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空への憧憬
Part 2

Part 2

今回の体験飛行の
テイクオフとランディング
のビデオ、
およびJPMAから
頂いた数種のビデオをイン
トラネットで公開しています。
ぜひご覧ください。

風を受けて膨らんだキャノピーを確認した時、パイロットから「走って」の合図。それと同時に
エンジン音とプロペラの風切り音が大きくなった。背中が押される感覚と共に5、6 歩走った
時、体が宙に浮き始め、空中散歩が始まった。
「これがパラモーターの世界だ！」。JPMA（日
本パラモーター協会）取材時に「何がきっかけで飛び始めたのですか ?」の質問に、
「勢いで
飛んじゃった」という回答を思い出した。

●パラモーター遠州所属メンバーによる飛行風景（体験飛行中に撮影）

第

1

部

パラモーター知識編

◆パラモーター（概要）

パラグライダーは滑空機（グライダー）のため、平地

パラモーターはパラグライダー（※1）のハーネス部

から自力で離陸することはできず、飛行中でも上昇風

分に取り付けられたパワーユニットでプロペラを回転

がなければ高度を上げることはできない。しかし、パラ

させ、推力を生み、飛行するスカイスポーツである。

モーターは動力を持っていることで、河原や海岸など
の平地から飛び立つことが可能であり、自由
に高度を上げることもできる。そう、飛び上が
る力を持ったパラグライダーが「パラモー
ター」だ。
（※2）に規
国際的には、国際航空連盟（FAI）

定される「マイクロライト」に超軽量動力機と
パラモーターが分類される。一方、日本航空
（※3）では、
パラモーターは8番目
協会（JAA）

の団体「日本マイクロライト航空連盟」に属し
ていたが分離独立し、
「日本パラモーター協
会（JPMA）
」が組織された。
パラモーターの名称については、その生い
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（※2）国際航空連盟（FAI）
国際航空連盟（Federation Aeronautique Internationale）の略で、IOC（国際
オリンピック委員会）総会の決議により設立された。この連盟の目的は協議会を
通じて世界各国の親善と友好を深め、国際平和を促進すること。模型飛行機から
宇宙飛行まで幅広い範囲で、種類別に世界記録を公認するほか、世界選手権の
公認、航空スポーツ規定の制定、技能の認定ならびに航空功労者の表彰を行う。

FAIが提唱する精神のもとに各スカイスポーツ愛好者団体と連携し、記録の公認、
飛行技能の検定と認定、スポーティングライセンスの発行等の様々な活動を
行っている財団法人であり、以下の団体が組織されている。
■気球（日本気球連盟）
■エクスペリメンタル（自作）／航空機（エクスペリメンタル航空機連盟）

舵面操縦型

㱺
「ジャイロプレーン」や鳥人間コンテストの「人力飛行機」はこの自作航空機に
分類される。
■飛行機＆ヘリコプター（社団法人 日本航空機操縦士協会）
■グライダー（社団法人 日本滑空協会）
■模型飛行機（日本模型航空連盟）
■パラシューティング（スカイダイビング）
（現在、統括団体はない）

ラグライダーやパワードパラグライダーと呼

■ハンググライダー＆パラグライダー（社団法人 日本HG・PG連盟）

統一することに決定した。

舵面操縦型

（※3）日本航空協会（JAA）

立ちに関係するのだが、かつてはモーターパ
ばれていたが、FAIはパラモーターの名称で
●タンデム体験飛行（地上から撮影）

（※1）パラグライダー
「キャノピー」と呼ばれる化繊製の翼、パイロットが座っている「ハーネス」
、これ
らを結ぶ「ライン」で構成され、山などの高い所から低い所に飛行するスカイス
ポーツ。上昇気流に乗ることができるならば長時間の飛行が可能。

■マイクロライトプレーン（NPO法人 日本マイクロライト航空連盟）
㱺参考までに、マイクロライトプレーンを紹介する。尚、マイクロライトプレーン
とパラグライダーの違いは離着陸装置、即ち、車輪等があるかないかである。

体重移動型
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◆パラモーター（詳細）
❶ 歴史

トが安く静かでパワーのあるものが望まれている。半

◆飛ぶメカニズム
パラモーターが平地から飛び立てるのは飛行機と

る。なお、電動スターターは多少の重量増とコストアッ

可変ピッチ、3ブレード、2分割カーボン製などもある

パラモーターの歴史は比較的浅く、1988年に初飛

プになるものの、非常に便利が良く、上位機種には必

が非常に高価である。

同じ原理で、水平方向に機体を引っ張る力（推力やス

行が行われた。当時は、重く大きなパワーユニットで

ず装備されている。評判の良いエンジンは以下の条件

❹ フレーム

ラストという）によって翼に揚力を発生させて、浮上・

キャノピーも貧相なものだったが、1990年、軽く静か

を満たしているようだ。

パワーユニットをハーネスに固定する背負子（しょ
いこ）がフレームであり、燃料タンクも支える。軽量な

なパワーユニットが市販された後、様々な改良が重ね

飛行する。その力の源が背中に背負っているパワーユ
ニットだ。

られ、今日ではシステムも簡素化し、重量は20kg程度

● 十分なパワーと静粛性

アルミパイプの溶接構造がオーソドックスだが、多少

キャノピーの滑空比（※6）が7：1程度のため、総重量

となり快適な飛行が可能になった。

● 小型軽量で燃費が良い

重くなるが耐久性のあるステンレスパイプ製のものも

（=パイロットの体重＋パワーユニットなどの重量）が

❷ パワーユニット

● コストが安く、補修用パーツの入手が容易

増えてきた。

かつては2サイクル200 〜 300cc、20 〜 30馬力

● 故障が少なく、メンテナンスが容易

の大排気量・高出力エンジンに、直径65 〜 75cmの小
さなプロペラを直結したもので、全重量が12 〜 16kg
のモデルが主流であり、かなりの爆音を轟かせていた。
2000年に入り、より安全で快適な高推力飛行とエ

おおよそ、5リットルの燃料（2サイクル混合燃料）
で約1時間程度の飛行が可能である。
パラモーターの世界でも4サイクル化が進んでいる。

100kgならば、約14kgf（=100 滑空比）のスラスト

ヤマハ発動機の技術会の会報（YTSジャーナル）の

があれば理論上成立する。しかしそれは理想的な数値

取材であったため、取材先の方々から、当社のコアコ

であるため、実際の離陸時（特に無風時）には、安全上

ンピタンスである、パワフルで静寂な小型4サイクル

理論スラストの3倍以上が必要となる。従って、通常

エンジンをパラモーター用に提供してくれないかとの

40 〜 60kgf、重 量 級 向 け や タ ン デ ム に は60 〜

要望があった。

80kgfのスラストが必要となる。

ンジン音・プロペラ音低減の方式に移行された。小排

一般的に2サイクルエンジンに対し、非力で価格も高

当然ながら、スラストに関わる重要な項目はパワーユ

気量エンジン（100cc前後）を高回転で回し高出力を

くなるが、排ガスがクリーンであり燃費が良く静粛性

ニットの出力とプロペラ性能となる。過去の「小径プロ

得て、減速装置（リダクション）を介し、大きなプロペ

は向上する。しかし、ヘッドシリンダー等で重くなるた

ペラ＋小型ユニット（減速無し）
」から現在の「大きな

ラ（110cm前後）を低速で回すことで推力効率も向上

め、ユニットを担いで飛ぶパイロットの足への負担が

プロペラをゆっくり回すユニットでの高効率＆大きな

し、ユニット全体として推力に余裕ができ、低騒音化

掛かることになり、1グラムでも軽くコンパクトなもの

スラスト」となり、
「さらに省パワー＆大スラスト」を実

が図られた。

が求められている。

現する静かで軽量なエンジンが望まれるようになりつ

現在の主流は、欧州製の2サイクル80 〜 120ccの
単気筒、減速比は1：3（〜 4）のギヤ式またはベルト＆

した。まだリチウム電池の改良に期待が集まるものの、

プーリー式、排気マフラーを装備している。燃料ポン

ユニットが油で汚れない、クリーンかつメンテナンス

プ付のダイヤフラム式のキャブレターが多く、リード

が楽になるというメリットがある。

バルブを介して取り付けられている。エアークリー

❸ プロペラ

ナーに相当する樹脂製のノイズボックスが取り付けら
れ、吸気音を減少させ吸気効率を向上させている。

つある。

2006年には、電動ユニットによる初フライトが成功

◆性能
飛行時間は、キャノピーの性能、総重量、パワーユ
ニットの燃料消費量、燃料搭載量、風速、気圧、温湿度

100 〜 125cmの2ブレードの木合板製が主流であ

などで左右されるが、サーマル（熱泡上昇気流）や山

る。プロペラは消耗品と考えるパイロットが多く、コス

斜面のリッジ（山の背・尾根）上昇気流を利用しない一
●ハーネス（椅子）の裏面の赤いパイプがフレーム

般的飛行時間は15分〜 20分/リットル程度だ。
飛行スピードは、上記内容の影響も受けるが一般的
には30km/h程度である。

❺ その他の特徴
パラモーターは航空法では「浮遊物」扱い（※4）と
なる。
しかし、飛行場の周辺や、航空機が飛行する空域に
も自由に飛行できるため、飛行する地域の安全や騒音
への配慮に加え、航空法規知識が求められる（※5）。
飛ぶためのライセンスは不要だが、JPMAは独自で
●１人乗り用のパワーユニット（単気筒）

「技量認定規定」を制定している。
その中では航空法規や航空力学の基礎、航空気象
の基礎、安全などについて規定されており、パラモー

飛行高度は通常100 〜 200m程度だが、日本記録
では3000m程度もあり、世界記録は4500mに達する。
逆に低空飛行高度は地面や水面を足で擦りながらの
飛行は可能だが、操作を誤ると即地面との衝突や着水
による水難事故となるため、注意しなければならない。
このように、平地から人間の「脚」で離発着できる手
軽さ、動力飛行でありながら航空機のような規制を受
けない自由さの下で、自分の目と体で下界を感じるこ
とができる醍醐味がパラモーターだ（ドラえもんの竹
コプターみたいな感じなのかな・
・
・）
。

ターのパイロットとしては最低限必要な知識であり、
身に付けることが望まれている。

●1人乗り用のパワーユニット（2気筒、減速装置無し）

●今回のタンデム飛行に使用されたパワーユニット（単気筒）
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（※4）航空法では「浮遊物」扱い
（※5）航空法規知識が求められる
最近では航空域の制限が掛かっている部分もあり、 管制空域制限や飛行場、自衛隊のルートなど航空
遊びの感覚では通用しない地域もあり、法的にも
地図などでの規制高度を知る必要がある。航空法
規制対象になりつつある。
第２条で乗り物の定義、第99条の２で国土交通省
の規制もある。

（※6）キャノピーの滑空比
滑空比＝降下距離 水平距離、パラモーターで使
用するキャノピーの滑空比は１/７程度であり、約
14％の勾配で滑空していることになる。ちなみに、
グライダーなど軽量機体では滑空比は１/20程度。
スペースシャトルの滑空比は１/2.7。
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Part 2

タンデム用のユニットは、160 〜 200ccの大型にな

第

部

パラモーター体験飛行編

◆パラモーター経験者とのQ＆A
Q ： 何がきっかけで飛んだのですか?

◆パラモーター体験（試乗）
飛ぶためには、やはり最低限のスキルが必要である。

風上方向を向き、
「行ってらっしゃい」と応援する声

速度30km/hの中で感じていた。やがて、西進から陸

があった直後、海風（※7）をはらんだキャノピーを体で

側（北向き）に向きを変え（※8）Uターン（東 進）した。

A ：一言で言えば、やはり「鳥のように自由に飛びた
い」ですね。

安全も考慮し、
「遠州パラモーター」の代表者にお願い

感じた瞬間、パイロットから「前進」との指示に、小走り

すると別のパラモーターが視界に入り、その下に福田、

して、タンデムフライトへの挑戦となった（要は一緒に

に駆け始め、5、6歩数えた時には空中に浮かんでいた。

浅羽につながる海岸線が見え、さらに向こうには小笠

Q ： 最初に飛んだ時に感じたことは?

乗せて頂く）
。

みるみるうちに、波打ち際や砂浜が、そして沿岸の

山が見えた。
「今、飛んでいるんだ！」心の中で叫んで

A：
「やっと飛べた」との安堵感と喜びですね。少数で
すが、
「怖かった」との感覚も覚えた人もいます。
本当の意味で、
「楽しい」とか「凄い」は初飛び以
降の感覚になると思います。

最初に身に着けたのがライフジャケットとヘルメッ

道路が下界となり、視界が広がった。竜洋海洋公園内

ト。驚いたことに、パラモーターで最も多い事故は水

の風力発電機のプロペラが真横に見え、沿岸流の影響

上への不時着時に起きており、そのため、ライフジャ

で西側が塞がれた天竜川の河口、遠くに見えるアクト

ケットを身に着けることが推奨されている（JPMAも

タワーなど、3月の潮風（春を先取りした心地良い暖か

Q ： いつも飛んでいる方々は
何に魅せられたのでしょうか?

それを指導）
。パワーユニット用の浮きもある。

さのある風だった）と太陽光の中に自分がいることを

A ：何をおいても飛びたくなるのが本音ですね。最小
限の装備で、風を感じ、自分自身のコントロール
で自由に空を飛べるからですね。
̶ 以下、代表的な理由。

全のために何度も再確認がなされた）
、
タンデムフライト用のバーの持ち方、
飛び上がった後の足置きの使い方、テ
イクオフ時とランディング時の走り方
（小走り）
、最後の動作としての180度

●登山家の心境に似ているが、空飛び爽快感と眼
下に広がるパノラマ。

に流され背中から倒れることを防ぐ

●風などの気象条件で飛べなくても、メンバー
（多種多様な職業や立場）との情報交換や親睦
が図れること。

（※7）海風／（※8）西進から陸側（北向き）に向きを変え
安全重視のため、陸風の場合は海（沖）に流されてしまう可能性がある
ため飛行しないことにしているとのこと。従って、体験試乗の当日、飛
行場所に到着した時は陸風のため、吹流しの向きが変わるのを待った。

そしてハーネスが体に固定され（安

●日常生活からのスイッチ切り替え（非日常の楽
しさへ）

●精神安定剤的効果（忙しい毎日からの気分転換
で、また明日から頑張ることができる）

いた。

ターン（向かい風でキャノピーが後方
ため）などの指導を受けた。初めての
パラモーター体験に向けて緊張しな
がらも、頭の中で行動パターンを繰り
返した。そして、数人のアシストもあ
り準備完了となった。
●キャノピーが風をはらみ始める

●パワーユニットの説明をして頂いた

●セットアップ中（初めての体験のためか、笑顔が消えていた）
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●竜洋海洋公園にある風力発電機を眼下に見る
その右手後方にアクトシティが見える（体験飛行中に撮影）

●東方向に向き変えた後、パラモーターを発見（体験飛行中に撮影）
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2

今回の体験取材では三

風の中での着陸態勢に入った。地上が次第に近くになり、

人がお世話になった。あとの

て頂き、本当に有難うございました。“遠州パラモー

地上5m、3m、1m。自分の足によるランディングなので

二人は私の体験を見ていた

ター”の皆様にお礼を申し上げます。

脚で自分の体重を支えることになるのは分かっていた

ためか、かなりリラックスした

が、地上に足が着いた時、膝に軽いショックを感じなが

飛行を楽しんでいた。

ら数歩、小走りに走った。指導された180度ターンをし

ジャズを聴きながらアンニュイな

終了した。

気 分 で 遅い 昼 食をとった。パラ
地上とは異なった空の世界に自分たちがいたことを思

た。もっとも、スキルを有するパイロットには、パラモー

い出しながら、三人の会話は尽きなかった。

ターによるスポーツ競技（※9）も開催されているとのこ

オートバイのツーリングのように、パラモーターでの

と。その最初のステージとしてタンデム飛行を体験させ

ツーリングもあるらしい。鳥になっての旅、想像するだ

ていただき、文字通り世界が広がった気がした。

けでもワクワクしてくる。風を知り、そして風になるのだ。

ダミーフライヤーが当日、競技規定に則りフライトし設定した競技
時間と同タイムになるように競うゲーム。
指定されたコース上の目標物を設定し、その上空を通過しながらタ
イムを競う。
■ スラローム／ポールキック
地上に立てたフレキシブルなポールを指定された順序でキックして
ゆく。キック出来た数を競う。

モーターのすばらしさ、日常では感じることができない、

ツというよりは、空中散歩を十二分に楽しむことができ

（富田・青木）

（※9）スポーツ競技
FAIの規程に基づく競技内容を紹介する。
■セットタイム

■スピードレース

体 験 取 材 が 終 わ っ た あ と、

た記憶はないが、キャノピーがしぼみ、初めての体験が
最初は不安や期待が交錯していたが、スカイスポー

最後に、大変親切な指導のもと、貴重な体験をさせ

■ タッチ＆ゴー
指定されたサークル内でランディングとテイクオフを行う。サーク
ル内で出来たならば得点が加算される。
まだまだ多くの競技があるが、紙面の関係で以上とする。

取材と体験試乗のお礼のメールを送信した
「パラモーター遠州」代表の金原英
後日談 ところ、
次さんから次の返信が届いた。
はーい、こんにちはー。
三人とも楽しんでくれて、僕も嬉しいですー。
三人の日頃の行いを神様が見ていて、最高のフライト
日和をプレゼントしてくれたんだねー。
高気圧が張り出してくるこれからの季節がベストシー
ズンです。
今日は良い日だなーと思ったら、きっとぼくたちは鳥
になって空を散歩していますよー。
また遊びにおいでよー。

大変居心地が良い「パラモーター遠州」でした。

●無事にランディング

●初めての経験に満足

取 材
協力先

パラモーター全般についての取材にご協力を頂きました事務局の方
●JPMA（日本パラモーター協会）事務局
住所：東京都港区新橋4丁目31-3新橋オーシャンビル5F
Tel 03-3438-1239、090-6514-8874
ＪＰＭＡ：http：//www-paramotorjapan.jp

●写真左：川崎義弘さん、写真左：金原英治さん
（竜洋海洋公園南側にて撮影）
参考文献

●あと1mでランディング（当然ながら、ランディングの練習は飛んだ後でなければできない）
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パラモーター全般についての取材、および
体験試乗（タンデムフライト）にご協力を頂きました方々
●JPMA東海・北陸ブロック代表理事の方々
●柳瀬美華子さん
川崎義弘さん（静波スカイスポーツクラブ会長兼静岡県PPG連合会会長）
（新橋JR駅付近を見下ろす
金原英治さん（パラモーター遠州代表）
会議室にて撮影）
パラモーター遠州：http://www.plaza.across.or.jp/~yh3/pme.html

フリー百科事典ウィキペディア／スカイスポーツガイド（財団法人 日本航空協会）／ JPMA事務局から頂いた参考情報／パラワールド（イカロス出版）
パラグライダー＆パラモーターギヤブック（イカロス出版）

YAMAHA Technical Society 13

Part 2

飛んだ！ 簡単に！ そのメカニズムは?﹁パラモーター体験取材﹂
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Part 2

これを2回繰り返した後、再び東進しながら、向かい

