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 サロマ湖内への流氷の流入を防止するアイスブーム（防氷堤）において、メインロープの破

断が発生した。これによる湖内漁業への被害は幸いにも発生しなかったが、今後の対策が喫緊

の課題となっている。本報は、メインロープ破断の要因分析を行い、その予防について検討を

行うとともに、破断が発生した場合の対応策について報告するものである。 
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1.  はじめに 

北海道のオホーツク海に面するサロマ湖は、北見市、

佐呂間町、湧別町に跨がり、その面積（約152㎢）は我

が国で3番目に大きく、汽水湖としては最大である。オ

ホーツク海とは長さ約28㎞の砂州で隔たれ、第１湖口、

第２湖口の2つの湖口でのみ繋がっている（写真-1）。 
 サロマ湖周辺の漁業は、湖内ではホタテ稚貝の生産、

ホタテガイ・カキの養殖漁業、カレイ等の刺し網漁業が、

外海では地まき放流したホタテガイの輪採制による底曳

網漁業やサケ・マス定置網漁業が主に営まれている。 
主要魚種であるホタテガイは、稚貝の生産はオホーツ

ク海域における一大生産拠点となっており、外海の地ま

き放流及び湖内養殖用のほかは他の地域へも供給され、

その生産を支えている。また、成貝はサロマ湖周辺での

生産量は全国の約２割を占め、国内はもとより、ＥＵ諸

国、アメリカ、中国などへ輸出されている。 
このように、サロマ湖は我が国のホタテガイ生産にお

いて重要な位置を占めているが、これには2つの湖口が

大きな役割を果たしている。 

湖口によって、漁船は湖内と外海とを往来し効率的な

生産活動が維持され、湖口を通じた湖内と外海との海水

交換は、湖内の豊かな生体系の維持にとって必要不可欠

である。 
一方、オホーツク海沿岸は1月から3月にかけて海面が

流氷で覆われるが、かつてはその一部が湖口から湖内に

流入し、養殖施設等に被害をもたらしていた。このため、

湖口部で流氷の流入を防止するためのアイスブーム（防

氷堤）を、第１湖口は平成10年、第２湖口は平成13年に

完成させ、以降、被害は解消され、ホタテガイをはじめ

とした湖内漁業の安定的な生産が可能となった。 
平成30年2月、第１湖口のアイスブームにおいて、主

要部材であるメインロープに破断が発生し、破断箇所か

ら流氷が湖内へ流入した。幸いにもこのことによる被害

は発生しなかったが、タイミングによっては大きな被害

へと繋がっていた可能性もあり、今後の対策が喫緊の課

題となっている。 
本報は、メインロープ破断の要因分析を行い、その予

防について検討を行うとともに、破断が発生した場合の

対応策について報告するものである。 
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2.  サロマ湖漁港（第１湖口地区）アイスブーム 

(1)  アイスブームの概要 
第４種サロマ湖漁港は、オホーツク海とサロマ湖とを

繋ぐ2つの湖口に位置し（写真-1）、湖内の漁港に所属

する漁船が外海に出漁するための唯一の航路として、ま

た、湖内と外海の海水交換機能を保持し、湖内の水質環

境の維持を図る重要な役割を担っている。 
 この2つの湖口の維持は、サロマ湖周辺はもとより、

オホーツク海域全体のホテタガイ生産においても極めて

重要であるが、かつてはこの湖口からの流氷の流入によ

る被害が度々発生しており、最大では昭和49年に、養殖

施設の約7割が破壊され、22億円にも昇る壊滅的な被害

がもたらされている。 
 このような深刻な状況を解決するため、平成3年に有

識者による調査委員会が設置され、流氷制御技術に関す

る多岐に渡る調査、検討が行われた。この結果採用され

たアイスブーム工法は、冬季以外の漁船の出入りを妨げ

ないことはもちろんのこと、湖内外の海水交換を妨げな

いこと、沿岸漂砂・海浜変形に影響を与えないことなど

の環境面や施工性、経済性、維持管理面及び景観にも優

れた工法となっている。 
 アイスブーム工法は、アメリカやカナダの内陸河川な

どで氷盤を制御するために用いられたものはあったが、

これほど大規模で海洋構造物として採用された例はなく、

サロマ湖漁港のアイスブームは世界でも類を見ない施設

として高い評価を受けている（写真-2）。 

写真-2 サロマ湖漁港（第１湖口地区）アイスブーム 

 
(2)  アイスブームの構造 
 第１湖口のアイスブームは、110m間隔で海底地盤に

打ち込まれた14基の固定杭とその間に設置される13スパ

ンのアイスブームにて構成される（図-1）。アイスブー

ムは、春には取り外して収納することから、扱いが容易

な浮体式のロープ構造となっており、メインロープとフ

ロートの組合せに加え、流速が速い区間（スパン）には

下部ネットを設置している。サロマ湖の湖口では潮汐に

よって非常に速い潮流が発生し、上げ潮時には湖内へ流

氷が流入し、下げ潮時に外海へ戻されることを繰り返す。

アイスブーム13スパンのうち、この潮流の流軸付近とな

る7スパン（固定杭No.4～11の区間）を特殊部と呼び、

速い流速によって流氷が潜り込むことを阻止するための

下部ネットを設置している（図-2）。一方、比較的流速

の遅い一般部6スパンでは、下部ネットはなくメインロ

ープとフロートだけで流氷を食い止める（図-3）。 

図-1 第１湖口地区アイスブーム平面図 

図-2 アイスブーム特殊部 

図-3 アイスブーム一般部 

 
(3)  アイスブームの材質と点検・整備 
 アイスブームは一冬の間、過酷な環境に晒される。こ

のため、毎年春の撤去後にアイスブーム保管庫にて点検、

整備を行っている。また、平成6年の整備着手後から耐

久性向上のための補強や改良を随時行ってきた。ここで

は主要部材の材質と点検・整備について概略を述べる。 
a) メインロープ 
 メインロープの材質は鋼製、ステンレス、化学繊維を

比較検討し、重量が軽く取扱いや浮力確保の点で有利で

あり、海水に対する強度低下がない化学繊維を採用した。 
化学繊維は、当初はアラミド繊維製を使用していたが、

その後開発された、より曲げ疲労に強い超高分子量ポリ

エチレン繊維製のロープに順次更新しているところであ

る。繊維ロープの表面は塩化ビニルによる被覆を施し、

さらにその上を積巻ロープで保護している（写真-3）。 
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写真-3 メインロープの積巻作業状況 

 
b) フロート 
 当初、ウレタンを内部に充填し、表面をゴムライニン

グした鋼製のフロートを使用していたが、小型化、軽量

化の観点から、発泡樹脂製へと転換を図ってきた。さら

に、これらフロートはクランプによりメインロープと接

続されるが、クランプ部材の損耗やメインロープへ与え

るダメージが大きいことから、現在は漁業などで使われ

る小型の浮子をネットで一塊にし、メインロープともネ

ットで接続するタイプのフロートに順次更新を行ってい

る（写真-4）。 

写真-4 フロート（左：鋼製、中央：樹脂製、右：浮子製） 

 
c) 点検・整備 

 点検は、表-1に示す3段階の点検を全てのスパンに対

してサイクルで実施している。最も詳細なA点検では、

メインロープの積巻ロープまでを全て除去し、塩化ビニ

ル被覆材の損傷状況をはじめ、各構成部材について細か

く点検を行っている。また、全ての点検結果を各スパン

毎に写真とともに記録整理している。 
 

表－1 アイスブームの点検区分 

 

3.  メインロープ破断の発生とその要因 

(1) メインロープ破断の発生状況 
 平成30年2月3日、アイスブームの内側に流氷が流入し

ている状況が発見され、翌4日、アイスブームの1スパン

でメインロープの破断を確認した。幸いにも湖内のほぼ

全域が結氷していたため、流氷が奥に進めず養殖施設等

の被害は免れたが、近年、湖内の結氷時期が遅くなって

いる傾向にあるなか、数日早く破断が発生していれば大

きな被害に繋がっていた可能性がある。なお、破断した

スパンには予備のアイスーブームを設置し、2月8日に復

旧作業を完了した。 
 破断が発生したのは、アイスブーム13スパンのうち、

西側から3スパン目（固定杭No.3～4の間）の一般部のメ

インロープで、破断箇所は固定杭No.4側端部から約6m
のスプライス部であった（写真-5、図-4）。また、破断

したのは旧タイプのアラミド繊維製ロープであった。 

写真-5 アイスブームの破断位置（H30.2.6） 

図-4 メインロープの破断箇所 

 
 (2)  破断発生時の海象状況 
 メインロープの設計張力において、特に影響が強いの

は設計流速と氷野の状況（湖口からアイスブームまでの

水域を覆う氷盤の密集量）である。 
破断が確認された2月3日前後のサロマ湖内の潮位変化

を図-5に示す。当日は大潮の2日後で、年間を通しても

干満の潮位差が大きい時期である。外海から湖内側へ向

かう流速は干潮から満潮にかけて発生するが、大潮の時

期であった当時は、設計流速に匹敵する流速が発生して

いたものと推察される。また、当時は外海の流氷の密度

が高く、写真-5のように湖口とアイスブーム間の水域も

氷盤で覆い尽くされており、設計時の設定値と同規模の

氷野の状況であったと言える。 

図-5 サロマ湖内の潮位変化図(サロマ湖養殖漁業協同組合資料) 
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(3)  破断要因の推察 
a) 破断面の比較 
 今回破断したロープと、平成13年度に特殊部のロープ

が破断した際の破断面の状況を写真-6に示す。両破断面

とも比較的切り揃った状態であるのが特徴的である。 
平成13年度の破断は、メインロープの被覆材に全周ク

ラック（被覆材に全周に至る亀裂が発生しているが内部

のロープ繊維の損傷は軽微な状況：写真-7）が確認され

ていた箇所で発生した。また、その後行ったメインロー

プの残存強度試験結果からも全周クラック箇所ではロー

プの強度が著しく低下していることが確認された。全周

クラック箇所では、中の繊維ロープが鋭角に屈曲し、そ

の繰り返しによる局所的な曲げ疲労によって強度低下に

至ると考えられる。 
 一方、これまでの残存強度試験において、被覆材が健

全でロープの強度低下が比較的少ない箇所での破断面は、

破断したストランド（小縄）が不揃い（写真-8）で写真

-6のような切揃った状態にはなっていない。 

写真-6 破断面の状況（左：今回、右：平成13年度） 

写真-7 メインロープ被覆材の全周クラック 

写真-8 被覆材健全箇所の破断状況 
 
今回の破断面は全周クラック箇所のものと酷似してお

り、局所的な曲げ疲労の進行によって破断したものと推

察される。ただし、今回破断が発生した箇所はスプライ

ス部であり、後で触れるが被覆材は施されていない。今

回の破断は、その発生位置からも障害物（構造物）との

接触により強制的に鋭角な屈曲を強いられたことによる

ものと考えられる。局所的な強度低下に至るメカニズム

を整理すると、図-6のとおりと考えられる。 

図-6 ロープの強度低下に至るメカニズム（模式図） 
 
b) 潜り込み防止 
 アイスブームを係留する固定杭は、鋼管杭式構造とな

っており、その上部工にはメインロープの潜り込み防止 
工が平成14年度に改良工事で追加された。アイスブーム

は、上げ潮時には湖内方向に、下げ潮になると反転して

外海方向へと展張する。この反転の際にロープが上部工

下面に潜り込むことを防止するものであり、当時、下部

ネットを有する特殊部のスパンでのみ潜り込みが確認さ

れていたため、防止工は特殊部スパンに関係する固定杭

のみで実施され、一般部スパンでは行われていない。 
 写真-9は、今回破断したロープが係留されていた固定

杭No.4におけるロープ反転時の状況を模したものである。

固定杭No.4は、No.5側には特殊部、No.3側には一般部の

アイスブームが係留されるため、潜り込み防止工はNo.5
側のみに実施されている。 
 ここで、今回のロープ破断箇所は、仮にロープが潜り

込むとした時に、上部工下端と接触する箇所（写真-9の

赤丸箇所）とほぼ一致する。このため、一般部のスパン

においても波浪等によるアイスブームの上下動によって、

上部工下面への潜り込みが発生していた可能性が考えら

れる。また、毎年実施している点検結果からも、写真-

10のとおり、この箇所で積巻ロープの損傷が多いことが

確認されている。 

写真-9 固定杭No.4の上部工（模型） 
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写真-10 積巻ロープの損傷（上部工接触箇所） 

 
c) 推察 
 以上のことから、今回の破断は、上部工下面への潜り

込みによって鋭角な屈曲が繰り返されたことによる曲げ

疲労の蓄積で強度低下したロープに対し、設計張力に近

い張力が作用したことにより発生したものと推察される。 
 
(4)  破断要因の検証 
 今回の破断は、潜り込み防止工のない一般部のスパン

で発生した。また、特殊部を挟んだ東西両側の一般部の

うち、西側の最も特殊部寄りのスパンで発生した。アイ

スブームの反転は、毎日の潮汐に伴う潮流（流向）の変

化によって発生するが、ロープが張っている時には潜り

込みは発生しづらいと考えられる。一方、干潮・満潮前

後の潮止まりにおいて、ロープが緩んでいる状態で風浪

の影響を受けることでも反転が生じ、この場合（特に干

潮時には）、潜り込みが発生しやすいと考えられる。 
アイスブームが設置される冬季に卓越する風浪の向き

（北西）では、東側3スパン（固定杭No.11～14の区間）

では正転向きになるのに対し、西側3スパン（固定杭

No.1～4の区間）では反転向きとなる（図-7）。このた

め、潜り込みの発生頻度は西側の方が高く、ロープの強

度低下も大きくなる。一方、流氷流入時の氷盤による荷

重は特殊部側に向かって大きいため、ロープの状態が同

じであれば破断の危険性は特殊部寄りのスパンが高くな

る。今回破断が発生した箇所はこの条件にまさに合致す

る。 

図-7 潮止まり時のアイスブームの状況（推定図） 
 
 写真-11は、流氷が沖へ遠ざかった状況下で撮影され

たものである。撮影時刻は満潮の約1時間前であり、完

全な潮止まりではないが、流速がかなり減速した状態と

推察される。また、海面は穏やかで静穏な状況であった。

撮影日の風向は西系で冬季風浪よりもやや西寄りである

ものの、着目すべき西側3スパンのアイスブームが風の

影響で反転しており、図-7の状況と一致している。なお、

撮影時刻は満潮に近い時間帯であるが、干潮前後の潮止

まりの時間帯においても同様の状況が予測できる。 
以上から、これまで潜り込みが考慮されていなかった

一般部においても毎日の流向の変化や潮止まり時の風浪

の影響によって潜り込みが発生し、その結果、ロープの

強度低下を招いていた可能性が高いことが裏付けされた。 

写真-11 アイスブームの状況（H30.3.17） 

 

4.  メインロープ破断の予防策と発生時の対応 

(1) メインロープ破断の予防策 
 これまで、メインロープ破断の予防策は、Ａ点検時に

発見された被覆材の全周クラック箇所及び全周には至ら

ないクラック箇所においてもその補修を行い、鋭角な屈

曲の発生を抑えてきた。また、特殊部スパンの固定杭で

は上部工を改良しロープの潜り込み防止工を施している。

今回、一般部においても確認された潜り込みへの対応と

しては、特殊部スパンと同じく上部工を改良することが

考えられる。ここで、特殊部での潜り込み防止工の効果

について検証する。 
特殊部、一般部ともに、固定杭の上部工との接触と思

われる積巻ロープの損傷は多く確認されているが、損傷

の状態には特殊部と一般部とで明確な違いがある。一般

部では写真-10で示したように1点に集中した損傷跡であ

るのに対し、特殊部では1～2ｍの延長に渡るスレ跡にな

っている（写真-12）。このことは、アイスブームの波

浪等による上下動で、一般部の損傷はロープが上部工下

面に潜り込んだ際に発生し、特殊部では、改良済みの潜

り込み防止工側面との摩擦によって発生したものと推察

される。このことから、特殊部では上部工改良の効果に

より潜り込みは解消され、ロープには強度低下の要因と

なる鋭角な屈曲は発生していないものと推察される。 
 また、図-8は、これまで実施された残存強度試験から、

特殊部のメインロープ端部（スプライス部）での結果を

抽出したものである。データ数が少なく、試験結果に多

少のばらつきはあるものの、上部工改良により年間強度
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屈曲点（固定点）
可動部

約58°

低下率が1/2にまで低減されたと推定される。これは特

殊部での結果であり、一般部では潜り込みの頻度も異な

ると考えられるが、上部工の改良によって、一般部にお

いてもこれに近い効果は期待できるものと考える。 
以上から、一般部においても特殊部と同様の潜り込み

防止工を改良施工することとする。現在、固定杭（鋼管

杭構造）自体の長寿命化（防食対策）と合わせて、改良

断面の耐力照査を行っている。 

  写真-12 積巻ロープの損傷（上部工接触箇所：特殊部） 

図-8 特殊部メインロープ端部の残存強度試験結果 
 
(2) メインロープ破断の発生を想定した対応 
 今回の破断の発生を踏まえ、前述の予防策をはじめ、

より一層の予防保全に努めていくが、万が一破断が発生

した場合の対応も整備しておく必要がある。破断発生時

には養殖施設等の被害拡大を防ぐため、迅速な対応が求

められることから、施設設置者である国、漁港管理者で

ある北海道及び漁港利用者である地元漁協との間で破断

発生時の応急対策に関する対応事項を整理した。 
 また、今回の破断においては、予備のアイスブーム設

置作業に4日を要した。これは、アイスブーム保管庫の

ゲートがアイスブームよりも外海側に設置されているた

め、流氷の影響で利用できなかったことが要因として大

きい（写真-13）。このため、現在、湖内側にも新たな

ゲートを設けることを検討している。 

写真-13 アイスブーム保管庫の既設ゲート 

さらに、予備のアイスブームに関して、これまでは特

殊部用の1スパンを用意していたが、これを2スパン（特

殊部用・一般部用各1スパン）へと増備した。 
 
(3) メインロープ端部の強度低下の見える化 

 前述の通り、メインロープの被覆材の損傷が全周クラ

ックに至った場合、ロープ強度も著しく低下している可

能性がある。このため、メインロープの点検で被覆材に

わずかでも損傷が見られた場合には、補修・補強を行う

とともに、次回点検時にもその追跡調査を行なうなど、

被覆材の損傷が全周クラックに至らない管理をこれまで

行ってきた。 

しかし、今回破断が発生したメインロープの端部（ス

プライス部）にはロープの製作工程上の理由から被覆材

が施されれていない。ストレート部における被覆材の状

態はロープの強度低下を窺う重要な手掛かりとなるもの

である。しかし、スプライス部には被覆材が施されてい

ないため、強度低下を窺うことができない状態にある。 
 現在、樹脂吹付けなどの方法により、端部においても

被覆材を施し、被覆材の状態を確認することで、屈曲に

よる強度低下を推察する方法を検討中である。繰返し屈

曲試験（写真-14）において、被覆材の材料、厚みと被

覆材の状態、強度低下の関係を明らかにすることを試み

ている。一方、この被覆材が破れた場合にはそこが弱点

となり、急激な強度低下を招く可能性があることから、

その点にも考慮しつつ、端部に被覆材を施すことの可否

も含めて検討を行っている。 

写真-14 繰返し屈曲試験（左：最小角度、右：最大角度） 

 

5.  おわりに 

 かつてサロマ湖は、12月下旬には湖内が結氷していた

ことで流氷被害を免れていたが、結氷時期が年々遅くな

り、流氷到来に間に合わなかった年に被害を受けてきた。

流氷が流入すると、極寒の湖上で巨大な氷塊を人海戦術

にて砕き、被害を最小限に食い止める作業が連日行われ

ていた。アイスブームの整備は、養殖施設等の被害だけ

でなく、こうした危険な作業も解消した。湖内の結氷時

期が遅くなっている傾向は続いており、アイスブームの

存在意義はますます大きくなっている。引き続き、アイ

スブームが毎年万全の状態に保たれるよう一層の予防保

全に努め、サロマ湖周辺及びオホーツク海域の水産業を

支えていきたい。 
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