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 羅臼漁港の取水施設は、平成１８～１９年度に整備を行い、漁業活動のみならず、様々な産業で利用さ

れている。しかし、今般取水施設に不具合が生じ、調査を行ったところ、取水口に閉塞物が確認され、撤

去が必要となった。ただし、撤去は、取水口が大水深にあるため、特殊な工法で行う必要があった。 
本報告は、羅臼漁港の閉塞物撤去に使用した「ROV(Remotely-Operated Vehicle工法」について、施工方

法及び今後の活用方法などを紹介するものである。 
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1.  はじめに 

 羅臼漁港は、北海道の東北端、知床半島の東側に位置

し、昭和２６年に離島その他僻地にあって漁場の開発又

は漁船の避難上特に必要なものとする第４種漁港に指定

され、町の中心漁港としてだけでなく、根室海峡海域の

拠点的な避難・陸揚げ港となっており、市場流通機能を

有するなど根室釧路地方の重要な流通拠点として機能し

ている。 

 羅臼漁港では、平成１３年６月に「環境・衛生管理型

漁港づくり推進事業」（平成１５年「地域水産総合衛生

管理対策推進事業」に改変）のモデル漁港として道内で

初の指定を受けるなど、衛生管理に関する事業に積極

的に取り組んできた。ただし、漁港のすぐ背後に知床連

山が広がる立地条件から、荷捌きに必要な用地を確保で

きず、慢性的な用地不足に悩まされていた。 

このため、衛生管理の更なる対応と用地不足解消を目

的として、人工地盤、低温清浄海水取水施設、衛生管理

型市場（蓄養施設含）を整備してきた。 

このうち、低温清浄海水取水施設は平成１８～１９年

度の２カ年で整備され、漁業活動のみならず、様々な産

業で利用されている。 

 他方、社会資本の長寿命化対策として、平成２４年３

月に「水産物の安定供給の基盤となる漁港機能の保全・

強化」が水産基本計画の施策に位置付けられ、同時に

「既存ストックの長寿命化対策の推進」が漁港漁場整備

基本方針の基本的な方向として定められた。また、当該

方針に則して、平成２４年から平成２８年の５年間に重

点的に取り組む課題として「既存の漁港施設の長寿命化

対策の推進」が漁港漁場整備長期計画に位置付けられた。 

 北海道開発局では、第３種及び第４種漁港全３８漁港

の内３７漁港を対象に「北海道第３種及び第４種漁港地

区」として施設補修に関わる事業を一地区にまとめ、新

たな特定漁港漁場整備事業計画を策定し、漁港施設の長

寿命化を図るため計画的且つ効率的な対策を行うことと

なった。 

これを受け、羅臼漁港でも機能保全計画を策定すべく、

図－１ 低温清浄海水イメージ図 

写真－１ 羅臼漁港全景 
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全施設を調査することとした。 

 本報告は、低温清浄海水取水施設に関する調査及び施

工に使用したＲＯＶ工法について報告するものである。 

 

2.  低温清浄海水の概要 

 水産物の衛生管理には、鮮度保持のために低温で清浄

な海水供給が重要となる。そのため、一般的には多くの

氷を使用して一定の温度以下を保ち、取水した海水を滅

菌処理するなどの対応を行うが、羅臼沖は非常に急峻な

海底地形を有しており、低温で清浄な海洋深層水の取水

に適していた。 

 まず、羅臼漁港における取水水深は、①概ね水産用水

基準を満たす外海等の海水、②食品衛生法施行規則（腸

炎ビブリオ菌の抑制）保存水温１０℃以下の海水、③取

水管が漁業操業上影響のない地点等を踏まえ、羅臼沖の

水深別水温から、水温１０℃以下となる水深１５０ｍ地

点を設定した。 

さらに、羅臼町では漁港の高度利用と漁村の振興を図

るため、漁港漁村活性化対策事業（非公共）も活用し低

温清浄海水（海洋深層水）を併せて取水することとし、

沖合２．８km、水深３５０ｍの地点から、２℃の海水を

一日 大４，５６０ｔ（１９０ｔ／ｈ）の取水を行うこ

ととした。 

この結果、岸壁給水栓からの低温清浄海水（海洋深層

水）は、一年を通じて水温５℃前後の清浄な海水が取水

可能となり、サケの衛生管理マニュアルの保冷温度と一

致したものとなった。さらに、低温清浄海水（海洋深層

水）の取水前は、鮮度保持のために５千～６千トンの氷

を使用していたが、取水後には１千トン程度の氷の使用

量となるなど、鮮度保持以外にも大きな効果をもたらし

た。 

 

3.  低温清浄海水取水施設の調査 

低温清浄海水取水施設として、取水管は水深５０ｍ以

浅を埋設区間、水深５０ｍ以深を露出区間として設置、

取水口は水深－３５０ｍに設置されている。 

調査は、低温清浄海水取水施設の機能保全計画の策定

のため、取水管の劣化状況（外見）、取水管下部の洗掘

状況及び取水口の目詰まりの有無等について行うことと

した。ただし、調査箇所は水深が深く、特に取水口につ

いては水深－３５０ｍの位置に設置されており、大水深

であることから、ダイバーによる確認を不可能と判断し、

全て水中無人探査機（ＲＯＶ）で行うこととした。 

 

(1)  水中無人探査機（ＲＯＶ）の仕様 

以下に水中無人探査機（ＲＯＶ）の仕様を示す。 

 

 

大使用水深 500m 

本 体 重 量 空中 約70kg 水中 0 ～ -0.5kg 

外 形 寸 法 1094(L) × 758(W) × 598(H) 

カラーTVカメラ 1/4″CCD／３８万画素 

制      御 ﾊﾟﾝ±110°ﾁﾙﾄ±90°10倍電動ｽﾞｰﾑ 

水 平 スラスタ 400W相当 × 2基 

垂 直 スラスタ 400W相当 × 2基 

横  ス ラ ス タ 200W相当 × 2基 

水 中 ラ ン プ 
ハロゲンランプ250W×2灯 

メタルハライドランプ 20W×2灯 

テザーケーブル 直径15mm×600m 

深  度  計 ダイヤフラム式圧力ゲージ 

方  位  計 ﾏｸﾞﾈﾁｯｸﾌﾗｯｸｽｹﾞｰﾄ電磁ｺﾝﾊﾟｽ 

コ ン ト ロ ー ラ 電源 AC200V／AC100V/4.5kVA 

ビ デ オ デ ッ キ DVDデジタル方式・VHS方式 

前方音響ソナー 330.675.1000KHzスキャニング方式 

 

(2)  ＲＯＶによる取水管敷設状況調査 

 作業状況模式図のとおり、作業船よりＲＯＶを潜航さ

せ、取水管の敷設状況の確認を行った。 

ＲＯＶの位置については、Ｄ－ＧＰＳを作業船に搭載

表－２ 水中無人探査機（ＲＯＶ）機器仕様

写真－２ 水中無人探査機（ＲＯＶ） 

図－２ 低温清浄海水整備概要図 
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し確認することとした。 

調査状況については、取水管敷設状況をビデオカメラ

で撮影し、変状が確認された場合、位置座標を記録し、

変状状況を詳細に記録することとした。 

 

 (3)  調査結果 

 調査の結果、取水管に関しては取水に影響を与えるよ

うな異常は見受けられなかったが、取水口に関しては漁

網と思われる閉塞物が確認された。 

このため、閉塞物の撤去は、取水管内部に流入し閉塞

した場合、取水不可能になることが想定され、地域に多

大な影響を及ぼすことになり、早急な対応が必要であっ

た。 

 

 

 

4.  閉塞物撤去 

(1)  撤去工法の検討 

 撤去工法は、①マニュピュレーター付ＲＯＶによる作

業、②大気圧潜水器作業、③起重機による吊り上げ作業

の３種類が考えられた。 

このうち、②の大気圧潜水器作業は、国内での潜水作

業において、水深－３５０ｍでの実績がないこと、加

圧・減圧しながら１０日間程度の時間をかけて潜水する

ため、長期間の凪が必要となる（外海での作業であり、

凪の確保は困難）ことから、現実的ではないと判断した。 

また、③起重機による吊り上げ作業の場合、取水口の

架台を吊り上げ閉塞物を撤去することになるが、架台に

フックを掛ける必要がある。この作業には、水深－３５

０ｍであるため、マニュピュレーター付ＲＯＶ又は大気

圧潜水器作業が必要となることから、他の施工方法より

高価であると判断した。 

検討した結果、作業期間及び施工費の観点から、①マ

ニュピュレーター付ＲＯＶによる閉塞物撤去が 善であ

ると判断した。 

  

(2)  マニュピュレーター付ＲＯＶの仕様 

 以下にマニュピュレーター付ＲＯＶの仕様を示す。 

 
 

 

(3)  施工実施 

 施工実施にあたり、施工期間中は低温清浄海水を取水

できないため、漁業活動に大きな影響を与えることにな

ることから、利用者と協議を行い、施工可能期間を検討

した。その結果、７月１～３日の３日間（羅臼神社祭）

であれば作業可能となった。 

 施工は、特殊な船舶を必要とすることから、ROV作

大使用深度 ３，０００ｍ 

電動油圧ユニット 
１５０馬力 

(７５馬力油圧ユニット２基) 

ペイロード ２００ｋｇ 

ﾒｲﾝ・左右推進ｽﾗｽﾀｰ ４基 

上下推進スラスター ３基 

マニュピュレーター
マルチプル型７ 

ファンクョンコントロール２基 

カメラ 

HDｽﾞｰﾑ&ﾌｫｰｶｽｶﾒﾗ 

好感度白黒ｶﾒﾗ 

CCD広角ｶﾗｰｶﾒﾗ 

CCD広角白黒ｶﾒﾗ 

１台 

１台 

３台 

２台 

寸法 
長さ3.02m×幅1.8m×高さ1.9m 

ROV重量：4,575kg 

写真－４ マニュピュレーター付ＲＯＶ

写真－３ 取水口現況 

図－３ 作業状況模式図 

表－３ マニュピュレーター付ＲＯＶ機器仕様 
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業母船を回航してからの作業となる。今回は６月中旬、

ＲＯＶ作業母船である新世丸を広島県の呉港から回航、

６月３０日に羅臼漁港に入港した。（写真－５参照） 

 作業工程は、７月１日に場所の特定及び閉塞物（漁網

など）の一部を撤去、７月２日に残りを撤去、陸揚げを

行った。 

 撤去の作業は、作業状況を船内のモニターにより、確

実かつ容易に確認できた。今回実施した本工法は、大水

深での機械施工が十分可能であり、潜水士の施工による

場合の加圧・減圧対策や他機械施工時の撤去・再設置の

必要がないことから、本施設のような大水深で且つ作業

期間が十分に確保できない施設においては有効な工法と

判断できる。 

 

 

 

 

 

 

5.  今後の課題 

 日本国内において、マニピュレーター付ＲＯＶを保有

する会社が２社しかなく、マニピュレーター付ＲＯＶを

使用しなければならない事象が発生しても早急な対応が

不可能である場合がある。 

多くの漁港では、羅臼漁港のように、衛生管理型漁港

を目指し、取水施設の整備を行っているが、取水施設が

何らかの要因で停止した場合の代替施設がないと考えら

れ、荷役岸壁で清浄海水が使用できなくなると、漁業活

動に多大な影響を及ぼすおそれがある。 

このため、代替施設の検討や定期的な施設点検が必要

と考えられるが、代替施設の整備や施設点検に関する実

績が少ない。 

これらのことから、今後大水深に整備する取水施設に

ついては、設置した場合の維持管理を考慮した対策が必

要と考える。 

  

6.  おわりに 

 現在、多くの漁港において取水施設を整備・利用して

おり、取水口を大水深に設置し、低温清浄海水（海洋深

層水）を利用している漁港もある。今回の調査・補修が

今後の取水施設の維持管理の一助となることを期待する。 
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写真－７ 閉塞物引き上げ状況 

写真－６ 閉塞物撤去状況 

写真－５ ＲＯＶ母船入港状況 


