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１.はじめに

沖にかけてみられた。

今年 10 月に気象庁で組織改編が行われ、函

親潮面積の旬別時系列図を図 3 に示す。親潮

館海洋気象台と舞鶴海洋気象台から東北地方

面積は 2～3・11 月は平年より大きく、1・4～5・

の海洋部門が仙台管区気象台に移管されたた

8～10・12 月は平年並、6～7 月は平年より小さ

め、気象庁から公開されている「海洋の健康診

かった。特に 6 月は平年よりかなり小さく、な

断表」の担当海域も「北海道周辺・日本東方海

かでも中旬が最も小さかった。

域」から「東北周辺海域」に変更された。今年

【津軽暖流】

度からは「東北周辺海域の海況」として公表し

2013 年 1～12 月の津軽暖流の張り出しの東

ているので、これを紹介する。

端位置の時系列図を図 4 に示す。

ここでは、北緯 43 度以南、東経 141 度～148

津軽暖流の張り出しの東端は、6～7・9 月に

度の範囲内で 100ｍ深水温が 5℃以下の領域を

平年より東、1・8・10～11 月は平年より西、2

親潮域、北緯 43 度以南、東経 142 度～147 度

～5・12 月は平年並の位置にあった。9 月が最

の範囲内で 100ｍ深水温が 15℃以上の領域を

も東に張り出していた。

黒潮系暖水と定義している。津軽暖流の張り出

【黒潮系暖水】
2013 年 1～12 月の黒潮系暖水の北限位置の

しの東端の指標は、
100m 深水温で 1～6 月が 6℃

時系列図を図 5 に示す。

以上、7～9 月が 8℃以上、10～12 月が 10℃以
上である。また、親潮の南限と親潮面積は 1985

黒潮系暖水の北限位置は、1～9 月が平年よ

～2010 年の気象庁海洋データ同化システムに

り北に位置し、10・12 月は平年並、11 月は平

よる解析データ、津軽暖流の東への張り出しと

年より南に位置した。2009～2013 年の 5 年間

黒潮系暖水の北限の平年値は、1971～2000 年

で 1～9 月まで平年より北に位置したのは今年

の表層水温の客観解析データから求めている。

の他はなかった。黒潮系暖水の北上が顕著だっ
たのが本年の特徴である。

２.海 流
３.海面水温

【親潮域】

2013 年 1～12 月の月平均の海面水温偏差図

2013 年 1～12 月の東北周辺海域 100ｍ深水温

を図 6 に示す。

図を図 1 に、親潮の沿岸寄りの分枝と沖合の分

本州東方の海面水温は、1～2 月は平年より

枝の南限位置の時系列図を図 2 に示す。
沿岸寄りの分枝の南限は 1 月は平年並、3 月

低く、3～4 月は平年より高い海域が広がった

は平年より南、2・4～8・11 月は平年より北に

が、5 月には東経 145 度の西側では平年より低

位置した。沖合の分枝の南限は 1～8 月の全月

くかった。6 月は金華山沖から福島県沖で平年

が平年より北、11 月は平年並に位置した。9～

より低いほかは平年より高くなった。7 月以降

10 月と 12 月は沿岸寄りの分枝が不明瞭になっ

は全般に平年より高くなり、この状態は 10 月

たため、沿岸寄りの分枝と沖合の分枝には分け

まで続いた。特に東経 145 度付近を中心に 3

ずに親潮の南限位置を判断した。9・12 月は平

月から 11 月まで平年より高い状態が続いたの

年並、10 月は平年より南に位置した。また、

が本年の特徴で、これは、黒潮系暖水の北上の

親潮系冷水が 4～10 月には三陸沖から福島県

影響と南よりの暖かい気流が入った影響や高気
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圧に覆われた日が多く日射量が平年より多くなっ

沿岸寄りの分枝の南限は、
1 月と 3 月の他は、

た影響と考えられる。

平年より北に位置した。

日本海の海面水温は、本州沿岸寄りの海域で

沖合の分枝の南限は 1～8 月の全月が平年よ

1～4 月はおおむね平年並で経過し、5 月は平年

り北に位置した。

並から平年より低くなった。6 月は平年より高

親潮の面積は、2～3 月は平年より大きく、6

くなり 11 月までこの高い状態が続いた。これ

～7 月は平年より小さく、他の月は平年並だっ

は 6～8 月にかけて、高気圧に覆われた日が多く

た。特に 6 月は平年よりかなり小さく、なかで

日射量が平年より多くなったことに加え、南よりの

も中旬が最も小さかった。

暖かい気流が入った影響と考えられる。

・津軽暖流の張り出しの東端位置
6～7・9 月に平年より東端に位置し、東に張

【臨時診断表発表(気象庁)】
「2013 年 8 月中旬

り出す時期の 8 月は平年より西に位置した。

の日本近海の高い海面水温について」

・黒潮系暖水の北限位置

日本近海の海域別旬平均海面水温（2013 年 8

1～9 月まで平年より北に位置した。黒潮系

月中旬）を表 1 に、2013 年 8 月中旬の旬平均

暖水の北上が顕著だった。

海面水温偏差図を図 7 に、海域の範囲を図 8

・海面水温

に示す。

本州東方の海面水温は、1～2 月は平年より

日本海（図 8 の海域 1、3）
、東シナ海（図 8

低く、3 月から平年より高い海域が広がり、6

の海域 5、8）
、四国・東海沖（図 8 の海域 6）

月はおおむね平年より高い状態になり、11 月

における 2013 年 8 月中旬の海面水温は、1985

まで高い状態が続いた。要因は、黒潮系暖水の

年以降、8 月中旬としては最も高くなった。

北上の影響と南よりの暖かい気流が入った影響

これらの海域では、8 月上旬から高気圧に覆わ

や高気圧に覆われた日が多く日射量が平年より

れ、日射量が平年より多かったことに加えて、

多くなった影響と考えられる。

日本海では南よりの暖かい気流が入った影響

日本海の海面水温は、1～4 月はおおむね平

を受けたため、また、東シナ海と四国・東海沖

年並で、5 月は平年並から平年より低くなった。

では風が平年より弱かったため、海面水温がか

6～12 月まで平年より高い状態が続いた。要因

なり高くなったと考えられる。

は、6～8 月にかけて高気圧に覆われた日が多く
日射量が平年より多くなったことに加え、南よりの

４.まとめ(1～12 月)
・親潮の南限位置

暖かい気流が入った影響のためと考えられる。

図１-１ 東北周辺海域の 100m 深水温図 (2013 年 1～3 月)
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図１-２ 東北周辺海域の 100m 深水温図(2013 年 4～12 月)

°

月

図２ 親潮の南限位置（月平均 2013 年）
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図３ 海洋データ同化システム(MOVE)による親潮面積の月別時系列図
図中の赤い線が実況を、黄色の線は 1985～2010 年の過去 26 年間の平均を示しています。 濃い青は 1985～2010 年
の 26 年間に出現した親潮の面積の上位 1/3 および下位 1/3 の事例を除いた範囲を示しています。 また、薄い青は
1985～2010 年の 26 年間に出現した上位 1/10 および下位 1/10 を除いた範囲を示しています。

月

図４ 津軽暖流の張り出しの東端位置
（月平均、2013 年）

月

図５ 黒潮系暖水の北限位置
（月平均、2013 年）

図６－１ 東北周辺海域の月別海面水温偏差図 (2013 年 1～3 月)
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図６－２ 東北周辺海域の月別海面水温偏差図 (2013 年 4～12 月)

図８ 日本近海の海域区分

図７ 2013 年 8 月中旬の旬平均海面水温
偏差図
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表 1 日本近海の海域別旬平均海面水温(2013 年 8 月中旬) ※1

統計範囲
※2

海面水温
(℃)

平年差
(℃)

8 月中旬として
の順位※3

海域

1

24.7

2.7

1

海域

2

19.5

1.0

6

海域

3

28.1

2.5

1

海域

4

25.7

0.7

9

海域

5

29.6

2.0

1

海域

6

29.7

1.6

1

海域

7

28.1

0.3

11

海域

8

30.2

1.4

1

海域

9

30.2

1.6

2

海域

10

30.5

1.3

2

※1

この表の値は、速報値です。後から入手した観測値によって値が
変更されることがあります
※2 図 8 の海域区分を示しています。
※3 1985 年以降の 29 年間の順位を示しています。
・黄色塗りは、仙台管区気象台が担当している海域です。
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