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ゴールデン合宿日程

4/27  日本出発　　　同日ジュネーブ到着
4/28  SIV 講義　G-Force　Trainer によるG トレーニング　フリーフライト

4/29~5/3  午前　SIVトレーニング　午後　クロカンフライト
         ※　コンディションによりSIVがクロカンフライトになることもあります。
5/4    ジュネーブ空港出発

5/5    日本到着
お問い合わせ　madharley@auone.jp   　福岡聖子

　　　　　　　＋33 6 8559 4881　
　　　Fratobee   サイト　　　http://flyannecy.web.fc2.com/
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体調とメンタルの管理
通常のフライト、SIVコースとも

に体調をメンタルの管理が安全に飛

ぶ最低限の要素であることは意外と
忘れられています。体調面では寝不足
や頭痛、動悸、逆上せなどに少しで

も異変があるときのフライトは重大
な事故につながる原因となりかねま

せん。また精神面でもなんらかの原
因で不安定と感じる時、集中力が欠
けているときのフライトは避けま

しょう。

フライトの目的を定める
この行程もまた安全に確実に上達

するためには欠かせない要素の一つ

です。長期的な目的を一つ設定しそこ
にたどり着くための繊細なカリキュ

ラムを組みます。今回はそのカリキュ
ラムをしっかり組み帰国後もそれぞ
れが目的に向かって自主とレーニン

ングをできるようにしていきたいと
思います。今回のトレーニングを機に

自分のレベルや癖を再確認して上達
に役立てていきましょう。

マテリアルチェック

最後にマテリアルを点検したのはい
つでしょうか？何年乗り馴れたハー
ネスでも、左右のバランスが均等で
なかったり、マテリアルが摩耗してい
たり、最適な設定ではなかったり意

外な問題を発見することがあります。
しっかりと自分の体に合うように
セッティングしましょう。またそれ
ぞれのハーネスに合ったレスキューパ
ラシュート使用のためのコツをシ
ミュレートし理解しましょう。

フライトシミレーション

さてシミュレーターでフライトの
イメージをしてみましょう。カラビナ
の位置やブレークの引き方、湖上で

のトレーニングの講習内容をあらか
じめイメージとして体に覚えさせてみ

ましょう。フライトシミレーション
により上空でのパニックを最小限に
することができます。
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　　　　　　　トレーニング項目

　ピッチング　ローリング　　　　　
パラグライダーの通常の動きのな

かでほとんどを占めているのがこの

ピッチングとローリングです。
意外と安易に考えられすぎるこの

二つの動きをコントロールすること

がパラグライダーの最重要テクニック
と言っても過言ではありません。

ほとんどの潰れやクラバットはこ
のコントロール不足によります。実際
このコントロールをしっかりするこ

とができれば、ほかのリカバリー動
作など必要ないほどです。パラグライ

ダーのリカバリーができることも頼
もしいことですが、そのまえにリカ
バリーが必要にならない飛び方をす

るということが実はもっも実用的な
のではないでしょうか？

この先のステップに進むにあたっ
ても、このコントロールがすべての項
目で要となってきます。頭で考えてか

らコントロールするのではなく是非
しっかり体で覚え、反射的にコント

ロールできるようになりましょう。

ポンピング
まずトレーニングで最重要ポイン

トともいえるのがこのポンピングで
す。にもかかわらず意外と有効なポン
ピングができるパイロットが少ない

のが現状です。ほとんどのコラップス
やクラバットははこの適切なポンピ

ングでリカバリーすることが出来ま
す。最小限のリスクで最大の効果を発

揮でるのがこのポンピングです。しっ
かりマスターしましょう。

　　スパイラル
コラップスやクラバットのあとの

リカバリー動作が遅れることにより

スパイラルにはいってしまうことが
あります。また、クラバットの回復に

十分にスピードを与えながら、ポンピ
ングをするという方法をとる場合や
ツイストからの回復に必要になるの

はスパイラルダイブです。
いざというときにパニックになら

ないように、少しずつこの動きとコ
ントロール法になれていきましょ
う。しかしながら、極度の緊張によ

る硬直状態におちいりやすい動きの
一つなのでかなり慎重にチャレンジ

していく必要があります。完全にマス
ターすれば緊急時の急降下手段とし
ても使えます。時間をかけてゆっくり

練習していきましょう。

　　フロントコラップス
荒れたコンディションのなかピッ

チングコントロール不足によりおこ

りがちなコラップス。アシメトリッ
クコラップス（非対称コラップルス）

に対してシメトリック（対象コラップ

ス）と呼ぶこともありますが、実際
荒れた空気の中ではフロントから潰

れはしても左右非対称に潰れること
が多いでしょう。よってフロントコ
ラップス発生後はピッチング、ローリ

ングともにコントロールする必要が
あります。また、コラップスのおおき

さにより同じグライダーでも挙動に大
きな差がでることも覚えておきましょ
う。非常に荒れた空域を飛んでいる

ときなどはグライダーすべてが後ろへ
吹き飛ばされたような状態（ロッキ

ングバック）になりグライダーは丸め
た紙のような無惨な状態に陥ること
も。（テスト機関ではこの状態での

テストは行われていない）。こんなと
きは俊敏な対処を必要とします。がで

きればこんな空域は飛ばないのが一
番だでしょう。

　　ハーフスピン
ポンピングを最大限に使うために

ハーフスピンをマスターし、大きな動
きのポンピングに役立てましょう。
大きいくてしつこいクラバットな

どに有効なリカバリー法になります。
また他機との接触をさけるために

も使うことが出来ます。いつでも慌て
ず確実に使えるようにしましょう。
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　　　　　　　トレーニング項目

　　アシメトリックコラップス
多かれ少なかれこの状態を経験し

たパイロットは少なくはないと思い

ます。非対称な潰れ。多くの場合は自
発的にリカバリーするでしょう。し
かし潰れ方や飛行空域によってはリ

カバリーコントロールをしないと重
大な事故を引き起こす恐れがありま

す。ちなみに自分のグライダーはテス
ト機関の結果で《自発的に回復す
る》カテゴリーだから何もしなくて

も良い！なんて考えは捨ててくださ
い。テストされているのはあくまで規

定の角度と大きさだけ。それ以外の
角度や大きさでの挙動また不安定な
コンディションでの挙動は確認されて

いないからです。
しかしこのアシメトリックコラッ

プスもトレーニングにより体で覚え
ることにより瞬時に回復できるよう
になります。またこのコラップスはグ

ライダーの動きを正しく感じることが
できると簡単に回避または軽減する

ことができる動きです。是非回復動作
だけでなく回避方法もマスターしま
しょう。

　　　　　クラバット
アシメトリックコラップスやフロ

ントコラップスからのリカバリーの

遅れにより発生することが多く、
キャノピーがサスペンションラインの
間に挟まってしまう状態を言います。

フランス語で《ネクタイ》を意味し
ます。この状態からのリカバリーは大

きさにもよりますがテクニックを必
要とする場合があります。またクラ
バット状態を自発的に作り出すのが

難しいため、疑似練習が困難なた
め、アシメトリックコラップスのリ

カバリーを応用することになります。
最重要ポイントとなるのはクラ

バットサイドの動きを大きく激しく

することです。クラバットのようなな
れない状態にあると精神的にも肉体

的にも萎縮してしまいがちで大きく
激しい動作をすることが極めて困難
な状態に陥りやすくなりますが、そ

こをトレーニングで補っていきま
しょう。

　　　　　フルストール
フルストールは私自身クラバット

の消しゴムとして長年使ってきまし

た。SIVコースでも長年プログラムの
なかに入っていますが、実際フルス
トースをリカバリーとして使えるまで

にはそうとうのトレーニングを必要
とします。まずは湖上でのトレーニン

グからですが、初級機ではストール
後の頭上安定が極めて難しいため、
かえって深刻な状態に陥ってしまう

可能性があります。また湖上での練習
で完璧にできたとしても、リカバ

リーとして使う場合は不安定な大気
のなかでのコントロールが必要とな
るため、常日頃どんなところでもで

きるスキルが必要となるうえ片方を
集中的にリカバリーする方法よりも

高度ロスが多いため実用的とはいえ
ません。
なのでただやってみたいだけのパ

イロットにはお勧めで来ません。
今後の自分の目的に必要だと思う

パイロットだけのトレーニングにして
います。
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　　　　　　　トレーニング項目

　　　　　　スピン
このスピンもSIVコースにはふるく

から存在するトレーニング項目ですが、

最近ではトレーニング項目から外してい
るスクールもあるほど、ハイリスクロー
リターンのマヌーバとも言えるでしょ

う。実際スピンで墜落してしまうパイ
ロットにはスピンからの回復動作よりも

グライダーをきちんと理解し感じるとこ
ろからの基本的なレッスンが必要です。
スピンするまで（片側がストールするに

とどまらず回ってしまう）片側を引き続
けてしまうというのはなかなか通常では

起こらないことだからです。それでもス
ピンを頻繁にするというパイロットはグ
ライダーの劣化を疑うか、オーバース

ペックの場合が考えられます。よってこ
の項目も具体的な目的があるパイロット

のみのトレーニング項目となります。
※アクロ飛行を希望のパイロットは

必須科目となります。

　　　　　パラシュート
ヘリコプタートレーニングには欠か

せないパラシュート。フルストールに入
らないようにキャノピーがきれいに開い
たままのストール状態です。

細かなコントロールを必要とする場
合が多いですが、グライダーの特性を知

るのにとても効果的なトレーニングで
す。

　　　ウイングオーバー
アクロ飛行の基本中の基本。

ストール系以外のマヌーバはこのウ
イングオーバーの動きがすべて。パワー

ポジションを徹底的に理解し、ウエイト
コントロールの重要性を習得するのに重
要な項目です。

　　　ヘリコプター

ストール系マヌーバの代表とも言え
るヘリコプター。グライダーによっては

繊細なコントロールを必要とします。こ
のトレーニングは確実なリカバリーがで
きるパイロットに限ります。

アシメトリックスパイラル

ウイングオーバーで基本的なコント
ロールを理解したら、非対称ウイング

オーバーとも言えるアシメトリックスパ
イラルも試してみましょう。

アシメトリックスパイラルはその先
のアシメトリックサット、タンブリング
に欠かせない導入動作です。

　　　

　　　　その他アクロトリック
十分なレベルに達しているパイロッ

トはその他のアクロトリックの受講が可

能です。

 Flatobee official サイト
http://flyannecy.web.fc2.com

   お問い合わせ　日本
文字　090-3067-6240

             monji@big.jp


