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幕末期蝦夷地陣屋の立地した気候
Climate on the Fortified Camps Located in Hokkaido in the 19th Century
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要旨
現在の気象データを用いて，幕末期に北海道島内で東北 6 藩が経営していた 16 か所の蝦夷地陣屋周辺の冬季の気候の特徴を明ら
かにした。冬季の気温については，道南部と東北地方北部との間に大きな違いはみられなかった。これに対して道東部の気温は，
東北地方南部と比較して，平均気温でも最低気温でも 5 〜 10℃低い傾向が見られた。このことから，東北地方北部に本城をもつ津
軽藩と南部盛岡藩が経営した道南の陣屋では，本城とほぼ変わらない気温のもとで越冬できた一方で，東北地方南部に本城をもつ
会津藩や仙台藩が経営した道東の陣屋では，本城よりも低温下での厳しい越冬を強いられていたといえる。陣屋がおかれた場での
冬型気圧配置時の北西季節風の風向風速に着目すると，日本海側の陣屋と道東の陣屋では冬型気圧配置による北西季節風（暴風雪）
が直撃していた可能性が高い。建物周辺が尾根の風背側に位置する秋田藩の宗谷陣屋と南部盛岡藩の室蘭陣屋，北西季節風吹走時
でも弱風になる地域に位置する仙台藩の白老陣屋はこうした暴風雪へ配慮した立地の陣屋であろう。

キーワード：蝦夷地陣屋，気候，気温の季節変化，冬季，冬型気圧配置
Ｉ．はじめに
Ⅱ．蝦夷地陣屋の置かれた地域の気候
北海道では，幕末期に東北諸藩によって陣屋が建設
１．幕末期に北海道島内に置かれた陣屋と現在のアメ
された。北海道は東北地方よりも寒冷な地域が多いた
ダス観測地点
め，陣屋での生活は，急ごしらえの建物で越冬すると
幕末期に，ロシアからの防御のため，東北地方の 6
いう，当時の人々にとっては想像もつかない状況で
藩（南部盛岡藩，仙台藩，津軽藩，庄内藩，秋田藩，
あったと考えられる。
会津藩）が北海道本島と国後島，択捉島，南樺太に陣
当時の日本では，長崎など数地点で気象観測が行わ
屋を置いた（北海道編 , 1970）
。これらの陣屋のうち，
れてきたものの，複数の地点で体系立てられた観測で
本研究の対象とするのは，現在，日本の気象庁による
はなかったため，観測に携わった人以外は観測値を知
気象観測が行われている北海道本島である。
ることは不可能であった。また，北海道内で気象観測
対象とする陣屋は，表 1 に示した南部盛岡藩の函館
が行われていた地点は函館のみだと考えられており， （水元）
，砂原，長万部，室蘭，仙台藩の白老，広尾，
東北諸藩で蝦夷地経営の参考として蝦夷地の気候を知
厚岸，根室，津軽藩の函館（千代ヶ台）
，寿都，庄内
るためには，現地の運上屋・会所などに詰めいていた
藩の浜益，秋田藩の増毛，宗谷，そして，会津藩の標
人々に聞くほか無かった。一方現在では，
日本全国には， 津，斜里，紋別である。本研究で使用するアメダス・
降水量，風向・風速，気温，日照時間という，いわゆ
気象台のデータは，基本的にこれら本城や陣屋の置か
る「四要素」を継続的に観測する地域気象観測システ
れた町・都市で得られたものである（表 1）
。しかし，
1）
「アメダス」とする）が約850か所あり，平
ム （以下，
陣屋の置かれた町とアメダス観測地点がやや離れてい
均すると約21 km間隔で毎時の気象観測が行われてい
る場合は，陣屋最寄り地点のアメダスのデータを用い
る（気象庁, 2013a)。アメダスで観測された気象データ
た。該当するのは，アメダス函館を用いる函館の水元
を解析すると，東北地方と北海道の気候を比較できる。 陣屋と千代ヶ台陣屋，
アメダス川汲を用いる砂原陣屋，
そこで本研究では，これらアメダス気象観測データ
アメダス太田を用いる厚岸陣屋である。
を用いて蝦夷地に置かれた陣屋が，冬季の間，東北地
方の各藩の本城のある都市よりも厳しい気候条件の下
２．年平均気温の解析
に立地していたかどうかを検討する。特に着目した気
気象庁「メッシュ平年値 2010」2）の１km メッシュ
候要素は，気温と風
（冬の北西季節風）についてである。 データを用いて作成した東北地方から北海道にかけて
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表 1 幕末期に蝦夷地に陣屋を置いた東北 6 藩と陣屋・アメダ
ス観測地点との対応（○印は元陣屋）
本城
藩名

蝦夷地陣屋
アメダス
地点名

南部盛岡藩

盛岡

仙台藩

仙台

津軽藩

弘前

庄内藩

鶴岡

秋田藩

秋田

会津藩

若松

アメダス
地点名
○函館（水元）
函館
砂原
川汲
長万部
長万部
室蘭
室蘭
○白老
白老
広尾
広尾
厚岸
太田
根室
根室
○函館（千代ヶ台） 函館
寿都
寿都
○浜益
浜益
○増毛
増毛
宗谷
宗谷岬
○標津
標津
斜里
斜里
紋別
紋別
名称

の年平均気温分布図を図１に示す。図１には，年平均
気温だけでなく，本城，陣屋と，気候の解析を行った
アメダスの地点を図示している。図１をみると，東北
地方に位置する本城では年平均気温はすべての地点で
10℃を超えているのに対し，蝦夷地陣屋の置かれた地
点では，もっとも暖かい函館でも 9.1℃，もっとも寒
い厚岸（アメダス太田）で 5.5℃となっており，軒並
み低温となっている。

図1

３．東北地方各藩の本城と蝦夷地陣屋の気温の季節変化
東北地方各藩の本城と蝦夷地陣屋のおかれた地域の
気温の季節変化について比較を行う。まず，東北 6 藩
の本城のある都市の月平均気温と最低気温の月平均値
を用いて，季節変化を明らかにする。その後，蝦夷地
陣屋を置いた各藩の本城と陣屋の気温差を示す。最後
にこれらの結果にもとづいて，気温条件からみた陣屋
での越冬の厳しさについて検討する。
（1）東北 6 藩の本城のある都市の月平均気温
図 2 は本城のある 6 都市（弘前，秋田，盛岡，鶴岡，
仙台，会津若松 3））の月ごとの平均気温である。この
図 2 をみると，弘前，盛岡，会津若松で 1 月と 2 月に
月平均気温が氷点下になっている。また，最高気温は
8 月に観測しており，
23 〜 25℃である。一方，図 3 には，
同じ 6 都市の最低気温の月平均値を月別に示してい
る。これによると 1 月と 2 月は軒並み氷点下，3 月と
12 月は 0℃付近と，東北地方の各都市も冬季には冷え
込んでいることがわかる。
（2）蝦夷地陣屋を置いた各藩の本城と陣屋の気温差
東北地方各藩の本城と蝦夷地陣屋の気温について，
藩ごとに比較する。
南部盛岡藩：函館・水元（元陣屋），砂原，長万部，
室蘭に陣屋をおいた。図 4a は，これら 4 箇所の陣屋
の月平均気温と本城
（盛岡）
との月平均気温の差をとっ
たものであり，マイナスの値は盛岡よりも蝦夷地陣屋

北海道・東北地方の年平均気温の分布図と陣屋・アメダスの位置
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図2

図4
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東北６藩の本城のあった都市の月平均気温

図3

東北６藩の本城のあった都市の最低気温の月平均値

東北６藩の本城と蝦夷地陣屋のアメダス地点における月平均気温の気温差
（マイナスの値は蝦夷地陣屋の方が本城より低いことを意味する）
南部盛岡藩における本城（盛岡）と陣屋４地点との比較
仙台藩における本城（仙台）と陣屋４地点との比較
弘前藩における本城（弘前）と陣屋２地点との比較
庄内藩における本城（鶴岡）と陣屋１地点との比較
秋田藩における本城（秋田）と陣屋２地点との比較
会津藩における本城（会津若松）と陣屋３地点との比較
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図5
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東北 6 藩の本城と蝦夷地陣屋のアメダス地点における最低気温の月平均値の気温差
（マイナスの値は蝦夷地陣屋の方が本城より低いことを意味する）
南部盛岡藩における本城（盛岡）と陣屋４地点との比較
仙台藩における本城（仙台）と陣屋４地点との比較
弘前藩における本城（弘前）と陣屋２地点との比較
庄内藩における本城（鶴岡）と陣屋１地点との比較
秋田藩における本城（秋田）と陣屋２地点との比較
会津藩における本城（会津若松）と陣屋３地点との比較

の方で気温が低いことを意味している。図 4a で冬季
に着目すると，元陣屋であった函館は 1℃程度の差し
かないのに対し，長万部は盛岡よりも 2 〜 3℃低い。
つまり，南部盛岡藩の蝦夷地陣屋は，比較的本城に近
い気温であった。
図 5a では最低気温の月平均値について，盛岡と南
部盛岡藩の蝦夷地陣屋の比較を行っている。図 5a の
冬季に着目すると，図 4a の月平均気温と同様に長万
部だけが盛岡よりも気温が低く，その差は 4℃に達す
る。元陣屋のあった函館と砂原（アメダス川汲）は 1℃
程度，盛岡よりも気温が低いのに対し，室蘭では逆に
盛岡よりも温度が高くなっている。これは，盛岡が内
陸に位置するために最低気温が低くなりがちなのに対
し，南部盛岡藩の蝦夷地陣屋の多くが海に面している
ために最低気温があまり下がらないためであると考え
られる。
仙台藩：白老（元陣屋）
，広尾，厚岸，根室に陣屋を
おいた。図 4b に示されるように，これらの陣屋のす
べてで，本城よりも低い温度を示している。冬季に着

目すると，元陣屋の白老，広尾，根室は 5 〜 6℃も仙
台より低い。さらに厚岸（アメダス太田）は仙台より
8℃程度低くなっている。最低気温の月平均値を示し
た図 5b をみると，冬季のこうした傾向はさらに顕著
となる。根室がもっとも仙台に近く 4 〜 6℃，白老と
広尾は 7 〜 8℃，もっとも低い厚岸（アメダス太田）
では 9 〜 10℃も仙台より低い。以上から，
仙台藩では，
冬季に本城と蝦夷地陣屋との気温差が大きいことがわ
かる。
弘前藩：函館・千代ヶ台（元陣屋），寿都に陣屋をお
いた。月平均気温を示した図 4c をみると，陣屋の 2
箇所の冬季の平均気温は，弘前に比べて 1℃程度低い
のみであり，それほど大きな差ではないと思われる。
また，最低気温の月平均値を示した図 5c をみると，
冬季の函館では弘前よりも 1℃前後低いものの，寿都
では弘前とほぼ同じ温度である。それゆえ，冬季の気
温に関してはそれほど問題にならなかったと考えられ
る。
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庄内藩：浜益（元陣屋）のみに陣屋をおいた。図 4d
をみると，冬季は鶴岡と比べて約 5℃低いことがわか
る。さらに最低気温の月平均値を示した図 5d をみると，
冬季は鶴岡よりも 5 〜 6.4℃低くなっている。
秋田藩：増毛（元陣屋），宗谷に陣屋をおいた。秋田
との月平均気温の差を示した図 4e をみると，冬季に
増毛で約 4℃，宗谷（アメダス宗谷岬）で 5 〜 6℃低
い。図 5e に示したように最低気温の月平均値をみる
と，秋田との差は，冬季で 4 〜 5.3℃と，年平均と同
じ程度の値となっている。
会津藩：標津（元陣屋）
，斜里，紋別に陣屋をおいた。
本城のある会津若松との月平均気温の差を示した図 4f
をみると，冬季に標津と紋別で 6℃前後，斜里で最大
7.6℃低いことがわかる。また，最低気温の月平均値を
比較した図 5f をみると，元陣屋の標津でも 8℃台，斜
里に至っては 10.7℃という大きな差があるのがわかる。
（3）気温条件からみた陣屋での越冬の厳しさ
各藩の本城と蝦夷地陣屋の気温，特に冬季の平均気
温や最低気温を比較すると，津軽藩は本城が弘前であ
るため北海道に近く，蝦夷地陣屋も函館・寿都と道南
に位置しているため，気温差が小さいことがわかる。
一方で，東北 6 藩の中でもっとも南に位置する会津藩
が，いちばん寒冷な道東の標津・斜里・紋別を担当し，
その気温差が月平均値で 6 〜 7.6℃，最低気温の月平
均値で 10℃以上であることがわかる。また，仙台藩
が受け持った厚岸（アメダス太田）においても本城と
比べ寒さが際立っていたことがわかる。
以上，気温条件からみると道東を受け持った東北南
部の仙台藩と会津藩が本城と蝦夷地陣屋の冬季の気温
差が大きいのに対し，東北北部の津軽藩などは本城と

図6

蝦夷地陣屋との冬季の気温差は小さかった。
このため，
特に道東の陣屋では，冬の寒さ対策が必要であったと
考えられる。
Ⅲ．冬型気圧配置時の陣屋付近の風速
冬季の気温について，蝦夷地陣屋は本城と比較して
かなり厳しい環境下にあったことは前章に記した。一
方で，冬季の北海道では冬型気圧配置となったとき，
10 m/s を越える北西季節風が吹くことが知られてい
る。特に日本海側では暴風雪が吹き荒れることが年に
数日あるため，東北から蝦夷地警護にやってきた武士
は，慣れない環境下でつらい時間を過ごしたと推測で
きる。
ここでは，2006 年 12 月末の冬型気圧配置時につい
て，気圧配置と強風に関する事例解析を行う。図 6 は，
気象庁による 2006 年 12 月 30 日，日本時間 9 時の気
圧配置を示した天気図（気象庁 , 2013b）である。い
わゆる西高東低の冬型の気圧配置となっており，ユー
ラシア大陸東部にシベリア高気圧が，北大西洋とオ
ホーツク海に低気圧が位置している。北海道付近で
は 4 hPa おきの等圧線がおおむね南北に走っている。
図 7 は，同じ日時における気象庁によるメソ客観解析
データ（10 km 格子，3 時間ごと）を用いた海面更正
気圧の分布であり，1 hPa おきに等圧線を描いた図 7
をみると，
大雪山付近で局地的に等圧線が混んでいる。
一方で，1,019 hPa の等圧線は道北で大きく湾曲して
おり，内陸を中心とした局地的な高圧部が形成してい
ると考えられる。
図 8 は，このときの地表面の風向風速を図示したも
のであり，矢印の長さが風速に比例する。一般に海上
で風が強く，陸上で風が弱い傾向にあるのは，粗度の
影響である。図 8 と同じ 2006 年 12 月 30 日（日本時間）

2006 年 12 月 30 日（日本時間）9 時の天気図
（気象庁 , 2013b）
図 7 2006 年 12 月 30 日（日本時間）9 時の北海道付近の等圧線図
（等圧線は 1 hPa ごと）
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図 10

図8

秋田藩宗谷（ソウヤ）陣屋跡付近の地形図
（国土地理院「2 万 5 千分の 1 地図情報閲覧サービス」デー
タに一部加筆）

2006 年 12 月 30 日（日本時間）9 時の北海道付近の風向
風速の分布図

図 11

図9

2006 年 12 月 30 日（日本時間）9 時の風向風速の分
布図（拡大図）
ａ 道北の拡大図
ｂ 道南の拡大図
ｃ 道東の拡大図

9 時の風向風速について，道北，道南，道東の一部分
を拡大した図を図 9a 〜 c に示した。
図9aの道北部分には，浜益，増毛，宗谷の各陣屋が
位置する。海岸部は内陸部よりは風速が強いものの，
海上よりは弱い。また，図8をみると，北海道は全体
として北西から北寄りの冬の季節風が卓越していると

南部盛岡藩室蘭（モロラン）陣屋付近の地形図
（国土地理院「2 万 5 千分の 1 地図情報閲覧サービス」
データに一部加筆）

考えられたが，増毛と浜益付近を詳細に見ると，内
陸から海に向かう東風となっている。これは，暑寒
別岳の影響であることが示唆されている（Kasai and
Kimura, 2013)。一方，宗谷では北北西の強風が吹い
ているが，図10に示される宗谷陣屋の小地形をみる
と（国土地理院, 2013）
，北北東から南南西に伸びる小
さな谷に陣屋が位置しており，尾根が風を遮る方向と
なっている。このため，宗谷陣屋の建物のまわりのご
く狭い範囲では，風が弱まる場所となっている。
道南の図 9b には，函館，砂原，長万部，室蘭，白
老と日本海側の寿都の各陣屋の位置が含まれている。
2006 年 12 月 30 日（日本時間）9 時には，函館，砂原
は陸から海に吹く弱風の場所となっている。長万部と
寿都には海からの強風が吹き込んでいる。室蘭は西北
西の強風が吹き込んでいるが，図 11 のようにやはり
風上側の尾根筋に阻まれて，風下に位置する陣屋の建
物付近のみが弱風となる。この時，白老は強い冬型の
気圧配置にもかかわらず，
風がほとんど吹いておらず，
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風の影響を受けにくい，良い立地である。白老付近は
その北側に位置する（洞爺・支笏を含む）比較的大き
な山地の風下側になるため，風が弱く，積雪も少ない
と考えられる。
道東の拡大図である図 9c には，広尾，厚岸，根室，
標津，斜里，紋別の陣屋が含まれる。広尾と紋別以外
では約 5 m/s 以上の北西季節風が吹いており，特に
根室では 11.5 m/s の風に見舞われていた。
以上，冬型気圧配置時の北西季節風と各陣屋の風向
風速をみると，特に道南および日本海側の浜益・増毛
で季節風の影響をあまり受けない地点がみられるのに
対し，日本海側のいくつかの陣屋と道東の多くの陣屋
では，冬型気圧配置により北西季節風の影響を強く受
けていることがわかった。
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注
1） アメダスの毎時データを入手するには，従来は気象庁や気
象台の閲覧室に出向いて閲覧したり，財団法人気象業務支
援センターが発売している CD − ROM を購入したりする
必要があったが，現在では気象庁のホームページからいつ
でもダウンロードできるように公開されている。
2）「メッシュ平年値 2010」は，1991 〜 2010 年の 30 年平均の
気象観測データを基として，地形等の影響を考慮し，多変
量解析により 1 km メッシュの平均気温，日最高気温，日

Ⅳ．まとめ
本研究では，幕末期の蝦夷地陣屋における冬季の気
候の特徴を，東北 6 藩の本城のある都市との比較から
明らかにした。その結果，道南の冬季の気温は東北地
方北部とあまり違わない。つまり，津軽藩と南部盛岡
藩が経営した蝦夷地陣屋では，本城の気候からそれほ
ど遠くない気候のもとで越冬できたと考えられる。一
方，特に道東の冬季の気温は東北地方南部と比較する
と，かなり低いことがわかった。すなわち，会津藩や
仙台藩が経営した蝦夷地陣屋は，本城の気候とは 5 〜
10℃も低い気温の中で越冬しなければならなかったと
考えられる。また，冬型気圧配置時には，道東でも北
西季節風はかなり強いため，寒さだけではなく風への
対策も必要であった。一方，秋田藩の宗谷陣屋，南部
盛岡藩の室蘭陣屋のように，
小地形をうまく生かして，
冬季の北西季節風が強いときでも，陣屋の建物周辺だ
けでも尾根の風下になるように工夫されているところ
や，仙台藩の白老陣屋のように北西季節風吹走時でも
弱風になる地域を選んで立地する場所がみられた。

最低気温，降水量，最深積雪，日照時間，全天日射量を月
別値や年の値を計算したものであり，北海道の領域内では
北方領土以外の陸域で算出されている。
3） 会津若松のアメダスは「アメダス若松」である。このため，
本文・図表とも，アメダスのデータを記載する際には，「会
津若松」ではなく「若松」と表記している。
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