
 

Dodge ZEO Concept 

 
ダッジ・ZEO コンセプト 

 
表情ゆたかな「2＋2」ダッジ スポーツカースタイルを備えたバッテリー式電気自動車 

 
ダッジブランドの大胆かつエモーショナルな特徴を備えた 4 人乗りの電気自動車「2＋2」スポーツワゴン、2008

年モデル ダッジ・ZEO（Zero Emissions Operation） コンセプトカー。ボディの四隅に配置した 23 インチの    

ホイール、大胆なプロポーション、そして逞しいフォルムを備えた ZEO は、マッスルマシーンインターフェースの若々

しい新しい形を提示します。 

 
ダッジ車のオーナーやこの ZEO コンセプトカーに魅力を感じるドライバーはまちがいなく本物のクルマ好きで     

しょう。マイホーム主義というより、その関心は先進技術にあり、単純な実用性にはこだわらない。環境などへも 

高い意識を持ちながら、同時に「スピードへの欲求」を抑えきれない。ZEO コンセプトはそうしたドライバーのため

に開発されました。 

 
ダッジ・ZEO コンセプト主任エクステリアデザイナーのビル・チェンは次のように話しています。「ダッジ・ZEO コン

セプトでは、電気自動車のデザインはこうあるべきだという従来の概念を打破することを目指しました。電気自動

車もガソリン車と同じく表情ゆたかにデザインすることは可能なのです。ダッジ・ZEO コンセプトはそのことを証明す

るとともに、さらにいくつかの特徴を備えています。」 

 
このため、ダッジ・ZEO のボディは、フェンダーがボディから大きく張り出したアクティブな 3 次元的フォルムを採用

しました。 

 
ダッジ・ZEO コンセプト： テクノロジー 
ダッジ・ZEO コンセプトの先進推進システムは、64 kWh リチウムイオンバッテリーパックによる 100 %電動式で、

航続距離 250 マイル（402 km）以上を達成しています。 

 
後輪を駆動する出力 200 kW（268 hp SAE）の電気モーター1 基を搭載。0～60 mph（0～96 km/h）   

加速時間 6 秒以下と、名高いクライスラーの HEMI®エンジンに匹敵する性能を実現しています。 

 
また、類似の車両とは異なり、多くの機能を搭載し、環境にも配慮した 4 ドア 4 人乗りモデルとなっています。 

 
ダッジ・ZEO コンセプト： エクステリア 
逞しい円形のホイールアーチの間を、張りのある長いベルトラインが走り、ダッジらしくリアで跳ね上がっています。

そしてこの部分で、普通とは逆に傾斜した C ピラーがリアホイールアーチに直接つながっています。 

 



 

おしゃれな A ピラーは、一部「メビウスの輪」から着想を得たもので、長いルーフレールとなってカーブし、ねじれ

て合流しリアに至っています。このためウインドシールドガラスがほぼリアまで伸びる連続した曲面を描くことになり、

前後席とも全周囲が見渡せるほか、外に対しては ZEO の斬新なインテリアを誇示するデザインとなっています。 

 
このほかにも、「シザー」ドア、独立した彫刻的なフォルムを採用した前後のランプ、「ZEO オレンジ」とダークシ

ルバーのボディカラーなどを備え、表情ゆたかなデザインとなっています。 

 
また、「ZEO が電気で走ることを表すデザインとして十字グリルを照明付きとしました。」とチェンは語ります。 

 
ダッジ・ZEO コンセプト： インテリア 
インテリアは、若い層にニーズが高いデザインや装備を考え、有機的なフォルムとワイヤレス技術を採用しました。 

 
ダッジ・ZEO コンセプト主任インテリアデザイナーのルー・ガセフスキーは次のように話しています。「ダッジ・ZEO

コンセプトは、活動的なライフスタイルを持ち、つねに情報やネット上の友人と接しているようなユーザーを意識し

たデザインとしました。」 

 
キャビンは全体を 1 つのフォルムのようにまとめてあります。 

 
ドライバーの前の幅広い傾斜したファブリックの面はドアとクォーターパネルに向けて大きく湾曲し、ついでバック 

パネルをへて反対側のサイドクォーターとドアをめぐり、助手席前の傾斜面へと室内を一周しています。 

 
このデザイン手法によって、通常別々に見える室内の各部が、ひとつに統一されました。ドアとクォーターに設け

たブルーの LED アクセントライティングの細い帯も、バックパネルまで伸ばすことでこの統一感を高めています。また、

インテリアカラーは大部分をスーパーホワイトとし、彫刻作品のような感じを与えています。 

 
スリムなセンターコンソールはフロントウィンドウから斜め下に伸び、ダブルコックピットのような外観をもたらしてい

ます。そしてキャビンを分割しながらフロアをバックパネルまで水平に延びています。また、一般的なスイッチ類や  

画面はコンソール面と高さをそろえるように配置することで、スッキリとした外観となっています。 

 
インストルメントパネルは通常のものとは異なり、ステアリングホイール、ステアリングコラム、メーターをそれぞれ独

立したデザイン要素として扱いました。ステアリングホイールは、2 本のスポークを縦向きに近づけて配置することで、

リム内側の開口部の比率を 80 % とし、視認性を高めています。また、運転席エアバッグや補助スイッチを備えた

奥まったセンターハブは回転せず、リムのみがそのまわりを回転する方式を採用しました。リムのすぐ裏には無線機

能を操作する水平パドルレバーを左右に設けています。 

 
メーター類はステアリングコラムの上を前方に張り出したセンターハブの傾斜面にあります。すなわち、ここに設け

た薄いブルーのアクリル画面に表示されるため、ドライバーの正面に位置することになります。このエレガントなマル

チピースアンサンブルは、ドライバーの必要に応じて位置をホイールリムとともに調節できます。 



 

ドアとクォーターは、幅がしだいに細くなるダークグレーのパネルにより上下に 2 分割されており、下部は室内に

向かって湾曲してアームレストとなっています。また、ミルドアルミニウムのドアハンドルを斜めに配置し、アクセントと

しました。 

 
また、スーパーホワイト レザーシートには、コントラストカラーのコッパーヘッドステッチを施しています。4 つのバケッ

トシートはいずれも、シートクッションとバックに曲面をつけたボルスターを採用し、快適性を最大限に高めました。

スリムなヘッドレストは、使用しない場合はシートバック上部にすっぽりと収納することができます。シートシェルは、

ミルドアルミニウム製で、フロントシートバックにはビデオモニターを内蔵しています。 

 
大胆なエクステリアと曲線を強調した彫刻のようなインテリアを備えた ZEO コンセプト。高い価値と表情ゆたか

なデザイン、便利な装備を重視するダッジのお客様に強くアピールするモデルです。 

 
 



 

ダッジ・ZEO コンセプト 参考主要諸元 

 
タイプ   バッテリー式電気自動車、パフォーマンスセダン 
  「2＋2」シート 

 
重量及び寸法 
重量 2,650 ポンド / 1,202 kg 

車両総重量 3,400 ポンド / 1,542 kg 

全長 172.8 インチ / 4,390 mm  

全幅（H ポイント位置） 68.6 インチ / 1,743 mm 

全高 50.8 インチ / 1,290 mm 

ホイールベース 109.9 インチ / 2,792 mm 

カップル 1-2 29.2 インチ / 742 mm 

フロントオーバーハング 32.8 インチ / 832 mm 

リアオーバーハング 30.1 インチ / 765 mm 

トレッド（前） 64.1 インチ / 1,628 mm 

トレッド（後） 65.8 インチ / 1,671 mm 

アプローチアングル 10.2 度 

デパーチャーアングル 24.6 度 

最小回転直径 40 フィート/12.2 m 

最大全幅 76.5 インチ/1,944 mm 

 
パサートレイン及びサスペンション 
レイアウト 後輪駆動 

 
モーター   電気モーター1 基 

 出力：200 kW (268 hp SAE) 

 回生制動 

 
バッテリー   64 kW リチウムイオンバッテリーパック 

 
サスペンション フロント： SLA 

 リア： SLA 

 
ホイール及びタイヤ 
タイヤサイズ（フロント） P225/40R23 x 8 30.1 インチ / 764 mm 

タイヤサイズ（リア） P255/40R23 x 9 31.0 インチ / 788 mm 

タイヤメーカー グッドイヤー製 



 

 
エクステリア及びインテリアカラー 
エクステリア オレンジメタリック 

インテリア スーパーホワイト 

 
キーパフォーマンス 
0-60 mph (0-96 km/h) 5.7 秒 

スタンディング ¼ マイル (0.4 km) 11.0 秒 

トップスピード 130 mph / 209 km/h 

オールエレクトリック レンジ 250 マイル / 402 km 

燃費 120 mpg / 約 2.0 L/100 km 


