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レッドブルエアレースのマスターズクラスで使用され
ている機体のひとつ、Zivko EDGE 540
Red Bull Contents Pool



　KTMが出版した、スペシャルマガジン

「UNBOUND=アンバウンド」はご覧になっただ

ろうか。新しい1190アドベンチャー、1290ア

ドベンチャーの宣伝を目的としたマガジンだが、

その中身はとても凝ったもので、単なるニューモ

デルの紹介に留まらず、KTMが描く精神世界的

なアドベンチャーの提案ともいえる内容だ。冒険

とは何か、モーターサイクルに乗ることは、それ

自体がすでに素晴らしいアドベンチャーだと…。

前半は、プロのアルペンスキーレーサーからダ

カールドライバーに転身したリュック・アルファ

ン、そしてマルク・コマ、F1ドライバーとして

知られたマーク・ウェバー、そしてもうひとり、

ハンス・アルヒ(Hannes=Arch)のインタビュー

記事で構成されていた。航空機によるアクロバッ

ト競技のエアロバティックス、そしてエアレー

スのパイロットを職業とするアルヒは、またプ

ライベートではKTMを走らせるライダーでもあ

るという。インタビューの中では、モーターサ

イクルと、航空機の操縦性の違いなどにも触れ

ていて、面白く読むことができた。曰く、モーター

サイクルほどリニアに機敏に反応する乗り物は

ない、等々。

　このマガジンを読んでいると、ラジオからは

千葉で開催されるというエアレースのニュース。

北海道にいると、その熱狂は伝わりにくいが、そ

れでも友人の何人かは、現場に観戦しにいくと

いう。ぼくも大いに興味をそそられたし、何より、

この時期にアルヒの記事に触れたことにそこは

かとない、共時性のようなものを感じたのだっ

た。

　しばらくして、何気なくSNSを眺めていると、

仕事の上での先輩にあたる、ある人のツイート

を目にした。「エアレースのこと、もし今からで

も記事にしようというメディアがあるならば引

き受ける」。短い文章の中に、伝えたいという情

熱が漲っている。

　その人の名は、後藤武。航空雑誌シュナイダー

を創刊した、航空機ジャーナリストであり、モー

ターサイクルジャーナリスト。クラブマン編集

長を務めた1990年代後半に、ヨーロッパのスー

パーモタードムーブメントを日本に持ち込んだ

張本人だ。ぼくは、この共時性にはきっと何か

の意味があると確信し、すぐにコンタクトした。

ぼくたちがモーターサイクルに昂ぶるのと同じ

何かが、きっと、このマン・マシンのスポーツ

であるエアレースにもあるはずだ。

　後藤さんは、ごく小さな出版であることを承

知のうえで、記事の製作を快諾してくれた。「今、

実はとても忙しく、他の仕事は断っている状況

だが、エアレースは別です」と。

　1990年代、まだ日本にはほとんど伝えられ

ていなかったスーパーモタードを、なんとか広

く紹介したいと願っていたのと同じような熱い

思いかもしれない。

　とはいえ、限られた誌面でエアレースのすべて

を紹介することはできない。やろうとすれば、広

く浅い、そう例えば、スポーツ新聞を読めばわか

る程度のことしか紹介できないだろう。そこで、

今回は、後藤さんならでは、つまり、自らコクピッ

トに座り、操縦桿を握るパイロットたけが語るこ

とができるインプレッションを中心に書いてい

ただくことにした。エアレースで使用されている

航空機=機体は、基本的にはエアロバティックス

(アクロバット)用のものをスピード競技のために

モディファイしたものだが、後藤さんは、実は

1990年代に、カリフォルニアでエアロバティッ

クスのトレーニングを積んだ経験があり、このカ

テゴリーでは数少ないパイオニアの一人なのだ。

　機体は、レッドブルエアレースで、現在はチャ

レンジャークラスのワンメイク指定になってい

るエクストラ300LXとエンジンだけが異なる

300Lというモデルだ。　
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どんなマシンを飛ばしているのか
エアレース機のインプレッション





主要な機体であるEDGE 540を開発・製造するZivko社を訪問取材した時の写真

操縦桿を左右どちらかに倒せば一秒かからずに360度横転する。
それがエアロバティックス機の運動性能だ

後藤武 元クラブマン編集長。90年代後半、スーパー
モタードを日本に呼んだ張本人。航空ジャーナリ
ストとしても活躍していて航空雑誌シュナイダー
を創刊。ツインリングもてぎで行われていたエア
ロバティックス世界選手権では会場の開設を担当。
2010年にレッドブルエアレースマガジンを刊行。
その後フジテレビ、Jスポーツなどでエアレースの
コメンテーターを務める。 

　左手でスロットルレバーを押し込んだ瞬間、エ

ンジンが全開になった。プロペラが巻き起こす後

流で尾翼が叩かれ機体が震える。両足で踏み込ん

だブレーキを離すと機体が一気に加速していく。

飛行機の加速は独特だ。それはギアやタイヤの

抵抗による損失が少ないからではない。離陸し

て上昇する時は最大上昇率の速度で一気に高度

を取るのが普通だからだ。つまり離陸したらも

う加速はさせない。余ったパワーはすべて上昇

することに使う。そしてエアロバティックス機

は、ジェット戦闘機並の角度で一気に高度を取っ

ていく。

　300mくらいまで高度を取ったらプロペラの

回転数をクルージングにセット。後はどんな姿勢

になってもこの回転数を維持するようにプロペ

ラのピッチが変化する。着陸までパイロットはス

ロットルに一切手を触れない。ブレーキもない。

減速する場合は上昇する。そうすれば速度エネ

ルギーを位置エネルギーに変えることが出来る。

これが飛行機の基本的な考え方だ。

　エアロバティックス機が凄いのはそのクィッ

クな運動性能である。操縦桿を左右どちらかに

倒せば一秒かからずに360度横転する。最初に

これを体験したパイロットはあまりに鋭敏過ぎ

て何が起こったか分からないまま目の前の地平

線が一瞬で一回転したように感じる。上下方向

の動きの鋭さも同様だ。操縦桿を軽くひけば機

体は一気に垂直に向き、そのまま上昇していく。

この時、思い切った操作をすると猛烈なGが体を

襲う。3Gかかれば血液が体の下に溜まっていく

のが分かる。5Gを越えるとかなり苦しくなって

来る。普通だったら6〜7Gで限界だろう。下半

身に力を入れ血管を収縮させて耐えなければ頭

から血が下がってブラックアウトしてしまう。こ

の運動性能を利用し、更にはプロペラが生み出す

ジャイロ効果やプロペラの後流までも利用して、

常識ではあり得ない動きをしてしまうのがエア

ロバティックス機だ。

　この素早い動きを実現するため、エアロバ

ティックス機は、主翼の後ろがすべてエルロンと

いう、機体を傾ける為の舵になっている。その

代わりに離着陸を簡単にするフラップがついて

いない。フラップはゆっくりした速度で飛ぶこ

とを可能にするだけでなく、肉眼で滑走路を見

やすいように、急な角度をつけても速度が増え

ていかないように制御することができる機能を

持っていて、それによって着陸がとても容易にな

る。フラップを持たないレース機は、速い速度で、

しかも滑走路が見にくい角度で着陸しなければ

ならないわけだ。

　レース機の離着陸が難しい理由は、もう一つあ

る。尾輪式というスタイルだ。レース機は、重

量を軽くするため、車輪が固定式になっている。

しかも前のタイヤがなく、メインのタイヤと、後

尾に小さなタイヤがついているだけ。この形は、

最も飛行機を軽くできるのだが、その代わりに前

が持ち上がるため、地上での操縦が難しくなる。

しかも地上での安定性がないため、離着陸には

とても神経を使う。つまり、レースで使われて

いるエアロバティックス用の機体は、レシプロ

機の中では最も高性能で、かつ最も扱いが難し

い機体なのである。

主翼の製作を行っているところだ



　レッドブルエアレースでは、こうしたエアロ

バティックス機を改造してレースプレーンを作

り上げている。最も重要なのは空力だ。飛行機

では空力が非常に重要だ。前に進むための推進

力、機体を持ち上げるための揚力、機体の方向を

変えて旋回させる舵の力も、すべてが空気によっ

て生み出される。空力なしで飛行機を考えるこ

とはできないのは当然だ。

　空力の改善で最も大きなのは主翼の断面形状。

エアロバティックスの機体は背面でも飛ぶため

に断面形状が上下で対称になっている。しかし

レースプレーンは背面で飛ぶことがないため、

純粋に上方向に向かう揚力の高い主翼を採用し

ている。このことによる旋回性の向上はモーター

サイクルにおけるパターンタイヤとスリックタ

イヤ以上の違いがあり、日本人パイロットの室

屋選手曰く「空気を掴んで曲がっていく力が桁

違いだ」。仮に慣れていない人が乗って不用意に

急旋回しようものなら失神してしまうのではな

いかというくらいの激しさなのである。

　次に重要なのは空気抵抗。各チームは研究所

などに依頼。最新の航空工学を駆使して空気抵

抗の少ないカウリングやカバー類を開発してい

る。最近注目されているのは翼端についている

ウイングレットというフィン。抵抗による速度

の低下を防ぐパーツである。飛行機は翼の下と

上を流れる空気の流れの圧力の差によって揚力

(機体を持ち上げる力)を生み出している。圧力の

高い空気は常に翼端部分で圧力の低い翼の上に

回り込もうとするのだが、飛行機はその間も前

進しているため、空気が上に回り込んだ時はす

でに翼がない。そのためにこの流れが渦になっ

てしまう。飛行機はこの翼端渦を常に引っ張っ

て飛んでいて、これが実は最も大きな抵抗になっ

ているのである。

　しかもこの抵抗は圧力の差が大きければ、それ

に従って大きくなる。つまり、10Gの旋回では

圧力差も大きくなり、抵抗も増大する。逆に言

えばこの抵抗を減らすことができたら直線でも

旋回中でも大幅なスピードアップが望める。そ

れがウイングレットの狙いだ。

　ただ、ウイングレットの装着で操作フィーリ

ングが変わってしまうためパイロット達はその

部分に慣れるのが大変だと言う。何しろ人間の

反射神経の常識を超えた横転速度の機体である。

パイロット達は反射的に操作したり、未来位置

を無意識に考えて飛んでいるわけで、そうなる

とコントロール系に微妙な違和感があるだけで

思ったように飛べなくなってしまう。そういっ

た部分を含めトータルで考えなければならない

のである。

空気を掴んで曲がっていく力が桁違いだ。仮に慣れていない人が乗って
不用意に急旋回しようものなら失神してしまうかもしれない

千葉の会場
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　他のモータースポーツの例に漏れず、エアレー

スでもエンジンは重要だ。そこにはクルマやバ

イクとはまったく異なる考え方がある。レッド

ブルエアレースでは2014シーズンからエンジ

ンはすべてワンメイク化されてチューニングも

禁止されたが、ここでは敢えて2010年シーズ

ンまで行われていたエンジンチューニングに関

して説明することにしたい。

　飛行機エンジンのチューニングは特殊ではな

い。アメリカでは、エクスペリメンタルという

カテゴリーがあり、個人で機体を改造したりする

ことが認められている。自分の機体をエクスペ

リメンタルで登録すれば、様々なチューニング

を施すことが可能なため、例えばエアロバティッ

クスパイロットやエアショーパイロット達は、自

分達の機体をパワーアップして新しい技を編み

出そうとする。そのためにスポーツチューニン

グパーツが販売され、チューニングを行うエン

ジンメーカーがいくつも存在するのである。

　パワーを引き出す手法は、クルマやオートバイ

のチューニングと似ている。ピストンやカムシャ

フト、マフラーなどの交換やポートの加工など

だ。しかし、飛行機で最も重要なのは高回転化

ができないということ。直径3メートルのプロペ

ラを使った場合、回転数が2950rpm近辺(気象

条件で異なる)に達すると、プロペラの先端が音

速を超え、衝撃波を発生してしまう。こうなる

と異音の発生と共に効率が極端に低下するため、

最大回転数を2950rpm以下としたチューニン

グを施すのである。

　もう一つ、飛行機のエンジンで忘れてはなら

ないのが、スロットルのオンオフがないという

こと。つまりレーシングカーのようなスロット

ルのレスポンスは必要ない。ただし、コーナー

では抵抗が増えて速度が低下するため、加速性

能は重要。そのためエンジンはトルクをあげる

方向でチューニングが施される。

　チューニングが許されているシーズンまでの

レッドブルエアレースで最も人気が高かったの

がカリフォルニア、ライコン社のエンジンだっ

た。全15パイロットのうち、11パイロットが

使用していたというのだから圧倒的である。ラ

イコン社のチューニングの考えは、まずガバナー

を調整してエンジンの回転数をリミットである

2950rpmまで上げ、各部の調整やバランス取

りに加え、ピストンやカムシャフトの交換、ポー

と加工でパワーアップを行う。

　非常に重視しているのはエンジンの軽量化。機

体が旋回する時、10Gもの加重がかかればエン

ジンの重量も10倍になる。機体の一番先端にあ

るエンジンが重いと機首を旋回するため、内側

に向けるのが難しくなるため、軽量化が非常に

重要になるのだという。このため、ライコンで

はライカミングの540エンジンでも最新のアン

グルドバルブのヘッドを使用せず、旧タイプの

パラレルバルブのヘッドを使用する。スタンダー

ドのパワーで比較するとアングルドバルブの方

が20馬力程も出力で勝る。そのかわり20kgほ

ど重くシリンダーの幅が1インチ(2.54cm)広い

ため空気抵抗が増える。トータルで考えると、多

少パワーの差があったとしても軽量コンパクト

なパラレルバルブが有利だという。パワーで不

足している部分は、ポーティングなどを効果的

に行えばほとんど変わらないレベルに持ってい

くことが可能だ。

　帰る時、チーフメカニックに聞いた。

　「レース用エンジンを作っているメーカーはい

くつもある。その中でライコンの強みっていう

のはなんだろう？」

　彼は迷うことなく言った

　「dependable」

　直訳すれば「頼りになる」ということ。パワー

でも速さでもない。失敗は即取り返しのつかな

い事故につながる飛行機の世界だからこそ、性

能とは別な意味で頼もしいエンジンであること

が求められるのだ。

　他のモータースポーツと共通の部分も多いが、

根本的に考え方が違う部分もある。いずれまた、

空のモータースポーツのことをみなさんに紹介

したい。　　終わり

直径3メートルのプロペラの場合、2950rpmに達すると
プロペラの先端が音速を超え、衝撃波を発生してしまう

Hannes Arch
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完成したエンジンは、テストベンチにかけられ、実際に回して燃料消費、オイル温度といった各データを測定。パワーチェッ
クを行う。エンジンテストベンチの後ろ側には、トルクを測定する歪みゲージが取り付けられており、エンジンの回転に
よって発生する反作用によってトルクを測定。この数値に回転数をかけてパワーを計算する。チューニングエンジンの場
合、狙った馬力から2、3馬力のズレしかないという

このページは、エンジンチューナーとしてトップ
クラスの支持を集めるライコン社の訪問取材だ。
ライカミング540エンジンのチューンナップにお
いても右に出るものがない

左から純正。ライコンタイプ1、ライコンタイプ2。タイプ2は、よりハイチュー
ン用に昨年開発した。鍛造からの削りだしで専用のピストンリングを使用。タ
イプ1は$285、タイプ2は一個$1100

ケースはペイントを落とした後、アロダイン(ALODINE)と呼ばれる表面処理が
行われる。軽量化と放熱性を高めるためだ

吸気ポートは若干荒れた状態にして混合気の霧化特性を向上させ、
排気ポートは磨きあげて抵抗を減らし、カーボンの付着を防止する

ポート図面。ポート加工は、ライコン社の得意な部分。これまでのテス
トや経験から形状が決められている。CADにプログラムされたデータに
従ってNCマシンで加工が行われ、その後、手作業で仕上げが行われる


