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4 月の気象概況 
 

2 日夕方から夜のはじめ頃にかけては、西高東低の気圧配置が強まり 30kt 前後の北西風が

吹きました。 
8 日夜のはじめ頃には、西高東低の気圧配置が強まり 25 から 30kt の北西風が吹き、ガスト

を伴いました。 
10 日は、本州南岸を低気圧が発達しながら東北東進しました。このため明け方から夜にか

けて雨が降り、朝から夜のはじめ頃にかけて雨やもやによる VIS の悪化や CIG の低下で断続

的に IMC となりました。また、低気圧が通過した 11 日未明から朝にかけて、西高東低の気

圧配置となり 30kt 前後の北西風が吹き、ガストを伴いました。 
15 日は、昼過ぎから夜のはじめ頃にかけて、西高東低の気圧配置が強まり 30kt 前後の北西

風が吹きました。 
17 日は、南から湿った空気が流入し、昼前から夜のはじめ頃にかけて雨が降りました。こ

のため昼過ぎに雨の強まりともやによる VIS の悪化で一時的に IMC となりました。 
22 日は、日本海の高気圧に覆われ、朝にかけて弱い北よりの風となり気温が低下しました。

このため未明から朝にかけて VIS の悪化により IMC となりました。 
24 日から 25 日にかけて、前線を伴った低気圧が本州南岸を東北東進しました。このため雨

やもやによる VIS の悪化や CIG の低下で 24 日夕方から断続的に IMC となり、25 日朝から

昼前にかけて霧が発生しました。 
27 日は、明け方から西高東低の気圧配置となりました。このため、明け方から 30kt 前後の

北西風が吹きはじめ、昼前から昼過ぎにかけては 35 から 40kt に強まりガストを伴いました。

その後、夜のはじめ頃にかけて 30kt 前後の北西風が持続し、一時ガストを伴いました。 
29 日夜から 30 日にかけて、前線を伴った低気圧が本州南岸を東北東進しました。このため

雨の強まりやもやによる VIS の悪化や CIG の低下で 29 日夜に一時的に IMC となり、30 日

明け方から昼過ぎにかけて IMC が続きました。 
 

 
＊VMC（有視界気象状態）：有視界気象状態とは、航空法施行規則第５条の定める、飛行中又は飛行場に離着陸しようとする航空

機の視界上良好な気象状態をいいます。有視界気象状態より視界上不良な気象状態を計器気象状態

といいます。 計器気象状態では、計器飛行方式（IFR）でなければ飛行できず、計器飛行方式で飛行

するにふさわしい航空用機器を搭載していない航空機では、有視界気象状態の場合にしか飛行できま

せん。 有視界気象状態のうち、飛行場に離着陸しようとする航空機の飛行の限界とする気象状態 （視

程1,500m、5,000m、雲量が 5/8以上の最低雲層の高さ 300m）を特別観測の実施基準の一つとして

採用しています。 
＊IMC（計器気象状態）  ：有視界気象状態を除く気象状態をいいます。 
＊VIS （卓越視程）     ：地平面の全方向の視程を観測したとき、地平面の半分（＝180 度）以上の範囲に共通した最大水平視  

程を言います 
＊CIG（シーリング）     ：雲の観測で、雲量が BKN 以上あるときの雲底の高さをいいます。雲の観測は雲量を 8 分量（全天）で 

観測しています。（雲量は、SKC：0、FEW：1～2、SCT：3～4、BKN：5～7、OVC：8） 
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4 月 25 日の霧について 
 

セントレアでは、4月 25日朝を中心に霧が発生し、航空機の運航に影響が出ました。 

 

・概況 

25 日 9 時の地上天気図（速報）を第 1図に

示します。前線を伴った低気圧が関東地方の

南を東北東へ進んでいます。また、北日本に

は別の低気圧からのびる前線があり、日本付

近は気圧の谷となっています。 

 

・セントレアでの影響 

航空機のダイバートが 1件発生したほか、

複数の遅延便がありました。 

 

・セントレアでの気象状況 

航空気象観測時系列図を第 2 図に示します。

低気圧による降水が 25日明け方まで断続的

にありました。その後、CIG が徐々に低下す

るとともに VIS が急速に悪化し、6時 50分頃

には霧となりました。7 時過ぎには VIS が一旦 1000m 以上に回復しましたが、7時 50 分頃から

は再び霧となり、9時には VIS が 300m まで悪化、CIG が 200ft まで低下しました。その後、VIS

および CIG は回復してきましたが、滑走路南側（RWY36 側）を中心に昼前にかけて霧が散在し

ていました。 

この期間、風は概ね 5kt 以下の弱い南よりの風となっており、気温は 8時頃を中心に 17℃

まで低下しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【第 2図】 航空気象観測時系列図 4月 25 日 3時～15 時 

 

【第 1図】地上天気図（速報）（25 日 9 時） 
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・霧の発生要因の考察 

25 日 9 時には、セ

ントレア周辺の内陸

では気温が 19～

20℃であったのに対

し（第 3図）、伊勢

湾ではこれより低い

17℃でした（第 4図）。

この時期の伊勢湾の

海水は第 4図で示す

ように 15～16℃と

まだ冷たいため、海

上付近では空気が冷

却され 

て接地逆転層が形成

されました（第 5図）。 

また、海上の空気

は前日からの低気圧

による降水で湿度が上昇しており（9時のセントレアの露点

温度は 17℃）、冷たい海水により空気が冷却されて水蒸気が

飽和に達し、霧が発生したと考えられます。この

とき、セントレアでは弱い南よりの風により霧が

海上から流れ込みました。 

接地逆転層より上では相対的に暖かい西よりの

風が継続して吹き、接地逆転層が強化されたため、

霧や悪視程の解消が遅れたと推察されます。 

 

・まとめ 

この時期の伊勢湾の海面水温はまだ低く、低気

圧による降水で湿った空気が海面上で冷やされ、

霧が発生したと考えられます。この霧がセントレ

アに流れ込みました。現状では霧の発生を予測す

るための知見が不十分ですが、航空機の運航に大

きな影響を与える霧の発生を的確に予測できるよ

う、今後も努力して参ります。 

 

・謝辞 

  日本航空（株）および全日本空輸（株）からの

航空機自動観測データを利用させていただきまし

た。厚く御礼申し上げます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【第 3 図】セントレアとその周辺の

アメダスによる風・気温（25 日 9 時） 

【第 4図】伊勢湾での気温（黒

字）および海水温と観測深度

（青字）（25日 9時） 

※国土交通省中部地方整備局

提供の伊勢湾環境データベー

スから水質定点観測データを

利用 

【第 5図】航空機自動観測データによ

るエマグラム（気温）（25 日 9時） 

※日本航空（株）および全日本空輸

（株）の航空機自動観測データを利用 
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４月の警報・情報の発表状況 

 
平成31年4月

ウィンドシアー 1   13:05 （発表）
ウィンドシアー 1   16:36 （解除）

強風 2   17:38 （発表）
強風 2   19:30 （更新）
強風 2   20:50 （解除）

ウィンドシアー 8   06:22 （発表）
強風 8   18:14 （発表）

ウィンドシアー 8   21:43 （発表）
強風 8   21:46 （解除）

ウィンドシアー 10   05:32 （発表）
ウィンドシアー 10   11:12 （更新）
ウィンドシアー 10   16:50 （解除）

強風 11   00:43 （発表）
強風 11   06:30 （更新）
強風 11   09:20 （解除）

ウィンドシアー 14   20:26 （発表）
ウィンドシアー 15   01:44 （更新）

強風 15   12:28 （発表）
強風 15   16:31 （更新）
強風 15   18:50 （解除）

雷 26   07:10 （発表）
雷 26   08:17 （解除）

強風 27   03:48 （発表）
強風 27   09:12 （更新）
強風 27   14:10 （更新）
強風 27   19:35 （解除）

ウィンドシアー 29   09:27 （発表）
ウィンドシアー 29   10:38 （解除）
ウィンドシアー 29   22:32 （発表）
ウィンドシアー 30   02:20 （更新）
ウィンドシアー 30   14:36 （発表）
ウィンドシアー 30   16:07 （更新）

発表
解除等

情報種類  日時(JST)
発表

解除等

飛 行 場 警 報 飛行場気象情報

警報種類  日時(JST)

 
 

警報・情報の種類を変更して発表を継続する場合は（切替）とし、同じ種類の警報・情報を継続して発表する

場合は（更新）と表記します。また、月末から翌月初日にかけて警報・情報が発表されている場合は、一連の

ものとして、解除日まで記載しています。 発表状況の時刻は日本標準時(ＪＳＴ)で表記しています。 
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なお、この「セントレアの気象」は、速報としてまとめたもので後日、内容の修正、詳細

な資料を作成する場合があります。 
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