して軽量モデルのマカルーライト︵Ｅ
Ｎ︲Ｂ︶
を投入しラインナップを一新し
た。翼面積を押さえたデザインで、レ
ベルに応じた運動性能とパフォーマン
スを実現しＵＰフリークばかりか、多
くのパイロットたちを驚かせたのが第
一世代のフランタ
︵フランティセックの
ニックネーム︶ＵＰだった。
2014年はさらなる進化を遂げる
べくスタート。ＥＮ︲Ｂ認証を取得し

たサミットＸＣ３に始まり、フライト
の楽しさを形にしたマカルー４、最高
のパフォーマンスを追求したトランゴ
ＸＣ３と順調にフランタワールドを見
せつけ、真打ちハイエンドＢのカンテ
ガに期待が高まった。

注目度抜群の
ブランニューモデル登場！
ところが2003年から４代続いた

カンテガの名前をあっさりと捨て、
全く
新しいネーミングの
︻キボ︼
を投入した。
ところで歴代ＵＰのモデルは、世界
中の名峰から命名されている。＂マカ
ルー ＂は ヒ マ ラ ヤ 山 脈 に あ る 標 高
8，
463mの山、＂カンテガ＂は同じ

ネパールの6，
779mの山、＂トラン
ゴ＂はパキスタンにある6，
286mの
岩峰。
＂Ｋ２＂はエベレストに次ぐ標高

8，
611m、世界第２位の山だ。そ
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好調ＵＰの第二世代が完結！
チーフデザイナーにフランティセッ
ク・パヴ ウロウセックを 迎 え入 れた
2010年末以来、ＵＰは劇的な変貌
を遂げた。2013年までの３年間で
アセント３
︵ＥＮ︲Ａ︶
、マカルー３
︵Ｅ
Ｎ︲Ｂ︶
、カンテガＸＣ２︵ＥＮ︲Ｂ︶
、
サミットＸＣ２︵ＥＮ︲Ｃ︶
、トランゴ
ＸＣ２
︵ＥＮ︲Ｃ︶
Ｋ２
︵タンデム︶
、そ

Easygoing
performer

KIBO
UP

IMPRESSION
NEW GEAR
さんじゅう
REPORT :

人気モデル・カンテガの後継機は
サミットＸＣ３のパフォーマンスを支える最新テクノロジーを投入し完成！
パフォーマンス・グライダーの導入にも最適な
全てのパイロットのための
本物のオールラウンダーだ

えるべき、
ローツェはキボとサミットＸ ャークノーズ形状を取り入れたＦＳＳ
Ｃ３の間にあるが軽量素材を使ったア ︵※ ︶により、トップスピードでの安
ドベンチャーパイロットをターゲットに 定と重量増を押さえることに成功して
しているので、キボが実質的なハイエ いる。
バルーニングを抑えるトレーリング
ンドＥＮ︲Ｂモデルといえる。
平面アスペクトレシオからもこれは エッジのクォーターリブ、トレーリング
理解できる。マカルー４が ・ で平 エッジを絞り込むように引き下げるＢ

2

0

サミットＸＣ３でも定評があるライ
ズアップは、アスペクトが低い分だけ

技術向上のベストパートナー

7

よりイージーになっている。フライト
中、ブレークコードのプレッシャーは軽
すぎず重すぎず、
的確な情報をパイロ
ットに伝えてくれる。ベーシックＢの
マカルー４よりダイレクト、サミット
ＸＣ３ほどの繊細な操作は要求され
ない絶妙のセッティングはまさに芸術
的だ。
キャノピーは空気の状況を包み隠さ
ずに伝えてくれるが、一度キボのフィ
ルターを通して伝えてくれるようなイ
メージなので安心感が高い。フィルタ
ーが効き過ぎると操縦する楽しさは損
なわれてしまう。方やダイ
レクト感が強すぎると誰も
が楽しいといえるモデルで
はなくなってしまう。キャ
ノピーとの快適なコミュニ
ケーションを通じてステップ
アップするパイロットにと
って、正しい経験を重ねて
行くための最高のパートナ
ーになるだろう。
ここ数年、パラグライダ
ーにも製品としてのユーザ
ビリティの考え方が浸透し
てきている。ライザーの識
別用カラーテープやライン

毎に異なるカラーなどで、全て
のＵＰのモデルに採用している。
キボはさらにユーザビリティ進
化させ、S／SMサイズとM／
Lサイズでライザー長を変えて
いる。ニュートラルポジションや
ライズアップの時など、その効
果を実感することだろう。

パープル×
オレンジ

お薦めのパイロット像

ポジションはマカルー４とサ
ミットＸＣ３の間、操縦のし易
さと安全性の共存という基本理念に
磨きをかけた。サーマルフライングや
ＸＣフライトを楽しめる技術レベルが

あり、
定期的に年間 ～ 時間のフラ
イトを行っているパイロットならば、
キボの性能を十分に引き出すことがで
きるだろう。
具体的にはステップアップ中のパイ
ロットで﹁いつかハイパフォーマンス機
に乗りたい﹂と願っているパイロット
に、またもっとリラックスして飛び続

けたいと思うサミットＸＣ３ユーザー
にもお勧めだ。

Brake Tensioning System 2

※4

Front Section Support system

※3

ＴＳ２︵※ ︶も組み合わせる。上面
前縁部分は２カ所でカーブを整えたダ
ブル３Ｄパネルを採用。ＵＰの代名詞

30

0

Aerofoil Stabilising System 2

※2

New Generation Aerofoil

・ でＥＮ︲Ｃ相当となっている。

1 5
3

37

3

16

30
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均的なベーシックＢ、キボが ・ で
ハイエンドＢ相当、サミットＸＣ３が

1

レッド×
ペトロール

24.3
29.0
10.1
12.9

4

3

7

5

にもなっている半円形のインテークは、
してファーストグライダーには﹁登り﹂
フランタＵＰ自慢の
翼端部分の２セル分だけをクローズさ
や
﹁上昇﹂
の意味を持つ＂アセント＂、Ｕ
サミットＸＣ３がベース
せている。これらの技術で、翼剛性と
Ｐを牽引する大切なモデルには
﹁頂上﹂
評価が高いサミットＸＣ３のパフォ 滑空性能の向上、軽快なハンドリング
﹁山頂﹂﹁極致﹂
の意味を持つ
＂サミット＂
ーマンスを作り出したＵＰの最新テク を手に入れた。
と山関連のネーミングを与えた。
キャノピー素材は上面にスカイテッ
＂キボ＂はアフリカ大陸最高峰、キ ノロジーは、キボにも惜しみなく注入
リ マ ン ジャロ の 中 央 に 聳 え る 標 高 されている。迎角による内圧変化を最 ク g／㎡、下面にドクト g／㎡、
5，
895mの山だ。因みにもうひと 小限に止める新世代アエロホイルＮＧ セルはパーツ毎に２つの素材を使い分
つのニューモデルは、ヒマラヤ山脈に Ａ︵※ ︶と、リーディングエッジの形 けている。
ラインレイアウトは片側３本、Ｃラ
ある標高8，
516mの＂ローツェ＂と 成にナイロンロッドとマイラーを組み
銘々。ハイク＆フライタイプのアドベ 合わせた第二世代ＡＳＳ２︵※ ︶が インの内側２本が途中でＤラインに分
ンチャーレースをターゲットにした軽量 高いパフォーマンスと強いリーディング 岐する ・ ライナーで、異なる４種
モデルで、キボがベースになっている。 エッジを形成する。さらに穏やかなシ ︵ ・ ／ ・ ／ ・ ／ ・ ㎜︶
新ラインナ
のラインを使い、ローワーラインが被
ップ は Ｅ Ｎ ︲
覆付き、ミドルとアッパーは被覆のな
Ｂクラスに、マ
いアラミドラインとなる。
カルー４、マカ
ライザーは凝った構造の変則５本ラ
ルーライト、キ
イザーで、専用ハンドルこそ付いてい
ボ、ローツェ、
ないが、Ｃライザーコントロールにも
サミットＸＣ３
対応する。スピードシステムのストロ
の５ 機 がひし
ーク量は ㎝、リアライザーを中心に
めく。ＵＰはキ
５本が常に一直線になるよう引かれる
ボをミッドレン
凝った仕様だ。２つの ㎜ロンスタン
ジと公言して
プーリー効果はてき面で、軽く効率的
いるが、サミッ
なシステムにより ～ ㎞／hを自在
トＸＣ３はＥ
にコントロールできる。
Ｎ︲Ｂ と い え
どもパフォーマ
ンスではＥＮ︲
Ｃクラスと 考

1

ライム×
スカイブルー

22.7
27.0
9.7
12.5

3

3

38

6

20

4.1
5.7
75-95 85-110 100-130
4.7
5.0
5.4
B
B
B
￥468.800

65-85
4.4
(B)

※1
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49

L

20.9
24.9
9.3
12.0

M

19.2
22.9
8.9
11.5

8

20

53

S/M

S

サイズ
セル数
翼面積
（投影）
㎡
翼面積
（実測）㎡
スパン
（投影）m
スパン
（実測）m
アスペクト比
（投影）
アスペクト比
（実測）
飛行重量 ㎏
機体重量 ㎏
安全規格
（EN/LTF）
価格
（税別）

6

5

上左：ダブル３Ｄパネルは上面前縁部
分を理想的なカーブに仕上げ、
パフォー
マンス向上に一役買っている。
上右：リー
ディングエッジはナイロンロッドとマイ
ラーを組み合わせたＡＳＳ２。
キボはマ
イラーの面積を小さくして軽量化に貢
献。
控えめなシャークノーズによるＦＳ
Ｓと共に、
トップスピードでの安定性
を向上した。
下：半円形のエアインテー
クは、
翼端２セルをクローズ。
クォーター
リブと絞り込むように引き下げるＢＴＳ
２が、
パフォーマンス向上と快適な操
作フィーリングに寄与している。

新しい設定のライザーは、
2A+1A'/4B＋スタビ/1C+2C'
と凝った構造の変則５本ライザーを採用。

KIBO

ダイレクトなハンドリングと高い安定性は、
飛
ぶ楽しさを再認識させてくれるに違いない。

