
VikingContact 7
走行レポート

神奈川から青森まで
トータル1800kmの走行で体験した

最新スタッドレスの実力は！？



年末年始、帰省で神奈川から青森まで往復 1500km＋

スキーや買い物で走行した300km＝トータル1800km。

わりと雪深い地域への帰省のため、様々な路面状況をド

ライブすることが出来ました！

モニター当選のレポートミッションではありますが、ス

タッドレスを検討している方の参考に少しでもなれば幸い

です。

ただし、居住地・自動車本体の性能や特徴によって評価

は変わると思いますので、私的感想という事で記載内容に

関するクレームは一切受け付けません (笑 )



はじめに

私がスタッドレスタイヤを選ぶ際、基準にするのは性能と価格のトータルバラ
ンスです。

高くて性能が良いのは当たり前
安くて性能が悪い、高いのに性能がいまいちなのは論外
安くて性能が良くて使用期間も十分、最高ですがほぼありません

スタッドレスタイヤの大前提として『滑らないタイヤ』はありません。どんな
に高性能をアピールしているスタッドレスタイヤでも雪上のあらゆるコンディ
ションで滑ります。

いろいろなタイヤを経験してきましたが、今時のスタッドレスは縦方向の性能
は私には大差なかったというのが正直な感想です。
「大差ない」というと語弊がありますが、【止まる】に関してはタイヤによる制
動距離の違い 50cm～ 1mは路面環境によって変わる制動距離に比べると微々た
るものと思えます。コロコロ変わる路面環境に対応出来る運転（主にスピードと
車間距離）をしていれば、タイヤの性能による制動距離の差は「大差ない」と言
うことです。
ただし、雪道の運転に慣れていない方はこの「大差ない」制動距離の違いが大

差となります。慣れていない方ほど高性能なタイヤ選びをおすすめします。
【坂道を上る】に関しては、タイヤの性能よりも車の性能の違いが大きく出る
と考えます。私がスバルのAWDを乗り続ける理由の一つがそこにあります。今
まで私が使用したスタッドレス、ブリヂストン・ファルケン・ヨコハマ・ナンカン・
フェデラルいずれも、上れない坂は経験ありません。友人所有の国産 SUV AWD
車に某国産有名スタッドレスで上れなかったスキー場までの坂も難なく上り切り
ます。なので私の現状ではどのタイヤでも「大差ない」状況です。
ただし、同じ車でもスタッドレスの違いによって坂を上り切れる、上り切れな

いの違いがあることも確かです。そういった場所が生活圏にある方は【上る】を
優先したタイヤ選びをおすすめします。
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私が私が私が私が私が私が私私が私がスタスタススタスタスタスタススタッドッドッッドッドッドレスレススタイタイタイタイタイタイタイタイヤをヤをヤをヤをヤをヤをヤをヤをを選ぶ選ぶ選ぶ選ぶ選ぶ選ぶ選ぶ選ぶ選選 際、際、際、基準基準準準準基準にすにすにすにすにすにすにするのるのるのるのるのるのるのは性は性は性は性は性は性は 能とと能とと価格価格価 のトータルバルバババババラララララララララ
ンスンスンスンスンスンスンスですですですですですですすすです。。。。。。
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スタッドレスタイヤの選定は、所有する自動車・居住地・雪道の運転経験、さ
らにどういった運転をするのかによって基準を変えるべきだと思います。

では、私がスタッドレスタイヤの性能面で何を重要視しているかというと、お
もに下りのコーナー（もっとも滑りやすい状況）でどのような挙動をするかと、
走行中にコーナー等で予想の範囲を超えた挙動（滑り）をするかどうかの【横方
向の性能】です。冬季高速道路でのスリップ事故は横方向のグリップを失い発生
する事が多いと感じています。そのため【横方向の性能】は最重要と考えます。

価格面では、スタッドレスの耐用年数は 4年～ 5年と考えています。どんなに
高性能なスタッドレスでも 4年も使えばゴムが経年劣化し残り山があっても性能
は格段に落ちています。5年落ちの国産有名スタッドレスより新品の海外格安ス
タッドレス1年目の方がスタッドレスとして機能します（一部例外もありますが）。
購入価格÷使用予定年数（最大 5）＝ 1年あたりのコスト

通常は上記の計算で出た金額と性能を加味してスタッドレスを評価しています
が、コストパフォーマンスについては数年後にならないと結果が出ないので今回
の評価は機能面に限定してお伝えいたします。

冬期路面といってもいろいろな状況がありますが大きく分けると

1．ドライ
2．ウェット
3．雪（未除雪の新雪）
4．雪（除雪後）
5．アイスバーン
6．アイスバーンの上に新雪
7．水分を大量に含む溶けかけた雪

が考えられます。
今回、上記のコンディションすべて走行したのでインプレションをお伝えいた

します。
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らにらにらにらにら どうどうどうどういっいっいっいった運た運た運た運転を転を転をするするするのかのかのかによって基準を変変変えるえるべきだと思います。
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ドライ路面性能はスタッドレスタイヤの中で圧倒的と言っていいレベルと感じ

ました。高速道路もノーマルタイヤと遜色なく、首都高速も流れに乗ったスピー

ドで走って全く違和感を感じません。ロードノイズも気にならず非常に優秀です。

VikingContact 7 以外でドライ路面が優秀だと感じたのは某有名海外メー

カーのスタッドレスタイヤですが、ドライコンディションのすべての要素で

VikingContact 7 が勝っていると感じます。

その他国産・海外スタッドレスはコーナーや車線変更時に『ぐんにゃ』っと、

ワンテンポ遅れた上に腰砕け感を大なり小なり感じます。ただそれはゴムの柔ら

かさやブロックパターンが氷上・雪上性能に特化されているためドライ路面は苦

手なのは仕方ないし、高次元で両立させるのは難しいのだろうと理解しています。

完全ウエットの性能は特に問題ありません。いたって普通であり高速道路の走

行でも不安を感じた瞬間はありませんでした。

ドライ・ウェット路面について



驚くほど止まるし曲がるし反応が素直です。

下りのコーナーを多少オーバースピードで進入しても難なくクリアしました。

滑ってないことは無いのですが、ほぼ滑るという感覚を持たずに走れました。

高速道路の車線変更等で新雪の轍を超える場合、ハンドルを取られたり抵抗を

感じたり滑ったりするスタッドレスも多いですが何事も無かったかのようにクリ

ア出来ました。今まで経験した国内外スタッドレスと比べ、轍の踏み越えた時の

安定感はVikingContact 7 が勝っていると感じます。雪上での【横の性能】はトッ

プクラスと感じました。

止まる【縦の性能】に関しては、ロックさせてしまうとどんなタイヤでも滑り

ますが、ギリギリの強さで踏んだブレーキに破綻すること無く応えてくれます。

エンジンブレーキだけでグリップを失うタイヤもありますが雪上ではそれも無く

安定感抜群です。

雪（未除雪の新雪）



ブロックパターンを触ったとき、この路面状況向けに設計された国内外スタッ

ドレスに比べ苦手だろうなと思いましたがそんなことはありませんでした。

滑るだろうなと予想できる場面では予想通り滑りますが、想定の範囲内であり

コントロール出来る状況でした。他のスタッドレスに比べ滑り幅が大きいという

事も感じません。

氷上に強いと言われる国産スタッドレス諸々の中にも私が最も嫌う「直進時に

予想の範囲を超えて横に滑りすぎる」タイヤもある中、「直進時に予想の範囲を

超えて横に滑る」事もありませんでした。比較しても劣っているとは感じません。

『スタビリティコントロールシステムが働いたときに機能するタイヤ』とのこ

とで、上りのコーナーで意図的にパワースライドさせたときのコントロールと収

束はとてもよいと感じました。動作したおおよその場面でグリップが早めに回復

し縦方向に進み出し、なるほど！と関心しました。

雪（除雪後）・アイスバーン・アイスバーンの上に新雪



どのスタッドレスも苦手な状況かと思いますが、VikingContact 7 で唯一、他

のスタッドレスと比較して違和感を感じたのが水分を大量に含んだべちゃべちゃ

の雪でした。ブロックパターンによる水の逃げどころが関係しているのかな？と

感じました。1cm程度のべちゃ雪では何も感じませんでしたが、2-3cmぐらい

あると感じます。

タイヤがべちゃべちゃな雪にさしかかった瞬間に感じる抵抗はドキッとしまし

た。他のスタッドレスよりも大きい感じがします。車線変更中にそういったコン

ディションの路面に当たると想定の範囲を超えて横に滑りました。

他のスタッドレスでも抵抗を感じるし滑りますが、今まで経験したものより少

し大きな抵抗で有り滑りでした。

ただし、そこが苦手だとわかっていれば対処出来る範囲でコントロールを失う

事はありません。帰路につく頃にはドキッとすることも無くなりました。

水分を大量に含む溶けかけた雪



おわりに

今回、往復 1800km走行でわかったことは、性能面では間違い無くおすすめ出
来るスタッドレスタイヤだと言うことです。特に、生活圏は雪の降らない地域
でたまに高速道路を走って雪国に行く方にはドンピシャです。結構雪深い標高
400mほどの位置にある実家への帰省でもほぼ快適にドライブ出来たので、おお
よその雪国でもおすすめと言って大丈夫です。

私の両親もそうですが、雪国の年配の方はシーズンごとのタイヤ交換も難しく
通年スタッドレスを装着している方も多いと思います。劣化した、山の無くなり
かけたスタッドレスでもAWDの軽自動車でほとんどの路面状況を走り生活して
います。そこで思い出したのが国内では未発売のハードコンパウンドスタッドレ
スのお話。氷上、雪上性能が多少落ちてもドライ路面をノーマルタイヤに近い感
覚で走れ、通年装着し 4年もつ軽自動車用スタッドレスタイヤがあれば、本当の
オールシーズンタイヤとなり高齢化が進む雪国地方都市で唯一無二のタイヤにな
れるのではと思いました。
そんなタイヤが発売されたら両親の車に是非装着させたいと思います。


