どれを買う？VW ゴルフ選びの正解はこれだ ！
スポーツからコンフォート指向のモデルまで幅広いラインナップを持つ VW ゴルフ。
燃費を取る ? 走りを取る ? そんな選択肢でも迷ってしまうところ。
で、人気のゴルフ 3 台とライバル 1 台を集めて検証してみました。さて、あなたに似合うゴルフはどれでしょう？
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Photo：松本高好
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Volkswagen Golf GT TSI

悩ましき 2 グレードを比較試乗 GT TSI vs GTI

編集部から「GT TSIとGTI、さてどっち？」と
いうお題をメールにてちょうだいして、「そりゃ GT
TSI でしょ」とじつは心の中で即答していたのであ
る。どっちも必要以上に速いことだし、1.4リッター
の GT TSI で充分じゃないか、というのがその理
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がぐるりと囲んでいるほうが GTI である（さてどっち
だ？）
。

電子レンジ派に GT TSI
まずは赤いラインがない GT TSI に乗り込む。

もちろん踏み込んでもすごい。やっぱりすごく速

気になる燃費は 10・15 モードで TSI がリッター

い。ブースト計に目をやると、ぴゅんぴゅん跳ね上

14.0km、GTI が 12.6km と、実燃費でリッター

がっている。 感心するほどきめこまやかで感度の

10 キロの壁を重要視するのでもなければ、特別こ

高い反応でもって、いちいちフルブースト。見てて

れが決め手になるってほどではない。期待されると

おもろい、
そしてガンガン前に出る。まずはスーパー

ころだけにとても残念だけど。

由だった。それに最新のハイテクモノって断然ステ

乗り込んだだけでは、まったくスポーティな演出に

チャージャーでシュンシュンと、追っかけインタークー

TSI はとにかくケミカルな速さが楽しい。電子レ

キだし。しかし今回短い時間ながら立て続けにこ

あおられる、といったことはない。落ち着き払った、

ラー付きターボでもってブシューン！背中を蹴っ飛ば

ンジ的な沸点への勢いがある。それは時に TSI だ

の両車を乗り比べてみて、あらためて悩んでしまっ

正しくも立派ないつものゴルフである。だがちょっと

される。じっさい乗り比べても、GTI とどっちが 0

けでなくDSG もいっしょになって、タコメーターか

たのである。

動くと、走るというほどスピードを出さずとも、
「おっ」

からの加速で勝るか甲乙つけがたいほどだった。

らは読みきれない動きを伴うので、やかんでお湯を

おめでたいかんじに紅白並んで出迎えてくれたゴ

と思わされる。とても 1.4リッターという排気量か

エンジン音は不思議なほど静かで、かえってロー

湧かし慣れたカラダには違和感もある。そうすると

ルフ 2 台、
さてどっちが GTI でどっちが TSI なのか？

らは想像がつかないほど、ポンと前に出る。また

ドノイズのほうが気になる。時折バタつきも感じさ

ちょっと意地悪く、やっぱり電子レンジは加熱ムラ

2007 年 8 月のマイナーチェンジを受け、デビュー

2000 回転未満で流している時、低回転域からト

せるから、装着された 225/45R17 はちょっと大

が……なんて言いたくなったりもする。1.4リッター

時にはボディ同色だった TSI のグリルが GTI のよ

ルクがとてもたっぷりしているから、こまめな加減速

仰なのかも。ここでインチダウンより足回り強化に

にインテリジェントな鞭をくれまくって超高効率に走

うに黒くなってしまったので、本当に見分けがつか

にももたつかないどころか余裕ありすぎ。スーパー

興味が向く方は、なにがなんでも GTIとの乗り比

らせる、そもそも無茶したエンジンを、おもしろがれ

ない。グリルでいうなら、黒いグリルを赤いライン

チャージャーはホントに働き者だ。

べをした上でじっくり悩んでみてほしい。

るかどうかはひとつのハードルだろう。

現行ゴルフⅤの日本導入は今を去ること 4
年前、2004 年 6 月のことだった。E ／ GLi
／ GT の 3 グレードでスタートし、05 年に
GTI ／ GTX を、06 年にはシリーズ最強バー
ジョンの R32 を追加するなど精力的にバリ
エーションを増やしている。ここで取り上げ
た GT TSI は 07 年 2 月の発売で、世界初
の直噴＋ツインチャージャーが話題となっ
た。インテリアの雰囲気は GTI より GLi に
近いが、スピードメーターとレヴカウンターに
挟まれた小さなブースト計が TSI の証。セン
ターコンソールのマルチメディアステーション
は 25 万 2000 円のオプション。

GT TSI

エンジン＿直列 4 気筒 DOHCターボ＆スーパーチャージャー 1389cc 76.5×75.6mm 9.7：1 170ps
／ 6000rpm 24.5mkg ／ 1500-4750rpm トランスミッション＿ 6 段 DSG ボディ 4225×1760×
1500mm W ／ B 2575mm 1410(1420)kg タイア＿ 225/45R17 新車価格＿ 312 万円

＊ユーズドカー・マーケット情報＿ご存じのとおりゴルフ自体のタマ数は豊富だが、発売から 1
年しかたっていない GT TSI に限定するとなるとさすがにまだ探しにくい。それでも全国を見渡せ
ば、正規ディーラーのデモカーアップ物件をはじめとして何台かは見つけられるだろう。価格的に
は 200 万円台中盤から始まっているようだ。本文にもあるとおり、昨年 8 月を境にフロントグリ
ルの仕様が変わっているから、中古車ならではの選ぶ楽しみはある。
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やかん派のための GTI
GTI に乗り換えてうれしいのは、乗り込んだ時
に GTI だとわかることだ。握りが太く、エルゴノミッ

らかにちょっといいクルマに乗り換えたかんじがす

からやばい。気持ちよくってもう、自制心は簡単に

ば当たり前なのだが、DSG 搭載車同士の新車

る。タイアサイズは 225/40R18 と TSI よりさら

折れてしまう。TSIと比べる上でもっとも注目すべ

価格でプラス 39 万円なら、GTI って高くないかも。

に薄く、たしかに低速での乗り心地は硬めではある

きは、やはり低くピターッと張り付き、収まりのいい

ていうか「1.4リッターで 2.4リッターのトルク」を

けれど、いやな突き上げはない。

この上等な身のこなしだろう。強くてしなやか。こ

謳うTSI は、価格も 300 万円オーバーと1.4リッ

クな変形ステアリングホイールに、お約束のトップ

ブオーッという太い排気音を伴い、4000 回転

れゆえに、歴代 GTI にあこがれながら年を重ねた

ターの常識を大きく超えている。くわばらくわばら。

がゴルフボール風になったシフトノブ。チェック柄の

手前あたりからますます太く押し出してくる果敢な加

年齢層にもしっくりくる、大人のホットハッチたりえ

ただそんな選択をした自分をちょっと心配にもなっ

シートも懐かしい。アルミのペダルにヘアライン仕

速は、古風なやかん派にもわかりやすく、気持ち

ているのだと思う。

上げのアルミ
トリムと、クールにアツい演出も特別

がいい。DSGと2リッターターボの相性もいいよ

なゴルフならでは。歴史あるグレードはやはりおいし

うで、変速が期待通りなのも、自動モノのマナー

い。

にうるさいやかん派には朗報だ。そして TSI が電

どちらも魅力的な高性能ゴルフ 2 台の、意外に

子レンジなら GTI は圧力鍋かってくらいに高速から

もはっきりと異なる性格の違いに悩みつつ、正直

じ４気筒、そして TSI にはスーパーチャージャー追

のもうひと伸びがすごい。公道ではもてあますか、

なところ個人的にはもろやかん派ということもあり、

加ということもあって、じっさいの車重は 50kgしか

アウトローになるか、自制心と甘い機械の誘いと

TSI のハイテク感よりGTI の大人っぽさに惹かれ

変わらないのだが、その差以上に TSI にはなかっ

の壮絶な闘いが繰り広げられるのであった。

てしまった。じかに比べちゃうとやっぱりひとつ上の

走り始めると、排気量はこちらは２リッターだが同

た重厚感が印象的だ。大人っぽいというか、あき

しかも速度を上げるほどにしなやかさを増していく

似ているようで、けっこう違う GT TSI vs GTI
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価格を考えると……

グレードに欲目が出るというのは、当たり前といえ

た。なんかこう、守りに入ってる感じ？ もっとアグ

フロントグリルがブラックアウトされるのは、こち
らの GTI がオリジナル。GT TSI には備わら
ないフチのレッドラインが凄みを効かせている。
試乗車には受注生産オプションの 18インチホ
イール＋ 225/40R18 タイアが装着されてい
たこともあり、なおいっそうの迫力だ。ちなみ
に標準仕様は GT TSI と同じ 225/45R17。
意外なことに GTI のレッドゾーンは 6500rpm
からで、GT TSI より 500rpm 低い。マルチ
メディアステーションは GT TSI と同様に GTI
もオプションとなる。試乗車は赤い GT TSI と
もども VW ジャパンから拝借した広報車両。

レッシブに、ハイテク最高！
ってキャッキャ言えない
のって若さに欠けるよなぁ、と。三十路も冬 自分
に付けたい スーパーチャージャー。とりあえずホッ

GTI

エンジン＿直列 4 気筒 DOHC ターボ 1984cc 82.5×92.8mm 10.3：1 200ps ／ 5100-6000rpm
28.6mkg ／ 1800-5000rpm トランスミッション＿ 6 段 MT/6 段 DSG ボディ 4225×1760×1495mm
W ／ B 2575mm 1440(1450)/1460(1470)kg タイア＿ 225/45R17 新車価格＿ 337 ／ 352 万円

カイロでも付けてみることにします。
Text：竹井あきら／ Photo：松本高好

＊ユーズドカー・マーケット情報＿日本発売は 2005 年の 6 月。すでに 2 年半以上経過して
いるうえ、ラインナップ中でも 1、2 を争う好セールスを記録しているので中古車探しは苦労しな
い。価格的にも 200 万円台前半の物件が散見されるようになり、値頃感も出てきた。ただし 05
年 9 月までに販売された初期 DSG 車は、パドルシフトや坂道発進アシスト機能を持たず、さらに
それ以降の個体でも稀にレスオプション車が存在するので注意が必要。

Volkswagen Golf GTI
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ライバル対決！

v
V6 s 直 6

Golf R32 × BMW130i M-Sport

プレミアムコンパクト同士のライバル対決！
V6 か直 6 か？ FR か 4WD か？
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ゴルフが全世界に作り上げた 2 ボックスのコン

いうタイアを装着し、明らかにノーマルよりも低め

「ビミョー」感が頭から離れることがなかった。

パクトカー市場は、いまだ激烈な競争が繰り広げ

られた車高のため、精悍さすらかもし出す佇まい。

られている。VW 社に追いつけ、追い越せの勢

本質の優れた製品は、時を経ても色あせないとい

ハイペースで首都高などを走ってみると、エンジン

けれども、DSG にすべてをゆだね、そこそこの

いで各社が投入してくる製品の中にはゴルフの

う好例だろう。

の眠たさは払拭され、3000 〜 4500rpm あたり

牙城を脅かすものも少なくない。そこで、ライバ

車内に入ると、前席に大ぶりなレカロシートが

のレスポンスやパワーが心地よい満足感を提供し

ルとして編集部が選んだのは BMW が送り込ん

装着されているのが目に入る。スポーツモデルの

てくれた。おそらく、
ピストンヘッドをはじめ、
コンロッ

できた刺客「1」シリーズで、そのトップモデルと

お約束だとは思うが、我々日本人にとっては少し

ド、クランクに至るあらゆる部品精度が極めて高

なる 3R のストレートシックスエンジンを搭載した

緩いというのをインポーターはそろそろ理解してもよ

いエンジンなのだろう。さらにハイチューンを加え

130i。迎え撃つのはゴルフ史上最強モデルの呼

さそうな気がする。ただし、このポイント以外はノー

る余裕やポテンシャルも持ち合わせているのだろ

び声高い R32、
もちろん、4 輪駆動、DSG といっ

マルモデルと大きな違いは見当たらない。 質実

うが、VW のエンジニアはあえて、それを隠すよう

たフルスペックである。

剛健かつ、ほどよいプレミアム感の演出がなされ

な「眠さ」で、角を丸めているような気がしてなら

たインテリアは誰しもが好感を抱くに違いない。

ない。

本質のアドバンテージ
5 世代目になる現行ゴルフは、04 年 5 月に

走り始めると、わりと排気音が室内に聞こえて

さて、18 インチのタイアを含め、乗り心地には

くる。R32 ゆえの演出だと思われるが、毎日数

それほど期待していなかったものの、接地感もあ

相反する点の多いこの 2 台を

国内導入され、すでに 4 年が経つことになる。

十 km、数百 km を乗るドイツ本国のユーザーた

りつつ適度にドライで、もはやファミリーカーのス

モータージャーナリストの石橋幸樹氏に

しかし、実車を目の前にしても効率的にパッケー

ちには飽きられはしないか、軽く心配。音質その

ポーツモデルという考え方は当てはまらない。 本

斬っていただきました。

ジされたボディシェイプに古さは微塵も感じられな

ものもいささか眠いもので、V6 のスムーズながら

質が優れている製品のアドバンテージがここでも

Text：石橋幸樹／ Photo：五條伴好

い。そのうえ、R32 は前後とも 225/40R18 と

シャープネスとは程遠い吹け上がりともあいまって、

輝いている。
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試 乗 車 は VW ジャパン
から拝借した広報車両。
ベーシックなゴルフと変わ
らないボディに、3.2RV6
エンジン＋ DSG を搭 載
し、4MOTION と呼ばれ
る 4 輪駆動を採用。4ド
アの他に 2ドアも受注生
産だがラインナップしてい
る。2007 年 9 月のマイ
ナーチェンジにより新デザ
インの 18 インチ・アルミ
ホイールや紫外線カット＆
断熱効果の高いダークガ
ラスが追加されている。

個性的なプレミアムコンパクト
一方、BMW130i は、同社がこれまであまり

今回のライバル対決に登
場した 130i M-Sport は
BMW ジャパンの広報車
両。リアシートのセンター
には R32 同様、スキート
ンネルを持つが、こちらは
最大 4 セットまで収納でき
るカバーを用意している。
メーカーオプションの電動
ガラス・サンルーフをはじ
め、アダプティブヘッドラ
イト、キー操作不要のコ
ンフォートアクセスを装備
していた。ボディカラーは
ルマン・ブルー。

低く、お世辞にもルーミーとは言いがたい。ただ

ラス同様の作りこみで、7 や 6 シリーズのオーナー

駆け上がり、そこからは楽譜でいえばフォルティッ

ばれたエンジンは 4 気筒ユニットで、6 気筒ユニッ

し、サイドブレーキのレバー位置に注文は残るも

がセカンドカーとして使っても満足のいくクオリティ

シモに 6000rpmまで回り続ける。全開、
パーシャ

トそのものの質量と、その駆動荷重に対していく

や、それに伴った素早い回頭性など、FR コンパ

のの、シートとステアリングの位置はフレキシブル

に違いない。

ル、
オフを繰り返しても妙なスカットルシェイク、引っ

らか甘さ、緩さがあるのではないだろうか。 加え

クトにこだわった BMW のコンセプトが見事に体

馴染みのなかったプレミアムコンパクト市場に投

スターターボタンでストレートシックスに火を入れ

かかりは一切感じられない。まさに、いつもどおり

現されている。このあたりの運動性に関する限り、

入してきただけあって、スタイリングをはじめ個性

ても、排気音は外で聞くほどキャビンには侵入し

の素晴しい出来栄え、である。6 段のトランスミッ

130i は R32 より一枚上手である。

溢れるクルマに仕上がっている。 試乗した 130i

てこない。 軽くレーシングしてみると、初めて 6

ションを駆使して、エンジンを存分に使いきって走

は、3R の直列 6 気筒エンジンを搭載（フロン

気筒らしいスムーズネスが感じられた。個体差だ

りこむという、まさに「駆け抜ける歓び」を堪能

また 130i の直 6 は MT でこそ美味しいところが

トスカットルに深く食い込み、前後重量バランス

ろうか、少しクセのあるクラッチをつないで走り出

できること請け合いだ。

引き出せるという興味深い比較だったが、筆者は

をこれでもかと最適化させようとしている）し、6

してみると、エンジンの官能はさすがに BMW だ。

ただし、走っている最中、ずっとフロアパンの

段 MT で 265ps ／ 6600rpm、32.1mkg ／

ちょっと繊細さのある VW 製 V6 エンジンよりも分

細かな振動、部分的なよじれのようなものを感じ、

試乗後、クルマはけっしてエンジンだけで走るわけ

2750rpm というパワーを制御する。

かりやすい魅力を持っている。

BMW にしてはずいぶんやわな印象を受けた。お

て 1450kg というけっして軽量級とは言いがたい

ではない、ということをあらためて勉強させてもらっ

そらく、1 シリーズの設計時、デフォルトとして選

車重の影響もあろう。

た気がしている。

外から見て分かるとおり、車内は特に天井が

Golf R32

に選べ、最適なポジションがとれることは好感が
持てる。インテリアの設えを見回しても、上級ク

低回転から 3000rpm まではそれこそ瞬間的に

エンジン＿ V 型 6 気筒 DOHC 3188cc 84.0 × 95.9mm 10.8：1 250ps ／ 6300rpm 32.6mkg ／ 2500 〜 3000rpm トランスミッション＿ 6 段 DSG
ディ＿ 4250 × 1760 × 1505mm W ／ B 2575mm 1590kg タイア＿ 225/40R18 新車価格＿ 443 万円

ボ

＊ユーズドカー・マーケット情報＿ 2006 年 2 月に日本上陸を果たした R32。発売からまだ 2 年ほどしか経過していないものの、VW ゴルフの販売台数の約
1 割が R32 という健闘ぶりだ。中古車もそれなりに流通しており、相場は 400 万円前後で推移している。しかし受注生産となる 2ドア版になると、中古車市
場で見かけることは稀。フロントバンパーにかけて装着されている大きなメッキグリルは R32 ならではのアクセントだ。
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この点だけを除けば、旋回モーメントの収束性

130i M-Sport

ゴルフの V6 は DSG とのマッチングに優れ、

やはり総合力で勝る R32 を選びたい。そして、

エンジン＿直列 6 気筒 DOHC 2996cc 10.7：1 265ps ／ 6600rpm 32.1mkg ／ 2750rpm トランスミッション＿ 6 段 MT
× 1415mm W ／ B 2660mm 1450kg タイア＿（F）205/50R17（R）225/45R17 新車価格＿ 495 万円

ボディ＿ 4240 × 1750

＊ユーズドカー・マーケット情報＿ R32 に遅れること 1 年 3 ヵ月。2007 年 5 月に日本でデビューを果たした 130i M-Sport。コンパクトクラスながら唯一の
後輪駆動を採用するあたりがいかにも BMW らしい。新車販売が好調なことから、新しいモデルの割には中古車市場における流通量も豊富で、相場は 400 万
円あたりがスタートライン。トランスミッションは 6 段 MT が中心。ルマン・ブルーのボディカラーは 130i M-Sport のみに設定されている。
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