サンゴ群体の移植・移築技術を利用した港湾整備におけるサンゴ礁との共生指針
港湾計画課

1．サンゴ群体の移植・移築技術について
サンゴ群体の移植・移築は，海域の埋立て，防波堤建設，浚渫等の港湾整備の計画地にサン
ゴ群体の存在が確認された場合，できるだけサンゴ群集を保全（避難）するために行うもので
ある．サンゴ群体やサンゴ群集の生息する岩塊を採取し，既設防波堤や護岸等のマウンド部ま
たはサンゴが少ない天然礁などに避難させる．
また，保全の意義に加えて移植・移築先の生物多様性の高まりや移植・移築を実施したサン
ゴ群体が，産卵して周辺海域へ幼生を供給することにより（再生産），白化やオニヒトデの大
量発生等で荒廃したサンゴ礁の再生に寄与することも期待される．したがって，本技術はサン
ゴ礁と共生する港湾整備を推進するための実用的な技術の一つである．

0.5m

図-1.1 サンゴ群体を移植した防波堤の被覆石（平良港，2009）
図-1.2 にサンゴ礁と共生する港湾整備における本技術の位置づけを示す．
サンゴ群体の移植・移築技術は，サンゴの保全・再生技術の一つであり，港湾整備等事業の
影響を受けるサンゴ群体を保全（避難）する技術である．港湾環境の開発・利用と自然環境の
保全を両立することができ，環境配慮の標準化（国土交通省監修，2007）1)に寄与する実用的
な手法の一つである．
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図-1.2 サンゴ礁と共生する港湾整備における本技術の位置づけ
2．サンゴ群体の移植・移築技術を利用した港湾整備におけるサンゴ礁との共生指針
2-1．本指針の位置づけ
本指針は，沖縄総合事務局の港湾整備事業により影響を受けるサンゴをできる限り移植・
移築してサンゴ礁の維持・保全を図るため，土木技術者や環境関連技術者が，「サンゴ群体
の移植・移築技術」を利用するうえでの計画・施工・モニタリング調査，維持管理等に役立
てるものである．
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図-2.1 本指針の位置づけ（概念図）
1．基本的な考え方

2-2．適用範囲
本指針は，土木技術者や環境関連技術者
が本技術を適用するにあたってのプロセ

1-1．目的
1-2．技術の概要
1-3．適用範囲
1-4．特別採捕許可申請

スに適用する．サンゴ群集が港湾整備等事
業の影響を受けると考えられた場合には，

2．適用の基本手順

本技術を適用できるものとした．サンゴの
採取にあたっては，特別採捕許可申請書を
県知事に提出して許可を得る必要がある．

3．適用計画の策定
3-1．社会条件・海域環境特性の把握
3-2．適用計画の策定

2-3．構成
図-2.2 に指針の構成（本編）を示す．
本編のほかに，ケーススタディー編として
那覇港，平良港，石垣港の事例を本指針に

4．事前調査および移植・移築計画の立案
4-1．目的
4-2．事前調査
4-3．移植・移築計画の立案

沿って整理した．また，環境に関する用語
集等を添付した．

5．施工
5-1．採取
5-2．運搬
5-3．固定

3．適用の流れ
3-1．適用計画の策定
対象海域における上位計画等の社会条

6．モニタリング調査

件・海域環境条件に関する資料を収集・整
理し，適用計画を策定する．指針には，社
会条件，海域環境条件の把握に必要な具体

6-1．調査目的
6-2．調査内容
6-3．調査結果に対する評価と活用方法の考え方

的資料のリストと入手方法の例を示した．
下記には，適用計画策定のポイントであ
る，移植・移築元の選定，移植・移築先候
補地の選定および目標の考え方を示す．

7．維持管理
7-1．維持管理の考え方
7-2．海域利用者との協調

図-2.2 本指針の構成
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(1)移植・移築元の選定
埋立てや防波堤建設，浚渫等の港湾整備事業によりサンゴ群集が影響を受けると考えられ
る天然礁のサンゴや撤去する防波堤に成育するサンゴを対象として，移植・移築を行う．
本指針では，港湾整備の事業スケジュールを把握し，事業時期が早い場所を優先的に移
植・移築元として選定することを基本とした．
なお，複数の港湾整備事業が同時期に実施される場合や，事業範囲が広いなどやむをえず
移植・移築元を絞る必要がある場合には，有識者の助言を踏まえて，サンゴ群集への事業の
影響と保全（避難）するサンゴの種類や群体数等を総合的に検討し，移植・移築元を選定す
ることとした．
(2)移植・移築先候補地の選定
収集・整理した資料に基づき，移植・移築サンゴを受け入れられると考えられる場所を移
植・移築先の候補地として選定する．候補地の選定にあたっては，下記の点に留意して表-3.1
の観点で検討する．指針には，参考として，水質からみたサンゴ生息の不適正条件の例や SPSS
（底質中懸濁物質含量）とサンゴの生息状況の関係を示した．
○移植・移築先候補地選定にあたっての留意点
・移植・移築元と同港湾内および周辺で選定する
サンゴ礁生態系の遺伝子撹乱の防止に配慮して，少なくとも移植・移築元と同港湾内およ
び周辺で候補地を選定する．
・
「港湾等構造物のマウンドとその周辺」
，
「天然礁」の順で選定する
天然礁に生息する生物群集に影響を与えないようにするため，港湾等構造物のマウンドと
その周辺で候補地を選定することを基本とする．天然礁で移植・移築先を選定する場合に
は，サンゴ群集をはじめとする生物群集への影響の最小化に努める．
・サンゴの死滅のリスクを分散するため，必要に応じ複数の候補地を選定する
移植・移築サンゴの群体数が数百を超える大規模な事業の場合，高水温に伴う白化現象や
オニヒトデ等の捕食による死滅のリスクを分散するため，複数の候補地を選定することが
望ましい．

表-3.1(1) 移植・移築先候補地の選定の考え方 その 1（沖縄県，2008）2）をもとに作成
要素

候補地の適正条件
サンゴが成育していること．

サンゴの
分布状況

理由
サンゴがそもそも成育していない場所は，移植・移築サンゴの
成育環境として適していない可能性が高いため．

被度が低いうえ，サンゴの自
自然の回復力でサンゴ群集の再生があまり期待できない場所
然加入が少ないこと（5cm未満
であり，移植・移築により再生を促すことができるため．
のサンゴ群体が少ない）．

移植・移築元
からの距離

移植・移築元にできるだけ近
いこと．

距離が近いほど移植・移築サンゴの輸送時間が短くなり，スト
レスを軽減できるため．

基盤の性状

サンゴ礫（死骸）や砂，泥が少 礫や砂が荒天時に海底を動き，サンゴが破壊されるため．ま
なく，物理的に安定した基盤 た，砂や泥でサンゴが埋没する恐れがあるため．
（構造物，岩盤）であること． サンゴ礫どうしが固結して安定した状態の場合は問題ない．
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表-3.1(2) 移植・移築先候補地の選定の考え方 その 2（沖縄県，2008）2）をもとに作成
要素

候補地の適正条件

理由

高水温，低塩分，赤土，有機汚濁等の影響があると移植・移築
高水温，低塩分，赤土，有機
サンゴが成育しにくいため．サンゴの不適正条件，SPSS等を
汚濁等の影響が少ないこと．
参考にする．
水質・
底質条件

移植・移築元に類似している
こと．あるいは，より清浄なこ
と．

水質が移植・移築元と近しい条件であれば，サンゴの生残率
向上が期待できるため．より清浄な場所に移植・移築する場合
には，その環境に適応できるかどうかや他の生物との競合に
よる淘汰が生じることに注意を要する．

光条件

移植・移築サンゴが成育しや
すい地形条件（流動条件）で
あること．

海域の汚濁状況や水深の深さによって光条件が異なる．サン
ゴの成育には光条件が重要であり，対象サンゴの成育特性に
応じた場所を選定することが重要である．

地形条件
（流動条件）

移植・移築サンゴが成育しや
すい地形条件（流動条件）で
あること．

地形条件が異なると流動条件も異なる．例えば，比較的流動
が大きい礁斜面などでは卓状ミドリイシ属が成育しやすいこと
などが知られており，対象サンゴの成育特性に応じた場所を選
定することが重要である．

(3)適用成果の目標の設定の考え方
サンゴ礁の保全・再生技術の適用にあたっては，立案した目標のもと継続的なモニタリン
グを行って技術を評価し，その結果を踏まえて技術を改善していく順応的管理が重要である
（国土交通省監修，2007）1)．本指針では，
「順応的管理による海辺の自然再生（国交省港湾
局監修，2007）」に従って，過去の事例を踏まえて①包括的目標，②行動計画・事業実施方
針，③サンゴ着生促進技術の目標達成基準（指標項目，目標レベル，目標達成年次）を検討
し，具体的に示した（表-3.1）．
表-3.1 本技術の適用成果の目標の考え方
①包括的
目標

②行動計画・
事業実施方針

③サンゴ群体の移植・移築技術の目標達成基準
指標項目

目標レベル

目標達成年次

・サンゴ群集の成育状況
（被度（面積），種構成） 移植・移築サンゴ群集
各種サンゴの保
港湾整備等
の成育状況，その他生
全・再生技術を適 ・生物生息状況
移植・移築実施後，少
とサンゴ礁と
物の生息状況が移植・
用し，可能な限り （魚類・大型底生生物の
なくとも5年目まで継続
の共生を図る
移築前（直後）に比べて
サンゴ礁を保全・ 種類別個体数）
的に評価
こと
著しく劣化せず，再生産
再生すること
・再生産の状況
すること
（バンドルの有無など）

3-2．事前調査および移植・移築計画の立案
移植・移築計画を立案するため，移植・移築元および移植・移築先候補地におけるサンゴ
分布状況，水質の現況を把握する．
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(1)移植・移築元における事前調査
移植・移築元調査では，まず調査範囲を設定してマンタ法等によりサンゴ分布の概略調査
を行う（図-3.1）．さらに，概略調査結果を踏まえて実質的な移植・移築元となる詳細調査
の範囲を設定し，コドラート法により詳細なサンゴ調査を行う（図-3.2）．詳細調査結果の
整理イメージを図-3.3 に示す．
【概略調査範囲】

□：航路浚渫箇所
□：汚濁防止膜の敷設範囲

【マンタ法による概略調査】

□：航路浚渫箇所
□：概略調査範囲
○：調査の航跡

概略調査範囲

【概略調査結果のイメージ】
【マンタ法による概略調査実施イメージ】
監視船

調査船

□：航路浚渫箇所
□：概略調査範囲
○：ミドリイシ属 10%
○：コモンサンゴ属 15%

図-3.1 移植・移築元概略調査範囲および調査結果のイメージ
詳細調査範囲の設定における判断基準の例を以下に示す．詳細調査範囲（移植・移築元）
を設定する際には関係者間で合意を図り，必要に応じて専門家に意見を求めることとした．
○詳細調査範囲（移植・移築元）設定の判断基準（例）
（国交省監修，2003）3）をもとに作成
[サンゴ群集の多様性（種類）や生物量（被度）の価値で判断する]
概略調査範囲において，サンゴの種類が多い範囲は多様性が高く，被度が高い範囲は生物
量が多いと考えることができる．これらは価値が高いと判断し，詳細調査範囲として設定す
る．大型卓状ミドリイシのサイズからサンゴ礁の回復期を推定し（環境省・日本サンゴ礁学
会編，2004）●），多様性（種類）や生物量（被度）の目安とすることも考えられる．
[再生に要する時間的な価値で判断する]
同様のサンゴ群体が形成されるまでにかかる時間でその価値を評価する．例えば，一般に
成長が遅いと言われるハマサンゴ属の大型群体は，新規着生してから同程度の大きさまでに
成長するために長期間を要するため，価値が高いと判断して詳細調査範囲に含める．
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【詳細調査範囲】
□：航路浚渫箇所
●：詳細調査範囲
（位置）
○：ミドリイシ属 10%
○：コモンサンゴ属 15%

【コドラート法による詳細調査実施イメージ】
監視船

調査船

St.1
●
詳細調査範囲
（位置）

●

コドラート法の方形枠
St.2

図-3.2 移植・移築元詳細調査範囲および調査結果のイメージ

【移植・移築候補のサンゴ類】
サンゴの サンゴサイズ
Sｔ.1 Sｔ.2 合計
種類
のランク
10-30cm
5
6
11
ハナヤサ
30-60cm
0 11
イサンゴ科
>60cm
0
10-31cm
0
葉状コモン
30-61cm
6
6 6
サンゴ属
>61cm
0
10-30cm
1
1
2
卓状ミドリ
30-60cm
2
2 6
イシ属
>60cm
2
2
10-30cm
1
5
6
散房状ミド
30-60cm
6
6 12
リイシ属
>60cm
0
10-30cm
5
5
枝状ミドリ
30-60cm
3
3 8
イシ属
>60cm
0
10-30cm
1
1
2
ハマサン
30-60cm
1
1 3
ゴ属
>60cm
0
10-30cm
2
2
キクメイシ
30-60cm
1
1 3
科
>60cm
0
10-31cm
0
ソフトコー
30-61cm
1
1 1
ラル類
>61cm
0
10-30cm
13
15 28
合計
30-60cm
7
6
13 43
>60cm
2
0
2
※サンゴサイズのランクは最大径を意味する

【St.1 の状況写真】

【St.2 の状況写真】

図-3.2 移植・移築元における詳細調査結果の整理イメージ
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(2)移植・移築先候補地における事前調査
移植・移築先候補地調査では，移植・移築元調査と同様の手順で調査を行う．ここでは，
重要なポイントである，詳細調査範囲すなわち実質の移植・移築先の設定の判断基準を示す．
○詳細調査範囲（移植・移築先）設定の判断基準（例）
[自然のサンゴが少なく，サンゴが移植・移築可能な裸地があるかどうかで判断する]
既設構造物のマウンドとその周辺または天然礁のいずれに移植・移築先を設定する場合に
おいても，自然に加入した生物群集にできるだけ影響を与えないよう，裸地の多い場所をサ
ンゴの移植・移築場所として選定する．
[移植・移築元と同様のサンゴの種類が成育しているかどうかで判断する]
サンゴの種組成の比較は，移植・移築元と移植・移築先の環境が類似しているかどうかを
判断するための単純かつ有効な方法である．移植・移築後のサンゴの生残率を向上させるた
めにも，移植・移築元と類似した環境の場所を選定する．

(3)移植・移築計画の立案
1)目標達成基準の設定
移植・移築の目標達成基準は，事前調査結果を踏まえ，関係者間の合意のもとで実現性に
配慮した目標達成基準を検討する．基本的に表-3.1 に準ずるものとした．
2)移植・移築サンゴの種類（群体）の選定
移植・移築元の詳細範囲設定の判断基準および移植・移築元と移植・移築先候補地のサン
ゴの分布状況（種類，群体数）と目標達成基準（目標像）を踏まえ，対象種を選定する．な
お，多様性の低下を防止するため，複数種のサンゴを選定することとした．また，病気や衰
弱したと伺われるサンゴを基本的に選定しないこととした．表-3.2 に対象種の選定の考え方
を示す．指針には，参考としてサンゴの生態等特性の例を整理して示した．
表-3.2 移植・移築対象種選定の考え方
対象種選定の考え方

目的（選定方針）

基
・移植・移築元のサンゴ種構成の割合を考慮して選定することで，可能
本
な限り移植・移築元のサンゴ相を保全する（サンゴ群集の多様性（種類）
移植・移築元のサンゴ相の保全
的
や生物量の保全）
に努める
事
・移植・移築元（詳細調査範囲）を判断した理由を考慮する（再生に要す
項
る時間的価値が高いサンゴ，分布が限られている希少なサンゴ）
移植・移築先に多く成育している種類を重点的に選定することで，移
植・移築サンゴが場の環境に馴染みやすく生残率が高くなることを期待
移植・移築先での生残率が高く
する
そ なることを期待する
過去の移植・移築実績を踏まえて，移植・移築先で生残率が高くなる
の
と予想される種類を選定する
他
の サンゴ以外の生物の多様性向
例えば，隙間が多く魚類が集まりやすい樹枝状のミドリイシ属などを
事 上に努める
選定することで，サンゴ以外の生物多様性の向上を図ることもできる
項
・例えば，見栄えのする卓状のミドリイシ属や魚類の集まりやすい樹枝
移植・移築先の景観の向上に努
状のミドリイシ属を選定して浅い場所に設置することで，景観の向上を
める
図ることもできる

-8-

3)施工計画
円滑に施工（移植・移築）できるよう，各段階において表-3.3 に示す内容を検討し，綿密
に施工計画を検討しておく．ほかに必要と考えられた項目については，適宜検討内容に加え
ることが重要である．指針では，表-3.3 の内容を具体的かつ詳細に示した．
表-3.3 施工計画の検討内容
検討段階

検討内容

①事前調査後

施工時期，移植・移築サンゴの採取予定リスト，施工方法（採取，運搬，固
定（据付））と人員・重機の稼働計画，必要資機材の検討，関係者（漁業協
同組合）との調整

②特別採捕許可申請書提出

所定の様式にある項目，施工計画の概略（目的，施工時期，種類・群体数，
場所・範囲），岩礁破砕許可申請書

③特別採捕許可申請書提出後

詳細な施工（採取・運搬・固定（据付））スケジュールと役割分担，移植・移築
密度，採取・固定（据付）水深，運搬ルート，資機材の調達

④移植・移築前

関係者への周知・調整，作業員への施工計画，安全対策，環境保全対策の
周知・徹底，天候確認

⑤移植・移築後

施工上の問題点と課題解決策の検討

⑥特別採捕の結果報告

施工日時，移植・移築サンゴの採取リスト，モニタリング調査結果等（所定の
様式は無い）
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3-3．施工
サンゴ移植・移築の作業は，
「採取」
，
「運搬」
，
「固定（設置）
」に大別され，指針では各段
階での配慮事項を具体的かつ詳細に示すとともに，作業内容がイメージしやすいようできる
限り写真と図解で示した．
施工では，基本的にサンゴへのストレスを最小限に努めることが重要であり，採取ではで
きるだけ傷つけないこと，運搬ではサンゴを干出させないよう海水に沈積して衝撃を低減さ
せること，固定（設置）では，サンゴが脱落・転倒しないよう確実に安定させることがポイ
ントとなる．図-3.3 に例として，サンゴ移植における採取，運搬，固定のイメージ例を示す．
【固着性の造礁サンゴ】

生存部分を傷つけないよう
基部（根元）から採取

【非固着性等の造礁サンゴ】

非固着性のクサビライシ属

砂礫底に成育するユビエダハマサンゴ

【ソフトコーラル】

図-3.3(1) 移植サンゴの採取イメージ例
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1m
0.3m

水中運搬の事例

船上運搬の事例
ジョウロを使った海水交換

バケツを使った海水交換

海水交換の事例
図-3.3(2) 移植サンゴの運搬イメージ例
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②付着生物を除去した様子

①サンゴの座りが良い窪みを探索し，
ハンマー等で付着生物を除去する

②水中ボンドで固定
③基盤側に水中ボンドを付ける

④移植サンゴ側に水中ボンドを付ける

⑤基盤に移植サンゴをなじませて固定する

⑥群体の一部が直接基盤に触れる部分を
設けて活着の促進を期待する）

基盤
⑦コンクリート釘と針金を用いた補強

針金

図-3.3(3) 移植サンゴの固定イメージ例（手順）
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コンクリート釘

3-4．モニタリング調査
本技術の適用後は，あらかじめ設定した目標レベル（表-3.1）の達成状況を評価する．移
植・移築技術は未だ確立されたとは言えない．そのため，事業の成否の理由を考察して改善
策を検討して，継続的に技術を向上させる必要がある．指針では，必要なモニタリング調査
の内容と，評価方法の考え方等を具体的に示した．
基本的には，移植・移築区および対照区としての天然礁において海域環境条件，サンゴ群
集の成育状況，その他の生物生息状況等を把握し，比較，評価する．
表-3.4 評価の考え方
指標項目

比較対照

評価の考え方（少なくとも 5 年目まで継続）

サンゴ群集の成育状況
（総被度，種類名）

移植・移築
直後の状況

移植・移築したサンゴ群集の総被度，種類数が，移植直後の
状況に比べて著しく減少していないか．

生物生息状況
（魚類・大型底生生物の種類
別個体数）

移植・移築
前の状況

移植・移築したサンゴ群集に集まる魚類・大型底生生物の種
類数，個体数が，事前調査で調査した移植・移築前（移植・
移築元）の状況に比べて著しく減少していないか．

－

例えば，造礁サンゴの骨格中に成熟したバンドル（ミドリイシ
属等），プラヌラ幼生（ハナヤサイサンゴ属等）がみられるか．

サンゴの再生産
（バンドルの有無など）

3-5．維持管理
移植・移築サンゴの生残性を向上させるため，モニタリング調査時を基本として，サンゴ
捕食生物・藻類・浮泥除去等の維持管理を行う．
モニタリング調査時期に合わせて，サンゴが場の環境に馴致すると考えられる 1 年目には
10 日後，1 か月後，2 年目以降は 1 回/1 年の頻度で，①サンゴ捕食生物，②藻類等，③浮泥，
④ゴミ・流れ藻・釣り糸，⑤補強の維持管理を行うことを基本とした．
また，海域利用者が近づくことのできる場所にサンゴを移植・移築した場合，移植・移築
サンゴが人的要因の影響を受けないよう周知するなど，可能な限り協調に努めることとした．
4．今後の展望
これまで，技術者の経験則に基づいて検討されてきたサンゴ群集の移植・移築技術を本指針
により体系化したことにより，汎用化に寄与すると期待される．今後は，本指針を積極的に運
用してサンゴ礁と共生する港湾整備を一層推進するとともに，知見を集積して技術の向上を図
っていく．
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