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VW Golf GTI VWゴルフGTI

羊の皮をかぶった狼、ただし結局は理性的──歴代ゴルフGTIはどれもそんなクルマだ。
だからこそ新型には、ハートに火を付けてくれるようなパッションを期待したのだが……。
photo: Stan Papior

WE LIKE 落ち着き、能力の幅広さ、伝統あるバッジの魅力

“GTI”の書体は初代以来、同じものが使
われている。これまではフロントとリヤの
控えめなバッジのみだったが、今回はフェ
ンダーにも取り付けられた。

テスト車両は、ゴルフGTIに標準の18イ
ンチ“オースティン”ホイールを装着して
いた。19インチで分割5本スポークの“サ
ンティアゴ”ホイールがオプション設定さ
れている。

初代がグリルの縁取りに赤を選んだのは、それが
スポーティに見えるという理由からだった。最新の
GTIもそれを踏襲するが、グリルだけでなく、ヘッ
ドライトハウジングのなかにまで延長されている。

ハニカムメッシュのフロントエアインテークは、これまで
黒いプラスティックで囲まれていた。新型ではボディ同
色のフレームが周囲に配されるようになり、より強調さ
れている。
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MODEL TESTED ◎テスト車輌概要

●モデル名：VWゴルフGTI
●車両本体価格：邦貨換算約440.0万円●日本発売時期：未発売
●最高出力：230ps/4700-6200rpm●最大トルク：35.7kgm/1500-4600rpm
●0-97km/h加速：6.5秒●113-0km/h制動距離：45.3m●最大求心加速度：1.03G
●テスト平均燃費：13.8km/ℓ●二酸化炭素排出量：149g/km

リヤスポイラーはルーフラインと面を揃え、リヤ
ウィンドウにも連続するスッキリとしたデザイン
である。下半分がブラック塗装されるのは、初代
GTIの黒いスポイラーをイメージしての処理。

ゴルフⅥではボディサイドなかほどからリヤに
かけて引かれていたキャラクターラインが、Ⅶ
では短くなっている、Cピラーのカーブがわかり
やすくなった。

ラジオアンテナがグロスブラックなのは、それ
がスポーティモデルの特徴だからだという。白
や赤のボディには映えるが、ほかの外装色では
単なる未塗装部品に見えるかもしれない。

黒いディフューザーからは左右出しのエグゾー
ストがのぞいている。直4エンジンにツインパイ
プの必要性はないが、シンメトリーな配置はルッ
クス面で魅力的に映る。

WE DON’T LIKE 先代に比べて少しも増えていない刺激、パフォーマンスパック選択時の高コスト、効きが明確でない電子制御デフ

　1975年のフランクフルト・ショーでデ
ビューを飾ったゴルフGTIは、その年の数少な
い目玉だった。多くのクルマ好きの琴線に触れ
たが、英国では1977年に左ハンドル仕様の初
代がわずかな台数のみ輸入されるにとどまっ
ている。しかし1989年には2代目が1万6000
台も販売され、一世を風靡するにいたった。そ
の後、3代目と4代目は期待にそぐわない出来
映えだったものの、5代目と、それを踏襲した
6代目は輝きを取り戻し、ファンの望む姿が
戻ってきたと評価されている。とくに、周年記

  HISTORY 絶賛と失望、そして復活

念モデルである2006年の5代目“エディショ
ン30”（日本未導入）と2011年の6代目“エディ
ション35”は、パワーアップや特別装備で差別

化が図られ
た 人 気 の
限定車だ。

ゴルフGTIは1975年デビュー。
多くの固定ファンをつかみ、ブランドを確立した。
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ON THE INSIDE

COMMUNICATIONS
コミュニケーション
標準モデルのゴルフでも、Bluetoothと外部入
力端子によってハンズフリー通話などが可能な
オーディオが標準装備されている。欧州仕様で
は、スマートフォンなど手持ちのデバイスと車
両側のアンテナを連携させ、受信性能とバッテ
リーの保ちを向上させる先進の電話接続システ
ムが、5万円ほどで用意される。

NAVIGATION
GPSナビゲーション
GPSナビは標準装備されない。エントリーレベ

ルのシステム（ディスカバー・ナビゲーション）は約
11万円だ。テスト車両に装着されていたのは
約26万円のディスカバー・プロ上級オプション
で、音声操作とフル3Dマップディスプレイが
含まれる。

ENTERTAINMENT
エンターテインメント
エントリーレベル向けゴルフでさえ、5.8インチの
タッチスクリーンと8スピーカーのオーディオが標準
装備だ。テスト車両はオプションの8インチディスプ
レイと、出力400Wという10チャンネルデジタルア
ンプを備える、約8万円のディナウディオ・サウンド
パックを装着していた。

運転に直接かかわるスイッチ類がセレクターレ
バー左に並ぶ。いちばん上は走行モード選択、
中央はアイドリングストップ解除、いちばん下
は長押しでトラクションコントロール解除だ。

ステアリングホイールのGTIバッジはすっきりと収まっている
が、タータンチェックのシート地はややくどい印象だ。パターンは
以前の“ジャッキー”から、“クラーク”と呼ばれる新柄に変更され
ている。

走行性能にかかわるデバイスのセッティングを個別選択する、ドライバー
プロフィールセレクションの画面。ただし、コンフォートとスポーツの各ダ
ンパーモードを選択するには、約12万円のオプションとなるアダプティ
ブシャシーコントロールが必要だ。
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WHEEL AND PEDAL 
ALIGNMENT 
ステアリングホイールとペダルの配置

VWグループのMQBプラットフォームは、ひろびろとした後席スペースをもた
らす。レッグルームは昨年にテストしたフォード・フォーカスSTと同じ850mmだ。

トランクではMQBプラットフォームの恩恵がさらに実感できる。最小容量は
380ℓで、シートを倒すとさらに890ℓがプラスされる。

幅：980-1260mm

奥行き：740-1630mm

高さ：400-780mm

FRONT
テストラボが使えなかったが、こ
のGTIの前方視界はまさに標準
的なレベルにある。肩越しの視界
と後方視界は良好だ。

HEADLIGHTS
GTIにはほかのモデルではオプシ
ョン扱いの、高性能セルフレベリ
ング式バイキセノンヘッドライト
が備わる。

HOW BIG IS IT? 
サイズはどれくらい？

VISIBILITY TEST 
視認性テスト

タータンクロスのシートが、ダークカラーに占められたキャビンに明るさを
もたらす。エルゴノミクスは、ハッチバックとしてはほぼパーフェクト。

不満はない。標準モデルのゴルフと同様、
スロットルペダルのオフセットが大きい
が、実際に測定するまでテスターは誰ひと
りそれに気づかなかった。シートとステア
リングコラムのアジャスト幅は広く、オー
ルラウンドな素晴らしいエルゴノミクスに
寄与している。

標準的なシート位置での
足元スペース：850mm
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たとえ“GTI”という文字をどんなに頻繁に目に
するようになっても、多くの人びとにとってそ

れが想起させるクルマはひとつしかない。それは
初代モデルのおかげというよりも、途切れなく続い
ている歴史があればこそである。
　VWゴルフGTIは、現在のオートカーのロードテ
スト担当メンバーが生まれた頃から販売されてい
るモデルだ。他メーカーもホットハッチを40年近く
造り続けているが、このジャンルにおいてVWが成
し遂げたほど、単一モデルのアイデンティティを人
びとの心に刻み込むにはいたっていない。
　ゴルフGTIは、自らが開拓したクラスの象徴とし
て頭ひとつ抜けた存在かもしれない。しかし、この
クラスのトップと認められたことはあまりない。代わ
りにVWは“ホット”の概念を可能な限り薄く引き延ば
し、幅広い魅力を持つクルマとして仕立て上げる
作業にこれまで終始してきた。
　そんな従来のスタンスに、今回は変化が起きた。
ルノー・メガーヌ265やフォード・フォーカスSTを絶
賛するわれわれの目を自分たちに向けさせようと、
限定車を除けばはじめて、ゴルフGTIにハイパ

フォーマンスバージョンを設定したのだ。パワーと
走行性能のアップによって再び主役の座にふさわ
しいクルマとなったのか、それを確かめたい。

DESIGN&ENGINEERING
意匠と技術
★★★★★★★★☆☆
　“濃い”印象は、やはり今回もない。30年以上に
わたる歴代モデルのオーナーたちも、GTIをはじめ
て見た母親から「暴走族みたい」と言われた記憶は
ないはずだ。VWは新型GTIの、“路上におけるかつ
てない印象的な立ち姿”をアピールするが、われわ
れとしては同意しかねる。しかしながら、既存路線を
踏襲したのは正解だ。新型もこれまで同様、その外
観から悪印象を抱かれたりはしないだろう。
　メカニカルな構成もお馴染みの内容だ。スペッ
クは2年前に予想できた範囲内である。サスペン
ションはフロントがマクファーソン・ストラット、リヤ
がマルチリンクで、車高は標準モデルのゴルフよ
り15mm低い。2.0ℓ直4ターボは、スタンダード仕
様で220psを発揮する。テスト車両の実測重量は

1450kgだった。ここまでは、予想的中とまではい
わないまでも、かなり近い。
　3世代目となった“EA888”型直4ユニットは、お
もにシリンダーヘッドの設計見直しによってユーロ
6排ガス規制に適合する。排気はタービンに送られ
る前にヘッド内で冷却される構造となった。また、マ
ルチポイントインジェクションと直噴機構を組み合
わせたデュアルインジェクションシステムも導入し
ている。さらに2モード式リフトの排気バルブ、アイ
ドリングストップ、暖機時は全循環経路を閉鎖する
インテリジェント冷却システムなどを装備し、内部
フリクションの軽減も図られている。
　これまでの常識から少々はずれたのは、パフォー
マンスキットを備えた派生モデルの追加だ。トルク
は35.7kgmのままだが、パワーが10ps増となり、
リヤのブレーキディスクがソリッドからベンチレー
テッドに変更されるほか、電子制御式のデフロック
機構もフロントに加わる。
　もうひとつ特徴的なデバイスとして、可変ギヤ
式のステアリングラックが挙げられる。これは舵角
が増すにつれてギヤ比がクイックするもので、結果



193km/h

22.6s

177km/h

18.6s

48km/h 64 80 97 113km/h 129km/h 145km/h 161km/h

2.6s 3.7s 7.7s4.7s 6.3s 15.0s9.7s 12.1s

20s0 10s5s 15s

193km/h

25.1s

177km/h

20.2s

48km/h 64 80 97 113km/h 129km/h 145km/h 161km/h

2.9s 3.8s 8.7s5.0s 6.5s 16.4s10.8s 13.5s

20s0 10s5s 25s15s

48-0km/h

48-0km/h

80-0km/h

80-0km/h 113-0km/h

113-0km/h

45.3m

52.6m25.6m

23.3m

9.1m

8.4mDRY

WET

20m10m 40m30m0 50m

　有能で正確、そして速いのだが、ドライ
バーに羽目を外させる余地は持っていな
い。それが半日かけて新型ゴルフGTIで
サーキットを走っての感想である。これこ
そが、歴代ゴルフGTIをサーキット走行会
で見かけることが少ない理由の説明なの
かもしれない。

　しかし、あるひとつの領域においてだけ
は、VWに絶大なる賛辞を送らねばならな
い。ドライサーキットを90％ほどのペース
で走らせるのがとても容易なのだ。もちろ
んDSGのシフトパドルが、その仕事を楽
にしてくれている要素のひとつなのは確
かである。だが、それ以上に、アップグレ

ードされたブレーキの一定したペダルフィ
ールと扱いやすいステアリングシステム
の功績が大きい。おかげでエントリーから
アペックスまで、毎回、正確な操作が可能
になるのだ。
　しかし、それも残る10％に踏み込むま
での話である。そこからの領域では、ボデ

ィコントロールこそ依然として揺るぎない
が、シャシーバランスが徐々に崩れ、アペ
ックスが正確にとらえられなくなる。重要
なのは、そこまで頑張ったところで、得ら
れる愉しさや達成感などの見返りが、ほか
の場面で得られるよりも小さいという事実
だろう。

■ドライサーキット
VWゴルフGTI
ラップタイム：1分18秒1
フォード・フォーカスST-3
参考タイム：1分16秒7

フォーカスほどの愉しさはなく、し
かも速くない。だが、苦労せずに速
く走らせることができ、サーキット
を攻めるときにはとても助かる。

TRACK NOTES サーキットテスト

ON THE LIMIT 限界時の挙動

VWゴルフGTI

2速ギヤでのT5からの脱出は、LSDが脚光
を浴びるチャンスとなるはずだったが、もっ
とシンプルな構造のフォーカスSTのそれよ
り優れた動作だとは確認できなかった。

鋼のような安定感のおかげで、もっと
も速度が高まるT4とT6のふたつの
コーナーを全開で抜ける際にも、ドラ
イバーの度胸試しにはならない。

■ウェットサーキット
VWゴルフGTI
ラップタイム：1分19秒1
フォード・フォーカスST-3
参考タイム：1分15秒5

ウェット路面がグリップを奪ってさえ、ゴ
ルフGTIのハンドリングは驚くほど正
確だ。おそらくフォーカスST以上だろ
う。ただ、愉しさの点では、ここでもや
はりライバルにかなわない。

テールが暴れるコーナーと
して悪名高いT4でも、GTI
のリヤサスの実直ぶりを失
わせることはできない。

ダイレクトなステアリングのおかげ
で、手首を軽く返すだけでタイトな
T2とT8をさっさと片付けられる。

■発進加速
テストトラック条件：乾燥路面/気温17℃
0-402m発進加速：15.4秒（到達速度：155.6km/h）
0-1000m発進加速：27.3秒（到達速度：199.7km/h）

フォード・フォーカスST-3

■制動距離
97-0km/h制動時間：2.50秒

ON THE ROAD
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的にロックトゥロックは2回転少々となっている。ギ
ヤボックスは6段M/Tが標準だが、テスト車両はオ
プションの6段DSGだった。

INTERIOR
室内
★★★★★★★★☆☆
　新型ゴルフとは今年初頭からの付き合いだが、
目隠しして鎖で編んだ手袋でもはめていない限り、
この室内を他車と間違えるなど考えられない。ノー
マルのゴルフは洗練された、いかにも実用車然と
した設えだ。スイッチ類の配置、構造体の剛性、エ
ルゴノミクスの正しさは、一朝一夕にできる仕事で
はなく、40年近い歴史が明確に現れている。ホット
モデルのGTIは、そこにコンサバなテイストを、少
ないコストでプラスしている。初代へのオマージュ
であり、GTI的には精一杯のレーシーな演出でもあ
るタータンチェックのシート地も健在だ。
　VWオーナーの大多数は慎重で中庸志向だか
ら、こうした地味さは問題視されないだろう。スポー
ツタイプのシートも拘束具のようなヴォグゾール・ア
ストラVXRほどではなく、適度に優れたサポート性
を発揮する。高さ調整は当然だが、手動によるラン
バーサポート調整や赤いステッチといった、価格上
昇分に見合ったおまけも散見される。
　ドライビングポジションはノーマルでもGTIでも
ほとんど同じだが、これも問題はない。基本的な位
置決めが、すでに十分スポーティなのだ。それでい
て視認性は良好。操作系は、整然としたダッシュ
ボードに適正な高さと位置関係で配置されている
ので、認識しやすい。後席には大人が快適に座れ
る空間が確保されている。荷室は、後席を倒せば
1270ℓまで広がる。おもなライバルよりも広くなっ
ており、実用性は高い。

PERFORMANCE
動力性能
★★★★★★★☆☆☆
　動力性能の塩梅は、このクルマを開発するうえ
で最大の難所となる。GTIには、ドライバーにスリ
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GTIは従来同様、XDS（XDS＋
と呼ばれる新型）を備える。こ
れはESPの発展型で、前後内
輪にブレーキをかけて敏捷性
を高める。

　これまでの前輪駆動車は、そのほとんどがオープンディファレンシャルだった。純粋な
機械式LSDを装備したモデルといえば、フォード・フォーカスRSやヴォグゾール・アストラ
VXRが代表格だろう。そして、ディファレンシャルロックと同様の機能を持つESPとしては、
フォード・フォーカスSTのトルクベクタリングなどが存在する。
　しかし、電子制御式ディファレンシャルロックを備えた量産FF車は、VWによればこのゴ
ルフGTIしかないという。VAQと銘打たれたそれの正体は、ハルデックス式多板クラッチ
デフだ。電気モーターでポンプを駆動して油圧を発生させ、多板クラッチを必要に応じて制
御することで、左右前輪のあいだでスリップ量をコントロールしている。VWはサーキットで
このデバイスのテストを繰り返してきたが、今回いよいよ市販化にこぎ着けた。ESPを用い
るXDSの進化版も併用し、より積極的で効率に優れた差動制限を実現しようとしている。
　後輪駆動車では、ジャガーFタイプV8 Sが同様のシステムを使用している。完全機械式
のLSDに対する電子制御化のアドバンテージはより洗練された作動制御にあるが、FF車
に関して、ステアリングへの干渉が減らせるメリットもある。一方でデメリットとしては、電子
制御は必然的に起動までのロスタイムが発生することと、システムが多少だが重くなるこ
とが挙げられる。ただしVWは、ゴルフGTIではノーマル車とパフォーマンスパック装着車
に、ウェイト上での違いはないと説明している。

テスト車両はアクティブシャシーコントロールを装備し、乗り心地は良好だった。

UNDER THE SKIN 市販FF初の電子制御LSD
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ルと興奮を味わわせる能力が必要だ。しかし、VW
がいたずらなパワーアップというアプローチを選
んだなら、GTIらしいそれは得られないだろう。
　したがって、この7代目のホットモデルも、力任せ
の直線番長にはなっていない。今回のテスト車両
は0-97km/hで6.5秒、0-161km/hで16.4秒を記
録した。ライバルに対して十分な競争力を持ってい
るが、このレベルの前輪駆動ホットハッチとしては
少々ありふれた数値でもある。パフォーマンスキッ
トとDSGを装備したうえで、という付帯条件も忘れ
てはいけないところだ。
　加速タイムを削りきれない唯一の要因は、満足
のいくローンチコントロールモードの不在だ。多く
のASRシステムがそうであるように、トラクション
コントロールをオンにした状態でパーフェクトなス
タンディングスタートを行うには、ソフトウェアによ
る規制が厳しすぎる。一方で、オフにした場合はギ
ヤボックスの補正機能が過剰に働き、駆動輪が手
に負えないほど盛大にスピンしてしまう。M/T仕様
であれば0-97km/hは少なくとも0.2秒短縮し、
フォーカスSTやメガーヌ265に近いタイムが記録
できるのではないだろうか。
　エンジンを高回転まで回してみれば、そこでのス
リルよりもフレキシビリティに重点を置いたチュー
ンだとわかる。荒々しいサウンドとボディブローの
ように強烈な加速を存分に堪能できるのは、2500
から4000rpmのあいだに限られる。これは現実世
界でのオーバーテイクや、瞬間的なレスポンスが
求められる際の回転域である。
　きっちりレッドラインまで回してサーキットや峠道
を飛ばすような場合は、少々物足りなく感じる。た
だ、絶対的に不足しているというわけではなく、ラ
イバルとなるホットハッチと比べたときにそう感じ
るという相対評価においての話だ。
　それに対してわれわれが評価を下しかねている
のが、この手のクルマに積まれたDCTに関する部
分である。手の届きやすい価格でペダルと同じ数
のパドルが付いたドライバーズカーがほしいと
思っているなら、これよりも優れたクルマはそう多く
ない。GTIのDSGは、自動変速がスムーズで賢く、

マニュアルモードでは素早くシフトしてくれる。けれ
ど、もっと虜になるようなドライビングを求めている
なら、やはりマニュアルがほしくなるだろう。

RIDE&HANDLING
乗り心地と操縦安定性
★★★★★★★★☆☆
　英国の、決してスムーズとはいえない道路との
好相性ぶりは健在だ。オプションのアダプティブ
シャシーコントロールシステムを装備しているテス
ト車両は、ノーマルモードでは不整路面にきっちり
と対応できるしなやかさを示した。限界に達したと
きにも、強固な支持剛性のおかげで寸分の狂いも
ない足捌きを見せる。スポーツモードでさえ、公道
走行で文句の出ない柔軟性だ。これはすべての
ホットハッチにできることではない。
　ここから見えてくるのが、運動性能に関するゴル
フGTIの変わらぬ個性だ。クラス屈指の“実用主義”
である。ホットハッチというカテゴリーと相容れない

ように聞こえるかもしれないが、このクルマの美点
を見れば、矛盾していないのは明白だ。ステアリン
グはとても軽いが、切り込みすぎてしまうような類
のものではない。あくまで入力に比例した反応が得
られ、安定したハンドリングに終始する。常に正確
で、扱いにくさを覚えたりはしないはずだ。乗り心地
は、英国の荒れた道路でも躾けのよさを感じさせ
る。少々活気のあるクルマを運転しているとドライ
バーに気づかせる程度の鋭さはあるが、決してそ
れ以上に出過ぎたものではない。
　新型ゴルフGTIは、歴代がいずれもそうであった
ように、日常的に使えるパフォーマンスカーだ。だ
が、裏を返せば必然的に、しびれるような走りで衆
目を集めるタイプではないということになる。めくる
めくドライビングプレジャーや瞬発的なコーナリン
グレスポンス、首が痛くなるようなグリップレベル
などを求めているなら、最適とはいいがたい。
　せっかくのハイパフォーマンス仕様でさえ、それ
を覆せなかったのは残念だ。公道でもサーキットで
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■発進加速
実測車速mph（km/h） 秒

30（48） 2.9

40（64） 3.8

50（80） 5.0

60（97） 6.5

70（113） 8.7

80（129） 10.8

90（145） 13.5

100（161） 16.4

110（177） 20.2

120（193） 25.1

130（209） 32.2

140（225） -

150（241） -

■エンジン
駆動方式：横置き前輪駆動
形式：直列4気筒, 1984cc
ブロック/ヘッド：鋳鉄/アルミ軽合金
ボア×ストローク：φ82.5×92.8mm
圧縮比：9.6:1
バルブ配置：4バルブDOHC
最高出力：230ps/4700-6200rpm
最大トルク：35.7kgm/1500-4600rpm
許容回転数：6700rpm
馬力荷重比：162ps/t
トルク荷重比：25.4kgm/t
比出力：114ps/ℓ

■メカニカルレイアウト
スタンダードモデルのゴル
フⅦとGTIとのあいだに大
きな違いはない。エンジン
は直4、レイアウトは横置
きFFで、トランスミッショ
ンはM/TもDSGも6段だ。
車高は異なるが、サスペン
ション形式は同じである。
ただし、LSDと大型ブレー
キは、パフォーマンスパッ
ク専用装備だ。

■燃料消費率
オートカー実測値 消費率
総平均 11.3km/ℓ
ツーリング 13.3km/ℓ
動力性能計測時 4.5km/ℓ
メーカー公表値 消費率
市街地 12.4km/ℓ
郊外 18.5km/ℓ
混合 15.6km/ℓ
燃料タンク容量 50ℓ
現実的な航続距離 563km
CO₂排出量 149g/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（電動アシスト）
ロック・トゥ・ロック：2.1回転
最小回転半径：10.90m

■ブレーキ
前：φ340mm通気冷却式ディスク
後：φ310mm通気冷却式ディスク

■シャシー/ボディ
構造：スティールモノコック
車両重量：1402/1450kg（実測）
抗力係数：0.31
ホイール：7.5J×18in
タイヤ：225/40R18, ダンロップSPス
ポーツマックスGT
スペアタイヤ：補修キット
■変速機
形式：6段DCT
ギヤ比/1000rpm時車速〈km/h〉
①2.92/8.6②1.79/14.2
③1.14/22.0④0.77/32.8
⑤0.8/43.6⑥0.63/55.4
最終減速比：4.76（1/2/3/4速）, 
 3.44（5/6速）

■安全装備
アイドリング：43dB
3速最高回転時：75dB
3速48km/h走行時：61dB
3速80km/h走行時：65dB
3速113km/h走行時：68dB

■安全装備
ABS, HBA, ESP, EDL, ASR, XDS+
Euro N CAP/ 5つ星
乗員保護性能 : 成人94％, 子供89％,
歩行者保護性能 : 65％
安全補助装置性能 : 71％

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。

クラストップレベルのエミッション性
能を誇る。この点に関しては、ルノー
やフォードはもちろん、BMWさえ
GTIの後塵を拝する。

昨年にテストした2.0TDI仕様に対
する重量増加分。デフやDSGの搭
載、ホイールやブレーキの拡大がそ
の要因だ。

ROAD TEST 

149g/km

60kg

■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

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

20-40（32-64） 2.1 3.5 7.4 - -

30-50（48-80） 2.3 3.1 4.7 7.7 12.7

40-60（64-97） - 3.2 4.6 6.4 9.8

50-70（80-113） - 3.3 4.7 6.8 8.9

60-80（97-129） - 3.8 5.0 7.1 9.6

70-90（113-145） - 4.7 5.2 7.5 10.5

80-100（129-161） - - 5.6 8.3 11.6

90-110（145-177） - - 6.7 9.2 13.3

100-120（161-193） - - 8.7 - -

110-130（177-209） - - 11.7 - -

120-140（193-225） - - - - -

130-150（209-241） - - - - -

140-160（193-257） - - - - -
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も、このゴルフのハンドリング能力を深く掘り下げ
て、新機軸のディファレンシャルの手応えをつかも
うとしても、徒労に終わる。結局このGTIには、真に
魅力的なホットハッチに見られる貪欲なまでのフロ
ントサスペンションがない。スロットルをオンにして
もオフにしても、プレッシャーがかかる状況下でハ
ンドリングが生き生きとはしてこないのだ。ただた
だグリップしているだけで、しかもそのグリップも
徐々に消え失せていく。

BUYING&OWNING
購入と維持
★★★★★★★☆☆☆
　GTIに複数バージョンを設定するのは、VWから
すればさほど目新しい試みではない。過去2世代で
は遠ざかっていたが、15年前には8vと16vのいず
れを選ぶかは大きな議論の的だった。VWがはじめ
てリミテッドスリップデフというきわめて魅力的な
デバイスを用意したのは確かにトピックだが、おか
げでハイパフォーマンスエディションは450万円
以上にまでに価格が跳ね上がった。ゴルフGTIが
ホットハッチ市場における高価格帯に属するのはは
じめてではないが、今回のテスト車両がスターティ
ングプライスの時点でフォーカスSTのベース仕様
であるST-1よりも120万円近く高いとなれば、GTI
信者でも眉毛をつり上げるはずだ。
　とはいえ、いいニュースもある。パフォーマンス
キットをあきらめ、3ドアのすっぴんGTIを選べば、
約390万円からとはるかに出費を抑えることがで
きる。しかもその装備内容は、フォーカスST-1より
もはるかに充実している。
　加えてエミッション性能も優秀だ。パフォーマン
スキットを選択し、さらに6段M/Tにこだわった場
合、CO₂排出量はわずか139g/kmである。これは
フォード・フィエスタSTより1g/km多いだけだ。
DSGを選んでも149g/kmを切る。公称燃費はM/
Tが16.7km/ℓ、DSGが15.6km/ℓで、現行のホッ
トハッチとしては最高の部類である。



われわれは
こう考える

並み居るホットハッチのなかでもと
りわけホットなモデル。再びトップ
に選出する理由としては、それだ
けで十分だろう。

能力も信頼性も高いが、何しろ値
段も高い。魅力的だがクラストップ
ではない。

速く激しい。インパネも内外装も
素っ気ないが、それを差し引いても
あまりあるほど愉しい。

秀ゴルフと比べると、幅広い才能
という点で肩を並べ、愉しさの点で
上回り、価格はかなり安い。

パワーと価格の点では1クラス上
だ。室内についても同様。ただ、
FFのライバルに比べて落ち着き
に欠ける。

4th2nd 5th3rd1st

VW Golf GTI  ROAD TEST

新採用の可変レシオステアリングには
賞賛を送りたいが、ゴルフⅤGTIの、至
福なほど誠実なセットアップが恋しい。
クレバーでも刺激的でもなかったが、イ
ンフォメーションは正確だった。

 マット・プライアー

テスト車両に、英国仕様車には標準装
備されるはずの、車間距離自動コント
ロールが付いていなかった点に触れて
おきたい。安全装備の有無で、保険料
率はかなり上下する場合がある。

 ニック・キャケット

ROAD TEST

AUTOCAR VERDICT 
●オートカーの結論 

VW Golf GTI
「素晴らしくオールラウンドなポテンシャルの
	 持ち主だが、期待したほど刺激的ではない」

とてもじゃないが、期待どおりの結果とはいえない。新し
いプラットフォーム、増加したパワー、より充実した装

備、クラストップレベルの経済性、そして電子制御LSDさえ
も手にしていながら、新型ゴルフGTIは旧モデル同様、トッ
プ5中の3位止まりだったのである。これほど確実な増強に
もかかわらず、この新型は先代モデルとほとんど変わらな
い可能性しか持っていないということだ。
　その一方で、高い信頼性や安全性、そして力強さといっ
た特性は依然として比類なき水準にある。速くて燃費に優
れ、快適で有能だ。能力の限界を露呈するような場面には

ほとんどお目にかかれないし、ライバルを打ち負かすような
加速性能すら秘めている。これぞオトナの暴走マシーンだ。
　ゴルフGTIの固定客は、これで大きな満足を得るだろう。
だが、速くてリーズナブルな価格のクルマを熱望している
流動層にとってみれば、やる気をかき立ててくれるようなア
ドオンが何もないのだ。パフォーマンス仕様でも、ルノー・メ
ガーヌ265の持つ卓越した運動性能にはかなわない。
　毎日乗るホットハッチとしてはパーフェクトな一台だが、
それでは平日にたまったフラストレーションを週末に発散さ
せることはできないのだ。

TESTERS’ NOTES
●テスターのひと言コメント

★★★★★★★★☆☆

No 5122

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

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

385.0万円	 邦貨換算約390万円	 邦貨換算約440万円	 549.0万円	 邦貨換算約410万円
265ps/5500rpm	 250ps/5500rpm	 230ps/4700-6200rpm	 319ps/5800rpm	 280ps/5500rpm
36.8kgm/3000rpm	 36.6kgm/2000-4500rpm	 35.7kgm/1500-4600rpm	 45.9kgm/1300-4500rpm	 40.8kgm/2450-5000rpm
6.0秒（0-100km/h公称）	 6.3秒	 6.5秒	 4.9秒（0-100km/h公称）	 6.4秒
254km/h	 248km/h	 249km/h	 249km/h	 249km/h
12.2km/ℓ	 13.9km/ℓ	 15.6km/ℓ	 13.3km/ℓ	 12.4km/ℓ
1379kg	 1362kg	 1405kg	 1520kg	 1475kg
190g/km	 169g/km	 149g/km	 175g/km	 189g/km

VW
Golf GTI Performance DSG 5dr
VWゴルフGTI
パフォーマンスDSG5ドア	

VAUXHALL
Astra VXR
ヴォグゾール・アストラ
VXR

FORD
Focus ST-3
フォード・フォーカス
ST-3

BMW
M135i auto
BMW	M135i
オート

TOP 
FIVE

アドバイスはむずかしい。なぜなら、わ
れわれは英国でしか試乗していないか
らだ。燃費で有利なマニュアルと、魅力
的なルックスの3ドアが選べる国の人
は幸運だ。パフォーマンスパックは選ぶ
べきではない。

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

・もう少しビジュアル的な刺激の追加が
欲しい。

・LSDのアドバンテージをもっと頻繁に
感じたい。

・限界までのドライビングと同じように、
限界時のドライビングもおもしろくし
てほしい。

RENAULT
Mégane RS 265 Cup
ルノー・メガーヌ
RS265	カップ
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