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施設供用後約８年が経過した羅臼漁港の低温清浄海水は、その低温性や清浄性から漁業活動
のみならず様々な産業で利用されるなど、高い依存性を有している。一方、今後さらに増加す
る水需要に対する計画水量への反映、取水能力の低下や取水施設の故障時における代替機能の
確保等の課題が見えてきた。
本稿では、羅臼漁港での事例の検証や上記課題に対する研究の必要性について整理を行い、
今後の利活用計画に資する提案を試みる。
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１．はじめに
羅臼漁港では、平成18年から漁港整備事業で初めて
岸壁付帯施設として整備した低温清浄海水取水システ
ム（取水パイプ、ポンプ、受水送水タンク等及び利用
までの一連）を導入している。
低温清浄海水取水システムを漁港整備事業（岸壁付
帯施設）で整備するに当たり、まず公共事業で整備す
る目的や必要性を、「食品衛生法・同施行規則(H15）」
等の改正に先立つ、「腸炎ビブリオ食中毒防止対策の
ための水産食品に係る規格及び基準の設定に関する薬
事・食品審議会食品衛生分科会報告について(H13.5.18)」
で示されている保存基準や成分規格等に基づいた海水
を確保できるものとした。（表-1.1）
羅臼漁港での具体的な整備に当たっては、上記基準
に基づく水産用水基準を満たし、かつ、取水管内部摩
擦による水温上昇を受けた後でも吐水で 10℃以下を担
保できる水深（水帯）から取水までを漁港事業（公共
事業）として実施し、さらに羅臼町を事業主体とする
漁港漁村活性化対策事業（非公共事業）で深層水帯ま
で取水管を延長し、町の海洋深層水利活用（取水量
4,560m3/日［能力 190m3/h］のうち 4%〔182.4m3/日〕を
水産以外で利用）として実施している。
低温清浄海水取水システム完成以降、水産利用（荷
さばき水〔冷却水、洗浄水〕、畜養水等）と海洋深層
水関連商品（食塩、酒、清涼飲料水等）に使われ、漁
業及び経済に重要な資源・システムとなっている。一
方、利用に当たっては、海洋深層水の低温性を利用し
た船倉水、荷さばき所冷却水などの利用や近年のイカ

等の大量漁獲魚種の豊漁による利用状況の変化や無秩
序な使用状況（流し放題、全蛇口一斉全開）が要因と
される水不足の声もある。
さらには、漁獲物の鮮度保持のため、従来使用して
いた「氷」使用量が激減したことによる供給ルートの
閉鎖、低温清浄海水取水システムの定期的なメンテナ
ンスの不徹底による機器の未更新、障害時における代
替機能の対応等の検討が十分に行われていない状況に
ある。
そこで本稿は、羅臼漁港低温清浄海水取水システム
の検証を基に、そこから抽出される課題に対する研究
の必要性について整理を行い、今後の利活用計画に資
する提案を試みるものとする。
表-1.1 腸炎ビブリオ食中毒対策のための水産食品に係る規格及び
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基準の設定について（H13.5.18）（抜粋）
Ⅰ.次の水産食品に対し、新たな規格基準を設置することが適当である。
１ 食品一般の調理基準
未加工の魚介類を生食用に調理する場合、飲用適の水で十分に洗浄し、
製品を汚染するおそれのあるものを除去しなければならないこと。
２ 切り身、むき身の生食用鮮魚介類加工品
成分規格
・ 製品1gあたり腸炎ビブリオ最確数100以下であること。
加工基準
（略）
保存基準
・ 生食用鮮魚介類加工品は、これを１０℃以下で保存しなければならないこと。
（以下略）
表示基準
（略）
３ 煮かに（ゆでかに）
（略）
Ⅱ.次の水産食品に対し、規格基準を追加することが適当である。
１ ゆでだこ
（略）
２ 生食用かき
成分規格
・ 製品1gあたり腸炎ビブリオ最確数100以下であること。
加工基準
（略）

２．システム概要
(1)取送水設備
取送水設備は図-2.1、2.2に示す羅臼漁港から沖合約
2,800m、水深-350m（公共事業整備区間2,136m・水深150m、非公共事業681m・水深-350m）から取水を行い、
貯水タンクから各利用箇所へ送水されている。
また、主要機器は写真-2.1～2.3であり、取水ポンプ
により低温清浄海水を汲み上げ、タンクに貯水し、送
水ポンプにより漁港内各岸壁及び荷さばき施設内に送
水するものである。
写真-2.1 取水設備制御盤
人工地盤
（低温清浄海水施設）

羅臼漁港

羅臼町

写真-2.2 取水ポンプ
（画像 ©2014 Cnes/Spot Image, Digitalglobe, Landsat -）

図-2.1 取送水設備（平面図）
漁港整備事業（公共事業） 非公共事業（羅臼町）
2136.0ｍ
681.0ｍ

写真-2.3 送水ポンプ

図-2.2 取送水設備（断面図）

(2)利用方法
主な利用方法として、水産利用については、水産物
の鮮度保持のための掛け水等への利用（写真-2.4）、
岸壁背後のエプロン部の洗浄としての利用（写真2.5）、荷さばき所内の散水による冷房効果と衛生管理
対策としての利用（写真-2.6）、畜養施設への利用
（写真-2.7）、水産利用以外の関連商品への利用（写
真-2.8）がある。
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写真-2.8 海洋深層水関連商品（一例）
（有限会社らうす海洋深層水ＨＰより）

写真-2.4 サケタンクへの注水状況

写真-2.5 エプロン部洗浄状況

３．課題とその原因
供用後約８年が経過した羅臼漁港の低温清浄海水取
水システムについて、利用実態や情勢変化等から、以
下の課題が浮かび上がってきた。大きく分けると以下
に示す３つに分類される。
(1)設備の不具合
設備の不具合による、機器能力の低下。例えば取水
管内部への付着物による摩擦係数の増加、取水口の閉
塞（漁網が絡まる等）による取水量（能力）の低下や
送水管継ぎ手部の緩みや給水管（口）の不具合（凍結
による破損）、車の接触等による給水栓保護カバーの
損傷等による送水能力の低下が挙げられる。（写真3.1、3.2）
また、これらの不具合が起こった場合、多大な費用
と時間を要することから、早急な復旧は困難であり、
最悪の場合、復旧までの間使用出来なくなる可能性が
ある。

写真-2.6 荷さばき所内への散水状況

写真-3.1 給水口に漁網が覆われている状況

写真-2.7 畜養施設内利用状況（ウニ）
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写真-3.2 給水栓保護カバー破損状況

(2)利活用の変化
施設整備に当たり、施設規模は計画当時の荷さばき
用水の実績、計測等を基に算出した経験則的な要素に
より決めている。図-3.1は、平成20～25年度における年
度別取水量を示している。これによると、年度を追う
ごとに取水量が増加しており、平成25年度の人工地盤
が供用された平成20年度と比較すると、67％増加して
いることがわかる。この要因としては、低温清浄海水
が有している高い有用性が認知されたことから、水産
関連利用において、船倉水への使用、畜養水、荷さば
き所・エプロンの冷却及び洗浄等幅広く使用されると
ともに、漁業活動中は、常時掛け流し状態としている
利用形態が使用量の増加につながり、結果として、水
量不足になっているものと思慮される。
（千トン）
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① 取水施設等ハード面による不具合
・ 取水口に漁網が詰まる
・ 埋設管のジョイント金具の緩みによる漏水
・ ポンプ室内の湿気過多による機器の劣化
・ 操作性（運転状況確認や操作は制御盤があるポ
ンプ室で行っており異常の発見が遅れる）
・ 舗装コンクリート（t=20cm）に配水管が裸埋設
（切断撤去等の大がかりな復旧を要する）
・ 配水分岐が少ない（一箇所の給水管交換に際し、
一系統の元栓止水を行う）
② 利用面による不具合
・ 通行する作業車が給水管や給水栓保護カバーを
確認しづらい。
・ 給水口の水圧不足（一斉に使用すると吐出圧が
弱まる。）
b）維持管理の状況把握
① 完成後必要となった改良項目と費用
② 通常の維持管理費用：電気代（主にポンプ）、
消耗品、ペンキ塗り
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(1)取水施設の設計
a)設備の不具合な状況の抽出
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出典：羅臼町資料

図-3.1 海洋深層水年度別取水量
(3）取送水設備の特徴
近年では、周辺漁港においても清浄海水取水シス
テムを導入した漁港も増えてきており、ろ過・滅菌
装置により清浄性、また、冷却器により低温性を確
保している。
羅臼漁港では、比較的に近距離で海洋深層水が取
水できたことから、これらの装置を有する必要性が
なかったが、その分建設費用が高いことや維持管理
が困難であることから、周辺漁港の清浄海水取水シ
ステムと羅臼の低温清浄海水取水システムの事例を
基に、効果的・効率的な設備配置について検証する
必要がある。
４．検証項目の整理
上記課題とその原因等から、以下の項目について検
証し、低温清浄海水取水システムの一層の機能強化・
維持、効果的な利用等の観点から整理を行う。また、
事業実施による影響・効果の観点からもレビューを行
い、今後公共事業として実施する上での判断材料の一
つとなるよう整理を行う。（例えば、事業評価の便益）

(2)利活用に関すること
a）水産関連に係る利用・水量について
① 利用実態
・ いつ、どこで、誰が、何のために、どのように
して「水を流しているか」
・ １隻当たりの使用時間（同時に何隻使用してい
るか、使用量のピーク時）
・ 魚種、季節変動
b）海洋深層水の特性に起因する利用（期待する効果）
① 低温性
・ 直接魚体（雑菌繁殖減、腐敗遅延等）
・ 船倉水（船倉自体の細菌減、扱いやすさ、安価
等）
・ 市場冷却（市場の衛生状況、冷蔵庫、雑菌繁殖
減、流すだけで扱いやすい等）
① 清浄性
・ 常温放置時の変化（保存時との違い、水温変化、
雑菌変化）
② ミネラル塩
・ 期待する効果
・ 効果の検証（鮮度は保持されているのか）
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(3)取水設備の検討
a)清浄海水取水設備と低温清浄海水設備の特徴
① 立地環境
・ 羅臼の海洋深層水は低温、濁り無し、食中毒の
原因となる海洋性細菌が極小（もしくは未検出）
であることから、取送水設備にろ過、冷却、滅菌
装置を備えていない。一方、根室管内の歯舞・落
石漁港では、これらが備わっている。（歯舞漁
港：水深-10ｍ・管長1,000ｍ、落石漁港：水深-11
ｍ・管長1,300ｍ）羅臼の場合、漁港沖合の海底勾
配が急峻による取水管長の短縮や年間を通し水温
が安定である利点を生かし、低温清浄海水取水シ
ステムを採用している。
② ろ過装置
・ 設備費
・ 逆洗浄の頻度（季節）、逆洗浄中の安定給水へ
の支障
・ ろ過装置の交換目安、交換中の安定供給への支
障、洗浄作業に要するコスト
③ 冷却装置
・ 設備費
・ 冷却装置の稼働状況（設定水温、冷却水量、冷
却能力、冷却水対象魚種、電気代）
・ 冷却中の故障
・ 交換費用（交換時の故障）
④ 滅菌装置
・ 設備費、滅菌能力、滅菌水対象魚種
５．調査項目の抽出
上記課題を踏まえ、具体的な調査内容を整理し、以
下の３項目に分類した。
(1)システム設計
a）低温清浄海水取水設備（海洋深層水）と清浄海水
取水設備（常温）の分岐点の把握
・ 海洋深層水の取水は、基本的に取水管が長く建設
費用が高い。一方、冷却やろ過装置が不要のため、
設置費用やランニングコストを要しない。
b）配管等の交換が容易な構造の検討

(2)利活用
a）水量不足
・ 荷さばき所洗浄用水（常時用水）を見込む等施設
規模の設定について検討。
b）海洋深層水の有効利用
・ 羅臼漁港は、冬期では清浄海水を使用した漁業活
動がほとんど行われていないことから、余剰分の利
用方法について、地域活性化の観点も考慮し検討。
(3)使用時のルールの策定
a）水量不足時のルール（水量不足にならないルール）
b）低温清浄海水取水システム故障時の検討
・ 故障時など深層水が利用できなくなった場合にお
ける代替施設等の確保。
・ 合併施工（公共事業及び非公共事業）で整備した
際における設備のメンテナンスルールの策定。
６．まとめ
今回行った検証において、清浄海水取水システムの
利用に係る種々の課題を抽出することができた。その
中で、清浄海水取水システムを効果的に利用するため
には、老朽化対策等のハード対策のみならず、関係者
による使用ルールの策定等によるソフト対策の充実が
必要であると考える。また、羅臼漁港での整備及び整
備後の実態を踏まえ、今後の取水施設検討の基礎資料
となるように整理・検討が必要である。
なお、本稿で示した抽出した課題については、引き
続き検証していくとともに、課題解決に向けて、業務
発注を含め取り組んでいきたいと考えている。そして、
種々の課題を解決していくことにより、今後ますます
重要性が高まる衛生管理対策の推進に寄与すれば幸い
である。
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役場、羅臼漁業協同組合のご担当者に深く感謝いたし
ます。

・ 例えば、破損した安価な塩化ビニル管を交換する
ために、大がかりなコンクリート撤去が必要 等
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