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 国民の間に食の安全・安心の社会的ニーズが高まっている中で、水産物の衛生管理についても求められている.

水産物の流通起点である漁港では、衛生管理上有効な屋根付岸壁の整備が行われている. しかし、その効果の

定量的な評価手法は確立されていない. そこで、屋根の効果を把握するために屋根付岸壁を整備している漁港に

おいて、実際の陸揚げ作業に即して現地調査を実施したのでその第1報を報告する． 
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1.  はじめに 

昨今、国民の間に食の安全・安心の社会的ニーズが高

まっている中で、水産物の流通の起点である漁港では、

衛生管理上有効な屋根付岸壁の整備が行われている．屋

根付岸壁で陸揚げされた水産物は、魚体の温度（以下、

魚体温）の上昇による鮮度低下を抑制する効果がある．

しかし、その効果の定量的な評価手法は確立されていな

い． 
文献1)によれば、衛生管理型漁港とは、漁港全体の衛

生環境が整い、水産物の出荷の衛生管理が適切に実行で

きる漁港である．衛生管理とは、人の健康を損なう恐れ

のある危害を除去あるいはコントロールすることであり、

衛生管理型漁港においては、「作業環境の清潔保持」と

「水産物の鮮度保持」を行うことで実現する．  
本報告は、屋根付岸壁における屋根の効果を把握する

ために、屋根付岸壁が整備されている箇所（以下、屋根

下）と屋根付岸壁が整備されていない個所（以下、屋根

外）において、魚体温と時間による鮮度、菌の増殖のデ

ータ等を取得し、今後の基礎資料とする． 

2.  調査内容 

調査個所は、屋根付岸壁を有して鮮度保持に有効な深

層水を使用しているＡ漁港とＢ漁港の２漁港とした． 

また、調査魚種および時期は、各漁港で水揚げ量の多い

魚種を選定し、Ａ漁港ではイカを対象として８月下旬、

Ｂ漁港ではサケを対象として９月上旬に実施した． 

調査内容は表－１、表－２のとおりである． 

 

 

 

 

表－１ Ａ漁港の調査内容 

環境条件の計測 気温と湿度の計測 

発泡内温度の計測 発泡スチロール箱内温度の計測

魚体温の計測 発泡内の魚体温の計測 

魚体の鮮度 Ｋ値※１の測定 

利用水の温度計測 泊地水及び深層水の温度の計測

利用水への混入菌 泊地水及び深層水の菌の分析 

※１ Ｋ値：生鮮魚介類の鮮度判別の指標 

 

表－２ Ｂ漁港の調査内容 

環境条件の計測 気温と湿度の計測 

利用水の温度計測 深層水氷※２、深層水※３、殺菌

水、泊地水の温度の計測 

魚体温の計測 利用水に浸している魚体温及び

岸壁上に直置きしている魚体温

を計測 

魚体の鮮度 Ｋ値の測定 

利用水への混入菌 深層水氷、深層水、殺菌水、泊

地水中の菌の分析 

※２ 深層水に氷が入っている状態 
※３ 深層水のみ 

 

3.  調査方法 

(1)Ａ漁港の調査方法（イカ） 

調査時間は漁業協同組合へヒヤリングを行い、５時

（陸揚げ時）、９時（最終トラック発車時）、１５時

（札幌到着時）にした． 

イカは船上で氷を入れた発泡に詰めた状態で陸揚げし

たものを使用する． 
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a)気温と湿度 

屋根下と屋根外で５時から１１時まで連続計測する． 

b)発泡内温度  

 発泡スチロール箱（以下、発泡）に氷のみを入れた状

態で、発泡の蓋の裏面に温度センサーを取付け、屋根下

と屋根外で５時から１５時まで連続計測する． 

c)魚体温 

イカの体内に温度計を埋込み、屋根下と屋根外で５時

から１５時まで連続計測する． 

d)魚体の鮮度 

イカのＫ値を屋根下と屋根外で５時、９時、１５時に

測定する． 

ここでのＫ値は、生鮮魚介類の鮮度判別の指標の１つで

あり、魚介類の死後、自己消化酵素によって自身のＡＴ

Ｐ（アデノシン３リン酸）を分解していく、この分解の

進行程度を数値化したものである。 

本調査のＫ値は、現地で魚肉に浸した鮮度試験紙の色を

Ｋ値換算色標から読み取る方法で確認している． 

e)利用水の温度 

泊地水および深層水の温度を５時から１１時まで連続

計測する．  

f)利用水への混入菌 

陸揚げ岸壁前面の泊地水と深層水汲み取り箇所の深層

水を採水し、一般細菌、大腸菌群数、大腸菌、腸炎ビブ

リオ菌の分析を行う．  

 (2)Ｂ漁港の調査方法（サケ） 

  調査時間は漁業協同組合へヒヤリングを行い、６時

（陸揚げ時）、９時（セリ終了時）、１２時（最終トラ

ック発車時）、５５時間後（流通スケール）にした． 
調査ケースは大型ポリ容器にサケ３尾と各利用水（深

層水氷、深層水、殺菌水、泊地水）を入れた４ケースと

直置きの計５ケース（図－１）で、この５ケースを屋根

下と屋根外に置き各計測を行う． 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

図－１ 調査ケース模式図 

  

サケは漁獲後、船倉内で温度管理して陸揚げしたもの

を使用する． 

a)気温と湿度 

屋根下と屋根外で５時から１３時まで連続計測する． 

 

 

b)利用水の温度 

 屋根下と屋根外で大型ポリ容器に入れた深層水氷、深

層水、殺菌水、泊地水の温度を５時から１３時まで連続

計測する． 

c)魚体温 

 サケの体内に温度計を埋込み、屋根下と屋根外で利用

水に浸している魚体温及び岸壁上に直置きしている魚体

温を５時から１３時まで連続計測する． 

d)魚体の鮮度 

 サケのＫ値を屋根下で深層水氷、深層水、直置きの３

ケースについて、６時、９時、１２時、５５時間後に測

定する． 

e)利用水への混入菌 

 屋根下と屋根外で深層水氷、深層水、殺菌水、泊地水

の一般細菌を６時、９時、１２時に測定する． 

 

４．調査結果 

(1)Ａ漁港の調査結果（イカ） 

a)気温と湿度の経時変化 

 当日は風があり、気温は常時屋根下の方が屋根外より

高い（図－２）．気温の変化は、屋根下では滑らかな直

線であり、屋根外では上下の変動がある．  

湿度は７時頃まで屋根下と屋根外で同程度であるが、

これ以降は屋根外の方が気温の上昇に伴い飽和水蒸気量

の上昇も大きいため、屋根下より低下している． 

  

 

図－２ 気温と湿度の経時変化 

 
 

b）発泡内温度の経時変化 

 発泡内温度の初期段階は、気温が屋根下より屋根外の

方が低いため、発泡内温度も屋根外の方が低い．しかし、

日射量に伴い屋根外の発泡内温度は上昇し１０時頃で概

ね一致、これ以降は屋根外の発泡内温度が屋根下より高

い(図－３)．  
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  図－３ 発泡内温度の経時変化 

 

c)魚体温の経時変化 

 魚体温は９時３０分付近まではほぼ変わらないが、こ

れ以降は屋根下、屋根外で高くなっている（図－４）．

これは、図－３の発泡内の温度差が屋根下と屋根外で小

さいことから、外的要因は調査測定のために発泡蓋の開

閉を行ったためである． 

屋根下は日射を防ぐことから屋根外より魚体温の上昇

を抑制する効果がある。 

 

 
   図－４ 魚体温（イカ）の経時変化 

 

d)魚体の鮮度 

 鮮度が低くなるとＫ値は上昇する．Ｋ値が２０％まで

は刺身で食することが可能だといわれている． 

 イカのＫ値は５時→９時→１５時の順で上昇している

ことから、時間の経過に伴い鮮度が低くなっていること

がわかる（図－５）．しかし、屋根下と屋根外では、明

確な差は現れていない． 

 １５時でイカのＫ値は２０％を超えているが刺身で食

することが出来なくなるとは想定しずらい．本調査では

Ｋ値による鮮度低下までは確認したが、刺身で食する状

態の判断は確認されていない． 

 

 
      屋根下          屋根外 

  図－５ Ｋ値（イカ）の経時変化 

 

e)利用水の温度の経時変化 

 泊地水は２１℃程度、深層水は１０℃程度で概ね均一

な水温である(図－６)．深層水は夏場でも、泊地水より

低温な海水を供給できる．  

 

 図－６ 利用水の温度の経時変化 

 

f)利用水への混入菌 

 泊地水と深層水を比較すると、大腸菌及び腸炎ビブリ

オ菌は不検出である(図－７)．しかし、一般細菌、大腸

菌群数は深層水より泊地水の方が多く検出されている． 
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    図－７ 利用水の水質（菌類）試験 

 

(2) Ｂ漁港の調査結果（サケ） 

a)気温と湿度の経時変化 

気温は早朝の時間帯では屋根下の方が屋根外より高く、
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日が昇るにつれて屋根外の方が屋根下より高くなる．気

温の変化は、Ａ漁港の調査同様に屋根下では滑らかであ

り、屋根外では上下の変動がある(図－８)． 

 湿度は常に屋根下が高い傾向にある．湿度と鮮度の関

係は、検証していない． 

 

図－８ 気温と湿度の経時変化 

 

b)屋根下の水温及び魚体温の経時変化 

屋根下の水槽内の初期水温は、深層水は気温より低く、

殺菌水及び泊地水は若干高い（図－９）．また、深層水

の水温は緩やかに上昇するが、殺菌水及び泊地水は初期

水温の１４℃程度で維持されて変化は小さい．  

魚体温は、水温に依存しており同程度の温度に落ち着

く傾向が見られる（図－１０）．深層水の魚体温は水温

より１℃程度低い状態で推移し、殺菌水及び泊地水の魚

体温は水温と同程度で推多している． 

直置きの魚体温は気温より５℃程度低い状態で上昇して

いる． 

５時前後の魚体温の急激な低下は、気温を捉えていた

温度計を船倉で４℃程度に管理しているサケに埋め込ま

れたためである．また、殺菌水のみ準備が３０分ほど遅

れ、その間サケは０℃程度のタンクで管理していた。 

屋根下では日射の影響が少ないので、水温、魚体温と

も安定している． 

 

 
  図－９ 水槽内の水温の経時変化（屋根下） 
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   図－１０ 魚体温（サケ）の経時変化（屋根下） 

 

c)屋根外の水温及び魚体温の経時変化  

屋根外の水槽内の初期水温は、屋根下と変わらないが、

日射量が上昇するとともに水温も右肩上がりで上昇して

いる（図－１１）．屋根下よりも水温は４～５℃程度高

い．屋根外では、気温よりも日射量に依存し水温、魚体

温とも上昇している． 

深層水、殺菌水、泊地水の魚体温は、水温に追いつく

ように右肩上がりで上昇している（図－１２）．また、

氷入りの深層水の魚体温は、魚を容器に入れてから約３

時間後（9時頃）に氷が溶けきり、これ以降は他の利用

水と同様に右肩上がりで上昇している．魚体温は水温よ

り１℃程度低い状態で推移し、屋根下と同じ傾向である． 

直置きの魚体温は、日射の影響により１３時点で気温よ

り６℃程度上昇している． 

５時３０分前後の魚体温の急激な低下は、気温を捉え

ていた温度計を船倉で６℃程度に管理しているサケに埋

め込まれたためである． 

 
    図－１１ 水槽内の水温の経時変化（屋根外） 
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  図－１２ 魚体温(サケ)の経時変化（屋根外） 
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d)魚体の鮮度      

 鮮度は、直置き→深層水→深層水氷の順で良い．深層

水氷の鮮度低下は低いことから、水温が低い（魚体温が

低い）状態では鮮度が良いと考えられる（図－１３）． 

 深層水と直置きは、初期鮮度が同じでも時間経過にと

もない鮮度に差が出てくる．深層水は鮮度保持に有効で

ある． 

 
    図－１３ Ｋ値（サケ）の経時変化（屋根下） 

 

 (e)利用水への混入菌 

一般細菌について深層水の６時から９時にかけて増殖

しているがこれ以降の増殖は少ない．殺菌水は初期の菌

数は少ないが、時間とともに増殖している．泊地水は６

時で菌数も多く時間とともに大幅に増殖する（図－１４、

図－１５）． 

屋根下と屋根外を比較すると、６時から１２時にかけ

て菌の増殖は屋根外が大きい． 

利用水に初期菌数が多い泊地水は好ましくない． 

  

 
図－１４ 一般細菌（屋根下） 

 

 

５．まとめ 

衛生管理型漁港における屋根の効果を把握するため、

２漁港において屋根下と屋根外の気温、利用水の温度、

発泡内温度、魚体温、Ｋ値（鮮度）、利用水への混入菌

の状況を調査した．以下に調査結果をまとめる． 

 (1)利用水の温度及び魚体温は、気温の上昇以上に日射

量の影響を受けると想定される． 

(2)屋根下は屋根外より日射による魚体温の上昇が少な

いため、菌の増殖を抑制する効果がある． 

(3)利用水の中で低温度の深層水は、鮮度の保持に有効 

であり、氷との併用でよりその効果を発揮する． 

(4)利用水の中で深層水は、一般細菌の初期の混入が少

ないことから、その後の菌の増殖も抑制される．   

 

６．今後の課題 

 今回の調査ではデータ数も少なく、屋根の効果を十分

に把握するまでには至っていない、今後は下記の点にも

留意し進めていきたい。 

(1)今後の調査でさらにデータを蓄積して分析していき

たい． 

(2)日射量のデータを取得していなかったため、日射量

による利用水の温度と魚体温の詳細な関係は確認する必

要がある． 

(3)出荷後の流通時間を含めたスケールでのデータ取得

を考えていきたい． 

(4)冬季における屋根の効果についても検討していきた

い． 

(5)現地での魚の鮮度判別に鮮度試験紙によるＫ値を採

用したが、Ｋ値換算色標の読み段階で人的差があるため、

別の試験方法を検討したい． 
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図－１５ 一般細菌（屋根外） 

 


