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Ｃｈｕｂｕ Ａｖｉａｔｉｏｎ Ｗｅａｔｈｅｒ Ｓｅｒｖｉｃｅ Ｃｅｎｔｅｒ   中部航空地方気象台 

5 月の気象概況 

 
1 日は、本州南岸を低気圧が通過し、その後も前線が日本の南に停滞しました。このため、

明け方から夕方にかけて雨が降り、未明から夕方にかけては、雨やもやによる VIS の悪化で、

断続的に IMC となりました。 

7 日は、大陸から高気圧が張り出し、西高東低の気圧配置となりました。このため、明け方

に 30kt 程度の北西の風が吹きました。 

14 日は、高気圧が日本の東に移動し、前線を伴った低気圧が南西諸島付近を東へ進みまし

た。このため、昼過ぎから夕方にかけて雨やもやによる VIS の悪化で、IMC となりました。 

20 日夜から 21日朝にかけて、中国東北部の低気圧からのびる寒冷前線が通過しました。こ

のため、20日夜遅くから 21 日朝にかけて、雨の強まりやもやによる VIS の悪化や CIG の低下

で、IMC となりました。また、前線が接近した午前 3 時頃には、南東の風が 30kt 程度に強ま

り、ガストを伴いました。明け方にはセントレア周辺で積乱雲を観測しました。 

27 日は、日本の南にある高気圧に覆われ、南から湿った空気が流入しました。このため、

明け方から朝にかけて VIS の悪化で、IMC となりました。また、海上では霧が発生し、弱い南

西の風により、セントレアへ霧が流入したため、明け方には VIS が 300m まで悪化しました。 

28 日から 29 日は、沿海州の低気圧からのびる寒冷前線が通過し、本州南岸を低気圧が通過

しました。このため、28日午前中から 29 日未明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。 

 
＊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言います。有視界気象状態より視界上不良な気象状態を計器気

象状態と言います。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言います。 

＊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言います。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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5 月 27 日の霧について 
 

セントレアでは 5月 27日明け方に霧が発生し、視程が 300m まで悪化しました。 

 

・概況 

27 日 6 時の地上天気図（速報）を第 1図

に示します。日本付近は日本の南に中心を

持つ高気圧に覆われ、東海地方の沿岸部に

湿った空気が流れ込みやすい気圧配置とな

っていました。 

・セントレアでの影響 

霧の発生が明け方であったこともあり、

この霧による航空機の運航に影響はありま

せんでした。 

・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。セントレアでは、5時過ぎに視程が急激

に悪くなり、5時 30 分頃には視程 500m の霧

となりました。その後、霧はさらに濃くな

り、5時 50 分頃から 6時 40 分頃にかけて断

続的に視程が 300m となりました。7時頃になると視程は急速に回復して、霧は解消しました。 

霧が観測された時間帯には 5～6kt の南西風が吹いており、気温は 20℃まで低下しました。

今回の霧はあまり厚みがなく、管制塔（約 87m）の上部が見え、時折、上空の雲も透けて見え

ていました。 

【第 1図】地上天気図（速報）（27 日 6時） 

【第 2図】 航空気象観測時系列図 5 月 27 日 0時～12 時 
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・衛星画像による霧域 

 第 3図に気象衛星ひまわり 8号が捉えた霧を含む下層雲域（図中の黄色の点線で囲まれた領

域）を示します。霧域は主に遠州灘付近に広がっていますが、伊勢湾内にも一部、セントレア

の南西側を中心に分布しており、その北端がセントレアにかかっていました。 

伊勢湾内の霧域は、時間の経過とともに西から東へ縮小していきましたが、遠州灘付近の霧

域については、特に変化はありませんでした。 

・霧の発生要因の考察 

 第 4図に 27日の日本近海における日別海面水温

を示します。これによると、東海道沖では海面水

温が 24℃程度でしたが、遠州灘から伊勢湾付近で

はこれより 3℃程度低くなっていました。当日は、

南海上から東海地方沿岸部に湿った空気が流れ込

みやすい気圧配置だったため、遠州灘および伊勢

湾の海面付近で湿った空気が冷やされ、霧（海霧）

が発生したと考えられます。セントレアの霧は、

日照による気温の上昇により解消したと考えられ

ます。 

・まとめ 

今回の事例は、伊勢湾で発生した海霧がセント

レアに流入したことによる霧と考えられます。過

去の霧発生日数の統計によると、3月から 7月は、セントレアで霧の発生が多い時期となって

います。1年間の霧発生日数は平均で 4～5日程度と少ないですが、一旦発生すると航空機の

運航に大きな影響を与えますので、今回の事例も踏まえ、適時的確な霧予測ができるよう努め

てまいります。 

【第 3図】気象衛星ひまわり 8号が捉えた霧を含む下層雲域（黄色の点線で囲まれた領域） 

（近赤外 1.6μm、同 0.86μm、可視 0.64μm の観測バンドをそれぞれ赤、緑、青に 

割り当てたカラー合成画像、図中の赤丸はセントレアの位置） 

5 時 30

分 

6時 0分 

7時0分 6 時 30

分 

セントレア 

【第 4図】日別海面水温（5月 27 日） 

等温線は 1℃ごと 気象庁 HP より引用 
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5 月の警報・情報の発表状況 
令和元年5月

ウィンドシアー／雷 6   17:01 (発表)

ウィンドシアー 6   18:47 (切替)

ウィンドシアー 6   23:00 (解除)

雷 14   09:06 (発表)

ウィンドシアー 14   11:47 (切替)

ウィンドシアー 14   17:15 (更新)

ウィンドシアー 14   21:00 (解除)

ウィンドシアー 18   11:52 (発表)

ウィンドシアー 18   16:30 (解除)

ウィンドシアー 20   11:39 (発表)

ウィンドシアー 20   17:15 (更新)

ウィンドシアー 20   23:08 (更新)

強風 21   03:26 (発表)

ウィンドシアー 21   03:28 (解除)

ウィンドシアー 21   04:39 (発表)

強風 21   04:43 (解除)

ウィンドシアー 21   08:00 (解除)

ウィンドシアー 28   09:20 (発表)

ウィンドシアー 28   15:05 (更新)

ウィンドシアー 28   20:14 (更新)

ウィンドシアー 28   23:10 (更新)

ウィンドシアー 29   01:00 (解除)

警報種類  日時(JST)
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・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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Ｃopyright© 2019 by Chubu Aviation Weather Service Center 

All Rights Reserved. 

1．This data should not be reproduced and not be provided to any third party. 

2．The source should be properly acknowledged in any work obtained with this data. 
 

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。 

※「航空気象観測月表」のデータに付加する記号の意味 
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