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1 はじめに-このテキストの目的 

 
このテキストは、いままでウェーブでのフライトを少ししか経験していないか、あるいはウェーブな

んかに全く当たった事のない人たちのために書いてみたものである。 
 
ウェーブでのソアリングは、実際やってみると、サーマルで飛ぶよりも高等な技術を必要とする事が

わかる。 
 
サーマルだけでクロスカントリーに出てゆくとすると、サーマルが弱くなって浮かんでいられなくな

れば、あとはどこかに降りるか、引き返えせばそれで済むが、これと対照的に、ウェーブでソアリン

グを行なうとき、上空は良いけれども下層のウエザーが悪いという場合がよくある。 
 
- 実際グライダーで視界ゼロの雲中降下をするのは難題だ - 
 
ビギナーとして最初のうち面白い事があまりないのは、ウェーブでのソアリングも、かつて自分がサ

ーマルで飛び始めた頃と同様である。ベテランと称する連中が、初心者達を尻目にして目ざとくリフ

トをみつけて雲の上高く昇り、早速クロスカントリーに出て行って「今日は良かったネ」などと目の

前で言う。こんな日に初心者たちは、ほんのカスのようなリフトにすがりついて、心だけは上を向い

たまま、ズルズルと降りてきてしまって、それで終わるのである。 
 

2 山岳波（ウェーブ）の発生する理想的なコンディションとは 
 
1）山脈を吹き越えて行く風は、少なくとも 15 ノット（7.7m/sec）の強さがほしい。吹きつける角度

はもちろん直角であることが望ましいが、30度くらいの範囲であればOKである。山脈の端の方では、

下層の空気は、吹き越すよりはむしろ低いところを回り込んで流れていってしまう。 
 
2）山頂から少し上の層までが逆転しているか、または非常に安定であって、その上層ではずっと上

空まで安定度が比較して弱まっている。 
 
3）風速は高度と共に強くなってゆくのが良いが、同時に風向もだいたい一定でそろっていることが

望ましい。英国での観測によると、ウェーブによって高度 1 万フィート以上に昇る事ができた日には： 
 
△1,000ft ごとに 1.5 ノットの風速増加があるが 
△しかし、上昇を始めた下層と昇りつめた上層での風向の差は、25 度を越えることはほとんどない。 
 
以上 1）2）3）の条件が揃えば、山脈から風下に延々と連なるウェーブが期待できる。そんな日には、

イーストアングリア（ロンドンの北 60〜100km に広がる丘陵地帯）の低い丘から連なる一帯にウェ

ーブが発生することさえもある。 
 
山岳地帯の滑空場では、上に挙げた条件のうち、2）と 3）が満たされていなくともウェーブが出るこ

とがある。そういう場合多くは第 1 波だけ出ていて、ローカルソアリングは出来ても、クロスカント

リーの成功率はおそらく低いだろう。 
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3 ウェーブの理想形とは 
 
図−1 はウェーブシステムのおおきな断面図である。 

 
この 2 次元断面では、風は左から右へと吹いている。このうち矢印点線で表したものが空気の流線で

あって、これと交差しているチョボチョボの点線はフェーズライン（訳注：位相線とでも訳せるか）

と呼び、波の上下をたてに結んだものである。この図から、波のうちいくつかは風上側に傾いている

のが分かる。左下、山の頂きに雲がかかっている状況が描いてあるが、これは空気が山により強制的

に持ち上げられ、凝結高度を越えたところでできたものである。 
 
もし、こういった雲が風下側の山肌に沿って途中まで下がってきているものの、それからは消えて地

上まで届いていない状況を見たならば、それはウェーブができている確実な兆候である。雲が風によ

り押し下げられて昇温し、雲そのものは消えてゆくが、強い下降風ははるか山裾までとどき、そこか

ら上方に跳ね返ってウェーブの第 1 波が形成される。 
 

4 ローター 
 
ウェーブが特に強く発達したばあい、気流の上昇角はかなり大きくなり、その波の山の部分の下部に

「ローター」が発生することがある。このローターは、いわゆるローター雲としてその発生と所在が

目で見える場合もあるが、常時そうであるとはかぎらないことに注意したい。ローターはふつう、山

脈の高さと同じ所に発生する。ローターの程度が「弱い」とされているものでも、その中に入ってみ

ればとんでもなく荒れているものであるし、「強い」ものなどは、航空機そのものをバラバラにする力

を持っている。 
 
普通程度のローターならば、山脈と平行に並ぶことが多い。もしも山脈が曲がりくねっていれば、ロ

ーター雲も同様に曲がって存在する。しかし、ローターが特別に強い場合は、曲がり等無視してまっ

すぐに伸び、しかも山裾からかなり離れて存在することが多い。したがって、そういった危険な場所

からは十分に距離をおくことが重要である。 
 
ローター真下の地表面では、風は止んでいるか、もしくは上空の風向きとは反対になっていることが
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よくある。逆に、地上で観察して、風の強い帯状の地域と無風の場所が隣り合って区切られているよ

うならば、その上空につよいウェーブが発生していることはほぼ確実である。そのような場面では、

ある場所では車両を横倒しにするほどの風が吹きまくっているかと思えば、ほんの数百メートル離れ

ただけで非常に静穏になっているようなこともしばしば起こる。 
 
ローターでかき乱されているところの上方では、気流は通常とてもスムーズに流れている。操縦かん

を手から離しても良いくらいに静穏なのである。上層にエレガントなレンズ雲ができていることが多

ので、そのスムーズさが目に見える形となる。 
 
湿度の分布は気流の層ごとに異なっていることが多く、その結果「お皿をきれいに重ねたような」レ

ンズ雲ができることもあって、よく写真等で見ることができる。その場合、一番上のレンズ雲の形に

注目すること。この形がそのウェーブシステムの波の形状を代表しているからである。 
 
もしも、それがうすいフラットな形をしていれば、リフトの強さはそのあたりで頭打ちとなっている

ことが多い。逆に、そこの雲の形が、むかしの飛行機の厚ぼったい翼断面型に似ていれば、その付近

で強いリフトが期待できる。このような雲のすぐ下の層の湿度が非常に低い場合には、「おわんを伏せ

た」形の雲ができる。 
 

5 ウェーブによる巻雲（シーラス） 
 
ウェーブシステムが存在する時、同時に高層すなわち高度 25,000〜40,000ft の間に、ウェーブによる

巻雲（ウェーブシーラス）が発生することがある。その雲の前縁部は、大体において山脈の頂きの上

空にあるが、その後縁は遠く視界の向こうにまで広がっていることが多い。しかも、この巻雲は波動

のかたちをしていないか、そうであってもごくわずかしか波打っていないことがほとんどである。 
 
この、波形をしていない理由として、この雲を形成している水晶は、たとえウェーブの下降域で昇温

しても、水滴より蒸発しにくいとか、あるいはその層の（すなわち高空の）気流の状態は、より下層

の上下に波打つ流れとは異なっているものと考えられる。また、巻雲のできる高さの空気は、一度急

激に持ち上げられると、後はそのままその高度にとどまるものとも推察できる。 
 
衛星写真でみると、こういった雲は、初めに標高のもっとも高いところから発生して、そのまま下流

方向に数 100 マイルもずっと連なっていることがよく分かる。そのあいだ、巻雲の前縁部は、発生地

点の山の上から何時間も動かずにいるのである。 
 

6 ウェーブを捉えて上昇を開始するまで 
 
たまたま運が良くて、きれいにできたウェーブの雲の、前面のリフトの強い部分に直接曳航していっ

てもらえることもあるだろう。しかしながら、多くの場合、ウェーブでの初期の上昇はゆっくりとし

たもので、根気が試される場面となる。一般的には、曳航の高度が高ければ高いほど、それだけ強い

リフトに出会う確率も大きくなると言える。 
 
図-2 はウェーブによるリフトの強さが高度と共に変化してゆく状況を図示したものである。縦軸は高

度（1,000ft 単位）横軸はリフトの強さをノットで表したものである。 
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よこ 2 本の点線は、ウェーブによるリフトの強

さが高度とともに変化してゆく状況を図示した

ものである。縦軸は高度（10,000ft 単位）、横軸

はリフトの強さをノットで表したものである。

よこ 2 本の点線は、4,000〜8,000ft の間に安定

な層があることを示している。図の中の曲がっ

た線は、高度とともに変化するリフトの強さを

示していて、低いところではとても弱く、中高

度の安定層の所でリフトが一番強くなって、そ

れより上層では昇りつめるにしたがってまた

徐々に弱くなってゆき、ついには消えてしまう

ことを表している。 
 
実際にこういった数字は、発生するウェーブご

とに違っているのは当然として、さらにグライ

ダーの沈下率を差し引かないと、本当のリフト

の数字にはならない。 
 
そして、この図は標準的なリフトの分布を描い

てはいるが、どこへ行ってもこのとおりとはな

らない。 
 

自然とは例外の集まりである。ウインチの索切れで数百フィートからリフトを捕まえてそのまま上が

っていってしまうこともあれば、あるパイロットなどは、苦労して最後の数フィートを這い上がった

と思ったら、突然リフトの状況が良くなって、そのまま数千フィートも一気に上がったなどという話

もある。 
 
まあ一般的な所では、上層の風速が増加するにしたがい、気流の流線もフラットになってゆく傾向が

ある。流線の上下波動が小さくなると同時に、風速に逆らって対気速度を上げる必要が生じ、そうな

ると機体の沈下率も大となって結局リフトと相殺することになり、上昇できる限界の高度が決まって

しまうことになる。 
 

7 リフトの目印 
 
ウェーブによるリフトがいつも雲を伴うとはかぎらないものの、英国（あるいは日本）においては空

気に湿度が適当にあるため、だいたいいつも低高度からウェーブの雲ができる。 
し か し 
よくテキストブックに載っている様なかたちのものを期待してはいけない。むしろ多くの場合、そう

いう雲は下から見てもあてにならないような形状をしていることが多い。空一面に雲が広がっていて、

ある所に 1 か所だけ移動しないすき間があり、それがウェーブの存在することの唯一のしるしである

ということがよくある。ウェーブが、全天に広がる層積雲の中ならびにその上方にできることは珍し

くなく、そういう場合には、山脈の風下側の、気流が急角度で降下しているところだけに雲のギャッ

プができる。 
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空気がもう少し乾燥しているとつぎのようになる。すなわち： 
 
山脈の頂上に雲のキャップがかぶさっていて、風下側の斜面の上には雲がなく、そしてさらに、風下

側のもう少し離れた場所に、乱れたかっこうの雲の帯ができる。 
 
この「乱れた形の雲の帯」は、髪の毛が不規則に立ち上がっているように見える積雲と、層積雲の混

ざりあったもののような形をとることが多い。この雲のわずかに風上側に、小さな雲のちぎれた小片

ができる。これこそ、その場所で空気が凝結高度より上に持ち上げられたという、まぎれもない印で

ある。 
 
そして、リフトの一番良い場所とは、通常この小さな雲片の近くにあるはずである（図−3）。 

 

この状態で、もしも雲底高度より下からアプローチしていったならば、最初のリフトはとても弱いも

のだろう。そして、この部分こそ、忍耐と根気、そして滑らかな、とても滑らかな操作が求められる

場所である。リフトの強さも、雲の帯の前縁の中間位の高さまで昇ると相当強くなるだろう。こんな

場合には、2 から 3 ノットのリフトを報告している機体のほんの数百フィート下の所で、どうやって

もリフトに当たらないなどということさえある。 
 
高い所からこれを見れば、全体がもっと整理された恰好になっているはずである。「乱れた形の雲」と

見えたものは、その上面がスムーズな形のドーム状になっているか、または小さなレンズ雲がかぶさ

っている状態になっていて、不規則のように思えた「ギャップ」も、規則的なパターンにでき上がっ

ている。 
 

8 リフトの中にとどまる 
 
先に述べた、ウェーブの山と谷をおのおの上下に結んだ点線（フェーズラインという）は、まっすぐ

上下に立っているものと普通には考えられている。ところが山岳地帯では、このフェーズラインが風

上側に傾いていることがよく起こる。 



Tom Bradbury Soaring Meteorology Series 
Sailplane & Gliding 

 2-6 

 
この図−4 では、フェーズラインが直立している場合を模式的に示す。この図の中では、ウェーブの流

線の山と谷が上下で正しく重なっている。ここでよく見てほしいのは、高度が上がるにつれ風速が増

し、それに伴って流線がだんだんフラットになってゆく様子である。 
 
こういったパターンは山から離れた場所での一般的なものであって、同じ状態が一定時間のあいだ連

続する、いわば安定型といえるタイブである。 
 

9 風上側に傾いている（ティルトしている）ウェーブ 
 
次の図−5 は、フェーズラインが風上に傾いた状態を表している。連続した山の峰をウェーブが通過し

てゆくとき、最もよくこのような状態になる。そして、この状態は図−4 の場合に比べるとやや不安定

である。時には、はるか高い所にレンズ雲ができて「ティルト」の存在を示していることがある。そ

のような時にリフトを捜そうとしても、そこまでの中空になにもリフトの目印がない場合には、うま

くリフトの中にとどまるため、何らかの手だてを考える必要があるだろう。 
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10 雲などの目標物がまったくない場合のリフト捜索 
 
1）リフトが弱くなったら、まず風の方角に進路を変える（風上に旋回する）。もしそれでリフトの強

さが戻るようであれば、そのまま進む。特に、高空であって風速が大きい場合には、速度も同時に増

す必要があるかもしれない。 
 
2）リフトが再び弱まってきたなら、今度は風と直角に方向変換してみる。そしてもとのリフトの状

況の良いところに吹き戻されるかどうか見守る。 
 
3）リフトの一番よい部分を捜しつつ、ヘディング（と速度）を調節し、ウェーブの線に沿って移動

する。 
 
4）にもかかわらずリフトが消えてしまい、1）と 2）の方法も効果がない場合には、思い切って捜す

方向を反対に向け、ウェーブに沿って引き返す。リフトの強い部分は、ウェーブのごく狭い一部分に

集まることもある。そのような場合、強い部分で短く切り返しを行った方が、弱いところを伸ばして

ゆくよりも上昇率がよいことがある。 
 
5）自分のいる高度では風がほとんどなくなってしまったように思えるならば、山峰の近くでソアリ

ングする要領で、1 旋回だけしてみるとよい。普通、こういったサークリングは、やってみても沈下

の部分に吹き戻されるだけのものとされている。この方法は、風速がごく小さいとはっきり判かって

いる場合以外は、実施しても無駄に終わる可能性がある。 
 

11 ウェーブの並び方 
 
高解像度の衛星写真によると、ウェーブはいつも下方の主要な山脈に平行に並んでおり、これは、ウ

ェーブというものが必ずしも風と直角に発生するものではないことを示している。また、主要な山脈

とがない場合、ウェーブのパターンは、小さな山脈による短い雲の帯によって複雑化することがある。 

 
12 孤立した峰による「ウェーキ・ウェーブ」 

 
ウェーキとは船の造る航跡波のことで、孤立している山の峰によりこのような形の一種の山岳波が形

成されることが知られている。特に、層積雲の層が山頂より少し上にある場合、この「波」は顕著に

現れる。この「航跡波」は大きな後退角を有し、場合によっては後方数百マイルも尾を引いているこ

とがある。二つ以上の峰がこういった「ウェーキ」を曳いている場合には、二つのウェーキが交差す
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る場所で波の干渉が起こる。 

 
13 高度による風向きの変化とウェーブのかたち 

 
文頭で「高度とともに風速も増加すること」がウェーブ発生のひとつの条件であると述べたが、いつ

も上空に行くほど風速が増すとは限らない。風向きが逆になっていることさえある。 
 

高度とともに風速が減少する場合にまず現れる現象は、ウェーブの傾きが急になることである。ずう

っと急になりつづけ、しまいには雲のかたちが崩れてしまうこともある。 

 
図−8 にこのことを示す。図の左のグラフは矢印で風速と方向を示す。これでわかることは、風速が急

に落ちている部分で、波の形が崩れているということである。この部分では気流は非常に荒れている。

たまたまこの部分にいて、「崩れた部分」まで一気に上ってしまい、この乱流に突入することも起こり

うる。 
 
風速の変化が穏やかなものであれば、リフトが減少するとともに砂利道を行くような感じになる。そ

して、どんなに小さくとも、「荒れ」を感じ始めたなら、それはウェーブの有効に使える部分から離れ

てゆくという兆候である。なお、風の変化が急激であるときも非常に荒れた状態になる。 
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14 波の立ち上がりが急になる現象 
 
風下の第 1 波目の立ち上がりが急激になるということは、山の風下側斜面の傾きが急であることとあ

る程度関連性をもつ。図−9 の下の図のように、風下側の斜面が急であって、なおかつ上空での流速が

部分的に小さくなっていると、第 1 波目の下の層の部分の流線が「ほとんど垂直に立って」いる状態

になることがある。 
 
図−9 にそのことを示す。上の図は、風下の斜面が緩やかで、かつ風速が上空に行くにしたがって増加

している場合で、これが大多数のケースであろう。 

 
一方、下の図は、風下側の斜面が急であって、なおかつ風速がある高度で減少している状況を表して

いる（この場合、斜面のずっと風上側で風速を測る必要がある。波の部分では流線が乱れている）。 
 
急斜面と風速の減少がこのほぼ垂直な流線を生むわけであるが、この場合山と雲の前面のあいだの空

間に、小さい「ローター」ができることがある。この「ローター」は、普通は雲を伴なっていないが、

回転する流れによって雲の上端が風上側にひっぱられることがある。そうなると、この雲はちょうど

波頭が崩れたような格好になる。 
 
この「ローター」の中はある程度は荒れているだろうが、その上空または雲の前面に近いところでは

ほとんど静穏の中を上昇でき、さらに上空の雲のない部分で、サーマリングのように旋回して昇って

行く事も可能な場合さえある。 
 

15 不規則な形のウェーブ 
 
次ページ図−10 は、明確なティルトがあって、波形の対称性が失われた場合を模式的に表した図であ

る。矢印は流線を、2 本の点線は上空に行くに従って風上に傾いてゆくフェーズラインをそれぞれ示

している。 



Tom Bradbury Soaring Meteorology Series 
Sailplane & Gliding 

 2-10 

 
ここで注意してほしいのは、第 1 波目の下の部分で流線がほぼ垂直に立っていて、しかも、そのとこ

ろの流線の間隔が広がっていることである。そのような領域では、リフトはとても強くて、しかも水

平方向の風が弱い。そしてこの波の部分の後面で流線が収束していることに注目してほしい。これは

風速が大きいことを意味している。 
 
このような場面において、まず第 1 波目の前面でプラスの部分に入って上昇中に、水平方向の風の成

分が普通よりずっと少なくて変だなと思いつつ風下に向きを変えたとすると、途端に風の強い領域に

入ってしまう。 
 
普通、マイナスの部分では速度をつけて「飛び抜けようと」するから、この追い風が加わって「対地

速度」は思うよりもずっと大きくなってしまう。そうなると、多くのパイロットが、今度は次の風下

のリフトのせまい部分を、気づくことなく通りすぎてしまう。 
 
風上に向かって進むとなると、もっと悲惨な目に遭う。リフトで上がっている間は水平成分が弱いの

でこれに錯覚してしまい、結果として風上側に出た途端にちっとも前に出ないまま沈下の中を進むこ

とに陥る。そうなると目の下前方の雲の帯にさえも永遠にとどかないように感じられるだろう。そし

て、やっとの事でそこにたどり着いたとしても、リフトに当たるまでには更に前方に出なくてはなら

ないことがある。 
 
このようにして、いったんツボにはまり込んでしまうと、1 万フィートの高度を費やしてさえ、風上

側のつぎのリフト帯にたどり着くことができない事も実際には起こりうる。 
 

16 風上への移動のテクニック 
 
高高度まで昇ってしまうと、一種の幸福感に包まれて、こんなに高いのだからどこへでも行けるぞと

いう感じになるものである。むろん、次の「雲の帯」も目の前だ。しかしそこでチョットばかり我慢

をするのが要領というものである。 
 
リフトが強ければ沈下も同じまたはそれ以上に強いかもしれない。そこでテクニックとして、いま自

分がいるリフト帯を端までたどっていき、リフトの弱い、すなわち空気の上下動の少ないところで前

方へ「渡る」。 
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場合によっては、雲のバンドが風上に向いて曲がっていることもあり、その下を飛んでいけば「橋」

としてはより好ましい。また、雲のバンドそのものが端のほうで接合しているようなケースもあって、

同様に「渡し」として利用できる。 

 
ときどきではあるが、風とほぼ平行に別の雲帯が走っていて、ちょうどウェーブの隙間に橋が架かっ

たようになっている状態が出現する。おそらくは低層でのクラウドストリート的な対流現象によるも

のであろう（それらの雲は積雲には見えない事もあるかもしれないが）。まあ理由はどうあれ、そうい

ったところをたどって行ったほうが、沈下は少なくてすむはずである。 
 
左の図−11 は、スコットランドの高原地帯を写した衛星写真の拡大である。これを見れば、いかにウ

ェーブのパターンが込み入っているかが分かるだろう。ウェーブ雲の曲がったものや、並ぶ方向の大

きな変化、あるいはウェーブにまたがっている別の雲などが示されている。 
 

17 隙間を埋める雲とウェーブシステム全体の方向転換 
 
雲のカバーが広がっている日に、ウェーブの雲から隙間を埋めるようにして、次ページの図−12 のよ

うに、細長い雲の「指」が両方の側から伸びてくることがある。雲の隙間は、より水分の多い空気が

やってくるとまもなく閉じられてしまう。したがって、よく見ていないと、この「雲の指」が伸びる

のを観察する事はできない。 
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そして、この「指」が両方から伸びてきて接触すると同時に、ウェーブシステム全体の転換が起こる。

こういった場合、衛星からの写真はあくまでもひとつの時点の映像しか写さないため、都合が良くな

い。 
 
経験によると、急速な転換に先立ってウェーブが合流しあうのが観察されている。このような場合に

は、ウェーブの交差するところで一生懸命上がろうとして粘っていても、それまでそこにとどまって

いた雲が急に風下へと流されてゆき、同時にリフトも消えてなくなってしまうので、大いに無駄骨を

折った気分にさせられる。 
 

18 風上に向かってジャンプするウェーブ 
 
斜面が急角度あるいは崖状になっていたりすると、風が強すぎるときには流線がもはや地表面に沿っ

ていることができなくなる。そうして気流の剥離がおこる所では、小さなうず巻きが発生して、あと

の空間をうめるというような状態になる。 

 
それらの小さなうず巻きが発生してそこから分離し、風下に流されてゆく事がある。この「分離」が

起きたとき、一時的ではあるが、風下の斜面が理想的なものに近くなる。そうすると、ウェーブのパ

ターンもこれに同化しようとするため、波の山が気流と共に風下へ移動してゆく。そしてこの「小さ
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なうず巻き」が十分遠くまで流されると、ウェーブのパターンはジャンプを起こしてまたもとの場所

へともどってくる。この「ジャンプ」は急激なもので、もしもこの波の前面で飛行していたとすると、

ジャンプが起きたとき、急に周り一面雲に取り囲まれてしまう事がある。 
 

19 アイシング（着氷）について 
 
ウェーブの雲は、一般の航空常識では「強い着氷を起こす雲」として通っている。通常、外気温度が

氷点以下の場合には、いちはやくウェーブの雲から抜け出るのが良いといわれている。 
 
普通の層積雲（ウェーブ以外の）は、その水滴の量が限られているため、下層で積雲が発達して水分

の補給がないかぎり、着氷が急速に拡大する事はない。一方ウェーブの場合は、上昇流により、その

水分がコンスタントに供給される点が異なっている。 
 

20 キャノピーのアイシングについて 
 
氷点下の条件で長時間飛ぶ場合に問題となるのは、操縦者の呼気に含まれる水分がキャノピーの表面

に凍結してしまい、透明が失われてしまうことである。この「霜」は非常にしつこいもので、たとえ

指先等でかきおとしても、すぐ追いかけるようにしてまた凍ってしまう。結局のところ根本的な解決

策はなく、機体の外部からの乾いた外気で換気し続ける事ぐらいが唯一の対抗手段である。 
 

21 積雲の上にできるウェーブ 
 
40 年くらい前までは、積雲の発達がウェーブのながれを阻害すると考えられていたが、実際はそうで

はない。ただ、積雲の背が高い場合には、サーマルからウェーブヘの移行が大変に難しくはなる。 
 
ウェーブとサーマル（もしくは積雲）との関係はつぎの二通りに分けると考えやすい。 
 
1）高度によって風向が非常に変化する場合（図−14） 

 

積雲の上にウェーブが存在する事が最初に観察されたのは、ストリート状の Cu が発生している地域



Tom Bradbury Soaring Meteorology Series 
Sailplane & Gliding 

 2-14 

の上空であった。低層では風向きはストリートに平行であるが、その上ではほとんど直角にクロスし

ている。 
 
こういう場合の説明ははっきりとしていて、列をなした積雲それぞれが小さな山峰の役割をはたし、

上空の気流が波動として発達するもとになっている。 
 
最近のアメリカにおける研究によれば（それは動力機で行われた）、その類のウェーブは高度およそ

29,000ft までは確認できるとされている。その時の積雲のストリートは、標高の高い平原の上空にで

きたもので、雲のトップは約 1 万フィートであったという。 
 
ここで注意すべきことは、「積雲がウェーブをつくっている」ということである。よく、「ウェーブが

発達すると、その波の持ち上がった所の下に積雲が並ぶようになる」と理解しがちである。もし風向

が高度にかかわらず一定であれば、積雲は上空のウェーブのパターンに従うであろう。しかし、積雲

のある高度の風向が積雲の列のとおりで、その上空では風向がある以上の角度をなしているような場

合においては、「積雲がウェーブに影響を与えている」のである。 
 
2）風向が高度にかかわらず一定の場合 
 
風速が高度と共に増加していれば、1 個だけポツンとできた積雲の上にウェーブができることがある。

しかしながら、そういう成因のウェーブは概して寿命が短い。下から持ち上げているサーマルが止む

と、ウェーブも終わってしまうからである。よくあるパターンとしては、積雲の風上側から飛び出す

とこのウェーブに入るというものであり、時には、雲底くらいの高さのところから上昇風域のことも

ある。こういったリフトは、現象としては面白いかもしれないが、実用的かどうかは別の話である。 
 
3）積雲のストリートに直角にできるウェーブ 
 
図−15 は、どのようにして山脈の風上側と風下側にクラウドストリートができるのかを（すでに山脈

自体でウェーブが出来ているにもかかわらず）模式的に描いた図で、高解像度の衛星写真に基づくも

のである。 
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次ページの図−16 は、その状態を平面と縦の断面に割ってあらわしたもので、タテのほうの図には、

左側に風速および温度の状態曲線が記入してある。風速の曲線は（点線）高度と共に風速が増してゆ

く状態を示していて、一方、温度の状態曲線は、積雲の発達している部分が不安定、ついで逆転層に

より雲の頭が押さえられ、そしてそこから上は正常の低減率にしたがって気温が下がってゆくことを

示すものである。 

 

逆転層の下で積雲のストリートがよく出来るのは、下の 2 つの条件が存在する場合であるといわれて

いる： 
 
1）下層の風速がかなり大きい（25〜30 ノット以上）。 
 
2）地表がサーマルを発生させるのに十分な熱を持っている。 
 

22 積雲の上でのソアリング 
 
このような条件下でソアリングするとして、積雲列の上にウェーブの存在を示す目印（目標となる雲

等）が何もないときには、ストリートの下でプラスとマイナスの変化が大きく現れるという現象だけ

がウェーブの存在を示す唯一のカギとなる。 
 
いくつかの雲の下できわだって強いサーマルが見つかった場合（その日その時間帯での平均よりもず

っと強いもの）、その雲は上空にあるウェーブの波の前縁の下の雲である可能性がある。反対に、沈下

が異常に強い場合であるとか、または雲の下をずっと飛んでいるにもかかわらず沈下から抜けないな

どというときには、ウェーブの下降部分に入っているのを疑ってみるのが妥当かもしれない。 
 
空気は下降しているのになぜ雲が消滅しないのかと、ここでハテナと思うかもしれないだろう。実際
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に「谷」の部分ではストリートの幅は狭くなり、トップも低くなる。その理由としては、風が強過ぎ

て雲が消える前に「谷」を通りすぎてしまうからであろうか？ 
 

23 サーマルからの移行 
 
これは、クラウドストリートの風上側の一番端で行うのがもっともよろしい。リフトの非常に強い部

分を使って、出来るだけ速く、そして高い所まで昇りきる。法令に抵触しなければ、雲に入ってしま

う事も可である。そして、風上の方向へ横首を向けたら、最小沈下の速度まで抜いて後は待つだけで

ある。-ここで普段の行いがものを言う- 
 
運がよければ、特有のスムーズなリフトに突入する。それがウェーブである。リフトの強さは、付近

の積雲のトップの高さまではたぶん弱いはずだ。 
 
むずかしいのは、次の積雲を飛び越せるだけの高度を稼げるかどうかである。隣の雲が高すぎてそれ

が無理のようなときは、その脇を抜けて行くようにするのもひとつの手である。ウェーブのリフトが

案外あって、迂回をしているあいだにも高度が稼げるかも知れない。忘れてならないことは、ウェー

ブはある間はそこにとどまっている性質を有し、一方積雲は風と共に流れ去ってゆくものであるとい

うことである。 
 
ひとたびストリートの雲の上に出てしまえば、通常リフトはずっと良くなり、少なくとも積雲のトッ

プの高さの倍あるいはそれ以上まで昇ることができるだろう。しかし、この種類のウェーブは、特定

の山峰の上にいつもある定在性の名の知れたウェーブとは違って、長時間持続はしないのが普通であ

る。 
 

24 シャワー（短時間の降水）とウェーブ 
 
シャワーを降らせるような大きな雲の上でもウェーブができることがある。しかし、そのようなウェ

ーブに入ることは難しく、まだ雲が小さいうちに捉えておかない限り無理であろう。しかし、降水の

ために積雲が広い範囲で消えて、雨で冷やされた地面までウェーブが降りて来ることがある（再びサ

ーマルが発生するまでの間）。 
 

図−17 は、この現象が生起する順序を示したものである。上の図では、地上からは高すぎてウェーブ

には届かないが、その下の図で、通過した積乱雲による雨のために地面が冷やされて一時対流が止み、

波動が手の届くところまで降りてくる状態をあらわしている。 
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付記：高高度の飛行について（訳者ノート） 
 
本稿は、いわば「ウェーブ」の気象学的側面のみビギナーの人達に分かりやすく説明したものであっ

て、これだけでは実用的なウェーブフライトの完全なガイドとはなり得ないことをここでお断りして

おく。冒頭において、ウェーブでの飛行は「実際やってみるとサーマルで飛ぶよりも高度な技術を必

要とする」とあるが、何もこれは単なる操縦のテクニックだけにはとどまらない。 
 
サーマルでのフライトとは異なり、非常に高いところまで昇る可能性のあるウェーブフライトにおい

ては、そのすべての面において、日頃の飛行に要するよりも何層倍もの準備やトレーニングが必要で

あり、けっして安易に捉えられるべきものではない。 
 
昨今、日本国内においても数々の高度獲得の記録が達成されているが、これらはみな長年にわたる研

究、準備、訓練そして試行などの努力の積み重ねの成果であり、一朝一夕にして得られたものではな

い。 
 
ここでその詳細について記述する余裕はないが、敢えてそれらの項目のいくつかを挙げてみると： 
 
-高高度における障害：酸素不足、極低温、その他身体に影響する事項 
-通常ではあまり考慮されない身体上のコンディションニング 
-高高度の空域調整などの問題 
-低温に対する服装、および着座の姿勢等の調整 
-極低温が、機体構造あるいはその他装備品等に及ぼす影響 
-高高度での、機体の主として速度に関する制限事項および滑空性能など 
-酸素装備の取り扱い、作動あるいは取り付けなどの点検方法および慣熟 
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-ウェーブ発生に関連する気象情報の入手および解析の方法、慣熟 
-主としてローターなどの乱気流への対処 
-バログラフに目印（ノッチ）をつけることを含む実戦的なフライトのテクニック 
-高高度からの降下、帰還の方式、時間的な注意事項そして緊急時の処置 
 
項目としてはこのほかにも沢山あって、もしもこれらを50ページ位のテキストにまとめるとすれば、

本編の内容などはわずかに 2〜3 ページに相当する位のものである。 
 
しかし、以上のような事柄に手間を費やすとしても、ウェーブは十分に魅力的な存在であることに誰

も異論はないであろう。冬から春先にかけて毎週のように頭上に現れるこの「ウェーブ」を、もう黙

って見過ごすことはできないと強く感ずる。 
 
この付記をとくに加えたのは、実際に春になってサーマルで飛んでいると結構な確率でウェーブに遭

遇することがあるからであり、その場合にはやはり上記のような注意事項を考慮せねばならないと思

うからである。 
 
ここまで書いて、これまで苦手であった気象通報式とくに PILOT CODE など美味しそうに見えて来た。

さて昔のテキストなどをひっくり返すとでもしようか。 
 
（この付記をまとめるに当たっては「Practical Wave Flying」グループじょなさん訳、編を参考とさせ

ていただきました．ここに御礼申し上げます） 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
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 

mailto:naoakiyy@ytv.home.ne.jp
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