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1. サンゴ類の主な保全措置 

種 類 手 法 対象 移植目標 移植実績 

小型サンゴ 小型サンゴ片の固定による移植 

 ミドリイシ属等 17,000群体 19,506群体 

 アオサンゴ等 16,000群体 17,176群体 

 ショウガサンゴ 等 － 242群体 

大型サンゴ 移築工事 大型塊状ハマサンゴ 37群体 37群体 

枝状サンゴ群集 サンゴ群集移植法 ユビエダハマサンゴ等 700㎡ 1042.1㎡ 

 海域の改変区域内に生息するサンゴの一部を代償措置として移植・移築し、 
さらに稚サンゴ着床による移植手法についても補完的に検討・実施します。 

（１）サンゴ移植 

※小型サンゴの移植実績には台風等により被災したサンゴ群体の数を含む 

（２）稚サンゴ着床による移植手法の検討 

（３）着生基盤の創出 

※那覇港の事例 

設置後約10年経過 

※糸満市によるサンゴ類の移植（参考） 

新たに出現する護岸がサンゴ類や底生生物の着生基盤となるように、護岸の一部に凹凸加工を施した消波ブロックや、 
自然石を用いた緩傾斜護岸を整備しました。 
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2. サンゴ移植について 

【移植・移築の方針】 
選定基準に基づき、小型サンゴと枝状サンゴ群集に関して基本的には①被度が１０％以上のエリアに 
 生息するサンゴ類を移植対象、大型サンゴについては②直径が１m以上の大型ハマサンゴ類を移築対象 
 とし、できるだけ効率的に環境保全措置（無性生殖移植）を実施します。 
沖縄本島内で稀にしか見られないようなサンゴ種も補完的に移植します。 

 

 凡例（移植先の海底状況）

　　　： 砂+礫
　　　： 岩
　　　： 波浪の影響大きい
　　　： 濁りの流入あり
　　　： 水深が浅い
　　　： 水深が深い
　　　： 移設先候補地

凡例（移植元のサンゴ分布）

　　　： 被度01%未満
　　　： 被度01%以上05%未満
　　　： 被度05%以上10%未満

　　　： 被度10%以上30%未満
　　　： 被度30%以上50%未満

(移植先) 
アオサンゴ 

(移植先) 
大型塊状ハマサンゴ 
ユビエダハマサンゴ 

(移植先) 
ミドリイシ属 

(移植先) 
ミドリイシ属 

【移植先の選定】 
サンゴ群集の分布特性（優占種、被度別面積、範囲）の確認やサンゴ類の生息状況および食害生物、 
 病気等を把握した上で選定しました。  

移植元 移植先 

サンゴの病気 オニヒトデの食害 
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ﾃｰﾌﾞﾙ状ﾐﾄﾞﾘｲｼ属
ｺﾘﾝﾎﾞｰｽ状ﾐﾄﾞﾘｲｼ属

ﾕﾋﾞｴﾀﾞﾊﾏｻﾝｺﾞ

ｱｵｻﾝｺﾞ
ﾕﾋﾞｴﾀﾞﾊﾏｻﾝｺﾞ

塊状ﾊﾏｻﾝｺﾞ属

ﾃｰﾌﾞﾙ状ﾐﾄﾞﾘｲｼ属
ｺﾘﾝﾎﾞｰｽ状ﾐﾄﾞﾘｲｼ属

ﾃｰﾌﾞﾙ状ﾐﾄﾞﾘｲｼ属
ｺﾘﾝﾎﾞｰｽ状ﾐﾄﾞﾘｲｼ属

St.2St.6
St.3

St.4 St.1

St.5

St.8
St.7

　　　： 被度01 % 未満
　　　： 被度01 % 以上05 % 未満
　　　： 被度05 % 以上 10 % 未満
　　　： 被度 10 % 以上 30 % 未満
　　　： 被度 30 % 以上 50 % 未満

　　　： スポット 調査地点

凡例（ 移植元のサンゴ分布）

 凡例（移植先の海底状況）

　　　： 砂+礫
　　　： 岩
　　　： 波浪の影響大きい
　　　： 濁りの流入あり
　　　： 水深が浅い
　　　： 水深が深い
　　　： 移設先候補地

凡例（移植元のサンゴ分布）

　　　： 被度01%未満
　　　： 被度01%以上05%未満
　　　： 被度05%以上10%未満

　　　： 被度10%以上30%未満
　　　： 被度30%以上50%未満

移植元 

移植元 



ミドリイシ属 

移植元 

移植先 

移植対象 ミドリイシ属を中心としたサンゴ 

移植手法 水中ボンドによる固定 

移植期間 平成26年1月8日～11月17日 

移植作業日数 76日間 

移植実績 19,506群体 

目標 17,000群体 

移植元の水深 D.L. -1～-8m ※ 

移植先の水深 D.L. -1～-5m 

3.1 小型サンゴの移植について（ミドリイシ属等） 

水中ボンドによる固定の様子 

※但し、D.L. -5m以深からの採取は少数 

 ミドリイシ属等を中心とした小型サンゴについては、１９,５０６群体を新滑走路西側の海域へ移植しました。 

3 



アオサンゴ 

移植元 

移植先 

移植対象 アオサンゴ等 

移植手法 水中ボンドによる固定 

移植期間 平成26年1月8日～9月30日 

移植作業日数 68日間 

移植実績 17,176群体 

目標 16,000群体 

移植元の水深 D.L. -2～-12m 

移植先の水深 D.L. -2～-8m 

3.2 小型サンゴの移植について（アオサンゴ等） 

アオサンゴ採取の様子 

 アオサンゴ等を中心とした小型サンゴについては、１７,１７６群体を新滑走路北側の海域へ移植しました。 
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移植元 

移植対象 ショウガサンゴ、クサビライシ 

移植期間 平成26年10月20日～10月22日 

移植作業日数 3日間 

移植手法と 
移植実績 

ショウガサンゴ（水中ボンドによる固定） 
                    ：191群体 
クサビライシ（岩盤上へ整置）：51群体 

3.3 小型サンゴの移植について（ショウガサンゴ等） 
 沖縄本島内で稀にしか見られないようなサンゴ種としてショウガサンゴ、クサビライシを新滑走路北側の 
海域から、波の上うみそら公園へ移植しました。 

水中ボンドによる固定 ショウガサンゴ 

クサビライシ 岩盤上へ整置 

 

H26.1 撮影

移植先 

移植元 

移植前 

移植後 

移植先の状況 移植手法 移植状況 
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移植元 

移植対象 ミドリイシ属等 

移植期間 平成26年9月下旬 

移植実績 
約400群体 
（大型の群体は小割にして 
約1,600群体を架台へ移植） 

3.4 糸満市によるサンゴの移植について（参考）  

運搬状況 

移植先 

岡波島 

糸満漁港 

 糸満市は、サンゴ類を活用した魚場再生の試験研究を目的として、平成２６年９月下旬に新滑走路南側 
の海域から岡波島付近へ小型サンゴ（ミドリイシ属等）を移植しました。 

移植元の状況 採取状況 採取したサンゴ 

移植状況 移植したサンゴ 
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3.5 小型サンゴの移植方法 

①サンゴ類の採取 ②採取サンゴをカゴへ収容 ③カゴの引き上げ ④船上水槽への収容 

⑤ポンプによる海水交換 ⑥粘液の除去 ⑦移植先への運搬状況 ⑧運搬中の水温確認状況 

⑨充填目地材（水中ボンド） ⑩ブラシによる基盤面の掃除 ⑪サンゴ類の固定作業 ⑫固定したサンゴ類の例 
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 ミドリイシ属等を事例として、小型サンゴ片の固定による移植手順は次のようになります。 



3.6 小型サンゴの採取・移植状況 

移植前 移植後 

採取前 採取後 
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移植元の状況 

移植先の状況 

 採取前後と移植前後の海底状況は次のようになります。 



移植対象 大型塊状ハマサンゴ 

移植手法 移築工事（採取・運搬・設置） 

移植期間 平成26年8月15日～10月19日 

移植作業日数実績 38日 

移植実績 37群体 

目標 37群体 

4.1 大型サンゴの移築について 

移築元 

移築先 

 大型塊状ハマサンゴについては、３７群体を新滑走路西側の海域へ移築しました。 

大型塊状ハマサンゴ 

ダイバー 

① ② 
③ ④ 
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４群体が接合している大型塊状ハマサンゴ 

凡例 

    ：移築元 
    ：移築先 



4.2 大型サンゴの移築にあたって 

 移築予定の大型塊状ハマサンゴ３７群体について事前に詳細調査を行い、形状や重量によって施工方法
を検討しました。 

①詳細調査 
  ・状態（病気、食痕、部分死滅 等） 
  ・形状（写真、全方位からのスケッチ） 
  ・測定（最大部：長径、短径、高さ） 
       （切断部：長径、短径、周囲） 
  ・概算重量算出 
    ※参考（水中重量） 0.4t～42.4t 
  ・作業スペースの確認 等 

②施工方法（採取・運搬等）の検討 
  （1）人力工法（小規模サンゴ採取） 
  （2）機械工法（大規模サンゴ採取） 

③移植先の調査等 

④移築工事 
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4.3m 

5.6m 

詳細調査例 ： No.29 （採取サンゴで最大級；水中重量42.4t※） 

3.9m 

水中ワイヤーソーにて採取 
（水中バックホウ併用） 

最大部（m） 切断部（m） 水深（m） 

長径 短径 高さ 長径 短径 周長 下端 上端 

5.60 4.40 3.90 4.30 3.10 12.80 D.L. -6.06 D.L. -3.35 

東側 

上側 南側 

西側 

※水中重量は、比重2.2t/m3として算定 
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4.3 大型サンゴの採取方法   （（1）人力工法、（2）機械工法） 

11 

人力工法（小規模サンゴ採取） ２群体 
  切断部の長径が１m以下の群体は、人力での作業を基本としました。 

機械工法（大規模サンゴ採取） ３５群体 
  切断部の長径が１m～１.５m未満の群体は水中バックホウ、 
  １.５m以上の群体は水中ワイヤーソーでの作業を基本としました。 

②一次運搬 ①削岩機による人力で採取 

①水中バックホウで採取（切断） 

①水中ワイヤーソーで採取（切断） 

②バックホウで一次運搬 
 ～ ③吊り架台へ集積 

③吊り架台へ集積 

水中バックホウによる採取状況 

水中ワイヤーソー 

接合しているサンゴは 
水中バックホウで分離 
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4.4 大型サンゴの移築方法 
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 移築先では必要に応じて海底を整形し、サンゴの安定性に配慮しながら海底へ移築しました。 

⑦設置状況 

⑤海底の整形状況 

⑧移築が完了したハマサンゴ 

④台船で移築先へ二次運搬 ⑥設置地点へ運搬 



4.5 大型サンゴの配置状況 

移築先の配置状況 
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 大型塊状ハマサンゴは下図のように配置しました。 

 

70m

凡 例：

移築先 



移植対象 ユビエダハマサンゴ等 

移植手法 サンゴ群集移設法 

移植期間 平成26年5月22日～10月31日 

移植作業日数実績 81日 

移植実績 1042.1㎡ 

目標 700㎡ 

ユビエダハマサンゴ 

5.1 枝状サンゴ群集の移植について（ユビエダハマサンゴ） 

移植元 

移植先 

 ユビエダハマサンゴ等については、１０４２.１㎡を新滑走路西側の海域へ移植しました。 

運搬状況 
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5.2 枝状サンゴ群集の移植方法（ユビエダハマサンゴ） 

①サンゴ類の採取 ②採取サンゴを移植カゴへ収容 ③移植カゴへ収容されたサンゴ類 ④移植カゴの引き上げ 

⑤移植カゴを船体へ取り付け ⑥船首部の取り付け ⑦曳航状況 ⑧曳航中のサンゴ類の状況 

⑨移植場所への移植カ の降下 ⑩移植地点への移植カゴ の移動 ⑪底板を引き抜き、サンゴ類を 
   カゴから下ろす 

⑫下ろしたサンゴ類の整置状況 
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 ユビエダハマサンゴの移植手順は次のようになります。 



0 10 20 30 40 505 15 25 35 45

(m)

9m

7m

5m

3m

凡　　　　例

：移植サンゴ類

：既存サンゴ類

：岩盤

：5m×5mコドラート

：流出防止ネット

N

：等深線

5.3 枝状サンゴ群集の移植状況 
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 リーフの斜面に自生しているユビエダハマサンゴの隙間の裸地に移植を実施しました。 

流出防止ネット 既存サンゴの隙間 

移植先 

移植実績 

移植サンゴ 

既存サンゴ 流出防止ネット 

凡   例 

0 10 20 30 40 505 15 25 35 45

(m)

9m

7m

5m

3m

凡　　　　例

：移植サンゴ類

：既存サンゴ類

：岩盤

：5m×5mコドラート

：流出防止ネット

N

：等深線



5.3 枝状サンゴ群集の採取・移植状況 

移植前 移植後 

採取前 採取後 
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移植元の状況 

移植先の状況 

 採取前後と移植前後の状況は次のようになります。 

※塊状ハマサンゴ 

※同時に群集移設したサンゴ 



5.4 移植後の蝟集生物 

ニセネッタイスズメダイ アケボノチョウチョウウオ 

スダレチョウチョウウオ ツノダシ 
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 移植したサンゴに生物が集まる様子が確認されました。 

アカヒメジ 

カンモンハタ 

い  しゅう 



5.5 生物による影響 

オニヒトデによる食害 コクテンフグによる 
枝先のかじり取り 
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 生物による食害などの影響が確認されました。 

シロレイシダマシ類による食害 



6.1 台風による影響（小型サンゴ） 
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影響が確認された場合 
 海底の地形に起伏がほとんどない箇所や高台状の地形で谷部に移植したサンゴについては、波浪に 
より礫や転石が衝突し、影響を受けた様子が確認されました。 

礫や転石により破損したサンゴ 影響が小さい場合 
 高台状の地形の上部に移植したサンゴについては、波浪による影響がほとんど確認されませんでした。 

 

0.5～1m未満程度 

被災あり 礫 転石 

波浪で移動した礫や転石が 

サンゴに衝突して被災 

サンゴ 

 

0.5～1m未満程度 

被災あり 礫 転石 

波浪で移動した礫や転石が 

サンゴに衝突して被災 

サンゴ 

 

1～2m程度 

被災なし（少ない） 

波浪で移動した礫や転石がサンゴには 

衝突しなかった 

1～2m程度 

影響が小さいサンゴの様子 

高台 



高台 

高台 

6.2 台風対策（小型サンゴ） 
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 台風の対策として、その後の移植については、礫や転石の影響を受けにくい高台への移植を行いました。 

 

3～5m以上 

転石や礫の少ない高台に移植 
転石 

礫 

サンゴ 

礫や転石の影響が小さい高台へ移植 



6.3 台風による影響と対策（ユビエダハマサンゴ） 
22 

台風による影響 
 北側の浅場で影響が大きく、南側の深場や既存サンゴの隙間は比較的小さい状況が見られました。 
また、流出防止ネットの効果が一部で確認されました。 
台風対策 
 移植箇所を見直し、影響が小さかった南側の深場や既存サンゴの隙間を中心に移植しました。 

移植先 

0 10 20 30 40 505 15 25 35 45 (m)

N

3m

5m

7m

9m

凡　　　　例

：移植サンゴ類

：既存サンゴ類

：岩盤

：流出防止ネット

：移植サンゴ類被害箇所

：既存サンゴ類被害箇所

：等深線

既存サンゴ類影響箇所 

移植サンゴ類影響箇所 

移植サンゴ類 

既存サンゴ類 

岩盤 

流出防止ネット 

等深線 

台風による移植サンゴ類への影響が大きい 
（北側の浅場） 

台風後の移植先範囲 

流出防止ネットの効果を 
一部で確認 

台風の影響が少ない 



7. モニタリング計画 
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【モニタリング時期】 
 ・移植後のモニタリングは１、３、６カ月、その後、年２回（大型台風接近後に必要に応じて追加）実施。 
 ・平成２７年度以降は、夏季と冬季の年２回のモニタリングを実施します。 

【モニタリング項目】 

項目 方法 

種別被度 総被度、上位3種の種類名を記録 

地形・底質 水深、底質の概観を記録 

白化の状況 サンゴの白化状況を記録 

破損の状況 サンゴの破損状況（推定される破損原因）を記録 

病気の状況 病気に罹患しているサンゴの概略的な割合（％）および病名を記録 

食害の状況 
・オニヒトデの個体数および食害の規模を概略的に記録 
・サンゴ食巻貝類による影響を記録 

海藻類の繁茂状況 海藻類の付着状況を記録（流れ藻を含む） 

浮泥の堆積状況 浮泥の堆積状況を記録 

生存・死滅状況 サンゴ群体の死滅部の割合を％で記録 

固着 サンゴの固着状況 

備考、特記事項 

4m×4mの範囲内全体を見渡して、以下を記録する。 
・調査範囲全体にみられる魚類と大型底生動物の種類と個体数 
・アンカーなどによる人的被害、台風被害等 
・特に、調査範囲内でサンゴの著しい死滅が見られた場合には、 
範囲外のサンゴの生存状況についても記録 
・濁りの状況について目視観察 

項目 方法 

種別被度 総被度、大型ハマサンゴを含む上位3種の種類名を記録 

群体 移築ハマサンゴの群体数、群体毎の形状 

生存・死滅状況 移築ハマサンゴの死滅部の割合を％で測定 

設置状況 移築ハマサンゴの設置状況（群体の転倒、底部の洗掘、埋没状況） 

地形・底質 水深、底質の概観を記録 

白化の状況 サンゴの白化状況を記録 

破損の状況 移築ハマサンゴの破損状況（推定される破損原因）を記録 

病気の状況 病気に罹患している移築ハマサンゴの概略的な割合を％で記録 

食害の状況 
・オニヒトデの個体数および食害の規模を概略的に記録 
・サンゴ食巻貝類による影響を記録 

海藻類の繁茂状況 海藻類の付着状況を記録（流れ藻を含む） 

浮泥の堆積状況 浮泥の堆積状況を記録 

備考、特記事項 

移築ハマサンゴの群体を見渡して、以下を記録する。 
・37群体の移築ハマサンゴが設置された調査範囲全体にみられる魚類と 
大型底生生物の種類と個体数 
・アンカーなどによる人的被害、台風被害状況 等 
・特に、調査範囲内でサンゴの著しい死滅が見られた場合にはｍ既存の 
ハマサンゴの生存状況についても記録 

小型サンゴ・枝状サンゴ群集 大型サンゴ 



8.稚サンゴ着床による移植手法の検討 

稚サンゴ着床による移植手法（有性生殖移植法）の取り組み 
 平成２６年度は事業区域周辺において、稚サンゴの着床量を把握するために「着床試験」を実施しました。 

有性生殖移植法とは、サンゴの産卵に合わせて海域に着床具を設置し、サンゴの卵を着床具に着床させた後、
海域にて着床具のまま1～2年生育させて海底に移植する方法です。 

サンゴ産卵（春季満月付近の深夜） 着床具に着床 海底で育成 海底に移植 

 改変区域内に生息するサンゴを直接移植するだけでなく、稚サンゴ着床による 
移植手法についても取り組んでいます。 

移植元 

事業区域周辺における 
稚サンゴの加入量の把握 

中間育成場の選定・設置 

環境条件、着床量や種類等の整理 

今後、移植の可能性を検討します 

適地選定 

着床試験 
（産卵期に着床具を設置） 

中間育成 

移設 

一部をサンプリング 今後、サンプリング 

アオサンゴ属 ミドリイシ属 

St.1 St.2 
St.3 

St.4 

St.5 

St.6 

St.7 

St.8 

中間育成場 

【凡例】 
調査地点    ○ 
中間育成場  ○ 

事業区域周辺における調査地点毎に稚サンゴの加入量（右図）
を把握し、「着床試験」を実施する地点（赤枠）を選定しました。 
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群体数

ｱﾅｻﾝｺﾞﾓﾄﾞｷ属

ｱｵｻﾝｺﾞ属

ﾄｹﾞｷｸﾒｲｼ属

ﾏﾙｷｸﾒｲｼ属

ﾉｳｻﾝｺﾞ属

ｺｶﾒﾉｺｷｸﾒｲｼ属

ｶﾒﾉｺｷｸﾒｲｼ属

ｷｸﾒｲｼ属

ｻｻﾞﾅﾐｻﾝｺﾞ属

ｱｻﾞﾐｻﾝｺﾞ属

ﾊﾏｻﾝｺﾞ属

ﾐﾄﾞﾘｲｼ属

ｺﾓﾝｻﾝｺﾞ属

ﾊﾅﾔｻｲｻﾝｺﾞ科

ミドリイシ属 

稚サンゴの加入量状況 

（トピック） 
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移植先 

8.稚サンゴ着床による移植手法の検討 

中間育成場 

 着床試験を行った着床具は中間育成
場へ移設し、引き続き、育成状況を観察
し、移植可能性を検討していきます。 

着床試験について 
 ・サンゴの産卵期（５～９月）に応じて、試験地点に着床具を設置しました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ・稚サンゴの加入状況を把握するため、一部の着床具 
  については、夏季に顕微鏡によるサンプリング調査 
  を実施しました。 

着床具設置状況 

中間育成場状況 

移植先 

12cm 

20cm 

27cm 

着床具（セラミック製） 1ケース（120個） 

St.1 St.2 
St.3 

St.4 

St.5 

St.6 

St.7 

St.8 

中間育成場 

【凡例】 
試験地点    ○ 
中間育成場  ○ 

サンプリング結果 
 ・全ての試験地点で稚サンゴの着床が見られました。 
 ・サンプル対象の着床具１,６２０個のうち、約１０％の着床具 
  には計１９１群体の稚サンゴが確認されました。 
 ・着床サンゴの約半数はミドリイシやハナヤサイサンゴでした。 
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