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■ 多胡さんと筆者の出会いは早朝4時半（初日）
大倉戸海岸の駐車場に前日入りし、車中泊していた午前4時半、
何かカチャカチャと聞こえる音で目が覚めた。それは、パラモのエ

パラモーターの 空撮プロ の
お手伝いレポート
た

ご てるよし

“空撮のプロ”とは多胡さん、多胡光純さんのことだ。パラモーター界では知らな

かう途中、赤羽根港で遅い昼食を取り、やがて伊良湖岬に到着。
先ずはテイクオフする場所を観光客が来ない恋路が浜の東端と

ンジンユニットを組み立て中の多胡さんだった。お互いに「初めま

決めたのだが、曇ってしまったためフライトは明朝とし、伊良湖岬

して」と挨拶。これが3日間に渡る最初の会話だった。

を散策（明日のための下見）
。そして名物の“大あさり”を食べ、高

小牧空港の航空ミュージアムにあるフライトシミュレーター向け

台にある伊良湖ビューホテルの露天風呂に浸かった。伊良湖水道

に、空港周辺の映像の空撮の仕事で、伊勢湾、鳳来寺山周辺、遠

の夜景を見ながらの最初の話題はドローン。
「ドローンの映像は引

州灘等を空撮することになったという。

く映像が多く、パラモは無理。空をスライドしながら撮った静止画

フライト前の準備中の多胡さん

のようなドローンの映像に対し、パラモはあたかも自らが飛びなが
ら対象に迫ってゆく映像であり、そうなるのは当たり前なのだが、

い人はいない空撮の達人。彼の映像はテレビでもよく見掛ける。この夏、彼の空

映像に迫力が出るのが特徴」と多胡さん。
「モニターを見ながらの

撮をお手伝いすることができ、そのレポートを、9年前の本誌のパラモーターの記

撮影のドローンに対し、パラモは飛びながら五感で感じ、その情

事の「追跡レポート」としてまとめた。そのために彼と数回、メールのやり取りを

景を撮るというのは全く違った映像になるのでは」と筆者。二人は

行った際に、そこには、彼ならではのフレーズがあった。

もちろんパラモ派だ。そして多胡さんのこれまでのフライトの思い

●風との出会いは一期一会、同じフライトラインを二度と描くことはできません。
●これからも飛んで、撮って、で地球を記録して行きます。

ついて相談した結果、夕陽が美しい伊良湖岬に決まった。そこに向

出話になっていった。
「バオバブの森、透明な海と謎の縞模様のマ
ダガスカルは・
・
・」と知らない世界の話を夢中に聞きながら、気付

●多胡光純（フライト中）

くと湯にのぼせていた。

■ 前号のあらすじ

ピー
（パラシュート）
を購入。先輩方からテイクオフ方法やフライト
・

・

・

・

・

・

・

・

・

本誌を愛読していた一読者から会報編集委員になり、先輩

中の操作の指南を受け、
時にはタンデムフライトにてフライト感覚

の姫路城の取材に同行し、取材なるものを初めて経験。その

を養い、
最後にランディング方法を学び、
2010年5月、
初フライトに

先輩から記事を書いてみてはどうかと提案され、慌てながらも

成功。
それからの7年間、
伊豆半島の東海岸、
駿河湾から遠州灘、
そ

良い経験になると思い引き受け、取材メモとネット検索で脱稿

して琵琶湖の湖岸でのフライト等で、
約650回のフライトを重ねて

し本誌にデビュー（2008年67号）。次号向けに、以前から興

きた。
その間、
写真展は3回
（作品展への出品まで含めると10回）
、

味があったエンジン付きのパラグライダー、確か天竜川の河口

高度はまだ700mまでだが、
今年中には1000mに挑戦したい。

●エンジンユニットの準備完了後、靴ひもを結ぶ（ランディング時のショ
ックを軽減させるため登山靴を使用）

付近で見掛けた記憶があり、ネットで調べてみた。それはパラ
モーターというものだと知り、
「パラモーター体験取材」を企画

■ 空撮のプロカメラマンのお手伝いのきっかけ

会議に掛けたところ了承され、筆者の最初の企画となった。知

パラモーター（以降パラモ）を始めて間もなく、テレビで「天空の

りたいことを書いたメモを持参し（※1）、日本パラモーター協会

旅人 錦秋列島を飛ぶ（※2）」の映像を見て以来、多胡さんの山肌

●大倉戸海岸を空撮中の多胡さん

●東風に向かって両手を広げ、風速を体感する多胡さん

■ 最高のフライトコンディションの伊良湖岬（2日目）

で取材。そこで紹

を縫うような、水上を滑るような見事なフライトに驚嘆し、木々に迫

遠州灘空撮の初日は砂浜の空撮だ。パラモからの映像空撮は

介された“遠州パ

るビデオ映像を撮るフライトスキルに憧れてしまった。それ以来、新

風の影響を受けるため、風が穏やかな早朝が適している。午前7

のテイクオフとし、準備を進めた。最高のフライト日和の中、

ラモ ー ター（ 以

聞のテレビ欄をチェックし、
「天空の旅人 桜の春を飛ぶ」
「
、長江 天

時過ぎ、風速1m/sの東風、多胡さんのフライトが始まった。その

多胡さんはテイクオフ。恋路が浜や岬の先端、日出の石門等

降PME）”にて体

と地の大紀行」
「
、ボクらの地球・マダガスカル」
「
、天空の旅人が見

間、あたかもベース基地のように筆者は、エリアのコンディション

をフライト、その先の片浜十三里にも足を伸ばした様で、砂浜

の連絡、多胡さんからの緊急連絡への対応、テイクオフ前の準備、

に多数の巨岩がある場所をローパス（低空飛行）で最高の映

ランディング後のアシスト等を担当した（※3）。2回目のフライトで

像が撮れたとのこと。それを興奮気味に説明してくれたことを

付近の海岸で、PMEの会長が偶然、多胡さんと出会った。この夏、

多胡さんは、渥美半島の南側を飛びながら空撮を繰り返し、その

今でも鮮明に憶えている。そして、朝早く漁に出たのか戻って

遠州灘を含む東海地方のビデオ空撮の下見に来ていたとのこと

間、多くのサーファー達から手を振ってもらったようで「遠州灘は

くる漁 船に近付き並走しながらのフライトを眺めている時、

だった。その話を聞いた瞬間、遠州灘でのフライトに精通している

ファミリアな感じだ」との一言に、地元の人間として嬉しさを感じた。

PMEとして“お手伝い”しようと思い付き、彼のHP「天空の旅人」

残念ながら、ウミガメとの出会いは無かったようだ。

験取材をさせて

た福島の大地」の空撮映像の録画が筆者の保存版DVDになった。

いた だき、地 上

今年6月、浜名湖の今切口の西側の浜名バイパスの大倉戸IC

約100mの飛行
体験を含めた記
事を書いた。

●本誌68号に掲載されたパラモーターの記事

■ それから、これまで

に記載の連絡先に、お手伝いの申し出のメールを送付した結果、

体験取材がきっかけでPMEに入会し、
エンジンユニットとキャノ

快く受け入れてくださった。

筆者の空撮写真（空撮のポイントは構図も重要だが、水平に撮ることが最も重要）

の鮭でつくる“ ちゃんちゃん焼き”を食べながら飲みながら話
を聞く、多胡さんと漁師たちのシーンだった。ちょっと違うの

遠州灘の超安定したコンディションに逆に驚きながらも、打ち寄せ

だが今、同じような時間の中に筆者はいるのではないかと気

る波が撮影に微妙に影響しているとの説明があり（大きな波が打

づき、貴重な経験をしている時間を大切にしようと思った。

カメラは4Kの大きなテレビカメラと思っていたのだが、一眼レフの
デジカメだった。多胡さん手作りのような複雑なジンバル（※4）を
使用し、デジカメのビデオ機能を使い、映像を空撮していた。
多胡さんは空撮後、パソコンで画像確認をするのだが、その間、
筆者の役割は無く、早朝の遠州灘のフライトを楽しんだ。
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●菊川の河口の西側から浜岡原発までつながる風
力発電機群

に近付き挨拶、次のシーンは漁師たちと一緒に獲ったばかり

内陸のフライト経験が多い多胡さんはサーマル（太陽光による

映像撮影に必要な高いフライトスキルを知った。映像を空撮する

●安倍川の河口上空から静岡市街、日本平、そして
最奥の富士山を臨む

「錦秋列島を飛ぶ」の中のシーンを思い出した。海を走る漁船

地上からの上昇気流）をコントロールして飛んでいるのだが、ここ

ち寄せると機体がわずかばかり陸側に押しやられる）
、多胡さんの

●日本平の東端から三保半島と富士山を望む（フラ
イト中のパラモーターが2機見える。
）

5 時頃に起床したものの、近くにホテルがあるため 8 時から

愛知県のパラモ仲間がランディングしてきた。愛知県内での多
胡さんの空撮を手伝ったパラモ仲間もやってきた。次の撮影地に

※1 当時はそうだったが今は、取材対象が決まれば図書やネットで調べ、記事の
構成を考え、取材前からある程度の記事を書き、事前に取材先に質問事項
を送付し、取材に向かっている。
※2 NHKハイビジョン特集で2006年に放映されて以来、毎年、秋になると放映
される。北海道から九州までの紅葉を3年間かけて撮ったもので、紅葉の映
像のみならず、山里の人々との交流もあり、山間部の小学校にランディングし、
駆け寄ってきた生徒とは今でも手紙のやり取りが続いているという。
※3 ベース基地としての機能以外に、テイクオフの場所の選定、多胡さんのテイク
オフやランディングの際のアシスト、遠州灘でのフライトについての注意事項の
説明、昼食や夕食の場の選定等。
※4 外部からのあらゆる影響を受けずにカメラを一定の方向に保つことができ
る吊枠
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追跡レポート 〜企画取材のその後〜
■ PME主催の「フライイン」にゲスト参加

話を戻すと、筆者は航行している船の横を飛ぶフライトの経験

川をローパスで、中州から水面、水面から中洲の変化のある映

はないが、多胡さんは日頃から機材を十分にメンテし、且つ素

像が撮れたとのことで、たいへん満足されていた。空撮映像の

県内外から多くの参加者が集まり「フライイン」が始まっ

晴らしいフライトスキルを持っているからこそ、できるフライト

醍醐味はやはり被写体に迫る映像であり、一定の高さと横振れ

た頃、多胡さんから電話があった。名古屋方面での空撮の

なのだろう。見習う必要あり、だ。ランディング後、多胡さんが

無しの安定したローパスが必須で、多胡さんはそれを確実にや

仕事が終わり駆け付けるとのこと。多胡さんが数日前に遠

空撮映像の確認に入ったため、筆者はテイクオフ。この地での

れるスキルを持っている。その詳しい秘訣は・・・多胡さんに聞

州灘を空撮している姿を撮った約 10 枚の写真を A3 カラー

フライトは2回目だが、この日の空気は澄み遠くを見渡すこと

いてみよう。

印刷しラミネート仕上げをしたものを準備。さらに筆者が

ができ、約1時間のフライト中、素晴らしい景色の空撮を繰り
返した。空撮が終了し、大あさりも入っている海鮮定食を食べ、
満足した二人は伊良湖岬を後にした。

翌土日で開催する「天竜川フライイン2017（※5）」へ来られ
る約束をして頂き、多胡さんは伊勢湾の空撮に戻って行った。
天竜川の河口の空撮写真

着した多胡さんにプレゼント。一般論だが、写真を撮る人
は自分が写っている写真は少ない。多胡さんも同様とのこ
とで、PME からのプレゼントをえらく喜んでくれた。

伊良湖での空撮中の多胡さんと空撮写真

●フライインのレポートが掲載されたパラグ
ライダー＆パラモーターの専門誌（隔月発
行）
「パラワールド」
、その参加者の全体集
合写真に多胡さんも写っています

撮ったビデオ映像も含め、全ての電子データと一緒に、到

フライインに参加された全員から歓迎された多胡さん。
あちらこちらで挨拶や会話が暫く続く。その後、カメラを持
たず、カメラマンからフライヤーに戻ったような多胡さん
はテイクオフし、次第に高度を上げながら、遠州灘、天竜川、

■ 多胡さん、また飛んでください遠州灘を
翌朝の無風の中、多胡さんはフロント（※7）で空に飛び出した。そ
のフライトを地上からビデオに収め、後で見たところ、天竜川の河口
風景をもう一度噛みしめるように飛んでいたのが印象的だった。

その左右に広がる浜松市と磐田市、その周辺の景色を楽し
んでいる様子だった。その時、南から流れて来た雲に入り込
んだり雲間に出たりと、真夏の空の上で、少しひんやりした
感触を楽しんでいたようだった（※6）。

●恋路が浜の上空を飛ぶ多胡さん、青空に真っ白なキャノピーは見てい
て気持ちがよい

●天竜川河口西側から磐田市側を空撮、竜洋海洋公園やキャンプ場が眼
下に広がり、その奥には工場群やスズキのテストコースが見える
●無風の中、フロントでのテイクオフ（ビデオ映像の一場面）

多胡さんがこのエリアを後にする際、サイン付きの本「空と大地
（ 世界と日本に描いた16本のフライトライン）
」をいただいた。今、
2回目を読んでいるが、その本の“帯”に書かれている「空を飛び、
土地を歩き、話を聞く。人々の営みと大地の成り立ちがみえてくる」
のフレーズそのものが、多胡さんの世界感なんだと思った。
なんか深いなあ、大きいなあ。多胡さん、有難うございました。
（富田）
●スペシャルゲストとして多胡さんも参加された「天竜川フライイン
2017」の風景

フライインの夜はテントの下でアルコールも入り、参加者間
でのパラモ談議が始まった。ギターや電子ピアノそれにドラム
●恋路が浜の沖に見えるのは小説「潮騒」の舞台になった神島（三重県）

●天竜川河口近くの河川敷に広がるPMEのホームエリア。ランディング
態勢に入ったパラモーターが見える

赤羽根漁港の東側のパラグライダーをやっている場所に立ち

も加わり、ちょっとしたコンサートも始まる。この日の夜はそ
れに加え、多胡さんによる空撮ビデオ（編集前の生データ）の
上映会が始まり、水面や木々をすれすれに飛ぶ映像に感嘆の

寄った。そこで多胡さんは偶然にも知人と出会い、さすがパラモ界

声が。その後はジビエの肉（鹿、猪、ウサギ、豚頭、ウズラ）

の有名人、二人の共通の昔話に花が咲いた。

と牛肉のオイルフォンデューに舌鼓を打った。やがてテントを

その後、PMEのホームエリアの天竜川河口近くの河川敷（磐田

準備して寝る者、車中泊する者、キャンピングカーに入る者、

市側）に到着し、PMEメンバーに紹介。この日は、県外のパラモ仲

皆それぞれ眠りについた。筆者は車中泊だったが（1週間で3

間が遊びに来ており、彼らと多胡さんは竜洋海洋公園内で車中泊。

回目の車中泊で慣れたの

筆者は帰宅したが、多胡さんと彼らはパラモ談議で盛り上がった

か 熟 睡 できた）
、数 年 前

のだろう。きっとそうだ。

のことを思い出した。遠
州灘の砂浜で開催したフ

■ 天竜川の中洲を空撮（3日目）

シートを敷き星空を見上

日目のアテンドはPMEの会長にバトンタッチ。この日、筆者が

げながら眠ったこと、初

PMEのエリアに到着した頃には既に空撮は終わっていた。天竜

34 YAMAHA Technical Society

取材先

ラ イイ ン の 時、砂 浜 に

慣れない車中泊（2 泊）で筆者は疲れたため、多胡さんの3
●天竜川河口上空の約500mから天竜川。この中洲を多胡さんがローパ
スで映像を撮った

めての経験だった。

※5 フライインとは、熱気球競技において、大会主催者側がひとつのターゲットを
決定し、熱気球競技者は数km離れた場所から離陸し、
ターゲットを目指し、
マーカーと呼ばれる目印を落とし、
どのくらいターゲットの近くに寄る事ができ
たかを競う競技名。パラモのフライトスキルを競う競技でも同様にマーカーを
落とし精度を競う競技もあることから、競技全体を“フライイン”というように
なったようだ
（筆者の調査結果）
。今回は、
マーカーをボールに替えた「ボール
落とし」以外に、約10m間隔で直線に並ぶ3本のポールの先端の目印（地上
約3m）をキックする
「ポールキック」
、地上約100mでエンジンを止め、直径
3mのサークル内にランディングする
「ターゲット」の競技種目を採用した。
※6 筆者も今夏、天竜川河口の上空で雲の中を飛んだ。南の海から流れてくる雲
を狙いながら上昇を続け、先ずは下界が少しかすみ始め、
まもなく密度の濃
い雲に包まれ、ホワイトアウトの状態に。飛んでいるため上下ははっきりしてい
るのだが、妙な錯覚を感じ始めた頃には雲間に出る。そして再び雲に入る、そ
んなことを繰り返し、北に流れてゆく雲から出た。そして約600m上空から遠
州地方を見下ろしながら下降をした。
※7 飛び出す方向に正対し、
自ら走りながらキャノピーを立ち上げ、そのままテイク
オフする方式。キャノピーを直視できず、体感でキャノピーの広がりや傾きやズ
レを確認するため、高度なテイクオフ方法。

●フライインの夜の部での多胡さんの
空撮ビデオ試写会

参考情報

● 多胡光純さん本人

● 多胡光純さんのHP（天空の旅人）
http://www.tagoweb.net/
●「空と大地」
（著：多胡光純）
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