２００８年の海況
函館海洋気象台
付近へ後退した。
8 月～10 月には再び 40˚N 以南

１．はじめに

に達した。3 月～7 月は平年より北に位置し、8

当台所属の観測船「高風丸」で実施した 1～3

月以降は平年並となった。

月、4～6 月、6～8 月、10～11 月の計 4 回の定
期海洋観測データおよび気象庁地球環境・海洋

親潮の面積の時系列図（第２図）によると、

部による表層水温客観解析値を参考にして、

親潮の面積（141˚E～148˚E、43˚N 以南における

2008 年の北海道南方および本州東方沖の海況

100m 深水温が 5℃以下の領域の面積）は、2007

をとりまとめた。

年 11 月には、親潮は北緯 42 度以北まで後退

なお、
便宜上 100ｍ深水温が 5℃以下の領域を

し、監視海域における面積はほとんど 0 とな

親潮域、15℃以上の領域を黒潮系暖水、親潮域

り、1997 年 12 月以来最小の規模となった。

と黒潮系暖水の間の領域を混合域と定義した。

2008 年 1 月に急速に増加し、下旬には平年より

平年値は、1971～2000 年の客観解析の平均値

大きくなった。2 月は月を通して増加したが、3
月中旬～6 月にかけては、平年並となった。9

を使用した。

月中旬に一時平年並になったが、7 月中旬～10
月にかけて平年より大きい状態となった。

２．海況

北緯 41 度 30 分線（PH 線）断面図（第３図）

【親潮域】

における 2℃以下の中冷水の断面積は、冬季(1

気象庁地球環境・海洋部の解析（最終解析値）
による月平均 100m 深水温分布図（第１図）でみ

月)は 0.3×106m2 で平年より小さく、春季(4

ると親潮の沿岸寄りの分枝の南限位置は、1 月

月)16.8×106m2、夏季(7 月)19.1×106m2、秋季(10

は 41˚N 以北にあったが、2 月になって南下し、

月)0.3×106m2 と、それぞれ平年並であった。

3 月には 39˚30'N 付近まで達した。その後、4

第２表 北緯 41 度 30 分線断面における 2℃以下の

月～8 月は 40˚N～41˚N の間に位置し、9 月以降

中冷水の断面積の平年並範囲（単位：106m2）

は 41˚N 以北に後退した。
1 月～10 月にかけては
平年より北に位置していた。

平年値

1.4

8.6

2.4

0.0

～

秋季
7.3
12.9

～

夏季
18.7
34.9

～

平年並
範囲

近にあった。2 月～4 月は 40˚N 付近にあり、5

春季
30.5
52.3

～

沖合の分枝の南限位置は、1 月は 40˚30'N 付

冬季
12.6
24.0

月・6 月には 40˚N 以南に達し、7 月には 40˚30'N
本年から PH 線における親潮の沿岸寄りの分

第１表 親潮の南限位置の平年並範囲
１月
41˚07'N

～

～

～

40˚11'N

39˚09'N

38˚20'N

38˚01'N

５月
39˚16'N

６月
39˚27'N

７月
39˚43'N

８月
39˚46'N

～

～

～

38˚18'N

38˚47'N

39˚02'N

39˚15'N

９月
39˚52'N

１０月
40˚12'N

１１月
41˚15'N

１２月
41˚49'N

～

～

～

～

平年並範囲

枝の南下流量の平年値を 1989～2008 年(20 年

４月
39˚10'N

～

平年並範囲

３月
39˚25'N

～

平年並範囲

２月
39˚58'N

39˚24'N

39˚39'N

40˚19'N

40˚46'N

間)の平均値に改正した。
PH 線における親潮の沿岸寄りの分枝の南下
流量は、冬季(1 月)は 6.1×106m3/s、春季(4 月)
は 2.5×106m3/s でどちらも平年より小さかった。
夏季(7 月)は 9.5×106m3/s、秋季(10 月)は 7.1
×106m3/s で、夏季・秋季ともに平年並であった。
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近で平年並、2 月～4 月は勢力が弱く、基準とし

第３表 北緯 41 度 30 分線断面における親潮南下

ている水温の海域が、監視海域内ではみられな

流量の平年並範囲（単位：106m3/s）

かった。4 月下旬から勢力が強まり 5 月は 143˚

平年値

6.8

3.2

3.3

3.1

E 付近に達し、平年より東であった。6 月、8 月、
9 月は 142˚E～143˚E に達し、いずれも平年より

～

秋季
8.0
12.9

～

夏季
8.7
14.1

～

春季
10.1
17.1

～

平年並
範囲

冬季
12.9
19.1

西であった。7 月、10 月は 143˚E 付近で平年並
だった。

釧路南東線(KSE 線)断面図（第４図）におけ

PH 線（第３図）より、津軽暖流の東への張り

る 2℃以下の中冷水は、冬季(1 月)には 42˚30'N

出しは、冬季(1 月)は 142˚06'E 付近、春季(4

以北の 0～220ｍ深付近、
春季(5 月)には 41˚20'N

月)は 141˚48'E 付近、夏季(7 月)は 142˚42'E 付

～42˚30'N の 150～360ｍ深付近および 40˚N～40

近、秋季(10 月)は 143˚20'E 付近で観測され、

˚30'N の 100～360ｍ深付近に散在しているのが

いずれも平年並であった。

みられた。夏季(7 月)には 41˚N 以北の 50～320

第４表 北緯 41 度 30 分線断面における津

ｍ深付近、秋季(10 月)には 42˚30'N の 100ｍ深

軽暖流域の張り出しの平年並範囲

付近にみられた。

～

～

あった暖水域は、5 月に 39˚N・144˚E 付近で暖

～

平年並
範囲

第１図でみると、1 月は 38˚N・144˚E 付近に

～

【混合域】

冬季
春季
夏季
秋季
141°48'E 141°41'E 142°21'E 142°39'E
142°44'E 142°31'E 143°15'E 143°35'E

【黒潮系暖水】

水渦に変わり、7 月中頃に不明瞭となった。6
月に 37˚N・145˚E 付近にみられた暖水渦は、9

第１図でみると、黒潮続流は房総半島沖を東

月に黒潮続流に吸収され不明瞭となった。8 月

に流れ、4 月～6 月、8 月～10 月には大きく蛇行

に 39˚30'N･143˚30'E 付近にみられた暖水域は、

していた。
142˚E～147˚E における黒潮系暖水
（水温 15℃

9 月に 40˚N･144˚E 付近で暖水渦となった。

以上）の北限位置は、1 月～4 月は 36˚30'N ～

1 月～2 月は 42˚N･147˚30'E 付近に 5℃以上の

37˚N に位置し、5 月に一時 37˚30'N 付近まで北

暖水域がみられた。
冬季(1 月)に観測した PH 線（第３図）の 146

上した。6 月には暖水渦となって黒潮続流から

˚40'E 付近と KSE 線（第４図）の 41˚40'N 付近

切離したため、6 月～7 月は 36˚N～36˚30'N、8

には、暖水域がみられ、水温 5℃以上の水が 200

月以降は 37˚N～38˚N に位置していた。

ｍ深付近まで達していた。
３．2008 年の海況の特徴

北緯 37 度線断面図（第５図）より、冬季(2
月)の 145˚15'E～146˚35'E の 0～220ｍ深付近に

親潮の沿岸寄りの分枝の南限位置は、1 月～

は水温 15℃以上の暖水域が観測され、夏季(7

10 月にかけて平年より北に位置しており、沖合

月)には 144˚40'E 付近を中心に暖水域がみられ、

の分枝の南限位置は、3 月～7 月にかけて平年よ

水温 15℃以上の水が 200ｍ深付近まで達してい

り北にあった。しかし、親潮の面積は 1 月中旬

た。
秋季(11 月)の 145˚E 付近には水温 24℃以上

以降、平年並か平年より大きかった。
PH 線断面図における 2℃以下の中冷水の断面

の暖水域が観測された。

積は、冬季が小さかった他は平年並であった。

【津軽暖流】
第１図でみると、津軽暖流(100m 深水温:1～6

津軽暖流の東への張り出しは、1 月、7 月、10

月は 6℃以上、7～9 月は 8℃以上、10～12 月は

月は平年並で、他の月は勢力が弱く、平年より

10℃以上)の東への張り出しは、1 月は 143˚E 付

西であった。
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黒潮系暖水の北限位置は、6 月～7 月は 36˚N
～36˚30'N に、それ以外の月は 36˚30'N～38˚N
に位置していた。

第１図 気象庁地球環境・海洋気象部の解析（最終解析値）による月平均 100m 深水温分布図
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第２図 表層水温客観解析（半旬ごと）による親潮面積の時系列図

春季（4 月 29 日～5 月 4 日）

冬季（1 月 25 日～29 日）

秋季（10 月 22 日～27 日）

夏季（6 月 25 日～28 日）

第３図 観測船によって観測された北緯 41 度 30 分線（PH 線）水温断面図（℃）
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冬季（1 月 29 日～30 日）

春季（5 月 4 日、12 日～18 日）

夏季（6 月 29 日、7 月 8 日～12 日）

秋季（10 月 27～29 日、11 月 5 日～10 日）

第４図 観測船によって観測された釧路南東線（KSE 線）水温断面図（℃）
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冬季（2 月 10 日～18 日）

春季（5 月 17 日～18 日）

夏季（7 月 12 日～15 日）

秋季（11 月 7 日～13 日）

第５図 観測船によって観測された北緯 37 度線水温断面図（℃）
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参考図 海洋観測主要定線
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