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１．はじめに

大値となり、3 月初めに約 7 度の極小値をとる

2014 年春季に津軽海峡下北半島側で 30 年ぶ

季節変動を示している。2010 年にむつ湾で異常

りに約 1 月に渡って冷水が観測され、魚介類へ

高温による漁業被害が出たときには 25 度以上

の影響が報じられた。過去に数年程度の間隔で

の水温が 9 月以降に観測されている。2014 年 2

春先に三陸・常磐海域の水温が例年と比べ著し

月下旬から 3 月下旬にかけては例年の極小値を

く低温化する現象は 1984 年までかなりの頻度

さらに約 4 度下回る冷水が観測されている。こ

で観測されたため漁業への影響の観点から社会

の異常な冷水は 4 回の極小値を持ちながら約 1

的に高い関心をもたられ、多くの調査が行われ

月間続き、3 月末に例年とほぼ同じ傾向に戻っ

てきた（奥田・武藤、1986）
。しかし、異常冷水

ている。

の発生に関わる複雑な気象・海洋変動の仕組み
についてまだ十分な理解に達していない。
海洋研究開発機構むつ研究所では 2002 年か
ら下北半島津軽海峡側にある関根浜港で水温の
測定を、また、2010 年からは北海道大学水産科
学院との連携協定のもとで津軽海峡東口付近を
中心に津軽海峡域の環境変動を捉える海洋観測
を実施している。これらの観測から 2014 年 2-3

図 1．下北半島津軽海峡側に位置する関根浜港

月にかけて下北半島沿岸域に冷水が広がった時

外で 2002 年からの観測よって得た表面水温の

の津軽海峡の海洋構造についていくつかの知見

季節変動

を得たので報告する。
2014 年 2 月末に北海道大学水産学部練習船
２．2014 年 2-3 月の津軽海峡の海況

「うしお丸」を用いて尻屋―恵山岬間（図 2）

津軽海峡は中央付近に 200m 以深のくぼ地を

で海洋観測を実施した。その結果を結果を図 3

持つ。このくぼ地は尻屋崎から延びる尻屋開脚

に 2010 年、2012 年の 2 月とともに示す。2010

と恵山岬の間を抜け太平洋の大陸斜面に繋がっ

年、2012 年は尻屋岬側に比較的高温で塩分の高

ている。例年、津軽暖流はこのくぼ地に沿うよ

い津軽暖流（水温 8～9℃、塩分 33.8～34）が表

うに海峡の下北半島側を日本海から太平洋へ流

層から底層まで確認される。一方、恵山側表層

出し、津軽海峡東方へ暖水を輸送する。一方、

に低温・低塩（水温 3℃以下、塩分 33 以下）の

冬季に津軽海峡東口の北側には親潮系の水塊が

沿岸親潮が見られる。しかし、2014 年は表層低

観測される。

温・低塩の沿岸親潮は恵山側から尻屋岬側まで

下北半島津軽海峡側に位置する関根浜港外で

広がり、表面付近では津軽暖流系の水塊が見ら

2002 年から表面水温を観測している（図１）
。

れなかった。2014 年の尻屋岬側の 100m 以深は

関根浜港外の表面水温は 8 月末に 25 度付近の極

2010 年、2012 年と異なり、比較的高塩であるが

3

例年と比べて低温（水温 3-4℃、塩分、33.8～

実施された 1308 航海観測結果及び 2011 年冬期

34）の水塊が占めていた。

に行われた A-line の結果と比較するために観
測値とともに図 4 の TS 図（図 4）に落とした。
2014 年の表層に広がった低温・低塩（水温 3℃
以下、塩分 33 以下）の水塊は津軽海峡東口の観
測結果から 2010 年、
2012 年に比較し塩分が約 2
少なく、密度が小さくなっている。

図 2．北海道大学水産学部練習船「うしお丸」
で実施した尻屋―恵山岬間観測点及び関根浜
港外での表面水温測点位置

図 4．2010 年、2012 年、2014 年の冬季津軽海峡
の水塊構造
2014 年尻屋―恵山観測間の CTD で得た結果を
赤で、2012 年を緑で、2010 年を青で示した。
図 3．尻屋―恵山岬間で北海道大学水産学部練

なお、2014 年の大間―函館間の結果を黄色で

習船「うしお丸」よって得た温度・塩分の断

追記した。日本海の観測結果として啓風丸に

面分布

よって行われた 2013 年秋の 1308 航海観測結

上段（a､b､c）に温度、下段（d､e､f）に塩分

果（500m 以浅、http://www.data.jma.go.jp/

を、また、左から 2014 年（a､d）
、2012 年（b､

gmd/kaiyou/db/vessel_obs/data-report/htm

e）
、2010 年（c､f）の結果を示しました。各

l/ship/cruisedata.php?id=KS1308）
及び北太

図の右側が尻屋崎沖、左側が恵山岬沖の観測

平洋の水塊を示すために 2011 年に行われた

となる。暖色系が高温、高塩を、寒色系が低

A-line で観測結果（400m 以浅、 http://

温、低塩を示している。

tnfri. fra.affrc.go.jp/seika/a-line/
a-line_data.html）をそれぞれ黒と紫で示し

３．尻屋岬側 100m 以深に高塩・低温水の起源の

た。

推定
2014 年に尻屋沖合 100m 以深で観測された高

2014 年尻屋沖合 100m 以深で観測された高

塩・低温水の起源を探るために津軽海峡内で得

塩・低温水（水温 3-4℃、塩分、33.8～34）は

られた温度・塩分を 2013 年秋に啓風丸によって

日本海での観測値の上にプロットされる。また、
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2014 年 2 月の大間―函館間で観測値ともほぼ一

部練習船「うしお丸」船長はじめ乗組員の方々

致する。A-line の塩分観測値は塩分 34 付近で

には尻屋―恵山間及び大間―函館間の観測実施

は温度がかなり狭い範囲に分布し、津軽海峡内

に際し、多くの支援をいただいた。

での観測値とは十分な一致をしていない。この
比較から 2014 年尻屋沖合 100m 以深で観測され
た高塩・低温水の起源は日本海に求められ、日
本海固有水の特徴をもっていると思われる。
４．冷水の下北半島側への流入要因
奥田・武藤（1986）は 1984 年の異常冷水の
特徴と発生要因として沿岸親潮の勢力が強く、
津軽暖水の水温が低く、かつ流量が小さいこと

図 4．2014 年時と他の年の津軽海峡内の水の動

をあげている。

きの概念図（推定）

津軽海峡を通過する水量については深浦―

赤は対馬暖流を起源とする津軽暖水、紺は日

函館の潮位差で推定される（西田他、
2003）。2014

本海の亜表層（深い層）に見られる日本海固

年 2-3 月の深浦―函館の潮位差は例年と比べて

有水と思われる水塊の流れ、淡青は低塩・低

大きく変わらない。この結果からは津軽海峡を

温の水（沿岸親潮）の流れを示します。線の

通過する流量が例年より少ないとは推定し難い。

太さは流量の大小を概念的に示している。

2010 年、2012 年は日本海から流入する津軽
暖流が津軽海峡の内で見られる海水と大きく密
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