
ROAD TEST   No 5104

Renault Clio ルノー・クリオ

ルノー最新のデザイン言語に基づき、シャープでダイナミックなルックスに生まれ変わったクリオ。
その性能は、果たして魅力的なエクステリアに劣らぬ、往事の輝きを取り戻しているのだろうか。
photo: Stuart Price, Luc Lacey

WE LIKE 大胆なスタイリングの変革、洗練された乗り心地とハンドリング、良好な広さを持つ魅力的なキャビン

2トーンの16インチアルミホイールは、ダイナ
ミック・メディアナビの標準装備だ。もう少し価格
の高いECOバージョンでは、無償オプションと
して提供される。

昆虫の眼のような形をしたヘッドライトユニット
は、新しいデザインDNAの特徴のなかでも印象
的である。目立たせるべく、クローム処理が施さ
れている。

デイタイムランニングライトの装着を義務づけ
る法律に、目新しい方法で対応しようとする各
メーカーの熱意は衰えていない。クリオの常時
点灯LEDライトは、グリルに埋め込まれている。

コンセプトカーのデジールで世に問われた、直
立して突き出したルノーのバッジは、新型クリオ
のデザインとは切っても切り離せない。
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Renault Clio  ROAD TEST

MODEL TESTED ◎テスト車輌概要

●モデル名：ルノー・クリオ 0.9TCeダイナミック・メディアナビ
●車両本体価格：邦貨換算約220万円●日本発売時期：未発売
●最高出力：90ps/5000rpm●最大トルク：13.8kgm/2500rpm
●0-97km/h加速：13.4秒●113-0km/h制動距離：45.5m●最大求心加速度：0.91G
●テスト平均燃費：13.4km/ℓ●二酸化炭素排出量：104g/km

WE DON’T LIKE 月並みなパフォーマンスと経済性、平均的な組み付けとフィニッシュレベル

　ルノーには、4CVや4、5などで築き上げて
きた、小型車の豊かな歴史がある。それを引
き継ぐ、クリオの名前をはじめて冠したクルマ
は、1990年から1998年まで販売された。ウィ
リアムズ仕様で名を挙げたクリオ1だ。その後
継のクリオ2は、TWR製のV6ミドシップで話題
を呼んだ。2005年には、より立派で、より豪華
なクリオ3がデビューする。だが、クリオ2に比
べてあまりにも大きくて贅沢だったために、一
部市場ではクリオ2が、“クリオ・キャンパス”と
して継続販売されることとなった。また、ルノー

  HISTORY 四半世紀の歴史

トランクリッドのクロームトリムは、ダイナミック・
メディアナビ用の装備だ。リヤのパーキングセン
サーは、コンビニエンスパックに含まれるオプ
ションである。

貼り付ける装着法のものが横行するなか、リヤ
ホイールアーチの小さなエアロパーツがリヤバ
ンパーパネルと一体化されているのは、目新し
く感じられる。

リヤドアハンドルを隠すデザイン手法は新しい
試みではないが、3ドアモデルがないクルマで
すっきりとした肩の高いサイドビューを保つに
は、このようにレバーを偽装するのが効果的だ。

テスト車のグレードでは、このドア装飾が標準装
備される。ルノーのパーソナライゼイション戦略
の一部として、オプションの外装パッケージにも
含まれている。

の下位ブランド、ダチアのプラットフォームの
ベースにもなっている。今回登場した新型は、
クリオとしては4代目となる。

初代は1990年から1998年まで販売された。
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ON THE INSIDE

COMMUNICATIONS
コミュニケーション
“メディアナビ”マルチメディアシステムは、Bluetooth
通信機能を標準装備。iPhoneとのペアリングは2〜
3秒で完了し、接続もプロンプトなしに再構築される。
7インチ画面を使ったタッチスクリーン電話機能の出
来も上 だ々。メディアナビなしの場合、Bluetooth機
能はラジオ経由となる。電話中のオーディオのクオリ
ティは良好。

NAVIGATION
GPSナビゲーション
ルノーのナビNゴーは、ナビテック社の地図を用いて
いる。ファクトリー装着品というよりも、アフターマー

ケット製品に近い感じだ。地図は細部があまり明確
ではなく、ディスプレイの機能も限られている。たとえ
ば、地図は手動ではズームアップできない。だが、今
後、R-Linkマルチメディアシステム対応のTomTom
製ナビが、もっと優れた使い勝手をもたらしてくれるか
もしれない。

ENTERTAINMENT
エンターテインメント
全車とも“バスフレックス”ドアスピーカーを標準で装
備する。複数のユニットで構成されるこのシステム
は、低音の再生能力に優れ、パワフルなサウンドを送
り出してくれるようである。テスト車両のメディアナビ・
システムは、USB、外部入力、Bluetoothストリーミン
グを備えていた。

ステアリングでは、レーシングストライプや
鮮やかな色のトリムを選択できる。グロスブ
ラックだと、キャビンのテーマにはマッチし
ているが、耐久性は不明だ。

アナログ式レブカウンターとデジタル式速度計の組み合わせは、ますま
す一般的になってきている。好みは分かれるところだが、どちらの計器
も視認しやすい。インジケーターランプが目立つのも好ましい。

助手席の収納は優秀とはいえない。このシェルフの幅は広いが、奥行き
があまりない。グローブボックスは左ハンドル仕様よりも小さくなる。

088 AUTOCAR 07/2013

ACJ122_P086-093_roadtest.indd   88 13/05/17   1:54



300-
1146 litres

2589mm851mm 622mm

4062mm 39%

1448m
m

60% 40%

800mm min

1080mm max

80
0m

m
 m

in
98

0m
m

 m
ax

530mm min

940mm max

87
0m

m
 

Renault Clio  ROAD TEST

WHEEL AND PEDAL 
ALIGNMENT 
ステアリングホイールとペダルの配置

クラス標準と比較して、レッグルームが5cmほど、ヘッドルームが2〜3cm
ほど大きい。背の高い人にとっては有効な、明らかな違いとなる。

ラゲッジスペースはクラス標準と比べて高さがあるが、幅があまり広くなく、
奥行きが長いわけでもない。だが、300ℓの容積はアドバンテージだ。

幅：920-1000mm

奥行き：660-1450mm

高さ：530-800mm

FRONT
Aピラーによって生じる死角は左
右ともほぼ同じ。そしてそれは、
決して小さくない。

HEADLIGHTS
LEDランニングライト付きのハロ
ゲン。必要十分以上の能力を備
える。

HOW BIG IS IT? 
サイズはどれくらい？

VISIBILITY TEST 
視認性テスト

ダイナミック以上のグレードでは、ダッシュボードトリムのカラーはブラック以
外に、レッド、ブルー、ブラウンから選べる。アクセントトリムはグロスブラッ
クのほかに、アイボリー、レッド、ブルーが用意されている。

問題なし。ブレーキとスロットルペダルの
右側へのオフセットが、スーパーミニとし
ては大きめだが、ほとんど気にならない。2
ペダルのクリオRSは異なるレイアウトにな
るだろう。

標準的なシート位置での
足元スペース：830mm

089www.autocar.jp

ルノーのモデルレンジには、1940年代後半以

来、興味深い小型車の系譜が途切れること

なく続いている。なかでもとくに高い人気を得てき

たのがクリオ（日本名はルーテシア）である。若々し

く活発なイメージを獲得し、それを存分に活かして

きたクリオは、累計生産数が1200万台を超える。

　クリオの初期のラインナップは、そんな評判どお

りのクルマだった。コンパクトで機敏であり、すっき

りとしたデザインとそこそこの運動性能を発揮で

きるメカニズムを備え、マーケティングも巧妙だっ

た。しかし（ルノーだけではないが）、2000年代半

ばに登場した第3世代で、クリオはその純粋さの一

部を失った。真摯に洗練度と上品さを追求し、顧客

とともに成長していった結果、それまでより大きく重

くなってしまったのだ。

　洗練度が増した一方で、クリオは何かを失った。

また、この10年間で、魅力的なラインナップのいく

つかが消え去り、ルノーが前面に押し出していた

若々しさや活発さ、ワクワク感も薄らいだ。

　ニューモデルのクリオ4は、先代モデルよりも明

らかにスリムですっきりとしている。問題は、それが

“生き生きした喜び”を再びもたらすことができるか

である。早速、確かめてみようではないか。

DESIGN&ENGINEERING
意匠と技術
★★★★★★★★☆☆
　新型クリオの第一印象は、間違いなく“大胆なク

ルマ”である。先代よりも、はるかにしなやかに見え

る造形をしている。ドア下側のカットと彫り込みは、

まるでフェラーリ458イタリアのようだ。それでも

依然として、われわれの目にはクリオに見える。ディ

ナープレート並みに大きい、ルノーの菱形ロゴが鼻

先になかったとしても、それとわかるはずだ。

　プロポーションは大きく変わった。クリオ3より

14mmも長い2589mmのホイールベースをうまく

利用した成果だ。これはハンドリングにも影響を与

えるだろう。ただし、タイヤがボディの四隅に近づ

いたことを意味してはいない。なぜなら30mmも全

長が伸びているからだ。

　また、グレードにもよるが、約35mmもトレッドが

拡大し、フロントウィンドウの角度は倒れ、全高も

ずっと低くなった。クリオ4の全高は、クリオ3よりも

45mmほど低い1448mmだ。

　こうした変化によって、5ドアモデルしかないにも

かかわらず、クリオ4の姿はより躍動的に見えるよ

うになった。

　さらに、同等グレードを比較すれば、先代モデル

よりもおよそ100kg軽量になっているとルノーは

主張する。クリオ3には確かに軽量化の余地がお

おいにあったが、このクラスで100kgの減量は馬

鹿にできない。ただし、テスト車はオプションを満載

していたこともあり、MIRAの重量計で計測したとこ

ろ、期待されたほど軽くはなかった。

　今回のテスト車に搭載されるエンジンは、ライン

ナップのなかで中位にあたる、90ps/13.8kgmの

3気筒ガソリンターボだ。ルノーによれば、これは自

然吸気の1.4ℓユニット並みの性能だという。これ以

外のグレードとしては、DCTギヤボックスと組み合

わされる120psの1.2 TCe4気筒ターボや、90ps
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■ドライサーキット
ルノー・クリオ0.9TCeダイナミック
ラップタイム：1分31秒8
フォード・フィエスタ1.4（2008年）
参考タイム：1分31秒3

フィエスタに対してパフォーマンス
で負けていることを考慮すれば、
ラップタイムでこれほど近づいて
いるのは立派だ。比較すれば、クリ
オは安定性と敏捷性が優れ、グ
リップの具合も良好である。

Start/finish
T1

T2

T3

T4

T5
T6

T7

TRACK NOTES サーキットテスト

　タイヤがグリップを失いはじめるところ
まで踏み入れてさえ見事にコントーラブル
なハンドリングは、ダイナミクス性能の高さ
を象徴的に物語っている。このクルマのバ
ランスと敏捷性は、グリップ限界に達する
まで変わりなく続くのである。フロントとリ
ヤに同程度の負荷がかかり、標準装備の

ESPが作動するほど高いコーナリングス
ピードにおいてさえ、ひるむことなくターン
インし、横方向に踏ん張り続ける。
　スタビリティコントロールの動作は先
進的なフィールで、初期は微妙に介入す
る。しかし、解除はできないため、過大なス
リップアングルは許容してくれない。その

目的を踏まえれば当然なのだが、ときとし
て、それ以外はとても愉快なシャシーに対
し、濡れたブランケットを放り投げられたよ
うに興醒めしてしまうのも事実だ。このク
ルマはサーキットで素晴らしく能力が高く、
楽しめるが、それはある程度までである。
　ブレーキは、ディスクとドラムを組み合

わせたシステムとしては過酷な扱いにも
よく耐え、113km/hからのフルブレーキ
ングではドライかウェットかを問わず、優秀
な能力を見せた。優れた運動性も考え合
わせれば、急制動や高速度での回避行動
への対応力は高いといえる。このクラスに
おいては、これは重要なポイントである。

ON THE LIMIT 限界時の挙動

ルノー・クリオ0.9TCeダイナミック

ペダルフィールはそれほどダイレクト
というわけでないが、T4への進入で
は、ブレーキングを遅らせる自信を与
えてくれる。ESPは、テールスライド
が激しくなると作動する。

ヘアピンのエイペックスでの
スピードがとても低いとはい
え、ボディの動きに抑えが効
いているのは、拡大されたト
レッドの恩恵だ。

■ウェットサーキット
ルノー・クリオ0.9TCeダイナミック
ラップタイム：1分17秒8
フォード・フィエスタ1.4（2008年）
参考タイム：1分14秒2

豊かなグリップと安心できる安定性を
発揮し、楽しいドライビングへと発展す
る。だが、解除不可のESPがいたると
ころで介入するので、存分に満喫する
ことはできない。

正確なステアリングと
細いタイヤは、アン
ダーステアを発生しに
くく、ノーズをエイペッ
クスに向けて保持し
やすい。

ムラのないパワー特性のおかげで、
強力なトラクションが得られる。コー
ス上でもっとも低速になる箇所からの
立ち上がりでも、それは変わらない。

■発進加速
テストトラック条件：乾燥路面/気温8℃
0-402m発進加速：19.7秒（到達速度：116.7km/h）
0-1000m発進加速：36.2秒（到達速度：142.7km/h）

フォード・フィエスタ1.4（2008年）

■制動距離
97-0km/h制動時間：2.79秒

ON THE ROAD

090 AUTOCAR 07/2013

の1.5 dCiディーゼルも設定されている。今後、さら

にバリエーションが追加される予定だが、いずれも

素晴らしい燃費を謳っている。

INTERIOR
室内
★★★★★★★★☆☆
　車内には広いスペースが確保されている。実測

値で示したように、トランクについては、高さはある

が、幅と奥行きは平均的だ。しかし、キャビンはきわ

めて広い。レッグルームは平均的小型ハッチバック

に比べて5cmほど長く、これは10％増しといったと

ころだ。後席のヘッドルームもまた、2〜3cm大き

い。比較的大柄の大人でも余裕があり、このクラス

においては大きな違いをもたらす。なお、キャビン

の収納スペースは標準的な水準だ。

　スペースに加え、ルノーはキャビンに色味と活気

を与える点で成功している。テスト車の黒いフェイ

シアに黒い布シートという組み合わせは、もっとも

地味な選択をした仕様だが、魅力的な造形のイン

ストゥルメントパネルに、グロスブラックとクローム

のアクセントが、テクニカルなスタイルと洗練した

雰囲気をもたらしている。

　それらが家電製品から着想を得ているのは明ら

かだ。同様の試みは、5年前にフォード・フィエスタが

実行している。異なるのは、フィエスタのキャビン

が、ノキアとモトローラの経験者がデザインしたの

かと思わせたのに対し、クリオのそれは、アップル

やHTCなどの製品に対する賛辞が込められた、集

中型タッチスクリーン世代に属することだ。

　素材のクオリティは良好だが、目指す高いレベ

ルにはマッチしていない。キャビンのプラスティック

のほとんどは、見た目もフィールも普通だ。テスト車

では、取り付けが甘く、軋み音を発するトリムがひと

つないしはふたつあった。過去のルノー車に、フィッ

ティングと仕上げに関して評判のいいモデルと悪

いモデルがあったのを思い起こさせた。

　エルゴノミクスに関して注意不足な点もある。た

とえば、エンジン始動ボタンは、右ハンドル車では
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Renault Clio  ROAD TEST

サスペンションとドライブトレ
インも軽量化の適用外では
ない。ホイールとドライブシャ
フト、スタビライザーは、従来
より軽量なものを採用した。

　ルノーは新型クリオのボディから、かなりの重量を軽減しながらも、お
おむね先代と同じサイズを維持した。
　構造的には、大きな変化は見出せない。新型のシャシーは先代と同
様、スティール製モノコックに、フロントがマクファーソン・ストラット、リ
ヤがトーションビームのサスペンションを組み合わせている。この部分
で削減した重量はわずか2〜3％、2〜3kgにすぎない。
　大きなストレスがかかるポイントには高強度スティールを多用してい
るが、それ以外では、ホワイトボディのいたるところからウェイトが削ら
れた。また、優れた燃費性能を利して、先代と同等の航続距離を保ち
つつ、燃料タンクは55ℓから45ℓに容量を減らしてサイズダウンした。
ダッシュボードクロスメンバーやフロア、ドアキャッチなどにも軽量化の
手はおよんでいる。さらに、モデルによってはプラスティック製のテール
ゲートを備え、3kgのダイエットを成し遂げた。ダッシュボードの計器類
とエグゾーストでも、若干ながらウェイトダウンが図られている。
　小さなことからコツコツと。その積み重ねにより、全体では100kg近
い贅肉が削ぎ落とされたのである。

クリオはスムーズなパワー特性と、しなやかな乗り心地を備える。

UNDER THE SKIN 塵も積もれば

自然吸気4気筒に比べて1気筒少ない
3気筒ユニットだが、ターボチャー
ジャーが装着されている。それを考え
れば、ルノーがエンジンの軽さについ
ては何もアピールしていないのも不思
議ではない。

091www.autocar.jp

センタートンネルの助手席側に位置しているし、ク

ルーズコントロールボタンはハンドブレーキ脇の、

直感的にはわかりにくい場所にある。

PERFORMANCE
動力性能
★★★★★★★★☆☆
　このクリオは、1.4ℓ級のパフォーマンスを、大幅

に向上した燃費で得られると自負しているが、今回

のテスト結果によれば、それは少々誤解を招く表現

である。われわれが直近でテストした1.4ℓスーパー

ミニは現行キア・リオだが、108psの出力を持つそ

のクルマは、0-97km/hと48-113km/hの加速に

おいて、この3気筒ターボのクリオより2秒も速い

タイムを記録した。リオはまた、ツーリングルートで

の燃費テストにおいて、18km/ℓ近い数値を達成し

ているが、このクリオは16.5km/ℓにとどまる。リオ

の場合、6段M/Tも良好な燃費に貢献しているが、

ルノーの898ccエンジン自体が、燃費テスト環境

を離れた現実の世界においては、際立ったユニット

とはいえないように思える。

　そうはいっても、いいエンジンなのは確かだ。静

かで洗練度が高く、リニアで反応性に優れ、低ブー

ストの出力特性は市街地におけるクリオの洗練さ

れたキャラクターに完璧にマッチしている。このエ

ンジンをターボなのだと感じるのは、ごく低回転だ

けだ。その領域では、本領を発揮する前に、わずか

にためらう感触があるのだ。しかし、それ以外では

なめらかに加速する。中速域では力強く、高回転で

もパワーを維持し、全域にわたってスムーズさを発

揮する。フォードのエコブースト3気筒のほうがもっ

とパワフルかもしれないが、騒音の小ささと振動の

少なさでは、このクリオのユニットにかなわない。

　一般的な使用状況において、このクリオはとても

活発に感じられる。6速ギヤがあれば、巡航時の経

済性と最大パフォーマンスの向上に多少は寄与す

るかもしれないが、それが欲しいと思う場面は滅多

にない。シフトフィールは、軽いもののよく躾けられ

ており、ブレーキペダルのフィールも良好だ。総合

的に見て気持ちのいいクルマで、ときどき活発さを

見せ、それ以外ではとても上品である。何より、高

速道路での長距離走行から田舎道、市街地の走行

まで、日常のさまざまなシチュエーションをやすやす

とこなす柔軟性と洗練度を備えている。

RIDE&HANDLING
乗り心地と操縦安定性
★★★★★★★★★☆
　クリオはこの分野において、いつもクラス上位に

ランクされてきた。活気があって魅力的なヨーロピ

アンスモールハッチだ。過去30年間にわたって、

日本車や韓国車、そして今では中国車が再現しよう

としてきた類のクルマである。ただし、現在、このカ

テゴリーでもっとも優秀なサンプルとして挙げられ

るのは、フィエスタである。

　そこで新型クリオは、先代よりも高い目標を設定

した。その項目には、しなやかさから高速安定性、究

極のグリップ、そして娯楽性までもが含まれる。ドラ

イビングマシーンとして、それは長年フランスから

送り出されてきた多くのスーパーミニのなかでも、

もっとも多才で完全なクルマである。間違いな

く2009年に登場したシトロエンDS3以来の出来

映えであり、おそらくそれよりも長く、トップの座に君

臨し続けるだろう。

　素晴らしく気持ちのいいロールから、次の瞬間、

なめらかで正確な、魅力あふれるハンドリングへと

切れ目なく続いていくさまは、まさに品のある振る

舞いだ。フィエスタよりもスプリングが少々ソフト

で、ダンピングの引き締まりが抑えられていること

で、穏やかに仕上がっている。つまり、クリオのほう

が低速時の乗り心地がきわめて平穏なのだが、そ

れがもっと高い速度域においては、ボディの動きを

多少大きくする方向にも作用してしまう。けれど、そ

れが現れたとき、そして路面がクリオの能力を試そ

うとしたときには、素晴らしいダンパーチューニング

と第一級の衝撃吸収能力の組み合わせが、これほ

ど小さなクルマに、スムーズなボディコントロール

と並外れてなめらかな乗り心地をもたらすのだ。

　ステアリングホイールは径が大きく、低速では

ややオーバーアシストに感じられるが、車速を上げ

るにつれて補助力は小さくなる。何より重要なの

は、その推移が絶妙であり、適切な手応えに仕上げ

られているため、情報量が多いとはいえないもの
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一部バックナンバーは www.autocar.jp に掲載されています。
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■発進加速
実測車速mph（km/h） 秒

30 （48） 4.1

40 （64） 6.3

50 （80） 9.5

60 （97） 13.4

70 （113） 17.8

80 （129） 26.0

90 （145） 37.6

100 （161） -

110 （177） -

120 （193） -

130 （209） -

140 （225） -

150 （241） -

■中間加速〈秒〉
mph （km/h） 2nd 3rd 4th 5th

20-40 （32-64） 4.1 6.7 10.4 -

30-50 （48-80） - 6.6 9.8 15.5

40-60 （64-97） - 7.2 10.2 16.7

50-70 （80-113） - 8.4 11.2 19.1

60-80 （97-129） - - 13.5 22.5

70-90 （113-145） - - 17.9 -

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） - - - -

■エンジン
駆動方式：横置き前輪駆動
形式：直列3気筒, 898cc
ブロック/ヘッド：アルミ軽合金
ボア×ストローク：φ72.2×73.1mm
圧縮比：9.5:1
バルブ配置：4バルブDOHC
最高出力：90ps/5000rpm
最大トルク：13.8kgm/2500rpm
許容回転数：6000rpm
馬力荷重比：89.2ps/t
トルク荷重比：13.7kgm/t
比出力：100ps/ℓ

■メカニカルレイアウト
クリオのプラットフォームは
全方位的に膨れ上がり、そ
れでいながら車重はわず
かに削減されているが、構
造自体はスーパーミニのセ
グメントとして一般的なも
のだ。スティール製のモノ
コックにはマクファーソン・
ストラットとトーションビー
ムが備えられ、横置きされ
た3軸5段のマニュアルト
ランスミッションを介して
前輪を駆動する。

■燃料消費率
オートカー実測値 消費率
総平均 13.4km/ℓ
ツーリング 16.5km/ℓ
動力性能計測時 7.5km/ℓ
メーカー公表値 消費率
市街地 18.2km/ℓ
郊外 25.6km/ℓ
混合 22.2km/ℓ
燃料タンク容量 45ℓ
現実的な航続距離 601km
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：トーションビーム/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（電動アシスト）
ロック・トゥ・ロック：2.75回転
最小回転半径：5.50m

■ブレーキ
前：φ258mm通気冷却式ディスク
後：φ203mmドラム

■シャシー/ボディ
構造：スティールモノコック
車両重量：1009/1175kg（実測）
抗力係数：na
ホイール：6.0J×16in
タイヤ：195/55R16
スペアタイヤ：テンパー

■変速機
形式：5段M/T
ギヤ比/1000rpm時車速〈km/h〉
①3.85/6.8②3.02/12.9
③1.27/20.4④0.92/28.3
⑤0.68/38.3
最終減速比：4.50

■安全装備
アイドリング：47dB
3速最高回転時：71dB
3速48km/h走行時：61dB
3速80km/h走行時：65dB
3速113km/h走行時：69dB

■安全装備
ABS, ESC, ETC, HSA
Euro N CAP/ 5つ星
乗員保護性能：成人88%, 子供89％
歩行者保護性能：66％
安全補助装置性能：99％

注意事項：馬力荷重比とトルク荷重比の計算にはメー
カー公称車両重量を使用しています。 © Autocar 
2013. テスト結果は権利者の書面による承諾なしに転
用することはできません。

ECOバージョンとディーゼルを除い
たクリオのCO₂排出量は100g/kmを
超え、英国の免税対象にはならない。

複合モード燃費の公称値と、われわ
れがツーリングでマークした燃費と
の差。サーキットも含めた平均燃費と
の差は8.8km/ℓにもおよぶ。

ROAD TEST 

104g/km

5.7km/ℓ

■今月の数字

■最高速

SPECIFICATIONS 計測テストデータ

DATA LOG

■エンジン性能曲線

092 AUTOCAR 07/2013

の、ナチュラルに感じられるところだ。

　サスペンションは、負荷をかけると信頼の置ける

感触を返し、ボディを完全な制御下に保ちつつ、強

力なグリップと一定したステアリングレスポンスを

生み出すのにちょうどいい強さでタイヤを路面に押

しつける。均整の取れたダイナミクス能力のバラン

スは、われわれが優れたハンドリングのハッチバッ

クに求めている要素そのものだ。クリオの快適性と

スポーティな活発さのバランスはあらゆる点で、そ

のシックな新しいボディと同様に印象的である。

BUYING&OWNING
購入と維持
★★★★★★★★☆☆
　ベース仕様であるエクスプレッション、あるいは

それよりも上級のグレードであるエクスプレッショ

ンプラスのいずれも、ルノーが売れ筋となると予想

しているモデルではない。エクスプレッションプラ

スにはエアコンやクルーズコントロール、16イン

チホイール、Bluetoothが含まれているが、現在の

スーパーミニの購買層は、少なからぬ贅沢さを求め

ている。よって、今回のテスト車でもある、さらに上

位のダイナミック・メディアナビというグレードが、

もっとも人気の高い選択肢となりそうだ。クラストッ

プのフィエスタとの競争で、これは有利になる。同

等の装備を持つのは、5ドアでオプションのGPSナ

ビを備えるタイタニアムだが、それは40万円近く

高いからだ。

　だが、フィエスタの3気筒エンジンは、よりパワ

フルな100ps仕様でもCO₂排出量が99g/kmにと

どまる点で、ルノーのそれよりも優れている。クリオ

の0.9 TCeは104g/kmである。CO₂排出量の差

はそのまま燃費の差であり、昨今では税額を左右

することもある。

　なお、インターネットを意識した新しいR-Linkシ

ステムと、より優れたGPSナビの拡張された機能

を享受したいなら、さらに追加費用が必要だ。
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われわれは
こう考える

英国でもっとも売れたBセグメント
であり、依然としてクラスベストだ
が、クリオのこれまでにない猛追
にさらされている。

クリオには見られない品質の高さ
が感じられるが、地味で、欧州での
価格は高い。

韓国車勢のベスト。価格ではクリ
オに肩を並べるが、運動性能では
遠くおよばない。

ルノーはクリオをもっと印象的なク
ルマにする必要に迫られていた
が、無事に成し遂げた。プリティ
で、活発で、説得力がある。

やや方向性が異なる対抗車だが、
ダウンサイジングの候補として、相
変わらずフィットは人気が高い。

4th1st 3rd 5th2nd

Renault Clio  ROAD TEST

ステアリングホイールとシフトレバーを
革巻きにしたのに、なぜハンドブレーキ
レバーは気にしなかったのだろうか？　
欠点というようなものではないが、誰が
こんな決定をしたのか不思議に思う。
 マット・プライアー

デザインに凝った計器類は好きではな
い。たいていの場合、機能よりもデザイ
ンを優先しているからだ。だが、このク
リオはそうではない。デジタル式スピー
ドメーターと仲よくやっていくことがで
きたし、適切なサイズのインジケーター
と燃料計も視認しやすい。
 マット・ソーンダース

ROAD TEST

AUTOCAR VERDICT 
●オートカーの結論 

Renault Clio 0.9 TCe
「セグメントベストとの比較に耐え得る
	 全方位的高性能を誇るチャレンジャー」

ルノーは新型クリオで、決定的な一歩を踏み出した。こ
の魅力的な5ドアハッチバックは、ユーザーから求め

られているスタイルとパーソナリティ、実用性、そして運動
性能をショールームに送り込もうと奮闘しているルノーか
らの、ある種の意思表明である。新型クリオは、その素晴ら
しい成果だと呼ぶに値するクルマだ。
　とはいうものの、クリオの美点は完璧ではない。見事な
洗練度と運動性能の仕上がり、実用性と魅力的なスタイル
という組み合わせは、一見したところではほかに敵がない

ようにも思える。だが、われわれのテストにおいては、フォー
ド・フィエスタのパフォーマンスと身のこなし、オールラウン
ドな資質が、依然として際立っている。
　しかし、クリオとそれより下位の集団とのあいだにある
隔たりは、フィエスタとクリオのそれよりも確実に大きい。
多くの人が、このクルマを魅力的で新鮮な、フィエスタの比
較対象として考えるはずだ。そしてさらに多くの人が、最近
出会ったハッチバックのなかで、もっとも魅力的かつ万能
な一台であると考えるに違いない。

TESTERS’ NOTES
●テスターのひと言コメント

★★★★★★★★☆☆

No 5104

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）
車両重量（公称値）
CO₂排出量

★★★★★★★★★☆	 ★★★★★★★★☆☆	 ★★★★★★★☆☆☆	 ★★★★★★☆☆☆☆	 ★★★★★★☆☆☆☆

邦貨換算約250万円	 邦貨換算約220万円	 242.0万円	 132.0万円	 邦貨換算約220万円
100ps/6000rpm	 90ps/5000rpm	 105ps/5000rpm	 99ps/6000rpm	 108ps/6300rpm
17.3kgm/1400-4000rpm	 13.8kgm/2500rpm	 17.8kgm/1500-4100rpm	 12.8kgm/4800rpm	 14.0kgm/4200rpm
11.2秒（0-100km/h公称）	 13.4秒	 9.7秒（0-100km/h公称）	 11.5秒（0-100km/h公称）	 11.4秒
180km/h	 182km/h	 190km/h	 182km/h	 183km/h
23.3km/ℓ	 22.2km/ℓ	 18.9km/ℓ	 18.2km/ℓ	 18.2km/ℓ
1101kg	 1009kg	 1100kg	 1020kg	 1240kg
99g/km	 104g/km	 124g/km	 126g/km	 124g/km

VOLKSWAGEN
Polo 1.2 TSI Highline
フォルクスワーゲン・ポロ
1.2TSIハイライン

KIA
Rio 3 1.4
キア・リオ3
1.4

RENAULT
Clio 0.9 TCe Dynamique
ルノー・クリオ
0.9TCeダイナミック

HONDA
Fit 13G Smart Selection
ホンダ・フィット
13Gスマートセレクション

TOP 
FIVE

ハイスペックA/Tを装備するコンパクト
カーがお好みなら、120psの1.2 TCe
仕様の導入を待つべきだろう。それに
のみ、ルノーの新しいエフィシエント
DCTと、最上級トリムのGTラインが設
定されるからだ。

SPEC ADVICE
●購入にあたっての助言

JOBS FOR THE
FACELIFT
●マイナーチェンジ時に望むこと

・CO₂排出量を減らしてほしい。900cc
を下回る新型エンジンなのだから、
100g/kmを切るのに特別な助けは要
らないはずだ。

・組み立て品質に目を光らせてほしい。

FORD
Fiesta Titanium 1.0T Ecoboost
フォード・フィエスタ
タイタニアム1.0Tエコブースト

093www.autocar.jp
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