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1. このテキストの対象、目的 
 

このテキストは、初歩段階にあるクロスカントリーパイロットの人達のために特に作

成してみたものであって、当面は競技会で勝つことなどより、ゆっくりでよいからど

こか遠くへ行って見たいと思っている人々をおもな対象としている。 

 

[訳注：このテキストで取りあげているのは、あくまでも英国におけるソアリングの気

象条件であって、大陸との位置関係および緯度の違いなどにより、これをそのまま日

本におけるソアリングのための気象のガイドとして利用する事には若干の無理がある

ということをあらかじめ念頭に置いたうえで、本テキストを利用されたい] 

 

図－1 高気圧、低気圧によっておこる気象現象の概念図 
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2. 「良い日」を選ぶ 
 

ベストコンディションの日というものは、通常は寒冷前線が通過した後であって、次

のような条件の場合に起こる。すなわち： 

 

1）高気圧の尾根が陸地を通過している（あるいは 低でも高圧側から張り出した等

圧線の部分が通過していること）。 

2）高度 2,000～5,000ft のあいだの風速が 20kt（約 10m）以下であること（10kt 内外

であることが望ましい）。 

3）予報による 高気温と零点温度の差が 10 度以上あること（目安として利用できる

ものはテレビの天気予報で、その夜の 低気温と翌日の 高気温との差を見てみる。

もしもその差が 10 度以上であれば、翌日の雲底の高度は充分に高くなるだろう）。 

 

地上気温と露点温度との差と積雲の雲底高度との間には、うまい具合に便利な関係が

ある。それは： 

 

△気温が上している間は、気温と露点温度の差 1℃がひらくごとに、対流性の雲の雲

底高度がおよそ 400ft あがる。 

 

ということである。これは、例えば 10℃の差があれば、雲底は 4,000ft くらいになる

ということを意味する。ただし、気温がいったん下がり始めると、この関係は失われ

てしまう。 

 

3. 飛行ルートの計画 
 

 3－1「風」のつよさ 
（傾度風→滑空工学入門 P70） 

 

空中の風については、もちろん航空気象の

予報が得られればいちばん良いが、新聞な

どに載っている広域の天気図から推定する

こともできる。次にそのやり方を説明する。 

 

1）まず、300 ノーティカル・マイル(NM)

の距離のものさしを測定する（これは緯度
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で 5 度ぶんの長さである）。 

 

2）次に、天気図の上でこの 300NM のながさの線を等圧線から直角に引く。そして、

その両端の気圧差を調べる（図－2）。 

 

3）その数字を 2.5 倍すると、それが高度およそ 2,000ft での風速（ノットで表される）

となる（注意：この法則は北緯 52 度 30 分のところでのみ有効なものであるが、イン

グランド中部及び南部のほとんどではこれを適用して差し支えないはずである）。 

 

風速が重要となるのは、迎え風のレッグを飛ぶ場合である。うまい人ならば平均速度

で 50～60kt ぐらいは出せるかもしれないが、経験の少ないパイロットだと、せいぜ

いでも 30kt を越すことはないだろ

う。したがって「おそい人」は、風

が特に弱くない限り、迎え風となる

レッグを取ることは避けたほうが良

いことになる。 

どうしても迎え風で飛ぶ必要がある

場合には、そのレッグの飛行はでき

れば午前中より午後にしたほうが良

い。 

風が弱い場合でも、コースと旋回点

の選択では、風向の影響を考えに入

れる必要がある。というのは、風上

にある海岸線からは距離を置かねば

ならないからである。 

 

ソアリングを不能にさせる「海風」

は、大きな平野であればかなりの距

離まで内陸に侵入する。空気が非常

に乾燥していてかつ不安定であれば、

風上の海岸線のところいっぱいまで

サーマルができるようなことも稀にはあるが、決してあてにできるものではない。そ

のような地域は、対流が始まって海風が引き入れられる前、すなわち午前中に通過し

てしまうのがベストである（図－3）。 
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4. 出発のタイミングの取り方 
 

いったん飛び上がってしまうと、コースに沿ってすぐにも出発してしまいたくなるも

のだが、まだ銀章の距離を取り終えただけの段階であれば、この誘惑には乗らないほ

うがよい。それは、天気がはっきり下り坂と分かっていない限り、ソアリングの条件

は、日中それも時間が経過してからのほうが、より易しくなるからである。 

 

雲底高度は、普通午後に入ってからのほうが高くなるし、サーマル自体もその間隔こ

そ広くはなるものの、スムーズになりサーマリングもやり易くなる。 

 

水分の多い湿った低地よりも、高いところの地面のほうが早く温まる。そのような丘

陵地帯では、良いサーマルがしかも 2 時間以上早く発生するようになる。対流活動に

制限がある日には、この時間差はもっと開くようになるだろう（図－4）。
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5. サーマルの強さのバリエーション 
 

積乱雲による対流の場合を除き、サーマルの平均上昇率は、雲底の高度もしくはブル

ーの場合には、そのトップの高さとふかい関係があるようである。フランス人によっ

て行われた研究によると、リフトの強さをノットで表した場合には、次のような法則

があることが示されている。すなわち： 

 

△サーマルの強さ≒[1.2×雲底高度の千の位の数字]－1（ノット） 

 

で表されるということである。 

 

これでゆくと、雲底が 2,000ft では、リフトの強さはわずかの 1.4kt、同じく 4,000ft

では 3.8kt、6,000ft では 6.2kt と、それぞれになる。 

 

大体どのような場合でも、飛行中には、その日の平均よりも強いサーマルに当たるこ

ともあれば、弱いリフトのところで立ち往生に甘んずるということになるものである。

上に述べた数字は、計画を立てる場合の目安としてはよいかもしれないが、絶対的に

そうなるということを意味しているのではない。 

 

 5－1 サーマルの間隔 
 

対流の高さが低ければ、サーマルの間隔もせばまる。また、サーマルの背が高くなれ

ば間隔は広くなるという。しかしながら、高さと広さの関係にちゃんとした法則はな

いように思える。というのは、午後遅くになると、サーマルの間隔は広がってゆく一

方で、対流はそれ以上に深くはならないのが普通だからである。 

 

 5－2 サーマルの間の沈下 
 

午前中の早い時間に発生するサーマルは、リフトも弱いが、さらにそのすぐ回りを沈

下が取り巻いた格好になっている。昼近くになって対流の高さが増すと、サーマルの

間の部分のほとんどが沈下帯となってしまうかのようだ。 

 

サーマルの間隔がより開いてくると（通常昼すぎから午後遅くにかけて）、サーマル間

の沈下はそれほどでもなくなるが、それでもサーマルの一番よい部分の近くに強い沈

下が現れることがある。 
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サーマルが活動を終える 後の 1～2 時間になると、その間隔はたとえば太陽に向か

う斜面等、方々に残った「ホットスポット」に支配されるようになる。そうなってし

まうと、その「スポット」のあいだは静穏になり、沈下もほとんど認められなくなる。 

 

 5－3 高度によるリフトの強さのバリエーション 
 

平らな地表面上においては、高度 1,000ft 以下ではほとんどの場合リフトは弱く、

2,000ft を超えるまでは、その強さは 高に達しない。サーマルが積雲（少なくとも

1,000ft の背の高さのあるもの）に連続している場合には、雲底に近くなるにつれ強さ

が増してゆく。 

 

しかしながら、積雲の背が非常に低い、平べったい場合には、リフトが雲底のすぐ近

くで急速に弱くなることがある。そのような日には、雲のトップが顕著な安定層によ

って押えつけられているが、下から押し上げてくるサーマル自体の慣性によって、若

干ながら雲が安定層に頭を突っ込んでいる状態になっている。しかし、上昇する流れ

も逆転層に近づくにつれて水平方向へと拡散し、結果的にリフトが急に「消える」。 

 

図－5 はそのような場合のリフトの高度別分布を表したものであるが、これを見れば、

後の数フィートに取りすがるということが、いかに時間のむだであるかということ

が理解できるだろう。なお、この状態はブルーサーマルの場合でも同様である。 

 

 

6. リフト（プラス）をどうやってみつけるか 
 

 6－1 雲を読む 
 

名人であるかないか、どこがちがうといえば、それは「雲を読む能力」の有無にある

といえる。この技能は、できれば若いうちに習得しておきたいものである。 
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1）活動的な（使える）積雲とは、その下面がはっきりとしていて（時には少し上方

にへこんでいて）しかも、くっきりとした頂部を持っている。 

 

2）雲の大きさが大きければ、逆にリフトの部分を見つけるのが難しくなる。場合に

より、そのような雲の下にはわずかに下がったステップであるとか、または下方に伸

びる雲の筋のようなものができ（ウィスプという）、それらに近いところにリフトの強

い部分があることが多い（図－6）。もしそういったサインがないとすると、リフトを

探し回るだけで時間を食ってしまう。そういうときに「その日の雲の下のリフトの位

置のめやす」が分かっていれば、時間のむだも少なくて済むことになる。 

 
3）リフトの中心は、しばしば雲の風上側か、あるいは陽のあたる側にあることが多

い。であるからして、風と太陽が同じ方向から当たっているとすれば、その側にリフ

トがある公算が大きいといえる。ただし、リフトのコアがまったく予想外のところに

あったからといって、驚くことのないようにしたい。 

 

4）乾燥した逆転層で頭を押さえられている背の低い積雲は、時としてその頭の部分

が曲がった「鈎」のような形をなす事がある。（図－7）この状態になるのは、逆転層

の上側で強い風が吹いている場合である。上下の風速の差により、積雲の頂部がまき

こまれ、鈎状に曲がってしまうのであるが、こういう状態ではリフトはほとんどの場

合風上側に偏在していて、沈下は反対の風下側にあることが多い。 

 

5）午前中に発生する小さい雲は、大体においてその寿命は短いが、同時に雲と雲と

の間隔も狭く、「替わりのリフト」を捜すのもさほど苦労しないで済む。雲も大きくな

ればなるほどそのライフサイクルも長くなるが、そのような雲がたくさんある状態（全

天の半分以上）では、そのうちの何割かの雲は、明確な外見的な兆候を伴わずに、ゆ

っくりと衰弱に向かっている。 
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6）リフトが非常に強い場合（平均で 6～10kt、3～5m/s）には、そのリフトの付近に

強い沈下もほぼ確実に存在する。この逆、すなわち強い沈下のそばにはリフトが必ず

あるかというと、残念ながらそうとは言えない。 

 

7）見た目にいかにも良さそうな雲に向かっている途中の、まだ雲に入っていない部

分で予期していない強いリフトのサージを感じることがある。それはおそらく勢いの

強い若いサーマルであって、これから雲になろうとしているものである。こういう場

合は、むしろ既にでき上がっている雲よりも、リフトが「強い」ことが多い。 

 

 6－2 クラウドストリート 
 

サーマルがストリートを形作ることは、たとえブルーの日であっても、日常的に生起

することである。ストリートは通常風速が 15 ノットを超えると形成され、風が強く

なると列の間隔も広がってゆく。列の方向は風向に揃うため（差はあっても数度以内）

風上に飛行して行く場合には、その価値は絶大となる（図－8）。 

 

雲の列が点々と一本だけ形成されているならば、それは地上の特定の熱源からできた

ものといえるかもしれないが、本来的にクラウドストリートとは、地表面の温度の分

布とは無関係に形成される。この現象は海面でも発生することは周知のとおりで、比

較的温暖な海面の上を、寒気が低気圧の後面に向かって西側から吹き込む場合に特に

顕著に発生する。 

 

ストリートができるためには、対流の厚さが一定となるようその上部に安定層が必要

であって、そのために、ストリートを形成する積雲の頭の高さはほぼ一定に揃うので

ある。 
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普通、ストリートの間隔は対流している層の厚さの約 3 倍であって、仮にトップの高

さが 5,000ft だとすれば、ストリートの幅はおおよそ 3 マイル（5km）位となる。 

逆転層が上昇すれば、ストリートの幅も大きくなるが、通常それは勢力の弱い列が消

えてなくなるという形で起こり、各列同時に幅が広がってゆくという形にはならない。

イングランドにおいては、とてもよいクラウドストリートの下を 高で 50 マイル位、

一旋回もせずに飛んでゆけることもある。しかし、列の間を「渡る」となると、沈下

帯がずっと続くところを飛び抜けていかざるをえない場合が多くなる。 

 

 

一方ブルーの日にストリートをたどってゆくことは相当むずかしい。風向に沿って飛

行していると、異常に長く続く沈下に当たる事があって、それはおそらく飛行のコー

スがストリートの間にはまってしまっているという事を示している。そんな場合は、

時々クロスウインドの方向に進路を変えてみるのも良いだろう。 

 

 6－3 ストリートの上にできるウェーブ 
 

クラウドストリートの上に、これと直角方向にウェーブが形成される事がある。その

ようなウェーブはレンズ雲を伴うことはあまりない。この種類のウェーブの第 1 波目

は、クラウドストリートの風上エンドのところで発生していることが多い。 

 

もし、ストリートの下を飛んでいて、普通あるはずのリフトがなく、沈下がちょっと

長く続き、その次に、こんどは範囲は狭いが、異常に強くて荒れている部分に出会っ
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たならば、そのストリートは上空のウェーブの影響を受けていることはほぼ間違いな

いといってよい。 

 

背の低い積雲で形成されているストリートに平行してウェーブができている事もあっ

て、そのようなケースでは、逆におそらくストリート自体が一時的なリッジの役割を

果たしているのであろう（ウェーブヘの招待、P2-16）。 

 
7.  沈下を避けながら飛ぶ 

 

特上のインストラクターは言うだろう「エネルギーの道をたどっていけ」と。これは

どういう事かというと、「コース上をバカ正直にまっすぐ飛んでゆく」ということは止

めて、それよりも、針路を変えつつ途中にある「使える雲」をたどって（すなわちエ

ネルギーを保ちながら）飛んで行けという意味である。 

 

そこでひとつ問題になるのは、いかにして「くずれてゆく雲」を避けるかという事で

ある。雲自体には寿命があって、概して、小さな雲の方が大きいものよりも早く活動

を終える傾向にある。特に午前中においてはこれがはっきりとしている。 

 

大きい雲はたしかに長続きはするものの、その後に沈下帯を残す。それは大きくてし

かも後まで消えず、しつこく残るものである。 
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サーマルの中で水蒸気が凝縮し、水滴となる時にはいわゆる「潜熱」を放出する。こ

の「追加された熱」によってサーマルの上昇成分がさらに加速される（ブーストされ

る）が、いったんリフトが止まって雲が崩壊し始めると、今度は「蒸発」が起こる。

すると、蒸発することによりそれまでまわりの空気に与えていた「熱」をうばい取る

ため、その部分の空気のかたまりは周囲よりも温度が低くなり、そして重くなる。そ

うなるとどういう事が起こるか？すなわち強い沈下を発生させるのである。崩れる前

の雲が大きいものであるだけ、後にできる沈下も規模が大きくなる。 

 

 7－1 雲の「崩壊」のしるし 
 

1）頭の部分の形がはっきりとしなくなる。ぼやけ始める。 

 

2）雲底が平らでなくなる。 

 

3）地上に写った雲の影が、それまで一体であったものからまばらになり、ところど

ころに穴が開き始める。これは、もし自分が雲底近くを飛んでいる場合、次の「使え

る」リフトを見つけてそこへ行くときの、ほとんど唯一の手がかりになる（雲底の真

下では、水平方向の視程はほとんどゼロで、となりの雲の形さえ不明確になるからで

ある）。 

 

4）普通の場合、背の高い雲でも、その頂上がウインドシアーによって巻き返され始

めると、その雲は崩れ始める。そのような雲に出会ったならば、特にその巻き返った

部分の下およびその近くは絶対に通過しないこと。できる事ならば風上側を迂回する

コースを取る方がよい。 

比較的静穏な地域を 5 マイル飛行する場合に失う高度のほうが、強い沈下の 2 マイル

を飛び抜ける場合の損失高度よりも、じっさい少なくて済む場合が多い。 

 

5）おなじ雲であっても、風上側でなお成長が続いていて、一方風下では崩壊が始ま

っていることがある。これは、雲が大きくて、しかも高度と共に風速が増加している

場合によく起こる。 
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8. シャワー（しゅう雨、にわか雨、雷雨）の影響 

 

シャワー帯域が風下に進むにつれ、その雲の前縁の下に、特別にリフトの強い部分が

できる事がある。この区域をうまく使えば、シャワーの端を迂回するための高度をか

せぐことができる。シャワーは、通常たとえそれがどんなに小さくとも、迂回するほ

うが賢明である。もしも、まっすぐ突っ切ろうとすれば、大きくてとても強い沈下に

遭遇することはほぼ確実となる。 

 

時として降水の軸にまでリフトの部分がそのまま続いている場合がある（図－11）。 

雹がキャノピーにこんこんと当たっている状態でクライムを続けることもできなくは

ないが、そこまで調子に乗るのはよくない。 

 

そのような場合には、状況の急激な変化、ときにはもっと恐ろしい事態への突入とい

うことまで覚悟しておかなければならない。雹あるいは大粒の雨といった降水現象は、

上昇風を下降風へと豹変させる。その変化は急激であり、時として、一旋回のせまい

範囲の中で上昇風から下降風へと変わっているというような事もあるからである。 

 



Tom Bradbury Soaring Meteorology Series 
Sailplane & Gliding 

 

 1-13 

 

 8－1 ブルーホール（雲のない区域） 
 

イングランドの気条条件でひとつの問題が、短時間で終わるシャワーの後に残される

「ブルーホール」である。すなわち雲が完全に消え去っても、沈下そのものはまだそ

こに残るという現象である。そのような、消えつつあるシャワーの下を潜る事はもち

ろん、シャワーの通り過ぎた地帯（風上側の部分で降水によりすでに濡れているとこ

ろ）を飛び抜けることなども止めておいた方が賢明だ。すでに沈下の作用が終息して

いても、雨で冷やされ湿った地表面からは、サーマルの発生など期待できないからで

ある。 

 

しかし、「終息したシャワー」だけがブルーホールのできる原因ではない。そのほかの

理由としては、たとえばその地域の上空に予想もつかないウェーブシステムがあって、

その下降域に当たっているとか、もしくはその地域の周辺部で積雲が特異に発達する

場合などがあげられる。 

 

また、積雲の一団が集合してひとつの大きな雲に発達する場合、その周りに広い沈下

の区域ができ、そこでは発達しない小さな積雲群が一掃されてしまう。小さな雲のあ

る地域でひときわ大きな積雲が発達すると、ほかの「小物」はみな消されてしまうの

である。 

 
 

いすれにせよ、ブルーホールを横断する場合には充分に用心することである。 近、

ベンタスに乗ったパイロットが（その機体には 17m の延長翼がついていた）3,000ft
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の高度から、ブルーの「穴」を渡ろうとしたことがある。本人は余裕のつもりで、し

かも追い風であったが、結局 7 マイル行っただけで降りてしまった。 

 

このような場合には、たとえ針路を 30 度くらい変更しても、全体から見ればわずか

な距離の増加にしかならないし、風下へ向かっているのならば、たとえ 45 度の針路

変更でも必要であればやって見る価値はある。 

 

そしてもうひとつ。リフトの状況がよい、いまだ高度のあるうちに上昇の繰り返しを

する方が、低空に降りてしまってから、リフトのないところをうろつき回って時間を

無駄にするよりも、ずっとマシである。 

 

9. 拡がってゆく積雲 
 

今までこのせいで折角の条件がダメになった日がなんと多い事か。積雲の拡散の起こ

る主な原因としては： 

 

1）非常に不安定でかつ湿度の高い気団 および 

 

2）逆転層もしくは安定な層であって、すべての対流を押さえる力を持つもの。 

 

3）逆転している層の付近にさらに湿度の高い空気が侵入すること。衰弱した前線で

あって、沈降のために一時的に雲が消えているものによる場合が多い。 

 

この積雲の拡散が発達する条件としては、雲底から逆転層までの高度差が少なくとも

2,000ft あることであって、ひとつひとつのサーマルが次から次へと水分を持ち込み、

終的に逆転層の下に厚い雲の層を形成する。 

 

そのような「曇り空」ができ上がってしまった場合には、雲の厚い部分の下で（対流

の残っている部分で）どんなに弱いリフトでも良いからそれを使って粘り、なるべく

高度を落とさないようにすることである。日射が再開するまでは、地表面から上昇す

るサーマルはほとんど期待できないと言ってよい。 

 

 9－1 拡散の前兆となる現象 
 

1）朝方には雲はなく、いつになく視程が良いことが多い。 
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2）積雲のでき始めが異常に早く、そうしてできた積雲の雲底は低い（もし 初の積

雲の雲底が高ければ、拡散が起きる恐れはずっと小さくなる）。 

 

3）初めにできた雲のうち、まっすぐに細長く立ち上がって、しかも雲底のはっきり

としていないものが見られる（雲の頭がまだ上り続けるのに、雲底が早くも崩れ出す

ような場合）。 

 

4）成長している積雲の上部にレンズ雲のキャップがかかる場合。この雲には特にラ

テン語で「クラゲのかさ」という名前がついている。 

 

上昇する積雲の頭の部分が、その上の湿った気層を押しあける事によってできる雲で

あるが、この「押し上げ」の量は、湿った気層の温度を凝結温度よりもわずかに下げ

るだけである。このことはすなわち、積雲のできる前に、その層がほとんど飽和に近

い状態になっているという事を示している。従って、「クラゲのかさ」現象が見られた

ならば、拡散が起こることはほぼ確実であるといってよい。（図-13） 

 
 

 9－2 拡散のサイクル 
 

いったん拡散で形成された層積雲が全面を覆ってしまうと、サーマルはまったく（あ

るいはそれに近い状態まで）無くなってしまう。そうすると、水分の補給もとだえる

ことになり、雲の層も 1～2 時間のうちに分散が始まる。日射が再び地上に当たると

サーマルがまた発生し、その結果再び雲ができてプロセスが繰り返される。しかしな

がら雲の厚さも限度を超えると、このサイクルも回転せず、そのまま時間切れ日没と

なることが多い。 

 

一方でこの雲のカバーが解消する条件も 2 つある。 

 

1）沈降が一層強くなって逆転層を押し下げ、それによって雲も「雲散霧消」する。 
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2）湿度の少ない気団が移流してきて、雲底を逆転層の数百フィート内に押し上げ、

そこで雲層が分解、消散する。 

 

これら 2 つの現象は同時に重なって起こる事があって、そうなるとソアリングの条件

も急速に回復に向かう。この「沈降」は移動する気圧の尾根の軸付近によくみられる

ものであり、夏になってしばしば条件の良い日が発現するのは、主としてこのためで

ある。 

 

 9－3 拡散の起こる天気図の配置 
 

この拡散は、風の吹きつける沿岸地帯において、特に大西洋の高気圧の周辺を回った

気団が北ないし北西からやって来る場合に深刻な問題となる。 

 

10. ブルーサーマルの日 
 

コンペティションパイロットであれば、たとえブルーであろうとも外に出てゆくだろ

う。競技会の時には、ほかのグライダーが滞空していて、サーマルの目印となるから

である。しかし、初心者のクロスカントリー飛行ともなると話は別で、特にサーマル

の位置を示すはずの他の機体が見えない場合などは、相当に難しくなる。 

 

ブルーの日に飛ぶ場合、もっとも大事なポイントとなるのは（風の強さに次いで）逆

転層までの高度である。もし、逆転層の高さが地表から 3,000ft までしかないとすれ

ば、単機でのクロスカントリーソアリングは相当に困難なはずである。 

対流している層の厚さが 4,000ft ならば、一応トライはしてみる価値があり、これが

5,000ft ともなれば、うまくゆく見込みも充分となる。 

 

サーマルの発生源として有望なところは、たとえば都市の上空、日の当たる傾斜地、

そして高い、比較的乾燥している土地などである。反対に、出来れば飛ぶのを避けた

方が良いところといえば、それは水分の多い低地である（！） 

そういう場所には、都市部を除いて他には熱源となるものがない。多少のサーマルは

発生するかもしれないが、高い土地で出るサーマルに比べると弱くて、到達する高度

も概して低くとどまる傾向となる。 

 

サーマルになる熱がないのは、そういった地域の植生に水分が多く、土地も全休的に

湿っているからで、ふりそそぐ太陽のエネルギーの大部分が水分の蒸発作用に費やさ

れてしまい、その残り分では良いサーマルが出来ないからである（前号の「ブルース
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カイ」：ジョン・ウイリアムスン著作を参照の事： Sailplane ＆ Gliding 誌

Jun./Jul.1987 に掲載、未訳）。 

 

 10－1 斜面、スロープ、リッジ 
 

グライダーが始まったころ、「ソアリング」をする人達の 初の拠り所は「斜面」であ

ったが、今日、はとんどのクロスカントリーパイロットにとって、斜面は他に頼るべ

きものがなくなった場合の 終的な「避難所」になってしまった観がある。事実、ソ

アリングをしていて、ほかのすべての手段と努力が泡と化した後、風の当たる「スロ

ープ」だけが 後の助けとなることがある。 

 

「リッジ」がいちばん効果を発揮するためには、風上側に高い山地がないことが条件

である。風上の山峰は時として「ウェーブ」を発生させるが、その波長が合っていな

ければ、斜面で出来るリフトの強さを相殺してしまう。 

 

なお、リフトと沈下が急に交代する現象が見られることがある。原因としては、風上

側の流れの波動による場合もあるが、斜面から発生するサーマルが切れ切れに昇って

ゆくのがその理由であることも多い。 

 

サーマルが一定の場所から泡の発生するように離れてゆくこともあって、そのような

場合には、その場所から離脱するために、風上へ行きつ戻りつを何度か繰り返さなけ

ればならないことがある。 

 

11. 上層の雲 
 

巻雲が拡がってくると通常日射は弱められる。下層ですでにサーマルの活動が盛んに

なっているとすると、上層雲の作用によりサーマルはスムーズになるが、その強さは

やや減少する。もし、日中でも早い時刻あるいは低い逆転層がある場合にそうなった

とすると（サーマルを生み出すには太陽のエネルギーがフルに必要であるのに）、巻雲

に妨げられてサーマルの活動がまったく停止してしまうことがある。 

 

その時もしも巻雲に隙間があると、その下のせまい区域のみサーマルが発生して、あ

との周囲の地域では、まったく静穏のままに過ぎるという事もある。 

 

 11－1 前線の前面に拡がる高層雲について 
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サーマルにとって、この種の雲はほとんどの場合破滅的な効果を示す。サーマルの活

動そのものをきわめて急速に停止させる力をもつ。「ほとんど」というのには例外もあ

って、大気の不安定の度合いが特に強い場合、全天が雲に覆われてしまっても、サー

マルの活動が残ることがある。そういう稀な場面では、ほぼ雨の降り始めのときまで

リフトの発生が続くものである（リフトは通常弱くスムーズなものではあるが）。 

 

12. 「霧」と「低い層雲」 
 

こういった現象は、地上付近の低いところの気層が非常に安定していることを示すも

ので、それらに関する知識は、ルートのプランを考える場合にとても役に立つ。 

 

太陽熱のある割合は、サーマルができる前に、霧の水滴を蒸発させるために費やされ

ているはずである。しかも、霧が「燃えつきて消された」あとでも、ちゃんとしたサ

ーマルが出来るまでには、なお時間がかかる場合がある。 

 

夏の「ブルー」の日には、海風のはじまりとともに、沿岸の地域から霧や低層雲など

が再び移流してくることもある。移流が続く間は、日射が引き続いてそれらを解消し

てゆくもの、その気団においてサーマルの活動が再開するためには、その気団が熱を

持った地表の上に 3～4 時間もとどまっていなければならない。それでもなおかつリ

フトはよわく、到達高度も低目にとどまる傾向がある。 

 

気団の境目は、視程が変化することで分かる事が多い。イングランド全域で東の風が

卓越している場合、北海で発生した層雲が、ウォッシュから午後の半ばにはコッツウ

ォルドあたりまで拡がる場合も見られる（図－14）。 
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13. ヘイズ（煙霧） 
 

英国において夏の間にみられる「へイズ」（煙霧）は、そのほとんどが大陸で発生した

もので、東北東から南東の風に乗って流れてくる。通常の場合、ヘイズは高気圧によ

る逆転層に押え込まれる形になっている。 

 

ヘイズのもたらすおもな障害としては、第一に午前中のサーマル発生を遅らせる事で

あり、その次が午後の早い時間にサーマルを終わらせるという作用である。 

 

クリアーなところからヘイズの地帯に入ってゆくと、サーマルの弱まりを実感できる。

ヘイズがひどい日に、長距離クロスカントリーの成功した例はほとんど無いといって

良い。 

 

ヘイズを構成する微粒子のうち、あるものは水分を含みやすく、空気中の水蒸気が凝

縮すると水分の付着が加速度的に増加する。このため、湿度の高いところでは視程の
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悪化が進み、特に雲底から 200～300ft の高度帯ではこのことが著しい。この付近はグ

ライダーの常用するところにも当たるので、空中衝突の危険性が高められることにな

る。 

 

夏の暑いときにヘイズはつきものである。視程の減少により前方の雲がほとんど見え

なくなる事もあって、そのようなときに雷雲が発達すると（へイズのかかった暑い日

にはよく発生するものだが）遠方にできた「かなとこ雲」など、自分がへイズの層を

突き抜けるまでは見えない場合がある（従って注意が必要である）。 

 

また、雷雲が接近してくると、ヘイズの層に落ちる影がだんだんと濃くなってきて、

それが雷雲襲来のしるしになる事もある。 

 

 13－1 ヘイズのトップと雲のトップ 
 

サーマルが強いと、安定層に達しても、その慣性によって、ある程度の高度までは止

まらずに昇り続ける。とくにブルーの日であれば、サーマルトップの部分で上昇率が

悪くなっても、そのまま粘り続けるとよい結果となる場合がある。 

 

すなわち、短い時間ではあるが逆転層の上に出られることがある。逆転層を抜けると、

とたんに視界がひろがり、それまでわからなかった遠方の「活発なエリア」から積雲

の頭がポッポッと飛び出しているのが見えて来たりもする。ヘイズの層から大きな積

雲が成長して、視程ほとんど無限の高度にまで達する場合があるが、へイズの層はそ

の大きな対流によってもほとんど影響されないかのようであり、もとの高さにとどま

ったままであることが多い。 

 

---------------------------------------------------- 

そんな日に雲中で上昇して、雲の脇から出たときは 高である。ただしナビゲーショ

ンは難しくなるだろう。上空からヘイズを通して地表を見ても、目標がはっきりとつ

かみにくくなるからである。 
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本翻訳版につきましては、1990 年 10 月 26 日付けで、英国 BGA より「非商業ベース

での複製ならびに配布」の承認を得ております。 

「本文献より引用をされる場合には、出典を明らかにしていただきたい」というのが、

著作者の要望です。 

 

内容に関してのお問い合わせは、大石 直昭 まで： 

naoakiyy@ytv.home.ne.jp 
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