 地図情報：ナビゲーション情報を利用する
と、ナビゲーション地図が自動的に表示さ
れます。

– 矢印情報：ナビゲーション情報を利用する
と、進行方向を示す矢印が自動的に表示さ
れます。

– 電話情報：着信/発信電話の情報が表示され
ます。

– ボイス コントロール：ボイスコントロール
ボタンを押すとヘルプ テキストが表示され
ます。

マルチファンクション ディスプレイの明
るさを調節する

メニュー項目のヘルプ テキストの表示 / 
非表示

機能が有効になっているときにメニュー項目
を選択すると、ヘルプ テキストが数秒間表示
されます。

日付と時刻の設定
事前設定された日付と時刻の表示は、車両のす
べてのディスプレイに採用されます。

時刻の設定

時刻表示の設定

– 12h：12 時間表示

– 24h：24 時間表示

GPS 信号により自動的に時刻を同期する

機能が有効なときは、時刻は GPS 信号と同期さ
れます。

ダッシュボードのストップウォッチの時
刻表示

機能が有効なとき、ダッシュボードのストップ
ウォッチに時刻が表示されます。

日付の設定

日付形式の設定

– DD.MM.YYYY
– MM/DD/YYYY 
– YYYY/MM/DD

アシスタンス システムの設定

ポルシェ アクティブ セーフ（PAS）の
ON/OFF
b アダプティブ クルーズ コントロール (ACC) 

装備車。

機能が有効なときは、すべてのポルシェ アク
ティブ セーフ機能が ON になります。

f 「ポルシェ アクティブ セーフ (PAS)」（36
ページ）を参照してください。

1. 車両 e設定 e表示 ePCM 表示

2. 希望する PCM 情報を選択してください。

1. 車両 e設定 e表示 eディスプレイの明るさ

2. 希望の明るさを選択してください。

e 車両 e設定 e表示 eヘルプ テキスト

1. 車両 e設定 e日付 & 時刻 e時刻 e時間 / 分

2. 任意の時刻を設定してください。

1. 車両 e設定 e日付 & 時刻 e時刻 e形式

2. 任意の時刻表示形式を選択してください。

e 車両 e設定 e日付 & 時刻 e時刻 e自動時刻
調整

インフォメーション

時刻を GPS 信号と同期させるよう設定した場
合、日時を手動で設定することはできません。
衛星電波の受信状態により、いくつかの設定オ
プションが一時的に利用できないことがあり
ます。

e 車両 e設定 e日付 & 時刻 e時刻 – クロノ

1. 車両 e設定 e日付 & 時刻 e日付 e日付

2. 任意の日付を設定してください。

1. 車両 e設定 e日付 & 時刻 e日付 e形式

2. 希望の日付表示形式を選択してください。

インフォメーション

設定はイグニッションの ON/OFF を切り替えて
も保存され続けます。

e 車両 e設定 eアシスタンス システム eアク
ティブ セーフ (PAS) eシステム ON

すべてのポルシェ アクティブ セー
フ機能を OFF にすると、マルチファ
ンクション ディスプレイのステー
タス エリアに灰色シンボルが表示
されます。
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ポルシェ アクティブ セーフ (PAS) の ON/
OFF を切り替える前の事前警告
b アダプティブ クルーズ コントロール (ACC) 

装備車。

機能が有効なとき、ポルシェ アクティブ セーフ
の潜在的および事前警告機能が ON になります。

f 「ポルシェ アクティブ セーフ (PAS)」（36ペー
ジ）を参照してください。

レーン チェンジ アシスト（LCA）のON/
OFF

機能が有効なとき、レーン チェンジ アシスト
のインフォメーションおよび警告ステージが
ON になります。

ドア ミラーのレーン チェンジ アシスト 
(LCA) の警告表示の明るさを設定する

– 低 
– 中 
– 高 

設定作業中に新しく設定する明るさが短時間
表示されます。これはインフォメーション ス
テージで表示される明るさのレベルです。警告
ステージの明るさはインフォメーション ス
テージの明るさに基づきます。
e インフォメーション ステージの明るさは、

ドア ミラーを見た際に警告インジケーター
の点灯がはっきりと確認でき、まっすぐ前
方を見ているときには気を取られないよう
に設定してください。

f 「レーン チェンジ アシスト (LCA)」（269ペー
ジ）を参照してください。

パーソナル モードの調整
さまざまな車両設定をパーソナル モードで調
整することができます。

– スポーツ：機能が有効になると、スポーツ
モードが有効になります。

– スポーツ プラス：機能が有効になると、ス
ポーツ プラス モードが有効になります。

– : 機能が有効になると、オート スタート /
ストップ機能が有効になります。

– スポーツ シャーシ：機能が有効になると、
スポーツ シャーシ設定が有効になります。

– : 機能が有効になると、スポーツ エキ
ゾースト システムが有効になります。

– スポイラー：機能が有効になると、リヤ ス
ポイラーが展開します。

ライト、フロント ワイパーお
よびミラーの調整
ウェルカム ホーム / エントリー機能の外部
ライト遅延消灯の調整

f 「オートマチック カミング ホーム ライトを
ONにする」（253ページ）を参照してください。

左側 / 右側通行でヘッドライトを切り替
える
b ポルシェ ダイナミック ライト システム 

(PDLS) またはポルシェ ダイナミック ライ
ト システム プラス (PDLS Plus) 装備車両。

b 停車しているとき

– 標準：ヘッドライトが左ハンドル車では右
側通行、右ハンドル車では左側通行に最適
な位置になります。

– 反転：ヘッドライトが左ハンドル車では左
側通行、右ハンドル車では右側通行に最適
な位置になります。

インフォメーション

潜在的および予期警告機能は、初期設定では
OFF になっています。緊急警告機能は有効に
なっており、解除できません。

e 車両 e設定 eアシスタンス システム eアク
ティブ セーフ (PAS) e事前警告 ON

e 車両 e設定 eアシスタンス システム eレー
ン チェンジ アシスト eシステム ON

インフォメーション

警告インジケーター (インフォメーションおよ
び警告ステージ) は周囲の明るさによって自動
的に調節されます。

1. 車両 e設定 eアシスタンス システム eレー
ン チェンジ アシスト e明るさ

2. 希望の明るさを選択してください。

1. 車両 e設定 eパーソナル

2. 希望のオプションを選択してください。

1. 車両 e設定 eライト & ビュー eエクステリ
ア ライト e遅延消灯

2. 任意の遅延消灯を設定してください。

1. 車両 e設定 eライト & ビュー eエクステリ
ア ライト e左 / 右側通行

2. 希望のオプションを選択してください。
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ダイナミック ハイ ビームの作動 / 停止
b ポルシェ ダイナミック ライト システム プ

ラス (PDLS Plus) 装備車。

機能が有効なとき、ダイナミック ハイ ビーム
を使用することができます。
f 「ダイナミック ハイ ビーム」（254ページ）

を参照してください。

ドアを開いたときのインテリア ライト自
動点灯の有効 / 無効

機能が有効なときは、ドアを開くとインテリア
ライトが点灯します。

オリエンテーション ライトの明るさを調
節する

アンビエント ライトの明るさ調節

インテリア ライトの遅延消灯モードを設
定する

リバース (後退) ギヤ選択時のリヤ ワイ
パーの作動設定

– 自動：雨天時にリバース ギヤを選択する
と、リヤ ワイパーが自動的に作動します。

– 手動：リバース (後退) ギヤを選択しても、
リヤ ワイパーは自動的に作動しません。

リバース ギヤ選択時に助手席ドア ミラー
を下向きにする
b メモリー パッケージ装着車

機能が有効なとき、リバース ギヤが締結する
と助手席側のドア ミラーが下向きになります。

マルチファンクション ステア
リング ホイールのボタンの割
り当て変更
マルチファンクション ステアリング ホイール
の ◊ ボタンに、マルチファンクション ディス
プレイまたは PCM の任意の機能を割り当てる
ことができます。

PCM 機能：
– ソースの切り替え：オーディオを切り替え

ます。

– ボイス コントロール：ボイス コントロール
の作動

– リピート：ナビゲーションの音声案内を繰
り返します。

– 放送局 / トラック<：前の放送局またはトラッ
クを選択します。

– 放送局 / トラック>：次の放送局またはトラッ
クを選択します。

– 地図：PCM にナビゲーション地図を表示し
ます。

組み合わせ機能：
– 計時開始 / 停止：計時を開始または停止し

ます。
– 車両メニュー：車両メニューを表示します。

– オーディオ メニュー：オーディオ メニュー
を表示します。

– 電話メニュー：電話メニューを表示します。

– 地図メニュー：マルチファンクション ディス
プレイにナビゲーション地図を表示します。

– ナビ メニュー：ナビゲーション メニューを
表示します。

– トリップ メニュー：トリップ メニューを表
示します。

– TPM メニュー：TPM メニューを表示します。
– クロノ メニュー：スポーツ クロノ メニュー

を表示します。

– ACC メニュー：ACC メニューを表示します。
– G-Force メニュー：G-Forceメニューを表示する

– ギヤ シフト アシスト：ギヤ シフト アシス
ト メニューを表示します。

インフォメーション

ヘッドライトの位置を反転に設定すると、イグ
ニッションまたはロー ビームを ON にするたび
に、ライトが反転されたことを示すメッセージ
が表示されます。

e 車両 e設定 eライト & ビュー eエクステリ
ア ライト e動的前方照明

e 車両 e設定 eライト & ビュー eインテリア 
ライト eドアが開いているとき

1. 車両 e設定 eライト & ビュー eインテリア 
ライト eオリエンテーション

2. 希望の明るさを選択してください。

1. 車両 e設定 eライト & ビュー eインテリア 
ライト e明るさ調整

2. 希望の明るさを選択してください。

1. 車両 e設定 eライト & ビュー eインテリア 
ライト e消灯遅延

2. 任意の遅延消灯を設定してください。

1. 車両 e設定 eライト & ビュー eワイパー e
リヤ ワイパー

2. 希望のオプションを選択してください。

e 車両 e設定 eライト & ビュー e後退オプ
ション eミラー下向き

1. 車両 e設定 eステアリング ホイール操作 e
◊ キー ePCM 機能または組み合わせ機能

2. 希望のオプションを選択してください。
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ドア ロック機能を設定する
ドアのロック解除機能の設定

– すべてのドア：車両のロックを解除すると、
すべてのドアのロックが解除されます。

– 運転席ドア：車両のロックを解除すると、運
転席ドアのロックが解除されます。

ドアのロック機能の設定

– OFF：乗車後にドアは自動でロックされま
せん。

– イグニッション ON の後：イグニッション
を ON にすると、ドアが自動的にロックさ
れます。

– 発進後：車両を発進させると、ドアが自動
的にロックされます。

ドア ミラーの自動格納の ON/OFF

機能を有効にすると、車両をロックしたときに
ドア ミラーが自動的に格納します。

イージー エントリーの ON/OFF

機能を有効にすると、運転者の乗降性を高める
ために運転席シートとステアリング ホイール
を自動的に遠ざけることができます。

オート メモリーの ON/OFF

この機能が有効な場合、車両をロックしたとき
にパーソナル設定が自動的にキーに保存され
ます。

f 「パーソナル設定の保存と呼び出し」（191
ページ）を参照してください。

エアコン設定
b 2ゾーン エアコン装備車

送風の強さと送風量を調節する

– 弱：エア ベントからの送風が和らぎます。
空気の流れに敏感な乗員に適しています。

– 中：標準の設定です。

– 強：車内への送風が強くなります。風の流れ
をはっきりと感じられるようになります。

アッパー ベンチレーション パネルの ON/
OFF

機能を有効にすると、ダッシュボードのアッ
パー ベンチレーション パネルが ON になります。

内気循環モードの ON/OFF

機能を有効にすると、空気の状態に応じて自動
的に外気導入と内気循環を切り替えます。

警告音およびパークアシスト
の音量調節

– 高 
– 中 
– 低 

単位の設定
スピードメーターの単位の設定

– km / km/h
– マイル / mph

1. 車両 e設定 eロック eドア ロック解除

2. 希望のオプションを選択してください。

1. 車両 e設定 eロック eドア ロック

2. 希望のオプションを選択してください。

e 車両 e設定 eロック eミラー格納

e 車両 e設定 eロック eポルシェ エントリー & 
ドライブ

e 車両 e設定 eロック eオート メモリー

1. 車両 e設定 eエアコン eエア フロー

2. 希望のオプションを選択してください。

e 車両 e設定 eエアコン eベンチレーション 
パネル

e 車両 e設定 eエアコン e自動内気循環

1. 車両 e設定 e音量 eパークアシストまたは
警告トーン

2. 希望のオプションを選択してください。

1. 車両 e設定 e単位 eスピードメーター

2. 希望のオプションを選択してください。

インフォメーション

単位は以下のディスプレイで調整されます。

– 合計距離およびトリップ表示

– デジタル スピードメーター

– マルチファンクション ディスプレイ
– PCM
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温度計の単位の設定

– °C 
– °F 

圧力計の単位の設定

– bar
– psi

平均燃費の表示単位の設定

– L/100 km
– mpg (米国)
– mpg (英国)
– km/L 

言語設定

ポルシェ カー コネクトの設定1)

機能を有効にすると、車両とアプリ間の通信が
制限されます。車両固有の情報がアプリに送信
されません。このアプリを使用した車両設定は
実施できません。
車両の契約が有効でない場合、カー コネクト
メニュー項目は使用できません。

f 「ポルシェ カー コネクト」（216ページ）を
参照してください。

詳しい情報は、www.porsche.com/connect また
はポルシェ正規販売店から入手できます。

工場出荷時の設定に戻す

1. 車両 e設定 e単位 e温度

2. 希望のオプションを選択してください。

インフォメーション

単位は以下のディスプレイで調整されます。

– マルチファンクション ディスプレイ
– PCM

1. 車両 e設定 e単位 e圧力

2. 希望のオプションを選択してください。

インフォメーション

単位は以下のディスプレイで調整されます。

– マルチファンクション ディスプレイ
– PCM

1. 車両 e設定 e単位 e燃費

2. 希望のオプションを選択してください。

インフォメーション

単位は以下のディスプレイで調整されます。

– マルチファンクション ディスプレイ
– PCM

1. 車両 e設定 e言語

2. 希望の言語を選択してください。

インフォメーション

マルチファンクション ディスプレイの言語が
調整されます。

1) 名前と機能の変更は保護されています

e 車両 e設定 eカー コネクト eプライバシー

インフォメーション

プライバシー機能を有効にしていても、車両が
故障したとき、緊急電話をかけたとき、または
盗難に遭遇したときなどは、車両の位置情報が
送信されます。

e 車両を使用するすべての人に、プライバ
シー機能が解除される場合があることを伝
えてください。

インフォメーション

工場出荷時の設定に戻すと、マルチファンク
ション ディスプレイで選択したすべての設定
が削除されます。

e 車両 e設定 eリセット e工場設定 eはい
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ミラー
ドア ミラーの使用

図193：ドア ミラーの操作

ドア ミラーの調節

図194：ドア ミラーの調節

b イグニッションが ON になっている。
または

b イグニッションを OFF にして、運転席ドア
または助手席ドアをまだ開けていない状態
(最大 10 分以内)。

1. 運転席側のドア ミラーを調節するときはボ
タン A を、助手席側を調節するときはボタ
ン B を押してください。

選択したボタンのインジケーター ライトが
点灯します。

2. 調節ボタン C を操作して、ドア ミラーの角
度を希望の位置に調節してください。

電動調節機能が故障した場合

e ドア ミラー表面を手で押して角度を調節し
てください。

警告 ドア ミラーには周囲が
ゆがんで映るため、交
通状況を正しく評価で
きないことがあります

凸面形ミラーでは、車両や物が小さく写るた
め、実際の距離よりも遠く感じられます。走行
状況を正しく評価できず、事故につながる場合
があります。

e 後方の車両との距離を推測する際や駐車す
る際、ミラーにはゆがんで映るということ
を考慮に入れてください。

e 距離の判断はルーム ミラーと併用して行っ
てください。

注意 電解液の流出

破損したミラーからは電解液が流出する可能
性があります。この液体は皮膚や目の炎症を引
き起こします。

e 電解液が皮膚や目にかかった場合、清潔な
水で直ちに洗い流してください。

e 必要に応じて、医師の診察を受けてくだ
さい。

知識

塗装面、本革部品、プラスチック部品および着
衣などに損傷を与える恐れがあります。

電解液は乾くと取り除けなくなるため、濡れて
いる間に取り除いてください。

e 電解液が付着した部品は水で洗い流してく
ださい。

知識

洗車機で洗車を行う場合にドア ミラーを損傷
する恐れがあります。

e 洗車機を使用する前にドア ミラーを格納して
ください。

A ドア ミラーの選択 – 運転席側

B ドア ミラーの選択 – 助手席側

C ドア ミラーの調節

D ドア ミラーの格納 / 復帰
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ドア ミラーの格納 / 復帰

図195：ドア ミラーの格納 / 復帰

ドア ミラーの手動格納
e ミラー ハウジングを手でいっぱいまで上方

に回転させてください。

ドア ミラーの手動復帰
e ミラー ハウジングを手でいっぱいまで下方

に回転させてください。

ドア ミラーの電動格納 / 復帰
b 速度が 50 km/h 以下のとき。

e ボタン D を押してください (図193を参照)。
両方のドア ミラーが格納または復帰します。

電動格納機能が故障した場合

e ドア ミラーを手動で格納または復帰します。

車外からのドア ミラーの格納 / 復帰
車両をロックするときに、ドア ミラーを自動

的に格納することができます。

e キーのボタン を少なくとも1 秒間押し続

けてください。

ポルシェ エントリー &ドライブ装備車：
運転席側のドア ハンドルのタッチ セン

サーに1秒以上触れてください。

ドア ミラーが格納されます。

ドア ミラーの自動復帰

e イグニッションを ON にしてください。

ドア ミラーが自動的に復帰します。

ドア ミラーの自動格納 / 復帰
b 機能が作動している。

f 「ドア ミラーの自動格納の ON/OFF」（242
ページ）を参照してください。

ドア ミラーの自動格納

e 車両をロックしてください。

ドア ミラーが自動的に格納します。

ドア ミラーの自動復帰

e イグニッションを ON にしてください。
ドア ミラーが自動的に復帰します。

ドア ミラー設定の保存
メモリー パッケージ装備車では、個々のドア
ミラーの設定を、そのとき使用しているキーや
運転席ドアのメモリー ボタンに保存すること
ができます。

f 「パーソナル設定」（190ページ）を参照し
てください。

ドア ミラーの自動防眩機能の 
ON/OFF
ルーム ミラーの自動防眩機能の切り替えに合
わせて、ドア ミラーの防眩機能が作動します。
f 「ルーム ミラーの自動防眩機能のON/OFF」
（246ページ）を参照してください。

駐車時の助手席ドア ミラー下
向き自動切り替え
メモリー パッケージ装備車では、リバース (後
退) ギヤを選択すると、助手席側ドア ミラーが
自動的に少し下向きになり、助手席側の車両後
方下部にある障害物を視認しやすくなります。

インフォメーション

ボタン D を押して手動でドア ミラーを格納し
た場合は、イグニッションを ON にした後、自
動的に元の位置に復帰しません (図193)。
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図196：駐車時の助手席ドア ミラー下向き自動切り
替え

ドア ミラーを自動で下向きにする
b イグニッションが ON になっている。

b 機能が作動している。

f 「リバース ギヤ選択時に助手席ドア ミラー
を下向きにする」（241ページ）を参照して
ください。

ドア ミラーを手動で下向きにする
1. ギヤをリバース (後退) に入れてください。

運転席側ドア ミラーを調節するためのボ
タン A のインジケーター ライト B が点灯
します。

2. 助手席側ドア ミラーを調節するにはボタン
D を押してください。

助手席のドア ミラーが下向きになります。

ドア ミラーの下向き角度の個別調整：

e 調節ボタン C を操作して、ドア ミラーの角
度を希望の位置に調節してください。

メモリー パッケージ装備車では、この設定を
そのとき使用しているキーや運転席ドアのメ
モリー ボタンに保存することができます。

復帰および車両設定の保存に関するインフォ
メーション：

f 「パーソナル設定」（190ページ）を参照し
てください。

ドア ミラーを通常位置に戻す
次の場合、ドア ミラーが通常の位置に戻ります。

– リバース (後退) 以外のギヤを選択してから
一定時間が経過した後、または

– 速度が 15 km/h 以上になったとき。

手動操作で助手席のドア ミラーを通常位置に

戻す：

e 運転席ドア ミラーのボタン A を押してくだ
さい。

ルーム ミラー防眩機能の手動
操作

図197：ルーム ミラー防眩機能の手動操作

ミラーを調節するときは、防眩機能のレバー A
を車内側に向けてください。

e 基本設定 – レバーを車内側に向けます。

e 防眩位置 – レバーをフロント ウィンドウ側
に向けます。

ルーム ミラーの自動防眩機能の
ON/OFF

図198：ルーム ミラーの自動防眩機能

自動防眩機能を ON にする
e ボタン B を押します。

インジケーター ライト A が点灯します。

光の強さに応じて防眩機能が自動的に作動
し、ルーム ミラーが暗くなったり、明るく
なったりします。
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自動防眩機能を OFF にする
e ボタン B を押します。

インジケーター ライト A が消灯します。

インフォメーション

リバース ギヤに入れた場合、またはインテリア
ライトが点灯している場合は、ルーム ミラーの
自動防眩機能は作動しません。

注意 自動防眩ミラーのガラ
スが破損すると、電解
液が漏れ出すことがあ
ります

ミラーのガラスが破損すると、電解液が漏れ出
す恐れがあります。この液体には皮膚や目への
刺激性があります。

e 電解液が目や皮膚に触れた場合は、速やか
にきれいな水で洗い流してください。

e 必要に応じて医師の診察を受けてください。

知識

塗装面、本革部品、プラスチック部品および着
衣などに損傷を与える恐れがあります。

電解液は乾くと取り除けなくなるため、濡れて
いる間に取り除いてください。

e 電解液が付着した部品は水で洗い流してく
ださい。

インフォメーション

ルーム ミラーに投射する光を妨げないでくだ
さい (リヤ ウィンドウにステッカーを貼り付け
たり、後方視界を妨げるほど大きな荷物をラ
ゲッジ コンパートメントまたはラゲッジ コン
パートメント カバーに積んだりするなど)。同
様に、フロント ウィンドウを通ってフロント照
度センサーに当たる光をステッカー等で妨げ
ないようにしてください。
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メディア

概要
この概要説明は「メディア」に記載された情
報に代わるものではありません。操作する際
は、この概要のみでなく「安全指示」および
「警告」を必ずお読みください。

ポルシェ コミュニケーション マネージメント
(PCM) の操作に関するインフォメーション：
f 「ポルシェ コミュニケーション マネージメ

ント (PCM)」（219ページ）を参照してくだ
さい。

図199：メディア ソース、iPod など 図200：メディア ソース、USB など

運転者が何をしたいか? その操作方法は? ページ

メディア ソースから音楽やビデオ ファイルを
再生する

e CD/DVD を挿入してください。
e メディアの内容をジュークボックス (内部メモリー ) にインポートしてください。

e SD カードを挿入してください。
e USB を介して外部機器を接続してください。

e 外部デバイスを Bluetooth® 経由で接続してください。

e アプリでオンライン ラジオ サービスを開きます。

224
251
224

225
217

メディア ソースを選択する e  ボタン e希望のメディア ソースを選択してください。
または

 ボタンを繰り返し押してください。

249

音楽を再生 / 一時停止する e  ボタン eプレーヤー e  または  を選択してください (A を参照)。 249

再生中に次の / 前のトラックの頭出しをする e  ボタン eプレーヤー e  または  を選択してください (B を参照)。 249

メディア ライブラリー内を検索する e  ボタン e検索  (C を参照) またはブラウザ (D を参照) を選択してく
ださい。

250

プレイリストを開く e  ボタン e再生リスト  (E を参照) を選択してください。 250

類似の音楽を聴く e  ボタン e  ボタン e類似の曲を再生 250

オーディオ / ビデオ ファイルをジュークボック
スにインポートする

e  ボタン e  ボタン eジュークボックスにインポート 251
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2

メディア ソースの挿入 / 接続
f 「CD/DVD ドライブにロードする」（224ペー

ジ）を参照してください。

f 「SD カードを挿入する」（224ページ）を参
照してください。

f 「外部機器の接続」（224ページ）を参照し
てください。

メディア ソースの選択

メディアを再生する
メディア機能を使用して再生するには、オー
ディオおよびビデオ フォーマットが特定の要
件を満たしている必要があります。対応するメ
ディアおよびファイル形式に関するインフォ
メーション：

f 「ポルシェ コミュニケーション マネージメ
ント (PCM)」（219ページ）を参照してくだ
さい。

図201：音楽の再生

図202：ビデオの再生

音楽を再生する
b オーディオ ソースが選択されている。

次の / 前のトラックの頭出しをする
b メディア ソースが選択されている。

e  ボタンを押し、希望のメディ
ア ソースを選択してください。

または

e 希望のメディア ソースが選択されるまで 
 ボタンを押してください。

または

1. ヘッドラインに表示されたメディア ソース
を押してください。

選択可能なソースが表示されます。

2. メディア ソースを選択してください。

機能 ボタン

メディアを再生する

メディアを一時停止する

次のトラック / チャプターへ
進む

前のトラック / チャプターに
戻る

音楽をランダムに再生する

カバーフロー ビューを表示する

ビデオをフルスクリーン モー
ドで表示する

カバーフロー ビューまたは用
意されたビデオ ソースを開く

ビデオ メイン メニューに戻る

1.  ボタン eプレーヤー 

2. カバーフロー ビュー A (図201) で、希望の
アルバムが中央に拡大表示されるまで左
または右にスワイプしてください。
または

アルバムを再生するには、  を選択して
ください。
または

ロータリー プッシュ ボタンを押してくだ
さい。
または

アルバムおよび希望の楽曲を選択してく
ださい。
オーディオ ソースを選択すると、メディア
の最初の曲が自動的に再生されます。
ジュークボックスを使用する場合は、最近
再生された曲が再生されます。

e 前にスキップするには、  を選択するか 
 ボタンを押してください。

トラックの再生が始まった直後であれば、
前のトラックの先頭に戻ります。トラッ
クの再生が始まって3秒以上経過していれ
ば、再生中のトラックの先頭に戻ります。

e 次にスキップするには、  を選択するか 
 ボタンを押してください。

機能 ボタン
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早送り / 早戻し
b メディア ソースが選択されている。

ランダム再生の ON/OFF
b メディア ソースが選択されている。

類似の音楽を表示する

曲を繰り返し再生する
b メディア ソースが選択されている。

b アルバムまたはプレイリストが選択されて
いる。

ビデオの再生
b ビデオ ソースが選択されている。

マルチファンクション ディスプレイを使
用して、有効なオーディオ ソースからト
ラックを選択する
マルチファンクション ディスプレイの使用に
関するインフォメーション：
f 「マルチファンクション ステアリング ホイー

ルを使用しないマルチファンクション ディ
スプレイの操作」（231ページ）を参照してく
ださい。

f 「マルチファンクション ステアリング ホイー
ルでのマルチファンクション ディスプレイ
の操作」（231ページ）を参照してください。

メディア ソースの検索
トラックまたはビデオを検索する
b メディア ソースが選択されている。

メディアの閲覧
b メディア ソースが選択されている。

プレイリストを開く
選択したメディア ソースに応じて、追加のプレ
イリストを使用してメディアを再生できます。

プレイリストを開く
b オーディオ ソースが選択されている。

– 現在の再生リスト：選択したソースのフォ
ルダー構成またはトラック / チャプター リ
ストが表示されます。

– 最近再生された曲 
– 再生回数が多い曲 
– 星評価を含むトラック

e 希望の位置になるまで  /  または 
 /  ボタンを押し続けてください。

または

タイム バーを希望の位置までスライドさ
せてください。

e  を選択してください。
ランダム再生が ON になります。

e ランダム再生を OFF にするには、もう一
度ボタンを押してください。

1.  ボタンを押してください。

2. 類似の曲を再生を選択してください。

1.  ボタンを押してください。

2. トラックをリピートを選択してください。
ヘッドラインにリピート モードが表示さ
れます。

e リピート モードを OFF にするには、  
ボタンを押してリピート OFF を選択して
ください。

e  を選択してください。

または

希望するビデオを選択してください。
または

 および希望のチャプターを選択してく
ださい。

e ビデオのメイン メニューに戻るには、  
を選択してください。

1. オーディオ メニューを選択してください。

2. 有効なオーディオ ソース (ディスクなど) 
からトラックを選択してください。

1. 検索  を選択してください。

2. 検索を選択し、テキスト検索フィールドに
希望のトラックを入力してください。
または

検索に使用するカテゴリー (ジャンル、
アーティスト、アルバム、トラック、ビデ
オ) を選択してください。

3. 希望のトラックを選択してください。

1. ブラウザ  を選択してください。

2. 希望のフォルダーおよびメディア トラック
を選択してください。

e フォルダー構成に戻るには、ヘッドライン
にある希望のメディア フォルダーを選択
してください。

1. 再生リスト  を選択してください。

2. 希望のオプションを選択してください。
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2

ジュークボックスのオーディ
オ/ビデオ ファイルのインポー
トおよび削除
USB フラッシュ ドライブまたは SD カードの
オーディオおよびビデオ ファイルをジューク
ボックスにインポートすることができます。

現在のトラックまたはアルバムのインポート中
b ジュークボックスにコピーするトラックま

たはアルバムが含まれるメディア ソースが
選択されている。

b 希望のトラックまたはアルバムが選択され
ている。

フォルダーまたはファイルのコピー中

b メディア ソースが選択されている。

ジュークボックスからメディア コンテン
ツを削除する
b ジュークボックスがメディア ソースとして

選択されている。

– 現在のトラックを削除 
– 現在のアルバムを削除 
– ファイル / フォルダーを削除：選択 / 選択

解除によりファイルまたはフォルダーを選
択し、削除を押して決定してください。

記憶容量 (空き領域 / 使用領域) を表示する
b ジュークボックスがメディア ソースとして

選択されている。

設定の変更
全般的なメディア設定

– スマートフォン リンク：USB で接続された
スマートフォンを管理します。

– Bluetooth オーディオ：Bluetooth® 接続の 
ON/OFF を切り替えます。

– Gracenote Online：機能が作動しており、デー
タ接続が有効な場合、インターネットから、
アルバム カバーがダウンロードできます。

– Bluetooth：Bluetooth® 機能およびデバイスを
管理します。

f 「Bluetooth® デバイスの削除、または 
Bluetooth® インフォメーションの表示」
（165ページ）を参照してください。

ビデオの設定
b ビデオ ファイルを含む DVD が挿入されて

いる。

– 画面比率：アスペクト比を設定します。

– 音声トラック：サウンドトラックおよび音
質を設定します。

– 字幕：機能を有効化すると、字幕が表示さ
れます (利用可能な場合)。

– チャイルド ロック：ビデオ ファイルの再生
を制限するには、パスワードを入力し、OK
を選択して確定してください (デフォルト
のパスワード：1234).
– ディスクのセーフティ レベル：セーフ

ティ レベルを選択してください。セーフ
ティ レベル 5 を選択すると、セーフティ 
レベル 1～5 のすべての DVD が再生され
ます。セーフティ レベルがこれより高い 
DVD の再生はブロックされます。セーフ
ティ レベルが必要ない場合は、レベル 0 
を選択してください。

– パスコードを変更：チャイルド ロック用
の新しいパスワードを入力することが
できます。

1.  ボタン eジュークボックスにイン
ポート

2. 現在のトラックをコピーまたは現在のア
ルバムをコピーを選択してください。
トラックまたはアルバムがインポートさ
れます。

1.  ボタン eジュークボックスにイン
ポート

2. ファイル / フォルダーをインポートを選択
してください。
使用可能なすべてのフォルダーおよび
ファイルが表示されます。

3. 選択 / 選択解除により、希望のファイルま
たはフォルダーを選択してください。

4. メディアのインポートを開始するには、コ
ピーを選択してください。

1.  ボタン e  ボタン e
ジュークボックス設定

2. 希望のオプションを選択してください。

1.  ボタン e  ボタン e
ジュークボックス設定

2. ソースの詳細を選択してください。

1.  ボタン e  ボタン eメ
ディア設定

2. 希望のオプションを選択してください。

1.  ボタン e  ボタン eDVD 
設定

2. 希望のオプションを選択してください。

インフォメーション

– チャイルド ロックは挿入された DVD に応じ
て ON/OFF を切り替えることができます。

– 誤ったチャイルド ロック用パスワードを 3 回
入力した場合：

e ポルシェ正規販売店にご相談ください。ポ
ルシェ正規販売店のご利用を推奨いたしま
す。十分なトレーニングを受けた経験豊か
なスタッフが、最新の技術情報と専用工具
や専用装置を駆使し、確かな整備をお約束
します。
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ライト
ライト スイッチの設定

図203：ライト スイッチ

ロー ビーム / ドライビング ラ
イト
ライト スイッチを  の位置にすると、次の
状況でロービームが自動的に点灯します。

– 夕暮れ時

– 夜間

– トンネル内走行時

– 雨天時

– 高速走行 (ポルシェ ダイナミック ライト シ
ステム PDLS 装備車)

ロー ビームの点灯時には、スピードメーター

のインジケーター ライト  が点灯します。

雨天時の作動
ワイパーを連続作動に切り替えてから 5 秒が
経過すると、ドライビング ライトが自動的に
点灯します。
周囲が明るくワイパーが約 4 分間使用されな
い状態が続くと、ドライビング ライトが消灯
します。

オートマチック ドライビング 
ライト アシスタント
オートマチック ドライビング ライト アシスタ
ントはコンフォート機能の 1 つです。この車両
のドライビング ライト (ロー ビーム) は、周囲
の明るさに応じて自動的に点灯 / 消灯します。
オートマチック ヘッドライト機能は、デイタイ
ム ドライビング ライト、オートマチック カミ
ング ホーム ライトおよびダイナミック コーナ
リング ライト (装備仕様による) も制御します。

オートマチック ドライビング ライト アシスタ
ントを有効にするには：
e ライト スイッチを  の位置に回してく

ださい。

ライト スイッチ

ライトの消灯

イグニッションが ON のとき、デイ
タイム ドライビング ライトが点灯
します。

オートマチック ドライビング ライト 
アシスタント

日中にイグニッションが ON のとき、
デイタイム ドライビング ライトは自
動的に点灯します。

車幅灯

ライセンス ライト、インストルメン
ト ライトおよびデイタイム ドライビ
ング ライトが点灯します。

ロー ビーム / ドライビング ライト

イグニッションが ON のときのみ、
フォグ ライト、モーターウェイ ライ
トおよびダイナミック ハイ ビームが
非作動となります。

リヤ フォグ ライト

ロー ビーム位置でスイッチを引いて
ください。インジケーター ライトが
点灯します。

インフォメーション

– 灯火類が点灯した状態でキーを抜いてドア
を開くと、警告音が鳴り、バッテリー上が
りを防止します。各国の法律等に準拠して、
ライトの仕様が異なる場合があります。

– 気温と湿度により、車両のエクステリア ラ
イトが曇ることがあります。十分な距離を
走行すると、この曇りは取れます。

インフォメーション

オートマチック ヘッドライトは、霧を感知する
ことができません。

e 霧が発生したときは、手動でドライビング
ライトを点灯させてください。

インフォメーション

なおドライビング ライト アシスタントを作動
させていても、法律等を遵守し、ライト スイッ
チの手動操作によってドライビング ライトの
点灯 / 消灯することは運転者の責務です。
ドライビング ライト アシスタント機能による
ヘッドライトの点灯は、運転者を支援するため
のものであり、ドライビング ライトの操作は運
転者が正しく行わなければなりません。
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オートマチック カミング ホー
ム ライトをONにする
e ライト スイッチを  にしてください。

一定時間、次のライトが点灯したままになり、
車両に乗降するときの足元を明るく照らして
安全性を高めます：

– デイタイム ドライビング ライト

– ドア ミラーのカーテシー ライト (電動格納
式ドア ミラー装備車)

– リヤの車幅灯

– ライセンス ライト

ウェルカム ホーム機能 (遅延消灯)
キーを抜き取った場合 (ポルシェ エントリー &
ドライブ非装備車) または運転席ドアを開いた
場合 (ポルシェ エントリー & ドライブ装備車)
は、マルチファンクション ディスプレイで設
定した遅延消灯時間の間、ライトが点灯したま
まになります。エクステリア ライトの遅延消
灯時間設定に関するインフォメーション：

f 「ウェルカム ホーム / エントリー機能の外
部ライト遅延消灯の調整」（240ページ）を
参照してください。

エントリー /イグジット機能
車両をロック解除すると、マルチファンクショ
ン ディスプレイで設定した遅延消灯時間の間、
車両の周囲が照らされます。

以下の場合は、ライトが消灯します。
– イグニッションを ON にする

– ライト スイッチを  の位置から動かし
たとき

エクステリア ライトの遅延消灯時間設定に関
するインフォメーション：

f 「ウェルカム ホーム / エントリー機能の外
部ライト遅延消灯の調整」（240ページ）を
参照してください。

ポルシェ ダイナミック ライト 
システム (PDLS)
ダイナミック コーナリング ライトおよび夜間
の高速道路機能を作動させるには：

e ライト スイッチを  の位置に回してく
ださい。

ダイナミック コーナリング ライト
約 8 km/h 以上の速度で走行している場合、そ
のときの速度やステアリグ ホイールの切れ角
によって、コーナーの先に向けてロー ビーム
が向きを変え、進行方向の路面を照らします。
ダイナミック コーナリング ライトが故障した
場合、インストルメント パネルのPDLS警告灯
が点滅します。
f 「警告および情報メッセージ」（82 ページ）

を参照してください。

夜間の高速道路走行時の作動
夜間は速度が約 130 km/h を超えるとドライビ
ング ライトの配光特性が変化します。

このときドライビング ライトは、より遠くが
見渡せるように照射距離を長くします。

フォグ ライト
速度が約 70 km/h 以下でリヤ フォグ ライトが
点灯している場合、ドライビング ライトの配
光特性が変化します。

このときドライビング ライトは、眩しさを抑
えるように照射され、より広範囲が見えるよう
に照射エリアが広がります。

警告 無灯火での走行

ライトを点灯しないで走行すると、ドライバー
の視界を大きく制限するのみでなく、他のドラ
イバーや歩行者の視認性を大きく妨げること
になります。

e オートマチック ライトの作動状況を常に監
視して、必要に応じてロービームを手動で
ON にしてください。

e 地域の法律などを遵守してロービームで走
行してください。
253
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ポルシェ ダイナミック ライト 
システム プラス (PDLS Plus)

図204：カメラの取り付け位置

ダイナミック ハイ ビーム
ダイナミック ハイ ビーム装備車では、ルーム
ミラー付近に取り付けられたカメラ A で前方
の走行車および対向車の光源を検知し、ドライ
ビング ライトの遮光ポイントをハイ ビームか
らロー ビームの間で段階的に調節します。ド
ライビング ライトの遮光ラインは、検出され
た車両が認識できるように調節されます。

周囲が暗い状態で以下の条件が揃うと、この機
能が作動します。

b ライト スイッチの  位置が選択されて
いる。

b 速度が約 60 km/h 以上。

b マルチファンクション ディスプレイでダイ
ナミック ハイビームを有効にする

f 「ダイナミック ハイ ビームの作動 / 停止」
（241ページ）を参照してください。

b ダイナミック ハイ ビームが ON になって
いる。

f 「ハイ ビームの作動」（255ページ）を参
照してください。

市街地走行時にハイ ビームに切り替わらない
ようにするため、ダイナミック ハイ ビームは
約 35 km/h 以下の速度では作動しません。
また、カメラが複数の街路灯を検出した場合も
自動的にハイ ビームからロー ビームに切り替
わります。

f 車両のお手入れについて：「お手入れ」（66
ページ）を参照してください。

警告 集中力の低下

ダイナミック ハイ ビームを過信せず、走行時
の周囲の明るさ、視界、交通状況に応じてハイ
ビームを手動で調節し、責任ある運転を心がけ
てください。このシステムは、あくまでも補助
的な機能のため運転時には細心の注意を払っ
てください。次のような場合には手動での設定
が必要になることがあります。

– 雨、霧、雪、氷、または多量の水しぶきな
どの悪天候時。

– 対向車を確認しにくい道路 (高速道路など)。
– 明るさが弱いライトの他車 (自転車など) が

走行している場合。

– 急カーブ、起伏の激しい路面、坂道。
– 明かりが少ない市街地。

– 光を強く反射する物体 (看板など) がある
道路。

– フロント ウィンドウのカメラの視界に曇り、
汚れ、凍結がある、またはステッカーで覆わ
れている。

e 十分注意して運転してください。

e 交通状況と車両周囲には常に注意を払って
ください。

e 必要な場合、ハイ ビームを周囲の明るさ、
視界、交通状況に合わせて手動で調節して
ください。

インフォメーション

e カメラの作動を干渉する物がないことを確
認してください。ルーム ミラーのカメラの
視界 (図204 を参照) をステッカーなどで遮
らないでください。

e 正常な機能を維持するために、カメラの視
界に付着した汚れ、氷、雪などを取り除い
てください。
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方向指示灯/ハイ ビーム レバー
の操作
このレバーを使用して、方向指示灯およびハイ
ビームに加えて、パーキング ライトおよびヘッ
ドライト パッシングも操作できます。

図205：方向指示灯およびハイ ビーム操作レバー

方向指示灯の操作
e レバーを 1 または 2 段階目まで押してくだ

さい。

方向指示灯は、レバーを手動で初期位置に
戻すか、ステアリング ホイールを回したと
きに自動的に初期位置に戻るまで、作動し
たままになります。

e レバーを 1 または 2 段階目まで 1 回動かし
てください。

方向指示灯が 3 回点滅します。

ハイ ビームの作動

ハイ ビームの点灯 / 消灯 (ダイナミック ハイ

ビーム非装備車)
e 点灯：レバーを 3 段階目まで 1 回動かして

ください。

インジケーター ライト  が点灯します。

e 消灯：レバーを 4 段階目まで 1 回動かして

ください。

ダイナミック ハイ ビームの作動 / 停止

ダイナミック ハイ ビームを作動させるには、
次の条件を満たさなければなりません。

b 夜間

b ライト スイッチが  位置に選択されて
いる。

b 速度が約 60 km/h 以上。

b マルチファンクション ディスプレイでダイ
ナミック ハイビームを有効にする

f 「ダイナミック ハイ ビームの作動 / 停
止」（241ページ）を参照してください。

e 作動：レバーを 3 段階目まで 1 回動かしてく
ださい。

インジケーター ライト  が点灯します。
ロー ビームとハイ ビームの間で段階的に

配光が自動調節されます。

ハイ ビームの一時的な点灯時または完全な

点灯時には、 インジケーター ライトが
点灯します。

e 停止：レバーを 4 段階目まで 1 回動かして
ください。

  インジケーター ライトが点灯してい
るときのみダイナミック ハイ ビームを解

除できます。

ダイナミック ハイ ビームの手動点灯 / 消灯

ダイナミック ハイ ビームを解除した場合、ま
たは作動条件が満たされなかった場合、手動で
ハイ ビームの点灯 / 消灯を切り替えることが
できます。
以下の条件を満たさなければなりません。

b 夜間

b ライト スイッチが  位置に選択されて
いる。

e 点灯：レバーを 3 段階目まで 2 回動かして
ください。
インジケーター ライト  が点灯します。

e 消灯：レバーを 4 段階目まで 1 回動かして
ください。

ヘッドライト パッシングの操作
e 操作レバーを4段階目まで1回動かしてくだ

さい。

インジケーター ライト  が短時間点灯
します。

パーキング ライトの点灯 / 消灯
b イグニッションが OFF になっている。

e レバーを上方向 2 または下方向 1 に押すと、
右または左側のパーキング ライトが点灯し
ます。

パーキング ライトが点灯している場合は、イ
グニッションを OFF にしてドアを開くと、マル
チファンクション ディスプレイにメッセージ
が表示されます。
f 「警告および情報メッセージ」（82 ページ）

を参照してください。

1 方向指示灯、左

2 方向指示灯、右

3 ハイ ビーム、ダイナミック ハイ ビーム

4 ヘッドライト パッシング
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ハザード ライトの ON/OFF

図206：センター コンソールのハザード ライト ボタン

ハザード ライトはイグニッションが OFF のと
きでも機能します。

ハザード ライトの ON/OFF
e センター コンソールのハザード ライト ボ

タンを押してください。

すべての方向指示灯とボタンのインジケー
ター ライトが同時に点滅します。

緊急ブレーキ後のハザード ライトの解除
約 70 km/h 以上の速度で走行中、目前に渋滞の
最後尾が現れたとき、停車するために急ブレー
キをかけると、制動中にブレーキ ライトが点
滅し、車両の停車後にハザード ライトが自動
的に作動します。

e センター コンソールのボタンを押して、ハ
ザード ライトを停止させてください。車両
が動き出すと、ハザード ライトが自動的に
停止します。

事故後のハザード ライトの解除
衝突時、ハザード ライトが自動的に作動します。

e ハザード ライトを停止するためには、イグ
ニッションを OFF にした後、再度イグニッ
ションを ON にしてください。

発光ダイオード (LED) とロング
ライフ バルブの交換
デイタイム ドライビング ライト、フロント サ
イド ライト、方向指示灯、バイキセノン ヘッ
ドライトのガス ディスチャージ バルブ、テー
ル ライト、ライセンス ライト、ハイマウント
ブレーキ ライトインジケータ ライトおよび
ルーム ライトは、発光ダイオード (LED) および
ロング ライフ バルブが使用されています。

LED は個別に交換できません。
ロング ライフ バルブの交換には専門知識が必
要です。

e 発光ダイオード (LED) とロング ライフ バル
ブの交換はポルシェ正規販売店にお任せく
ださい。ポルシェ正規販売店のご利用を推
奨いたします。十分なトレーニングを受け
た経験豊かなスタッフが、最新の技術情報
と専用工具や専用装置を駆使し、確かな整
備をお約束します。



ラゲッジ コンパートメント

あ

か

さ

た

な

は

ま

や

ら

わ

A–Z

21_718_Boxster_982_BAL_70_WKD 982 00 70 21_KW36.20-24.21_JPN.book  Page 257  Monday, August 10, 2020  4:15 PM
ラゲッジ コンパートメント
荷物の積載

f 「重量」（281ページ）を参照してください。

停止表示板の取り外し
停止表示板はフロント ラゲッジ コンパートメ
ントの裏側 (図207、Ａ)、に収納されています
(国別仕様により異なります)。

応急処置セットの固定および
取り外し
応急処置セットは、フロント ラゲッジ コン
パートメント内のカーペット（マジック テー
プ図208のB）に固定することができます（国
別仕様により異なります）。

タイヤ シーラント (Tire Mobility 
System – TMS) または工具セッ
トの取り外しおよび収納

図207：タイヤ シーラント (Tire Mobility System - TMS) 
を収納したブラスチック ボックス C

図208：工具セットを収納したプラスチック 
ボックス D

タイヤ シーラント / 工具セットの取り外し
e プラスチック ボックスの取っ手をつかん

で、取り外してください。

タイヤ シーラント / 工具セットの収納
1. 後部のラグを挿入してください。

2. プラスチック ボックスの前部をはめ込んで
ください。

警告 積載時の車両の操縦性
の変化

車両の操縦性は積載量によって変化します。

e ハンドリング特性の変化に合わせた運転を
してください。

e 最大総重量および最大軸荷重を超過しない
でください。

E けん引フック

F 工具セット

G 盗難防止ホイール ボルト アダプター

H コンバーチブル トップの緊急操作用キー 
(718 Boxster)
257



ラゲッジ コンパートメント

あ

か

さ

た

な

は

ま

や

ら

わ

A–Z

258

21_718_Boxster_982_BAL_70_WKD 982 00 70 21_KW36.20-24.21_JPN.book  Page 258  Monday, August 10, 2020  4:15 PM
タイヤ充填コンプレッサーの
取り外しおよび収納
タイヤ充填コンプレッサーの取り外し

図209：プラスチック カバーの取り外し

1. プラスチック カバー A の取っ手 (矢印) を
持って持ち上げ、ラッチを外してください
(外れる音が聞こえます)。

2. プラスチック カバーを少し前方に引き、前
部を持ち上げてください。

図210：プラスチック カバーの取り付け

3. プラスチック カバー下側の固定ストラップ 
B を外し、ラゲッジ コンパートメント リッ
ドに取り付けてください。

図211：タイヤ充填コンプレッサーの収納ボックス
を開く

4. タイヤ充填コンプレッサーの収納ボックス
を開いてください (図211)。

5. タイヤ充填コンプレッサーを収納スペース
から取り出してください。
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タイヤ充填コンプレッサーの収納

図212：タイヤ充填コンプレッサーの交換

1. タイヤ充填コンプレッサーを収納ボックス
に入れてください (図212)。

2. 収納ボックスのカバーを閉じてください。

図213：プラスチック カバーを閉じる

3. 固定ストラップ B を外し、プラスチック カ
バーにはめ込んでください。

4. プラスチック カバー A の後端部をガイドに
差し込み、ホルダー上に置いてください。プ
ラスチック カバーの前部を下げてください。

5. カバー下側のセンタリング ピンが各ガイド
にはまっていることを確認してください。
ラッチのはまる音が聞こえるまで、カバー
の取っ手部分を下に押してください。

ラゲッジ カバーの取り外し / 
取り付け
b 718 Cayman
ラゲッジ カバーはラゲッジ コンパートメント
内の荷物を直射日光や人目から覆い隠します。

ラゲッジ カバーを取り外す

図214：ラゲッジ カバーを取り外す

1. 片手でラゲッジ カバーを押さえながら、両方
のロックを反時計回りに回してください。

2. 両手でラゲッジ カバーを取り外してくだ
さい。

知識

ラゲッジ カバーは鋭利な物や滑った荷物に
よって損傷する恐れがあります。

e ラゲッジ カバーを損傷する恐れのある荷物
を積み込むときは、ラゲッジ カバーを取り
外してください。
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ラゲッジ カバーを取り付ける

図215：ラゲッジ カバーを取り付ける

e 両手でラゲッジ カバーをマウントに差し込
み、片手で押さえながら両方のロックを時
計回りに回してください。
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ラゲッジ コンパートメン
ト リッド
ラゲッジ コンパートメント 
リッドの開閉操作とロック
車内のボタンでフロント ラゲッジ コン
パートメント リッドを開く

f 「フロント ウィンドウ ワイパーの操作」
（206ページ）を参照してください。

f 「ラゲッジ コンパートメント リッドの緊急
解除」（263ページ）を参照してください。

図216：フロント ラゲッジ コンパートメント リッド
のロック解除

1. ボタン A を引いてください。

リッドがロック解除されます。

図217：フロント ラゲッジ コンパートメント リッド
のロック解除

2. リッドを少し持ち上げ、セーフティ ラッチ
(矢印) を解除してください。

3. リッドを完全に開いてください。

車内のボタンでリヤ ラゲッジ コンパート
メント リッドを開く
1. ボタン B を引いてください。

リッドがロック解除されます。
2. リッドをわずかに持ち上げ、それから完全

に開いてください。

リヤ ラゲッジ コンパートメント リッド
のロック
b 718 Cayman
ラゲッジ コンパートメント リッドは、2 箇所の
位置で開いたままロックすることができます。
e 位置 1：ラゲッジ コンパートメント リッドを

抵抗がある位置まで持ち上げてください。
e 位置 2：ラゲッジ コンパートメント リッド

を抵抗がある位置から更に持ち上げてくだ
さい。

知識

ラゲッジ コンパートメント リッドまたはフロ
ント ワイパーを損傷する恐れがあります。

e ラゲッジ コンパートメント リッドを開くと
きは、ワイパーが起きていないことを確認し
てください。

e ラゲッジ コンパートメント リッドを開く前
に、必ずフロント ワイパーを OFF (ワイパー
レバーを 0 の位置) にしてください。衝突の
恐れがあります。ワイパー アームが停止位
置にない場合、ワイパーが停止位置に移動す
るようにワイパー システムを一時的に ON
にしてから OFF に切り替えてください。

インフォメーション

バッテリーが上がってしまった場合、外部電源
を接続すればフロント ラゲッジ コンパートメ
ント リッドを開くことができます。

A フロント ラゲッジ コンパートメント リッド ボタン

B リヤ ラゲッジ コンパートメント リッド ボタン
261
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キーでラゲッジ コンパートメント リッド
を開く

図218：キーでラゲッジ コンパートメント リッドを
開く

1.  または  ボタンを押してください。

リッドがロック解除されます。

2. リッドを少し持ち上げてください。

3. フロント ラゲッジ コンパートメント リッド：
セーフティ キャッチを解除してください。

4. リッドを完全に開いてください。

ポルシェ エントリー & ドライブ (キーレス)
でフロント ラゲッジ コンパートメント
リッドを開く

図219：ポルシェ エントリー & ドライブでフロント 
ラゲッジ コンパートメント リッドを開く

b キーが車両の前部にある

1. Porsche Crest とライセンス プレートの間に
手をかざしてください (図219)。
リッドがロック解除されます。

2. リッドを少し持ち上げ、セーフティ ラッチ
を解除してください。

3. リッドを完全に開いてください。

ポルシェ エントリー & ドライブ (キーレス)
でリヤ ラゲッジ コンパートメント リッド
を開く

図220：ポルシェ エントリー &ドライブでリヤ ラ
ゲッジ コンパートメント リッドを開く

b キーが車両の後部にある

1. リヤ スポイラーとナンバー プレートの間に
手を置いてください (図220)。
リッドがロック解除されます。

2. リッドをわずかに持ち上がり、開くことが
できます。

インフォメーション

キーを使用してラゲッジ コンパートメント
リッドのロックを解除すると、車両ドアのロッ
クも解除されます。
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ラゲッジ コンパートメント リッドを閉
じる

1. リッドが閉じる直前まで手で引き下げ、そ
こで手を放してリッドを落とし、ロックし
てください。ロック部分の真上付近を手の
ひらで押して、リッドを確実にロックして
ください。

2. リッドが確実にロックされていることを確
認してください。

3. リッドが正しく閉じていない場合、走行時
にマルチファンクション ディスプレイに
メッセージが表示されます。

ラゲッジ コンパートメント 
リッドの緊急解除
バッテリー上がりの場合、フロント ラゲッジ
コンパートメント リッドを開くには外部バッ
テリーを使用する必要があります。

図221：ラゲッジ コンパートメント リッドの緊急
解除 – プラス端子の接続

1. エマージェンシー キーを使用して、ドア ロッ
クを解除してください。

f 「エマージェンシー キーを使用する場合」
（73ページ）を参照してください。

f 「緊急ドア ロック解除」（139ページ）を
参照してください。

2. 左側ヒューズ ボックスのプラスチック カ
バーを取り外してください。

3. ヒューズ リムーバー A (黄色) を使用して、
ヒューズ ボックスのプラス端子 C (赤色) を
引き出してください。

4. 赤いジャンパー ケーブルを使用して、外部
バッテリーのプラス端子と、ヒューズ ボッ
クスのプラス端子 C を接続してください。

図222：ラゲッジ コンパートメント リッドの緊急
解除 – マイナス端子の接続

5. 黒色のジャンパー ケーブルを使用して、外
部バッテリーのマイナス端子と、ドア ラッ
チ D を接続してください。

6. キーの  ボタンを約 2 秒間押し続けて
ください。
フロント ラゲッジ コンパートメント リッ
ドがロック解除され、警報システムが OFF
になります。

7. マイナス ケーブルを先に外し、次にプラス
ケーブルを外してください。

8. プラス端子 C (図221) をヒューズ ボックス
に押し込み、ヒューズ ボックスのプラス
チック カバーを取り付けてください。

注意 重いラゲッジ コン
パートメント リッド

半分開いた状態のラゲッジ コンパートメント
リッドを閉じるとき、それ自体の重さによって
ロックされます。

e 可動部品 (ヒンジ) 付近やラゲッジ コンパー
トメント リッドの下に物を置いたり、指を
挟んだりしないように注意してください。

A プラスチック製ヒューズ リムーバー

C プラス端子 (赤色)

インフォメーション

車両がロックされていた場合、マイナス端子
を接続したときに警報システムのホーンが鳴
ります。
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ラジオ

概要
この概要説明は「ラジオ」に記載された情報に
代わるものではありません。操作する際は、こ
の概要のみでなく「安全指示」および「警告」
を必ずお読みください。

ポルシェ コミュニケーション マネージメント
(PCM) の操作に関するインフォメーション：
f 「ポルシェ コミュニケーション マネージメ

ント (PCM)」（219ページ）を参照してくだ
さい。

図223：FM 周波数

運転者が何をしたいか? その操作方法は? ページ

周波数を設定する e 希望する周波数 (AM または FM) がヘッドラインに表示されるまで、  ボタン
を押してください。

265

放送局リストから放送局を選択する e  ボタン eリスト e放送局を選択してください。 265

スキップ ボタンで選局する e  ボタンまたは  ボタンを希望の放送局が流れるまで何度か押してください。

放送局リストから放送局を保存する e  ボタン eリスト e放送局を選択 e保存 e放送局ボタンを選択してくだ
さい。

266

保存した局を選択する e  ボタン eプリセット e希望の放送局ボタンを選択してください (例：A)。 265

放送局の詳細を表示する e  ボタン eプリセット e詳細を選択してください。 266
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周波数を設定する

選局
保存した放送局を表示および選択する

図224：放送局ボタン

計 20 の放送局ボタン (プリセット) を使用し
て、放送局を割り当てることができます。

最初の 3 ページにある放送局ボタンを自由に
割り当てることができます (現在選択されてい
るページを表示させるには、B を参照)。受信
電波の最も強い 5 つのラジオ放送局が、自動的
に 4 ページの放送局ボタンに割り当てられま
す (ベスト FM レベル)。
スキップ ボタンで選局する

手動で選局する

放送局リストから放送局を選択する

放送局のスキャンと選局

マルチファンクション ディスプレイを
使用して放送局を選択する
マルチファンクション ディスプレイの使用に
関するインフォメーション：
f 「マルチファンクション ステアリング ホ

イールを使用しないマルチファンクション
ディスプレイの操作」（231ページ）を参照
してください。

f 「マルチファンクション ステアリング ホイー
ルでのマルチファンクション ディスプレイ
の操作」（231ページ）を参照してください。

1.  ボタンを押してください。

2. AM または FM を選択してください。

または

e 希望の周波数 (AM または FM) が設定され

るまで、  ボタンを押してくだ

さい。

または

1.  ボタンを押してください。

2. ヘッドラインに表示された周波数を選択
してください。

3. ソース メニューから AM または FM の希望
する周波数帯を選択してください。

1.  ボタン eプリセット 

2. 放送局を選択してください。

選択した放送局ボタン (例：A) がハイライ
トされます。

e 選択したメイン メニューに関わらず、  
および  のスキップ ボタンを使用して

選局することができます。

放送局一覧の次 / 前の放送局または利用可
能な周波数が設定されます。

1.  ボタン e選局 

2. 周波数バーを使用して周波数を選択して
ください。

1.  ボタン eリスト 

2. 放送局を選択してください。
受信可能なすべての放送局が放送局リス
トに表示されます (最高 100 局まで)。

1.  ボタン e  ボタン

2. スキャンを開始を選択してください。
周波数の各放送局のスキャンには約 5 秒
かかります。

3. スキャンした放送局で停止するには、コン
トローラーで停止を選択してください。
または

 ボタン eスキャンを停止を選択し
てください。

1. オーディオ メニューを選択してください。

2. 放送局リストから放送局を選択してくだ
さい。
265
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放送局の保存
選局した放送局を保存する

放送局を自動で保存する

放送局情報の表示
放送局の詳細を表示する

設定の変更

– 放送局トラッキング (FM)：機能が有効で FM
周波数の電波品質が低い場合、チューナー
が選局した放送局の代替周波数へ自動的に
切り替えを試みます。

– リージョン適応 (FM)：地域によって、FM 周
波数のプログラムは一部異なっており、内
容は地域別のプログラムでそれぞれ配信さ
れています。この機能を ON にすると、その
地域の代替周波数に切り替えることができ
ません。

– 並べ替え条件 
– 放送局名 (FM)：放送局リストがアルファ

ベット順に並び替えられます。
– 周波数 (FM、AM)：放送局リストの放送局

は、周波数域順にソートされています。
– ジャンル (FM)：放送局リストはプログラ

ムの種類、またはジャンルによって並び
替えられます (例：ポップス、ロック)。

– 受信状態 (FM、AM)：放送局リストは放
送局の電波の強さによって並び替えら
れます。受信状態の良い放送局がリスト
の最上部に表示されます。

– 放送局の表示設定 (FM)
– 放送局名：放送局名が表示されます。
– 周波数：放送局の周波数が表示されます。

– ステーション イメージ データベース (FM)：
– ステーション イメージ表示地域：放送局

のロゴを選択する地域の調整
– ステーション イメージを表示：放送局ロ

ゴの表示 / 非表示を切り替えます。

放送局名の固定

1.  ボタン eプリセット 

2. 希望の放送局ボタンを 3 秒間押してくだ
さい。

または

1.  ボタン e  ボタン

2. 放送局を保存 e放送局ボタンを選択してく
ださい。

または

1. ボタン e周波数  / リスト 

2. 放送局を選択して、  を選択してくだ
さい。

3. 希望の放送局ボタンを選択してください。

1.  ボタン eプリセット 

2. AS を 1 秒以上押し続けてください。

検索が開始されます。受信電波の最も強い
5つのラジオ放送局が、選択されている
ページに保存され、最も強い電波で受信さ
れた放送局が設定されます。

1.  ボタンを押してください。

2. プリセット e詳細を選択してください。
または

リスト e  ボタン eを選択放送局
の詳細を選択してください。プログラム関
連情報が表示されます。

1.  ボタン e  ボタン e
AM 設定 / FM 設定

2. 希望のオプションを選択してください。

1.  ボタン e  ボタン

2. 選曲名を選択してください。
現在表示されている放送局名を固定する
ことができます。このときラジオ局のテキ
スト放送は表示できなくなります。

e テキストをもう一度スクロールするには、
リリース名を選択してください。
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リヤ ウィンドウ ヒーター/
ドア ミラー ヒーター
リヤ ウィンドウ ヒーターおよ
びドア ミラー ヒーター

図225：リヤ ウィンドウ ヒーター / ドア ミラー ヒー
ター

リヤ ウィンドウ ヒーターおよびドア ミ
ラー ヒーターを ON にする
b エンジンが作動している。

e ボタンを押してください。

ボタンのインジケーター ライトが点灯し
ます。

外気温度によって、約 5～20 分後にリヤ ウィ
ンドウ ヒーター / ドア ミラー ヒーターのス
イッチが自動的に OFF になります。

再度 ON にする

e  ボタンをもう一度押してください。
ボタンのインジケーター ライトが点灯し
ます。

リヤ ウィンドウ ヒーターおよびドア ミ
ラー ヒーターを OFF にする
e  ボタンを押してください。

ボタンのインジケーター ライトが消灯し
ます。

インフォメーション

バッテリー電圧が低すぎると、リヤ ウィンド
ウ ヒーター / ドア ミラー ヒーターの作動が制
限され、その後 OFF になります。
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リヤ スポイラー
リヤ スポイラーは高速走行時の走行安定性を
向上させます。

オートマチック モード
リヤ スポイラーは約 125 km/h を超えると自動的
に展開し、約 80 km/h を下回ると格納します。

オート コントロール システムに不具合がある
と、マルチファンクション ディスプレイに警
告シンボルが表示されます。
f 「警告および情報メッセージ」（82ページ）

を参照してください。

マニュアル モード

図226：センター コンソールのリヤ スポイラー操作
ボタン

リヤ スポイラーは、イグニッションを ON にし
て、センター コンソールのボタンを操作する
ことにより、手動で展開 / 格納することができ
ます。

リヤ スポイラーがマニュアル モードの場合、
ボタンのインジケーター ライトが点灯します。

手動でのリヤ スポイラーの展開
e  ボタンを短く押してください。

リヤ スポイラーが展開します。

ボタンのインジケーター ライトが点灯し
ます。

リヤ スポイラーはマニュアル モードに切
り替わります。

手動での格納

0～15 km/h：
e ボタンのインジケーター ライトが消灯する

まで、  ボタンを押し続けてください。

15 km/h を超える速度：

e  ボタンを短く押してください。
ボタンを押した後、すぐにインジケーター
ライトは消灯します。

リヤ スポイラーはオートマチック モード
に切り替わります。

警告 格納式リヤ スポイ
ラーの故障

格納式リヤ スポイラーが故障すると、マルチ
ファンクション ディスプレイに警告シンボル
が表示されます。高速走行時にリヤ アクスル
が浮き気味になるために走行安定性が妨げら
れます。

e この状態を配慮した走行スタイルと速度で
運転を行ってください。

e ポルシェ正規販売店で故障を修理してくだ
さい。

ポルシェ正規販売店のご利用を推奨いたし
ます。十分なトレーニングを受けた経験豊
かなスタッフが、最新の技術情報と専用工
具や専用装置を駆使し、確かな整備をお約
束します。

注意 リヤ スポイラーの
展開 / 格納

車両を停車させてリヤ スポイラーを手動で展
開 / 格納するときは、動いているスポイラーと
車両の固定部分との間に身体の一部が挟まれ
る恐れがあります。

e リヤ スポイラーが稼動する範囲に人や物が
ないことを確認してください。

知識

リヤ スポイラーを損傷する危険があります。

e リヤ スポイラーを持って車両を動かさない
でください。
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レーン チェンジ アシスト 
(LCA)
レーン チェンジ アシスト (LCA) は、後方から接
近する車両や死角にある車両をドライバーに
警告します。これは、他車を追い越すときや追
い越されるときにも作動します。危険な状況や
車線変更が不可避な状況を検出すると、両側の
ドア ミラー取付部フィニッシャーに一体化さ
れている警告インジケーターが直ちに点灯し
ます。

図227：ドア ミラー取付部フィニッシャーの警告イ
ンジケーター A

一般的なインフォメーション
– システムは約 30 km/h～250 km/h での走行

中に機能します。

– この警告インジケーターはドライバーがド
ア ミラー取付部フィニッシャーを一目見た
だけで気づくよう設計されています。

– レーン チェンジ アシストのレーダー セン
サーが覆われていることをシステムが検出
した場合は、レーン チェンジ アシストは利
用できません。

– レーダー センサーは車両以外の他の障害物
(高いまたは隆起した中央分離帯など) を検
出することがあります。

レーン チェンジ アシストの
作動 / 停止
レーン チェンジ アシストはマルチファンク
ション ディスプレイで作動 / 停止します。
f 「レーン チェンジ アシスト（LCA）のON/

OFF」（240ページ）を参照してください。

警告 集中力の低下

レーン チェンジ アシストが装備されていて
も、走行中は周囲の状況に注意し、責任ある運
転を心がけてください。車線変更の際は、特に
注意を払ってください。

e ハンドルをしっかり持ち、周囲の交通状況
に常に注意を払ってください。

警告 レーダー センサーの
視界の妨げ

レーダー センサーの視界は急カーブ、急勾配
への接近、および悪天候 (雨、雪、氷、強い水
しぶき) では低下することがあります。車両を
正しく検出できないことや、まったく検出でき
なくなることがあります。

e ハンドルをしっかり持ち、周囲の交通状況
に常に注意を払ってください。

警告 車両が検出されない

– レーン チェンジ アシストは高速で後方から
接近する車両や遠ざかる車両に対しては、タ
イミング良く警告できない場合があります。

– レーン チェンジ アシストは急カーブ (半径
約 100 m 未満のカーブ) では機能しません。

– レーン チェンジ アシストは約 30 km/h 以上
の速度で走行しているときにのみ、接近車
両や死角エリアの車両をドライバーに警告
します。

e ハンドルをしっかり持ち、周囲の交通状況
に常に注意を払ってください。

インフォメーション

e 衝突修理後などレーダー センサーの位置が
変更された場合は、安全上の理由から必ず
ポルシェ正規販売店でレーン チェンジ アシ
スト システムを点検してください。

インフォメーション

レーン チェンジ アシストを適切に機能させる
には：

e リヤ バンパーのレーダー センサー部 (図
228) をステッカーなどで覆わないでくださ
い。この周囲から汚れや雪、氷も取り除い
てください。

e ドア ミラー取付部フィニッシャーの警告イ
ンジケーターをステッカーなどで覆わない
でください。
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図228：リヤ バンパー内のレーダー センサー

作動原理
レーン チェンジ アシストは、リヤ バンパー内
に組み込まれたレーダー センサーを使用して、
自車と検出した車両との距離および速度差を
測定します。レーダー センサーは後方約 70 m
の範囲および死角を監視しています。

レーン チェンジ アシストがその速度差および
距離から車線変更が危険と判断した場合、該当
するドア ミラー取付部フィニッシャーに表示
します。
車両の右側および左側は個別に表示されます。
たとえば、左ドア ミラー取付部フィニッシャー
の警告インジケーターはドライバーが左車線
に車線変更する際に役立ちます。

危険と判断された車両が方向指示灯を操作し
た場合、該当するドア ミラー取付部フィニッ
シャーの警告インジケーターが数回明るく点
滅します。

他車をゆっくり (速度差約 15 km/h 未満) と追
い越す場合、他車が死角エリアに入ったことを
レーン チェンジ アシストが検出すると、直ち

に警告インジケーターが点灯します。速度差が
それ以上の場合、ドア ミラーには表示されま
せん。

インフォメーションおよび警告ステージ
レーン チェンジ アシストには方向指示灯を操
作するかしないかによって、2 段階の警告イン
ジケーター作動ステージがあります。

インフォメーション ステージ

ドライバーが方向指示灯を操作していない場
合、レーン チェンジ アシストは、検出した車
両が車線変更の際に危険となりうると判断す
ると、ドライバーに知らせます。レーン チェ
ンジ アシストが検出した車両との速度差およ
び距離を危険と判断すると、該当するドア ミ
ラーの警告インジケーターが弱い光で点灯し
ます。

警告ステージ

レーン チェンジ アシストは、ドライバーが方
向指示灯を操作した側に危険と見なされる車
両を検出した場合、検出した側のドア ミラー
取付部フィニッシャーの警告インジケーター
が明るく点滅を開始します。警告ステージが数
回明るく点滅する場合、ドア ミラーを見るか
または肩越しに確認するなど、再度周囲の交通
状況を確認するよう促しています。

f 「ドア ミラーのレーン チェンジ アシスト 
(LCA) の警告表示の明るさを設定する」
（240ページ）を参照してください。

運転状況：
起こりうるケースとそれに関連するレーン
チェンジ アシストの警告インジケーターを、運
転状況に応じて以下に説明します。

インフォメーション

レーダー センサーは左右の隣接する車線を検
出します。その他の車線は、レーダー センサー
で検出されません。

インフォメーション

ドア ミラー取付部フィニッシャーの警告イン
ジケーターの明るさは変更可能です。

インフォメーション

– 車両がより高速で接近してくると、ドア ミ
ラーの警告インジケーターはより早いタイ
ミングで点灯します。レーン チェンジ アシ
ストによって検出されたすべての車両は、
遅くとも「死角エリア」に入るまでにドラ
イバーに警告されます。

– ドア ミラー取付部フィニッシャーの警告イ
ンジケーターがまだ表示されていなくて
も、高速で接近する車両がある場合は、車
線変更は危険であると考えられます。
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運転状況 – 高速で接近する車両

図229：高速で接近する車両

A – ドア ミラー取付部フィニッシャーの警告イ
ンジケーターが点灯していない

センサーは車両を検出していません。ドア ミ
ラーの警告インジケーターは点灯しません。

B – 警告インジケーターがインフォメーション 
ステージで点灯する
センサーが高速で接近する車両を検出していま
す (図の例は左車線を示しています)。車両との
距離はまだ離れていますが、著しい速度差があ
るため、この車両は既に車速変更を行うには危
険と判断されます。ドア ミラー取付部フィニッ
シャーの警告インジケーターが点灯します。

C – 警告インジケーターが警告ステージで点滅
する

運転状況 B でドライバーが方向指示灯を操作
すると、ドア ミラー取付部フィニッシャーの
警告インジケーターが数回明るく点滅します。
レーン チェンジ アシストはドライバーが車両
を見落としている可能性があることを知らせ
ます。

運転状況 – ゆっくりと接近する車両

図230：ゆっくりと接近する車両

A – ドア ミラー取付部フィニッシャーの警告イ
ンジケーターが点灯していない

センサーがゆっくりと接近する車両を検出して
います (図の例は左側車線を示しています)。速
度差が小さくて車間距離が長い場合は、ドア ミ
ラー取付部フィニッシャーに表示されません。

B – 警告インジケーターがインフォメーション 
ステージで点灯する

車両がゆっくりと接近してきています。ドア ミ
ラー取付部フィニッシャーの警告インジケー
ターが点灯します。
レーン チェンジ アシストがその速度差および
距離から車線変更は危険と判断する場合のみ、
ドア ミラー取付部フィニッシャーに表示され
ます。レーン チェンジ アシストによって検出
されたすべての車両は、遅くとも「死角エリ
ア」に入るまでにドライバーに警告されます。

C – 警告インジケーターが警告ステージで点滅
する

運転状況 B でドライバーが方向指示灯を操作
すると、ドア ミラー取付部フィニッシャーの
警告インジケーターが数回明るく点滅します。
レーン チェンジ アシストはドライバーが車両
を見落としている可能性があることを知らせ
ます。

運転状況 – ゆっくりと遠ざかる車両

図231：ゆっくりと遠ざかる車両

A – ドア ミラー取付部フィニッシャーの警告イ
ンジケーターは点灯していない

レーン チェンジ アシストは追い越される車両
をまだ検出していません。ドア ミラー取付部
フィニッシャーの警告インジケーターの表示
はありません。

B – 警告インジケーターがインフォメーション 
ステージで点灯する

レーン チェンジ アシストはゆっくりと遠ざか
る車両 (速度差約 15 km/h 未満) を右側車線で
検出しています。ドア ミラー取付部フィニッ
シャーの警告インジケーターが点灯します。
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C – 警告インジケーターが警告ステージで点滅
する

運転状況 B でドライバーが方向指示灯を操作
すると、ドア ミラー取付部フィニッシャーの
警告インジケーターが数回明るく点滅します。
レーン チェンジ アシストはドライバーが車両
を見落としている可能性があることを知らせ
ます。

運転状況 – 高速で遠ざかる車両

図232：高速で遠ざかる車両

A – ドア ミラー取付部フィニッシャーの警告イ

ンジケーターが点灯していない

レーン チェンジ アシストは追い越される車両
をまだ検出していません。ドア ミラー取付部
フィニッシャーの警告インジケーターの表示
はありません。

B – ドア ミラー取付部フィニッシャーの警告イ

ンジケーターは点灯していない

この例では、レーン チェンジ アシストは高速
で遠ざかる車両 (速度差約 15 km/h 以上) を右
側車線で検出しますが、高速で遠ざかっている

ため車線変更を行う際の危険とはみなされま
せん。ドア ミラー取付部フィニッシャーの警
告インジケーターの表示はありません。

C – ドア ミラー取付部フィニッシャーの警告イ

ンジケーターが点灯していない

運転状況Bでドライバーが方向指示灯を操作し
ても、ドア ミラー取付部フィニッシャーの警
告インジケーターは点灯しません。

カーブを走行する
カーブを走行する場合、レーン チェンジ アシ
ストは1つ離れた車線を走行する車両に反応
し、ドア ミラーの警告インジケーターを点灯
することがあります。
レーン チェンジ アシストは急カーブでは車両を
検出できません (約 100 m 未満の半径のカーブ)。
e カーブを走行するとき、および標準的な幅

でない車線を走行するときは特に注意して
ください。

車線の幅
標準的な幅の車線の場合、ドライバーが車線の
中央部または車線の端を走行しているかに関
わらず、レーン チェンジ アシストの検出エリ
アには隣接した車線 (左 / 右) が含まれます。
狭い車線を走行する場合、検出エリアにはより
多くの車線が含まれることがあります (特に車
線の端を走行している場合)。このような状況
では1つ離れた車線を走行する車両が検出され
ることもあり、レーン チェンジ アシストがイ
ンフォメーションまたは警告ステージに切り
替わる可能性があります。
同様に、非常に幅の広い車線の場合、隣の車線
の車両であっても、検出エリアの範囲外であれ
ば検出されないことがあります。

図233：車線の幅と検出エリア

ドア ミラー取付部フィニッ
シャーの警告インジケーター
の明るさの設定
警告インジケーター (インフォメーションおよ
び警告) は周囲の明るさによって自動的に調節
されます。
必要に応じて、基本となる明るさをマルチファ
ンクション ディスプレイで調節することもで
きます：

f 「ドア ミラーのレーン チェンジ アシスト 
(LCA) の警告表示の明るさを設定する」
（240ページ）を参照してください。

インフォメーション

明るさを調整している間はレーン チェンジ アシ
ストが作動しません。警告インジケーターは明
るさ設定の補助として短時間のみ点灯します。
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ワイパー ブレード

ワイパー ブレードのお手入れ
良好な視界を確保するためには、完全な状態の
ワイパー ブレードが不可欠です。
e ウィンドウ クリーナーを使用してフロント 

ウィンドウを定期的に清掃してください
（「ウィンドウの清掃」（68ページ）を参照
してください。）。特に洗車機を使用した後
は清掃してください。
ポルシェ社では、ポルシェ テクイップメン
ト製品のカー ケア用品を使用することを推
奨いたします。

e 汚れがひどい場合 (虫の残骸などによって)、
スポンジまたは布を使用してフロント ウイ
ンドウを清掃してください。

ワイパー ブレードの交換

図234：ワイパー レバー

ワイパー ブレードは、1 年に 2 回 (冬季の前後)
またはワイパーの払拭性能が低下したときや、
ワイパー ブレードが損傷した場合に交換して
ください。

b イグニッションが OFF になっている。

1. ワイパー レバーを下方向 (図234、1) に 1 度
押してください。

フロント ワイパーが上方に約 45 ° 移動し
ます。

2. ワイパー ブレードの交換は、メーカーより
提供の別紙の取扱説明書を参照してくださ
い。ワイパー ブレードを交換する場合は、
左右でワイパー ブレードの長さが異なるの
で注意してください。

知識

ワイパー アームが不意に倒れるとフロント
ウィンドウを損傷する恐れがあります。

e ワイパー ブレードを交換する場合は、ワイ
パー アームをしっかりと保持してください。

知識

ワイパー ブレードは低温で凍結することがあ
ります。

e 走行する前にワイパー ブレードの凍結を溶
かしてください。

知識

不適切な清掃をすると、ワイパー ブレードの
グラファイト層が損傷する恐れがあります。

e 高圧洗浄水をワイパー ブレードに向けて直
接噴射しないでください。

e ワイパー ブレードは布やスポンジで清掃し
ないでください。

e ワイパー ブレードは必ずきれいな水で洗浄
してください。

知識

ワイパー ブレードを交換したときに、ブレー
ドが確実に取り付けられていないと、走行中に
脱落することがあります。

e ワイパー ブレードは、ワイパー アームに正
しく固定されていなければなりません。

e ワイパー ブレードがしっかり取り付けられ
ているか確認してください。

インフォメーション

必要な場合は、ポルシェ正規販売店で交換作業
を行ってください。
ポルシェ正規販売店のご利用を推奨いたしま
す。十分なトレーニングを受けた経験豊かなス
タッフが、最新の技術情報と専用工具や専用装
置を駆使し、確かな整備をお約束します。
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Apple CarPlay
PCM で Apple CarPlay を開く

図235：センター コンソールの USB ポート (タイプ A)

b iPhone 7 以降、iOS 12.2 以上。

b Siri および Apple CarPlay がお使いの iPhone の
設定で有効になっている。

PCM で Apple CarPlay を操作する
利用可能なすべてのアプリは、PCM のタッチス
クリーン、ロータリー プッシュ ボタンおよび
バック ボタンで使用できます。

1. iPhone をセンター コンソールの USB ポー
ト A (タイプ A) に接続してください。

f 「USB を介して外部機器を接続する」
（225ページ）を参照してください。

2. Apple CarPlay の使用を希望していることを
確認してください。

利用可能なアプリが表示されます。

3.  ボタン eメニュー eApple 
CarPlay

インフォメーション

– 最新バージョンの iOS をインストールする
ことをお勧めします。

– Apple CarPlay に対応している iPhone 内のア
プリのみが表示されます。対応アプリに関
するインフォメーション：

f www.apple.com/ios/carplay を参照してくだ
さい。

– Apple CarPlay の表示コンテンツおよび機能
は、接続済みの iPhone でのみ提供されます。

– Apple CarPlay をご使用の場合、通話に使用で
きるのは接続されている iPhone のみになり
ます。PCM に Bluetooth® 経由で接続された
携帯電話は、自動的に接続が切断されます。

– 一部のアプリは、有効なデータ接続を必要
とします。お使いの携帯電話の料金体系に
応じて、追加料金が発生する場合がありま
す。定額データ プランのご利用をお勧めし
ます。

インフォメーション

ポルシェ コミュニケーション マネージメント
(PCM) の操作に関するインフォメーション：
f 「ポルシェ コミュニケーション マネージメ

ント (PCM)」（219ページ）を参照してくだ
さい。

e Apple CarPlay のメイン メニューを開くに

は、PCM のタッチスクリーンでホーム ボ
タン  を押してください。

e PCM のメイン機能に変更するには、

 ボタン ePorsche を押します。

または

いずれかのワンタッチ ボタン (例：

) を押してください。
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Siri音声認識機能を使用して
Apple CarPlay を操作する
Siri を有効にする
b Siri がお使いの iPhone の設定で有効になっ

ている。

b イグニッションおよび PCM が ON になって
いる。

b 通話中でない。

b パーキング エイドを使用していない。

b PCM ボイス コントロールが作動していない。

図236：レバーのボイス コントロール ボタン

Siri を解除する
b ボイス コントロールが作動していて、ボイ

ス コマンドを待機している。

iPhone を iPod として使用する
場合および Apple CarPlay モー
ドで使用する場合の切り替え
iPhone をセンター コンソールの USB ポートに
接続した後に iPod として接続した場合、Apple
CarPlay は使用できません。

デバイス マネージャーを使用して、iPhone を
iPod として使用するか、または Apple CarPlay
モードで使用するかを切り替えることができ
ます。

図237：デバイス マネージャーを開く

1. レバーの  ボタンを押し続けてくだ
さい。
または

PCM タッチスクリーンのホーム ボタン 
 を押し続けてください。

2. 希望のボイス コマンドを発話してくだ
さい。

e レバーの  ボタンを押してください。

終了音が鳴ります。
または

ボイス コマンドでキャンセルまたは終了
と発話してください。
または

PCM の任意のボタンを押してください。

該当する機能が開きます。

インフォメーション

レバーの  ボタンを素早く押すと、PCM の音

声認識機能が有効になります。

f 「ボイスコントロール＊」（210ページ）を
参照してください。

1. フッターの  または  (接続状態によ

り異なる) を選択してください。

2. スマートフォン リンクを選択してくだ
さい。

3. ご使用中の iPhone を選択してください。

4. iPod として使用
または

Apple CarPlay モードで使用。
275＊ 日本仕様に設定はありません。
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HOLD 機能
HOLD 機能は、上り坂での停車時や発進時に、
ドライバーの運転操作を支援します。

この機能により、車両の思わぬ後退を自動的に
防ぎます。
HOLD 機能が作動すると、インストルメント パネ
ルの  インジケーター ライトが点灯します。

HOLD 機能の作動中にドライバーのシート ベル
トが外され、運転席ドアが開いた場合、車両は
動き出さないように自動的に固定されます。

マニュアル トランスミッショ
ン装備車の HOLD
b エンジンが作動している。

1. フット ブレーキをかけて坂道で停車してく
ださい。

2. クラッチ ペダルをいっぱいに踏み込んでく
ださい。

3. 坂道を登るために適切なギヤに変速します 
(1 速またはリバース ギヤ)。

4. クラッチ ペダルを踏んだまま、フット ブレー
キから足を放してください。

このとき発進アシスタントが作動して、車
両は坂道での停車状態を維持し、後退を防
いで発進を容易にします。

5. 通常の操作で車両を発進させてください。

PDK 装備車の HOLD
車両が停止状態にあるときに HOLD 機能が作動
します。

この機能により、ブレーキ ペダルを踏んでい
ないときでも、車両の思わぬ後退を自動的に防
ぎます。

アダプティブ クルーズ コントロールが正常に
機能している場合、HOLD 機能は自動ブレーキ
後に車両を停車状態に維持します。

車両が HOLD 機能により保持されている場合
は、通常の運転操作で発進できます。

警告 車両コントロールの
喪失

HOLD 機能にかかわらず、勾配での停止および
始動の責任はドライバーにあります。

滑りやすい路面 (凍結している、またはぬかる
んだ路面など) での停止および始動時には、
HOLD 機能によるアシストは保証されません。
車両が不意に動き出す恐れがあります。

e 常に走行スタイルを路面状態および車両荷
重に合わせて調整してください。必要な場
合はフット ブレーキを使用します。

HOLD 機能が作動しないと、ドライバーは坂道
発進アシストを受けられません。
e フット ブレーキをかけて停車してください。

インフォメーション

マニュアル トランスミッション装備車の HOLD
機能は、以下の条件では作動しません。
– クラッチを踏んでいないとき。

– 作動モードが N のとき。

– 車両が停止していないとき。

– エンジンが手動で OFF にされたとき。

– 坂道の勾配率が 5% 以下のとき。

– 運転席ドアが開いており、運転席シート ベ
ルトが着用されていない場合。

インフォメーション

PDK 装備車の HOLD 機能は、以下の条件では作
動しません。

– 作動モードが P および N のとき。

– 車両が停止していないとき。

– エンジンが手動で OFF にされたとき。

– 坂道の勾配率が 5% 以下のとき。

– 運転席ドアが開いており、運転席シート ベ
ルトが着用されていない場合。

インフォメーション

車両が停止している間に素早くブレーキ ペダ
ルを踏み込むと、勾配に関係なく HOLD 機能が
作動します。この機能により、ブレーキ ペダル
を踏んでいないときでも、車両が動き出すこと
を防ぎます。この場合、セレクター レバーを操
作しても、HOLD 機能は解除されません。

警告 上り坂での車両の後退

ドライバーがブレーキ ペダルを作動させずに
急な勾配で車両が停止すると、HOLD 機能が止
めるまで車両が後退することがあります。この
場合、ブレーキ ペダルを踏むことで後退を少
なくすることができます。

e フット ブレーキをかけて制動力を上げるこ
とで、車両の停止維持を補助してください。
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インフォメーション

HOLD 機能作動時に、ドライバーはブレーキ ペ
ダルで違いを感じ、油圧作動音が聞こえること
があります。
これはシステムの正常な作動であり、故障では
ありません。
277
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テクニカル データ

以降のページには、車両に関するテクニカル 
データが掲載されていますメーカー参考値。
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テクニカル データ 
車両の識別データ

車台番号

図238：車台番号

車台番号はフロント ウィンドウ枠の左下と助
手席シートの下にあります。

e スペア パーツの注文をする場合は、必ず車
台番号を明示してください。

ビークル プレート

図239：ビークル プレート固定位置

ビークル プレートは助手席側ドア シル (ドア
開口部) に取り付けられています。

タイヤ空気圧プレート

図240：タイヤ空気圧プレート固定位置

タイヤ空気圧プレートは運転席側ドア シル (ド
ア開口部) に貼られています。

データ バンク
車両の大切な情報が記載されているデータ バ
ンクは、整備手帳の中に添付されています。

データ バンクは、紛失したり破損したりして
も再注文することはできません。
279
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車両寸法

充填容量
e ポルシェ社が承認したフルード、燃料のみを使用してください。詳細なインフォメーションについては：ポルシェ正規販売店にご相談ください。

燃料消費量とCO2排出量
CO2 排出量は燃費に直接影響されます。安全運転や定期点検によって、CO2排出量を最小限に抑制できます。

全長 (装備仕様により異なる) 4,379 mm～4,405 mm

全幅 1,801 mm

ドア ミラーを含む全幅 1,994 mm

DIN 規格空車重量での車高

装備によって異なります

1,261 mm～1,295 mm

DIN 規定空車重量時の地上高

装備によって異なります

112 mm～133 mm

燃料 718 Boxster、718 Boxster T、718 Cayman、718 Cayman T：
約 54 リットル (オプション：約 64 L)、予備用の約 8 リットルを含む

718 Boxster S、718 Boxster GTS モデル、718 Cayman S、718 Cayman GTS モデル：
約 64 L (予備用の約 8 L を含む)

フロント ウィンドウ / ヘッドライト ウォッシャー液 約 2.5 L (ヘッドライト ウォッシャー システム装備車は約 5 L)

インフォメーション

国により、車両の燃費と排出値が納車時に提供された書類に記載されている場合があります (例：「適合証明」)。所定の測定方法による値を表示
しています (Euro 6:現行バージョンの Regulation (EC) 715/2007。Euro 5：現行バージョンの ECE-R 101 と ECE-R.83)。
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重量
EU 規格 1230/2012 に基づく空車重量 (運転者 1 名 + 荷物分 (75 kg) を含む)。
e 最大総重量と最大軸荷重の限度を超えないようにしてください。追加アクセサリーなどが装備されている場合は、それに応じて積載重量が減

少します。

718 Boxster
マニュアル トランス

ミッション

718 Boxster
PDK

718 Boxster T
マニュアル トランス

ミッション

718 Boxster T
PDK

車両重量 (装備による) 

DIN 70020 規格 1,335 kg～1,465 kg 1,365 kg～1,495 kg 1,350 kg～1,465 kg 1,380 kg～1,495 kg

EC 規格 1230/2012 に基づく 1,410 kg～1,540 kg 1,440 kg～1,570 kg 1,425 kg～1,540 kg 1,455 kg～1,570 kg

最大軸荷重、フロント 770 kg 775 kg 770 kg 775 kg

最大軸荷重、リヤ 915 kg 940 kg 915 kg 940 kg

最大総重量 1,655 kg 1,685 kg 1,655 kg 1,685 kg

718 Boxster S
マニュアル トランス

ミッション

718 Boxster S
PDK

718 Boxster GTS
マニュアル トランス

ミッション

718 Boxster GTS
PDK

車両重量 (装備による) 

DIN 70020 規格 1,355 kg～1,475 kg 1,385 kg～1,505 kg 1,375 kg～1,475 kg 1,405 kg～1,505 kg

EC 規格 1230/2012 に基づく 1,430 kg～1,550 kg 1,460 kg～1,580 kg 1,450 kg～1,550 kg 1,480 kg～1,580 kg

最大軸荷重、フロント 780 kg 785 kg 785 kg 785 kg

最大軸荷重、リヤ 915 kg 940 kg 915 kg 940 kg

最大総重量 1,665 kg 1,695 kg 1,675 kg 1,705 kg
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718 Boxster GTS 4.0
マニュアル トランス

ミッション

718 Boxster GTS 4.0
PDK

車両重量 (装備による) 

DIN 70020 規格 1,405 kg～1,505 kg 1,435 kg～1,535 kg

EC 規格 1230/2012 に基づく 1,480 kg～1,580 kg 1,510 kg～1,610 kg

最大軸荷重、フロント 795 kg 795 kg

最大軸荷重、リヤ 945 kg 975 kg

最大総重量 1,700 kg 1,730 kg

718 Cayman
マニュアル トランス

ミッション

718 Cayman
PDK

718 Cayman T
マニュアル トランス

ミッション

718 Cayman T
PDK

車両重量 (装備による) 

DIN 70020 規格 1,335 kg～1,465 kg 1,365 kg～1,495 kg 1,350 kg～1,465 kg 1,380 kg～1,495 kg

EC 規格 1230/2012 に基づく 1,410 kg～1,540 kg 1,440 kg～1,570 kg 1,425 kg～1,540 kg 1,455 kg～1,570 kg

最大軸荷重、フロント 765 kg 770 kg 765 kg 770 kg

最大軸荷重、リヤ 930 kg 955 kg 930 kg 955 kg

最大総重量 1,655 kg 1,685 kg 1,655 kg 1,685 kg

718 Cayman S
マニュアル トランス

ミッション

718 Cayman S
PDK

718 Cayman
（GTS装備車）

マニュアル トランス

ミッション

718 Cayman
（GTS装備車）

PDK

車両重量 (装備による) 

DIN 70020 規格 1,355 kg～1,475 kg 1,385 kg～1,505 kg 1,375 kg～1,475 kg 1,405 kg～1,505 kg

EC 規格 1230/2012 に基づく 1,430 kg～1,550 kg 1,460 kg～1,580 kg 1,450 kg～1,550 kg 1,480 kg～1,580 kg
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タイヤとホイール

タイヤ/ホイール サイズ
ポルシェ社が承認したタイヤにより、この車両に最適な走行性能が得られます。記載されている荷重指数 (「94」など) と速度記号 (「Y」など) 以
上の性能のタイヤを使用してください。新しいタイヤを装着するときやタイヤ交換時は：

f 「タイヤおよびホイール」（142ページ）を参照してください。

e スノー チェーンは適切なマークが付いたタイヤ/ホイール サイズにのみ、またリヤ ホイールにのみ装着してください。

スノー チェーンを装着したときの最高速度については各国の法規に従ってください。

ポルシェ社が認可したファインリンク エッジ チェーンのみを使用してください。

e 交換するタイヤ / ホイールが EU 規格に適合しているか確認してください。必要であればホイール / タイヤの組み合わせがこの車両に適合する
か参照してください。詳細なインフォメーションについては：ポルシェ正規販売店にご相談ください。

最大軸荷重、フロント 775 kg 780 kg 780 kg 780 kg

最大軸荷重、リヤ 930 kg 955 kg 930 kg 955 kg

最大総重量 1,665 kg 1,695 kg 1,675 kg 1,705 kg

718 Cayman S
マニュアル トランス

ミッション

718 Cayman S
PDK

718 Cayman
（GTS装備車）

マニュアル トランス

ミッション

718 Cayman
（GTS装備車）

PDK

718 Cayman
（GTS 4.0装備車）
マニュアル トランス

ミッション

718 Cayman
（GTS 4.0装備車）

PDK

車両重量 (装備による) 

DIN 70020 規格 1,405 kg～1,505 kg 1,435 kg～1,535 kg

EC 規格 1230/2012 に基づく 1,480 kg～1,580 kg 1,510 kg～1,610 kg

最大軸荷重、フロント 775 kg 775 kg

最大軸荷重、リヤ 965 kg 995 kg

最大総重量 1,700 kg 1,730 kg
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タイヤ種類 タイヤ サイズ ホイール サイズ スノー チェーンの装着

718 Boxster、718 Boxster T、718 Cayman、718 Cayman T

サマー タイヤ

FA：235/45 ZR 18 94Y
RA：265/45 ZR 18 101Y

FA：8J x 18、RO 57
RA：9.5J x 18、RO 49

不可

FA：235/40 ZR 19 (92Y)
RA：265/40 ZR 19 (98Y)

FA：8J x 19、RO 57
RA：10J x 19、RO 45

不可

FA：235/35 ZR 20 (88Y)
RA：265/35 ZR 20 (95Y)

FA：8J x 20、RO 57
RA：10J x 20、RO 45

不可

FA：235/35 ZR 20 (88Y)
RA：265/35 ZR 20 (95Y)

FA：8.5J x 20、RO 57
RA：10.5J x 20、RO 47

不可

ウインター タイヤ

FA：235/45 R 18 94V M+S
RA：265/45 R 18 101V M+S

FA：8J x 18、RO 57
RA：9.5J x 18、RO 49

可

FA：235/40 R 19 92V M+S
RA：265/40 R 19 98V M+S

FA：8J x 19、RO 57
RA：10J x 19、RO 45

不可

718 Boxster S、718 Cayman S

サマー タイヤ

FA：235/40 ZR 19 (92Y)
RA：265/40 ZR 19 (98Y)

FA：8J x 19、RO 57
RA：10J x 19、RO 45

不可

FA：235/35 ZR 20 (88Y)
RA：265/35 ZR 20 (95Y)

FA：8J x 20、RO 57
RA：10J x 20、RO 45

不可

FA：235/35 ZR 20 (88Y)
RA：265/35 ZR 20 (95Y)

FA：8.5J x 20、RO 57
RA：10.5J x 20、RO 47

不可

ウインター タイヤ

FA：235/45 R 18 94V M+S
RA：265/45 R 18 101V M+S

FA：8J x 18、RO 57
RA：9.5J x 18、RO 49

可

FA：235/40 R 19 92V M+S
RA：265/40 R 19 98V M+S

FA：8J x 19、RO 57
RA：10J x 19、RO 45

不可
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FA = フロント アクスル、RA = リヤ アクスル、
RO = リム オフセット

718 Boxster GTS、718 Cayman GTS

サマー タイヤ

FA：235/35 ZR 20 (88Y)
RA：265/35 ZR 20 (95Y)

FA：8J x 20、RO 57
RA：10J x 20、RO 45

不可

FA：235/35 ZR 20 (88Y)
RA：265/35 ZR 20 (95Y)

FA：8.5J x 20、RO 57
RA：10.5J x 20、RO 47

不可

ウインター タイヤ

FA：235/45 R 18 94V M+S
RA：265/45 R 18 101V M+S

FA：8J x 18、RO 57
RA：9.5J x 18、RO 49

可

FA：235/40 R 19 92V M+S
RA：265/40 R 19 98V M+S

FA：8J x 19、RO 57
RA：10J x 19、RO 45

不可

718 Boxster GTS 4.0、718 Cayman GTS 4.0

サマー タイヤ
FA：235/35 ZR 20 (88Y)
RA：265/35 ZR 20 (95Y)

FA：8.5J x 20、RO 57
RA：10.5J x 20、RO 47

不可

ウインター タイヤ

FA：235/45 R 18 94V M+S
RA：265/45 R 18 101V M+S

FA：8J x 18、RO 57
RA：9.5J x 18、RO 49

可

FA：235/40 R 19 92V M+S
RA：265/40 R 19 98V M+S

FA：8J x 19、RO 57
RA：10J x 19、RO 45

不可

タイヤ種類 タイヤ サイズ ホイール サイズ スノー チェーンの装着
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タイヤ空気圧
これらの標準およびコンフォート タイヤ空気圧は、冷間時のタイヤ空気圧 (20 °C) として、ポルシェ社が認可したメーカーおよび仕様のタイヤの
みに適用します。

e マルチファンクション ディスプレイで、コンフォート プレッシャー /標準空気圧を選択してタイヤ空気圧を調整してください。

f 「タイヤ空気圧モニタリング (TPM)」（142ページ）を参照してください。

f 「タイヤおよびホイール」（142ページ）を参照してください。

標準タイヤ空気圧

FA = フロント アクスル、RA = リヤ アクスル

タイヤ 718 Boxster、
718 Boxster T、

718 Cayman、718 Cayman T

718 Boxster S、
718 Cayman S

718 Boxster GTS、
718 Cayman GTS

718 Boxster GTS 4.0、
718 Cayman

（GTS 4.0装備車）

FA RA FA RA FA RA FA RA

サマー タイヤ
235/45 ZR 18 / 265/45 ZR 18

2.0 bar
200 kPa

29 psi

2.0 bar
200 kPa

29 psi
– – – – – –

サマー タイヤ
235/40 ZR 19 / 265/40 ZR 19

2.0 bar
200 kPa

29 psi

2.1 bar
210 kPa

30 psi

2.0 bar
200 kPa

29 psi

2.1 bar
210 kPa

30 psi
– – – –

サマー タイヤ
235/35 ZR 20 / 265/35 ZR 20

2.3 bar
230 kPa

33 psi

2.3 bar
230 kPa

33 psi

2.3 bar
230 kPa

33 psi

2.3 bar
230 kPa

33 psi

2.3 bar
230 kPa

33 psi

2.3 bar
230 kPa

33 psi

2.4 bar
240 kPa

35 psi

2.4 bar
240 kPa

35 psi

ウインター タイヤ
235/45 R 18 / 265/45 R 18

2.2 bar
220 kPa

31 psi

2.2 bar
220 kPa

31 psi

2.2 bar
220 kPa

31 psi

2.2 bar
220 kPa

31 psi

2.2 bar
220 kPa

31 psi

2.2 bar
220 kPa

31 psi

2.2 bar
220 kPa

31 psi

2.2 bar
220 kPa

31 psi

ウインター タイヤ
235/40 R 19 / 265/40 R 19

2.2 bar
220 kPa

31 psi

2.2 bar
220 kPa

31 psi

2.2 bar
220 kPa

31 psi

2.2 bar
220 kPa

31 psi

2.2 bar
220 kPa
31 psi

2.2 bar
220 kPa

31 psi

2.2 bar
220 kPa

31 psi

2.2 bar
220 kPa

31 psi
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270 km/hの速度までに適用するコンフォート タイヤ空気圧

b マルチファンクション ディスプレイで「コンフォート プレッシャー」を設定した車両

b 20 インチ サマー タイヤ装備車

FA = フロント アクスル、RA = リヤ アクスル

警告 タイヤ空気圧の不足

「コンフォート」メニューは仕向け国によって異なるため、すべての国別仕様に適用されるわけではありません。

タイヤ空気圧が低い状態で高速走行すると、タイヤが破損します。

e マルチファンクション ディスプレイで「コンフォート プレッシャー」を設定した車両にのみ、コンフォート タイヤ空気圧を設定してください。

タイヤ FA RA

サマー タイヤ
235/35 ZR 20 / 265/35 ZR 20

2.1 bar
210 kPa

30 psi

2.1 bar
210 kPa

30 psi
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ポルシェ コミュニケーション マネージメント (PCM)
テクニカル データ：オーディオおよびビデオ ファイル

対応するメディア SDカード (最大128 GB)
DVDドライブ オーディオ CD (最大 80 分)、CD-ROM (最大 700 MB)、DVD±R/RW、標準ビデオ DVD、DVD オーディオ互換ビ

デオ DVD
ポータブル プレーヤー MTP プレーヤー、USB スティック、専用ドライバー不要の USB MP3 プレーヤー、外部 USB フラッ

シュ メモリーおよびハード ディスクなどの「USB デバイス サブクラス 1 および 6」の USB 2.0 デバイス

ファイル システム SD/SDHC/SDXC/MMC メモリー カード

USB 大容量記憶装置 exFAT、FAT、または FAT32、NTFS ファイル システム (最大 4 パーティション)
DVD ドライブ ISO9660、Joliet、UDF

フォーマット MPEG 1/2 Layer 3; Windows Media Audio 9 および 10; MPEG 2/4; FLAC; MPEG 1/2; ISO-MPEG4; DivX 3, 4 および 5; Xvid; ISO-MPEG4 
H.264 (MPEG4 AVC); Windows Media Video 9

ファイル拡張子 .mp3; .wma; .asf; .m4a; .m4b; .aac; .flac; .mpg; .mpeg; .avi; .mp4; .m4v; .mov; .wmv

プレイリスト .M3U; .PLS; .WPL; .M3U8; .ASX

特徴 最大 320 kbit/s および 48 kHz サンプリング周波数、最大 2,000 kbit/s および 720x576 px.(最大 25 fps 時)

ファイル数 DVD ドライブ 最大 1,000 ファイル DVD
ジュークボックス (最大 10 GB ストレージ容量) 最大 3,000 ファイルをコピー可

USB 大容量記憶装置およびメモリー カード最大 10,000 ファイル (1 メディアあたり)、
最大 1,000 ファイル (1 ディレクトリ / プレイリストあたり)

メタデータ アルバム カバー最大 800 x 800 ピクセル、GIF、JPG、および PNG フォーマット、または Gracenote® 1) データベース経由

ビデオ DVD リージョ
ン コード

コード 1：USA、カナダおよび米国自治領

コード 2：ヨーロッパ、グリーンランド、南アフリカ、エジプトおよび中東、日本

コード 3：東南アジア、韓国、香港、インドネシア、フィリピン、台湾

コード 4：オーストラリア、ニュージーランド、メキシコ、中央アメリカ、南アメリカ

コード 5：ロシアおよび他の旧ソ連諸国、東ヨーロッパ、インド、アフリカ

コード 6：中華人民共和国

コード 8：国際領土 (船舶、航空機)

1) Gracenote ロゴは米国およびその他の国における Gracenote の商標または登録商標です。
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テクニカル データ：接続

携帯ネットワーク GSM/GPRS/EDGE：デュアル バンド、900 MHz/1800 MHz
UMTS/HSPA+：トリプル バンド、900 MHz (Band VIII) / 1800 MHz (Band III) / 2100 MHz (Band I)
LTE：クワッド バンド、800 MHz (Band 20) / 900 MHz (Band 8) / 1800 MHz (Band 3) / 2600 MHz (Band 7)

WiFi IEEE 802.11a/b/g/n (2.4 GHz)

Bluetooth® Bluetooth® 2.1、IEEE 802.15.1、クラス 2、通信範囲約 10 m

SIM カードの挿入お
よび取り出し

ミニ SIM、寸法：25 x 15 mm

テクニカル データ：ラジオ

周波数範囲 / 規格 UKW （FM）：87.5～108 MHz (100 kHz ごとの手動調節)
MW （AM）：531～1,602 KHz (1 kHz ごとの手動調節)

自動選局付きチュー
ニング グリッド

UKW (FM)：100 kHz
MW (AM)：9 kHz

テクニカル データ：CD/DVD ドライブ

一般的なインフォ
メーション

製造時に、このレーザー製品はドイツ / 国際規格 DIN EN 60825-1：2008-05 および DHHS ルール 21 CFR Subchapter J に準
拠して製造されており、クラス 1 レーザー製品として分類されています。クラス 1 レーザー製品のレーザー光線は、通常
の作動条件下では危険を生じない程度の弱いものです。この製品は、レーザー光線がデバイス内部に完全に密閉されるよ
うに設計されています。

レーザー光線出力 DVD：0.68 mW
CD：0.85 mW

レーザー光線波長 DVD：665 nm
CD：795 nm
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ライセンスについて

Bluetooth® Bluetooth® マークおよびロゴは Bluetooth SIG, Inc. の登録商標で、AISIN AW CO., LTD. は認可を受けてこれらを使用していま
す。他の登録商標および商品名はそれぞれの所有者により所有されています。

Dolby Digital Dolby Laboratories のライセンスの下で製作Dolby およびダブル D シンボルは Dolby Laboratories の登録商標です。

DTS Digital Surround DTS 特許については、http://patents.dts.com を参照してください。DTS Licensing Limited のライセンスの下で製作。
DTS、シンボル、および DTS とシンボルの組み合わせは登録商標として登録されています。DTS Digital Surround 
は DTS, Inc. の登録商標です。
© DTS, Inc. 全権利は保護されています。

Gracenote Gracenote ロゴおよび「Powered by Gracenote」ロゴは、米国またはその他の国における Gracenote Inc. の登録商標
または商標です。
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エンド ユーザー ライセンス合意

Gracenote® このアプリケーションまたは機器には Gracenote, Inc. (カリフォルニア州エメリービル) (「Gracenote」) のソフトウェアが含
まれています。このアプリケーションは Gracenote のソフトウェア (「Gracenote Software」) を利用し、ディスクおよび/ま
たはファイルを識別し、名前、アーティスト名、トラック名、タイトル情報など音楽関連の情報 (「Gracenote Data」) をオ
ンライン サーバーまたは実装データーベース (総称として「Gracenote Servers」) から入手するとともに、その他の機能も
実現しています。このアプリケーションまたは機器の本来のエンド ユーザー機能によってのみ Gracenote データを使用す
ることができます。

Gracenote データ、Gracenote ソフトウェア、および Gracenote サーバーを個人目的および非営利目的でのみ使用することに
同意するものとします。Gracenote ソフトウェアおよび Gracenote データを第三者に譲渡、コピー、転送または送信しない
ことに同意するものとします。お客様は、ここに明示的に許諾されていること以外の目的に、Gracenote データ、Gracenote
ソフトウェア、または Gracenote サーバーを使用または活用しないことに同意するものとします。

これらの制限に反した場合は、Gracenote データ、Gracenote ソフトウェアまたは Gracenote サーバーの通常使用権約が解除
されることに同意するものとします。ライセンスが停止すると、Gracenote データ、Gracenote ソフトウェアまたは Gracenote
サーバー全ての使用を中止することに同意するものとします。全所有権を含めた Gracenote データ、Gracenote ソフトウェ
アまたは Gracenote サーバーについての全ての所有権を含む、全ての権利を Gracenote が保有します。いかなる状況におい
ても Gracenote はお客様が提供した情報についてお客様に対して支払いの責任を持ちません。Gracenote, Inc. が自己の名義
をもってお客様に対してこの合意に基づいた権利を執行できることに同意するものとします。

Gracenote サービスは、統計的処理を行うために、クエリ調査用の固有の識別子を使用します。ランダムに割り当てた数字
による識別子の目的は Gracenote サービスが質問者については何も情報を得ないでクエリをカウントすることを可能にし
ます。より詳細な情報については、Gracenote サービスの Gracenote プライバシー ポリシーのウェブ ページを参照してくだ
さい。

Gracenote ソフトウェアおよび Gracenote データの各アイテムは、お客様に対して「現状のままで」提供され、使用が許諾
されるものとします。Gracenote は Gracenote サーバーからの Gracenote データの正確性について、明示的または黙示的を問
わず、一切の表明や保証をしていません。Gracenote は、妥当な理由があると判断した場合、Gracenote サーバーからデー
タを削除したり、データのカテゴリを変更したりする権利を保有するものとします。Gracenote ソフトウェアおよび
Gracenote サーバーにエラーがない、または Gracenote ソフトウェアまたは Gracenote サーバーの機能が中断しないことは保
証されていません。Gracenote は Gracenote が提供可能な新しい拡張または追加データ タイプまたはカテゴリーを提供する
義務を持ちません。またいつでもサービスを中断することができます。

Gracenote は明示的または暗示的にかかわらず、商品性および特定目的に対する適合性、所有権および非侵害などで暗示さ
れている保証も含め (限定はしない)、いかなる保証も行いません。Gracenote は、お客様が Gracenote ソフトウェアおよび
Gracenote サーバーを使用することにより入手した結果について保証しません。結果的なまたは付随的な損害、または利益
や収益の損失について、Gracenoteは一切責任を負いません。

© 2000 to present Gracenote, Inc.
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Bluetooth®認証 (抜粋)
– Albania
– Andorra
– Angola
– Aruba
– Australia
– Austria
– Bahamas
– Bahrain
– Barbados
– Belarus
– Belgium
– Belize
– Bolivia
– Bonaire
– Bosnia and Herzegovina
– Brazil
– Brunei
– Bulgaria
– Burkina Faso
– Canada
– Chile
– China
– Colombia
– Costa Rica
– Croatia
– Curacao
– Cyprus
– Czech Republic
– Denmark
– Dominican Republic
– Ecuador
– Egypt
– El Salvador
– Estonia
– Ethiopia

– Finland
– France
– French Guyana
– French Polynesia
– Gabon
– Germany
– Ghana
– Gibraltar
– Guadeloupe
– Guatemala
– Greece
– Greenland
– Hong Kong
– Hungary
– Iceland
– India
– Indonesia
– Ireland
– Iraq
– Israel
– Italy
– Ivory Coast
– Jamaica
– Japan
– Jordan
– Kenya
– Kosovo
– Kuwait
– Latvia
– Lebanon
– Lesotho
– Liberia
– Libya
– Liechtenstein
– Lithuania
– Luxembourg

– Macau
– Macedonia
– Madagascar
– Malaysia
– Malta
– Martinique
– Mauritius
– Mexico
– Monaco
– Mongolia
– Morocco
– Mozambique
– Netherlands
– New Caledonia
– New Zealand
– Nigeria
– Norway
– Oman
– Pakistan
– Panama
– Peru
– Poland
– Portugal
– Puerto Rico
– Qatar
– Reunion
– Romania
– Russia
– San Marino
– Saudi Arabia
– Senegal
– Serbia
– Singapore
– Slovakia
– South Africa
– Spain



テクニカル データ

21_718_Boxster_982_BAL_70_WKD 982 00 70 21_KW36.20-24.21_JPN.book  Page 293  Monday, August 10, 2020  4:15 PM
– St. Lucia
– Sweden
– Switzerland
– Tahiti
– Taiwan
– Thailand
– United Arab Emirates
– United Kingdom
– Uruguay
– USA
– Venezuela
– Vietnam
– Yemen
– Zimbabwe

リサイクル

エアバッグおよびシートベルト テンショ
ナー ユニット
未作動のガス発生器、エアバッグが付いたまま
の車両、エアバッグ ユニット、シート ベルト
テンショナー ユニットは、一般の廃棄物やス
クラップとして処分できません。

適切な廃棄に関する詳細情報について：

e ポルシェ正規販売店にご相談ください。

 電気 / 電子部品および使用済みバッテ
リー
ゴミ箱にバツマークがある絵文字のラベルが
付いている電気 / 電子部品および使用済み
バッテリーは、家庭ごみと一緒に廃棄できませ
ん。適切な方法で廃棄してください。

e 各国の廃棄に関する法規を遵守してくだ
さい。

e 電気 / 電子部品および使用済みバッテリー
は、適切な廃棄場にて廃棄してください。

適切な廃棄に関する詳細情報について：

e ポルシェ正規販売店にご相談ください。

欧州化学物質規制 (REACH) に
基づく表示
欧州化学物質規制 REACH により、ポルシェ社
は車両に含まれる物質についての情報を開示
します。
この情報はインターネット上で確認すること
ができます。
f https://www.porsche.com/international/reach-

regulation/
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無線装置 (EU の地域外)
検査マークおよび適合宣言書
Albania, Bahrain, Bosnia and Herzegovina, French
Guyana, Georgia, Gibraltar, Guadeloupe, Iceland,
Israel, Ivory Coast, Kuwait, Macedonia, Martinique,
Monaco, Montenegro, New Caledonia, Norway,
Reunion, Sri Lanka, St. Lucia, Switzerland, Trinidad &
Tobago, Turkey.

Australia

Bahamas
Continental Automotive GmbH
PAG-BCU-433-180528
SN (Serial Number) 
FCC ID: KR5315-140930
Continental Automotive GmbH
PAG-BCU-434-180528
SN (Serial Number) 
FCC ID: KR5315-140930

Brazil

Este produto está homologado pela ANATEL, de 
acordo com os procedimentos regulamentados pela 
Resolução 242/2000, e atende aos requisitos 
requisitos técnicos aplicados.
Para maiores informações, consulte o site da ANATEL 
www.anatel.gov.br

Hong Kong
HKCA 1035: Automotive radar: radio equipment 
exempted from licensing.

Indonesia
40556/R/I/SDPPI/2018
4211

Israel
Model Name: TSSRE4Dg
Manufacturer: Huf Electronics Bretten

Jamaica
This product has been Type Approved by Jamaica: 
SMA - PAG-BCU-433-180528.
This product has been Type Approved by Jamaica: 
SMA - PAG-BCU-434-180528.

63118/SDPPI/2019
2692
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Japan

Japanese Radio Law Compliance. This device is 
granted pursuant to the Japanese Radio Law.
This device should not be modified (otherwise the 
granted designation number will become invalid).

Jordan
TRC No. T/4/11/11/6679
Continental Automotive GmbH
PAG-BCU-433-180528
SN (Serial Number)
TRC/LPD/2018/58
Continental Automotive GmbH
PAG-BCU-434-180528
SN (Serial Number)
TRC/LPD/2017/546

Malaysia
Continental
28416032 / 28416031
RAAW/33A/0512/S(12-0755)

Marocco
AGREE PAR L’ANRT MAROC
Numéro d’agrément : MR 5371 ANRT 2010
Date d’agrément : 2019/12/05
Numéro d’agrément : MR 9186 ANRT 2014
Date d’agrément : 22/04/2014
Numéro d'agrément : MR 15787 ANRT 2018
Date d'agrément : 12/02/2018

Mexico
Radar de largo alcance, 77GHz,
MARCA: BOSCH, MODELO: LRR3,
MoldaCOFETEL: (RCPBOLR09-0828)
IFETEL: RCPBOMP14-0922
Continental 
PAG-BCU-315-180528  
Para su uso en México, la operación de este equipo 
está sujeta a las siguientes dos condiciones: 
(1) es posible que este equipo o dispositivo no cause 
interferencia perjudicial y 
(2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier 
interferencia, incluyendo la que pueda causar su 
operación no deseada.

Moldova

Oman
Oman - TRA/TA-R/1049/09

Paraguay

Philippines

Qatar
Approval Ref.: CRA/SA/2015/R-4714

Russia

Declaration of Conformity Based on Technical 
Regulation of Customs Union 020/2011 No. EA?C No 
RU ?-DE.?M03.B.00128 valid from 10.11.2017 until 
09.11.2022, registered by Certification Body- Branch 
of the FSUE NIIR TESTING CENTRE "OMEGA".

Serbia

Singapore
Complies with IMDA Standards DB101762
Complies with IMDA Standards DB106879

South Africa
295
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South Korea

This equipment has been approved under EMC 
Registration as a Class B device (for domestic use) and 
can be used in both residential and commercial areas.

MSIP-RRM-TAL-433-140930
Model name: PAG-BCU-433-180528
R-RRM-TAL-434-140930 
Model name: PAG-BCU-434-180528
Applicant: Continental Automotive GmbH
Date of Manufacturing:  12/2017
Country of Origin: Romania

Taiwan

CCAB10LP3800T1
CCAK15LP0801T1
Regulations for the low-power radio wave radiation 
devices:
Without permission, for the approved low-power 
radio-frequency devices, any companies, firms or 
users are not allowed to change the frequency band, 
increase the power or change the specifications and 
functionality of the original design.
The low power radio-frequency devices are not 
allowed to influence aircraft safety or interfere any 
legal communications. In case any interference 
phenomenon is detected, the use of this device 
should stop immediately, and it is allowed to 
continue to use until it is improved to be without 
interference any more.
The term legal communications stated in last 
paragraph refers to the operating radio 
communication system which is in compliance with 
the Regulations for the Telecommunications.
The low power radio-frequency devices should be 
able to tolerate the interferences from any legal 
communications or industrial, scientific and medical 
radio wave radiation devices or equipment.

Thailand

Ukraine
Your vehicle features a variety of radio equipment. 
The manufacturers of this radio equipment declare 
that it complies with the specifications for its use 
pursuant to the Technical Regulation on Radio 
Equipment of Ukraine (Decree 355/2017). This 
information contains details of the manufacturers 
and the transmission characteristics of the radio 
equipment from April 2019. The full text of the 
relevant Declarations of Conformity is available at the 
following website:
https://porsche.ua/accessoriesandservice/
porscheservice/

United Arab Emirates
TRA REGISTERED No: 0016889/09,
DEALER No: 0014972/08
TRA REGISTERED No: 0016889/09,
DEALER No: DA36785/14
TRA REGISTERED No: ER39135/15,
DEALER No: DA36785/14
TRA REGISTERED No: ER38964/15,
DEALER: HUF ELECTRONICS GmbH
TRA REGISTERED No: ER39739
DEALER No: DA36758

Importer No.: 6550000
Dealer No.: 6550001 (Bangkok)
Dealer No.: 6550002 (Pattanakarn)
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符号
◊ ボタンの設定 ................................................................................ 241

A-Z
A/C MAX ボタン

2 ゾーン エアコン ...................................................................54
マニュアル エアコン .............................................................48

A/C ボタン

2 ゾーン エアコン ...................................................................53
マニュアル エアコン .............................................................48

ABS ( アンチロック ブレーキ システム )
機能説明 .................................................................................... 228

ACC
アダプティブ クルーズ コントロール ..........................30

Alcantara®/ Race-Tex / その他の生地、お手入れ .................70
Apple CarPlay

PCM で開く .............................................................................. 274
Siri ................................................................................................. 275

AUTO ( ライト スイッチ ) ............................................................. 252
ドライビング ライト アシスタント ............................ 252

Bluetooth®
デバイスの管理 ..................................................................... 165
電話を接続する ..................................................................... 164

Boxster
ウィンド デフレクター ..................................................... 105
コンバーチブル トップ ........................................................67
コンバーチブル トップの開閉 ....................................... 104

CD/DVD ドライブにロードする ............................................... 224
ETC 受信機 .......................................................................................... 118
E メール

作成 ............................................................................................. 169
表示および消去 ..................................................................... 168

G-Force ディスプレイ .................................................................... 235
HOLD 機能 ........................................................................................... 276

( オート スタート / ストップ機能 ) ................................63

ISOFIX システム

規定のチャイルド シート取り付け方向 ................... 152
助手席エアバッグの ON/OFF .......................................... 157
推奨するチャイルド シート ........................................... 155

OFF/ON の切り替え (PCM) .......................................................... 220
ON/OFF の切り替え (PCM) .......................................................... 220
PADM ..................................................................................................... 178

PASM ( ポルシェ アクティブ サスペンション 
マネージメント )

シャーシ設定の選択 ........................................................... 215
PCCB ( ポルシェ セラミック コンポジット ブレーキ )

一般的なインフォメーション ....................................... 203
PCM

Apple CarPlay ............................................................................ 274
CD/DVD ドライブにロードする .................................... 224
PCM ホットスポットの使用 ............................................ 133
SD カードの挿入および取り出し ................................. 224
お手入れの諸注意 ................................................................... 70
外部機器の接続 ..................................................................... 224
個人画面の設定 ..................................................................... 223
システム設定 ......................................................................... 225
接続 ( データ接続 ) .............................................................. 131
電話 ............................................................................................. 163
ドライビング データ ( トリップ情報 ) 
を表示する .............................................................................. 172
ナビゲーション ..................................................................... 179
パークアシスト ..................................................................... 188
ボイス コントロール .......................................................... 210
メディア ................................................................................... 248
ラジオ ........................................................................................ 264

PCM システム設定 .......................................................................... 225
PCM ドライブ

CD/DVD をロード ................................................................. 224
SD カードの挿入および取り出し ................................. 224
外部機器の接続 ..................................................................... 224
知識 ............................................................................................. 223

PCM ドライブに関する諸注意 ................................................. 223
PCM にドライビング データを表示する ............................. 172
PCM にバックグラウンド イメージを表示する .............. 223

PCM の設定

音量および音質 .....................................................................226
概要 .............................................................................................225
地図 .............................................................................................186
電話を接続する .....................................................................169
ナビゲーション .....................................................................185
日付と時刻 ...............................................................................220
メディア ....................................................................................251
ラジオ .........................................................................................266

PCM の操作
ON/OFF .......................................................................................220
概要 .............................................................................................219
タッチスクリーンから .......................................................221
タッチスクリーンの要素 ..................................................220
テキストおよび文字を入力する ...................................222
ボイス コントロール ..........................................................210
ロータリー プッシュ ボタンで ......................................221

PDK .........................................................................................................174
シフトアップ インジケーター .......................................176
ステアリング ホイールでのギヤ シフト ..................175

Porsche Doppelkupplung (PDK) .....................................................174
ステアリング ホイールでのギヤ シフト ..................175
セレクター レバー ポジション ......................................174

PSM
OFF にする ................................................................................227

PSM ( ポルシェ スタビリティ マネージメント )
OFF にする ................................................................................227
機能説明 ....................................................................................227

PSM スポーツ ....................................................................................227
作動 .............................................................................................227

PTV ..........................................................................................................178

SD カードの挿入および取り出し ............................................224
SIM カードの挿入および取り出し

挿入および取り出し ...........................................................165
Siri ............................................................................................................275

TPM ( タイヤ空気圧モニタリング ) ........................................142
WiFi (PCM)

PCM WiFi ホットスポットの使用 ..................................133
WiFi を使用してアプリを PCM に接続する ..............217
設定 .............................................................................................170
297
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あ
アームレスト

ドア ポケットを開く .......................................................... 119
アイス / サン シールドの装着 .................................................. 206
アシスタンス システム

ポルシェ アクティブ セーフの設定 ............................ 239
レーン チェンジ アシスト (LCA) 設定 ........................ 240

アダプティブ クルーズ コントロール ....................................30
ON/OFF ..........................................................................................32
機能説明 ......................................................................................30
クルーズ コントロールの中断 / 再開 ............................34
作動原理 ......................................................................................31
車間距離の設定 ........................................................................33
操作ステータス ........................................................................32
速度の設定 / 設定速度の変更 ...........................................33
ポルシェ アクティブ セーフ .............................................36
レーダー センサー ..................................................................30
例外 ................................................................................................35

アダプティブ シリンダー コントロール

3 気筒休止機能 .........................................................................63
エンジン ノイズ .......................................................................63

アダプティブ ライト システム、ドライビング 
ライト アシスタント ..................................................................... 252
アッパー ベンチレーション パネル

2 ゾーン エアコン ...................................................................53
圧力

タイヤ ........................................................................................ 285
アプリ

デバイス マネージャー ..................................................... 161
ポルシェ カー コネクト .................................................... 216
ポルシェ コネクト ............................................................... 217
ポルシェ トラック プレシジョン ................................. 230

アルミニウム リム

お手入れの諸注意 ...................................................................69
アンダーコーティング、お手入れの諸注意 ........................68
アンチロック ブレーキ システム (ABS)

機能説明 ................................................................................... 228

い
イグニッション ロック

キーの緊急操作 ........................................................................74
機能説明 ......................................................................................61

イモビライザー

機能説明 ....................................................................................171
インジケーター ライト .................................................................. 40
インストルメント クラスター

オドメーター ............................................................................ 39
概要 ................................................................................................ 39
クーリング システム、水温計 .......................................237
警告灯および表示灯 .............................................................. 40
合計距離およびトリップ表示 .......................................... 39
スピードメーター .................................................................. 39
タコメーター ( 回転計 ) ....................................................... 39
燃料計 ........................................................................................... 40
油温計 .........................................................................................238

インストルメント パネル

オドメーター ............................................................................ 39
概要 ................................................................................................ 39
クーリング システム、水温計 .......................................237
警告灯および表示灯 .............................................................. 40
合計距離およびトリップ表示 .......................................... 39
スピードメーター .................................................................. 39
タコメーター ( 回転計 ) ....................................................... 39
燃料計 ........................................................................................... 40
油温計 .........................................................................................238
ライト調節 ................................................................................. 42

インストルメント ライト ............................................................. 42
ディスプレイの明るさを調節する ................................ 39

インターネット

データ接続を確立する (PCM) .........................................131
インテリア ライト

ON/OFF ......................................................................................... 42
オリエンテーション ライト .............................................. 43

う
ウインター タイヤ

一般的なインフォメーション ........................................147
タイヤ交換 ...............................................................................148

ウィンド デフレクター

取り外し / 取り付け ............................................................105
ウィンドウ

お手入れの諸注意 .................................................................. 68
ウェルカム ホーム機能

ON にする ..................................................................................253

ウォッシャー液

充填容量 .................................................................................... 280
不凍液 ...........................................................................................46
補充 ................................................................................................46

運転席

オドメーター .............................................................................39
クーリング システム、水温計 ....................................... 237
警告灯および表示灯 ..............................................................40
合計距離およびトリップ表示 ...........................................39
スピードメーター ...................................................................39
タコメーター ( 回転計 ) ........................................................39
燃料計 ...........................................................................................40
油温計 ........................................................................................ 238
ライト調節 ..................................................................................42
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¡車両の仕様およびオプションの変更により、この取扱説明書
の内容の一部が車両と一致しない場合があります。

¡説明図は一部日本仕様と異なる点があります。
¡この取扱説明書に関してのお問い合わせは下記までお願い致
します。
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車両受領証
（販売店で保管）

VIN：車両識別ナンバー

エンジンナンバー

上記車両については、取扱説明書および整備手帳に記載されている車両の取扱い、
および保証内容、並びに納車点検内容の説明を受け了承の上、車両およびツール
キットを完全な状態で受領しました。

販売店スタンプ

日時 お客様の署名
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