FBJP（国内悪天予想図）

（提供：気象庁）

FBJP は予報図です。日本時間の 3 時、9 時、15 時、
21 時を対象時刻としています。対象時刻の 5 時間
30 分前に発表されます。予想図に対象時刻が書か
れていますので、まずはその時刻を確認しましょう。
FBJP に書かれているのはモデレート以上の揺れの
エリア、モデレート以上のアイシングのエリア、モ
デレート以上の山岳波のエリアです。

上の図の赤の破線で囲まれた部分は揺れの予想で
す。引き出し線がついていて、タービュランスの強
さと予想されるフライトレベルが書かれています。
また雲から引き出し線を使って表示されている四
角い枠の中には、雲の種類、積乱雲の雲底と雲頂高
度、タービュランスの強さと高度、着氷の強さと高
度、雷の有無などが予想されています。エリアごと
に①のように番号が付けられています。図の左下の
同じ番号を見ると移動方向と移動速度、揺れの原因
が書かれています。

上の図は、2017 年 2 月 20 日の 0024UTC に発
行された、20 日の 0600UTC（日本時間の 15 時）
の悪天の予想です。
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ただし赤い線で囲まれた中全てが下限の高度から
上限の高度まで揺れるわけではありません。エリア
の片側で低い高度、反対側で高い高度のように斜め
に揺れるエリアが存在します。
ジェットフロントによって揺れる場合は北側が
高々度、南側が低高度となります。またトロポポー
ズによって揺れる場合は、北側が低高度、南側が高々
度になります。

上の図で、緑の線はジェット軸を示しています。
起点は風速が 80kt 以上になる点で、矢印の先端は
80kt 未満になる点です。矢羽根が書かれている点
が、風速が最大になる点で、風速が矢羽根で表され
ます。ジェット軸の起点や、矢印の先端部では非常
に強いタービュランスが発生することが良くありま
す。図で②と書かれた、東北地方から北海道のター
ビュランスエリアは FL290 と書かれたジェットの
矢 印 の 先 端 部 に あ た り、 ま た FL310 と 書 か れ た
ジェットの起点にあたります。この中では非常に強
いタービュランスが発生する可能性があります。特
に①と書かれた部分は危険です。

上の図の場合① MOV ENE 10KT（TROP,VWS）
と注が付けられています。
ト ロ ポ ポ ー ズ に よ る 揺 れ で す の で、 北 側 が
FL400、南側が FL440 と、赤い点線の中でも揺れ
る高度が変わります。

上の図の場合② MOV NE 20KT （JET
FRONT,VWS）と注が付けられています。
ジェットフロントですので、南側が FL270、北
側が FL350 の斜めの面で揺れが予想されています。

ジェット軸上でジェット軸を横切るように書かれ
る 2 本線は、矢羽根で表された風速から風速が約
40kt 減少した点又は、ジェット軸の高度が 3,000ft
変化した点につけられます。このように風速が大き
く変わったり、高度が大きく変わるところでは、強
い揺れが発生することがあります。
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可視画像（VIS）

ひまわり可視画像（提供：気象庁）
可視画像は、7 号までは白黒の画像でしたが、8
号からは、赤波長 0.64 μ m、緑 0.51 μ m、青 0.47
μ m の 3 つの波長を測定し、それを合成すること
でカラー画像を得ています。従来と違って、黄砂と
雲の判別がつきやすくなっています。太陽が照らし
ている間しか見られません。また朝や夕方は画像が
暗くなります。そのかわり赤外線よりも波長が短い
為にこまかな部分が良く分かります。分解能は衛星
直下で 500m、端でも 1km です。可視画像では雲
の高さではなく、雲の厚みを表示します。白くはっ
きり映っている部分は雲の厚さが厚い部分を示しま
す。可視画像では対流性の雲の場合表面に団塊上の
塊が見られます。一方層雲系の雲の場合はのっぺり
と表面が均一に見えます。

映っている場合で、可視画像でも白くはっきり映っ
ている場合、背の高い積乱雲系の雲であることが多
く、赤外画像で白くはっきり映っていても、可視画
像が暗い場合、上層の層状の雲になります。
夏場、小笠原高気圧に覆われている中での、積乱
雲は午後になると白い点として現れてきます。午
後遅くなってもかなり大きく映ることがあります
が、これは積乱雲が発達しているのではなく、圏界
面に押さえられた積乱雲上部が高層の雲となって広
がっていることを示しています。可視画像は、地表
や水面に近い雲や霧まで表示します。そのため、実
例に出てくる、JPCZ などは分かりにくくなります。
JPCZ を見つける場合は赤外画像又は、水蒸気画像
が適しています。

赤外画像と可視画像の
比較

紀伊半島南から台湾にかけての雲は、赤外画像で
は薄くしか写っていませんが、可視画像では他の部
分と同じような色で写っています。これは、この部

赤外画像と可視画像を比べることで雲の高さや種
類を判定することができます。霧や地表近くの雲の
場合、可視画像では、はっきりと映っているのに赤
外画像では暗く映ります。赤外画像で白くはっきり

分は雲の高さが低いことを示しています。
関東の南東から日本海にかけての雲は、赤外画像、
可視画像ともはっきりと白く写っていて、この部分
は背が高い積乱雲であることを示しています。
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高頻度画像

高頻度可視画像（提供：気象庁）
ひまわり 8 号から、見られるようになった画像
です。日本近傍だけですが、2.5 分に 1 回画像が更
新されます。従来の可視画像に比べて、非常に高頻
度で見られるようになりました。また、動画として
連続して画像を見ることができます。この画像を使

うと、積乱雲の急激な発達を解析することができま
す。
赤外、可視カラー合成、水蒸気、雲頂強調の 4
種類の画像を見ることができます。

高頻度雲頂強調画像（提供：気象庁）
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第３章

映らない

グリーンだけ少し映る

フライト中の対処

赤まで映る

近づいた雲はレーダーに映りません

グランドクラッターとエコー

ストの仕方は二通りあります。一つはヘディングを
リクエストして飛ぶ方向を変更するやり方です。も
う一つはオフセットといって航路から許可された距
離だけ右又は左に避けて飛ぶ方法です。一般的に国

最近のレーダーは地表からの電波の反射であるグ
ランドクラッターを除去し、降水現象などのエコー
だけが映るようになっています。旧型のレーダーの
中にはこのグランドクラッター除去ができないもの
があります。この場合、都市や山と、都市や山の上
にできたエコーを区別するのが難しくなります。グ
ランドクラッター除去機能がないレーダーで、グラ
ンドクラッターを除去する為には、ティルトを微妙
に調節する必要があります。またグランドからの反
射波の特徴として、横方向に細長く長方形のように
映ります。これに対して気象現象のエコーは丸が連
なった形になります。

内線のレーダーで管制官が見ている範囲では、ヘ
ディングをリクエストした方が早く許可が出ます。
自分の受持ち管制空域内でしたら、他の管制機関と
の調整なしに許可できるからです。
洋上などで、レーダーで見られない空域ではオフ
セットをリクエストするべきです。いずれにしろ直
前になってリクエストしようとすると他機との交信
でリクエストができなかったり、許可がなかなか下
りない為に、うまく避けきれない可能性がでてきま
す。また管制官も他機との安全な間隔を確保するの
には十分な時間が必要です。
積乱雲の回避の為のリクエストは早めに行う必要
があります。また早くから少しの変針で避けた方が、
近づいてから大きく変針するよりも時間、燃料とも
に損失が少なくてすみます。

島の上のエコー
島の上は地表面が日射によって暖められ気温が上
がって上昇気流ができやすく、積乱雲ができやすく
なります。レーダーに映るのが島だと思って避けな
いと、島の上にできた積乱雲の中に入ってしまう危
険性があります。夜間や層雲の中で島か島の上の積
乱雲かはっきりしない場合は避けた方が賢明です。

逆方向への離陸
積乱雲の位置によっては、SID と逆の方向への離
陸も有効です。熊本から東京国際空港へのフライト
では、SID は MIDAI デパーチャーです。滑走路 07
から離陸しても 25 から離陸しても南に向かいま
す。空港の南に積乱雲が多数あり避けるのが難しい
場合、クリアランスをもらう時に「レーダー デパー
チャー ノース サイド」をリクエストして、北側
にレーダーベクターしてもらうと、南側の積乱雲を
避けることができます。（この場合、コーディネー
トが必要な為、クリアランスを要求してから許可が
出るまで 10 分以上かかることが多いようです）

ペンシルビーム型積乱雲
太平洋などの洋上を飛んでいると、細い形で上空
まで伸びている積乱雲があります。レーダーには点
のようにしか映りませんし、ティルトが適切でな
かったり、ゲインが適切でないと映らないこともあ
りえます。夜間にこのような積乱雲を見逃して中に
入ると、飛行機が大きく揺れ、乗客や客室乗務員に
死傷者が出ることさえありえます。

ヘディングかオフセットか
飛行中に積乱雲を避ける場合、管制官へのリクエ
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前線

寒冷前線

前線は密度の違った気団（寒気団と暖気団）との
境界線です。風向、風速の変化や降水を伴っている
ことが多くその動きと構造によって温暖、寒冷、閉
塞、停滞の４種類に分けられます。

温暖前線

（提供：気象庁）

寒冷前線は温帯低気圧の進行方向後ろに延びま
す。寒冷前線では、暖気の下に寒気が進入します。
短時間の間に風向、風速が大きく変わります。前線
上に積乱雲が発生し、様々な悪天をもたらします。
移動速度が速く、通過時間はそれほど長くありませ
ん。寒冷前線通過直後には北西風に変わるものの風
速はそれほど強くなく、寒冷前線が通過して数時間
後に、非常に風速が強くなることがあります。寒冷
前線が通過したからといって、油断は禁物です。

寒冷前線通過前の南風

（提供：気象庁）

温暖前線は、温帯低気圧の進行方向前面に延びま
す。温暖前線では、暖気が寒気に乗り上げます。前
線の遠くから高層雲、中層雲、乱層雲と続きます。
広い面に降水をもたらします。通過速度は遅く、長
時間、低シーリング、雨等をもたらします。

実例のところでも書きましたが、他の事例も書い
てみたいと思います。多くの教科書で寒冷前線は急
激に北風が増し、積乱雲突風がもたらされるとされ
ています。たしかにそれらの事象もあるのですが、
寒冷前線の通過では、パイロットは通過前の南西風
にも気をつけなければいけません。
寒冷前線があるということはその北東に低気圧の
中心があります。寒冷前線の通過前にはその低気圧
の中心に向かって南西方向から強い南風が吹きま
す。時にはガストが 50kt を超えることすらありま
す。それだけ風速の変化があれば、気流も悪くウィ
ンドシアーもあります。
場合によっては、ゴーアラウンドしたり、クロス
ウィンドリミットを超えて着陸できないことすらあ
りえます。パイロットはこの強い南西風も警戒しな
ければなりません。
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風

飛行機は空気の中を飛んでいます。また空気に対
する速度が遅すぎると失速します。一方風は空気の
動きです。風の強さや方向が変われば、飛行機はそ
の影響を受けます。いつどれぐらい風の強さや方向
が変わるかはパイロットにとって非常に重要です。

横風
ボーイングによる横風の実証
A380 や B787 のクロスウィンドランディングの
テストはアイスランドのケフラビック（又はケプラ
ヴィーク）で行われました。横風が予想されると、
機体と測定クルーが空港に向かいます。何回か測定
が行われますが、その時に実際に測定された横風が、
実証された横風最大値として、マニュアルに記載さ
れます。各航空会社はマニュアルに記載された範囲
内で、横風の制限値を定めます。

横風での離陸
旅客機の場合例えば右から強い風が吹いている時
に離陸しようとすると、離陸滑走を始めた瞬間には
少し右のラダーを踏む必要があります。これは機体
全体が風に押されて左に流されるのを防ぐ為です。
速度が増えてくると、風見鶏が常に風が吹いてくる
方向を指すのと同じように飛行機の機首が風の吹い
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てくる方向を向こうとします。このことを風見効
果と言います。機首が右を向こうとするので左のラ
ダーを踏まなければなりません。また右の主翼が風
にあおられて浮き上がるのを防ぐ為に操縦桿を少し
右に回して翼が浮き上がろうとするのを押さえる必
要があります。ただし最初から大きく回しすぎると
スポイラーがたち加速を悪くさせます。大きく操縦
桿を回しすぎると、スポイラーが立ち上がって揚力
が発生しません。通常の離陸ピッチまで機首を上げ
ても、機体が浮き上がらず、テイルをヒットする危
険性が生じます。操縦桿は、少し風上側に傾けるだ
けで、大きく回しすぎてはいけません。

横風でのアプローチ
飛行機は航空会社により、同じ航空会社でも機種
により、滑走路の条件等により、離着陸して良い最
大横風値が決まっています。パイロットはこの制限
値を守らなければなりません。もう一つ重要なのが、
CAT1 アプローチや、CAT2 アプローチを行う場合
の最大横風値が決まっていることです。アプローチ
の最大横風値を超えている時は、高カテゴリーアプ
ローチを行うことができず、ミニマムを上げる必要
があります。

