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PEUGEOT 3008 HYBRID4

ROAD TEST   No 5047

WE LIKE

WE DON’T LIKE

プジョー3008ハイブリッド4

MODEL TESTED ◎テスト車輌概要

まずまずの動力性能、広々としたキャビン、妥協のないハンドリング

平凡な経済性、落ち着かない乗り心地、ぎこちないギヤボックス

量産乗用車としては初のディーゼルエンジン搭載ハイブリッドとなる3008ハイブリッド4。
既存モデルを超えるような説得力を持ち合わせているのか、われわれの手で確かめる。

●モデル名：PEUGEOT 3008 HYBRID4●邦貨換算価格：約460万円●日本発売時期：未導入
●最高出力：163ps＋36ps●最大トルク：30.6kgm＋20.5kgm
●0-97km/h加速：9.0秒●113-0km/h制動距離：51.7m●最大求心加速度：0.83G
●テスト平均燃費：14.7km/ℓ●二酸化炭素排出量：104g/km

photo: Stuart Price

1 FRONT GRILLE
フロントグリル

フロントグリル内にある2本のバーのほか、ハイブリッ
ド4にはクロームのトリムが安価なモデルよりも多め
に使われている。なかでもシルプレート、アンダーボ
ディガード、ウィンドウフィニッシャーには好感が持て
る。クロームのドアミラーはそれほどではない。

3 ALLOY WHEELS
アロイホイール

中級トリムのハイブリッド4がCO₂排出量100g/km
を切れなかった理由のひとつに、17インチのアロイ
ホイールが挙げられる。16インチを装着するエント
リートリム仕様は99g/kmだ。

2 LED LIGHTS
LEDライト

ヘッドランプの下には片側につき6個のLEDデイタ
イムランニングライトが一列に並ぶ。バックミラーに
映る3008がハイブリッド4だと知らせる視覚的なサ
インとなっている。

4 GLASS ROOF
グラスルーフ

“シエロ”パノラミックグラスルーフはオプションだが、
104g/kmの中級トリム仕様のみに設定される。開
閉できないが、代わりにヘッドルームを大幅に浸食
することもない。おそらく邦貨換算約5万円の出費
に見合うオプション。
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PEUGEOT 3008 HYBRID4    ROAD TEST

　ディーゼルエンジンと電気モーターを組み合わせ
たハイブリッドは、採鉱用トラックや船舶、バスなどで
は例があるが、いわゆる乗用車では、現時点でこの
プジョー3008のみである。プジョーによれば、2009
年に3008をローンチした時点で、すでにこのパワート
レインの開発は進行中だったそうで、実際、2008年
に同じPSAグループのシトロエンが、ディーゼルハイ
ブリッドを搭載したヒュプノス・コンセプトを公開してい
る。VWがジュネーブ・ショーに、ほぼ同様のパワートレ
インを搭載したゴルフTDIハイブリッド・コンセプトを出
展してから半年後のことだ。

HISTORY
PSAとディーゼルハイブリッド

5 REAR SUSPENSION
リヤサスペンション

スタンダードの3008はリヤサスペンションがトーショ
ンビームだが、ハイブリッド4ではマルチリンクにな
る。ホイールベースとトレッドには変わりないが、後軸
の重量配分が36％から44％に変わっている。

7 BADGES
エンブレム

ポリッシュ仕上げの“Hybrid4”エンブレムはサイズこ
そ控えめだが、プジョーが技術的な先駆者であるこ
とを示す誇らしいシンボルである。

6 ROOF SPOILER
ルーフスポイラー

クリアレンズのハイマウントブレーキライトを内蔵した
2トーンのルーフスポイラーは、ハイブリッド4を後ろか
ら見分けるふたつしかない特徴のひとつ。

8 TAILGATE
テールゲート

分割式のテールゲートは200kgまでの荷重に耐え
るしっかりとした作りなので、おおむね大人ふたりが
椅子代わりに使える。ハイブリッド化のため、スタン
ダードの3008で評価が高かった二重底の荷室は
廃止された。
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ヒュプノス・コンセプトは2008年公開。

ハ イブリッドカーの進化は、欧州の人間の
眼にはいささか不思議なものに映る。素

朴な疑問が浮かぶのだ。経済性を重要視した
電力アシストの自動車を設計するにあたって、な
ぜもっとも燃費効率に優れた方式のエンジンを
ベースにしないのか、と。すなわち、最適と思わ
れる小排気量のコモンレールターボディーゼル
をなぜ使わないのか、ということである。
　このカテゴリーをリードしてきたトヨタのプリウ
スはもちろん、双璧をなすホンダのインサイトも、
ディーゼルエンジンは採用していない。GMのレ
ンジエクステンダー式ハイブリッドカー、シボ
レー・ボルトも同様だ。
　これにはグローバルな販売戦略が背景にあ
る。確かに燃費の点ではディーゼルエンジンの

ほうが優れているかもしれないが、ガソリンエン
ジンのほうが安価であり、ハイブリッドシステム
にも親和性が高い。さらには、アンチディーゼル
な地域（日本や米国がそうだ）も含む全世界を
マーケットにするなら、どこに出しても受け入れ
られやすい商品が必要だからである。
　しかし、先駆けであるトヨタ・プリウスの登場
から15年にして、PSAプジョー・シトロエンがつ
いにその理想形に近づいた。プジョー3008ハイ
ブリッド4は世界初の、ディーゼルエンジンと電
気モーターを組み合わせた“フル”ハイブリッド
量産車である。またこれは、PSAが今後導入を
予定している同じパワートレインを使ったハイブ
リッドカーシリーズ（シトロエンのDS5など）の第
1弾でもある。
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3 ROTARY CONTROLLER
ロータリーコントローラー

スタンダードの3008では助手席用のカップホルダーが設置される場
所に、ロータリー式のコントローラーが位置する。AUTO/SPORT/4W
D/ZEVの4つの走行モードが選べる。

4 SEATS
シート

テスト車は中級トリムの104g/kmモデルだが、発売記念特別仕様の
Limited Editionと同じ2トーンのレザー張りだった。通常のシートオプ
ションはブラックレザーである。

5 SHIFT PADDLES
シフトパドル

2ペダルM/Tはステアリングホイールのパドルで操作するが、薄っぺら
くて安っぽい。また、トランスミッションのレスポンスも鈍い。

2 HEAD-UP DISPLAY
ヘッドアップディスプレイ

標準装備されるヘッドアップディスプレイには、速度とクルー
ズコントロールの設定が表示される。なぜウィンドスクリーン
の内側に投影する方式を採らないのかは不明。

1 BATTERY 
CONDITION SCREEN
バッテリーモニター

ダッシュボードに組み込まれたディスプレイで、バッテリー
の充電状況を確認できる。パワーゲージよりも便利だ。
フル充電時であれば、電気のみで約5km走行できる。
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HOW BIG IS IT? 
サイズはどれくらい？

VISIBILITY TEST 
視認性テスト
太いAピラーが多少視界を邪
魔するが、それ以外は全周に
わたり、視界は良好である。

ルーミーなキャビン。シートが高く、座りやすい。トリムのクオリティは素晴らしい。

後席は足元、頭上ともに大人が快適に座るのに十分な余裕がある。

バッテリーパックを搭載するため、ほかの3008が備えている二重底トランクを廃止。

幅：1000mm

高さ：460/920mm

奥行き：810/1640mm

　果たしてこのシステムは、期待どおりの飛躍
的な燃費向上をもたらすのであろうか？　そし
て、これまでのハイブリッドカーに挑みうる完成
度を備えたクルマに仕上がっているのだろうか。

DESIGN&ENGINEERING
●意匠と技術

★★★★★★★★☆☆
　PSAが、ディーゼルハイブリッドによる市場
攻略の先陣を切るモデルにプジョー3008という
車高の高いクロスオーバーを選んだのは、不思
議に思えるかもしれない。もっと車高の低い、た
とえばRCZや308のほうが空力的に有利で、燃
費向上につながるからだ。これはおそらく、3008
の開発がハイブリッド4パワートレインの開発と
同じ時期に進行していたことと無関係ではない
と推測される。

　また、このモデルは、単に既存モデルにハイ
ブリッドシステムを載せただけのバリエーション
ではない。このモデルは、プジョーによればクラ
ストップレベルの経済性と低CO₂排出量を誇る
だけでなく、3008唯一の4WD車でもあるから
だ。そのため、Bピラーより前方の部分について
はハイブリッド4もディーゼルモデルもほとんど
変わらないが、後方の部分は大きく異なってい
る。その大がかりな変更も、開発段階にあるモ
デルのほうが容易に行えたに違いない。
　通常の2.0HDiと同様、ハイブリッド4の主たる
動力源はフロントに横置きされた1997ccのター
ボディーゼルエンジンだ。これがPSA自製の6
段2ペダルM/Tを介して前輪を駆動する。そし
て、そのクランクシャフトは、ベルトでつながれ
た8kWのモーターへも動力を伝達する。この
モーターはスターターと発電機を兼ねるが、もう

ひとつ、リヤアクスル上に設置された200V/1.1k
Whのニッケル水素バッテリーを充電する役目も
ある。リチウムイオンバッテリーとしなかった理
由は、依然として非常に高いその価格にあると
プジョーは説明している。
　バッテリーパックの下に位置するリヤサスペン
ションは、通常の3008が備えるトーションビーム
式ではなく、508から移植されたマルチリンク式
となっている。バッテリーパックと、36psのボッ
シュ製AC同期モーターの装着スペースを確保
するためだ。それらは左右アームの中間に取り
付けられ、後輪を駆動する。
　ハイブリッド4と3008の上級グレードとの外
観上の識別点は少ない。水平のクロームバーが
2本加わるグリル、LEDデイタイムランプ組み込
みヘッドライト、リヤハッチの小さな“Hybrid4”
エンブレム、スポイラーとクリアレンズのハイマ

PEUGEOT 3008 HYBRID4    ROAD TEST
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TRACK NOTES
サーキットテスト

■発進加速
テストトラック条件：天候曇/湿潤路面/気温4℃
0-402m発進加速：17.2秒（到達速度：130.4km/h）
0-1000m発進加速：31.8秒（到達速度：161.3km/h）

プジョー3008ハイブリッド4

トヨタ・プリウスG ツーリングセレクション

■制動距離
乾燥路面

湿潤路面
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Start/finish
T1

T2

T3

T4

T5
T6

T7

■ドライサーキット
プジョー3008ハイブリッド4
ラップタイム：1分28秒4
トヨタ・プリウスG
ツーリングセレクション
参考タイム：1分30秒7

■ウェットサーキット
プジョー3008ハイブリッド4
ラップタイム：1分16秒5
トヨタ・プリウスG
ツーリングセレクション
参考タイム：1分15秒1

電子デバイスの助けは、3008ハ
イブリッド4のラップタイムを1秒半
ほど削るほどの効果があるが、3周
ほどで音を上げてしまう。ロールは
しっかり抑制されているが、パワー
の出方が唐突なため、高速コー
ナーからの脱出はむずかしい。

気温は今回のほうが低いとはいえ、ハイブリッド
4は2009年にテストした、同じタイヤを履く
150psのHDiよりも0.2秒速かった。

ESPは解除可能だが、60km/h以上に
なると復帰してしまう。トラクションコント
ロールの出来はいいが、ほんのわずかな
スライドでも作動するスタビリティコント
ロールはスポーティな走りには不向きだ。

ぎこちないギヤボックスのせいで、
T7からのスムーズが困難だった。
T1へのブレーキングゾーンへの到
達速度では、パワーに勝るハイブリッ
ド4は2.0HDiよりも11km/h速い。

4 W Dのトラクションでストレートでは
130km/hに達したが（プリウスは120km/
h）、横方向のグリップに優れるプリウスのほ
うがコーナリングスピードは速い。

短いストレートでは電気モーターの
トルクの恩恵が生きた。ウェット路
面でのシャシーバランスは良好だ
が、モーター駆動の後輪がハンド
リングを向上させているわけではな
い。ESPの動作は雑だ。

ウントブレーキランプだけが専用パーツだ。

INTERIOR
●室内

★★★★★★★☆☆☆
　心地よく、巧妙な作り込みのキャビンは3008
の大きな魅力のひとつだが、それはハイブリッド
4でも変わらない。開放感や装備の充実度、マテ
リアルの品質、組み付けや仕上げといった点は
素晴らしい。ただし邦貨換算約460万円の価格
を考えれば、妥当なレベルであるにすぎない。
　高いシートポジションのおかげで乗降性に優
れたキャビンでもっとも目に付く違いが、計器類
である。速度計の隣にあるのは、パワーの使用
状況を示すメーターだ。パーセンテージで目盛り
が振られ、20％までが“エコ”ゾーンとされてい
る。だが、このクルマはマニュアルモード付きの
一般的な2ペダルM/Tを備えているが、漫然と
スロットルペダルを踏んでいると、ごく低速域で
さえ電気のみで走ることは事実上ない。した
がって、このメーターが役立つ機会はほとんどな
い。われわれとしては、レブカウンターを装備し
てもらいたいところだ。
　センターコンソールの左には、オート/スポーツ
/4WD/ZEVという4つの走行モードが選べる
ロータリー式コントローラーがある。オートは経
済性優先のモードで、スポーツではレスポンス
とパフォーマンスが向上する。4WDではESP作
動によるパートタイム4WDとなり、ZEVモードで
はモーターのみでゼロエミッション走行を行う
（われわれのテストでは、このモードでの最大航
続距離は約5kmだった）。
　変速レバーは位置的には適切だが、やや扱
いにくい。ポジションを示すマーカーが小さく照
明もないうえ、右ハンドル車ではそれが助手席
側になるため、とくに夜間は思い通りの操作が
困難だ。中央の小物入れのフタもヒンジが右端
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UNDER THE SKIN

ON THE LIMIT
限界時の挙動

ハイブリッド4の要は大容量HPCU

　駆動用電気モーターと並ん
でパッケージングされているの
が、バッテリーの電流を直流か
ら交流に変換するインバーター
を制御するハイブリッドパワーコ
ントロールユニット（HPCU）で
ある。HPCUは高電圧と低電圧

（12V）の電力回路、それにふ
たつの電気モーターに接続され
ており、それぞれのあいだを流れ
る直流と交流の両方を制御して
いる。電気モーターとともにボッ
シュが開発・供給する、この種の
ものとしては世界でもトップレベ
ルの製品であり、PSAのハイブ
リッド駆動システム全体の根幹

だ。同等のサイズの他社製品
に比べて大容量なのが特徴で、
最大340A/300Vの電流を扱
える。それでいて占有スペースは
12ℓに満たない。

　ハードなドライビングでは重量と背の高さからくる影
響を感じる場面もあるが、どちらもハンドリングに深刻
な悪影響は与えていない。
　フル充電した状態では、ブレーキと横方向のグリッ
プをフルに使い切るほどのパフォーマンスを発揮す
る。スロットルペダルをベタ踏みにしたときの中間加速
はなかなかのものだが、120km/hあたりで電気モー
ターは停止してしまうため、それ以上の領域ではディー

ゼルエンジンからの出力のみを頼りに走ることになる。
　高速コーナーではニュートラルなバランスを示す。ス
ロットルを戻したときの挙動を探るべく攻め込んでみる
と、トランクフロアの下に抱えた200kgの重量物に耐
えかねたように、あっさりとESPシステム（完全に解除
することはできない）の介入を許してしまうが、基本的
にはバランスがよく、挙動の修正もしやすいクルマで
ある。どうやらプジョーはシャシーチューニングのコツを

取り戻しつつあるようだ。
　モーターで駆動されるリヤアクスルは、限界付近の
ハンドリングを一変させるほどの力は持っていない。と
くにドライコンディションでは、モーターの駆動力やそ
れによるトラクションの変化はほとんど実感できなかっ
た。だが、ウェット路面であれば、確実に推進力が増し
ているのがわかる。コーナーからの脱出時にはESP
警告灯がすぐに点灯してしまうほどだ。

PEUGEOT 3008 HYBRID4    ROAD TEST

リアのトーションビームの代わりに
ハイブリッドモーターが収まる。

全般的にグリップは良好だが、低速の乗り心地はしなやかさに欠ける。

ボッシュが開発した
HPCUが電気の流れ
を制御する。

に付いているため、右ハンドル車オーナーにとっ
ては少 不々満である。
　だが、もっと大きな不満は後部にある。3008
の魅力的な特徴のひとつが、深く上下2段に使
えるラゲッジだ。ハイブリッド4のトランクもサイ
ズ的には広 と々しているし、便利なアンダーフロ
アのトレイも備わっているが、バッテリーがキャ
ビンを侵害しない代わりに荷室のフレキシビリ
ティを奪い去っているのだ。

PERFORMANCE
●動力性能

★★★★★★☆☆☆☆
　コース往復平均で計測した0-100km/h加速
タイムは9.0秒だった。諸元表には9.1秒と記され
ているから公称どおりだ。また、48-113km/hタ
イムは7.4秒で、トヨタ・プリウスよりも0.5秒も速
い。だが、われわれが2009年にテストした3008
の2.0HDi（150ps）に比べると0.3秒遅い。少なく
とも絶対的な動力性能においては、バッテリーと
モーターはさほど大きな改善をもたらしていない
わけだ。
　厄介の種は2ペダルM/Tである。フルスロット
ル時のシフトは遅くてぎこちなく、また、鋭い加
速をシームレスにつないでいくにはモーターが力
不足なのだ。これは単に経済性だけを追求した
ハイブリッドカーならさほど問題ではないが、あ
らゆる面においてエンジン仕様よりも優れた能
力を期待されるクルマにおいては無視できない。
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　ただし、控えめな運転を心がけると不満は和
らぐ。スロットルを40％も開ければ、スムーズで
不満のない発進が可能だ。約25km/hまでは
モーターだけで楽 と々加速する。その先はエン
ジンが始動し、モーターはパワーの谷を埋め
る役割だ。流すような運転では、標準的なハイ
ブリッド車に比べてやや余裕のある走りが味わ
える。
　もっとも、このパワートレインは変速を好むタ
イプではないため、追い越しの場面などで素早
いレスポンスは望めない。しかも、1秒ほど待た
されたあとに得られる加速も鈍い。
　しかし、回生ブレーキのセッティングについて
はいい仕事をしている。回生率は固定されてい
るが、減速感に不自然さはなく、挙動は素直だ。
スロットルペダルを戻すとほぼ同時に回生ブ
レーキが緩やかに働くが、そこからの制動力は
一定で、ブレーキペダルのストロークの最初の
1cmほどを使った微妙な加減の最中、徐 に々制
動力が高まっていくことはない。フィールもほとん
どの状況において十分だ。ホンダやトヨタ/レク
サス、日産リーフとはそこが違う。

RIDE&HANDLING
●乗り心地と操縦安定性

★★★★★☆☆☆☆☆
　新しいリヤアクスルは、パッケージング上の利
点だけでなく、快適性と路面追従性の最適な融
合を提供するとプジョーは説明しているが、そ
れには納得しかねる。根本的な性質なのか、あ

■エンジン
形式：直列4気筒, 1997cc
 ターボディーゼル＋電気モーター
最高出力：163ps/3750rpm＋36ps
最大トルク：30.6kgm/1600-3500rpm
 ＋20.5kgm
馬力荷重比：111ps/t
駆動方式：横置き前輪駆動＋
 後軸電気モーター
ブロック：鋳鉄/ヘッド：アルミ軽合金
ボア×ストローク：φ85.0×88.0mm
バルブ配置：4バルブ
圧縮比：16.0:1

■燃料消費率
メーカー公表値
市街地/郊外/混合モード
24.4/25.6/25.0km/ℓ

オートカー実測値
総平均/ツーリング/動力性能計測時
14.7/17.2/6.8km/ℓ
燃料タンク容量：60ℓ
現実的な航続距離：878km
CO₂排出量：104g/km

■サスペンション
前：マクファーソン・ストラット/コイル＋
　 スタビライザー
後：マルチリンク/コイル＋スタビライザー

■ステアリング
形式：ラック＆ピニオン（電気アシスト）
ロック・トゥ・ロック：2.7回転
最小回転半径：5.7m

■ブレーキ
前：φ302mm Vディスク
後：φ290mmディスク

■発進加速
乾燥路面
 実測車速mph（km/h） 秒

 30 (48) 3.1
 40 (64) 4.5
 50 (80) 6.7
 60 (97) 9.0
 70 (113) 12.5
 80 (129) 16.5
 90 (145) 23.8
 100 (161) 31.6
 110 (177) 44.6
 120 (193) -
 130 (209) -
 140 (225) -
 150 (241) -
 160 (257) -

■中間加速〈秒〉
mph (km/h) 2nd 3rd 4th 5th 6th

20-40(32-64) 2.6 3.0 - - -
30-50(40-80) - 3.1 4.2 6.1 -
40-60(64-97) - 3.7 5.0 5.8 7.9
50-70(80-113) - - 7.0 8.0 10.9
60-80(97-129) - - - 10.4 15.1
70-90(113-145) - - - 19.5 -
80-100(129-161) - - - - -
90-110(145-177) - - - - -
100-120(161-193) - - - - -
110-130(177-209) - - - - -
120-140(193-225) - - - - -
130-150(209-241) - - - - -
140-160(193-257) - - - - -

■シャシー/ボディ
車両重量：1808/1790kg（実測）
抗力係数：0.31
ホイール：7.5J×17in/アルミ軽合金
タイヤ：225/50R17
スペアタイヤ：なし（補修キット）

■変速機
形式：6段自動M/T
ギヤ比/1000rpm時車速〈km/h〉
①3.45/8.2②1.87/15.3
③1.29/22.0④0.95/29.9
⑤0.75/38.1⑥0.54/52.6
最終減速比：4.35

■静粛性
アイドリング：48dB
3速最高回転時：73dB
3速48km/h走行時：60dB
3速80km/h走行時：64dB
3速113km/h走行時：66dB

■安全装備
ABS, ESP, ASR
Euro N CAP/ 5ツ星

■最高速

■エンジン性能曲線

CRUNCHING NUMBERS
計測テストデータ
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るいはチューニングのせいかは定かではないが、
その独立式リヤサスペンション（それなしにモー
ターとバッテリーの搭載スペースは確保できな
かった）は、乗り心地に悪影響を与えている。無
関心な同乗者でさえ気づくほど、それは大きい。
　目に明らかなくらいのサイズのバンプを低速
で通過する際には、ソワソワした動きに悩まされ
る。トーションビーム式の3008では感じられな
かったものだ。さらに高い速度域では本来の
ゆったりとした乗り心地は失われ、キャビンは落
ち着きなく周期の短い揺れに見舞われる。
ショックの吸収は静かでスムーズだが、それ以外
では200kgの重量増に伴う補正のために選んだ
スプリングのレートが少しばかり高すぎたため
に、重量配分まで変化が生じたような感覚だ。
　ただし、ダイナミクスは十分だ。グリップは素
晴らしく、シャシーバランスと垂直方向のボディ
コントロールが良好で、背の高さのわりにロール
はよく抑えられている。
　だが、パワーステアリングはまだ煮詰めが足り
ない。エンジン停止時は電気モーターが補助す
る油圧システムだが、アシストが一定ではなく、
正確に操るのがむずかしいときがある。また、
路面からのフィールの希薄さは、スタンダードモ
デルの出来栄えとは雲泥の差だ。

BUYING&OWNING
●購入と維持

★★★☆☆☆☆☆☆☆
　高速道路とカントリーロード、市街地、そして
テストコースと、数百kmにおよぶ距離を走って
の平均燃費は17.6km/ℓだった。これは、ハイブ
リッドカーとしてはかなり芳しくない成績だと思
われる。もちろん、ディーゼル車としてもだ。ハイ

ブリッド4のツーリング燃費（20.7km/ℓ）は、
ディーゼルの3008のそれ（21.3km/ℓ）に届かな
かったのだ。電気モーターだけで走った距離も
含まれているにもかかわらずである。
　この結果は、3008ハイブリッド4に抱いてい
た重要な期待のひとつを一撃で打ち砕いた。仮

にわれわれのテストが市街地のみで行われてい
たとしたら、もう少しいい燃費が出たはずだ。だ
が、標準モデルより少しばかり市街地燃費に優
れ、ときどき4WDが威力を発揮することがある
というだけのメリットでは、このハイブリッド4を
選ぶ理由としては弱いといわざるを得ない。●A

われわれは
こう考える

結論

車両価格
最高出力
最大トルク
0-97km/h加速
最高速度
燃料消費率（混合）
車輌重量（公称値）
CO₂排出量

TOP FIVE

新しいエンジンが日産を首位に押
し上げた。4WDゆえCO₂排出量
は多い。

★★★★★★★★☆☆

NISSAN
Qashqai 1.6 dCi Tekna
日産キャシュカイ1.6dCiテクナ

邦貨換算約390万円
130ps/4000rpm
32.6kgm/1750rpm
10.3秒（0-100km/h）
190km/h
22.2km/ℓ
1566kg
119g/km

韓国車ながらスタイリッシュで、乗
り心地とハンドリングにも優れる。エ
ミッションは平均的。

★★★★★★★☆☆☆

KIA
Sportage 1.7 CRDi 2WD 2
キア・スポーテージ1.7
CRDi 2WD 2

邦貨換算約330万円
116ps/4000rpm
26.5kgm/1250-2750rpm
11.9秒
172km/h
19.2km/ℓ
1612kg
135g/km

ハイブリッド版よりも実用的で、経
済的で、走りもベター。

★★★★★★★☆☆☆

PEUGEOT
3008 1.6 HDi Sportium
プジョー3008 1.6HDi 
スポーティアム

邦貨換算約380万円
112ps/3600rpm
27.5kgm/1750rpm
13.6秒（0-100km/h）
180km/h
18.9km/ℓ
1590kg
135g/km

快適で広 と々した室内、魅力的な
価格、良好なハンドリング。だが、
少々質素すぎる。

★★★★★★★☆☆☆

SKODA
Yeti Greenline Elegance
シュコダ・イエティ・エレガンス

邦貨換算約330万円
104ps/4400rpm
25.4kgm/1500-2500rpm
12.1秒（0-100km/h）
175km/h
21.7km/ℓ
1335kg
119g/km

PSAはもっとこのクルマを手本に
すべきだ。このグループのなかでは
室内の評価が低いが、燃費に優
れる。

★★★★★★★☆☆☆

TOYOTA
Prius Touring Selection
トヨタ・プリウスG
ツーリングセレクション

272.0万円
99ps/5200rpm＋82ps
14.5kgm/4000rpm＋21.1kgm
10.9秒
177km/h
25.0km/ℓ
1380kg
92g/km

1st 2nd 4th3rd 5th

TESTERS’ NOTES●テスターのひと言コメント

JOBS FOR THE FACELIFT●マイナーチェンジ時に望むこと

電気モーターはトルコン式A/Tのクリープのような動きを生み出す。駐
車時には嬉しいが、微調節するのがむずかしい。 ニック・キャケット

トリップコンピュータの操作装置が右膝の近くに置かれているためわ
かりにくい。見つけるまでに5分もかかってしまった。 マット・プライアー

週末のあいだ乗り回したが、ラジオの周波数帯を切り替える方法がわ
からずじまいだった。 マット・ソーンダーズ

・もっと素早く、スムーズで、ハイギヤードのギヤボックスを装着してほしい。
 デュアルクラッチか、優れたトルクコンバーター式のA/Tが望ましい。
・製造コストを10％削減する方法を見つけてほしい。
・ESPシステムをもっと煮詰めてほしい。

ROAD TEST   No 5047

AUTOCAR VERDICT 
●オートカーの結論 

★★★★★☆☆☆☆☆
PEUGEOT 3008 HYBRID4

「技術的には画期的だが、走りは普通の3008のほうがいい」
　プジョー3008ハイブリッド4は、それ単独で
見ればよくできた製品である。室内は広 と々し
て居心地がよく、控えめに走らせている限り
は洗練度も高い。ほかの多くのハイブリッド車
と比べても、妥協点が少ないようにも思う。た
いていのファミリーユーザーのニーズを完全
に満たすクルマだといえるだろう。
　だが、同じ3008ですぐ下位にラインナップ
されている2.0HDiと比べると、ハイブリッド4
の問題点が露呈する。われわれのテストによ
れば、2.0HDiの速さはハイブリッド4に遜色
なく、そのうえで走りはよりスムーズで、レスポ
ンスにも優れ、乗り心地も平穏なのだ。トラン
クの使い勝手でも差をつける。そして信じが
たいことに経済性の点でも、普通のディーゼ
ルのほうが若干ながら上回っている。つまり、
ほとんどの重要な領域においてすぐ下位に
位置するモデルに劣るクルマを手に入れるた
めに、邦貨換算約80万円も余計に払わなけ
ればならないのだ。
　経済性に優れ、欧州の嗜好性に合ったハ
イブリッド車が世に出る最初のステップとし
て、われわれはこのクルマを歓迎すべきだと
は思う。しかし現時点では、ハイブリッド4をベ
スト3008とするわけにはいかないようだ。●A
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