
4　気　　象（平成26年1月～12月）
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1月：冬型の気圧配置や高気圧に覆われて晴れの日が多
くなった。気温は、寒気の影響で中旬を中心に低くなっ
たが、下旬は南からの暖かい空気が流れ込み、平年より
も高い日があった。東京（大手町）の月平均気温は平年
並、月間日照時間は多く、月降水量は少なくなった。
2月：低気圧が周期的に日本の南を通過したため雪や雨
の日が多くなった。特に8日と14日から15日にかけては、
低気圧が発達しながら四国の南から関東の東に進んだこ
とから大雪となり、東京（大手町）では8日と15日はと
もに日最深積雪27cmを記録した。東京（大手町）の月
平均気温は低く、月間日照時間は少なく、月降水量はか
なり多くなった。
3月：冬型の気圧配置や移動性高気圧に覆われて晴れの
日が多くなった。上旬後半から中旬始めにかけては、北
からの寒気の影響が強く、気温がかなり低い日もあった
が、中旬の中頃以降、南から暖かい空気が流れ込んだた
め、気温は平年より高くなった。 東京（大手町）の月平
均気温は高く、月間日照時間はかなり多く、月降水量は
平年並となった。
4月：高気圧に覆われて晴れの日が多くなったが、低気
圧や前線の影響で雨の日もあった。特に、3日から4日
にかけては低気圧の影響で大雨となった。東京（大手町）
の月平均気温は平年並、月間日照時間と月降水量は共に
多くなった。
5月：高気圧に覆われて晴れの日が多くなったが、21日
は低気圧の影響で大雨となった。東京（大手町）の月平
均気温はかなり高く、月間日照時間はかなり多く、月降
水量は平年並となった。
6月：上旬から中旬にかけては日本付近を高気圧と低気
圧が交互に通過したため、天気は数日の周期で変わっ
た。特に6日から7日にかけては動きの遅い低気圧の影
響で大雨となった。下旬は梅雨前線や上空の寒気の影響
で曇りや雨の日が多くなった。特に24日から25日にか
けてと29日は、上空の寒気の影響で大気の状態が不安
定となり、局地的に雷を伴った大雨となった。なお、関
東甲信地方は5日ごろ、平年より3日早く、昨年より5日
早く梅雨入りした。東京（大手町）の月平均気温は高く、
月間日照時間は多く、月降水量はかなり多くなった。
7月：上旬から中旬にかけて、梅雨前線や低気圧及び台
風第8号の影響で曇りや雨の日が多くなった。特に20日
は上空に強い寒気が入り大気の状態が不安定となったた
め、局地的に雷を伴った激しい雨となった。下旬は太平
洋高気圧に覆われて晴れの日が多くなった。なお、関東
甲信地方は21日ごろ、平年と同じで、昨年より15日遅
く、梅雨明けした。東京（大手町）の月平均気温は高く、
月間日照時間は多く、月降水量は少なくなった。
8月：上旬の始めから中頃にかけてと、中旬の終わりか

ら下旬の始めにかけては高気圧に覆われて晴れの日と
なったが、その他の期間は前線や湿った気流や台風第
11号の影響で曇りや雨の日が多くなった。 東京（大手
町）の月平均気温と月間日照時間はともに平年並、月降
水量は少なくなった。
9月：下旬を中心に高気圧に覆われて晴れの日があった
が、前線や上空の寒気の影響で曇りや雨の日が多くなっ
た。特に10日は、この時期としては強い寒気が上空に
入り、大気の状態が非常に不安定となったため、23区
を中心に雷を伴った大雨となった。東京（大手町）の月
平均気温は平年並、月間日照時間は多く、月降水量は少
なくなった。
10月：高気圧に覆われて晴れの日が多かったが、5日か
ら6日にかけては台風第18号の影響で、13日から14日に
かけては台風第19号の影響で大雨となった。また、21
日から23日は前線や低気圧の影響で雨となった。東京

（大手町）の月平均気温は高く、月間日照時間は平年並、
月降水量はかなり多くなった。
11月：上旬と下旬は前線や低気圧及び台風第20号の影
響で曇りや雨の日が多くなった。中旬は冬型の気圧配置
や高気圧に覆われて晴れの日が多くなった。東京（大手
町）の月平均気温は高く、月間日照時間は少なく、月降
水量は平年並となった。
12月：冬型の気圧配置や高気圧に覆われて晴れの日が
多くなったが、低気圧が数日の周期で日本付近を通過
し、雨またはみぞれの日もあった。また、低気圧の通過
した後は強い寒気が流れ込んだ影響で気温が低くなっ
た。東京（北の丸公園）の月平均気温は低く、月間日照
時間と月降水量は共に平年並となった。
注：平成26年12月2日に「東京」の気象観測地点を千代
田区大手町から北の丸公園へ移転した。
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気温・降水量（平成26年）

区分 月

月平均気温 （℃）
平年値 （℃）

）℃（温気高最均平月
平年値 （℃）

）℃（温気低最均平月
平年値 （℃）
月降水量 （mm）
平年値 （mm）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 年間1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 年間

注：①観測は東京管区気象台練馬地域気象観測所による。ただし、観測所は平成24年12月25日に練馬区豊玉上から練馬区石
　　　神井台に移設したため、平年値は求めていない。
　　②月平均は日平均気温、日最高気温、日最低気温を月毎に平均した値である。なお、日平均気温は毎正時（1時から24時）
　　　の気温を平均した値である。

調査：東京管区気象台
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