
環境保全措置の検討

平成23年2月28日
内閣府 沖縄総合事務局

資料２第３回 那覇空港環境保全検討委員会





④環境影響を低減するための環境
保全措置をメニュー出し

①影響要因の設定

②環境要素の変化の抽出

③生物群への影響の抽出

インパクトレスポンス
フローを用いて設定、
抽出

インパクトレスポンスフローによる環境保全措置の検討手順

環境影響の予測・評価

環境現況調査⑤環境保全措置の効果の検討

⑥本事業での適用性の検討

環境保全措置の決定

（不確実性の程度を踏まえ、モニタリ
ング調査を検討）

環境保全措置
の効果の有無

NoYes
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海域生物に対するインパクトレスポンスフロー（工事中）
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工事中

護岸の工事 埋立の工事

石材の投入 土砂の投入

濁り(SS)の発生

（底質の巻き上がり、
石材付着土）

濁り(SS)発生

（土砂の流出）

土砂堆積水中光量低下

• 二枚貝類の
呼吸を阻害

• 魚類の逃避

• 植物プランクトンの活性低
下

• 海藻草類の生長悪化、枯死
• サンゴ類の成長悪化
• オカヤドカリ類等の生活史
の一部で海域を利用する種
の生息環境の変化

• 底生生物の生息基盤の
変化

• 海藻草類の生長悪化、
枯死

• サンゴ類の成長悪化
• 干潟域を利用する鳥類
の採餌環境の変化

生
物
群
へ
の
影
響

環
境
要
素
の
変
化

影
響
要
因

仮設航路の浚渫 地盤改良

生息場減少

・サンゴ、藻場の
分布域の減少

・重要な種の生息
場の減少

・生息基盤の消失

濁り(SS)の発生

（底質の巻き上
がり）

• 魚類、底生生物等
の生息環境の変化

• 干潟域を利用する
鳥類の採餌環境の
変化

ばい煙発生騒音発生

船舶の航行



•護岸の工事、埋立の工事の概要

護岸の工事

仮設航路の浚渫（例）
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地盤改良（例）

（出典）社団法人日本海洋開発建設協会HPより引用

・浚渫は、クラブ浚渫船等を用いて、汚濁防止枠等の濁
水拡散防止対策を施し、掘削を実施

・護岸の工事では、一部地盤改良
が必要な区域について、SCP工

法等により、地盤改良を実施
・地盤改良は、軟弱地盤に締め固
められた砂杭を打設するととも
に杭周辺の地盤も締め固め改良
するもの



•護岸の工事、埋立の工事の概要

・基礎捨石は、ガット船やフェリーバージにて直接投入
・本均しと荒均しを潜水士船、捨石均し船にて実施

埋立の工事護岸の工事

・護岸概成完了後、順次、土砂投入により埋立工事を実施
・埋立材は、揚土岸壁を利用して、埋立地へ配分

ガット船

基礎マウンド

埋立工事状況図（例）護岸工事状況図（例）

【傾斜堤護岸】

【ケーソン堤護岸】

地盤改良

地盤改良地盤改良

埋立

地盤改良

【傾斜堤護岸】

【ケーソン堤護岸】

埋立
裏込石

ケーソン 消波ブロック

基礎捨石

基礎捨石

主要護岸断面（想定）
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［工事中］

埋立地の造成は、外周護岸にて閉め切り後、
土砂投入により実施

c. 濁水の機械処理
・ 埋立地外への濁水の流出防止

土砂投入に伴う濁り
（SS)の発生

濁りの拡散予測、堆積量は、アセス時にシミュ
レーションで予測

a. 石材の洗浄による発生源の抑制
b.汚濁防止膜、汚濁防止枠の設置による濁

りの拡散抑制

石材投入に伴う濁り
（SS)の発生

備考環境保全措置（事例）環境要素の変化

石材の洗浄例（採石場）

汚濁防止膜の設置例（那覇港内）

汚濁防止枠の設置イメージ

汚濁防止枠の設置例

（出典）社団法人ウォーターフロント開発協会HPより引用

浮沈式垂下型汚濁防止膜 固定式垂下型汚濁防止膜

（出典）社団法人ウォーターフロント開発協会HPより引用

濁水の機械処理例

a.石材の洗浄

c. 濁水の機械処理

b.汚濁防止膜、汚濁防止枠の設置

•環境影響を低減するための環境保全措置のメニュー(事例）
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生
物
群
へ
の
影
響

環
境
要
素
の
変
化

影
響
要
因

水質変化
（塩分・水温、栄養塩類等の分布）

・サンゴの成長抑制、斃死
・海藻草類の生長抑制、枯死、流出
・魚類の逃避
・二枚貝類の呼吸を阻害
・生息基盤の変化
・干潟域を利用する鳥類の採餌環境
の変化

潮流変化

埋立地の存在

施設の存在・供用時

海岸形状改変

海域生物に対するインパクトレスポンスフロー （埋立地の存在）
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波浪変化

②流速増加 ③流速低下①流向変化 ⑥波高増大 ⑦波高低下

・生物の移動経路の分断
・プランクトン､卵､デトリタスの輸送量の変化

⑧滞留

底質変化、地形・水深変化
（砂の移動・堆積、シルト分・有機物等の堆積）

海域消失

生息場減少

・サンゴ、藻場の分
布域の減少

・重要な種の生息場
の減少

・生息基盤の消失

生物生息
基盤出現

・サンゴ、付着
生物生息基盤
の増加

④流速増加 ⑤流速低下

護岸出現

砂の移動、水の濁りの増加地盤の侵食 漂砂、シルト分、有機物等の堆積

循環流阻害 海水交換量減少海水交換量減少 循環流阻害

・干潟生物の餌資源の減少
・干潟生物の遺伝的交流の減少
・干潟域を利用する鳥類の採餌環境の変化



① 潮流変化：流向変化

7

生物の移動経路の分断
プランクトン、卵、デト リタスの
輸送量の減少

・干潟生物の餌資源の減少
・干潟生物の遺伝的交流の減少
・干潟域を利用する鳥類の採餌
環境の変化

水質変化（河川からの塩分、水温、
栄養塩類の供給の変化）

・干潟生物の生息基盤の変化
・海藻草類の生長抑制、枯死､流出

・干潟生物の生息基盤の変化
・海藻草類の生長抑制、枯死、流出

河川からの供給
の変化

生物の移動経路の分断
プランクトン、卵、デト リタス

の輸送量の減少

流向変化

底質の変化

地形・水深の変化

循環流阻害

底質変化 地形・水深変化



②潮流変化：流速増加
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※潮流の変化域：シミュレーション結果に基づき図化。

・海藻草類の生長抑制、枯死、流出
・干潟生物の生息基盤の変化
・干潟域を利用する鳥類の採餌環境の変化

地盤の侵食 砂の移動、水の濁りの増加

・海藻草類の生長抑制、枯死、流出
・干潟生物の生息基盤の変化
・干潟域を利用する鳥類の採餌環境の変化

地形変化・水深が深くなる 底質変化（シルト・砂→礫）

［潮流］
流速の増加

流速増加



③潮流変化：流速低下
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※潮流の変化域：シミュレーション結果に基づき図化。

［潮流］
流速の低下

底質変化（砂・礫→シルト）

・サンゴの成長抑制、斃死
・海藻草類の生長抑制、枯死
・干潟生物の生息基盤の変化
・干潟域を利用する鳥類の採餌環境の変化

漂砂、シルト分、有機物等の堆積

流速低下

海水交換量減少



④波浪変化：海浜流の流速増加
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※波浪の変化域：シミュレーション結果に基づき図化。

底質変化（シルト・砂→礫）地形変化・水深が深くなる

海藻草類の生長抑制、枯死、流出

地盤の侵食

海藻草類の生長抑制、枯死、流出

［波浪]
海浜流の流速増加

海浜流の流速増加

砂の移動、水の濁りの増加



⑤波浪変化：海浜流の流速低下
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［波浪］
海浜流の流速低下

※波浪の変化域：シミュレーション結果に基づき図化。

底質変化（砂・礫→シルト）

・サンゴの成長抑制、斃死
・海藻草類の生長抑制、枯死
・干潟生物の生息基盤の変化
・干潟域を利用する鳥類の採餌環境の変化

漂砂、シルト分、有機物等の堆積

海浜流の流速低下

海水交換量減少



⑥波浪変化：波高増大
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［波浪］
波高の増大

底質変化（シルト・砂→礫）地形変化・水深が深くなる

地盤の侵食

・サンゴの成長抑制、斃死
・海藻草類の生長抑制、枯死、流出
・干潟生物の生息基盤の変化
・干潟域を利用する鳥類の採餌環境の変化

・海藻草類の生長抑制、枯死、流出
・干潟生物の生息基盤の変化
・干潟域を利用する鳥類の採餌環境の変化

※波高の増加域：増設滑走路の埋立地からの反射波を想定し図化。

波高増大

砂の移動、水の濁りの増加



⑦波浪変化：波高低下
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［波浪］
波高の低下

底質変化（砂・礫→シルト）

・サンゴの成長抑制、斃死
・海藻草類の生長抑制、枯死
・干潟生物の生息基盤の変化
・干潟域を利用する鳥類の採餌環境の変化

漂砂、シルト分、有機物等の堆積

※波浪の変化域：シミュレーション結果に基づき図化。

波高低下



⑧滞留
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底質変化（砂・礫→シルト）

・海藻草類の生長抑制、枯死
・干潟生物の生息基盤の変化

漂砂、シルト分、有機物等の堆積

※滞留域：干潮時に水面として残存する範囲を想定し図化。

［滞留］

滞留

循環流阻害



［埋立地の存在（その１）］

埋立面積約160ha
（海底の改変面積は護岸構造検討後に算出）
生物の生息基盤の消失面積は、サンゴ被度10％
未満 約50ha、藻場被度10～30％ 約10ha、藻場
被度10％未満 約10ha、干潟約55ha

a.サンゴ移植・移築

b.藻場移植

c.重要な種の移動

d.生物生息場の創出

生息場の減少

備考環境保全措置（事例）環境要素の変化

有性生殖での移植法

「沖縄県サンゴ移植マニュアル」（沖縄県、平成20年度版）より引用

無性生殖を利用した方法

親群体から折り取った断片を一定期間育て
てから移植する方法です｡海で種苗を移植片
にまで育てるには全て養殖の許可が必要。
陸上水槽、垂下式、小割式等の方法で養殖。

サンゴ着床具

連結した状態で海底に設置し､稚サン
ゴが着いたコマを分離､サンゴがある
程度成長した後にコマごと移植片とし
て移植｡

サンゴ群体の移動

セラミック製コマ

｢移築｣とも呼ばれ､海中工事の際に主に大
きなサンゴ群体を岩盤ごと周辺海域へ移動
させる方法。土木工事の手法なので､ク
レーンやバックホーなどの重機が必要｡

•環境影響を低減するための環境保全措置のメニュー(事例）

a. サンゴ移植・移築
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海草を採取している様子 採取された海草

海草を移植している様子 移植直後の海草

・海草の手植え移植は、ダイバーの手作業によって実施
・海中にてスコップ等を用いて30cm×20cm程度の大きさの海草を採取

・採取した海草は、バットに入れて船で移植地まで運び、再びダイバー
による手作業で千鳥格子状に移植

手植え移植

内閣府 沖縄総合事務局 那覇港湾・空港整備事務所 中城湾港出張所HPより引用

b. 藻場移植

オサガニヤドリガイ ニライカナイゴウナ

貝類の生息適地への移動措置

・中城湾港（泡瀬地区）の公有水面埋立事業の工事により貴重な貝
類（オサガニヤドリガイ、ニラカナイゴウナ）の生息場が消失する場
合には、これらの貝類の生息地で改変されない場所へ個体を移動
させる方針を計画し、いくつかの地点において実施。

・事業実施区域の周辺と対照区で、モニタリング調査を行っており、
工事の影響がみられないことから、移動先においても移動個体の
存続を予想。

c. 重要な種の移動

内閣府 沖縄総合事務局 那覇港湾・空港整備事務所 中城湾港出張所HPより引用
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場の創造

場の創造とは、海草を移植する際により海草の生育に適した「場」を積極的
に創造し、そこに移植を行うという考え方。

内閣府 沖縄総合事務局 那覇港湾・空港整備事務所 中城湾港出張所HPより引用

・豊崎地区の埋立事業の環境
保全措置の一環として、周辺
地域の水路部に鳥類の採
餌・休息ができるような人工
の中州を造成。

・モニタリング調査で、クロツラ
ヘラサギ等の貴重な鳥類の
利用を確認。

鳥類の休息場としての人工中州の造成

d. 生物生息場の創出
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［埋立地の存在（その２）］

生物の出現状況やシミュレーションの予測結果等
を踏まえて、存在・供用後、新たに出現する生態
系を予測したうえで、今後検討

・ 瀬長島北側に残存する深場対策として海水
交換等の確保

H20年度に波浪のシミュレーションで検討b. 大嶺崎周辺の潮流の変化域を小さくするた

め、連絡誘導路の橋梁化

水質については、ＣＯＤを指標として、アセス時に
シミュレーションで予測

c. 瀬長島と増設滑走路の埋立地の間の水路
部の確保

今後検討・ 沖側の護岸は、波浪の反射波を低減するた

め消波機能を有する構造とする

今年度、ボックスカルバートの効果の検討を実施a. 大嶺崎周辺の潮流の変化域を小さくするた
め、連絡誘導路にボックスカルバート(通水

部）を設置

潮流変化、波浪変化、
滞留

水質変化、底質変化、
地形・水深変化

備考環境保全措置（例）環境要素の変化

•環境影響を低減するための環境保全措置のメニュー(例）
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※ボックスカルバートは幅10ｍで計算

注.潮流シミュレーションは冬季、上げ潮の予測計算

大嶺崎と連絡誘導路の間に

ついては、通水性を確保する

ことにより、流速の低下域が

減少する。

波向（NNW）

計算条件
NOWPHAS那覇地点 波高1m、周期9s

潮流シミュレーション結果

（二次元単層モデル、潮汐（卓越するＭ２分潮）を考慮）

有義波高分布算定結果

（ブシネスクモデル、波向き：冬季NNW）

波浪は、北側にあるリーフにより砕波し、連絡

誘導路付近では小さな波高となる。波浪を大

嶺崎付近に取り込むために、連絡誘導路を橋

梁化しても、その効果が期待できない。

b.連絡誘導路の橋梁化a.連絡誘導路にボックスカルバートを設置
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（単位：1/10m）注.水深は、10cm単位のC.D.L.基準で示している。
朔望平均干潮位：0
平均潮位 ：-12
朔望平均満潮位：-21

朔望平均干潮位

水路部の確保

水路部が確保され、閉鎖性水域内の潮流に
伴う海水交換が促される。

c.瀬長島と増設滑走路の埋立地の間の水路部の確保

20

地形条件から滞留
が想定される範囲

地形条件から滞留
が想定される範囲

地形条件から滞留が想定される範囲は、瀬長島北側の深場に
ついて、水路部となる瀬長島～増設滑走路間で最も浅い場所
（水深70cm）より深い場所を図示している。

また、大嶺崎北側の深場については、朔望平均干潮位より深く、
連絡誘導路に挟まれる範囲を図示している。



［埋立地の存在（その３）］

今年度、那覇港等の事例を基に効果の検討を実
施

・ 新たに出現する護岸は、サンゴ幼生が着生

しやすいよう加工
生物生息基盤の出現

備考環境保全措置（事例）環境要素の変化

那覇港では、試験的取り組みにより基質表面に数cmの凹凸

加工を施すことによってサンゴ幼生の着生・成長が効果的に
促進されることを確認し、消波ブロックの表面を凹凸加工した
「エコブロック」事業を展開している。

防波堤を活用したサンゴ場造成

•環境影響を低減するための環境保全措置のメニュー(事例）

サンゴ幼生が着生しやすいよう加工
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生
物
群
へ
の
影
響

環
境
要
素
の
変
化

影
響
要
因

• サンゴの成長抑制
• 海藻草類の生長抑制、枯死
• 魚類の逃避
• 底生生物の生息環境の変化
• 干潟域を利用する鳥類の採餌環
境の変化

塩分濃度低下

航空機の運航

施設の供用

施設の存在・供用時

雨水排水

• 魚類逃避

水中騒音発生

水質変化

夜間照明

• 走光性魚類の蝟集
• ウミガメ類の産卵、

ふ化個体への影響

水中照度増加
海面照度増加

海域生物に対するインパクトレスポンスフロー （施設の供用）
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雨水による塩分濃度分布は、アセス時にシミュ
レーションで予測（排水位置は今後検討）

• 現状に近づけるため、雨水排水箇所を数
カ所に分散

塩分濃度低下

備考環境保全措置（例）環境要素の変化

［施設の供用］

•環境影響を低減するための環境保全措置のメニュー(例）
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