
「もしも」の事故を防ぎ、「いつも」の運転を安心サポート。

1911SA

お問い合わせ、ご相談はお近くの販売会社または、下記までお願いいたします。
 【 ダイハツお客様コールセンター】　フリーコール　　　0800-500-0182
受付時間 平日 9：00～19：00　土日祝 9：00～17：00〒563-8651 大阪府池田市ダイハツ町1-1
弊社におけるお客様の個人情報の取扱いについては、ダイハツ工業株式会社ホームページにて掲載しております。
 （https://www.daihatsu.co.jp/privacy/index.htm）

 ■衝突回避支援ブレーキ機能（＊2）
・衝突回避支援ブレーキ機能を日常の車両停止のために絶対に使用しないでください。衝突回避支援ブレーキ機能はあらゆる状況で衝突を回避するものではありません。ブレーキ
　の作動を衝突回避支援ブレーキ機能に頼っていると、衝突事故を起こす場合があります。
・安全のため、お客様ご自身で衝突回避支援ブレーキ機能の作動テストを行わないでください。止まりきれないことや作動しないことがあり、思わぬ事故につながるおそれがあります。
・衝突回避支援ブレーキ機能は、衝突が避けられないと判断した段階で作動し、衝突直前で強いブレーキをかけるように設定していますので、その効果は様々な条件（＊1）
　により変わります。そのため、常に同じ性能が発揮できるものではありません。
・前方車の急な割り込みや歩行者の飛び出し等に対しては作動が遅れる、作動しない場合があります。
・シートベルトを着用し、必ず同乗者にも着用させてください。シートベルトを正しく着用しないと、衝突回避支援ブレーキ機能が作動したときに危険な場合があります。
・条件の違いにより、衝突回避支援ブレーキ機能が作動しても止まりきれないことや、この機能自体が作動しないこともあります。（＊1）

 ■誤発進抑制制御機能（前方・後方）（＊3）
・故意に対象物の近くでアクセルペダルを過剰に踏み込まないでください。アクセルの調整を誤発進抑制制御機能に頼っていると衝突事故を起こす場合があります。
・万一、自車が踏切内で閉じ込められた場合、遮断機を対象物と認識し、誤発進抑制制御機能が作動することがあります。遮断機を押しのけて進む場合は、慌てずに
　下記①～③いずれかの対応をしてください。
　①一旦アクセルオフし、ゆっくりアクセルを踏み込む ②全開でアクセルペダルを踏み続ける ③スマートアシストを“OFF”にする
・前方と後方では、認識できる障害物が異なります。また条件の違いにより、誤発進抑制制御機能が作動しないことがあります。(＊1)

 ■車線逸脱抑制制御機能
・車線逸脱抑制制御機能は、車線逸脱を防止するものではありません。機能が作動した場合は、周囲の状況に応じてハンドル操作を行うなどの適切な操作をしてください。
・システムの制御量や制御タイミングがお客様の運転操作の感覚と異なる場合は、安全な運転を支援できないため、車線逸脱抑制制御機能を使わないでください。
・車線逸脱抑制制御機能はあらゆる状況(＊1)で作動するものではありません。システムに頼った運転は、車線のわきの障害物や隣車線の車に衝突するなどの事故につながる
　おそれがあり危険です。

 ■全車速追従機能付ACC（アダプティブクルーズコントロール）
・全車速追従機能付ACCは高速道路や有料道路など、自動車専用道路での使用を想定しています。状況(＊1)によっては思わぬ事故につながるおそれがありますので、全車速
　追従機能付ACCを使用しないでください。
・全車速追従機能付ACCは運転者の操作の一部を支援し、操作負担を軽減するためのシステムで、支援の範囲には限りがあります。
・設定車速は、制限速度・交通の流れ・路面環境・天候などを考慮して適切に設定してください。設定車速の確認は運転者が行う必要があります。
・全車速追従機能付ACCを使用するときは、車間制御モード、定速制御モードのどちらのモードが選択されているかをメーター内の表示灯で必ず確認してください。
　定速制御モードは車間距離を保つ追従走行を行いません。
・全車速追従機能付ACC（車間制御モード）は、自車と設定された先行車との車間距離を検知するのみであり、わき見運転やぼんやり運転を許容するシステムでも、視界不良を
　補助するシステムでもありません。また、先行車への追突を防止する機能ではありません。このため、運転者は自ら周囲の状況に注意を払い、安全の判断をする必要があります。
・先行車に続いて停止後、約2秒で全車速追従機能付ACC（車間制御モード）が解除され車が動き出します。停車状態を継続するには、ブレーキペダルをしっかり踏み続けてください。
・正常に機能していても、運転者が認識している先行車の状況とシステムが検知している状況が異なる場合があります。運転者は常に自らの責任で周囲の状況を把握し、
　必要に応じてブレーキで減速してください。
・システムが正しく動作しない状況（＊1）では、全車速追従機能付ACCを使用しないでください。

 ■ LKC（レーンキープコントロール）
・LKCを過信しないでください。LKCは自動で運転する装置でも前方への注意を軽減する装置でもありません。
・LKCは高速道路や有料道路など、自動車専用道路での使用を想定しています。状況（＊1）によっては、思わぬ事故につながるおそれがありますので、LKCを使用しないでください。
・システムの制御量や制御タイミングがお客様の運転操作の感覚と異なる場合は、安全な運転を支援できないため、LKCを使わないでください。
・LKCはあらゆる状況（＊1）で作動するものではありません。

■オートハイビーム
・オートハイビームは、前方カメラにより先行車または対向車のランプや街路灯などの明るさを判定し、自動的にハイビームとロービームを切り替えます。
・周囲の状況によっては、明るさが正確に検知されず、ハイビームが先行車や対向車の迷惑になったり、ロービームが継続する場合があります。このような場合は、手動で
　ハイビームとロービームを切り替えてください。

■ ADB（アダプティブドライビングビーム）
・アダプティブドライビングビームは、前方カメラにより先行車または対向車のランプや街路灯などの明るさを判定し、自動的にハイビームの照射範囲を遮光します。
・周囲の状況によっては、明るさが正確に検知されず、ハイビームの照射範囲が遮光されない場合があります。このような場合は、手動でハイビームとロービームを
　切り替えてください。

■スマートパノラマパーキングアシスト
・スマートパノラマパーキングアシストは駐車時のステアリング操舵を支援するシステムであり、安全運転を行う責任は運転者にあります。
・スマートパノラマパーキングアシストは自動駐車システムではありません。周囲の安全確認と、アクセル・ブレーキ操作、シフトレバー操作は運転者自身で行う必要があります。
・スマートパノラマパーキングアシストは駐車以外の目的では使用しないでください。
・枠線のない場所では使用できません。白い枠線のある駐車場（＊1）でご使用ください。
・スマートパノラマパーキングアシストには、駐車時に障害物を検知し、自動で停止または回避する機能はありません。常に周囲の状況をミラーや目視で確認し、歩行者や周囲の車両、
　障害物等に接触しそうな場合はブレーキを踏んで車両を停止するなど、安全運転を心がけてください。
・システムが正しく動作しない状況（＊1）では、スマートパノラマパーキングアシストを使用しないでください。

■ BSM( ブラインドスポットモニター )
・BSM機能は、ドアミラーの死角領域に入った車両の存在とその死角領域に急速に接近してくる車両の存在を運転者に提供する補助的なシステムです。BSM 機能だけで安全な
　車線変更の可否を判断できるものではありません。
・状況（＊1）によっては BSM機能が有効に機能しないことや、不要な検知をする場合があるため、運転者は自らの目視とミラーによる安全確認を行う必要があります。

■ RCTA( リヤクロストラフィックアラート )
・RCTA機能は自車の右後方または左後方から接近してくる車両の存在を運転者に提供する補助的なシステムです。RCTA機能だけで安全な後退の可否を判断できるもの
　ではありません。
・状況（＊1）によっては RCTA機能が有効に機能しないことや、不要な検知をする場合があるため、運転者は自らの目視とミラーによる安全確認を行う必要があります。

スマートアシストをご使用いただく上での重要事項説明
・以下をご確認いただくと共に、安全で快適にお使いいただくために、ご使用の前に取扱説明書を必ずお読みください。
・車種やグレード、オプションなどによって搭載される機能が異なります。お客様の車両に搭載される機能についてご確認をお願いします。

・スマートアシストは運転者の安全運転を前提としたシステムであり、事故被害や運転負荷の軽減に寄与することを目的としています。わき見運転やぼんやり運転など運転者の
　不注意を防止したり、悪天候時の視界不良下での運転を支援する装置ではありません。
・運転者には安全運転の義務があります。スマートアシストに頼った運転は、絶対に行わないでください。機能に頼ったり、安全を委ねる運転をしたりすると思わぬ事故につながり、
　重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。システムを過信せず、運転者は常に自らの責任で周囲の状況を把握し、安全運転を心がけてください。
・スマートアシストの認識性能・制御性能には限界があります。ご使用の前には、あらかじめ取扱説明書を必ずご確認の上、正しくご使用ください。システムが正しく作動しない
　状況(＊1)では、スマートアシストを"OFF"にしてください。
・車両を改造・架装した場合、スマートアシストが正しく作動しない場合があります。スマートアシストを“OFF”にしてください。また改造・架装が原因で発生した車両本体
　の不具合は、保証修理の対象外となります。

■ スマートアシストをご使用になる際のお客様へのお願い

〒563-8651 大阪府池田市ダイハツ町1－1

＊1：詳しくは取扱説明書をご参照ください。＊2：低速域衝突回避支援ブレーキ機能を含む。＊3：ブレーキ制御付誤発進抑制機能を含む。
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ダイハツの

安全に対する考え方

予防安全機能が「あたりまえ」の未来へ。

安全・安心を、限られた人だけでなく、クルマに乗るすべての

人にお届けしたい。だから、ダイハツは予防安全機能「スマート

アシスト」を幅広い車種に展開できるように開発し、さらなる

安全 性を求めて進化させてきました。エアバッグやシート

ベルトとおなじくらい、世の中のすべてのクルマに予防安全

機能が「あたりまえ」のものになる未来をめざして。

ダイハツは、スモールカーに

最適な先進予防安全機能スマートアシストを

引き続き低価格でご提供し、

「安全・安心」を「みんなのもの」にします。

2012 年12月に軽自動車で初めて導入したスマートアシストは

お客様にご支 持いただき、順 次新車 種 にも 搭 載した 結果、

累計230万台を突 破しました。

スマートアシスト累計販売台数推移

※（）はスマートアシスト装着率

（千台）

（年）2014

530
（75%）

1,150
（77%）

2,080
（86%）

2,340
（88%）

2016 2018 2019（1-5月）

累計230万台突破！

2012

2
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ドライブがもっと楽しくなる、予防安全   機能や運転支援機能を搭載。

※車種やグレードにより装備内容が異なる場合があります。　※2019年10月時点ダイハツ調べ

衝突警報機能
（対 歩行者・車両）

衝突回避支援
ブレーキ機能
（対 歩行者・車両）

車線逸脱
警報機能

車線逸脱抑制
制御機能

ADB
（アダプティブドライビングビーム）

標識認識機能
（進入禁止）

誤発進抑制
制御機能
（前方・後方）

走行中に前方の車両や

歩行者を認識し、衝突の

危険 性があると判断し

た場合に、ブザーとメー

ター内表示でお知らせ

します。

衝突の危険 性に応じた

ブレーキ機 能 で、衝 突

回避または被害を軽減し

ます。

走行 中にウインカーを

出さずに、走行している

車線からはみ出しそうに

なると、ブザ ーとメー

ター内表示でお知らせし

ます。

クルマが車線をはみ出し

そうになると、メーター

内表示でお知らせする

とともに、車線内に戻す

ようステアリング操作を

アシストします。

ハイビームで走行中、対向

車を検知すると自動で部

分的に遮光します。対向車

に眩しい思いをさせること

なく、ハイビームの視認性

を確保します。

進入禁止の標識をステ

レオカメラが検知すると

メーター内での表示とブ

ザー音＊2でお知らせし

ます。

障害物を認識後、踏み間

違いを判定してエンジン

出力を抑制します。（次

世代スマートアシストで

はブレーキ制御も作動し

ます。）
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●
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次世代スマート
アシスト

スマート
アシストⅢ

スマートアシストⅡ
スマートアシスト
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P07 - P08

3
P07 - P08

2
P05 - P06

1
P05 - P06

コーナーセンサーを車両

の前後左右に装備し、障

害物までの距 離に応じ

て3段階の警告音でお知

らせ。縦列駐車時や駐車

場、車庫での取り回しを

サポートします。

先行車との車間距離を保

ちながら追 従 するよう

に、車速をコントロール

します。

クルマが車線の中央付近

を 安 定して走行するよ

う、ステアリング操作を

アシストします。

駐車時にカメラで駐車枠

の白線を検知し、音声と

画面ガイドに加えてステ

アリング操作をアシスト

します。

車両の前後左右に搭載

した4つのカメラにより、

クルマを真上から見てい

るような映像を表示。運

転席から確認しにくい車

両周囲の状況を把握で

きます。

通常のヘッドランプに加え、左右

方向を照らす補助灯を追加点灯

させることで、ステアリングを

切った方向やウインカーを出した

方向を明るく照らします。また、

シフトを「R」レンジに入れると

左右両側のランプが点灯します。
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次世代スマート
アシスト

スマート
アシストⅢ
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P17 - P18
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P15

10
P14
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P19

15
P20

コーナーセンサー
（前方・後方）

全車速追従機能付
ACC

（アダプティブクルーズコントロール）

LKC
（レーンキープコントロール）

スマートパノラマ
パーキングアシスト パノラマモニター サイドビューランプ

＊4

＊3

＊5

ダイハツの安全装備はサポカーS〈ワイド〉に適合

みんなに安全・安心を。 

進化ポイント

＊4

進化ポイント

＊1：スマートアシストⅢt：スマートアシストⅢの機能を軽トラックの特性に合わせて最適化しています。
＊2：デフォルトではブザー音がOFFのため設定を変更する必要があります。
＊3：TFTカラーマルチインフォメーションディスプレイ装着車のみ。
＊4：次世代スマートアシストを機に、コーナーセンサーとパノラマモニターを安全・安心機能の1つとして
　　織り込むこととなりました。
＊5：ウェイク／アトレー／ハイゼットカーゴはリヤのみ。ムーヴ／ムーヴ キャンバス／キャストは装備なし。
＊6：車線維持支援装置でも可。
＊7：自動切替型前照灯、自動防眩型前照灯又は配光可変型前照灯をいう。
＊8：マニュアル車は除く。

スマートアシストⅡ
スマートアシスト

  W
EB

で
もチェックでき

ま
す

!

スマートアシストプラススマートアシスト

（スマートアシストは対車両のみ） （対車両のみ）（被害軽減ブレーキアシストなし） （スマートアシストⅡのみ対応）

（スマートアシストⅢt＊1も対応） （スマートアシストⅢt＊1も対応） （スマートアシストⅢt＊1も対応）

（スマートアシストは前方のみ）

（ブレーキ制御あり）

（スマートアシストⅢt＊1は前方のみ［オート
マチック車］／マニュアル車には搭載なし）

オートハイビーム

対向車のライトなど前方

の明るさを検知し、ハイ

ビームとロービームを自

動で切り替えます。

●

●

ー

5
P09

停止時に先行車が発進し

て約3m以上離れても発

進しなかった場合に、ブ

ザーとメーター内表示で

お知らせします。

●

●

●

9
P13

先行車発進
お知らせ機能

（スマートアシストⅢt＊1も対応）

※スマートアシストⅢt、スマートアシストⅡはサポカーS〈ベーシック＋〉、
　スマートアシストはサポカーS〈ベーシック〉

隣接する車線の死角領域

を走る車を検知すると、

ミラーインジケーターが

点灯。ウインカーを出す

と、ミラーインジケーター

の点灯とブザー音で注意

喚起します。

●

ー

ー
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P21

BSM 
（ブラインドスポットモニター）

後方を横切る車両を検知

し、ミラーインジケーター

の点滅とブザー音で後退

時の安全確認をサポート

します。

●

ー

ー
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P22

RCTA
（リヤクロストラフィックアラート）

政府が高齢運転者の交通事故防止対策の一環として、

衝突被害軽減ブレーキやペダル踏み間違い時加速抑制

装置等を搭載した車（安全運転サポート車）に「セーフ

ティ・サポートカーS（サポカーS）」の愛称をつけ、普及

啓発に取り組んでいます。「サポカーS」は「ベーシック」

「ベーシック+」「ワイド」の3種類に分類されます。

サポカーSとは？

●衝突被害軽減ブレーキ（対歩行者） ●車線逸脱警報
＊6 

●先進ライト
＊7  

●ペダル踏み間違い時加速抑制装置
＊8

サポカーS〈ワイド〉

03 04
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ピ
ピ
ピ
ピ
ピ…

警報ブザー・メーター表示と衝突被害軽減ブレーキで、

衝突回避や被害軽減をサポート。

衝突警報機能（対 歩行者・車両）1 衝突回避支援ブレーキ機能（対 歩行者・車両）2

バックミラーでちょっと目を離したら、前のクルマが減速しててドキッ！

ブザーと衝突被害軽減ブレーキで、

万が一の時も助かるわ。

衝突の危険性が非常に高い前方の車両や歩行者を認識 衝突の危険性あり 衝突の危険性が高い

衝突被害軽減ブレーキで
衝突回避または被害軽減！4

ピピピピ
ピピッ

ピピピピ
ピピッ

ピピピピ
ピ…

ピピピピ
ピ…

事前ブレーキ2

衝突の危険性があるとシステムが判断した場合、
自動的に弱いブレーキをかけます。

事前ブレーキ2

衝突警報機能が作動し、ブザーとメーター内表示で危険をお知らせ！1

ドライバーがブレーキを踏み込んだ場合に
被害軽減ブレーキアシストで制動力をアシスト！3

ピピピピ
ピ…

ピピピピ
ピ…

経過時間

■ 注 意 ■ ※車種により作動条件が異なる場合があります。 ＊車種によって、ディスプレイにメッセージが表示されます。  ■ 作動対象は車両と歩行者ですが、状況によっては2輪車や自転車などにも作動することがあります。
ドライバーが回避動作（衝突被害軽減ブレーキ中にステアリングを切る、アクセルを踏み込むなど）をおこなったとシステムが判断した場合は作動しません。また、次のような場合は、適切に作動しないことがあります。 
●前方の視界が悪い時（強い雨、吹雪、濃霧など）  ●前方車両との重なりが少ない時  ●急カーブや急な坂道を走行している時

約30～80km/h
（速度差 約30～80km/h）

約30～50km/h
（速度差 約30～50km/h）

作動車速域
対車両

対歩行者

被害軽減ブレーキアシスト3衝突警報機能1 衝突被害軽減ブレーキ4
作動車速域

ピピピピピピッピピピピピピッ ピピピピピピッピピピピピピッ
約4～100km/h
（速度差 約4～100km/h）

作動車速域

約4～50km/h
（速度差 約4～50km/h）

作動車速域
ピピピピピ…ピピピピピ… ピピピピピ…ピピピピピ…

■ 注 意 ■  ※車種により作動条件が異なる場合があります。 ＊車種によって、ディスプレイにメッセージが表示されます。  ■ 作動対象は車両と歩行者ですが、状況によっては2輪車や自転車などにも衝突警報が作動することがあります。また、次の
ような場合は、適切に作動しないことがあります。  ●前方の視界が悪い時（強い雨、吹雪、濃霧など）  ●前方から強い光を受けている時  ●フロントウィンドゥ内側が曇っている時  ●夜間やトンネルなど暗い所を走行している時  ●車両や歩行者が
急に割り込んだり、飛び出して来たりした時  ●ステレオカメラが歩行者を認識できない時（荷物や傘、帽子、車両、建物などに隠れている/前かがみやしゃがんだ姿勢をとっている/集団になっているなど) 詳しくは取扱説明書をご確認ください。詳しくは取扱説明書をご確認ください。

ドライバーがブレーキ
を踏み込んだ場合

対車両 対歩行者

点滅 点灯＊

点滅＊

点滅 点灯＊

点滅＊

対車両

対歩行者

約4～80km/h

約4～50km/h

こんな経験はありませんか？
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ピ
ピ
ピ
ピ
ッ

車線からはみ出しそうな時、

ブザーとメーター内表示でお知らせ。

車線内に戻すよう、

ステアリング操作をアシスト。

こんな経験はありませんか？

ステアリング
操作をアシスト

■ 注 意 ■ ※車種により作動条件が異なる場合があります。 ＊車種によって、ディスプレイにメッセージが表示されます。  ■ 次のような場合は、適切に作動しないことがあります。  ●悪天候（豪雨・吹雪・濃霧など）により 白（黄）線が見えにくい時  ●前方から強い光（太陽光などによる逆光や対向車両のヘッドランプの光など）を受けている時や、強い光が道路に反射している時  ●道路の修復や古い白（黄）線のため、アスファルトの継ぎ目
や線状の補修痕、白（黄）線のかすれや重複、タイヤ痕などがある時  ●交差点や横断歩道など車線の数が増減している区間や車線が複雑に交差している区間を走行する時  ●車線の幅が極端に狭い時や広い時、または変化 している時  ●分岐・合流路などを走行する時  ●急なカーブのある道路を走行する時  ●フロントウィンドゥ内側が曇っている時

約60km/h～

作動車速域

車線逸脱警報機能3

ピピピピッピピピピッ

詳しくは取扱説明書をご確認ください。

点灯点滅

ピピピピッ
ピピピピッ
ピピピピッ
ピピピピッ

点滅 点灯

点滅

車線をはみ出しそうになると、

ステアリング操作もアシストしてくれるんだね！

長距離運転だと、集中力が途切れて、

車線をはみ出しそうになることがあるよ。

経過時間

経過時間

車線逸脱警報機能

車線逸脱抑制制御機能

車線逸脱抑制制御機能4

＊

＊

＊
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■ 注 意 ■ ※車種により作動条件が異なる場合があります。  ■ 自転車などの軽車両には検知しない場合があります。ドライバーの感覚に沿わない状況で切り替わる場合や、道路やガードレールに設置された反射板に
反応しロービームに切り替わる場合があります。また、次のような場合は、適切に作動しないことがあります。  ●前方の視界が悪い時（強い雨、吹雪、濃霧など）  ●見通しの悪いカーブで対向車と突然すれ違った時  ●連続
するカーブや中央分離帯、街路樹などで前方車両が見え隠れする時  ●他車が前方を横切った時  ●前方車両が離れた車線から接近してきた時  ●前方車両が無灯火の時

ハイビームで
走行

ハイビームで
走行

通常走行時 対向車とのすれ違い時

点灯 点灯

■ 注 意 ■ ※車種により作動条件が異なる場合があります。  ■ 次のような場合は、ハイビームが自動で遮光ビームに切り替わらない場合があります。  ●前方の視界が悪い時（強い雨、吹雪、濃霧など）  
●見通しの悪いカーブで対向車と突然すれ違った時  ●他車が前方を横切った時  ●連続するカーブや中央分離帯、街路樹などで前方車両が見え隠れする時  ●前方車両が離れた車線から接近した時  
●前方車両が無灯火の時

約30km/h～

作動車速域

作動条件
対向車

遮光エリア

歩行者

対向車のライトなどを検知し、

ハイビームとロービームを自動で切り替え。

ハイビームで走行中、

対向車を検知すると部分的に遮光。

約30km/h～

作動車速域

●ヘッドランプがONまたはAUTO

●対向車や先行車がなく、周囲が暗い時

●オートハイビームスイッチがON

作動条件

※日中などヘッドランプ消灯時は作動しません。 ※車種によりスイッチ位置が異なります。

詳しくは取扱説明書をご確認ください。詳しくは取扱説明書をご確認ください。

●前方にヘッドランプを点灯した車両がある
●車両前方が暗い

5 オートハイビーム ADB（アダプティブドライビングビーム）6

夜道をロービームで走ってたら、

突然、歩行者に気づいてびっくり！

暗い道で対向車とすれ違うたび、ロービームに

切り替えるのって面倒だし、視界も狭くなって怖いわ。

前方の明るさに合わせてハイビームとロービームが

切り替わるから、夜道でも見通しを確保して走れるなぁ。

ハイビームのままでも、対向車部分だけを遮光するから、

相手にまぶしい思いをさせなくていいね！

経過時間

ロービームに
自動切替
ロービームに
自動切替

こんな経験はありませんか？
こんな経験はありませんか？
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ポーン

ピ
ピ
ピ
ピ
ピ…

ピピピピピ…ピピピピピ… ピピピピピ…ピピピピピ…

約2～3m以内

～約10km/h
作動車速域

～約10km/h
作動車速域

対象との距離対象との距離

点灯 点滅 点灯 点滅
約4m以内（ステレオカメラ）
約2～3m以内（ソナーセンサー）

ステレオカメラが進入禁止の

標識を検知し、ブザー＊1と

メーター内表示でお知らせ。

誤って発進した場合には、

エンジン出力を抑制。さらに衝突の

危険性が高まると、ブレーキ制御＊3が作動。

■ 注 意 ■ ※車種により作動条件が異なる場合があります。 ＊1：デフォルトではブザー音がOFFのため設定を変更する必要があります。  ■ 次のような場合は、適切に作動しないことがあります。  ●標識の手
前で減速した時や、右折または左折をしようとしている時  ●標識が高速道路の分岐した直後、または合流直前の隣の車線にある時  ●車両進入禁止標識の色、形に似たものが周辺にある場合（類似の標識、
電光掲示板、看板、のぼり旗、構造物など）  ●ロータリー（環状交差路）を走行している時  ●悪天候時（豪雨、吹雪、濃霧、砂嵐など）  ●夕方、朝方の薄暗い時や、夜間に対象物に接近する時  ●屋内の駐車場
など暗い場所で対象物に接近する時  ●前方から強い光（太陽光などによる逆光や対向車のヘッドランプの光など）を受けた時  ●標識の全体または一部が、木・電柱などで隠れている時  ●標識が泥、雪、ま
たは霜などで覆われた時  ●標識が街灯などの光や建物の影などで見えにくくなっている時

約1秒間ブザーが鳴ります。＊1

作動車速域

一般道交差点高速道路サービスエリア/
パーキングエリア

～約60km/h

シーン１ シーン２

表示 表示 表示
ポーンポーン

ポーンポーン ポーンポーン

■ 注 意 ■ ※車種により作動条件が異なる場合があります。 ＊2：スマートアシストⅢtは前方のみ［オートマチック車］／マニュアル車には搭載なし ＊3：ブレーキ制御は次世代スマートアシストのみ搭載。 ＊4：車種によって、ディス
プレイにメッセージが表示されます。 ＊5：車種により検知方法が異なる場合があります。  ■ 次の場合は作動しません。 〈後方のみ〉 ●ワイパーがHiの時  〈前方・後方〉 ●ドライバーが回避動作（ステアリング操作など）をおこ
なった時  ●ウインカーONの時  ■ また、次のような場合は、適切に作動しないことがあります。 〈ステレオカメラの場合〉 ●前方の視界が悪い時（強い雨、吹雪、濃霧など）  ●フロントウィンドゥ内側が曇っている時  ●障害物が
ガラスの場合  ●障害物がフェンスやレンガなど均一な模様を持つものの場合  ●障害物がまったく模様のない壁やシャッターの場合  〈ソナーセンサーの場合〉 ●バンパーの非常に近い所に障害物がある時  ●周囲で大きな
音が鳴っていたり、超音波を発するものがある時  〈前方・後方〉 ●障害物と車両が垂直でない時  ●障害物の高さが低い時（縁石など）  ●自車の中心と障害物が外れている時

歩行者に気をとられて、

進入禁止の標識に気付かずに、

逆走するとこだった！

ブザー＊1とメーター内表示で教えてくれるから、

一方通行の多い都会での運転も頼りになるわ！
エンジン出力抑制とブレーキ制御＊3の2段階で、

急発進を防いでくれるのね！

詳しくは取扱説明書をご確認ください。詳しくは取扱説明書をご確認ください。

標識認識機能（進入禁止）7 誤発進抑制制御機能（前方・後方）＊28

コンビニで駐車する時、アクセルとブレーキを

踏み間違えそうになったことがあるわ。

前方 後方

＊5
＊5

こんな経験はありませんか？

こんな経験はありませんか？

＊4 ＊4
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ピピピッ

ピ

ピ

ピ

作動条件

●車間距離約10m以内 ●「R」以外でブレーキペダルを
　踏んでいる時（マニュアル車）

●「P」「R」レンジ以外でブレーキペダルを踏んでいる時、
　または「N」レンジで停止している時（オートマチック車）

ピピピッピピピッ
約3m以上約3m以上

点滅＊

車間距離
約10m以内で作動

信号待ちなどで前のクルマが

発進したことを、ブザーと

メーター内表示でお知らせ。

前後左右のセンサーが、

ぶつかる前に音で警告。

駐車や狭い路地の運転をサポート。

■ 注 意 ■ ※車種により作動条件が異なる場合があります。 ＊車種によって、ディスプレイにメッセージが表示されます。  ■ 次のような場合は、適切に作動しないことがあります。  ●天候や道路形状などに
より先行車を認識できない時  ●先行車との横位置がずれている時  ●フロントウィンドゥ内側が曇っている時

自分のクルマの発進が遅れた時に、

教えてくれるんだね！

障害物までの距離に応じて、

3段階のブザーで知らせてくれるから心強いね！

詳しくは取扱説明書をご確認ください。
■ 注 意 ■ ※車種により作動条件が異なる場合があります。  ●ソナーの認識範囲、作動速度には限界があります。車両周辺、ソナーの認識範囲外の安全を確認してください。  ●天候や道路形状、障害物の位置、
形状により、障害物を正しく認識できない時があります。

先行車発進お知らせ機能9 コーナーセンサー（前方・後方）10

前のクルマが進んだのに気づかなくて、

後ろからクラクションを鳴らされちゃった。

詳しくは取扱説明書をご確認ください。

写真はTFTカラーマルチ
インフォメーションディス
プレイ表示。

駐車が苦手で、いつも緊張しちゃう…。

コーナーセンサーをクルマの前後に装備。障害物までの距離
に応じて警告音を変えてお知らせ。縦列駐車時や駐車場・
車庫などでの取り回しをサポートします。

こんな経験はありませんか？こんな経験はありませんか？
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■ 注 意 ■ ※車種により作動条件が異なる場合があります。  ■ 次のような場合は、適切に作動しないことがあります。  ●悪天候（豪雨・吹雪・濃霧など）により白（黄）線が見えにくい時  ●前方から強い光（太陽
光などによる逆光や対向車両のヘッドランプの光など）を受けている時や、強い光が道路に反射している時  ●夜間に街灯のない道路を走行している時  ●急なカーブのある道路を走行する時  ●フロント
ウィンドゥ外側が汚れ、泥、湿った雪などに覆われている時  ●フロントウィンドゥ内側が曇っている時  ●先行車との車間距離が短い時  ●自車が白（黄）線に対してまっすぐに走行していない時  ●料金所や
検札所の手前や交差点など、白（黄）線がない場所を走行する時  ●アスファルトと草・土・縁石等の境界が不明瞭または直線的でない時

車線を認識

メーター内表示でお知らせ

ステアリング操作をアシスト

ACCが作動中のみ機能有効
（設定車速：約60km/h～）

作動車速域・作動条件

約60km/h～
点灯

経過時間

ステアリング操作をアシスト

点灯

〈車内の運転イメージ図〉

前のクルマとの車間距離を保てるように、

車速をコントロール。

約40km/h～
設定可能車速域

先行車あり 0km/h～　先行車なし 約40km/h～
作動車速域

減速走行2

100km/h（設定速度） 100km/h→80km/h

停止制御3

先行車が発進している状態で“＋RES”スイッチを押すと追従走行を再開

80km/h→0km/h 0km/h～

追従走行5

先行車がいなくなると、設定速度まで加速し、定速走行へ移行

80km/h

先行車が停止すると、先行車に続いて停止

先行車の車速に合わせて走行

先行車の車速に合わせて減速先行車がいない場合は、ドライバーが設定した速度をキープ

ピッピッ…ピッピッ…

約2秒でブレーキ保持が解除され、クリープ走行状態になります。

80km/h

80km/h 80km/h→100km/h

車線の中央をキープして走れるよう、

ステアリング操作をアシスト。

詳しくは取扱説明書をご確認ください。

■ 注 意 ■ ※車種により作動条件が異なる場合があります。  ■ 次のような場合は、適切に作動しないことがあります。  ●急なカーブや急な上り坂、下り坂を走行している時  ●悪天候（豪雨・吹雪・濃霧
など）により先行車が見えにくい時  ●フロントウィンドゥ外側が汚れ、泥、湿った雪などに覆われている時  ●フロントウィンドゥ内側が曇っている時  ●夜間に街灯のない道路を走行している時

詳しくは取扱説明書をご確認ください。

全車速追従機能付ACC（アダプティブクルーズコントロール）11 LKC（レーンキープコントロール）12

長距離ドライブ中、アクセルと

ブレーキを繰り返して疲れるなぁ。

高速道路で運転中、気づくと車線の

端まで寄ってることがあるわ。

前のクルマの速度に合わせてくれるから快適！

ブレーキ操作が頻繁な、ノロノロ運転の時も助かるね。

車線をカメラが検知して、真ん中を

走れるようにしてくれるから安心ね！

経過時間

経過時間

経過時間

定速走行1

発進制御4

加速走行6

こんな経験はありませんか？

こんな経験はありませんか？
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駐車時に白線の枠を検知。

音声と画面ガイドに加えて、

ステアリング操作をアシスト。

縦列駐車や、狭い駐車場に停める時、

他のクルマや障害物にぶつけそうでハラハラする…。

並列駐車の場合 STEP 3 〈ご参考〉 縦列駐車の場合

左画面の青枠に合わせて停止して下さい。

使用時のポイント
目標駐車枠まで後退後、「ブレーキを
踏んで下さい」の音声が流れるので、
ブレーキを踏み込んで停止します。

音声に従ってシフトを
「R」レンジに入れる。
ステアリングが動き出すので
ディスプレイを参考に
ブレーキを緩めて音声が
指示する位置まで後退する。

ステアリングが動き出すので、
音声に従ってブレーキを緩め
ながら前進する。

R P

並列駐車の場合 STEP 2

ブレーキを踏んで下さい。

並列駐車の場合 STEP 1 駐車したい白線がある
スペースの横で停車し、
スイッチを長押し＊1（約2秒）。

駐車枠検知を開始
検知した駐車枠が
正しければ「はい」を押す

約1m

目標駐車枠の
中心の延長線上へ、
ドライバーの
目線がくるように
位置を合わせる

目標駐車枠 D
いつでも
ブレーキを
踏めるように
しておく

いつでも
ステアリングを
持てるように
しておく

この駐車スペースに駐車しますか？

はい 中止

＊1：スイッチを短く押すとパノラマモニターとして動作を行います。

前進後、停止位置に近付くと「ポーンポーン」
とガイド音が鳴るので、ゆっくりブレーキを
踏んで減速して停車します。

スマートパノラマパーキングアシスト13

基本的な操作は並列駐車と同様。
音声と画面ガイドに従って

シフトレバー／アクセル・ブレーキを操作するだけ！

詳しくは取扱説明書をご確認ください。

音声に
合わせて
ブレーキを
踏み、停止する

いつでも
ステアリングを
持てるように
しておく

～約5km/h

作動車速域

約2秒長押し

使用時のポイント

ステアリング操作をアシストしてくれるから、

私はまわりの安全確認をしながら、音声に従って操作するだけ！

前進してください。

PA 中止

こんな経験はありませんか？

●周囲の安全確認はドライバーの義務です。システムを過信せず、ご自身の目で安全を確認してからお使いください。 ●障害物を検知して自動で回避する、ブレーキをかける機能はありません。 ●自動駐車システム ではありません。アクセル／ブレーキ／シフト操作はドライバーご自身で行う必要があります。
■ 注 意 ■ ※車種により作動条件が異なる場合があります。  ■ 次のような場合は、作動しません。  ●駐車枠がない時  ●車両が完全に停車していない時  ●パーキングブレーキが作動している時  ●いずれかのドアが 閉まっていない時  ●ステアリングを左右どちらかに半周以上回している時  ●シフトレバーが「D」、「B」、「S」になっていない時  ■ 次のような場合は、適切に作動しないことがあります。  ●走行中にシフトレバーを
切り替えた時  ●急発進、急停止、急なシフトレバー操作をした時  ●磨耗しているタイヤを装着している時  ●未舗装路  ●雪や凍結でスリップしやすい路面  ■ 次のような場合は、機能を使用しないでください。  ●駐車場に段差・勾配がある時  ●機械式駐車場や駐車場所に障害物等がある時
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ステアリングを切った方向や、ウインカーを

出した方向を明るく照らす補助灯で、

夜道の運転をサポート。

サイドビューランプ15

■ 注 意 ■ ※車種により作動条件が異なる場合があります。  ■ 次の場合に点灯したサイドビューランプが消灯します。  ●ロービームをOFFにする  ●シフトを「R」レンジに入れ、両側のランプが点灯後、
約5km/h以上で後退する  ●ウインカーをONにし、片側のランプが点灯後、ウインカーをOFFにする  ●ステアリング操作にて片側のランプが点灯後、ステアリングをまっすぐな状態に戻す  ●点灯した
状態で5分以上放置する

作動条件

作動車速域

●ロービームを点灯している
●右または左へステアリングを操作（約80°以上）する、
　左右どちらかのウインカーを出している
●メーター内の作動インジケーターが点灯している

～約35km/h

作動条件

作動車速域

●ロービームを点灯している
●シフトが「R」レンジ
●メーター内の作動インジケーターが点灯している

～約35km/h

R
右左折時 後退時

片側の
補助灯が点灯

左右両側の補助灯が点灯

前後左右に搭載した4つのカメラで、

運転席から見えにくい状況を確認。

詳しくは取扱説明書をご確認ください。
■ 注 意 ■ ※車種により作動条件が異なる場合があります。 ※カメラが映し出す範囲は限られています。必ず車両周辺の安全を直接確認してください。  ●トップ＆リヤビュー、レフトサイド＆リヤビュー、リヤワイド
ビューは、シフトポジションを「R」レンジにする操作が必要です。  ●安全のため、カメラ使用時も目視による安全確認を行いながら運転してください。 詳しくは取扱説明書をご確認ください。

パノラマモニター14

写真はトップ&リヤビュー。

表示範囲

車両の前後左右に搭載した4つ
のカメラにより、クルマを真上
から見ているような映像を表示。
運転席から確認しにくい車両
周囲の状況を把握できます。

路地から広い道へ

縦列駐車 幅寄せ

車庫入れ

目視しにくい左右からの飛び出しも、

いち早く確認できるね！

夜間、細い道とかの曲がり角って、

歩行者や障害物が見にくくて危ないんだよなぁ。

狭い路地から出る時、

左右が見えにくくて不安…。

ウインカーやハンドルを切った方向の補助灯が点くから、

街灯のない交差点でも歩行者を見つけやすいね！

フロントワイドビュー トップ＆リヤビュー

レフトサイド＆リヤビュー レフト＆ライトサイドビュー

リヤワイドビュートップ＆フロントビュー

こんな経験はありませんか？
こんな経験はありませんか？
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■ 注 意 ■ ※車種により作動条件が異なる場合があります。  ■ 次のような車両や車両以外のものを検知対象としないことがあります。  ●小型の二輪車、自転車、歩行者など  ●ガードレール・壁・標識・駐車
車両などの静止物  ■ 次のような状況では、正しく作動しないおそれがあります。  ●センサーやセンサー周辺への強い衝撃などにより、センサーの位置や向きがずれている時  ●泥・雪・氷・ステッカーなどが
センサーやセンサー周辺のリヤバンパーに付着した時  ●大雨・雪・霧などの悪天候時、水たまりなどのぬれた路面を走行する時  ●複数台の他車が狭い間隔で連続して接近する時  ●自車と後続車の車間
距離が短い時  ●検知範囲に入る他車と自車の速度差が大きすぎる時  ●自車と他車の速度差に変化がある時

■ 注 意 ■ ※車種により作動条件が異なる場合があります。  ■ 次のような車両や車両以外のものを検知対象としないことがあります。  ●真後ろから接近する車両  ●自車の隣の駐車スペースで後退する車両  
●障害物のためにセンサーが検知できない車両  ●ガードレール・壁・標識・駐車車両などの静止物  ●小型の二輪車・自転車・歩行者など  ■ 次のような状況では、正しく作動しないおそれがあります。  ●センサー
やセンサー周辺への強い衝撃などにより、センサーの位置や向きがずれている時 ●泥・雪・氷・ステッカーなどがセンサーやセンサー周辺のリヤバンパーに付着した時  ●大雨・雪・霧などの悪天候時、水たまり
などのぬれた路面を走行する時 ●複数の車両が連続して後方を通過する場合や、最初に検知した車両と逆方向から車両が接近してきた時詳しくは取扱説明書をご確認ください。

RCTA（リヤクロストラフィックアラート）17BSM（ブラインドスポットモニター）16

死角を走る車を検知すると、

ミラーインジケーターが点灯。ウインカーを出すと、

ミラーインジケーターの点滅とブザー音で注意喚起。

後方を横切る車両を検知。

ミラーインジケーターの点滅とブザー音で

後退時の安全確認をサポート。

詳しくは取扱説明書をご確認ください。

作動条件

作動車速域

●RCTA機能がON／シフトが「R」レンジ

～約8km/h

駐車場からバックする時、

左右後方から来る車が見えにくくて怖いわ。

こんな経験はありませんか？

高速道路で車線変更のたび、

後ろが見えにくくて、ドキドキする…。

こんな経験はありませんか？

サイドミラーの点灯や点滅、ブザー音で

後方車を教えてくれるんだね！

サイドミラーの点滅とブザー音で

後方確認をサポートしてくれるのね！

点灯

ピピピッピピピッ

点滅

通常走行時 ウインカー操作時

約16km/h～
作動車速域

●BSM機能がON／シフトが「R」レンジでない

作動条件

点滅 点滅

ピピピピ…ピピピピ…

駐車場
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誤発進抑制制御機能（前方・後方）

従来の誤発進抑制制御機能では、エンジン出力の抑制の

みをおこないます。次世代スマートアシストの誤発進抑制

機能では、エンジン出力の抑制に加え、連動してブレーキ

制御をおこなうことで、衝突回避性を高めています。

ブレーキ制御付きは、従来の誤発進抑制

制御機能と何が違いますか？

A

Q

アクセルペダルを踏み続けていた場合、ブレーキ制御実

施後の車両停車保持時間は約1.5秒です。また、アクセル

ペダルを離せば、ブレーキ制御を解除します。

ブレーキ制御される時間はどれくらいですか？

A

Q

サイドビューランプ

法規対応のためです。（法規：40km/h以下）A

なぜ35km/h以下でしか作動しないのですか？Q

LKC（レーンキープコントロール）

車線逸脱抑制制御機能は、レーンを逸脱しそうになった

時、ステアリング操作を促す機能です。LKCは、レーン

の中央を走りやすいようサポートする機能で、スイッチ

操作によりSETすると作動します。

A

車線逸脱抑制制御機能とLKCとは

何が違いますか？

Q

オートハイビーム／ADB（アダプティブドライビングビーム）

オートハイビームは前方に車両がいる場合だと、ハイビー

ムが機能しませんが、ADBだと前方に車両が存在しても、

車両存在エリアのみを部分的に遮光するため、車両が

存在しないエリアへは常にハイビーム状態で走行可能

です。

オートハイビームとADBは何が違いますか？

A

Q

衝突警報機能（対 歩行者・車両）

ステレオカメラが歩行者として判断すれば、作動しま

す。ただし、身長の低い子どもや、高身長の歩行者がステ

レオカメラの認識範囲から外れてしまうような場合や、

腰が曲がった姿勢の場合、大きな荷物を持ったり背

負ったりしている場合などは標準的な歩行者のシルエッ

トから離れるため、作動しない場合があります。

子ども/腰の曲がったご年配の方/

極端に大きな体格の方にも作動しますか？

A

Q

ステレオカメラが歩行者として判断すれば、作動します。

ただし、人同士が重なり合って見える場合や、壁に沿っ

て歩いている場合は、人のシルエットとして検出しづらく

なるため、作動しない場合があります。

複数人の歩行者集団にも作動しますか？

A

Q

衝突回避支援ブレーキ機能（対 歩行者・車両）

ドライバーのブレーキ操作が回避操作であるとシステム

が判断した場合は作動します。

軽くブレーキを踏んだだけでも、

被害軽減ブレーキアシストは作動しますか？

A

Q

事前ブレーキ作動以降はブレーキランプが点灯します。

作動時にブレーキランプは点灯しますか？

A

Q

自転車は作動対象ではありませんが、状況によっては

作動することがあります。

自転車に乗った人には作動しますか？

A

Q

標識認識機能（進入禁止）

無視して一方通行路に進入しても、特別な動作はしま

せん。標識通過後（=進入禁止標識検知されていない

状態）から5秒経過後に、表示が消えます。

A

進入禁止標識を無視して一方通行路に

進入した場合はどうなりますか？

Q

車線逸脱警報機能／車線逸脱抑制制御機能

車線逸脱抑制制御機能は車線内に戻すよう促す機能です。

一方、車線逸脱警報機能はステアリング操作を促さず、

ブザーおよび表示にて車線逸脱していることをお知らせ

する機能です。

車線逸脱抑制制御機能は車線逸脱警報機能

と何が違いますか？

A

Q

約2秒以内です。先行車が発進していない場合は、

スイッチ操作しても発進しません。
A

先行車に続いて停車した後、スイッチ操作

もしくはアクセル操作で発進できるのは

何秒以内ですか？

Q

先行車を検知している場合のみ40km/h未満で車速

セット可能です。40km/h未満でセットした場合は、

40km/hにセットされます。

A

40km/h以上から車速をセットできるとの

ことですが40km/h未満で車速セットした

場合どうなりますか？

Q

ブレーキ操作をした場合は、全車速追従機能付ACCが

解除されます。アクセル操作をした場合は全車速追従

機能付ACCは解除されず、ドライバーのアクセル操作が

優先されます。アクセルを離せば、追従走行または定

速走行を再開します。

A

全車速追従機能付ACC（アダプティブクルーズコントロール）

追従中に、ブレーキやアクセル操作をした

場合どうなりますか？

Q

停車時から約2秒間全車速追従機能付ACCがキャンセ

ルされていない時は、アクセルを踏むか先行車が前進し

ている時に限り、「＋RES」スイッチを押すと追従発進

します。キャンセルされている時は、先行車が前進して

いる時に「＋RES」スイッチを押すと追従発進します。

A

停車時から追従発進する時は

何か操作が必要ですか？

Q

自動操舵している時にステアリングを持つと、手を巻

き込まれる恐れがあるので直接触れないでください。

ただし、完全にステアリングから手を放してしまうと、

とっさの事態に対処できないため、いつでもステアリング

を持てるような体勢を取っている必要があります。

A

スマートパノラマパーキングアシスト

システム作動中にステアリングが回っていても

手を放していいのですか？

Q

擦れや汚れで白線がはっきり見えない時、路面との

コントラストが低い時、路面の色や明るさが一様でない

時等は認識できないことがあります。

A

認識できない白線はあるのですか？Q

平坦な駐車場のみ駐車ができます。勾配のある場所で

は本機能をお使いいただけません。
A

平坦な駐車場以外でも駐車できますか？Q

平坦、通 路 幅 4 m 以 上、幅 2 m×奥 行3.6 m 以 上のス

ペースがあり、周囲に障害物がない等条 件を満たす

必要があります。また路面とのコントラストが高い白線

枠を引く必要があります。

A

家の駐車場でも使用できますか？Q

暗いところでは正しく白線を認識できない場合があります。A

夜間や薄暗い立体駐車場でも

使用できますか？

Q

23 24

P23 P24



RCTA（リヤクロストラフィックアラート）

停車車両に対しては警報をおこないません。

横切ろうとする車が停車している場合にも

反応しますか？

A

Q

自車停車時でも「R」レンジであれば作動します。

自車が動いていない場合でも作動しますか？

A

Q

隣に大型車両が駐車している場合や、傾斜のある

駐車スペースから出るとき、速い速度で後退してい

るときは警報が作動しないことがあります。

非作動条件は何ですか？

A

Q

衝突被害軽減ブレーキの性能認定制度

自動車の先進安全技術の評価を実施することで、安全

技術の性能に対する一般消費者の関心と理解を深

め、先進安全技術を搭載した自動車の普及を促進する

ことを目的とし、国交省により創設された制度です。

自動車会社の求めに応じて、国が性能を確認、認定を

行い、結果については国交省のホームページにて公表

されます。

A

「衝突被害軽減ブレーキの性能認定制度」とは？Q

認定制度試験は自動車会社の求めに応じて実施され

るため、必ずしも非認定車の性能が劣るというわけで

はありません。予防安全装備・性能についてはホーム

ページや取扱説明書をご確認ください。

A

非認定車は性能で劣るの？Q

国が定めた基準を満たしているという事のみで、現時

点でインセンティブ等の優遇措置はございません。
A

認定ブレーキが付いていることのメリットは？Q

サポカーは、高齢運転者の交通事故防止対策の一環

として、被害軽減ブレーキ等の先進安全技術を搭載し

たクルマに「サポカー」の愛称を付け普及促進を図る

制度です。衝突被害軽減ブレーキの性能認定制度は、

「サポカー」に搭載されている衝突被害軽減ブレーキ

について、国が性能を確認、認定を与えるというもの

です。

A

サポカー（安全運転サポート車）とは

何が異なるの？

Q

自車が大きな速度差で追い越した車両や隣車線の

後方の検知範囲にいても、自車に接近してこない車

両に対しては、ミラーインジケーターの点滅及び

BSMブザー警報は鳴りません。

非作動条件は何ですか？

A

Q

右後方も検知することが可能です。

検知できるのは左後方のみですか？

A

Q

走行状況によっては、2つ隣のレーンを走行する車両

や、自レーン後方の車両も検知する場合があります。

隣の車線を走る車以外も検知できますか？

A

Q

BSM（ブラインドスポットモニター）

ミラーインジケーターが点灯したままとなります。ミ

ラーインジケーターの点滅及びBSMブザー警報は鳴

りません。

ミラーインジケーターが点灯している際、

ターンスイッチを操作せず、車両の死角を

走行する車両に接近した場合どうなりますか？

A

Q
バイクは検知可能ですが、走行状況によっては特に

遠方の検知が出来ない場合があります。自転車、

歩行者は状況により、検知する場合もあります。

バイク、自転車、歩行者には反応しますか？

A

Q
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