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北欧のマルチハル専業ビルダーが送る
スポーツトライマランの完成形

ドラゴンフライ25
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切れて低地が続く。関東平野から東京
湾を吹いてきた北風は、その浅い谷を
通って相模湾に吹き抜ける。スロット効
果で風速も増す。その風に乗って、ドラ
ゴンフライ25は予想通りに、というか、ぼ
くが予想していた以上のセーリングパ
フォーマンスを見せた。

心躍る抜群のパフォーマンス
　この日のテストセーリングは、二人乗り
のダブルハンド。一緒に乗ってくれたの
は、ファーストマリーンの関口徹夫社長だ。
関口さんは、今や日本で最も多くヨットとパ
ワーボートを売る会社の創業者社長とし
てつとに有名だが、元々はレーザーでも
鳴らした根っからのヨットマンだ。
　今から35年ほど前には、日本代表とし
て初めて国際マッチレースに遠征した
チームの、スキッパー／ヘルムスマンを務
めたこともある。ぼくはそのチームでバウ
マンをやらせていただいた。この日は、そ
のときとはポジションを交代して、ぼくがス
テアリングして、関口さんがクルー役にな
り、関口さんはバウまで行ってジェネカー
をすばやくファーリングしたりして、見事な
クルーワークを見せていただいた。

今月お届けするセーリングインプレッションは、
全長25ftのデンマーク製スポーツトライマラン、ドラゴンフライ25。
北欧デンマークに、トライマラン？
小型舟艇の歴史に詳しい方面の方々には、
不思議な組み合わせに思えるかもしれません。
しかし、その造船所のそのルーツを知り、
その造船所が造ったトライマランで実際にセーリングしてみると、
人気の理由が分かるのではないかと思います。
レポート＝西村一広　写真＝山岸重彦（本誌）
report by Kazu Nishimura, photos by Shigehiko Yamagishi (Kazi)

協力＝佐島マリーナ

風が残る相模湾へ
　今回試乗したトライマラン、「ドラゴン
フライ25」を建造・販売しているのは、デ
ンマ ー ク の コ ー ニングボ ー ト 社

（Quorning Boats）。日本の輸入代理
店は、ファーストマリーン（神奈川葉山町）
である。
　佐島マリーナでの取材当日、ドラゴンフ
ライ25の試乗は慌ただしく始まった。そ
の朝、前日から夜通し吹いていた強めの
北風が、午前9時前には急速になくなっ
てしまうだろうという予報を、すべての風
予想サイトが出していたからだ。
　マルチハルのヨットは、微風でも軽快に
走る。モノハルよりも軽快なその動きは、
動画ではよく分かる。しかし、あまりに静
かにスムーズに走るため、写真では、そ
の軽快さがうまく伝わらない。静止画で
マルチハルの走りの魅力を伝えるには、
ある程度の風が欲しい。風が弱まってし
まう前に撮影を始めたい。取材チームが
焦っていたのは、それが理由だ。
　急いで出航し、メインセールを揚げ、
ファーリングされているヘッドセールを開く。
　神奈川県・小田和湾。三浦半島のこ
のあたりの地形は、南北方向に丘陵が
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全長わずか7.65mのセーリングヨットが、穏やかそうな海の上をパワーボート並みの曳き波を後ろに延ばしてセーリングする。スポーツタイプのトライマランならではのセーリン
グスピードを披露するドラゴンフライ25（ツーリングモデル）

センターハルには、最新のパワーボートデザインに似たストレーキが走る。アマのステ
ムもウエーブピアサースタイル。バウの船体側面上部に見えるのはクリート。ヨットの
固定観念を覆す意気が伝わるデザインが散りばめられている

弱まってきた風の中でのクローズホールドを真後ろから見る。深く沈み込まないよう、
浅くボリュームを持たせたアマの断面形状が分かる。ティラーそのものは船体中心
線上にあるが、ラダーはオフセンター

   上記QRコードまたは、
YouTube動画配信中

舵社　動画 で検索
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左：このアングルで見ると、さすがトライマラン、かなりのボ
リューム感である。全長7.65mに対して、横幅は5.80m。
左右のアマ（フロート）のステムは、ほんの少しセンターハル
よりも前に出ている

センターハル、マスト前にあるジブトラック（セルフタッキ
ング）と、フォクスルのハッチ（明かり取り＆ファーリング
ジェネカー取り込み用）。マストは、マルチハルならでは
のローテーションマスト

センターハルのコンパニオンウェイ。ドッグハウス上の
左右一対のウインチは、デンマーク製のヨットらしく、デ
ンマークの高級ウインチ、アンデルセンのものが使われ
ている。ウインチはこの二つだけ

コクピット。ベンチ下のハッチの中に見えるオレンジ色のロープが、ア
マの出し入れを操作するロープ。そのロープクラッチもハッチ内にあり、
セーリング中に誤って触ったりしないように工夫されている

試乗時にはなかったが、テレスコピックの長いティラーエクステンションを
使うと、トランポリンに縫い付けられたフットベルトに足を入れて、こういう
レーシングモードでのステアリングも可能になる

上：ジェネカーをセットする突き出し式のバウスプリットの長
さは1.4m。アルミ製の円材だが、ボブステイと左右のアマ
から取られるステイで支えられ、セーリング中もほとんどたわ
んでいなかった

　風速は14 〜 15kt、パフのピークで
18ktくらい。真の風角120 〜 140°で、フ
ルメイン＋コードゼロタイプのリーチング
ジェネカーをセットして、トップスピード
14kt強を記録する。
　見かけの風を示すマストトップのウイン
デックスは、かなり前方を指し示している。
全長わずか25ftのヨットが、この風速で、
このボートスピード！ モノハルの25ft艇で
はとても考えられないパフォーマンスだ。
　ジャイブを入れながら、かなり沖合まで

ダウンウインドを試した後、小田和湾から
伸びてくる、くだんの風道の中でアップウ
インド性能を試す。弱くなり始めた12kt
前後の風で、ジブを思い切り引き込んだ
セールトリムのときに、ボートスピードは
6kt半ば。タッキングアングルは、リーウエ
イを入れて90°くらい。試しにジブシート
を4cmくらい出すと、艇速は一気に8kt近
くまで上がる。タッキングアングルは100°く
らいになって、モノハルのレーシングヨット
だとクローズリーチングの走りになるのだ

ろうが、ドラゴンフライ25では、これくらい
の角度の方が生き生きと走ってくれるし、
VMG的にもいいのではないかと思う。
　トライマランなのに、タッキング時のレス
ポンスはとても小気味よい。少なくともこ
の風速では、ティラーを切った量のイメー
ジそのままの角度で、バウが回頭してくれ
る。この試乗の2週間前に乗ったツイン
ラダーの30ftモノハル艇のレスポンスより
も好ましいと思ったほどだ。
　タッキング後のスピードの立ち上がりも、
とても早い。そういうクローズホールドを
楽しみながら小和田湾の奥まで戻ってき
たころには、予報通り唐突に風がなくなっ
たので、船外機を始動して帰港すること
にしたのだが、そのときになって初めて、ド
ラゴンフライ25というヨットの細かな部分
をきちんと見る時間的余裕ができた。
　デッキの手触り、デッキ金物、細部の造
り込みなどの品質は、一言で言えば高品
質。工作作業のていねいさも目立つ。デ
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ンマークの、というか、北欧の生真面目な
工業製品の香りが匂い立つ。それにし
ても、太平洋発祥のマルチハルを、なぜ
デンマークの造船所が造り、しかもここま
で完成度の高いトライマランヨットへと発
展させ得たのか？

トライマランにかける情熱
　ドラゴンフライを建造・販売するコーニ
ングボート社の創業者、バウアー・コーニ
ングは、その会社を創業する前の1960
年代前半、カナダ太平洋岸のバンクー
バーでトライマランというボートを知り、そ
れに魅せられ、その地で何隻かのトライ
マランを設計し建造した、とコーニング
ボートの社史にある。1967年に、バウアー
は故郷デンマークに戻ってトライマランだ
けを作る造船所を興し、その国で初めて
のトライマランを造り始めた。太平洋の
文化であるマルチハルが、なぜ北欧デン
マークで造られているのか？ という謎が、
まずここで解けた。
　しかし、トライマランという文化が一般
的ではなかったヨーロッパ市場でトライマ
ランを売ろうとするビジネスは、予想以上
に厳しいものになった。造船所を潰さな
いようにパワーボートも造って経済的にし
のいだり、そのパワーボートもオイルショッ
クに直撃されて売れなくなったり……。
　それでもバウアーは、二人の息子、ヤ
ンス（現社長）とエリックとともに、トライマ
ランヨットをあきらめない。自社製のトライ
マランで、ジーランド（シェラン島）一周
レースのコースレコードを連続して樹立
するなど、デンマーク国内では話題に
なったりしたりしたものの、国外からの引
き合いはほとんどなかった。
　転換点は、1985年に訪れた。ヨーロッ
パでも最も厳しいダブルハンドレースとし
て知られる、距離2,000海里の英国＆ア
イルランド一周レースで、バウワーの二人
の息子たちがコーニングボート社製の2
隻のトライマラン（ドラゴンフライ25の旧
モデルと31ftカスタム艇）を駆って、修正
時間順位で1位と2位を独占したのだ。
この快挙は、コーニングボート社が造る
小型トライマランのセーリング性能だけで
なく、名にし負う北海の荒海をトラブルな
く走り切る堪航性（シーワージネス）をも

証明することになった。
　その後も、1988年には距離645海里
のデンマーク一周レースを新記録で優
勝するなど、タフなオフショアレースで結
果を出し続け、コーニングボート社と「ドラ
ゴンフライ」というモデル名は、外洋での
シーワージネスとスピードを両立させるト
ライマランのブランドとして、他のヨーロッ
パ諸国のヨット乗りたちからも認知される
ようになっていった。

羽根を休めるときも簡単
　テストセーリングを終え、佐島漁港内に
点 と々停泊する漁船群の間を縫い、船

外機で佐島マリーナに向かっている最中
に、関口さんが、左右のフロート（太平洋
のポリネシア語で「アマ」というが、ヨー
ロッパのトライマラン乗りたちも、普通に

「アマ」と呼ぶ）を、トランポリンの下を走る
テークルのロープを引いて、センターハル
の両舷にスルスルと折り畳んでいく。電
動で折り畳んでいるのかと勘違いするほ
ど、静かでスムーズな動きだが、すべて関
口さんの人力のみである。
　マリーナ内の桟橋に係留した後で、あ
らためてアマの出し入れを体験させても
らったが、シンプルなのに、すばらしく知的
なメカニズム。このシステムは、「スイン

セルフタッキングジブでのクローズホール
ド。ジブシートをマックスからほんの数セ
ンチ緩めて、艇速8kt強で走っていると
ころ。ダイヤモンドステイのスプレッダー
の角度を見ると、マストが結構ローテー
ションしていることが分かる

コクピットの一番後ろにあるハッチにリードされている、
センターボードのUP ／ DOWNのコントロールシステ
ム。これも、セーリンング中に頻繁にコントロールするも
のではないので、独立した場所にある

ラダー。動作軸が横にずれている。その理由は分から
ないものの、アウトラダーなのにバランストラダーのよう
なステアリングの感触は抜群だった。復元バイキング
船で、同じ機構を見たような気もする……
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フォクスルのバースは、長さ約190cm。ロールカーテンを下ろせば、プライ
ベート空間になる

フォクスルの天井には、長さ1.4mのバウスプリット収納用リセスが見える
フォクスルの下には、トイレが隠されていた！ こちらは試乗艇のオプションで、日
本で加工、設置したもの

マリーナに入港前、関口徹夫社長がアマの収納を実演して
くれているところ。本当にスルスルとスムーズに、センターハ
ルの脇に収まっていく

両舷のコクピットサイドにあるアマ（フロート）振り出し／収
納用コントロールロープと、サイドステイ兼用バックステイ。
セーリング中に足を引っ掛けたりしないよう、この裏側に三
つのロープクラッチがある

メインキャビン、奥にフォク
スル。テーブルをコクピッ
トに移動し、中央部にマッ
トを敷けば、大人3人、子
供1人が横になれるキャ
ビンになる

コンパニオンウェイを入って、
すぐ右舷側にシンク。反対
舷には簡単な調理台ス
ペースが設置されている

れ、水密構造になっている。そのおかげ
でキャビン中央部は、通常のモノハル
キールボートと同じように、フォクスルへア
クセスする通路として確保されている。
左右のセティー座面の間に敷板をはめ
込み、セティーの背当てのクッションを外
してそこに敷けば、メインキャビン全体が
大きなトリプルバースになる。
　目に見えない部分には、安全にセーリ
ングする上で重要な、ドラゴンフライ25の
特徴も隠されている。センターハル、左右
のアマの船首尾やボトム部の一部は、密
閉された空間になっていて、そのエリア
の浮力によって艇全体が不沈構造に
なっているのだ。これはドラゴンフライの

グ・ウイング・システム」と呼ばれるコーニ
ングボート社独自のもので、ループになっ
た1本のコントロールライン（直径8mmダ
イニーマ）だけで、アマを出し入れできる。
トレーラーで牽引もできるトライマランにこ
だわって、経験と実績を重ねて設計・建
造してきたトライマランビルダーのノウハ
ウが、見事に結実したシステムの一つだ。
　こんなにスッキリした機構だけで三つ
の胴体が繋がれているのに、ついさっき
の、14ktを超えるスピードで波の中を疾
走中にも、三つの胴体は、まるで一体型
の構造物のように、たわむこともなく、きし
むこともなく、海上を飛ぶように走ってい
たことを思い出し、あらためて驚嘆する。

キャンパー的な船内空間
　船内にも、軽量、シンプルを維持しなが
ら、居住性能を高めるアイデアが散りば
められている。キャビンテーブルは取り外
し式で、それはコクピットテーブルにもなる。
フォクスルとメインキャビンを隔てるリング
フレームにセットされたロールカーテンを
下ろせば、フォクスルはプライベート空間
になる。試乗艇にはフォクスルにトイレも
設置されていたので、このロールカーテン
はさらに役に立つことだろう。
　目に見えない部分にも工夫が凝らされ
ている。センターボードケースがどこにも
見えない。それは、左舷のセティーの下、
船体中央線から少し外れた位置に隠さ
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上：コーニングボート社の50年以上にわたる長いトライマラン建造の経験と実績を経て、初めて誕生し得たドラゴンフ
ライ25。スポーツトライマランの一つの完成形だと評価して差し支えないだろう
左：両舷のフロートが収まると、こんなにかわいくてコンパクトなフネに変身する。このときの幅は、わずか2.3m

Dragonfly 25

週末の海辺・湖畔で
キャンプ＆セーリング

夫婦で
日本一周セーリング　

夏の伊豆七島
家族クルージング

桟橋に留めて
カクテルパーティー

ファーストマリーン
TEL: 046-879-2111 
https://www.firstmarine.co.jp/ 

問い合わせ

■ 全長：7.65m（展開時）／ 8.95m（収納時）
■ 全幅：5.80m（展開時）／ 2.30m（収納時）
■ 吃水：0.35m ／ 1.50m　
■ 船体重量：1,150kg　
■ セール面積：メイン24m2、ジブ10m2、
　 ファーリングコードゼロ28m2、
 　非対称スピネーカー 46m2　
■ エンジン：船外機（●馬力）　
■ 設計：Jens Quorning and Steen Olsen　
■ 建造：Quorning Boats（デンマーク）　
■ 標準仕様価格：●●●●●●円
　（税別。2020年3月末現在）
　※スペックは「ツーリング」モデルのもの

全モデルに共通するもので、外洋レーシ
ングで実践的に経験を培ってきたコーニ
ングボート社ならではの安全哲学から生
まれた構造だといえるだろう。
　つい先日も、北大西洋の中央部で、モ
ノハルの最新型のクラス40が、波によっ
て180°転覆し、起き上がれなくなって裏
返しのまま漂流する遭難事故が起きた。
モノハルであれマルチハルであれ、大洋
で大きな波に襲われればヨットは転覆す
る。その事故では、その艇が不沈構造
であることを義務付けられているクラス
40だったおかげで、乗員は全員無事に
救助された。最近発達が著しい救難艇
探査システムのおかげで、大洋の真ん中
で起きた事故でも、ヨットが不沈構造であ
りさえすれば、乗員が無事救助される可
能性は高くなっているのだ。
　ドラゴンフライ25には「ツーリング」モデ
ルと「スポーツ」モデルがあり、二つのモ
デルの違いはマストの材質（アルミorカー
ボン）とその長さ（10.60m or 11.30m）。

それに伴って、セール面積が異なる。今
回試乗したのはツーリングモデルだった
のだが、テストの印象では、ツーリングモ
デルでも、十分にスポーティーなセーリン
グを楽しむことができそうだ。

＊
　昨今、日本にスポーツタイプのトライマ
ランが輸入されることが少なくなってし
まっている中、そのセーリングインプレッ
ションをレポートできる貴重なチャンスに
恵まれたことをありがたく思います。今後、
マルチハルの外洋ヨットがエントリーでき
るヨットレースが日本でも増え、マルチハル
ヨット愛好者たちがモノハル艇に混じって
レースを楽しめる国に日本がなっていくこ
とを願いつつ、今回のセーリングインプ
レッションを終えることにします。


