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8 月の気象概況 
 

14 日から 16 日にかけて台風第 10号が日本の南を北上し、15 日には豊後水道を通り、広島

県呉市付近に上陸しました。その後も北上し、日本海を進みました。このため、14日昼過ぎ

から 25kt 前後の東よりの風が吹き、15日朝から 16 日未明にかけてはガストを伴い、35kt 前

後の南東の風となりました。この間の最大瞬間風速は 15 日夕方に南東の風 50kt、最大風速も

15 日夕方に南東の風 39kt を観測しました。また、14日明け方から 16 日明け方にかけて雨の

強まりやもやによる VIS の悪化で、断続的に IMC となりました。 

19 日は、前線が東シナ海から関東地方に停滞し、大気の状態が不安定となりました。この

ため、夜のはじめ頃に積乱雲を観測し、雨の強まりやもやによる VIS の悪化で、一時的に IMC

となりました。 

20 日は、前線が山陰沖から関東地方に停滞し、大気の状態が不安定となりました。このた

め、昼過ぎから夕方にかけて積乱雲が空港の北側を通過し、雨の強まりによる VIS の悪化で、

一時的に IMC となりました。 

21 日は、前線が山陰沖から関東地方に停滞し、大気の状態が不安定となりました。このた

め、昼過ぎから夕方にかけて積乱雲が空港の北から南へ通過し、雷を観測しました。また、一

時的に 30kt を超える北西の風が吹き、雨の強まりによる VIS の悪化で、一時的に IMC となり

ました。積乱雲の通過時には離着陸が出来なくなり、空中待機やダイバートが発生しました。 

22 日は、前線が山陰沖から関東地方に停滞し、大気の状態が不安定となりました。このた

め、昼過ぎから夕方にかけて空港周辺で積乱雲を観測しました。 

23 日は、前線を伴った低気圧が日本海北部へ進み、大気の状態が不安定となりました。こ

のため、明け方と昼過ぎに積乱雲が空港付近を通過し、雷を観測しました。また、雨の強まり

による VIS の悪化で、一時的に IMC となりました。 

27 日は、低気圧が山陰沖にあって、前線が東海沖にのび、大気の状態が不安定となりまし

た。このため、夕方から夜のはじめ頃にかけて雨の強まりやもやによる VIS の悪化で、断続的

に IMC となりました。 

28 日は、前線を伴った低気圧が日本海沿岸を進み、大気の状態が不安定となりました。こ

のため、朝と昼過ぎに雨の強まりやもやによる VIS の悪化で、一時的に IMC となりました。 

30 日は、前線が本州付近に停滞し、大気の状態が不安定となりました。このため、明け方

から朝にかけて積乱雲が空港付近を通過し、雨の強まりやもやによる VIS の悪化や CIG の低下

で、断続的に IMC となりました。また、昼過ぎから夕方にかけては空港周辺で積乱雲を観測し

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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台風第 10号について 
 

台風第 10号は 8月 15 日に豊後水道を北上し、広島県呉市付近に上陸したあと、島根県松江

市付近から山陰沖に進みました。この台風により、セントレアでは航空機の欠航をはじめ、空

港へのアクセスとなる交通機関の運行に影響が出ました。 

 

・概況 
第１図に台風第 10号の経路図（速報値）を示します。 

台風第 10号は、8月 13

日に は 超大型（風 速

15m/s 以上の強風域の半

径が 800km 以上）でゆっ

くりした速度で日本の南

を北西に進んでいました。

14 日には速度を次第に

上げながら四国の南を北

上し、15 日には豊後水道

を通って広島県呉市付近

に上陸しました。 

上陸後、台風は風速

25m/s 以上の暴風域がな

くなりましたが、東側約

600km の 範 囲 に 風 速

15m/s 以上の強風域を伴

いながら、引き続き中国

地方を北上しました。 

15 日 18 時頃にはセン

トレアの西北西約 450km

付近を通過し（最接近）、15日夜のはじめ頃に島根県松江市付近から山陰沖に進みました。 

台風は、その後さらに速度を上げながら日本海を北東に進み、16日 21 時に北海道の西で温

帯低気圧に変わりました。 

 

・セントレアでの交通の影響 

15 日から 16 日にセントレアを離着陸する航空機の定期便は、到着 138 便、出発 141 便が欠

航しました。また、到着 63 便、出発 80便に遅延が発生しました。 

空港へのアクセスとなる交通機関は、強風のため鉄道が 15 日 12 時から運転見合わせとなり

ました。これに伴って代行バスが運行されましたが、15 時 50 分～21 時 15 分の間は代行バス

も運転見合わせとなりました。 

定期船は 14 日 8 時から 15 日までの全ての便と 16日の一部の便が欠航となりました。 

 

・セントレアの気象経過 

 第 2図に、15日 6時から 16日 6時までのセントレアにおける気象経過を示します。 

セントレアでは、台風第 10 号の接近に伴って南東の風が徐々に強まり、15日昼前からは飛

行場強風警報の基準である 34kt を断続的に超えるようになりました。台風が広島県に上陸し

た頃の 15時 1分には最大風速 39kt（南東）、台風最接近時の 17 時 52 分には最大瞬間風速 50kt

（南東）を観測しました。台風が日本海西部を北上する 15 日夜遅くから風向が次第に南より

に変化し、16 日未明には 34kt を下回るようになりました。気象台では、15 日 6 時 46 分に飛

行場強風警報を発表し、風速が 25kt を下回った 16 日 3時 40 分に解除しました。 

気圧は台風接近とともに次第に低下し、最接近時の 15 日 18 時 27 分に当日の最低気圧

991.5hPa、翌16日1時 28分に台風期間を通した最低気圧991.4hPaをそれぞれ観測しました。 

【第 1図】台風第 10 号の経路図（速報値） 

経路上の○印と●印は傍らに示した日時の位置（それぞれ 9時と 21 時） 

気圧は中心気圧、＋印は、セントレア最接近時の 18 時頃の位置 
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また、台風接近前から断続的に降っていた雨は、最接近後の 15 日夜遅くからまとまって降

り出し、16 日未明に強い降水を観測しました。 

 

・特徴等 

第 3 図に、セントレアで最大風速と最大瞬間風速を観測した時刻に近い 15時と 18時のアメ

ダスによる風の観測状況を示します。風速の単位は m/s です（1m/s≒2kt）。これによると、

台風はセントレアから 450km 以上離れた広島県から島根県付近を北上しましたが、台風の東側

約 600km の範囲では、風速 15m/s 以上の強い風が所々で吹いています。特に、台風から遠く離

れた伊勢湾では局地的に南東風が強まっています。 

伊勢湾は南東方向に開けており、周りは標高 1000m 前後の山に囲まれていますが、北西方向

には高い山が少ないため、太平洋から伊勢湾を通って日本海へ風が通りやすい地形となってい

ます。 

今回の台風においては、台風の中心が瀬戸内海付近に進んだときにセントレアで南東風が最

も強まりました。また、台風の中心が山陰付近に進んだときにも風が強まっていました。この

ときの台風の中心は、南東風が最も伊勢湾を吹き抜けやすい位置関係にあったと考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第 2図】セントレアでの気象経過（8月 15 日 6時から 16 日 6時） 

【第 3図】アメダスによる風の観測状況（左：8月 15 日 15 時、右：同日 18 時） 

風速の単位は m/s、図中の水色の矢印は周囲より強い風の流れ 
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・まとめ 

台風が接近・通過する場合、進行方向の右側では強風域が広くなり、強風の影響する範囲が

大きくなります。今回の台風第 10 号のように、大型の台風がセントレアの西を離れて北上す

る場合、台風の中心が瀬戸内海から山陰付近にあるときは、伊勢湾で局地的に南東風が強まる

可能性が高くなりますので注意が必要です。 

今回の事例を踏まえ、台風に伴う悪天をさらに的確に予測できるよう、今後も努めてまいり

ます。 
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８月の警報・情報の発表状況 
 

令和元年8月

ウィンドシアー 14   05:38 (発表)

ウィンドシアー 14   11:13 (更新)

ウィンドシアー 14   16:33 (更新)

ウィンドシアー 14   22:10 (更新)

ウィンドシアー 15   03:38 (更新)

強風 15   06:46 (発表)

ウィンドシアー 15   06:48 (解除)

強風 15   11:50 (更新)

強風 15   17:30 (更新)

強風 15   23:14 (更新)

強風 16   02:14 (更新)

ウィンドシアー 16   03:38 (発表)

強風 16   03:40 (解除)

ウィンドシアー 16   06:00 (解除)

ウィンドシアー 19   18:26 (発表)

ウィンドシアー 19   21:00 (解除)

雷 20   13:48 (発表)

雷 20   17:00 (解除)

雷 21   12:22 (発表)

雷 21   13:15 (更新)

雷 21   14:33 (解除)

雷 22   14:50 (発表)

雷 22   16:30 (解除)
雷 23   04:35 (発表)
ウィンドシアー 23   08:16 (切替)
ウィンドシアー／雷 23   11:28 (切替)
ウィンドシアー／雷 23   12:53 (更新)
ウィンドシアー／雷 23   14:34 (解除)
ウィンドシアー 28   12:41 (発表)
ウィンドシアー 28   14:28 (解除)
雷 30   03:13 (発表)
雷 30   05:42 (解除)
ウィンドシアー 30   06:27 (発表)
ウィンドシアー 30   09:16 (解除)
雷 30   13:53 (発表)
雷 30   17:00 (解除)

警報種類  日時(JST) 情報種類  日時(JST)
発表

解除等

飛 行 場 警 報 飛行場気象情報

発表
解除等

 
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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※「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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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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