2011 年の海況
函館海洋気象台
１.はじめに
気象庁が公開している「海洋の健康診断
表」をもとにとりまとめた「北海道周辺・日
本東方海域の海況」を紹介する。
ここでは、北緯 43 度以南、東経 141 度～
148 度の範囲内で、100ｍ深水温が 5℃以下の
領域を親潮域、15℃以上の領域を黒潮系暖水、

ースで縮小して、5 月に平年並になり、7 月
には平年より小さくなった。夏期以降も平年
より小さい状態が続いている。
【津軽暖流】
2011 年 1～10 月の津軽暖流の張り出しの
東端位置の時系列図を図 4 に示す。
津軽暖流の張り出しの東端の指標は、100m

親潮域と黒潮系暖水の間の領域を混合域と

深水温で 1～6 月が 6℃以上、7～9 月が 8℃

定義した。また、親潮南限・津軽暖流の東へ

以上、10～12 月が 10℃以上である。

の張り出し・黒潮北限の平年値は、1971～

2011 年 1～10 月の津軽暖流の張り出しの

2000 年の客観解析データの平均値、親潮の

東端位置は、1～2 月、4～6 月、8～9 月は平

面積は 1985～2010 年の海洋の同化モデル

年並、3 月は平年より東、7 月と 10 月には平

(MOVE)の平均値を使用した。

年より西の位置にあった。また、最も東に張
り出したのは、8 月中旬の東経 143.6 度であ

２.海

流

【親潮域】

った。
【黒潮系暖水】

2011 年 1～10 月の北海道周辺・日本東方

2011 年 1～10 月の黒潮系暖水の東経 142

海域 100ｍ深水温図を図 1 に、親潮の沿岸寄

度～東経 147 度における北限位置の時系列

りの分枝と沖合の分枝の南限位置（月平均）

図を図 5 に示す。

の時系列を図 2 に示す。
沿岸寄りの分枝の南限は、1～2 月は平年

黒潮系暖水の北限位置は、1 月と 10 月は
平年より南、2～9 月は平年並の位置にあっ

並、3 月は平年より北に位置した。

た。最も北に位置したのは 9 月上旬の北緯

沖合の分枝の南限は、1～3 月は沿岸寄りの

37.1 度であった。

分枝よりも 1.5 度程度南の位置にあった。
4 月からは沿岸寄り分枝が不明瞭になったた
め、沿岸寄りの分枝と沖合の分枝には分けず
に親潮の南限位置を判断した。4～10 月の親

３.海面水温
2011 年 1～10 月の月平均の海面水温偏差
図を図 6 に示す。

潮南限は、5 月を除き平年並であった。5 月

本州東方の海面水温は、1～6 月は平年よ

は平年よりもわずかに北寄りに位置してい

り低い状態が続き、特に 4～5 月は低い海域

た。

が広がった。6 月は三陸沿岸に平年より高い

親潮面積の月別時系列を図 3 に示す。

海域が現れ、7 月には平年より高い海域が沖

親潮の面積は、2011 年 1 月中旬から 3 月に

合に広がった。8 月は一時的に高い海域は縮

かけて急激に拡大し、3 月には平年よりかな

小したが、9 月は本州東方全域が平年より高

り大きくなった。その後は平年よりも早いペ

くなった。10 月は 9 月下旬に台風第 15 号が

三陸沖を通過した影響により、三陸沖から常
磐沖を中心に平年より低い海域が広がった。
日本海北部の海面水温は、1～4 月は平年
並か平年より高く経過し、5～6 月は全般に
平年より低くなった。7 月は平年並になり、
8～9 月は平年より高く経過し、10 月は平年
並になった。

４.まとめ
親潮の沿岸寄りの分枝の南限は、1～2 月
は平年並、3 月は平年より北に位置した。沖
合の分枝の南限は、1～3 月は沿岸寄りの分
枝よりも 1.5 度程度、南の位置にあった。
4 月からは親潮の南限位置とし、 5 月に平年

オホーツク海南部の海面水温は、1 月は平
年より高く、2～4 月は海氷に覆われた。5～
6 月は平年より低く、7～10 月まで平年より
高く経過し、特に 8～9 月は平年より高くな
った。

より北に位置した他は、平年並で経過した。
親潮の面積は、1～4 月は平年より大きい、
5 月の上・中旬は平年並、5 月下旬から 10 月
は平年より小さい状態だった。
津軽暖流の張り出しの東端は、1～2 月、4

図 7 の日本近海の海域別旬平均海面水温
偏差の時系列図(2002 年 1 月～2011 年 10 月)
をみると、日本海北部(海域 1)、北海道南東
方(海域 2)、本州東方(海域 4)とも 1～6 月ま
で平年より低く経過した。この要因は、1～3
月に冬型の気圧配置の日が多く、4～6 月に
冷涼な高気圧に覆われ、低気圧や前線により
日照時間が少なかった影響が考えられる。
7～9 月は、平年並みか平年より高く経過し
た。特に 9 月は全海域で平年より高い海域が
広がった。これは、8 月中旬から 9 月上旬に
かけて太平洋高気圧に覆われたことや南か

～6 月、8～9 月は平年並、3 月は平年より東
で、7 月と 10 月には平年より西の位置にあ
った。
黒潮系暖水の北限は、1 月と 10 月には平
年より南に、2～9 月には平年並の位置にあ
った。

北海道周辺・日本東方海域の海面水温
は、1～6 月は一部の海域を除き平年並か平
年より低かったが、7 月から平年より高い海
域が広がりはじめた。9 月は全海域で平年よ
り高くなり、10 月は平年より 2℃以上高い海
域が解消し、平年より低い海域がみられた。

ら暖かい空気が流入したことが要因と考え
られる。10 月は、9 月下旬に台風第 15 号が
三陸沖を通過したことと上旬に寒気が流入
した影響で、平年より 2℃以上高い海域が解
消し、平年より低い海域がみられた。

図１

北海道周辺・日本東方海域の 100m 深水温図(2011 年 1～4 月)

図１

北海道周辺・日本東方海域の
100m 深水温図(2011 年 5～10 月)

図２ 親潮の南限位置（月平均）

図３ 海洋同化モデル(MOVE)による親潮面積の月別時系列図

図４ 津軽暖流の張り出しの東端位置（月平均）

図６

図５ 黒潮系暖水の北限位置（月平均）

北海道周辺・日本東方海域の海面水温偏差図(2011 年 1～10 月)

図７ 日本近海 海域別旬平均海面水温偏差の時系列(2002 年 1 月～2011 年 10 月)
平年値は 1985 年から 2010 年の平均値

日本近海海域図
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