東北海区沿岸水温予報（２０１1 年）
海域

経 過
（4～6 月）

現況（7 月上旬～
7 月下旬）

●沿岸定地水温
三陸北部 ●6 月沖合定線観測結果
（青森県太 水温は 0ｍ層ははなはだ低め、50ｍ層はか やや高めに推移している。
平洋沿岸； なり低め、100ｍ層はやや低め、水塊深度は
青森水研セ やや浅め、津軽暖流の東方への張り出しは
発表）
かなり東偏。
余●沿岸定地水温
やや低めに推移
三陸中部
（岩手県沿
岸；
岩手水セ
発表）

見通し
（9～11 月）

見通しの背景

特異現象
(漁海況)

やや高めに推移する 沿岸定地水温が、７月に入 6 月に太平洋側の定置
ものと思われる。
りやや高めに推移してい 網でマダイが好漁であ
った。
る。

5月
【100ｍ深9 月】
岩手県100ｍ深水温予測で 5～6 月定置網で１尾2
7月
表面：距岸10 海里内は、県南部5 海里で極 表面：距岸10 海里内は、県中北部5 距岸50海里内は平年 は8月の距岸50海里内は平 ～3 ㎏サイズのマダイ
めて高いほかは、やや高い～高い。距岸10 海里で極めて高いほかは、やや高い 並みと予測。なお津 年並みの見通し。
豊漁。
～50 海里は県南部20 海里で極めて高いほ ～高い。距岸10～50 海里は県中北部 軽暖流の勢力が強勢
かは、平年並み～高い。
40 海里で極めて高いほかは平年並 な場合は、県北部海
100ｍ深：距岸10 海里内は平年並み～やや み～高い。
域および距岸10海里
高い。距岸10～50 海里は県北部50 海里で 100ｍ深：距岸10 海里内は平年並み。内は高めとなる。
やや低いほかは、平年並み～高い。
距岸10～50 海里は県北部10 海里、
県中北部40～50 海里でやや低めの
6月
ほかは、平年並み～やや高い。
表面：距岸10 海里内は、平年並み～やや高
い。距岸10～50 海里は県南部50 海里で極
めて高いほかは平年並み～高い。
100ｍ深：距岸10 海里内は平年並み。距岸
10～50 海里は県南部50 海里で極めて高い
ほかは平年並み～高い。

三陸南部 観測が実施できないため予報を断念．
（宮城県沿
岸；
宮城水セ
発表）

常磐北部
（福島県沿
岸；
福島水試
発表）

4 月中旬～下旬：親潮系冷水は県南部 50 海 親潮系冷水の勢力は弱いが、県北部 「平年並み」～「平年 7 月現在、親潮は北偏傾 3 月11 日の震災以降、
里以内の海域まで南下した。黒潮系暖水は の 50 海里以内の海域に 20℃以下の よりやや高め」で推移 向、黒潮続流は南偏傾向に 沿岸漁業は再開されて
あることから親潮、黒潮とも いないこと、沿岸定線観
する。
沖合から波及し、冷水の南端付近では顕著 冷水が波及している。
弱い海況とみられる。また、 測が定期的に実施でき
黒潮系暖水は沖合から県中から県南
な潮境が形成された。
三陸沿岸には暖水塊が分 ないことから、漁況、海
5 月：親潮系冷水は本県南部 30 海里内の海 部海域の 50 海里以内へ波及してい
布していることから、親潮系 況の特異現象は把握で
域まで弱く波及した。黒潮系暖水は勢力は る。
冷水の南下は弱く、現在の きていない。
依然強く、前月同様、県南部海域では潮境 塩屋埼定線における 50 海里以内の
海況が当面継続するとみら
100ｍ深水温は「平年よりやや高め」。
がみられた。
れる。
6 月：親潮系冷水の勢力は極めて弱く、本県
海域への目立った波及はみられなかった。
黒潮系暖水は勢力を弱め、前月まで県南部
海域にみられた潮境は解消した。
(3 月以降、海洋観測未実施のため、沿岸水
温については記載していない。)

常磐南部
～鹿島灘
（茨城県沿
岸；
茨城水試
発表）

4月：黒潮流路は月を通して本県沖を北上傾 上旬は，鹿島以北は黒潮系暖水の 概ね「平年並み」～ ①気象庁の 1986 年～ ①3 月 11 日に発生し
向で推移して、それに伴い断続的に黒潮系 影響を受けて「平年並み～高め」，犬 「高め」で推移する。 2011年の7月上旬の旬平均 た東日本大震災及びそ
暖水が波及した。強い潮目が本県と福島県と 吠埼は黒潮流路が南偏していること
海面水温を用いて、北緯 35 れに伴う大津波により沿
の間に形成された（海洋観測は東日本大震 から「低め」となった。犬吠埼沖の黒
度以北かつ東経145 度以西 海地区の水産関連施設
災の影響で中止）。
潮流路は離岸傾向で推移した。
の海域において 20℃以上 などは大きな被害を被っ
表面水温：17.8℃～23.1℃
の広さを計測したところ、 た。5 月27 日現在、被害
5月：黒潮系暖水が月を通して強く波及して、
「低い」～「極めて高い」
2011 年の 7 月上旬の広さは 総額は660億円程度と試
水温は全域かつ深層まで「高め」となった。
100ｍ深水温：9.0℃～14.2℃
正偏差で、過去26 年で 6 番 算されている。
黒潮流路は 4 月末から 5 月上旬にかけて蛇
「極めて低い」～「高い」
目に大きくなった。また、気 ②4月1日以降に本県
行が東進した。また、5 月下旬には本県沖を
象庁によれば海面の水温偏 北部の高萩市沖及び北
北上していた黒潮はやや南に南下した。
差は三陸～常磐海域にか 茨城市沖で採取したコウ
表面水温：14.5℃～20.1℃
けて著しい正偏差となって ナゴから暫定規制値を
「やや低い」～「高い」
おり，このことは，東北～常 超える放射性物質が検
100ｍ深水温：12.4℃～17.0℃
磐海域は北上暖水の勢力 出された。これを受けて
「やや低い」～「極めて高い」
が強く、沿岸域へ暖水が波 県内の漁業関係者でつ
及しやすい状況にあると考 くる県漁業関係震災対策
6月：上旬は沿岸域に黒潮系暖水の影響が
えられる。
本部は、4 月 30 日に今
②気象庁によれば、親潮 期のコウナゴ漁の操業
残り水温は「高め」となった。一方で、北部沖
合域を中心にして黒潮系暖水の影響が弱ま
の南限位置は 7 月上旬の親 を行わないことを決定し
り、北方から海水が流入したため水温は前月
潮第 1 分枝は不明瞭、親潮 た。6 月 30 日現在、コウ
に比べて大幅に降温して「平年並み」となっ
第2 分枝は北緯38 度、東経 ナゴ以外では暫定規制
た。犬吠埼沖の黒潮流路は南北離接岸変動
146 度と推測している。沿岸 値を超えた魚種は確認
がみられた。
の海況に大きな影響を与え されていない。
表面水温：16.7℃～22.6℃
る親潮第 1 分枝が南下して ③県による放射線モ
「やや低い」～「高い」
おらず、また、青森県沖合 ニタリング調査結果を受
100ｍ深水温：7.3℃～19.4℃
の北緯41度，東経144度30 けて、4 月下旬以降から
「やや低い」～「極めて高い」
分付近に暖水塊が位置して 底曳網漁業や船曳網漁
おり、沿岸方向への南下を 業が操業を開始したが、
6 月中旬から、船曳網漁
阻んでいる。
③7 月上旬に海洋観測で 業は漁獲物にコウナゴ
取得した水温を用いて自己 が混獲することから、6
回帰分析を実施した。その 月 30 日現在、県全域で
結果，9 月上旬までは概ね 操業を中止している
「平年並み～高め」で推移 ④北部海区のまき網
すると予測された。
漁業で2月～5月にかけ
④気象庁の予測モデル て、マイワシ単体（小羽
（MOVE）によれば，7 月上 ～中羽（約 12～15ｃｍ））
旬から 8 月上旬までの水温 で約２万２千トン水揚げ
は昇温傾向と予測してい された。マイワシ単体で
る。また、海洋観測の平年 このように大量に漁獲し
値と比較した結果、「平年並 たのは平成23年以来10
み～高め」で推移すると考 年ぶりである（ここ 10 年
えられた。
間は他魚種との混獲が
⑤気象庁によれば、7 月主体であった）。
～9月の本県の気温は高い確 ⑤本県の今年 6 月の
率が 40％で、夏季の気温は ヤ リ イ カ の 漁 獲量 は
高めに推移すると予測してい 42,318kg で、平成９年以
る。このことから海面付近の水降の過去 14 年間の最大
温も「高め」で推移すると考え 漁獲量が 3,259kg で、平
られる。
均漁獲量が544kgである
ことから、著しく多かっ
た。

階級区分（出現率）
極めて高い（2.5%）
高い
（7.5%）
やや高い （20%）
平年並み （40%）
やや低い （20%）
低い
（7.5%）
極めて低い（2.5%）

三陸北部
+2.4℃～
+1.6～+2.3℃
+0.7～+1.5℃
+0.6～-0.6℃
-0.7～-1.5℃
-1.6～-2.3℃
-2.4℃～

各階級の水温平年偏差の範囲
三陸中部
三陸南部
距岸10 海里内
距岸10～70 海里
+4.0℃～
+2.5～+3.9℃
+1.0～+2.4℃
+0.9～-0.9℃
-1.0～-2.4℃
-2.5～-3.9℃
-4.0℃～

+6.0℃～
4.0～+5.9℃
1.5～+3.9℃
1.4～-1.4℃
1.5～-3.9℃
4.0～-5.9℃
-6.0℃～

+2.4℃～
+1.6～+2.3℃
+0.7～+1.5℃
+0.6～-0.6℃
-0.7～-1.5℃
-1.6～-2.3℃
-2.4℃～

常磐北部
+4.0℃～
+2.5～+3.9℃
+1.0～+2.4℃
+0.9～-0.9℃
-1.0～-2.4℃
-2.5～-3.9℃
-4.0℃～

常磐南部～鹿島灘
+4.0℃～
+2.5～+3.9℃
+1.0～+2.4℃
+0.9～-0.9℃
-1.0～-2.4℃
-2.5～-3.9℃
-4.0℃～

