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　鈴鹿の秋の風物詩「バルーンフェ
スティバル」。26 回目を迎える今年
は、熱気球ホンダグランプリの最終
戦になっています。空を鮮やかに彩
るだけではないバルーンの魅力をご
覧ください。

熱気球ホンダグランプリは、
一年をかけて鈴鹿を含む 5

会場（栃木県栃木市・長野県佐久
市・岩手県一関市・佐賀県佐賀市）
で繰り広げられる大会です。各大
会の競技における順位に応じてグ
ランプリポイントを獲得し、その
累積ポイントで年間チャンピオン
を決定します。

　順位に応じて各競技 1位が 12
ポイント、2位が 9ポイント、3
位以降は 1ポイントずつ少なく
なり、9位以下は 2ポイントが与
えられます。

　競技の種類はいくつかあります
が、基本的には設定されたゴール
を目指して飛行します。競技は
ゴールまでの速さや高さを競うの
ではなく、いかに正確に飛行する
かを競います。
　ゴールにはマーカーという吹流
しの付いた砂袋を投下します。
ゴールとマーカーの距離が一番近
いパイロットに 1,000 ポイント
が与えられます。二番目以降は全
パイロットの投下完了後、ゴール
までの距離に応じて 1,000 ポイ
ントから配分されます（中間のパ
イロットで 500 ポイントくら
い）。大会期間中に行われた競技
の合計得点の高いパイロットが優
勝します。

グランプリポイントの獲得例
＜6位を 3回＞

　5ポイント×3回＝15 ポイント
＜1位を 1回、9位を 2回＞

　12 ポイント +2ポイント×2回＝
16 ポイント

　6位を 3回とるよりも 1位を 1
回、9位を 2回とる方がポイント
は多くなるため、結果が悪くなり
そうな競技は早めに見切りをつ
け、1位がとれそうな競技に集中
するといった戦略もあります。

　競技毎のポイントはゴールまで
の距離が近いほど多くなります
が、グランプリポイントは僅差で
も大差でも差は同じです。１位と
２位の差だけが 3ポイントある
ため、いかに１位をとるか、そし
てライバルよりもよい順位をとる
かが重要になるため、各競技とは
異なる駆け引きも重要になってき
ます。最後の一投まで目が離せな
い戦いになり、見事ゴール間近に
投下した際は、観客から歓声と拍
手が沸き起こります。多彩なバ
ルーンが一斉に飛び立つ様子や各
競技の盛り上がりなど、さまざま
な角度からお楽しみいただけま
す。

バルーンパイロット

宮田 浩樹さん
みや た ひろ き

　バルーンに乗るよ

うになって 30 年。

年間 10 回ほど大会

に出場し、世界選手

権にも４回出場した

経験あり。

　鈴鹿の空を本拠地にして、全国
のバルーンレースに出場していま
す。バルーンレースは風をうまく
使って、ターゲットまでバルーン
を運ぶ（操縦する）競技ですが、
基礎的な体力とか瞬発力よりも、
今そこにある自然のサインを見つ
け、高度、速度、方向などの風の
データを冷静に組み立てる能力が
試されます。ターゲットに近寄る
ことができたときは、難解なクロ
スワードパズルが解けたときのよ
うな爽快感で一杯です。この「爽
快感」を味わいたくてレースを続
けています。鈴鹿ではまだ優勝し
たことが無いので、今年こそは優
勝したいと思っています。
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　1783 年、フランスのモンゴルフ

ィエ兄弟が熱気球を発明し、世界で初

めて人を乗せての飛行実験に成功。第

二次世界大戦後、化学繊維の発達とプ

ロパンガスの普及もあり、1960 年

代から、スカイスポーツとして定着。

暖めた空気は上にのぼる暖めた空気は上にのぼる

　バーナーを焚いて、気球内の空気を

熱して上昇。1 回の飛行にかかる燃料

代は数千円。空気が冷めると高度が下

がるため、こまめなバーナー操作が必

要。

風を読んで目的地を目指す風を読んで目的地を目指す

　風向きや風速は場所や高さに

よって違うため、高さを調節し行

きたい方向の風向きに乗って進

む。昼間は上昇気流が発生し、気

流が不安定になるため飛行できな

い。



より楽しむための予備知識
　競技の種類はたくさんありますが、どの競
技が行われるかは当日のお楽しみ。当日の天
候を踏まえて開始直前まで競技委員会で話し
合いを行い決定します。競技毎のルールを
知っておけば、楽しめること間違いなしです。

●うさぎ狩り /ヘアアンドハウン
ド（HNH）
　オフィシャル気球（ヘア気球と
呼ぶ）が競技気球より一足先に離
陸し、そのヘア気球が着陸したと
ころがターゲットになります。後
から離陸した競技気球はヘア気球
を追いかけて飛行します。「おに
ごっこ」のような競技です。
●ヘジテーションワルツ（HWZ）
　競技委員長が特定のゴールを発
表し、そのゴールに向かって飛行
します。ゴールは複数あり、パイ
ロットが任意に選択できます。
●ジャッジ・デクレアド・ゴール
（JDG）
　離陸場所は決められています。
競技委員長が指定したゴールを目
指します。
●マキシマムディスタンス
（MXD）
　指定された地図上の範囲内で自
由に飛行してマーカーを投下しま
す。マーカーの投下地点と離陸地
点の距離が最大のパイロットが１
位になります。
●エルボー（ELB）
　離陸して一定の距離を飛行した
後、第 1マーカーを投下します。
その後、離陸地に戻るように飛行
し、第 2マーカーを投下します。
最初の進行方向から最も大きく進
路を変えることができたパイロッ
トが 1位となります。
●ミニマムディスタンス（MND）
　30～ 40分飛行し、マーカー
を投下します。離陸地とマーカー
投下地点の距離が最小のパイロッ
トが 1位となります。
●フライイン（FIN）
　競技委員長から指定されたゴー
ルに向かって飛行します。ゴール
から一定距離以上離れた地点から
ならどこからでも離陸できます。
●フライオン（FON）
　この競技は必ずほかのタスクと
組み合わせて行われます。最初の
タスクで飛行中（マーカーを投下
する前）に、次のタスク（フライ
オン）のゴールをパイロットが決
定します。決定したゴールを最初
のタスクのマーカーに記入して投
下した後、そのゴールを目指して
飛行します。
●パイロットデクレアドゴール
（PDG）
　パイロットが離陸前に自分で
ゴールを指定し、そこに向かって
飛行し、マーカーを投下します。
風のヨミが重要になります。

・クラウン：
　球皮の天頂部分 ・球　皮：気球の

風船部分、ナイ
ロン製

・開口部：球皮の
一番下の部分、
冷風・熱気を送
り込む所

・クラウンロープ：
クラウンからバス
ケットまで延びた
ロープ、インフレ
時に球皮を抑える

・バスケット：人
が乗るカゴのこ
と、籐製でゴン
ドラともいう

・タスク：気球の競技のこと
・テイク･オフ：離陸すること
・ランディング：着陸すること
・インフレーション：空気を入れ
て気球を膨張する作業（インフ
レ）

・バーナー：気球の心臓部で球皮
の中に熱気をおくる装置（出力
は一般家庭コンロの 1,000 倍以
上）
・クルー：気球をフライトさせる
ための関係者
・スカート・スクープ：球皮の下
の部分につける風よけ

インフレーションインフレーション

バーナーバーナー

・シェイプトバルーン：動物や人
間など色々な形をした気球
・インフレーター：冷気による気
球の膨張作業に使う強力な扇風
機
・シリンダー：LPG（プロパンガス）
の容器、ガスボンベ
・チェイスカー：フライトしてい
る気球を追跡し、回収する車
・ランチサイト：気球の離陸して
いく場所
・ランチマスター：ランチサイト
で離陸の許可を出す人
・リップパネル：気球の天頂部の
熱気を抜くための開閉自由なふ
た
・リップライン：リップパネルを
開閉するためのひも、バスケッ
トの中で操作できる

スカート・スクープスカート・スクープ

シェイプトバルーンシェイプトバルーン
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11 月 24 日㈮～ 26日㈰
鈴鹿川河川緑地

競技飛行は6時 40分からと
14時 30分から開始にな

るほか、体験・参加型のイベント
も多数あります。ぜひお越しくだ
さい。

・熱気球教室　  24 日㈮・25 日㈯

・熱気球係留飛行（搭乗体験）　各日

・モーターパラグライダーによる
   お菓子まき　                    26 日㈰

・ダンボールクラフト（Honda ドリ
ームハンズ）　  25 日㈯・26 日㈰

・小物つくり（ガールスカウト三
重県第 10 団） 　              25 日㈯

・間伐材を使ったキーホルダーつく
り　                                              各日

・おすきなドリンクをどうぞ
   （AGF 鈴鹿（株）） 　          25 日㈯

・こども縁日など（源氏の会） 　   
                               25 日㈯・26 日㈰

・鈴鹿のコシヒカリで手作り五平
餅（Agri ロマン鈴鹿）　  26 日㈰

・昼花火　                             26 日㈰

・鈴鹿川の生き物展（亀山の自然
環境を愛する会・地球クラブ）
　                       24 日㈮・25 日㈯

・サッカー教室（鈴鹿アンリミテ
ッド FC）　                         25 日㈯

・三重県の北勢地域のご当地キャ
ラクター大集合　                 各日

・マルシェ（手作り雑貨など）　各日

・JA朝市　                   24 日㈮ 7時

・スケッチコンテスト　
                               24 日㈮・25 日㈯

・フォトコンテスト                  各日

・公共交通 PR（鈴鹿市都市計画課）
                                                  25 日㈯

・Honda ブース製品展示
                               25 日㈯・26 日㈰

・鈴鹿市特産品＆飲食ブース
  （鈴鹿市観光協会、鈴鹿市物産協
会 ほか）                                    各日

・高速道路事業 PR（中日本高速道
路（株））                               25 日㈯

・三重河川国道事務所車両展示ほか
（三重河川国道事務所）       26 日㈰

・自衛隊車両展示（自衛隊三重地
方協力本部）                       25 日㈯

・バルーンリリース（Balloon MoMo）
                                                      25 日㈯

※詳しくはチラシまたは公式ホームペ

ージ（　http://suzuka-balloon.jp）

をご覧ください。

当日の問合せ
鈴鹿バルーンフェスティバル実行委員会
090-6468-2012　          090-3582-5087

バルーンイリュージョン

25日の夜には「バルーンイリュージョン」を行います。
熱気球の灯りが生み出す幻想的な
雰囲気をお楽しみください。
と　き　 11 月 25 日㈯　18時
45分～ 19時 15分
ところ　鈴鹿サーキット国際レー
シングコース

※各イベントは天候により中止にな

る場合があります。

※17 時 45 分から入園料は無料（駐

車料金は必要）

すずか熱気球市民クラブ

小川 雅史さん
お がわ まさ し

　バルーンに携わるよ

うになって 7 年。自身

もバルーンに乗りなが

らバルーンの魅力を発

信。

　私は数年前知り合いの誘いで気球

に携わるようになり、気球の魅力そし

て空から見る鈴鹿の魅力を感じ、鈴鹿

バルーンフェスティバル実行委員会

に入りました。

　地元企業や地域団体に鈴鹿バルー

ンフェスティバルの魅力や可能性を

伝え、地域と共により良いイベントに

なるよう取り組んでいきます。そして

数年後、鈴鹿バルーンフェスティバル

が鈴鹿市全体で盛り上がることを願

い、気球の世界では初心者ですが頑張

っていきたいと思います。

今回の特集に関するご意見・ご感想は
地域資源活用課

 　382-9020 　382-0304
chiikishigenkatsuyo@city.suzuka.lg.jp


