２００３年下半期国産 ニ ュ ー モ デ ル の 中
から主力８車種を総 合評価!!
☆軽自動車トップの座を奪い合うスバル Ｒ２とホンダライフ
☆コンパクトカークラスではトヨタのプリ ウスが環境性能と先進技術で他車を圧倒!
２００３年下半期、国産車の人気モ

５日、ターボ車の設定もあって走り

燃費では、リッター当たり１９．８ｋｍ

ニール樹脂に関しては軽自動車として

デルは相変わらずミニバンとコンパク

好き若年層の注目度が高い。新開発

の数値を叩き出している。ターボエン

初めて内装部品から全廃しクルマ全体

トカーに集中している。加えて、トヨタ

のコンパティビリティ対応ボディは

ジンを含めた全エンジンが国土交通省

の９０％以上のリサイクル可能率を達

のプリウスに代表されるエコカーも注

＜車対車＞衝突時の衝撃エネルギー

「超−低排出ガス」に認定され、４ＷＤ

成しているという。以上の点からエコ

目されるようになってきた。

をエンジンルームで効率良く分散、

のターボ車を除いてグリーン税制の対

カーとしての総合評価は高いといえる。

国産車なら、低排出ガスや燃費経済

吸収させるボディ構造。乗員を守るた

象となっている。

性を重視した設計は今や当たり前で、

めの自己保護性能を向上させてるだ

どのモデルを見ても同じに見える。

けでなく相手車両へのダメージも少な

ターボのＦで１０５万円である。全国

くしようという考え方だ。

のプリモ店で購入できる。

そこで今回は２００３年下半期にデ
ビューした新型車の走行性能と環境性

また、新開発の６６０ｃｃ３気筒ｉ

能を総合的にチェックし、ワイズ流に

−ＤＳＩエンジンも見逃せない。軽自

独自のランキング付けをしてみた。

動車としては異例なほど高回転で力強

軽自動車クラスとコンパクトカーク
ラスの２区分に分割して見て行こう。

リサイクル率も素晴らしい。塩化ビ

−

衝突安全性や燃費経済性に優
れた新型「ライフ」
まずは軽自動車クラスから。新型
ホンダ「ライフ」が登場したのは９月
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万円。買い得のお薦めグレードはノン

−

く回るエンジンだ。１気筒当たり２本

−

外観デザインは新鮮味に欠ける
新型「ワゴンＲ」だが居住スペー
スや使い勝手は高水準

の点火プラグを備え急速燃焼させて燃
焼効率を高めている。だから低回転か

−

気になる価格は９５万円から１２８

ら高回転まで静かで滑らかな加速
フィーリングを体感できる。

スズキの「ワゴンＲ」も９月３０日に

しかも、新開発の電子制御オートマ

フルモデルチェンジを受けて全面リ

チックトランスミッション(アクティブ
ロックアップ機構採用)と組み合わされ
ることで低燃費とクリーンな環境性能
を両立している。１０・１５モード走行

ホンダ「ライフ」
新車のまま中古車市場で大量に売りさばかれていた
「ライフ」だが、新型は今のところ、
月販目標台数を
クリアする売れ行きらしい。

ニューアルされた。「ワゴンＲ」と言え
ば軽自動車のヒットモデルとして圧倒
的な人気を誇り、２００３年８月末ま
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車に認定。
当然、グリーン税制に適

スズキ「ワゴンＲ」
新開発された軽自動車専用のプラットホームなど外観
からでは分らない改良点が多い。
ただ、
全体的に新鮮
味に欠ける。

環境性能については、貴金属の使用

価格は最も安いＦＡのマ

量を大幅に低減したインテリジェント

ニュアル車が７７万円。最

触媒を全車に採用したことが注目に値

も高い直噴ターボの４ＷＤ

する。ダイハツが世界に先駆けて開発

の４ＡＴで１５１万２００

したもので、触媒用貴金属( パラジウ

０円。買 い 得 グ レ ー ド と

ム)に自己再生機能を持たせたものだと

してお薦めできるのはＦ

いう。省資源に貢献している点は高く

ＸのＡＴ車で９６万５０

評価できる。

−

での１０年間で累計１９４万３０００
台を販売している。
新型「ワゴンＲ」はデザインこそ角形
のトールデザインを踏襲したキープコ
ンセプトで少し新鮮味に欠けるものの
室内居住スペースを拡大し、使い勝手

ダイハツ独自開発のインテリ
ジェント触媒が注目の「ＴＡＮ
ＴＯ」
。６４馬力のターボ車はと
てもパワフル。

−

−

丸みのある個性的なデザインが
注目の的。スバル「Ｒ２」は７速
スポーツシフト機能のスーパー
チャージャーが魅力的。
「スバルＲ２」は１２月８日に新発売
された個性的なデザインの軽カーであ

また、ツインカムＤＶＶＴエンジン

る。最大の特徴はなんといってもフロ

搭載の２ＷＤ車は電動式パワーステア

ントフードからリアルーフへと流れる

リングの採用などによって２０１０年

ボディシルエットだ。昨今の軽カーの

の燃費基準に適合し「超 ‑ 低排出ガス

お決まりデザインに「ノー」を叩き付け

車」認定を受け、グリーン税制にも適合

て敢えてスバルらしい個性を主張した

している。

スタイルは好感が持てる。具体的には

車両価格は最も安いＬが９９万８０

ダイナミックなフェンダー部分や大径

００円。最も高いのが４ＷＤのＲＳで

タイヤ( １４〜１５インチ) によってス

１４６万円となっている。

ポーティな走りのイメージを演出。

買い得グレードは２ＷＤのＸで１１

全体的にもボリューム感のあるドッ

３万円。

の機能性をさらに高めている点は高く

シリとしたフォルムと

ダイハツの新型軽乗用車「タント」も

どこかヨーロッパ車的

新開発のプラットフォームを採用す

魅力的なニューモデルである。最大の

な雰囲気のリアビュー

ることで、居住性アップにも関わらず

特徴は軽最長の２４４０ｍｍのロング

も好印象である。

車体重量をかなり抑えている点も注目

ホイールベースと２０００ｍｍの室内

に値する。軽量衝撃吸収ボディ「ＴＥＣ

長だ。

評価できる。

注目は３種類も設定
された新開発の搭載エ

Ｔ」や運転席・助手席エアバッグの全車

とにかく、広々とした室内空間と豊

ンジンだ。主力は自然

標準装備などによって衝突安全性能を

富な収納スペースが魅力の軽カーであ

吸気のＤＯＨＣで電子

向上させている。車体の前部に歩行者

る。コンセプトは家族みんなと毎日楽

制御スロットルや可変

傷害軽減構造を取り入れた点も安全対

しめるクルマだという。

バルブタイミング機構

搭載エンジンは俊敏な加速フィーリ

を採用。パワフルな加

搭載エンジンでは、環境に配慮した

ングを満喫できるツインカムＤＶＶＴ

速性能と低燃費を両立

軽自動車初の直噴( ＤＩ) 方式を採用し

３気筒エンジンとターボエンジンを設

している。パワー重視

たターボエンジンをＲＲ−ＤＩに設定。

定。最高出力はノンターボが５８馬力

派にはＤＯＨＣ１６バ

燃費は２ＷＤの４ＡＴ車でリッター当

でターボが６４馬力。組み合されるＡ

たり１９．０ｋｍで「超 ‑ 低排出ガス」

Ｔは電子制御式４ＡＴだから快適な加

策への深い配慮といえる。
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えて優れた低燃費も見逃せない。

合している車種が大半だ。

００円である。

−

速性能と滑らかなシフトフィールに加

ダイハツ「タント」
とにかく広い室内空間と荷物スペース、
楽な乗降性など使い
勝手に優れたファミリーユース向けの魅力の１台。

ルブインタークーラー
付スーパーチャー
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新世代トヨタハイブリッドシステム

ング協調車両安定性制御システム(Ｓ−

「ＴＨＳⅡ」を搭載し、世界最高レベル

ＶＳＣ)が採用され、これまで以上に優

の燃費リッター当たり３５ . ５ｋｍと

れた操縦性と走行安定性を向上させて

低エミッションを実現している点が注

いる。驚くのはまだ早い。世界初のイン

目ポイントである。しかも従来モデル

テリジェントパーキングアシストは画

とは比較にならないほど加速性能に磨

期的だ。電動パワーステアリングと

軽カークラスの４車種の中で評価を

きをかけている。発進加速でのモタつ

バックガイドモニター技術を応用し、

下してランク付けするというのはかな

き感はまったくない。実際に試乗した

縦列駐車や車庫入れ後退時のステアリ

り難しい。環境性能や燃費経済性を重

感覚では、２０００ｃｃのガソリンエ

ング操作を支援することで駐車ができ

視するならスバルの「Ｒ２」がトップに

ンジン搭載車と同等以上の発進加速、

るというもの。要するにドライバーが

くる。ただしホンダの新型「ライフ」も

追い越し加速を確保している。

ステアリングに触れずに駐車できると

お薦めグレードはＲの２ＷＤのｉ−Ｃ
ＶＴ車で１１２万円。

軽カーナンバーワンの
評価はどの車か

スバル「Ｒ２」
個性的なボリュームのある外観デザイン。
新開
発ＤＯＨＣエンジンとｉ−ＣＶＴは相性抜群だ。

簡単に言えば、モーターパワーとエ

いうことだ。ＥＶドライブモードも素

価格を加えて最終判断をして欲しい。

ンジンパワーの相乗効果を革新させる

晴らしい。スイッチを押すだけで騒音

個人的に残念に思うのは新型「ワゴン

ことで達成したという。具体的な数値

が少なくクリーンなモーターのみで走

ジャー仕様もある。燃費経済性重視派

Ｒ」のデザインにまったく新鮮味が感

を表記すると、従来型の「プリウス」で

行を選択できる。このため、早朝や深夜

にはＳＯＨＣ仕様もあり、幅広いエン

じられないことだ。その点でいえば、ダ

はハイブリッドシステムとして計測し

などの始動や発進時に迷惑をかけずに

ジン機種から最適なクルマを選択でき

イハツが新開発して登場させた「タン

た場合、最高出力は１０１馬力だった

すむ。

るという点は魅力的といえる。

ト」は室内の広々感や使い勝手の良さ

ものが、新型では１１１馬力まで引き

とにかく、画期的な先進機構や革新

など子供連れの若いファミリーには最

上げられている。もちろん変速ショッ

的な装備が多く枚挙に暇がない。車両

適な 1 台といえる。

クのない滑らかで静かな加速フィーリ

価格も良心的な設定だ。最も安価なＳ

ングも向上しているから快適な走りを

が２１５万円。最も高価なＧのツーリ

楽しめる。

ングセレクションは２５７万円。買い

組み合されるトランスミッションは
通常のＡＴとは異なるｉ−ＣＶＴを採
用。魅力はこのｉ−ＣＶＴとの相乗効

僅差で付けている。デザインの好みや

そうなると、順位は３位が「タント」

果によって優れた低燃費を実現した点

で４位が「ワゴンＲ」という結果にな

だ。

る。ただし、車両価格や３年後のリセー

２ＷＤのｉ−ＣＶＴ車はリッター当
たり２４ｋｍも走るという。参考まで

さらに、世界初と言われるステアリ

得なのは廉価モデルのＳで満足。どの

ルバリューは何も加味していないので
ご了承下さい。

にＳＯＨＣ車はリッター２２．５ｋｍ、
スーパーチャージャー付エンジン車は
１８．８ｋｍを達成。特にスーパーチャー
ジャー車はマニュアルモードを備えた
７速スポーツシフト機能を装備し、ス
ポーティ感覚の走りを堪能できるよう

−

−

新型「プリウス」はリッター３５．
５ｋｍの超低燃費が物語る世界
最高水準の環境性能がウリ

に工夫されている。
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気になる価格は最も安価なｉの５速

次にコンパクトカークラスの２００３

マニュアルが８６万円。最も高価なＳ

年下半期の新型車の中から魅力的な車種

のＡＷＤがスポーツシフトｉ−ＣＶＴ

をピックアップしてみると、まず忘れて

で１４０万円となっている。買い得の

ならないのがトヨタ「プリウス」だ。

トヨタ「プリウス」
世界最高水準の環境性能を持つ。
パワーアップした加速性能も魅力的だ。
ハンドルに触れずに
駐車できる機構など画期的な装備を満載。
31

グレードでも基本的な燃費と環境性能

所に設けられ、後席回りの乗降性を含

は同じなのだから価格の手頃なＳが経

めた使い易さは注目に値する。

済的で決して不満は感じないと思う。

搭載エンジンは新開発の１５００ｃ
ｃエンジンで無段階変速のスーパーＣ

−

−

大人７人が楽々乗れる広々した
居住空間が特徴のトヨタ「シエ
ンタ」
。シートアレンジと使い勝
手は高水準

ＶＴとの組み合せが魅力だ。
環境性能でもライバル車には負けて

−

−

３列シートに７人乗りの居住空
間が嬉しい日産「キューブ
キュービック」

のエクストロニックＣＶＴ−Ｍ６の設
定も注目。滑らかな加速感と燃費向上
を両立しつつ、スポーティな操作性に
も配慮しているというから嬉しい。ス
テアリングスイッチによって親指一本
でシフトダウンが可能という点も魅力
的である。

いない。全車超 ‑ 低排出ガスレベルと平
このシエンタに対抗するのが日産の

気になる価格はというと、最も安価

しかも１０・１５モード燃費はリッ

「キューブキュービック」だ。特徴は全

なのがＳＸのＡＴ車で１３９万８００

ター当たり１９．０ km を実現し、３列

長３９００ｍｍのコンパクトボディの

０円。最も高価なのがＥＸのエクスト

シートを持つ７人乗り乗用車ではトッ

中でクラストップレベルの室内空間を

ロニックＣＶＴ ‑ Ｍ６で１６４万円だ。

プの数値だ。価格も手頃で嬉しい。最も

確保している点である。実用性の高い

買い得なのは最も安いＳＸのＡＴ車。

トなミニバンとして高く評価できる１

安いＸのＥパッケージが１３７万円。

３列シートを採用し、７人乗車が可能

普通に使うのならなんの不満も出ない

台である。「小粋でユースフルな７人乗

最も高い４ＷＤのＧが１８４万円と

なだけでなく乗降性や使い勝手に優れ

だろう。販売店は全国のブルーステー

り」が開発テーマになっているという。

なっている。経済的で買い得なのは２

たシートアレンジも魅力のポイント。

ジ、レッドステージの両店で購入でき

「シエンタ」の最大の特徴は使い勝手

ＷＤのＸ。価格は１４９万円だが普段

リアドアの開口面積も広くかさばる荷

る。

の良さにある。例えば、赤ちゃんを抱え

の使い方で不満を感じることはたぶん

物も容易に積み込める。しかも、最小回

たママさんにも簡単に片手でポンと

ないだろう。販売店は全国のカローラ

転半径は小回りの効く４．7 ｍを実現し

シートアレンジができる親切機構が随

店とネッツ店両方で購入できる。

ているから狭い路地の多い商店街通り

同じトヨタの「シエンタ」もコンパク

成２２年燃費基準を達成。

でも軽快に走り回れる。
搭載エンジンは１４００ｃｃＤＯＨ
Ｃのみだが、トランスミッションは
キュービック専用に最適制御されるか
ら快適。またマニュアルモード付６速

−

−

開発にドイツ人とスウェーデン
人のスタッフを加えたマツダの
世界戦略車、
「アクセラ」は完成
度の高い割安車
マツダの「アクセラ」はかなり力の
入った新開発コンパクトカーとして高
く評価できる。ボディは４ドアセダン
と５ドアスポーツを設定。搭載エンジ
ンは１５００ｃｃ、２０００ｃｃ、２３
００ｃｃの３種類を用意する。最高出
力は順に１１４馬力、１５０馬力、１７
１馬力である。外観デザインはなかな
か個性的で存在感のあるマツダ車らし

トヨタ「シエンタ」
７人乗りのコンパクトミニバンとして２００３年９月下旬に新登場。
多彩なシートアレンジなど使い勝手が優れている。
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日産「キューブキュービック」
３列シートを持つコンパクトなワゴン車だが、
機能的なシートアレンジなど使い勝手に優れて
いる。ＣＶＴは６速使用を採用。

いボリューム感がある。
特に「アクセラスポーツ」と位置付け
られる５ドアはスポーティなデザイン

33

とキビキビとした俊敏な走りを合わせ

買い得モデルは１５Ｆのアクティブ

持つ車種でありながら、５ドアとして

マチック(４ＥＣ−ＡＴ)で１４８万円。

の使い勝手の良さも見逃せない。ホ

ただし走りよりも実用性と経済性を重

イールベースは２６００ｍｍと長く、

視した選択方法の場合である。

フロントトレッドは１５３０ｍｍとワ
イドだが、最小回転半径は同クラスの
５ナンバー車と同等の５．２ｍを実現
している。

コンパクトカーナンバーワン
の評価はどの車か

またＡＴ全車にマニュアルモード機
能付のアクティブマチックを採用し、
運転する楽しさを追求した。

さて、上記のコンパクトカークラス
４車の中で順列を付けるとしたらやは

最上級モデルの２３００ｃｃ車には

り「プリウス」がどうしても環境性能と

ファイナルギアレシオを４．４１６と

先進機構、そして割安な価格設定の点

いうローギアを採用し鋭い加速性能を

でトップにくる。次は使い勝手と実用

高めている。最もスポーティな走りを

性、経済性を重視した感のある「シエン

堪能できるモデルとして位置付けられ

タ」が２番手にくる。ただ純粋に走るこ

ている。

とに楽しみを見出せるという点ではマ

また、ヨーロッパのアウトバーンで

ツダの「アクセラ」も同率２位に推した

走行テストを繰り返し、ドイツ人やス

い。クルマとしての完成度の高さ、豊富

ウェーデン人（ボルボ社）の開発エンジ

な車種バリエーション、価格設定の安

ニアも加わったマツダの世界戦略車だ

さも考慮すると個人的には「シエンタ」

けに技術力を結集した自信作といって

より上にしたいのだが。すると４番手

いい。価格は最も安い１５Ｆのマニュ

が「キューブキュービック」ということ

アル車が１３９万５０００円。最も高

になるが、３列シートを持つコンパク

い２３Ｓが１９５万円である。

トミニバンとして見た場合には、特別
不満点はない。
あくまで上記の４車
種の中で優劣を付けラ
ンク付けした場合の結
論に過ぎない。後は販
売店に足を運んで実際
に試乗車のハンドルを
握って、じっくり比較
検討をして決めて欲し

マツダ「アクセラ」
２００３年１０月に新発売。
フォード社やボルボ社との共同開発
で仕上げられたヨーロッパ戦略モデル。
全体的に完成度は高い。
34

い。

