
Tom Bradbury 

Encounter with Thermals Part One & Two 

Sailplane & Gliding  Feb./Mar. & Apr./May 1990 
トム・ブラッバリー 

5. サーマルのしくみ Part 2 
5. サーマルのしくみ Part 2........................................................................................................... 5-0 

1 研究室でのシミュレーション ..................................................................................................... 5-1 
2 ボルテックスリング（煙の輪状のうず現象）.............................................................................. 5-2 
3 サーマルへ流れ込んでゆく周囲の空気........................................................................................ 5-2 
4 核爆弾の爆発とサーマル............................................................................................................ 5-3 
5 「クラゲのかさ」 ...................................................................................................................... 5-3 
6  2 重のバブル............................................................................................................................ 5-3 
7 サーマルと雲の生成................................................................................................................... 5-5 
8 「プリューム」と「バブル」 ..................................................................................................... 5-5 
9 雲粒の蒸発による下降流と雲にできる「穴」.............................................................................. 5-7 
10 傾いて上昇してゆくサーマル ................................................................................................... 5-7 
11 ウインドシアーが背の低い積雲におよぼす作用と「鈎」形の頭 ................................................. 5-8 
12 不安定層が厚い場合のウインドシアーの作用............................................................................ 5-8 
13 ひじょうに厚い不安定層およびその上空のジェット気流 ........................................................... 5-9 
14 畑焼きと実際のサーマルとの関係は ........................................................................................5-10 
15 火の勢いが弱い場合には .........................................................................................................5-11 
16 火勢が強い場合.......................................................................................................................5-11 
17 火の勢いが強ければ消えるのも早くなる..................................................................................5-12 
18 複合化したサーマル................................................................................................................5-12 
19 ストリート化するリフト-水平方向のうず巻き..........................................................................5-13 
20 雲を形成しないストリート......................................................................................................5-14 
21 「煙突の煙」うず巻き ............................................................................................................5-15 
22 ナイフエッジ（細長い）サーマル............................................................................................5-16 
23 バリオメータの誤った指示について ........................................................................................5-16 
24 上空のウェーブの影響 ............................................................................................................5-18 
25 サーマルの引き金となるもの ..................................................................................................5-20 
26 小規模な「収束帯」「収束線」.................................................................................................5-20 
27 雷雲から吹き出す風と収束線 ..................................................................................................5-21 
28 サーマルを発見する計器の可能性について ..............................................................................5-21 
29 「冷たい」サーマル................................................................................................................5-22 
30 サーマルに含まれた水蒸気の働き............................................................................................5-23 
31 レーダーでサーマルを見る......................................................................................................5-23 



Tom Bradbury Soaring Meteorology Series 
Sailplane & Gliding 

 5-1 

 
サーマルというものは、おそらくヒトの指紋と同じように、共通の特徴を持ってはいるものの、ひと

つとして同じものはないのであろう。 
 
その規模も、太さがたかだか 15ft ほどの気柱状の上昇風で、トンビやカモメだけの占有物みたいなも

のから、はてはマイル単位の直径を持ち、1 秒間に何千トンもの空気を巨大な積乱雲に吸い込んでい

る「怪物」まで、さまざまなスケールにわたっている。 
 
以下に論ずるのは、それらのうち比較的小型に属するもので、空中でよく出会う、いわゆる「サーマ

ル」と私達が呼んでいるものである。 
 

1 研究室でのシミュレーション 
 
雲として目に見えるようになるまでは、上昇流としてのサーマルの大きさやその形を示す手がかりは

ない。大気中で発生するサーマルは、さすがに研究室の中で研究するには少々スケールが大きすぎる

が、同じような流体の挙動を再現するのに手軽な方法として、水タンクに比重の異なった溶液を注入

するやり方がある。 
 
白く着色した塩水を、タンクいっぱいの水中に滴下する実験は以前から数多く行われていて、透明な

水の中を、密度のより大きな塩水が広がりながら沈んでゆく様子が連続写真に記録されている。それ

らの写真は、ひっくり返してみれば、実際の積雲

にとても良く似ている。そういったもので、リン

グボルテックス（煙の輪）に似た格好のバブル状

サーマルの写真は、いまではもうなじみになって

しまったが、それでも完全に同一形状というわけ

ではない。 
左の図−1（A）のほうは横からみた断面で、「水タ

ンク」サーマルが拡散してゆく様子の輪郭を、時

間を追って順々に描き加えていったものである。

この中で矢印は、中心線ちかくに落とされた最初

の滴下のかたまりが、だんだんと横のほうに広が

ってゆくことを表すもので、これを立体的に見て

いると、「サーマル」の中心を液体が上ってゆきな

がら、その「頂点」のところからまわりに拡がってゆき、そのあと外側のほうに「沈下」してゆく。

そして、「バブル」の中心部分での上昇成分は、その頂部での上昇速度のおよそ 2 倍となっているの

がわかる。 
 
図−1（B）のほうは、実際の積雲の輪郭を同様の図に描いたものであって、いくつかの独立した突出

部分が上昇してゆく過程で、だんだんと横にひろがってゆき、中心から新しく生まれ出てくる突出部

にとって代わられる様子を示したものである。実際の雲の場合も、いちばん強い上昇の部分では、そ

の頂点部の上昇速度のおよそ 2 倍となることがわかっている。 
 
 
 



Tom Bradbury Soaring Meteorology Series 
Sailplane & Gliding 

 5-2 

2 ボルテックスリング（煙の輪状のうず現象） 
 
実験で作ったサーマルの中には、それが消滅するすこし前に、「煙の輪」によく似た、いわゆるボルテ

ックスリングを形成するものがある。その輪が広がってゆく過程で、周囲の空気を一部取り込んで、

サーマルが「薄まって」ゆくのである。 
 
実際、弱まりつつあるサーマルというものは、外の空気を取り入れ、それに速度を与えてゆくという

かたちで、自身のもつ残りのエネルギーを失ってゆく。そうして「サーマルの輪」は上昇をやめ、や

がて消滅する。 
 

3 サーマルへ流れ込んでゆく周囲の空気 
 
図−2 は、上昇してゆくサーマルの「バブル」が、

その周囲の空気を自身の循環に取り入れてゆく

ことを、きわめて単純化して描いた図である。 
 
図の中央の円がバブルの部分を表し、上下にの

びた点線は、上方からの空気がサーマルの回り

を流れてゆく様子を示している。そして黒の太

い線は、もともと水平な層を成している空気が、

「バブル」の上昇により、いかにして乱されて

ゆくかを表現している。 
 
まず、この黒線（1）は、かき混ぜられる以前

の状態であり、次の（2）および（3）は、バブ

ルが接近するにつれて上方に押し上げられるこ

とをあらわしている。 
 
ここでよく見て頂きたいのは、バブルが来る前

に、すでにわずかではあるが「押し上げ」が発

生していることで、もしそこの湿度が高い場合

には、「クラゲのかさ」と呼ばれる薄いレンズ雲のキャップの発生が見られることがある。 
 
（4）の段階にいたって、この黒い線はバブルによって破られる。この段階では、周囲の空気の大部

分は外側を回って流れてゆくが、それでも一部は昇ってゆく部分に取り込まれ始める。 
 
その取り込まれる分がバブルの底部に近くなってゆくにつれて、黒線（5）はバブルの内側に向かっ

て流れ込んでゆく空気のために曲げられるようになる。 
 
そして、この「流れ込み」作用によって、乾いた空気がバブルのなかに運び込まれることになるが、

この理由により、時として「気泡」の形であったサーマルが、まんなかにきれいに穴の開いた「ドー

ナツ」に変化することがある。 
 
もちろん、実際の雲がこんなに単純であるわけではない。完全なリング状のパターンが見られるのは、
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サーマルがきわめて早い速度で強制的に持ち上げられる場合、すなわち原子爆弾などの巨大な熱的爆

発が起こるときである。 
 

4 核爆弾の爆発とサーマル 
 
「バブル」タイプのサーマルの例として、もっとも劇的なのが核実験などの際の爆発であろう。爆発

の一番はじめにできる火球の、温度が少し下がった状態を写した写真を見ると、地表面からいわゆる

「コラム」が立ち上り、そのてっぺんに「きのこ雲」がのっていて、ぐんぐん上昇してゆく様子がわ

かる。 
 

図−3 は、そういった原子雲の発達過程を 2
つに分けて描いたもので、左のほうはまだ

「火球」の温度が高すぎて雲が発生してい

ないが、すでに地上から埃などでできた

「尾」を曳いている状態を示している。 
 
一方右側の図は、キノコ雲が膨張して温度

が下がり、内部の水蒸気が凝縮して白い雲

が形成されている様子を描いたものである。

そのキノコのかさの下面をみると、そこで

はちょうどサーマルのモデルと同じように、

外側の空気が中心に向かって吸い込まれて

ゆく形になっている。 
 

原子雲の「柱」の部分は、低いところで吸い上げられた水蒸気をふくむ空気が、冷やされて雲になっ

たものである。 
 

5 「クラゲのかさ」 
 
キノコ雲の上昇する勢いによって、上部の空気が押し上げられ、そこに滑らかな形のレンズ雲（クラ

ゲのかさ）が形成される。この「かさ」は普通の積雲の上部にも、とりわけその高さの層の湿度が高

い場合にはできることがある。 
 

6  2 重のバブル 
 
さきに述べたような「水タンク」の実験において、最初の「サーマル」が滴下されて、ある距離だけ

「上昇」したあと、その同じ地点に次の「サーマル」を放つという実験がおこなわれている。その様

子を図−4 に示す。 
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A−A は最初のサーマルであり、B−B がそれに続く「次の」サーマルを示している。ここで肝心なのは、

B−B を放つタイミングである。そのタイミングがうまく合えば、先に上昇していった A−A によってす

でに形成されているリングボルテックス（煙の輪）の、ちょうど真ん中を突き抜けてゆくかたちにな

る。 
 
しかし、B−B の離昇が遅れると、今度は A−A の上昇でかき乱された部分（ウェーキ）にはばまれてし

まい、サーマルとしてのまとまりを失って、沈下を突き抜けることができずにおわってしまう。 
 
ここまで述べたサーマルの「バブル」理論は、実際にサーマルのコアでセンタリングをしていると、

いつのまにか、はるか上方にいた別のグライダーとの高度差がなくなっているという、ソアリングパ

イロットであれば誰もが経験することによっても裏付けされる。 
 
サーマルの上部では「バブル」自体の上昇速度でしかないが、その下方の「コア」の部分では、空気

はその 2 倍の速度で昇ってゆく。 
 
じっさい、バブル上部の、もう弱くなったところで皆がウロウロと旋回を余儀なくされているところ

へ、時として「新参者」がはるか下方から、新しいそして強いサーマルのバブルを捉えて、上方の「ガ

グル」に参入してくることがある。もしもこの「新参者」の掴んでいるのが、B−B タイプの古いサー

マルの中心を突き抜けてゆく形のものであったならば、追いついたその時点で、もとからガグルにい

た他のみんながいっせいに上昇を始めるはずである。そうでなければ、新参者も含めて、あるところ

の高度で上昇が終わってしまうことになる。 
 
この、サーマルのバブルが連続するという考え方は、低空で古いサーマルのカスのまわりを探りまわ

って苦心するパイロットを元気づけるものだ。実際、低いところで粘っていると、勢いの良いサーマ

ルに当たることがよくあるではないか。 
 
もちろん、続いてくるバブルがもとと同じ場所から発生してくるとは限らない。場合によっては、探

るところを風上側に「シフト」する必要もあるだろう。 
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7 サーマルと雲の生成 
 
サーマルが上昇を続けてゆき、いったん雲ができはじめると、それまで透明であった水蒸気が凝縮し

て水滴（これを雲粒という）になる。そのとき、「潜熱」の放出がある。このため周囲によけい熱が与

えられることとなって、サーマル自身の上昇速度が大きくなる。そうしてできた雲の外形は、（ほかの）

空気がサーマルによりどのくらい影響を受けているかというひとつの目印になっている。 
 
通常、発達している雲のドームの部分は（実験室モデルの）微小なサーマルと同様にたくさんの小さ

な突起で覆われているが、これはサーマルの外の、より乾燥した部分の空気がサーマルに混ざりあっ

て、これを「希釈」していることの証にほかならない。 
 
コマ送りで写した写真をよく観察してみれば、なるほど本物の雲と実験室で作ったモデルは大体にお

いて似てはいるが、雲も大きなものになると、本来は別々であったいくつかのサーマルが、複雑に組

み合わさったものであることが理解できる。 
 
雲の外形は逆転層との接触によりゆがめられ、垂直方向のウインドシアーによってねじ曲げられる。

おおかたの雲は、単なる「サーマル」よりも寿命が長いため、雲の「外形」は現状というよりか、む

しろそのサーマルの「過去」のいきさつを示すもの

となっている。 
 
通常、積雲の下では、リフトは全体から見ればほん

の一部分、すなわち「生きている」プリュームが突

入している所にだけあるのが普通である。そして残

りの雲とは、以前そこに上昇流があったということ

の、いってみれば「なごり」である。 
 
8 「プリューム」と「バブル」 
 
図−5 に描いたものは、割合ひろい範囲に、あたため

られた空気が薄く層を成してたまっている初期の状

態から、引き続いて起こるであろうことを模式的に

描き起こしたものである： 
 
（1）は最初の状態で、（2）、（3）、（4）そして（5）
までは、温かな空気が「コラム」（円柱あるいは棒と

いう意味）のかたちで上昇する段階を示している。 
 
このような柱状の上昇流を、気象用語で「プリュー

ム」という。そしてこの図は、上昇流の頂部におい

て、循環する部分が独立して「バブル」になる前の

段階を表しているが、ここで注目したいことは、「プ

リューム」が立ち上って速度を増しつつある段階の

3、4 において、上昇流の直径がいったんせばまり、

それからふたたびひろがって、その頭がマッシュル
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ームの形になってゆくということである。これは、時としてセンタリングをする過程で、ある高さま

で上ると、低空にいるときよりもずっとせまい旋回をしなければならないことの理由になるだろう。 
 
その部分より上になると、サーマルを構成する空気のかたまりそのものは広がってゆくが、リフトは

その中心のコアの部分に限られるようになる。サーマルの頂点での気流は外側に流れ広がり続けてゆ

くが、いわゆる煙の輪（リングボルテックス）は、初期の段階においてはあまり発達しない。 
 
地上からの温かい空気の供給がとだえると、（6 の段階）はじめて完全な「バブル」が形成される。こ

のバブルは別な図として上方に描いてあるが、この図でバブルの上面の斜線で示した部分で外部の空

気との混合の大部分が起こっている。ここで混ざりあったものが、循環する流れに乗って外側をまわ

り、その一部がふたたび底の部分から内側に混ざり込んでゆく。この混ざりあってゆくプロセスのこ

とを、学術用語では「エントレインメント （entrainment）」と呼んでいる（訳注：列車に乗り移ると

いう意味）。 
 

この「エントレインメント」の作用により、サーマルが薄められて浮力が減少し、なおかつサーマル

の外側をとりまく動きのおそい部分の空気を取り込むことにより、リング状のうず巻きの回転作用も

いくぶんか吸収され、おさまってゆく。それで、この「薄められ」作用により、本来もっと高くまで

届くはずのバブルも途中で上昇速度が鈍り、そして消え去ってしまうということが、ごく普通に起こ

るというわけである。 
 
よく持ち上がる議論として、サーマルというものは「バブル」の形であるよりも、むしろ背の高い「プ

リューム」に近いもののように感じられる、という意見を主張する人々がいる。 
 
実は、プリュームもバブルも、双方同様にして発生するというのが正しいようであって、とりわけバ

ブルは地表面からの温かな空気の供給がとだえた場合、その後になって形成されるかたちとしては、

最も可能性の高いものであるということがこの場合いえる。 
 
それがどのようなものであっても、リング状の循環は、いったん雲の頂部が上昇をやめてしまえば、

その時点で消えてなくなってしまう。そして、積雲であっても、その大部分のものは循環が非常に遅

くて、「リング」を形成するに至らずして終わってしまうかのようだ。そしてとくに、ウインドシアー

や逆転層によってゆがめられ、きれいな形のリングにはならないで終わることが多い。 
 
活動が終息して「死んでゆく」段階の積雲は、そのトップのところの形そのものが、すでに不活発に

見えることが多い。これは、もちろんリング状循環が終わってしまっていることにもよるが、同時に、

雲粒が蒸発する際の潜熱の吸収によって発生する下降流によって、雲の頂部が下のほうに引きずられ

て、そういうふうに見えることにもよる。 
 
そのようにして、雲の中央から立ち上がった「柱」が崩れてゆく順序を示したものが図−6 である。こ

のような下降流は、雲の頂上の部分にあった元々の循環を、まったくの反対向きに変える傾向をもっ

ている。 



Tom Bradbury Soaring Meteorology Series 
Sailplane & Gliding 

 5-7 

 
9 雲粒の蒸発による下降流と雲にできる「穴」 

 
ところで、水タンクのサーマルのモデルでは、実際の積雲の中で起こっているはずの雲粒の蒸発の効

果を再現するのは不可能である。この「蒸発」は、発達中の雲が上層の乾燥した空気と一緒になって

発生するためである。湿度の小さな空気が雲に入ってくると、その部分に「蒸発のポケット」を作り、

それが結果的に雲に穴を作ることになる。そして蒸発が起こると、周囲の空気から熱を奪って温度を

下げ、そこの周辺に下降風が発達する。研究によれば、そういった「穴」の大きさにはかなりの幅が

あり、10〜100m のものから、大きくなると 500m くらいにも発達する。雲が複数のセルで構成され

ているような場合、穴はそれ以上の大きさにもなりうる。 
 
通常は、小さな「穴」のほうが、大きいものよりも数多く発生する。この「穴」による沈下は、雲の

中心部に向かって形成されるものであり、実験室モデルのサーマルがその周囲に沈下を作っているの

とは違っている。 
 
穴による下降流は、サーマルのバブル中心の上昇流の強い部分をも分断するだけの力を持っていて、

その影響をうけると、循環流もモデルとはちがった形になる。そんな時に地上で雲の影を観察してい

ると、蒸発がはじまってそれが雲をだんだんに蝕んでゆき、やがて沈下がそれにとって代わると、こ

れにともなって最初は影の色が濃かった場所でも、やがてまばらな「魚の網」状になってゆくのが見

られるだろう。 
 

10 傾いて上昇してゆくサーマル 
 
空気の層が数千フィートほども静穏無風でないかぎり、サーマルが風のはたらきにより傾いて上昇し

てゆくであろうことは容易に想像がつく。しかし、その「傾き」の大きさは、サーマルの強さによっ

ておおきく左右される。 
 
普通、ソアリングで使えるようなスケールのサーマルは、数千トンにもおよぶ空気の集合体であるた

め、その慣性も相当なものになる。そのような空気の塊が最初に地上を離れたときの移動速度（水平

方向の）がゆっくりとしたものであったならば、その後、上空の風の強い部分に入ったとしても、も

との移動の速度を保ち続けるであろう。そうすると上空の「強い」風は、サーマルの周囲に沿って流

れ、もしくはその上側を越えて流れてゆくことになる。 
 
これが、時折見られるような、雲の風上側の面に沿ってできる一種のスロープ的リフトや、雲の頂上

部に一時的に現れるウェーブの発生の原因である。 
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これらの、いわゆる「ウインドシアー」の影響は、雲によって目に見えるかたちとなることがある。

というのは、雲がまだ勢いを持って発達している間は、ほぼまっすぐ上方に伸びてゆくが、そのサー

マルが止んでしまうと、上空の強い風により、雲の頭の部分が下に曲がった形に変化し、風下側の沈

下の強い部分で蒸発して消えてゆく。そうなると、雲の全体の形もおおきく変わり、まだ上昇流が残

っている側でははっきりとした外形を残しつつも、沈下の側において蒸発の作用によって分断され、

ぼんやりとした形に変わって行く。 
 

11 ウインドシアーが背の低い積雲におよぼす作用と「鈎」形の頭 
 
ウインドシアーによって起こる雲の変形の度合いは、雲の上昇する速度および「シアー」の風速差に

よって異なる。 
 
ふつう、ソアリングの条件の良い日には、積雲のトップは上方の安定層によってその高さが決まるが、

その安定層がはっきりとした逆転層であれば、その上下の風力差（ウインドシアー）もまた顕著であ

る場合が多い。 
 
そのような場合に雲が形成されたとすると、逆転層に到達した時点で急速に成長が止まり、慣性で上

方に突入した部分も風に流されて、「鈎」のかたちのように曲げられるのが良く見られる。 
この「鈎形」をさらに注意ぶかく観察してゆく

と、シアーの上層の風上にあたる部分に、さら

に小さな「鈎」がいくつか、でき上がっては消

えするのがわかる。 
 
一方、かぎの部分が下に向かって曲がりはじめ

ると、ただちに蒸発がおこり雲は消えてゆくた

め、風下側に形成、発達する沈下帯そのものを

直接に目で見ることはできない。なぞめいた形

の細長い「鈎」だけを残して、そのほかの部分

がほぼ同時に消えてなくなることもよく起こる。 
 
12 不安定層が厚い場合のウインドシアー

の作用 
 
大気が高度およそ 10,000ft くらいまで不安定であって、それにもかかわらず地表面にはやっとサーマ

ルを放出するくらいの熱エネルギーしかないというような状況がときたま起こる。はじめ、それらの

サーマルはわずかの余分の熱を得るやいなや、直ちに、ゆっくりとではあるが上昇を始め、それが凝

結高度にまで達すると、放出された潜熱も加わって、急速に上方に細長く伸び上がってゆく。 
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積雲の中でも、特に熱帯の海上でできるものは、このような発生の経過をたどる場合がある。このよ

うな生い立ちの、いわゆる海洋性の積雲の下では、雲底に近い部分をのぞき、ほかの場所ではリフト

はほとんど見つからないのが普通であるが、いったん雲の中に入ってしまうと、強いリフトに当たる

ことも稀ではない。 
 
そういった雲をとりかこむ周囲の空気が乾いていれば、その雲は細長いままの形にとどまる傾向があ

るものの、細長く背の高い積雲というものはえてして寿命が短いもので、上層のつよい風のためにす

ぐに傾いていってしまう。 
 
前ページの図−8 は、9 月 24 日にコッツウォルズ（訳注：ロンドン西北西約 70 マイルの一帯）の上空

に現れた、連続して発生するサーマルが、同じような形をしたひょろ長い雲を次々に形成してゆくの

をスケッチしたものである。この日は地上付近においてはほぼ無風であり、雲の発生は主としてコッ

ツウォルズの丘陵地帯の上空に限られていて、隣接するセバーン川の河谷地域はブルーであった。 
 
図−8 の中の番号は、連続してできてくる「プリューム」が分離して各々「バブル」となってゆく順序

を示すものである。もっとも風下側の「1」はすでに衰弱、崩壊していることをしめし、「2」および

「3」は、傾きが時間を追って増大してゆく様子を表している。元々の、はっきりとした雲底もしだ

いに変化してその形を崩してゆき、「3」あるいは「4」に示すように沈下形成の目印となってゆく。「5」
の雲は一見成長が続いているように見えるが、その雲の下ではすでにリフトが断ち切られている。そ

して、「6」の雲だけが、いわゆる「下とつながっている雲」である。 
 

13 ひじょうに厚い不安定層およびその上空のジェット気流 
 
英国のような温帯地域には見られないような特徴の雲が熱帯地方には現れる。次ページの図−9 は、赤

道直下のインド洋に発生した雲のスケッチであるが、これは、最初細長い積雲の「柱」がまっすぐ上

方に非常な速さで立ち上っていったものが積乱雲となり、成長してゆく様子を示している。 
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最初の図（A）では、サーマルの「プリューム」の感じに似ていなくもないが、この頭が上空のジェ

ットをともなう強風域に突入すると、今度は典型的な「バブル」の形になって、上昇率が小さくなる

とともに強風によって流されてゆく。そして、第 2、第 3 のバブルがそれに続く。しかし、バブルか

ら曳き流された尾流雲は、それぞれのバブルどうしに連結し、もとの雲の本体につながっている。 
 
そのバブルの連結ができ上がってゆくのとほぼ並行して雲の本体は発達を続け、幅も広がってゆき、

いわゆる普通の積乱雲へとでき上がってゆく。レーダーを使った観測によれば、初めの「バブル」は

じつに 35,000ft まで昇りつめ、そこで東風のジェット気流によって流されていったことが判明してい

る。 
 
以上に挙げたものはどちらかといえば特殊なケースであって、大多数の積乱雲はそれよりもずっと範

囲が広く、そのなかに存在する上昇流もより大きいものである。このような積乱雲が上層までとどく

と、いわゆる「かなとこ雲」を形成する。ジェット気流は、このかなとこ雲を数百マイルも先に流し

てゆくことがある。 
 

14 畑焼きと実際のサーマルとの関係は 
 
畑を焼くときに上がる煙のうごきを見ていると、いろいろと勉強になる。当然ながら、焼き畑のとき

に発生する熱というものは、個々の場合によって大きな差がある。どのようにして点火されたか、そ

して、火の燃え移り方、たとえば、あまり燃えるものがない所を風上側に向かって弱々しく火が伝わ

ってゆく場合と、風下にわらなどが大量に集積されているところを勢いよく燃え伝わってゆくのとで

は、大きな差ができるだろう。 
 
それよりも注目したいことは、空気の安定度が中正（すなわち乾燥断熱減率）でないかぎりは、どん

なにたき火をガンガン強く燃やしても、それだけではソアリングに使えるサーマルを発生させること

はまずあり得ないということである。 
 
あるとき、日没の後で、人の背丈ほどもある大きなたき火を焚いているのを見たことがあるが、それ

でもその煙は弱々しいもので、日没あとの冷え込みによってできた接地逆転の層に、わずかに食い込

んでいるだけであった。 
 
よく、野焼きの火がサーマルを誘発するように言われるが、その本当の所は、たとえばお百姓さんた
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ちは朝露で濡れたものにわざわざ火をつける手間を労するはずがなく、その場合には当然それが乾燥

するまで待つであろうし、そうなると火をたき始めるのは早くとも昼前頃からであって、それから午

後を通してということになる。つまりその頃までには空気自体も不安定になっているということであ

る。 
 

15 火の勢いが弱い場合には 
 
火勢が先に述べたものと比べて弱い場合には、その煙も、一本の柱状というよりは、むしろポッポと

いわばパルス的な感じで立ち上ぼっているのをよく見かける。 
とくに、微風のなかをたき火が長い間消えずに残っている場合など顕著である。煙の塊がいったん昇

ってゆくと、そのあとの煙は地面の上をほぼ水平に流されてゆき、次の「塊」が発生するまでこの状

態が続く。 
 
この状態は、あたかもサーマルが次から次へと「たき火」の上にさしかかって来て、まるで煙の塊が

新しく昇るたびに、それらのサーマルの到来が表されているかのように見える。 
 
図−10 はその概念を描いたものである。よく煙の発生源を目指して風上に飛行していると、そういっ

た煙の塊よりもかなり下の方でサーマルに当たることがある。このことは、リフト自体の発生が、す

べて煙を出している熱源によるものではないということを示唆している。 
 
こういった小さなたき火はたかが知れたもので、とうていキノコ雲のようなものを作り出すようには

見えない。 

 
 

16 火勢が強い場合 
 
最近のお百姓さんたちは、さすがに用心深くなったとみえて、かつてのような巨大で、黒や灰色の煙

をモクモクと立ち上ぼらせるような、そしてキノコ状の雲を作り出すような、威勢のいい「たき火」

をやたらと行うことはなくなってきているようだ。 
 
しかしながら、そのようなたき火では、その下部で縁辺をまわる「旋風」が弱いながらも形成される

ことがある。そして、煙の塊に入ると、たしかにリフトの強さは驚くべきものではあるが、同時にど

うしようもなく荒れていて、グライダーの姿勢を保つことなどほとんど不可能になる。 
 
わらくずの塊などが燃えながらグライダーのすぐ脇を通り抜けてゆくこともあって、そんなものが翼

の前縁部にひっかかってしまうと、意外としつこく張り付いて残ってしまう。事実、筆者などはそう
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いった「ヒッチハイカー」をふりおとすのに、蒼白になってグライダーをスリップさせながら 1,000ft
も苦労して降下したのを思い出す。 
 

17 火の勢いが強ければ消えるのも早くなる 
 
天文学者の説明によれば、巨大で、強い光を放っている恒星は、核融合反応の元になる水素を、おな

じ種類のもっとずっと小さな恒星たちよりも速く消費してしまうという。そういった巨星たちは、「超

新星」としてつかの間の輝きを放った後は、収縮してずっと小さな暗い天体になり変わってしまう。 
 
こういった感じのことが、実は「たき火」あるいは「野火」などで、特に何マイル先からも見えるよ

うな火勢を持つものにも当てはまるようである。衝動にかられて、すぐ近くの積雲の下にある 5 ノッ

トものリフトを見捨てて、わざわざ遠方の煙を試しにゆく連中がよくいるが、大方は 15 分ぐらいも

後になってからずっと低くなって戻ってくる。まるで人間も峨などの類と一緒に、火に集まる習性を

持っているのかと思わせる。 
 
かつて、私もそういうふうに、10 マイル以上の所から望見できる「炎」をあげているたき火を目指し

ていったことがあったが、いざそこへたどり着いてみると、はるか上方には不活発な煙の一塊と、あ

とは焼けてカラカラになった畑が残されているだけであった。 
 

ごく小さな、しかも寿命が非常に短い積雲な

らば、それは単一のサーマルによるものとい

えるかも知れないが、ほとんどの場合、積雲

は連続した複数のサーマルによってできてい

るものである。大きく発達した積雲を見れば

分かるが、枝わかれした雲の頭のひとつひと

つが、そこにサーマルがそれぞれ狭い間隔で

発達したことを物語っている。 
 
また、クラウドストリートが形成されるとい

う事実により、サーマルの発生にある種の規

則性があり、それは地上の特定の熱源（ホッ

トスポット）などとは、ほとんど無関係であ

るということが明らかである。 
 
また、そのほかに考えるべき要素としては、

下降気流の相互作用あるいはアウトフロー

（下降風が地面にぶつかり、空気が外側に流

れ出すこと）の影響などがあげられる。 
 
18 複合化したサーマル 
 
サーマルというものは、必ずしもそれぞれが

独立した空気の柱として存荏するわけではな

く、中には図−11 に示すように、狭い間隔で
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「群生」しているものもある。 
 
このようなサーマルの「群れ」は、一人で飛んでいるかぎりはなかなか分かりにくい。たくさんのグ

ライダーが集まっている滑空場の近くで、何人かのパイロットがめいめい別れ別れで滞空している場

合には、サーマルがグループで存在していることが証明される。 
 
こういった場合、それぞれのサーマルの気柱における上昇率はほぼ同一であることが多い。図の中で、

「2」のレベルにいるかぎりは、ほかのグループのグライダーとのセパレーションも楽に取れるが、「3」
あたりの高さになると旋回が重なって不安を感じるようになり、「4」の所に至っては、もはや互いに

センタリングを調整し、譲り合う必要がある部分となる。 
 
そして、「5」の部分では、それまで別れていた気柱どうしが完全に統合されて、おおきくて捕まえや

すい、特に、夏の日中から午後遅くにかけてできるようなサーマルが生まれてくる様子を現している。 
 
次ページ図−12 の左は、図−11 におけるレベル「3」と「4」の中間のところを水平に切って、そこの

リフトの強さの分布を平面で現したもので、そのとなりの曲線は水平面の点 A と B を結んだ直線上を

まっすぐに突っ切ってゆく場合に得られるはずの、バリオメータの読みを示している。 

 
このような団塊状のサーマルでも、いくつかの場合には「コア」の数がずっと多数で、その割にはコ

アどうしの間の沈下は強くないといったことが認められる。リフトの分布がそうであると、リフトの

突き上げ（サージ）を感じたときに、バンクを入れて良いのか、反対に緩めてよいのやら判断に迷う。

そういったサーマルにもしも一人だけで入っていて、なおかつ特に急いでいない場合には、充分に時

間をかけて、リフトのパターンを「探って」みることもできるだろうが、正しいイメージなどはなか

なか描けるものではない。 
 
結論として明確に言えることは、「リフトの断面は円形ではない」ということであろう。 
 

19 ストリート化するリフト-水平方向のうず巻き 
 
図−13 の上半分は、見慣れているクラウドストリートの模式図であって、ながく連なった雲の列が、

均等間隔でその高度における風向に平行して並んでいる様子を示している。 
 
こういった「雲の列」は、上空の逆転層ないしは安定層により、それぞれの積雲の頭の高さがほぼ同

一に揃う場合にできる。それに加えて、ある程度以上の風が吹いていれば、それまでは単一であった
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個々の対流が風によって連なり、互いに対をなして反転する水平方向の長いうず巻きを形成する。こ

れによって雲の下にはリフトが同様に列をなし、逆に列の中間の雲のない部分には沈下が連なるよう

になる。 

 
水平方向に空気が「らせん」を描きながら移動してゆくというのは、実は観測用の定圧気球を放流し、

それを追跡することから研究者達によって確認されている。図−13 の下半分はその「うず巻きの」直

角の断面を示している。 
 
こういった形でできる「ストリート」は、地表面のいかなる特定の「ホットスポット」とも関連を持

たない。たとえば、北極からの寒気が海面の上を強風となって吹き渡ってくると、この「クラウドス

トリート」が著しく発達する。 
 
そういった「クラウドストリート」による空気の循環作用は、地（水）表面から逆転層のすぐ下まで

に及んでいる。また、「列」の間隔は対流が起こっている層（不安定な）の高さによりほぼ決定される。

すなわち： 
 
△対流の高さが高ければ、間隔もまた大きくなってゆく・・・・・ 
 
対流の高さが時間を追って高くなってゆくとすると、当然ながらその間隔も広がらなければならない

が、その場合は、すでにできているストリートの何本かが衰弱、消滅して、その分だけ間隔が広がる

という具合になり、全体が均等に拡がってゆく形にはならない。そして、空気の層が不安定となって、

雲の高さが一定に揃わなくなり始めると、ストリートは消散の方向に向かう。 
 

20 雲を形成しないストリート 
 
雲ができなくとも「ストリート」は形成される。雲の形成に先立って、すでに同様の対流ができ上が

っており、雲が発生し始めると、それは地表面のある特定の点から風下に流されつつも、逆に風上の

方角に伸びてゆくように形成されてゆく。 
 
リフトの強さは、図から連想されるようには均等ではないのが普通である。元からあるサーマルは、

水平方向のうず巻き作用により、ストリートの下では強められたり、また中間では逆に弱められる。
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であるからして、最初の高度は、リフトの強い所で通常のようなサーマリングをおこなって獲得して

おき、それからストリートに沿って高度を保持（ないしは獲得）しつつ、高速でドルフィンを行うこ

とができる。 
 
ただし、雲のできないストリートの日には、パターンの方向をはっきりと意識できるまでに時間がか

かってしまう。であるからして、地表面の状態がおおむね均一である限り、風速が 15 ノットもしく

はそれ以上になれば、ストリートが形成されるのが普通と考えるほうがむしろ正しいといえる。風速

が大きくなれば、この傾向はさらに強まってゆく。 
 
いずれにせよ、サーマルに当たる数がいつになく多いとか、逆に沈下が異常に長く続くといった場合

には、ストリートが形成されていると見るのが妥当であろう。 
 

21 「煙突の煙」うず巻き 
 
クラシックな SL の煙突から、ポッポッときれいな煙の輪が出ているのをよく連想するが、煙の塊が

うまい具合に吹き出されるならばそうなる。これらは、本当の意味においても「煙の輪」であるが、

その寿命はごく短い。 
 
一方、大きな工場の煙突から吐き出される煙はそれほど優雅なものではない。塊となって不均一にぼ

こぼこと立ち上るかと思えば、微風が吹いている場合には、互いに反転する横方向のうず巻きの形に

なって流れ去ってゆく場合もある。 

 
これを風下の側から見れば（図−14 の左側の図）、理想的なサーマルのバブルの断面と非常によく似て

いることが分かる。本物のバブルとの相違は、垂直に昇ってゆくはずの「リング」に代わって、対流

が一対の、水平方向のロール状のうず巻きとなっている点である。 
 
各々のロールは内側で上昇、外側で下降していて、煙の外側の空気が取り込まれた部分から二手に分

かれてゆく。このことは、3 次元の理想的な「バブル」にドーナツ状の「穴」が開いてゆくことをち

ょうど断面的に表していて、興味が深い（図−5）。 
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22 ナイフエッジ（細長い）サーマル 
 
ソアリングをしていると、ごく稀にではあるが非常に細長い、まるでナイフのエッジを踏んでいるよ

うな感じの、線状のリフトに遭遇することがある。 
 
これにはいろいろの見解があるだろうが、私自身は、前ページの図−14 に描いた「煙突の煙のうず巻

き」の、もっと規模の大きいようなものと考えている。 
 
図−14 の右側に描いたのが、その想定される渦巻きのかたちである。そして、規模としては、おそら

く単独の煙突から発生するうず巻きと、フルサイズのクラウドストリート対流の中間くらいになるで

あろう。そして、そのうず巻きのロールが、非常に狭い線状のリフトの原因となっているものと信じ

られるのである。 
 
こういった「細長い」リフトに出会うのは、メインのサーマルを離れてすぐのことがよくある。通常

それらは弱く、1 ノットの強さにもならないことが多いが、1 マイルあるいはそれ以上の距離にわた

って続くことがあり得る。しかし、この「線」のリフトは、旋回して高度を上げるためには狭すぎて、

途中でサーマリングしつつ高度を得ることのできる本物のクラウドストリートとは、その点で異なっ

ている。 
 
なるほど、図−14 のようなうず巻きがその正体であるとすれば、左右いずれかの方向に旋回しても沈

下にひきずり込まれることは避け難く、360 度まわって元のコースに戻ると、リフトもまた戻るとい

うことになる。 
 

23 バリオメータの誤った指示について 
 
英国のような島国の、いつも狭いリフトになれ親しんだパイロットにとってのほぼ共通ともいえる弱

点は、「サーマルに当たったと思ったらすぐに回ってしまう」という習癖である。 
 
特に、速度をつけてサーマル間を飛行してきて、もうそろそろ回って高度を得たいと思っているよう

な場合にこの「癖」が出やすい。たとえば、以下のようなシナリオが考えられる： 
 
「巡航してきて、まず最初に、いかにもそのすぐ先に良いサーマルがありそうな感じの「沈下帯」を

通過する。抜け切ったと同時に沈下も極めて急激に止まるのであるが、あまりにも急なため、あたか

もリフトに入ったようなつき上げ（サージ）を感じてしまう。それと同時にバリオメータも大きく指

示を乱している。その時点で旋回を始めても、一回りは完全に沈下の中である。コースを元に戻して、

今度はかなりしばらく直線滑空を行うと、ようやく本物のリフトに入るが、その位置は、最初にサー

ジを感じた場所からかなり隔たっている」 
 
左の図−15 は、こういった「サーマルの錯覚」的ケースの説明を試みたものである。 
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この図から分かるように、実際の積雲の中あるい

はその周囲の空気の流れというものは、当初に挙

げた、サーマルの「バブル」モデルが指し示すも

のとは相当に異なっていることが分かる。 
 
これらの様子は、その一部は、実際に係留した気

球にたくさんの風速計をそれぞれ高度をたがえて

鎖のように結びつけた、大がかりな観測によるも

のである。個々の風速計のデータを統合すると、

大まかな流線が引けるというわけである。 
 
それで得られた実際の結果は、机上で考えられる

ものとは異なっていて、気流は上向き、下向き、

水平方向とそれぞれに、一寸したおどろきともい

うべき様相をもつことが判明している。 
 

図−15 において、左の下の方に描いたグライダー（大きさの比率は誇張してある）から引いてある 2
本の点線は、パイロットが目線を上下に動かすであろう範囲を想定したもので、グライダーの描いて

ある場所からは、すでに雲の真下に来ているというように感じられるかも知れないが、実際には、ま

だ少しばかり外側の位置にいる（パイロットというものは、「ガグル」にでも入っていない限り、完全

な真上など見ることはない）。 
 
グライダーが「A」の点まで来ると、サーマル側面のうず巻きのひとつに突入し、この時点でいった

ん沈下が消え、次に水平方向の成分（この場合迎え風となる）によって対気速度が急激に増加する。

そして、この速度の増加を、グライダーに装備されたトータルエナジー系統は「リフト」であると解

してしまう。おそらく G も増加するであろうから、この「効果」はいっそう倍加されるのだろう。 
 
以上の 3 つのファクターすなわち： 
 
1）すでに自分は雲の真下に入っている（B の点まで達している）という思い込み、というか錯覚とい

うか。 
 
2）リフトのサージ（つき上げ）を「尻」に感じる。 
 
3）バリオメータの急激な動き、指示の変化。 
 
かわいそうな単細胞パイロットは、これらによってまんまと欺かれて旋回を始めてしまう。 
 
心理的な影響もあることは確かで、正直申せば私などは始終ひっかかる口である。特に追い風のレッ

グから旋回点を回って、迎え風の（おそらく最終の）レッグに向かうときなどは、こういうふうにな

りやすく感ずる。 
 
このような「くせ」は自分だけのものかと思い込んでいて、わざわざ人の前で話すことではないと決
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めつけていたが、ごく最近になって、同じような経験を持つほかのバイロットが「俺もそうだ」と告

白するのを耳にして、やや安心したという次第である。 
 
通常このようなことは、高度に充分余裕があればほとんど問題にはならないはずで、リフトに当たれ

ばプルアップして直線で昇って行くし、もしくはそれが以上に説明したような「にせ」の指示であれ

ば、再び増速してやるだけで済む。高度があるのだから、サーマルのちっぽけなものがそこに存在し

たのかどうかということなど、もはや関係ないはずである。 
 

24 上空のウェーブの影響 
 
山地の上空に「逆転層」が存在し、風速が高度とともに増加している場合（風向がほぼ一定であれば）

であれば、常時ウェーブ（山岳波）発生の可能性がある。早朝ないしは夕方であれば、雲の形がその

ように変化するのが分かるだろうが、通常上層の空気というのは湿度が低くて、レンズ雲などが目に

見えるまでには形成されにくい。また、夏場の熱い日中には対流が激しくなって、ウェーブが地上に

届くまでは降りてこない（ウェーブへの招待、P2-18）。 
 
われわれにとって、サーマルでソアリングしていて、じつはその上空のウェーブの影響を受けている

のをまったく気づかずにフライトを終了してしまうことなど、日常茶飯なのだろう。もし、その場所

が山岳地帯から充分に離れているのならば、サーマルの変化があっても単なる「ばらつき」というこ

とで理由付けできるかもしれない。 
 
しかしながら、山岳に近よるにつれ、ある場所のサーマルはとびぬけて強くなる一方、その間の沈下

もまた強くなり、サーマルの間隔もずっと広くなってくるという現象に遭遇することがある。そうい

う場合、特に風上に向かって進んでゆく場合など、心理的な負担もちょっとしたものになる。 
 
上層にウェーブが存在する場合、ウェーブのプラスの部分では、その下に発生するサーマルはウェー

ブによって増強され、逆にウェーブの沈下の部分でできるサーマルは制圧されるようになる。ウェー

ブの「谷間」と「ブルーホール」は一致するのである（サーマルのしくみ、P1-12）。 
 
次の図−16 は、その機序を描いたものであるが、実際にはそれぞれの積雲の間隔は、より大きいもの

になるという点に注意しておきたい。 

 

ここで、図の中を東から西に向かって飛行してゆくとすると（右から左へ風上に）、進んでゆくにつれ
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てサーマルの強さがいったん増してゆき、なかにはそれまでの平均よりも倍も強いものに当たるよう

になる。そうしてゆくうちに、サーマルのない部分（図の中間の部分）にさしかかるが、普通の「透

き間」としては気持ち悪くなるくらいに沈下が強く、延々と長く続く。 
 
そして、やっとのことで反対側の雲にたどり着いてほっとするのもつかの間、今度はその「雲」が、

リフトをまったく持たない、見かけ倒しの役に立たない雲ばかりであることに気づいて愕然とさせら

れる。 
 
追い風であるならば（左から右へ）、これ程までにはひどくはならない。ブルーの部分を通り過ぎるの

もそれほど時間がかからないばかりでなく、そうやっていってたどり着くいちばん最初の雲のリフト

も、充分に使えるはずだからである。 
 
ギャップの手前の最後で出会ったリフト（図 16 の中心右側の部分）から、ウェーブに移行すること

は決して不可能なことではない。雲中でのサーマリングまではたぶん必要ないだろうが、できれば雲

底すれすれまで高度を取っておきたい。 
 
その最後のサーマルの中で旋回している時に、一旋回ごとに風上へ伸ばすことが必要となるであろう。

それは、サーマルの形がウェーブの作用により、通常のまるい形からだ円状さらには長円形に変形し

ているからである。このことを知らずに、通常の円を描くようにサーマル旋回を続けてゆくならば、

高度があがるにつれてリフトも弱まってゆくはずである。リフトの最良の部分を利用するためにも、

風上の方向へ絶えず「シフト」を行う必要がある（リッジから立ち上るサーマルを使うときにも、こ

の方法は有効である）。 
 
以上のようなケースにおいては、長く続くサーマルというのは「プリューム」の形を取るものであっ

て（P5-5）、地上のある特定の点から立ち上ぼって来ているものなのだろう。反対に、もしも単一「バ

ブル」の中を上昇しているのであれば、その中心部分では周囲よりも上昇成分がずっと大きいので、

風の影響はあまり関係がないはずである。「プリューム」では、その基の部分は地上に係留されたよう

になっているので、そのままではリフトの最良の部分からどうしても風下に流される形になってしま

う。 
 
サーマルからウェーブに渡ろうとする場合に、ウェーブに入ったというひとつの印として、最後に使

った雲の風上側にリフトが（通常はとても弱いものである）続いているという場合がある。そこでも

しも横風の方向に伸ばしていって、なおかつそのリフトが続くようであるならば、それはほとんどウ

ェーブによるものといって間違いはない。 
 
はじめは、上にも述べたようにリフトは弱く、心細く感じるかも知れない。しかしながら、そこが粘

りの勝負どころである。根気よく昇りつめていけば、やがて驚くほど強い上昇率のリフトのある高度

まで達することができよう。 
 
時間をあらそう場面、例えば競技会等で三角コースをたどってゆくような場合には、このようにして

高度を獲得しても、失う時間もまた大きくなってしまい、そうすると取り戻すことはまず不可能とな

る。しかし前に広がる「ギャップ」が大きくてどうしようもない場合には、おそらく選択の余地はな

いはずで、思いきって向きを変えて、ウェーブにトライするしかない状況にもなりうる。 
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25 サーマルの引き金となるもの 
 
連続して発生するサーマルの例として、クラウドストリートやウェーブ等の現象をすでに挙げた。一

般的なサーマルの発生してゆく順序を考えると、その日の最初に昇るサーマルは別として、新しいサ

ーマルが離昇してゆく際には、先に発生し上昇していったサーマルによって押しのけられた空気がそ

のまま地上に降りて来て、水平に広がり、そうして続くサーマルのあとを埋めてゆくというのが自然

である。 
 
平らな地表面においては、表面にごく近い、浅い層の部分の温度が、理論上サーマルの発生に必要と

される気温よりもずっと高い温度にまで温められる。そういう状態を、気象用語では「超断熱減率」

といい、地表面から雲底までの温度減率の平均よりもずっと高くなるので、そういう呼び名になって

いる。 
 
しかし、このように温度が超過している状態になったとしても（それだけでは）空気はなかなかサー

マルを形成しない。引き金となるような、例えば、前にできたサーマルによって起こされた下降気流

などの現象による「刺激」がどうしても必要となる。この下降風は、新しいプリュームが地表から離

れてゆく際に、ちょうど「くさび」の役目を果たす。 
 
そういった「くさび風」がやってくると、地上ではちょっとした風の息に感じられる。英国の典型的

な「天気の良い日」に日光浴などしていると、さわやかな、ちょっと冷たいそよ風とともに雲の影が

さしかかるのに気がつくことがある。おそらく、その「影」が「弾み」となって、いくつものサーマ

ルが発生してゆくのであろう。 
 
斜面でソアリングしていて、その場所から出てゆきたいなあと思っているときなど、このことを応用

すると良い。しばらく日射が続いていて、もうそろそろサーマルができてもよい頃、雲の影がさしか

かって「トリック」を演じてくれる可能性が案外ある。おそらくは、さしかかる雲からの下降気流に

原因するものであろう。 
 
（訳注：この「超断熱減率」は、いいかえれば地面近くが不安定になっていることを示すものである。

このことは地表のごく近くで上昇流もあるが同時に強い下降気流が存在することを示唆している。い

わゆる「ガスト」にはこの類も含まれるものと思う。皆様方ご用心のほどを） 
 

26 小規模な「収束帯」「収束線」 
 
空気が安定していて、普通ではとても積乱雲（Cb）などできないはずの日に、水平方向に吹く普通の

「風」の流れの具合によって、積雲の延々と連なったものが形成されることがよくある。 
 
これらは、いわゆる「収束線」と呼ばれているもので、これが何時どこでできるかということを予報

するのは、現在のところはほとんど難かしい。もっと詳しい観測を行えば、低層の風が実際にどこそ

こで、際立った線の形で収束しているのがわかるだろう。その場合、広域の天気図の中でも等圧線の

シャープな折れ曲がりで表現されるかも知れないが、大方は「事が終わった」後の話となる。 
 
海風前線（シーブリーズフロント）というのは、この収束線の一種であって、とくに英国南西部のコ

ーンウォール半島の、両側面からぶつかりあった海風どうしが収束線を形成し、雲の連なりがずうっ
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と東のロンドンの方にまで伸びてゆく様子が衛星写真に収められている。（BIG CUMULUS LINES 筆者

同じ、Sailplane & Gliding 誌 Jun./Jul. 1990） 
 
このような「収束」によってでき上がる積雲は、その時の「断熱図」（逆転層を見直す、P3-7 参照）

からはちょっと予想もつかないくらい大きく発達することがよくあって、注意が必要である。イース

トアングリア地方に、異なった方角から進んで来た海風前線の交差した地域での雷雨発生に関して、

John Findlater 氏＊による詳しい報告があることをここに記しておく（＊訳注：おそらくペンネームで

あろう）。 
 

27 雷雲から吹き出す風と収束線 
 
本物の、フルサイズに発達した積乱雲が生み出す下降風の強さに比べたなら、普通の積雲のそれ等は

まるで比較にならない。積雲が大きく発達して、降雨の段階にまで達すると、降り注ぐ雨水の質量（お

そらく「ひょう」の重さも）に降雨中の蒸発時の潜熱の奪取による冷却作用も併さって、おそろしく

強力な下降気流が発生する。 
 
これは直接地表面にまで達し、その後水平方向に何マイルも広がって吹き出すもので、特別に強いも

のは「マイクロバースト」と呼ばれ、強いスコールをともなっている（米国において、現在までにこ

の「マイクロバースト」によって記録された最強のガストの強さは実に 130 ノットである）。その他

においても、このような吹き出しの風は、活発なガストフロントを形成し、それが次々に新しいシャ

ワーの雲を発生させてゆく。 
 
雷雲がそういった形で収束線のうえに発生し、特に 2 本の収束線がぶつかりあう点で、非常に激しい

雷雲ができることを米国の気象学者たちは認めている。2 本のガストフロントの衝突は、ちょうど巨

大な沸き上がる気流の口火を切るのと同じである。場合によっては、一方のガストフロントが拡がっ

て、前から存在しているほうに下から潜り込む形になるが、そうなると一層パワーを増し、竜巻さえ

も発生させる可能性が出てくる。 
 
また、そうでなくとも、ガストフロントが丘陵地帯に接近するだけで、新しい雷雲を発生させるとい

うようなこともある。 
 
いずれにしても、このような気象現象を観察するのならば、足を地面に着けておくか、または動力付

きの航空機を利用すべきである。エンジンがあれば、状況が悪くなっても、きびすを返して逃げるこ

とができるから一応安心ではあるけれども・・・。 
 
英国で発生する雷雲などは、本場アメリカのものに比べたならば、まるで赤ん坊のようなものに過ぎ

ない（訳注：日本も同じく）。たとえそうであっても、2 本のガストフロントが衝突すると、そのあと

雷雨の区域が急速に拡がるということをよく心に銘じておきたい。 
 

28 サーマルを発見する計器の可能性について 
 
今までの所、器具を使ってサーマルを発見する方法としての成功例は、聞いたことがない。すでに今

からずいぶん前、両方の翼端にサーミスタを取り付けておくと、サーマルに当たったときにどちらの

方向に旋回すれば良いかが分かるのではないかと期待されたことがある。 



Tom Bradbury Soaring Meteorology Series 
Sailplane & Gliding 

 5-22 

 
最近では、ハンググライダーのパイロットたちが、飛行の経路の気温変化を測定する計器を使ってい

るという。その機材は、サーマルと間違いやすい、例の「ガスト」と本物のサーマルを見分ける能力

がどうやらあるらしい。そのような「検出器」は高度が高いところで本当に働くかどうかちょっと疑

わしいが、ハンググライダーがサーマリングを開始するような低高度では便利なものなのかもしれな

い。 
 

29 「冷たい」サーマル 
 
そういった形で温度の測定を行おうとする場合に問

題となるのが、じつはサーマルの温度が周囲よりも

高いのは、ごく低空においてだけであるということ

である。発生の当初存在した「温度差」というもの

は、地表面から充分に離れた時点で消滅してしまう。

そして通常は上昇の頂点に接近するにつれ、逆に周

囲よりも温度が低くなる。図−17 にこのことを図示

しておく。 
 
この図表においては、実際の各高度における気温を

「温位」に置き換えてある。この「温位」とは、そ

れぞれの高度における実際の気温を乾燥断熱減率に

従って、地表の高さ（正確には 1,000hPa の面）に

まで降ろしてきた場合に示す温度のことで、こうし

て異なった高度での気温を単一の標準に合わせて比

較すれば、ややこしさが少なくなるために用いられ

ている。 
 
それで、もしも各気層の温度分布が正確に乾燥断熱

減率に合っているとするならば、温位の線はたてに

一直線となるはずである。 
 

左の図において、黒く太い線はサーマルを、周囲の空気の温度を点線で、それぞれ温位で示してある。 
 
このうち、一番下の、両方の線で囲まれた点々で埋めてある部分は、最初サーマルが周囲よりも高い

温度ででき上がったことを意味している。この部分が、先に述べた「超断熱減率」のところである。 
 
このサーマルがおよそ 500ft 位の高度に達するあたりから（場合によってはもっと早く）サーマルは

周囲の温度とほぼ同じくらいにまで冷却される。太い線と点線が大体同じようにからみあっているこ

とからもわかる。やがてトップに近づくと（逆転層などにより）周囲の温位は上がって行く（点線が

右の方にカーブしてゆく）それとともにサーマルのコアの温度と外側の温度に差ができ始める。横の

細い線で埋めてある部分でその変化を示してある。この「冷却作用」は、サーマルの上昇が停止する

まで続くが、実際そうなるまでには思った以上にかなりの高度を昇りつめる場合もある。 
（温位：Potential Temperature） 
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30 サーマルに含まれた水蒸気の働き 
 
通常サーマルは低空から昇ってゆく。その際に一緒に水蒸気をもって上がってゆくことになるが、そ

の水蒸気によってサーマルの中の空気の密度が小さくなる。というのは、水蒸気というものは乾燥し

た空気よりも軽いため、湿度の高い空気は、同じ温度の乾燥した空気よりも密度が小さくなる。 
 
こういった関係を整理して扱いやすくするために、気象の専門家たちは、実際の空気の温度とは別に、

「仮温度」（Virtual Temperature）というものを用いている。 
 
この「仮温度」というのは、この水蒸気による密度の差を完全に補正して定義されるため、通常は実

際の測定気温よりも高くなる。一例を挙げると： 
 
「気圧 800hPa（高度計で 6,394ft）における測定気温が 14℃で、そのときの湿度が 90％ぐらいのと

き、仮温度は乾燥している場合に比べ 2℃ 高くなる」 
 
このことを言い換えてみると、「サーマルの中の空気はすでに周囲よりも 2℃も冷たいが、それでもな

おかつ僅かではあるが浮力を持っている」となる。現実には、周囲の空気にも若干の湿度があるのが

普通なので、これほどまで極端に差が出ることもないが、それでもこの作用は重要である。 
 
この、水蒸気による余分の浮力と、上昇する空気の持つ「慣性」とが合わさって、強いサーマルは逆

転層の中を相当の高さにまで昇りつめてゆく。 
 

31 レーダーでサーマルを見る 
 
このように、サーマルは周囲よりも水分を多く含むので、強力なレーダー装置を使用すれば見つける

ことができる。電波を水平にスキャンすれば、サーマルのセルが連なっているのが分かるであろうし、

垂直にスキャンしてやればどこの高さまで昇ってゆくかが判別できる。 
 
しかしながら、そういう能力を持つレーダー装置のアンテナは、通常は大きすぎて航空機になどとて

も搭載できるものではない。 
 
一方、レーザーのパルスを発射する「レーザーレーダー：LAIDAR」は、サーマルが地上からダストを

巻き上げて上昇してゆく場合には有効であることが確認されている。この装置を飛行機に取り付けて、

水平にスキャンしながら雲の浮力を測定しようとした試みがあったが、それは不成功であった。 
 
したがって、この装置をもってしても、空中のサーマルを発見することは不可能であろう（いずれに

せよ、グライダーなどでは電源の問題が残るであろう）。 
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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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