
ROAD TEST No 5168

PORSCHE MACAN
ポルシェ・マカン

photo: Stan Papior

マカン・ターボを下位モデルと識別す
るポイントは、左右のインテークに付
いているC字型のブレードだ。

かつて911のノーズは、ボンネットよりはるかに高い位置にフェ
ンダーの峰があった。現在、その高低差はわずかだが、それで
も左右が若干は盛り上がっている。そしてマカンも、同じデザイ
ンテーマを受け継いでいる。

SUVとしては珍しく、リヤのホイールとタ
イヤがフロントよりも太い。これは後輪寄
りの駆動力配分と、ルックスをダイナミッ
クに演出するための措置だ。

ポルシェはサイドウィンドウのラインと傾斜したリ
ヤのルーフを“フライライン”と呼んでいる。マカ
ンのそれは、911クーペを模した形状だ。

※掲載車両は英国仕様であり、装備そのほかが日本仕様と異なる場合があります。

カイエンのセールスを脅かすのではないかと危惧されつつも市販化が決定された弟分のマカン。
それはポルシェのエンブレムに恥じない、真にスポーティなSUVと評価できるのだろうか。

WE LIKE ............................洗練され、しかもロケットのようにパワフルなV6エンジン、優れたキャビンクオリティ、きわめて優秀なボディコントロール
WE DON’T LIKE ........2tの車重、もっとも実用的なSUVとはいえない点、重要な装備のいくつかがオプションであること（欧州仕様）
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●モデル名：ポルシェ・マカン・ターボ
●車両本体価格：997.0万円
●日本発売時期：2014年2月1日
●最高出力：400ps/rpm
●最大トルク：56.1kgm/1350-4500rpm
●0-97km/h加速：4.7秒
●113-0km/h制動距離：43.3m
●最大求心加速度：0.95G
●テスト平均燃費：7.8km/ℓ
●二酸化炭素排出量：208g/km

MODEL TESTED
テスト車両概要 　ポルシェがカイエンに加えてコンパクト

SUVを導入するという噂は、長年の話題と
なっていた。2002年に発表されたカイエン
でポルシェは財務的な成功を収め、ニッチ
なスポーツカーメーカーから自動車業界の
巨人に仲間入りを果たしたからだ。
　ポルシェのCEOであるマティアス・ミュ
ラーは最近、さまざまなモーターショーの
場で、コンパクトなSUVの導入はカイエン
の販売シェアを奪ってしまうかもしれない
と述べていたが、それが問題にはならない
ほど、中型SUVの世界的な市場はきわめ
て大規模に広がったと判断したようだ。

HISTORY 機は熟せり

このボリューム感のあるリヤホイールアーチに
見覚えはないだろうか？　もちろん、911をイ
メージしたものだ。

911のイメージを各モデルに盛り込みたがるポルシェだ
が、LEDを用いたテールライトに関しては、モチーフを
918スパイダーに求めている。

マカンは、リヤのナンバープレートが
テールゲートではなくバンパーに取り
付けられている。911との共通性を感
じさせるスタイルと、流麗なルックス
を追求した結果だ。

マカンのエグゾーストパイプは、全モデルが左右
2本ずつの4本出しだ。ただしその形状はグレー
ドによって違い、ターボモデルが角型、ほかのモ
デルが丸型となっている。

マカンの兄貴分であるカイエンは2002年発表。
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パワートレインとダンパーセッティングのボタンは、セ
ンターコンソールの助手席側に備わる。

シートバックの両脇とランバー、および大腿部裏側のサポートがアジャスト
可能だ。なお、シートのヒーターとベンチレーターはオプションとなっている。

918スパイダーが買えなくても、少なくともそのステアリングホイールが、い
くつかのディテールが省かれてはいるがマカンに備えられている。魅力的な
デザインだが、ショートカットボタンがもういくつかあったらなおよかった。

MULTIMEDIA SYSTEM

マルチメディアシステム
　マカン・ターボは7インチのカラーディスプ
レイと優秀なGPSナビゲーションを標準装備
する。ディスプレイスクリーンはタッチ式を採
用しているが、凹凸の多い道を巡航している
ときでも押しにくさは感じない。
　3眼式の計器盤は、そのうちひとつを4.8イ
ンチスクリーンとし、車載コンピューターの機
能表示部としている。また、標準装備される
GPSナビの高精細マップも表示可能だ。この
手のシステムとしてはすでに最高の部類とい

える製品だが、従来のコラムレバーに代わっ
てステアリングホイールに付いたダイヤルで
画面をスクロールできるようになり、操作性が
大幅に向上した。
　ターボのオーディオは、BOSEサウンドシス
テムが標準装備となる。出力は545Wで、14
スピーカーが素晴らしいサウンドを再生する。
　欧州仕様にはブルメスターの最上級オー
ディオシステムや6連奏DVDチェンジャー、
TVチューナー、それにダッシュボード埋め込み
型のコンパスまでオプションリストに並べられ
ている。どれも必需品とはいえないが、ボイス
コントロールはあったほうがいいだろう。

ON THE INSIDE
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Porsche Macan  ROAD TEST

フロントシートは十分なサポートを提供し、フルアジャストが可能だが、もう少し位置が低いとモアベ
ターだ。とはいえ、かなりリラックスできるシートポジションである。

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

FRONT
一般的なSUVであれば高い
位置から見下ろす視界となる
が、マカンにはそれがない。け
れども視認性は良好で、たい
ていのライバルと比べても同
等だといえる。

HEADLIGHTS
オートマティックバイキセノン
を標準装備している。舵角と
車速に応じてビームを調節す
るアダプティブ機能も備える。

HOW BIG IS IT? 
サイズはどれくらい？

VISIBILITY TEST 
視認性テスト

この分野にはほぼ不満はない。左足ブレー
キを使いたいドライバーにとっては、ペダル
が少々右に寄りすぎているかもしれない
が、余裕のある寸法がそれを補っている。新
しいデザインのステアリングホイールは使
いやすく、また調整幅も比較的大きい。

後席は、大人にとっては頭上と膝元の余裕が少々不足気味に感じられるかもしれない。少なくともこ
のベンチシートは、3人が快適に座るにはスペースが十分ではない。

標準的なシート位置での
足元スペース：820mm

ラゲッジルームは奥行きがあり、横幅も広いが、リヤハッチの傾斜のために最後部のスペースが犠
牲になっている。ベルトをかけたり、仕切ったりするための手段は多数用意されている。

幅：1050-1100mm

奥行き：960-1880mm

高さ：460-720mm
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1625mmというサイズのSUVとして
は十分なパワーに思えるが、車重が

2000kgとなるとやや不安だ。
　すでに周知の事実だが、マカンは
アウディQ5をベースに作られた。しか
し、カイエンも同じくVWトゥアレグとプ
ラットフォームを共用している。単なる
バッジエンジニアリングと侮ったりは
できないと考えるべきだ。
　事実、Q5とマカンが共用するコン
ポーネンツは、全体のわずか30％にす

ターボを搭載する。その上が3.0ℓV6

ツインターボで340psのマカンS、そ
してトップレンジが今回テストしたマカ
ン・ターボである。
　マカン・ターボは3.6ℓツインター
ボV6ガソリンエンジンを搭載してい
る。最高出力は400ps、最大トルクは

56.1kgmだ。駆動力はPDK、すなわ
ちデュアルクラッチ式オートマティック
トランスミッションを介して4輪に伝え
られる。全長4700×全幅1925×全高

を自負するロードテストでも、有能ぶ
りを発揮できるとは限らない。それを
確かめるべくわれわれが選んだのは、
もっとも過激なバージョンだ。このマカ
ン・ターボは兄貴分のカイエン・ターボ
より価格が700万円以上安いが、ポテ
ンシャル的にはこれまでにテストした

SUVとして最速の部類に入る。果たし
てもっとも優れたSUVでもあるのか、
確かめてみよう。

意匠と技術 DESIGN&ENGINEERING
★★★★★★★★☆☆

　まずデザインから見ていこう。マカ
ンのルックスは911のデザインモチー
フを4ドアのボディに落とし込んだもの
だが、それはカイエンやパナメーラに
比べてはるかにうまくまとまっているよ
うにわれわれには見える。
　現時点では、マカンには4グレードが
用意されている。このうち3.0ℓV6で

257psのマカンSディーゼルは、日本
へ正規導入されていない。
　エントリーモデルのシンプルな“マ
カン”は、237psの2.0ℓ直4シングル

「これは“生粋のポルシェ”であ
る」──バイザッハはマカ

ンをこのように紹介した。まるでこの

4輪駆動車がポルシェであるという事
実に疑念があるかのようないい方だっ
た。彼らはここ10年ほどの年月が空
白で、カイエンの功績をわれわれが知
らないとでも思っているかのようであ
る。そう、ポルシェは依然として、ライ
ンナップにSUVを増やすことでブラン
ドイメージを薄めてしまうと非難され
るのではないかと警戒しているのだ。
　だが、それは杞憂に終わるだろう。
われわれが見たマカンの能力は、海外
での試乗だったことを差し引いても、
カイエンが示した運動性能と同じくら
い卓越していたからだ。ポルシェはこ
のコンパクトSUVを、より利益率の高
いカイエンの顧客を奪わないために
も造らないほうがいいと考えた時期も
あったようだが、すでに比較テストでは
レンジローバー・イヴォークを打ち破っ
ている。しかも堂々たる勝利だった。
　しかし、われわれが設定するコース
においても、業界内でも屈指の厳しさ



TRACK NOTES サーキットテスト
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　ドライハンドリングサーキットではアウ
ディRS Q3よりも4秒も速かった。これは
高性能ホットハッチのペースである。
　最終的にグリップが限界に達したとき
には、物理法則が支配権を握る。重すぎ
る車体が挙動を悪化させるのだ。バラン
スの取れたオンロードでのハンドリング

は、ほぼすべてアンダーステアに置き換
わる。スローイン・ファストアウトにすれ
ば旋回中の挙動はニュートラルだが、そ
れも長続きはしない。一方、ウェットでは、
横滑りがはじまったあと、4WDシステム
がトルク配分を調整しようとする際にし
ばしば問題を数多く引き起こす。

　比類ないオンロード性能を重視して
チューンされているからといって、悪路で
の走りに大幅な妥協が見られるとは限ら
ない。マカンはそれを地で行くクルマだ。
　21インチホイールを装着したテスト車
両の低扁平タイヤは、ぬかるみを走るに
は理想的ではない。けれども、もっと小径

のホイールを選択し、オプションのオー
ルシーズンタイヤを履けば、かなり本格
的なオフロードでも尻込みせずに済む。
　オプション装備の車高調節式エアサ
スペンション装着車で“ハイレベル”を選
択した場合、計測したすべてのアングル
はおよそ10％も向上した。

Start/finishT1T2

T4

T3

T5 T6

T7

T8

■ドライサーキット
ポルシェ・マカン・ターボ
ラップタイム：1分16秒2
アウディRS Q3
参考タイム：1分20秒2

アウディRS Q3に対し、4.0秒もの大差
をつけた。マカンの限界の高さからすれ
ばたやすいことだと思えるかもしれない
が、達成するためには頻繁にクールダ
ウンを行い、ブレーキの効きを蘇らせる
作業が不可欠だ。

Start/finish
T1

T2

T3

T4

T5
T6

T7

ON THE LIMIT 限界時の挙動 IN THE ROUGH 悪路での走破性

ポルシェ・マカン・ターボ

T7への進入をアグレッシブに行うと、
アンダーステア特性が露呈する。

T1とT2では、重すぎるボディが
エンジンの努力を台なしにした。
これを考慮しないと、ラインから
外れっぱなしの状態に陥る。

■ウェットサーキット
ポルシェ・マカン・ターボ
ラップタイム：1分15秒6
アウディRS Q3
参考タイム：1分17秒4

こちらはRS Q3よりも2秒近く速い。ただ
しそのラップタイムは、解除するとトラク
ション不足時の反応が不安定になってし
まうドライバーエイドのデバイスを総動
員した結果である。

4輪駆動システムを備えるが、T8の冠水
路面では挙動を律しきれなかった。

ときどき正しい方向にトル
クを向けることに気が進ま
なくなるようで、T2では動
きがトリッキーになる。

■発進加速
テストトラック条件：乾燥路面/気温18℃
0-402m発進加速：13.5秒（到達速度：171.1km/h）
0-1000m発進加速：24.2秒（到達速度：216.8km/h）

アウディRS Q3

■制動距離
97-0km/h制動時間：2.40秒

ON THE ROAD
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ぎない。スティールがメインで部分的
にアルミが使われたモノコックにこそ
共通点があるものの、外からは見えな
い大部分が異なる。その代表例が、前
後のマルチリンクサスペンションであ
る。このサスにはエアスプリングも装
着可能だが、今回のテスト車両は、ポ
ルシェのエンジニアとダイナミクス担
当者、そしてわれわれの希望で、金属
スプリング装着車が選択された。

室内 INTERIOR
★★★★★★★★☆☆

　ポルシェのマーケティング担当者は
顧客に対し、このマカンをカイエンの
縮小版ではなく、車高が高くてきわめ
て実用的な911と受け止められること
を期待しているに違いない。けれど、
それは無理があるというのが多数派
ではなかろうか。われわれも同意見だ。
　だが、マカンのキャビンを見ると、あ
ながち無茶な注文ではないと思えるよ
うになってくる。意外と既視感がある
のだ。見た目の洗練度こそ少々物足り
ないが、高級ブランドのファミリー向け

4WDを所有したいと思うユーザーに
アピールする特徴や“プレミアム”な要
素は多数見受けられる。
　着座位置はトランスミッショントンネ
ルより上にあり、視点はショルダーラ
インよりだいぶん高いが、カイエンに
比べれば全体的に低い。ドライビング
ポジションはかなりゆったりしており、
腕と脚を伸ばした姿勢でも優れたス
ポーツシートが腰と背中、そして太腿
をしっかりサポートしてくれる。視界は
ほぼ全方向で良好だが、太いBピラー
は邪魔になるだろう。
　ダッシュボードのアーキテクチャー
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　タイヤはフロントよりもリヤが太い。その理
由は見た目がダイナミックになるというだけで
なく、実質的には後輪駆動車だという駆動力配
分システムにある。エンジンパワーはまず、7段
PDKを介してリヤアクスルに向けて伝達され
る。そこで電子制御式多板クラッチが、パワー
を再びフロント方向に振り向ける仕組みなの
だ。パワーの100％をフロントに送ることも可能
ではあるが、そのような事態は後輪がテフロン
のフライパンの上に、そして前輪がサンドペー
パーの上に乗ったような、まずありえない状況
でしか起こりえない。コーナー内側の後輪にブ
レーキをかけてLSD的な機能を担保するオート
マティックブレーキディファレンシャルも備わっ
ており、パワーをより有効に活用できるタイヤへ
駆動力が送られる。

UNDER THE SKIN 後輪優先のパワーデリバリー

十分速いクルマだが、どんな場面でも　          
　　もっと速く走れる気にさせられる。

マカンの4WDは、911
カレラ4と同じハード
ウェアを用いる。

一般的なコンディション下で
は、エンジンパワーの80％
がリヤアクスルに送られる。

115www.autocar.jp

のせいで、タイヤノイズやロードノイズ
が目立つのは事実だ。たとえばレンジ
ローバー・スポーツなどでは聞こえな
いであろう類の音である。とはいえ、こ
のマカンはいつでも有能なラグジュア
リーSUVだ。これまでに乗ったほかの
どのクルマとも違う。
　走り出してすぐに、重厚かつダイレ
クトでフィールに富んだステアリング
に少しばかり混乱してしまうに違いな
い。たいていのプレミアムカーはもっ
とスローで軽いステアリングによって
車体の重さを隠し、低速での取り回し
を楽にしているからだ。だが、マカンの
ステアリングは正確で、コミュニケー
ション能力も優秀である。そして、その
シャシーはどんなボディの動きに対し
てもコントロールをしっかりと保ち、硬
さと同時に繊細さも感じ取れるように
チューンされている。
　アダプティブダンパーと金属スプリ
ングを用いたスポーツサスペンション
は3種類のセッティングから乗り心地
を選べるが、コンフォートとスポーツの
どちらも公道で有効に機能する。バン
プは即座に、静かに、そして繊細さを
もって吸収される。舗装状態が悪くて

スピードそのものにおいても優秀な、
生粋のターボカーなのだ。

乗り心地と操縦安定性 RIDE&HANDLING
★★★★★★★★★☆

　重さ2tの4WD車としてはきわめて
バランスがよく、引き締まった身のこな
しを見せるので、ドライビングはとても
楽しい。それは驚異的なほどのレベル
だ。その運動性能は、ほかのSUVには
匹敵するどころか、近づくことさえでき
ないほどシャープである。これを上回
ることなど、優秀な後輪駆動のスポー
ツセダンか2シーターでもなければで
きないと思えるほどだ。
　ターボのバッジが付いたポルシェと
しては珍しく、動力性能の強烈さを上
回るほどそのスポーティなハンドリン
グが印象的だ。だが、舞台がサーキット
だと公道と同レベルの印象とまではい
えず、そのハンドリングは5座4WD車
として妥当な域を逸脱はしない。
　それに、そんなことよりも重要なの
は、このマカンが居住性に優れ、よく躾
られた、日常的に使って満足できるク
ルマである点だ。確かに、21インチホ
イールとサイドウォールの硬いタイヤ

速く0-400mを駆け抜ける際のすさま
じい勢いには、相変わらず驚かずには
いられない。
　そのプロセスは、マカンの新型V6

の出力がカイエンのV8より100psも
少ないのに車重は大幅には軽いわけ
ではない事実を考慮すれば、なおさら
とてつもなく感じられる。最終的な結
果はまったく変わらなかったのだ。ドラ
イ路面でローンチコントロールを使う
と、ためらいも、わずかなピッチに屈服
したりもせずに、ほとんどトラクション
をロスしないままスタートラインを飛
び出していき、0-97km/hが4.7秒、

48-113km/hが4.3秒という加速タイ
ムを何度でも繰り返し叩き出してみせ
る。われわれがこれまでパフォーマン
スのベンチマークとしてきたアウディ

RS Q3のほうがはるかに小さく軽量
だが、それよりもわずかだが速い。
　RS Q3の騒がしい直列5気筒と
違って、マカンのV6ツインターボは意
図的にサウンドが抑えられ、これ見よ
がしではない上品な走りを志向してい
るようだ。重みはあるがセンシティブ
すぎるスロットルペダルは、クリープ状
態から走り出すような低速度域におい
て、ドライバーの入力がアグレッシブ
だと急激すぎる加速を誘発すること
がある。しかしながら、このポイントを
過ぎて高回転域に入れば、ショートスト
ローク型V6は走り屋的な右足の動き
に熱意を持って応えてくれる。
　最終的には、バイザッハご自慢の水
平対向のようなピークの強烈さにこそ
欠けてはいるが、鋭さと低回転トルク
の豊かさとPDKがあいまって、ゆった
りとしたエンドレスな力強さをもたらし
てくれる。マカンは加速力だけでなく、

は、GPSナビ/オーディオの操作系統
が組み込まれたセンターパネルとせり
上がったセンターコンソールで構成さ
れており、パナメーラのそれとよく似
ている。カイエンのような大きすぎる
グラブハンドルとドライブトレインをマ
ネージメントする操作系統がないおか
げで室内は控えめな印象だが、贅沢
で高級感がある。大ぶりなスイッチ類
の仕上げも上質だ。レザーは魅力的
で、トリムは端正に仕立てられている。
間違いなく高級車の室内である。
　しかしながら、世界最高レベルに実
用的なコンパクトSUVというわけでは
ない。高い車高のおかげで乗降性に
不満はないが、典型的なファミリーセ
ダンと同等の広さでしかない後席空
間には失望させられる。荷室はそれよ
りマシだが、傑出して広いというわけ
ではない。傾斜したハッチバックのせ
いで、かさばる荷物を最後部まで詰め
込むことができないのである。
　結局のところ、ほどよい大きさの4ド
アか5ドアのファミリーカー、あるいは
今までにないSUVを探している人に
とって、マカンは少なくとも広さで目を
引く選択肢とはならない。ただ、同じこ
とはレンジローバー・イヴォークにも当
てはまるのだが。

動力性能 PERFORMANCE
★★★★★★★★★☆

　ポルシェがカイエンにターボのバッ
ジを付け、SUVのストレートスピードに
関するわれわれの認識を覆してから、
すでに10年以上が経過している。し
たがってわれわれは十分に慣れてい
るはずなのだが、車重2tのクルマが中
ジョッキにビールを注ぎ終えるよりも
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静粛性は高い。113km/h走行時の
室内騒音は、アルピナB3ビターボよ
りもわずか3dBだが低かった。

3dB

■最高速

■エンジン
駆動方式：フロント縦置き4輪駆動
形式：V型6気筒ツインターボ, 3604cc
ブロック/ヘッド：アルミ軽合金
ボア×ストローク：φ96.0×83.0mm
圧縮比：10.5:1
バルブ配置：4バルブDOHC
最高出力：400ps/6000rpm
最大トルク：56.1kgm/1350-4500rpm
許容回転数：6700rpm
馬力荷重比：200ps/t
トルク荷重比：28.1kgm/t
比出力：111ps/ℓ

■メカニカルレイアウト
VWグループのエンジン縦
置きプラットフォームであ
るMLBに、911の4WDシ
ステムを移植している。サ
スペンションは前後ともマ
ルチリンクを採用する。強
力なブレーキは、カーボン
セラミック製ディスクも選
択可能だ。

■燃料消費率
オートカー実測値 消費率
総平均 7.8km/ℓ
ツーリング 10.9km/ℓ
動力性能計測時 3.0km/ℓ
メーカー公表値 消費率
市街地 8.7km/ℓ
郊外 13.3km/ℓ
混合 11.2km/ℓ
燃料タンク容量 75ℓ
現実的な航続距離 840km
CO₂排出量 208g/km

■サスペンション
前：マルチリンク/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：2.60回転
最小回転半径：5.98m

■ブレーキ
前：φ360mm通気冷却式ディスク
後：φ356mm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：2000/2050kg（実測）
抗力係数：0.37
ホイール：（F）9.0J×21,（R）10.0J×21
タイヤ：（F）265/40R21,（R）295/35R21
 ミシュラン・ラティチュードスポーツ3
スペアタイヤ：na

■変速機
形式：7段DCT
ギヤ比/1000rpm時車速〈km/h〉
①3.69/8.0②2.15/13.8③1.41/21.2
④1.03/29.0⑤0.79/37.8⑥0.63/47.3
⑦0.52/57.5
最終減速比：（F）4.14,（R）4.67

■静粛性
アイドリング：45dB
3速最高回転時：56dB
3速48km/h走行時：62dB
3速80km/h走行時：66dB
3速113km/h走行時：74dB

■安全装備
ABS, PTM, ABD, ASR, PTV
Euro N CAP/na
乗員保護性能：成人na, 子供na
歩行者保護性能：na
安全補助装置性能：na

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 2014. 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。一部バックナンバーは www.autocar.jp に掲載されています。

ROAD TEST 

0-161km/h加速の所要時間はVW
ゴルフRでも12秒を要するが、それ
より500kgも重いマカン・ターボは
11.8秒で到達する。

0.2sec

■今月の数字

■発進加速
実測車速mph（km/h） 秒
30 （48） 1.8

40 （64） 2.6

50 （80） 3.6

60 （97） 4.7

70 （113） 6.1

80 （129） 7.6

90 （145） 9.5

100 （161） 11.8

110 （177） 14.3

120 （193） 17.7

130 （209） 21.9

140 （225） 27.4

150 （241） -

160 （257） -

■エンジン性能曲線

■中間加速〈秒〉
mph （km/h） 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th

20-40 （32-64） 1.9 2.7 4.0 - - -

30-50 （48-80） 1.8 2.5 3.4 4.7 - -

40-60 （64-97） - 2.6 3.4 4.5 6.1 -

50-70 （80-113） - 2.7 3.6 4.6 6.1 7.9

60-80 （97-129） - 2.9 3.7 4.9 6.5 8.3

70-90 （113-145） - - 3.9 5.2 7.0 8.9

80-100 （129-161） - - 4.4 5.5 7.5 9.7

90-110 （145-177） - - 4.9 6.0 8.1 11.1

100-120 （161-193） - - - 6.8 9.1 -

110-130 （177-209） - - - 8.0 - -

120-140 （193-225） - - - - - -

130-150 （209-241） - - - - - -

140-160 （193-257） - - - - - -

150-170 （193-274） - - - - - -

SPECIFICATIONS 計測テストデータ

DATA LOG
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も、圧倒的グリップと安定感は決して
揺るがない。ドライバーはほぼあらゆ
る場所で、自信を持って思い切りハー
ドに飛ばしていける。どんな道路でも、
どんな速度でも、マカンだともっと速く
走れるように感じられるのだ。

購入と維持 BUYING&OWNING
★★★★★★★★★☆

　もう少しで1000万円に届かんとす
るマカン・ターボのリストプライスを見
ると購入者はそう多くなさそうに思え
るが、周りを見渡せばそうともいえな
いとわかる。アウディSQ5との価格差
は確かに200万円以上だが、アルピ
ナXD3ビターボよりはむしろ安いくら
いである。それに、レンジローバー・ス
ポーツの最上級モデルより約300万
円、ポルシェ・カイエン・ターボに比べ
れば700万円以上安い。この2台はフ
ルサイズSUVだが、そこまでの空間と
能力が必要ないのなら、マカン・ター
ボは購入費用とボディサイズを抑えら
れ、なおかつドライビングの楽しさを増
せる素晴らしい選択肢である。柔軟な
考え方をすれば、マカン・ターボは価
格的に、BMW M3のオルタナティブ
と見ることもできる。
　CO₂排出量は、最大になる仕様で
も216g/kmに抑えられ、パワーを誇る

4WD車の多くよりも燃費に優れてい
る。今回のテストでは、日常的な使用
で7.8km/ℓといったところだ。
　エアサスは26.8万円のオプション
ながら、PASMアダプティブサスペン
ション、アダプティブスポーツシートや

PDK、BOSE製オーディオ、バイキセ
ノンヘッドライトなどはすべて標準装
備だ。バリューは高い。



Porsche Macan  ROAD TEST

パナメーラ・ディーゼルでは標準装備さ
れるクルーズコントロールが、なぜマカ
ン・ターボでは9.3万円のオプションなの
だろう？　997万円のSUVとは思えない
設定だ。オプションリストはこれまでのポ
ルシェ以上に耐え難い。
	 ニック・キャケット

918スタイルのステアリングホイールは
魅力的だが、なぜ音量調節ノブがあるの
に、ラジオの選局ボタンがないのだろう？
	 マット・ソーンダース

ROAD TEST

AUTOCAR VERDICT 
●オートカーの結論	

ポルシェはこのマカンを“コンパクトSUV界のスポー
ツカー”と形容しているが、それに異議はない。マカ

ン・ターボがドライサーキットで記録したラップタイムは、わ
れわれが昨年テストしたケイマンよりもわずか1秒遅いだ
けだったのだ。SUVがサーキットにおいて、世界有数のミド
シップクーペに挑めるレベルで走るなど、そのクルマの善
し悪しとは関係なく、注目に値する成果である。
　確かに、このセグメントにおいて高いバリューと見なされ
る要素、すなわち使いやすさや実用性、高いドライビングポ

ジションといったものは、その特殊な能力を追求するため
多少犠牲になっている。そのため、万人を満足させること
はできないかもしれない。だが、一般的なSUVとは違う仕
立てが、このクルマの総合的な魅力を大きくスポイルして
はいないとわれわれは考える。ターボ・モデルであっても、
速さはこの優れたプロダクトのひとつの側面にすぎない。
全般的に見て、マカンの持つ能力と高級感に肩を並べるラ
イバルはほんのひと握りだ。そして、マカンの得意分野に
おいてならば、ライバルは皆無である。

TESTERS’ NOTES
●テスターのひと言コメント

★★★★★★★★★☆

No 5168

PTVプラス・トルクベクタリングとス
ポーツクロノパッケージは選ぶ価値が
ある。大径ホイールは検討の必要なし。
オンロードで楽しむなら金属スプリング
を、オフロードで楽しむにはエアスプリ
ングを選ぶべきだ。ヘッドルームを最大
限に確保するために、パノラミックルー
フは避けたほうがよい。

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

・後席のヘッドルームと膝元のスペース
にもう少し余裕がほしい。

・運転席の高さをもう少しだけ下げてほ
しい。

・限界時のハンドリングをもっと一定に
してほしい。

われわれは
こう考える

われわれは速いSUVなど好きにな
れないと思っていたが、このマカン
はとても説得力がある。

ガソリンエンジン搭載のイヴォークは
かなり魅力的なクルマだが、パワー
では見劣りする。

開発年次の古い6気筒が時代遅
れに思えるが、XC60自体は今もっ
てきわめて実用的だ。

驚異的なスペックが並ぶが、XD3
はそれらに応える出来栄え。1位と
の差はごく小さい。

素晴らしいエンジンだが、そのダイ
ナミクスの欠点はマカンの出来の
よさを強調する結果となっている。

3rd 5th

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

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

997.0万円	 邦貨換算約1090万円	 605.0万円	 770.0万円	 718.9714万円
400ps/6000rpm	 350ps/4000rpm	 240ps/5500rpm	 354ps/6000-6500rpm	 304ps/5600rpm
56.1kgm/1350-4500rpm	 71.4kgm/1500-3000rpm	 34.7kgm/1750rpm	 47.9kgm/4000-4500rpm	 44.9kgm/2100-4200rpm
4.7秒	 4.9秒（0-100km/h公称）	 7.1秒（公称）	 5.1秒（0-100km/h公称）	 7.3秒（0-100km/h公称）
266km/h	 251km/h	 217km/h	 250km/h（リミッター）	 210km/h
11.2km/ℓ	 15.2km/ℓ	 12.8km/ℓ	 14.7km/ℓ	 9.3km/ℓ
2000kg	 1910kg	 1790kg	 2000kg	 1930kg
208g/km	 174g/km	 181g/km	 179g/km	 249g/km

LAND ROVER
Range Rover Evoque
ランドローバー
レンジローバー・イヴォーク

VOLVO
XC60 T6 R-Design
ボルボ
XC60 T6 Rデザイン

ALPINA
XD3 Biturbo
アルピナ
XD3ビターボ

AUDI
SQ5
アウディ
SQ5

TOP 
FIVE

PORSCHE
Macan Turbo
ポルシェ
マカン・ターボ

2nd 4th

Porsche Macan Turbo
「ラグジュアリーSUVとスポーツカーを融合した、
 1000万円以下で買えるコンパクトなパッケージ」

1th
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