
秋田県沖合域秋田県沖合域秋田県沖合域秋田県沖合域のののの水温状況水温状況水温状況水温状況
（（（（平成平成平成平成26262626年年年年4444月月月月））））

表 層（２ページ） おおむね「平年並み」〜 「やや高い」水温です。

500m層（３ページ） おおむね「平年並み」です。

100m層（４ページ） おおむね「平年並み」です。

200m層（５ページ） おおむね「平年並み」です。

300m層（６ページ） おおむね「平年並み」です。

漁業調査指導船「千秋丸」により4月2〜3日に行った観測によると、水温の状況は次のよ

うになっています。

1

図１ 調査船千秋丸による観測定点（St. 1〜13）

St. 1St. 2St. 3St. 4St. 5St. 6

St. 7

St. 9

St. 10

St. 11

St. 12

St. 13

St. 8

表１ 水温の評価方法

評価 偏差*

はなはだ高い ＋200以上 （ 出現確率：約20年以上に1回 ）

かなり高い ＋131～200 （ 出現確率：約10年に1回 ）

やや高い ＋ 61～131 （ 出現確率：約4年に1回 ）

平年並み ± 60以内 （ 出現確率：約2年に1回 ）

やや低い − 61～131 （ 出現確率：約4年に1回 ）

かなり低い −131～200 （ 出現確率：約10年に1回 ）

はなはだ低い −200以下 （ 出現確率：約20年以上に1回 ）

＊偏差＝（今月の観測値－平年値）／標準偏差×100
平年値：1971～2000年までの平均値



---- 9.39 .39 .39 .3 9 .89 .89 .89 .8 10.510.510.510.5 9 .39 .39 .39 .3 8 .88 .88 .88 .8

----

9.59 .59 .59 .5

9 .99 .99 .99 .9

9 .69 .69 .69 .6

9 .89 .89 .89 .8

9 .69 .69 .69 .6

10.110.110.110.1

はなはだ高い

かなり高い

やや高い

平年並み

やや低い

かなり低い

はなはだ低い

図2 表層の水温分布

＜表層＞

2

図3 表層における水温の評価と観測値（℃）



図4 水深50m層の水温分布

図5 水深50m層における水温の評価と観測値（℃）

＜50m層＞

3

---- 7.87 .87 .87 .8 7 .97 .97 .97 .9 9 .09 .09 .09 .0 8 .98 .98 .98 .9 9 .09 .09 .09 .0

----

8.98 .98 .98 .9

8 .98 .98 .98 .9

8 .98 .98 .98 .9

8 .98 .98 .98 .9

9 .09 .09 .09 .0

9 .19 .19 .19 .1

はなはだ高い

かなり高い

やや高い

平年並み

やや低い

かなり低い

はなはだ低い



図7 水深100m層における水温の評価と観測値（℃）

図6 水深100m層の水温分布

＜100m層＞

4

---- 4.64 .64 .64 .6 5 .85 .85 .85 .8 7 .47 .47 .47 .4 8 .78 .78 .78 .7 8 .98 .98 .98 .9

----

8.88 .88 .88 .8

8 .88 .88 .88 .8

8 .78 .78 .78 .7

8 .88 .88 .88 .8

9 .09 .09 .09 .0

8 .88 .88 .88 .8

はなはだ高い

かなり高い

やや高い

平年並み

やや低い

かなり低い

はなはだ低い



図9 水深200m層における水温の評価と観測値（℃）

図8 水深200m層の水温分布

＜200m層＞

5

---- 1.81 .81 .81 .8 1 .81 .81 .81 .8 2 .32 .32 .32 .3 3 .93 .93 .93 .9 7 .07 .07 .07 .0

----

3.93 .93 .93 .9

----

4.54 .54 .54 .5

5 .65 .65 .65 .6

5 .85 .85 .85 .8

7 .57 .57 .57 .5

はなはだ高い

かなり高い

やや高い

平年並み

やや低い

かなり低い

はなはだ低い



図10 水深300m層における水温の評価と観測値（℃）

図9 水深300m層の水温分布

＜300m層＞

6

---- 0.90 .90 .90 .9 1 .01 .01 .01 .0 1 .21 .21 .21 .2 1 .31 .31 .31 .3 1 .81 .81 .81 .8

----

1.51 .51 .51 .5

----

1.51 .51 .51 .5

1 .61 .61 .61 .6

1 .61 .61 .61 .6

2 .12 .12 .12 .1

はなはだ高い

かなり高い

やや高い

平年並み

やや低い

かなり低い

はなはだ低い



秋田県沖合域秋田県沖合域秋田県沖合域秋田県沖合域のののの水温状況水温状況水温状況水温状況
（（（（平成平成平成平成26262626年年年年5555月月月月））））

表 層（２ページ） おおむね「やや高い」～「はなはだ高い」水温です。

500m層（３ページ） おおむね「やや低い」～「平年並み」です。

100m層（４ページ） おおむね「平年並み」～「やや高い」です。

200m層（５ページ） おおむね「平年並み」～「やや高い」です。

300m層（６ページ） おおむね「平年並み」です。

漁業調査指導船「千秋丸」により4月30〜5月1日に行った観測によると、水温の状況は

次のようになっています。

1

図１ 調査船千秋丸による観測定点（St. 1〜13）

St. 1St. 2St. 3St. 4St. 5St. 6

St. 7

St. 9

St. 10

St. 11

St. 12

St. 13

St. 8

表１ 水温の評価方法

評価 偏差*

はなはだ高い ＋200以上 （ 出現確率：約20年以上に1回 ）

かなり高い ＋131～200 （ 出現確率：約10年に1回 ）

やや高い ＋ 61～131 （ 出現確率：約4年に1回 ）

平年並み ± 60以内 （ 出現確率：約2年に1回 ）

やや低い − 61～131 （ 出現確率：約4年に1回 ）

かなり低い −131～200 （ 出現確率：約10年に1回 ）

はなはだ低い −200以下 （ 出現確率：約20年以上に1回 ）

＊偏差＝（今月の観測値－平年値）／標準偏差×100
平年値：1971～2000年までの平均値



欠測 13.313.313.313.3 13.313.313.313.3 12.812.812.812.8 12.212.212.212.2 12.412.412.412.4

欠測

13.313.313.313.3

13.313.313.313.3

13.113.113.113.1

14.214.214.214.2

14.214.214.214.2

12.412.412.412.4

はなはだ高い

かなり高い

やや高い

平年並み

やや低い

かなり低い

はなはだ低い

図2 表層の水温分布

＜表層＞

2

図3 表層における水温の評価と観測値（℃）



図4 水深50m層の水温分布

図5 水深50m層における水温の評価と観測値（℃）

＜50m層＞

3

欠測 8.88 .88 .88 .8 9 .19 .19 .19 .1 9 .49 .49 .49 .4 9 .09 .09 .09 .0 9 .59 .59 .59 .5

欠測

9.99 .99 .99 .9

9 .19 .19 .19 .1

9 .39 .39 .39 .3

9 .39 .39 .39 .3

9 .39 .39 .39 .3

9 .39 .39 .39 .3

はなはだ高い

かなり高い

やや高い

平年並み

やや低い

かなり低い

はなはだ低い



図7 水深100m層における水温の評価と観測値（℃）

図6 水深100m層の水温分布

＜100m層＞

4

欠測 7.07 .07 .07 .0 7 .27 .27 .27 .2 7 .57 .57 .57 .5 8 .88 .88 .88 .8 8 .88 .88 .88 .8

欠測

9.29 .29 .29 .2

9 .69 .69 .69 .6

9 .29 .29 .29 .2

9 .19 .19 .19 .1

9 .09 .09 .09 .0

8 .88 .88 .88 .8

はなはだ高い

かなり高い

やや高い

平年並み

やや低い

かなり低い

はなはだ低い



図9 水深200m層における水温の評価と観測値（℃）

図8 水深200m層の水温分布

＜200m層＞

5

欠測 2.52 .52 .52 .5 2 .62 .62 .62 .6 2 .62 .62 .62 .6 5 .85 .85 .85 .8 7 .77 .77 .77 .7

欠測

6.46 .46 .46 .4

6 .86 .86 .86 .8

5 .75 .75 .75 .7

6 .56 .56 .56 .5

6 .46 .46 .46 .4

7 .97 .97 .97 .9

はなはだ高い

かなり高い

やや高い

平年並み

やや低い

かなり低い

はなはだ低い



図10 水深300m層における水温の評価と観測値（℃）

図9 水深300m層の水温分布

＜300m層＞

6

欠測 1.11 .11 .11 .1 1 .11 .11 .11 .1 1 .31 .31 .31 .3 1 .91 .91 .91 .9 2 .32 .32 .32 .3

欠測

1.91 .91 .91 .9

1 .81 .81 .81 .8

2 .02 .02 .02 .0

1 .81 .81 .81 .8

3 .13 .13 .13 .1

はなはだ高い

かなり高い

やや高い

平年並み

やや低い

かなり低い

はなはだ低い



秋田県沖合域秋田県沖合域秋田県沖合域秋田県沖合域のののの水温状況水温状況水温状況水温状況
（（（（平成平成平成平成26262626年年年年6666月月月月））））

表 層（２ページ） おおむね「かなり高い」～「はなはだ高い」水温です。

500m層（３ページ） おおむね「平年並み」～「かなり高い」水温です。

100m層（４ページ） おおむね「やや低い」～「かなり高い」水温です。

200m層（５ページ） おおむね「かなり低い」～「やや高い」水温です。

300m層（６ページ） おおむね「平年並み」です。

漁業調査指導船「千秋丸」により6月2〜3日に行った観測によると、水温の状況は次のよ
うになっています。

1

図１ 調査船千秋丸による観測定点（St. 1〜13）

St. 1St. 2St. 3St. 4St. 5St. 6

St. 7

St. 9

St. 10

St. 11

St. 12

St. 13

St. 8

表１ 水温の評価方法

評価 偏差*

はなはだ高い ＋200以上 （ 出現確率：約20年以上に1回 ）

かなり高い ＋131～200 （ 出現確率：約10年に1回 ）

やや高い ＋ 61～131 （ 出現確率：約4年に1回 ）

平年並み ± 60以内 （ 出現確率：約2年に1回 ）

やや低い − 61～131 （ 出現確率：約4年に1回 ）

かなり低い −131～200 （ 出現確率：約10年に1回 ）

はなはだ低い −200以下 （ 出現確率：約20年以上に1回 ）

＊偏差＝（今月の観測値－平年値）／標準偏差×100
平年値：1971～2000年までの平均値



欠測 17.317.317.317.3 18.618.618.618.6 18.818.818.818.8 17.917.917.917.9 19.619.619.619.6

欠測

18.118.118.118.1

17.417.417.417.4

17.617.617.617.6

19.619.619.619.6

20.920.920.920.9

20.020.020.020.0

はなはだ高い

かなり高い

やや高い

平年並み

やや低い

かなり低い

はなはだ低い

図2 表層の水温分布

＜表層＞

2

図3 表層における水温の評価と観測値（℃）



図4 水深50m層の水温分布

図5 水深50m層における水温の評価と観測値（℃）

＜50m層＞

3

欠測 6.96.96.96.9 10.510.510.510.5 10.710.710.710.7 10.310.310.310.3 12.712.712.712.7

欠測

10.710.710.710.7

12.512.512.512.5

13.113.113.113.1

13.613.613.613.6

11.311.311.311.3

12.212.212.212.2

はなはだ高い

かなり高い

やや高い

平年並み

やや低い

かなり低い

はなはだ低い



図7 水深100m層における水温の評価と観測値（℃）

図6 水深100m層の水温分布

＜100m層＞

4

欠測 3.13.13.13.1 8.58.58.58.5 9.99.99.99.9 9.19.19.19.1 10.410.410.410.4

欠測

7.77.77.77.7

8.28.28.28.2

11.311.311.311.3

11.111.111.111.1

10.110.110.110.1

9.39.39.39.3

はなはだ高い

かなり高い

やや高い

平年並み

やや低い

かなり低い

はなはだ低い



図9 水深200m層における水温の評価と観測値（℃）

図8 水深200m層の水温分布

＜200m層＞

5

欠測 1.41.41.41.4 3.43.43.43.4 6.56.56.56.5 6.96.96.96.9 8.48.48.48.4

欠測

2.42.42.42.4

2.42.42.42.4

5.15.15.15.1

7.37.37.37.3

8.28.28.28.2

6.16.16.16.1

はなはだ高い

かなり高い

やや高い

平年並み

やや低い

かなり低い

はなはだ低い



図10 水深300m層における水温の評価と観測値（℃）

図9 水深300m層の水温分布

＜300m層＞

6

欠測 0.90.90.90.9 1.21.21.21.2 2.12.12.12.1 1.81.81.81.8 2.02.02.02.0

欠測

1.11.11.11.1

1.91.91.91.9

2.02.02.02.0

1.81.81.81.8

1.81.81.81.8

はなはだ高い

かなり高い

やや高い

平年並み

やや低い

かなり低い

はなはだ低い



秋田県沖合域秋田県沖合域秋田県沖合域秋田県沖合域のののの水温状況水温状況水温状況水温状況
（（（（平成平成平成平成26262626年年年年9999月月月月））））

表 層（２ページ） おおむね「平年並み」～「やや高い」水温です。

500m層（３ページ） おおむね「やや低い」～「やや高い」水温です。

100m層（４ページ） おおむね「やや低い」～「やや高い」水温です。

200m層（５ページ） おおむね「平年並み」ですが、St.7および8で「やや低い」や、

男鹿半島西沖（St.3 ）で「はなはだ高い」水温です。

300m層（６ページ） おおむね「平年並み」です。

漁業調査指導船「千秋丸」により8月27〜28日に行った観測によると、水温の状況は次
のようになっています。

1

図１ 調査船千秋丸による観測定点（St. 1〜13）

St. 1St. 2St. 3St. 4St. 5St. 6

St. 7

St. 9

St. 10

St. 11

St. 12

St. 13

St. 8

表１ 水温の評価方法

評価 偏差*

はなはだ高い ＋200以上 （ 出現確率：約20年以上に1回 ）

かなり高い ＋131～200 （ 出現確率：約10年に1回 ）

やや高い ＋ 61～131 （ 出現確率：約4年に1回 ）

平年並み ± 60以内 （ 出現確率：約2年に1回 ）

やや低い − 61～131 （ 出現確率：約4年に1回 ）

かなり低い −131～200 （ 出現確率：約10年に1回 ）

はなはだ低い −200以下 （ 出現確率：約20年以上に1回 ）

＊偏差＝（今月の観測値－平年値）／標準偏差×100
平年値：1971～2000年までの平均値



24.124.124.124.1 24.724.724.724.7 25.625.625.625.6 24.924.924.924.9 25.125.125.125.1 25.925.925.925.9

24.324.324.324.3

24.624.624.624.6

25.425.425.425.4

24.524.524.524.5

24.624.624.624.6

25.325.325.325.3

26.126.126.126.1

はなはだ高い

かなり高い

やや高い

平年並み

やや低い

かなり低い

はなはだ低い

図2 表層の水温分布

＜表層＞

2

図3 表層における水温の評価と観測値（℃）



図4 水深50m層の水温分布

図5 水深50m層における水温の評価と観測値（℃）

＜50m層＞

3

7.57.57.57.5 13.813.813.813.8 16.216.216.216.2 16.416.416.416.4 17.017.017.017.0 19.519.519.519.5

9.19.19.19.1

15.115.115.115.1

18.418.418.418.4

17.717.717.717.7

17.817.817.817.8

18.718.718.718.7

17.717.717.717.7

はなはだ高い

かなり高い

やや高い

平年並み

やや低い

かなり低い

はなはだ低い



図7 水深100m層における水温の評価と観測値（℃）

図6 水深100m層の水温分布

＜100m層＞

4

2.52.52.52.5 6.76.76.76.7 11.711.711.711.7 13.413.413.413.4 13.913.913.913.9 15.415.415.415.4

4.44.44.44.4

8.18.18.18.1

13.613.613.613.6

14.214.214.214.2

14.314.314.314.3

14.914.914.914.9

14.014.014.014.0

はなはだ高い

かなり高い

やや高い

平年並み

やや低い

かなり低い

はなはだ低い



図9 水深200m層における水温の評価と観測値（℃）

図8 水深200m層の水温分布

＜200m層＞

5

1.31.31.31.3 1.61.61.61.6 3.83.83.83.8 9.69.69.69.6 9.59.59.59.5 7.77.77.77.7

1.41.41.41.4

2.52.52.52.5

6.76.76.76.7

7.27.27.27.2

6.36.36.36.3

6.96.96.96.9

8.48.48.48.4

はなはだ高い

かなり高い

やや高い

平年並み

やや低い

かなり低い

はなはだ低い



図10 水深300m層における水温の評価と観測値（℃）

図9 水深300m層の水温分布

＜300m層＞

6

0.90.90.90.9 1.01.01.01.0 1.51.51.51.5 2.02.02.02.0 2.42.42.42.4 1.71.71.71.7

0.90.90.90.9

1.31.31.31.3

1.61.61.61.6

1.51.51.51.5

1.51.51.51.5

1.91.91.91.9

はなはだ高い

かなり高い

やや高い

平年並み

やや低い

かなり低い

はなはだ低い



St. 1St. 2St. 3St. 4St. 5St. 6

St. 7

St. 9

St. 10

St. 11

St. 12

St. 13

St. 8

秋田県沖合域秋田県沖合域秋田県沖合域秋田県沖合域のののの水温状況水温状況水温状況水温状況
（（（（平成平成平成平成26262626年年年年10101010月月月月））））

表 層（２ページ） おおむね「平年並み」～「やや高い」水温です。

500m層（３ページ） おおむね「平年並み」ですが、St.8で「かなり低い」水温です。

100m層（４ページ） おおむね「平年並み」～「やや高い」ですが、 50m層と同様

St.8で「かなり低い」水温です。

200m層（５ページ） おおむね「やや低い」～平年並み」ですが、St.6で「かなり高い」

水温や、St.8で「かなり低い」水温です。

300m層（６ページ） おおむね「平年並み」～「やや高い」水温です。

漁業調査指導船「千秋丸」により10月1〜2日に行った観測によると、水温の状況は次の
ようになっています。

1

図１ 調査船千秋丸による観測定点（St. 1〜13）

表１ 水温の評価方法

評価 偏差*

はなはだ高い ＋200以上 （ 出現確率：約20年以上に1回 ）

かなり高い ＋131～200 （ 出現確率：約10年に1回 ）

やや高い ＋ 61～131 （ 出現確率：約4年に1回 ）

平年並み ± 60以内 （ 出現確率：約2年に1回 ）

やや低い − 61～131 （ 出現確率：約4年に1回 ）

かなり低い −131～200 （ 出現確率：約10年に1回 ）

はなはだ低い −200以下 （ 出現確率：約20年以上に1回 ）

＊偏差＝（今月の観測値－平年値）／標準偏差×100
平年値：1971～2000年までの平均値



20.820.820.820.8 21.421.421.421.4 21.721.721.721.7 22.122.122.122.1 22.622.622.622.6 22.722.722.722.7

21.521.521.521.5

20.820.820.820.8

21.821.821.821.8

23.323.323.323.3

22.622.622.622.6

22.922.922.922.9

23.023.023.023.0

はなはだ高い

かなり高い

やや高い

平年並み

やや低い

かなり低い

はなはだ低い

図2 表層の水温分布

＜表層＞

2

図3 表層における水温の評価と観測値（℃）



図4 水深50m層の水温分布

図5 水深50m層における水温の評価と観測値（℃）

＜50m層＞

3

13.713.713.713.7 15.315.315.315.3 16.816.816.816.8 17.217.217.217.2 18.518.518.518.5 20.220.220.220.2

15.415.415.415.4

12.012.012.012.0

18.118.118.118.1

18.918.918.918.9

19.319.319.319.3

21.321.321.321.3

19.019.019.019.0

はなはだ高い

かなり高い

やや高い

平年並み

やや低い

かなり低い

はなはだ低い



図7 水深100m層における水温の評価と観測値（℃）

図6 水深100m層の水温分布

＜100m層＞

4

7.97.97.97.9 8.48.48.48.4 9.89.89.89.8 11.511.511.511.5 15.015.015.015.0 15.315.315.315.3

8.68.68.68.6

6.36.36.36.3

10.910.910.910.9

14.914.914.914.9

15.515.515.515.5

15.015.015.015.0

14.014.014.014.0

はなはだ高い

かなり高い

やや高い

平年並み

やや低い

かなり低い

はなはだ低い



図9 水深200m層における水温の評価と観測値（℃）

図8 水深200m層の水温分布

＜200m層＞

5

4.34.34.34.3 2.02.02.02.0 2.02.02.02.0 2.82.82.82.8 5.75.75.75.7 4.64.64.64.6

3.13.13.13.1

1.61.61.61.6

2.62.62.62.6

3.93.93.93.9

4.74.74.74.7

5.25.25.25.2

4.44.44.44.4

はなはだ高い

かなり高い

やや高い

平年並み

やや低い

かなり低い

はなはだ低い



図10 水深300m層における水温の評価と観測値（℃）

図9 水深300m層の水温分布

＜300m層＞

6

1.41.41.41.4 1.21.21.21.2 1.11.11.11.1 1.21.21.21.2 1.61.61.61.6 1.31.31.31.3

1.41.41.41.4

1.01.01.01.0

1.41.41.41.4

1.41.41.41.4

1.51.51.51.5

1.41.41.41.4

はなはだ高い

かなり高い

やや高い

平年並み

やや低い

かなり低い

はなはだ低い



St. 1St. 2St. 3St. 4St. 5St. 6

St. 7

St. 9

St. 10

St. 11

St. 12

St. 13

St. 8

秋田県沖合域秋田県沖合域秋田県沖合域秋田県沖合域のののの水温状況水温状況水温状況水温状況
（（（（平成平成平成平成26262626年年年年11111111月月月月））））

表 層（２ページ） おおむね「平年並み」～「やや高い」水温です。

500m層（３ページ） おおむね「やや低い」～「やや高い」水温です。

100m層（４ページ） おおむね「かなり低い」～「やや高い」水温です。

200m層（５ページ） おおむね「かなり低い」～「平年並み」水温です。

300m層（６ページ） 「平年並み」の水温です。

漁業調査指導船「千秋丸」により10月30〜31日に行った観測によると、水温の状況は次
のようになっています。

1

図１ 調査船千秋丸による観測定点（St. 1〜13）

表１ 水温の評価方法

評価 偏差*

はなはだ高い ＋200以上 （ 出現確率：約20年以上に1回 ）

かなり高い ＋131～200 （ 出現確率：約10年に1回 ）

やや高い ＋ 61～131 （ 出現確率：約4年に1回 ）

平年並み ± 60以内 （ 出現確率：約2年に1回 ）

やや低い − 61～131 （ 出現確率：約4年に1回 ）

かなり低い −131～200 （ 出現確率：約10年に1回 ）

はなはだ低い −200以下 （ 出現確率：約20年以上に1回 ）

＊偏差＝（今月の観測値－平年値）／標準偏差×100
平年値：1971～2000年までの平均値



18.018.018.018.0 18.318.318.318.3 18.618.618.618.6 18.318.318.318.3 18.518.518.518.5 18.418.418.418.4

17.517.517.517.5

18.318.318.318.3

17.817.817.817.8

18.118.118.118.1

18.918.918.918.9

18.618.618.618.6

18.618.618.618.6

はなはだ高い

かなり高い

やや高い

平年並み

やや低い

かなり低い

はなはだ低い

図2 表層の水温分布

＜表層＞

2

図3 表層における水温の評価と観測値（℃）



図4 水深50m層の水温分布

図5 水深50m層における水温の評価と観測値（℃）

＜50m層＞

3

17.517.517.517.5 18.318.318.318.3 17.617.617.617.6 17.917.917.917.9 18.218.218.218.2 18.218.218.218.2

11.411.411.411.4

16.416.416.416.4

16.016.016.016.0

18.318.318.318.3

19.319.319.319.3

18.418.418.418.4

16.816.816.816.8

はなはだ高い

かなり高い

やや高い

平年並み

やや低い

かなり低い

はなはだ低い



図7 水深100m層における水温の評価と観測値（℃）

図6 水深100m層の水温分布

＜100m層＞

4

9.59.59.59.5 10.510.510.510.5 11.411.411.411.4 13.413.413.413.4 13.913.913.913.9 15.015.015.015.0

4.94.94.94.9

8.78.78.78.7

9.79.79.79.7

15.315.315.315.3

15.815.815.815.8

13.713.713.713.7

11.811.811.811.8

はなはだ高い

かなり高い

やや高い

平年並み

やや低い

かなり低い

はなはだ低い



図9 水深200m層における水温の評価と観測値（℃）

図8 水深200m層の水温分布

＜200m層＞

5

2.52.52.52.5 3.13.13.13.1 3.83.83.83.8 3.73.73.73.7 3.53.53.53.5 5,55,55,55,5

1.71.71.71.7

2.02.02.02.0

2.12.12.12.1

5.15.15.15.1

4.74.74.74.7

4.74.74.74.7

3.33.33.33.3

はなはだ高い

かなり高い

やや高い

平年並み

やや低い

かなり低い

はなはだ低い



図10 水深300m層における水温の評価と観測値（℃）

図9 水深300m層の水温分布

＜300m層＞

6

1.21.21.21.2 1.21.21.21.2 1.41.41.41.4 1.21.21.21.2 1.31.31.31.3 1.51.51.51.5

1.01.01.01.0

1.01.01.01.0

1.41.41.41.4

1.41.41.41.4

1.51.51.51.5

1.21.21.21.2

はなはだ高い

かなり高い

やや高い

平年並み

やや低い

かなり低い

はなはだ低い



St. 1St. 2St. 3St. 4St. 5St. 6

St. 7

St. 9

St. 10

St. 11

St. 12

St. 13

St. 8

秋田県沖合域秋田県沖合域秋田県沖合域秋田県沖合域のののの水温状況水温状況水温状況水温状況
（（（（平成平成平成平成27272727年年年年2222月月月月））））

漁業調査指導船「千秋丸」により1月30日に行った観測によると、水温の状況は次のよう
になっています。

今月はＳｔ．１および13のみの実施です。

1

図１ 調査船千秋丸による観測定点（St. 1〜13）

図２ 図1における調査ラインの鉛直水温分布図

鉛直水温鉛直水温鉛直水温鉛直水温
分布図分布図分布図分布図

作成作成作成作成ラインラインラインライン



St. 1St. 2St. 3St. 4St. 5St. 6

St. 7

St. 9

St. 10

St. 11

St. 12

St. 13

St. 8

秋田県沖合域秋田県沖合域秋田県沖合域秋田県沖合域のののの水温状況水温状況水温状況水温状況
（（（（平成平成平成平成27272727年年年年3333月月月月））））

表 層（２ページ） おおむね「かなり低い」～「かなり高い」水温です。

500m層（３ページ） おおむね「かなり低い」～「やや高い」水温です。

100m層（４ページ） おおむね「かなり低い」～「やや高い」水温です。

200m層（５ページ） おおむね「やや低い」～「かなり高い」水温です。

300m層（６ページ） おおむね「平年並み」～「はなはだ高い」水温です。

漁業調査指導船「千秋丸」により3月16〜17日に行った観測によると、水温の状況は次
のようになっています。

1

図１ 調査船千秋丸による観測定点（St. 1〜13）

表１ 水温の評価方法

評価 偏差*

はなはだ高い ＋200以上 （ 出現確率：約20年以上に1回 ）

かなり高い ＋130以上200未満 （ 出現確率：約10年に1回 ）

やや高い ＋160以上130未満 （ 出現確率：約4年に1回 ）

平年並み ±160未満 （ 出現確率：約2年に1回 ）

やや低い −160以上130未満 （ 出現確率：約4年に1回 ）

かなり低い −130以上200未満 （ 出現確率：約10年に1回 ）

はなはだ低い −200以下 （ 出現確率：約20年以上に1回 ）

＊偏差＝（今月の観測値－平年値）／標準偏差×100
平年値：1971～2000年までの平均値



6.36.36.36.3 8.78.78.78.7 5.25.25.25.2 7.37.37.37.3 10.010.010.010.0 9.09.09.09.0

8.88.88.88.8

7.47.47.47.4

9.69.69.69.6

9.59.59.59.5

9.99.99.99.9

10.210.210.210.2

10.610.610.610.6

はなはだ高い

かなり高い

やや高い

平年並み

やや低い

かなり低い

はなはだ低い

図2 表層の水温分布

＜表層＞

2

図3 表層における水温の評価と観測値（℃）



図4 水深50m層の水温分布

図5 水深50m層における水温の評価と観測値（℃）

＜50m層＞

3

4.24.24.24.2 6.16.16.16.1 3.93.93.93.9 5.25.25.25.2 8.58.58.58.5 9.59.59.59.5

8.28.28.28.2

6.26.26.26.2

9.89.89.89.8

8.88.88.88.8

9.89.89.89.8

9.79.79.79.7

9.89.89.89.8

はなはだ高い

かなり高い

やや高い

平年並み

やや低い

かなり低い

はなはだ低い



図7 水深100m層における水温の評価と観測値（℃）

図6 水深100m層の水温分布

＜100m層＞

4

2.42.42.42.4 4.64.64.64.6 1.91.91.91.9 3.93.93.93.9 8.38.38.38.3 9.49.49.49.4

8.28.28.28.2

4.94.94.94.9

9.89.89.89.8

8.18.18.18.1

9.69.69.69.6

9.69.69.69.6

9.69.69.69.6

はなはだ高い

かなり高い

やや高い

平年並み

やや低い

かなり低い

はなはだ低い



図9 水深200m層における水温の評価と観測値（℃）

図8 水深200m層の水温分布

＜200m層＞

5

1.21.21.21.2 1.81.81.81.8 1.01.01.01.0 1.41.41.41.4 3.63.63.63.6 8.38.38.38.3

3.73.73.73.7

2.82.82.82.8

7.77.77.77.7

3.63.63.63.6

8.58.58.58.5

9.19.19.19.1

6.66.66.66.6

はなはだ高い

かなり高い

やや高い

平年並み

やや低い

かなり低い

はなはだ低い



図11 水深300m層における水温の評価と観測値（℃）

図10 水深300m層の水温分布

＜300m層＞

6

0.90.90.90.9 1.01.01.01.0 0.80.80.80.8 0.90.90.90.9 1.41.41.41.4 2.52.52.52.5

2.12.12.12.1

1.31.31.31.3

1.51.51.51.5

3.93.93.93.9

2.12.12.12.1

3.23.23.23.2

はなはだ高い

かなり高い

やや高い

平年並み

やや低い

かなり低い

はなはだ低い


