二管区海洋速報に見る津軽暖流の変化について
蒲池 信弘 （第二管区海上保安本部）
１ はじめに
当庁においては、1987 年までの観測データ、各
機関発表の文献などから、「津軽暖流の南下と季
節変動について」（菱田 1987）で取りまとめている
が、その後の 20 年間の二管区海洋速報（以後、海
洋速報と言う）に焦点をあて、そこから見た津軽暖
流の変化について把握してみた。
２ 二管区海洋速報について
第二管区海上保安本部では、海洋利用者への
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図 1 二管区海洋速報

情報提供及び海難時の漂流予測などに対応する
ため、当庁及び各関係機関が観測し提供して頂い

３ 津軽暖流過去 20 年間の推移

たデータ等を基に、毎月隔週の金曜日の 2 回、二

津軽暖流は、直接的には海峡両端の水位差に

管区海洋速報（図 1）を発行し、インターネット等で

よって駆動されると考えられており、冬春季には下

情報提供している。
海洋速報の概要は、海洋の概況、海流図、表面

北半島から三陸沿岸に沿った南下する流れ、夏秋

水温及び 100ｍ層水温の各水平分布図から構成さ

季には、襟裳岬南西方約 35 海里まで達して南下

れる。

すると言われている。また、潮汐表によれば、津軽
海峡の潮流は年間を通して東流が卓越して流れ

今調査では、過去 20 年（西暦 1988 年）まで遡り

ており、流速は、約 0.3～1.9kn である。

海洋速報に見る津軽暖流の張り出しの変化等に

このような見地から、過去からの海洋速報を精査

ついて紹介する。

し、津軽海峡東口より下北半島東方の海域におい
て取りまとめた。
図 2 は、海流図の津軽暖流域の想定流線を四
半期で区切って過去 20 年分を表したものである。
この図から津軽暖流の流れを見ると、季節による
東方への張り出し方が顕著な時期と、そうではない
時期が見受けられることがわかる。
この結果を踏まえて、津軽暖流の東方への張り
出しの変化を、各季節の四半期ごとに分けて模式
化し 2008 年の表面及び 100ｍ層水温水平分布図
概要

と比較したものがそれぞれ図 3-1～6-2 である。

海流図
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12 月～2 月(冬季)

3 月～5 月(春季)

1988 年～1997 年

凡例（西暦）：－88、－89、－90、－91、－92、－93、－94、
－95、－96、－97、－98、－99、－00、－01、
－02、－03、－04、－05、－06、－07

1998 年～2007 年

図３-１ 津軽暖流の張り出し（冬季）

海流図
6 月～8 月(夏季)

9 月～11 月(冬季)

図２ 四半期ごとの津軽暖流の張り出し
（1988 年～2007 年）
３-１ 12 月～2 月（冬季）の張り出し（図 3-1、3-2）
一年を通じ比較的流れが弱く、発達する親潮の
張り出しによる影響を受け、津軽暖流の張り出しは
劣勢である。
東方への張り出し位置は過去 20 年間で最大は

表面水温水平分布図

東経 142 度 30 分までであるが、平均すると東経

100m 層水温水平分布図

図３-２ 海流図、表面及び

142 度付近で推移している。

100ｍ層水温水平分布図（2008 年第 3 号）

沿岸部の流れは、尻屋埼から六ヶ所、八戸、久
慈に至る沿岸を南下する傾向が見受けられるが、

３-２ 3 月～5 月（春季）の張り出し（図 4-1、4-2）

本来の流れが弱いため 1988 年からの 10 年間をみ

12 月～2 月（冬季）の張り出し方と似ており、特

ると黒崎沖の北緯 40 度付近までと弱め（約 0.2kn）

に大きな変化は見ることができない。

の傾向であった。また、2008 年の表面水温水平分

東方への張り出し位置は 1988 年～2007 年で最

布図から、親潮系冷水が釜石付近まで南下してい

大東経 142 度 20 分であり、平均すると東経 142 度

る傾向が見受けられることから、最大で北緯 39 度

近辺で推移している。また、表面及び 100ｍ層水

付近までの南下が見られた。

温水平分布図から親潮の張り出しが若干弱まって
いる傾向が見受けられるが、依然として本来の流
れが弱いため張り出しは劣勢である。

11

全体的な流れは尻屋埼から六ヶ所、八戸、久慈

で暖水の影響を大きく受けている。また、100ｍ層

に至る沿岸を南下しているが、冬季ほど南下して

水温水平分布図による親潮系冷水の勢力も弱いこ

おらず最大でもトドヶ埼沖の北緯 39 度 30 分付近ま

とから、冬季及び春季とは対照的にその張り出し

でとなっている。

方が大きく変化している。
1988 年から 1997 年までを見ると、最大は東経
143 度 20 分まで張り出しており、平均して 142 度
20 分付近で反流後は六ヶ所付近から南下の傾向
である。
1998 年から 2007 年までを見ると、最大でも東経
143 度の張り出しであるが、過去 10 年間と比較して
も平均して東経 142 度 50 分付近で反流しており、
八戸付近から南下する傾向が多く見受けられた。

1988 年～1997 年

1998 年～2007 年

図４-１ 津軽暖流の張り出し（春季）

1988 年～1997 年

1998 年～2007 年

図５-１ 津軽暖流の張り出し（夏季）
海流図

海流図
表面水温水平分布図

100m 層水温水平分布図

図４-２ 海流図、表面及び
100ｍ層水温水平分布図（2008 年第 8 号）
３-３ 6 月～8 月（夏季）の張り出し（図 5-1、5-2）
表面水温分布図から津軽海峡からの流入する
暖水が襟裳岬沖まで広範囲に広がっていると思わ
れ、尻屋埼から六ヶ所、八戸、久慈に至る沖合ま
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表面水温水平分布図

100m 層水温水平分布図

海流図

図５-２ 海流図、表面及び
100ｍ層水温水平分布図（2008 年第 14 号）
３-４ 9 月～11 月（秋季）の張り出し（図 6-1、6-2）
6 月～8 月（夏季）に比べて、さらに親潮系冷水
の勢力が弱まり南限位置も北上することから、全体
的に東方への張り出しもより優勢となり、襟裳岬沖
から反流し尻屋埼から八戸の沖合 30 海里付近に
おいて尻屋埼方に北上する流れと、釜石付近まで

表面水温水平分布図

100m 層水温水平分布図

図６-２ 海流図、表面及び

南下する流れの傾向が見受けられた。

100ｍ層水温水平分布図（2008 年第 21 号）

その尻屋埼に北上する流速は弱く、多くは八戸
沖合から釜石付近まで南下する流れであり、流速

４ まとめ

は強いと思われる。
東方への張り出し位置については、1988 年から

1988 年から 2007 年の 20 年間に及ぶ海洋速報

2007 年までの変化を見ても、東経 143 度 30 分から

から季節による津軽暖流の変化を把握することが

最大で東経 143 度 20 分付近で反流しており、夏季

できた。今後は、当庁及び各関係機関からの最新

よりさらに東方へ張り出していることがわかる。

の観測データを収集し、海洋速報に反映させ、ユ
ーザーの需要に即した情報提供を実施していきた

秋季が一年を通じ張り出しの勢力が一番顕著な

いと考える。

時期であり、次第に収束へ向かい尻屋埼から八戸
沖沿岸部に沿った流れへと変化していくと推測さ
れる。

1988 年～1997 年

1998 年～2007 年

図６-１ 津軽暖流の張り出し（秋季）
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