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マルチに使える優れた機動⼒︕ コストパフォーマンスの⾼さも魅⼒

 ⼀時期のビッグスクーターブームで、250cc以上の
スクーターの開発に拍⾞がかかり、⼤柄で装備も豪華
になったことで価格も⾼騰した。そのブームが去った
のは、簡単に⼿が出ない⾦額に、若いライダーが離れ
ていってしまったことが⼤きな原因だ。ビッグスクー
ターは欧州のライダーもターゲットに置いていたこと
から、ある意味しようがない事だっただろう。そんな
状況を打開すべく、⽩⽻の⽮が当てられたのが東南ア
ジア市場から⽣まれた125/150ccスクーター。お値段
も⼿ごろでサイズもコンパクト。さらに維持費が安い
こともあって、若者はもちろん、ベテランライダーの

セカンドバイクとしても脚光を浴び、今に⾄る。その中⼼となったのがPCXだ。
 PCXは125cc、150ccともにベトナム⽣産だ。東南アジア系のスクーターは、荒れた路⾯や不整地での⾛破性を
⾼めるため⼤径ホイールの採⽤が特徴で、PCXにも前後14インチホイールが採⽤され、タイヤも扁平率が低く細め
のタイヤを履いている。250ccスクーターが軒並み50万円を⼤きく超える今、30万円台という価格はやはり魅⼒
だ。

 都内の⼀般道を⾛っていて、このバイクを⾒ない⽇は無いと⾔えるほど販売は今も好調。その125ccのPCXの⼈
気を背景に、⾼速道路を利⽤できる150cc版として2012年4⽉に登場したのが今回試乗したPCX150だ。フレーム
や外観のデザインが同じなので125とは⾒た⽬には違いが分からない。価格もPCXと⽐べて150のABS無しが約3万
円、ABS付きが約5万円⾼いだけ。保険を始めとする諸費⽤の関係で、やっぱり原付⼆種のPCXの流通が圧倒的なの
だが、スタートからの加速の上乗せや、80km/hまでの到達時間の短さは、150オーナーの優越感を満⾜させるだろ
う。

ちょっと⾼くても ぜひABS付きをオススメしたい︕

 試乗前にまずPCXの熟成をおさらいしてみた。初代から2年後の2014年4⽉にマイナーチェンジを受けて全灯⽕類
をLEDに変更。フロントとリヤカウルがシャープになり、燃料容量が5.9→8.0ℓに拡⼤。そして2018年4⽉に発売さ
れた現⾏の3代⽬はフレーム構造がアンダーボーンから、モーターサイクル同様のダブルクレードル構造に変更さ
れ、⾞体の剛性が⼤幅に上がった。初代からアイドルストップ機能の付いた⽔冷4スト単気筒「eSP」エンジンを搭
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載するが、モデルチェンジ毎に改良を加え、加速や中
回転域の伸びを向上させてきたという。また、装備⾯
では、現⾏モデルからスマートキーが採⽤されたこと
も⼤きなポイントだ。

 今回試乗したのは150のみに設定されているABS付
きモデル。エンジンをかけてみると思っていたより⿎
動感があり、⾳量規制が緩和された影響なのか、
150ccとは思えないほど勇ましい⾳がする。⼀時期、
環境への配慮から消⾳が進んで、クルマもバイクも周
囲の⼈が⾞両の接近に気付きにくいという現象もあっ
たが、個⼈的にこのくらいの排気⾳があったほうが注意喚起にもなっていいと思う。ポジションもグッド。グリッ
プ位置や⾜の置き場も街中を⾛るにはちょうどいい。⾝⻑182cmの⾃分でも、ツーリングをメインにするなら、ち
ょっとコンパクトかな、と思うくらいだ。⾛り出してすぐに気付いたのは、直進安定性のよさ。前後ホイールが⼤
径で、フレーム剛性が強化されたことも⼤きいだろう。スポーツバイクのように、ハンドルから⼿放ししても不安
なく真っ直ぐ進むし、外乱にも強い。スロットルを開けると、スクーターの駆動系特有の⼀瞬の体ラグはあるが、
80km/hまでよどみなく加速する。スクーターと⾔うより、モーターサイクルに近い乗り味と⾔えるだろう。

 特筆したいのはブレーキ。フロントブレーキが良く効く。ABSが付いているためか、⼀般的なスクーターに採⽤
されているブレーキより、明らかに強⼒だ。試しにABSを効かせようと、何度か前輪フルブレーキングを試みた
が、ABSが働いている感覚が無い。最近のホンダのABSは秀逸なので、作動していると気付かないだけかもしれな
いが、このブレーキであれば、荒れた路⾯や⾬天も安⼼だ。街中を流して⾛っているぶんには、左⼿の前後連動ブ
レーキだけで事⾜りるだろう。購⼊するなら絶対にABS付きにすべき。価格も約2万円しか変わらないのだから。

 速度は80km/h以上はあまり伸びないが、0km/hから80km/hまでの到達時間は、⾞重の軽さもあって250ccス
クーターとあまり変わらない。試乗⾞にはオプションのETCが付いていたが、まるで標準装備のようにセットされ
ていた。⾞載器の装着やアンテナも取付けが簡単にできるよう考慮されている、と聞いて納得だ。
 今回の試乗では、⼀般道と⾼速道路を約200km⾛って燃費は48.8km/ℓ。燃料タンクの容量は8ℓなので、1回の給
油で400km近く⾛れてしまうのは、普段燃費のあまり良くない⾞両に乗っている⾃分には、すごく魅⼒的だ。通勤
や通学、お買い物のセカンドバイクとしてだけでなく、ふらっとツーリングにも出かけたくなる1台だ。

●⾜つきチェック(ライダー⾝⻑182cm)

シート⾼760mmは、150ccスクーターとしてはちょっ
と⾼めの数値でフロアボードも広めだが、シートの⾓が⼤きくカットされ、⾜が降ろしやすい形状であるため、標
準的な体形のライダーなら両⾜がしっかり接地する。
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