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1. 環境影響の回避・低減の検討経緯 

本事業においては、ルート及び規模の検討を重ね、竹富島南西部のサンゴ高被度域への配慮や

浚渫量低減により、サンゴ類への影響を低減してきた。 

しかしながら、それでも一部のサンゴについては、航路浚渫区域上に分布する。そのため、実

行可能な範囲で、サンゴの移設を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サンゴ移設時期 平成 23 年度 

        状況に応じ、次年度以降も継続 

 

移設先     航路の近傍等 

        なお、環境省とも連携し、他区域への移設も検討する。 

 

移設方法   「枝サンゴ群集造成法（新技術）」および「従来の水中ボンド等による移設」等 

計画段階 

①航路ルートの検討 

計画熟度向上に応じ、環境保全措置の検討を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②航路規模（航路幅・水深）の検討 

計画熟度向上に応じ、航路規模を縮小した。 

 

 

 

③航路標識の検討 

選定ルートの詳細検討時に、航路標識の設置位置を検討し、浚渫量の低減 を検討。 

0 1 2km

N

：現状航行箇所

　　　　：環境及び航行機能に配慮したルート（準方法書）

　　　　：環境及び航行機能に配慮したルート（準準備書）

凡 例

概略ルートの選定 概念的ルートの選定 選定ルートの詳細検討 

・高被度サンゴ域の回避 ・浚渫量の低減  
・漁場等の回避 

・高被度サンゴ域の回避 
・浚渫量の低減 
・漁場等の回避 

概略ルートの選定
準方法書 航路幅員 航路水深

竹富南航路 120ｍ D.L.-4.5m

竹富南航路以外 70ｍ D.L.-4.0m

選定ルートの詳細検討
準準備書 航路幅員 航路水深

竹富南航路 70ｍ D.L.-4.0m

竹富南航路以外 55ｍ D.L.-3.0m・浚渫量の低減 
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2. 石西礁湖の現状と移設にあたっての留意点  

 

石西礁湖のサンゴ礁は、我が国最大規模のサンゴ礁であり、400 種を超えるサンゴが分布する

多様性の高い海域である他、沖縄本島等へのサンゴ幼生の供給源として、我が国のサンゴ群集を

支える重要な役割を果たしている。このため、石西礁湖は 1972 年に西表国立公園に、1977 年に

石西礁湖の 4地区が海中公園地区に指定され、守るべき重要な自然として位置づけられている。 

一方、石西礁湖が生み出す自然は人々に恵みをもたらし、ダイビング、水中観光船、漁業活動

等の多様な利用がなされており、地域経済に果たす役割も大きい。 

しかしながら、石西礁湖は、平成 10 年夏季に生じた世界的なサンゴの白化現象でサンゴ礁が荒

廃し、それ以降も度重なる白化現象によりサンゴが減少している。現在、石西礁湖では、北側の

リーフを中心に回復している場所もみられるが、それ以外の場所ではほとんど回復が進まず、今

後の回復を考えた場合、現存するサンゴすべてが貴重な資源となっている。 

このような現状を踏まえると、サンゴの移設にあたっては、主に石西礁湖特有の地域特性であ

る次の内容に留意する必要があると考える。 

 

移設にあたって石西礁湖特有の留意点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 国立公園内の貴重なサンゴ礁資源ということを配慮し、できるだけ効率的に多く

のサンゴを保全する必要がある。 

2. 作業では濁りの拡散を抑え、周辺部の海域生物への負荷や漁業、レジャーへの悪

影響がでないよう配慮する。 

3. 対象海域が船舶利用の多い海域と予想されるため、作業では、できるだけ船舶の

航行に支障がない手法を採用する。 
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3. サンゴ移設の対象区域とサンゴ群集の特性  

 

サンゴ移設の対象区域は、浚渫箇所のすべてを対象とする。また、サンゴ群集の特性として、

サンゴ礫底に存在する枝状サンゴ群集と、ノル（岩礁）上に分布するサンゴ群集に大別される。 

 

①  サンゴ礫底の枝状サンゴ群集 

石西礁湖では、枝状サンゴが優占となる場所が多く存在する。浚渫候補地でもサンゴ被度が

最大 50％で、枝状ミドリイシが優占する場所が存在する。このような場所では、なだらかな

マウンド状の地形となることが多く(図 1)、枝サンゴが砂礫底に突き刺さりながら分布し、付

着基盤をもたないサンゴが多くみられる。 

特にこのような地形は、竹富島周辺海域や、ノル（岩礁）の傾斜部に多くみられる。 

②  ノル上に分布するサンゴ群集 

浚渫候補地に存在するノルでは、サンゴ被度が最大 25％で、枝状・卓状ミドリイシ等が優

占する。浚渫候補地でノル(図 2)が中心の地形は、黒島北側で多くみられ、サンゴ類は岩礁に

付着しながら分布する。 

 

注：サンゴ被度は石西礁湖広域サンゴ分布調査の結果である。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

図 1 マウンド状の瀬（被度 50%以上） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 ノル（岩礁）（被度 10～30%） 
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図 3 浚渫予定箇所で、礫上の枝状サンゴ群集やノル上のサンゴ群集が多いエリア 

 

枝状サンゴ群集が多いエリア 

ノル上のサンゴ群集が多いエリア
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4. 作業（採取・運搬・移設）ごとの課題  

4.1. 採取作業に関わる課題 

採取作業に関わる課題を以下に整理した。 

 

① 船舶往来の課題 

採取予定海域は、定期船やレジャー船等、船舶の往来が多い。特に竹富島南西部の航路は

狭く、船舶の往来が激しい上、浅い海域が連続しており、船舶の通り道が限られている。そ

のため、作業で大型船等を使用する手法では航路を塞いでしまう等、危険を伴うことが予想

される。 

⇒採取方法の配慮 

 

② 周辺生物への配慮 

採取にあたっては、採取するサンゴに出来るだけ負荷をかけずに採取することは勿論のこ

と、周辺の生物（サンゴ含む）にも濁りや物理的破壊等で負荷をかけないよう作業する必要

がある。特に竹富島南西部では、枝状ミドリイシを中心に高被度のサンゴが生息しているた

め、近接するサンゴへの配慮も必要となる。 

⇒周辺の生物に配慮した採取作業の実施（周辺への濁り拡散防止、物理的破壊防止） 

 

③ 群集特性に合わせた採取方法の検討 

通常サンゴは岩礁を付着基盤として固着生活を送る。黒島北側やその他の浚渫予定地では

岩礁を基盤とするサンゴが多いことから、主に固着型の生活を送るサンゴ群集が形成されて

いると予想される。このような群集では、主に岩礁に加入する幼生が基となり、サンゴ群集

が形成されることから、多くの種類が混生するサンゴ群集となる。 

一方、竹富島南西部では、付着基盤をもたず海底に突き刺さりながら、枝サンゴが重なる

様にして分布する。このような枝サンゴ群集では、スギノキミドリイシやトゲスギミドリイ

シ等のある特定種が優占することが多い。砂礫地では、サンゴの幼生が加入しても基盤が転

がり、砂に埋もれる等の理由で順調に成長することが困難で、群集の形成や成長には破片分

散が寄与している場合が多いと考えられる。 

したがって、採取にあたっては、これらの群集特性を踏まえた採取方法が重要と考えられ

る。 

⇒群集特性に合わせた採取の実施 

 

④ 潮の流れによる採取作業への影響 

竹富島周辺部の様に狭い水路状の地形の場所では、潮の流れが非常に速く、施工方法によ

っては作業に支障をきたしたり、作業能力が低下する恐れがある。特に干満の差が大きい大

潮時は、通常時より潮の流れが速くなる。 

⇒採取方法や作業時間帯の配慮 
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4.2. 運搬作業に関わる課題 

運搬作業に関わる課題を以下に整理した。 

 

① 運搬時のサンゴへの負荷 

移設先までの距離が遠い場合、運搬に時間がかかり、サンゴへの負荷が大きくなる可能性

がある。 

⇒サンゴに負荷のかからない運搬方法の検討 

 

4.3. 移設作業に関わる課題 

移設作業に関わる課題を以下に整理した。 

 

① 船舶往来の課題 

移設予定海域は、定期船やレジャー船、漁船等の船舶の往来があることが予想される。し

たがって、これらに対して影響の少ない手法を検討する必要がある。 

⇒移設手法の検討 

 

② 周辺生物への配慮 

移設にあたっては、周辺の生物（サンゴ含む）にも濁りや物理的破壊等で負荷をかけない

よう作業する必要がある。 

⇒周辺の生物に配慮した移設作業の実施（周辺への濁り拡散防止、物理的破壊防止） 

 

③ 群集特性に合わせた移設方法の検討 

ｉ③「群集特性に合わせた採取方法の検討」で記載した様に、採取場所によりサンゴの群

集特性が相違する。大きく分けると、多種多様な種類が混生する岩礁域とある特定の種が優

占する砂礫域に分けられる。多種多様な岩礁域の場合、優占種を絞りながら移設作業は行わ

れるものの、種類ごとに形状や大きさ等が異なるため、多様性に応じた移設作業を実施する

必要がある。一方、特定種が優占する砂礫域の場合、種類や大きさ、形などが限られるため、

群集特性を活かした移設が可能と考えられる。 

⇒群集特性に合わせた移設の実施 
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5. 移設方法の検討  
サンゴ移設に関わる手法の概略について、既往の知見を整理した概要を以下に示す。 

5.1. 大型群体を対象とした移設手法 
① 岩盤採取法（水中バックホウ） 

主に塊状ハマサンゴを、水中バックホウを用いて採取する（ 図 4）。採取した塊状サンゴは、バケ

ットに積みこみ、船舶で運搬、移築先で再度水中バックホウを使用してサンゴを設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 4 移築工事工程の例（平良港湾工事事務所 1999 より） 

② 岩盤採取法（その他） 

サンゴが着生している岩盤を、ウォータージェット、エアーリフト、ワイヤーソー等を使用して海

底から切り取る手法である。平良港では主にウォータージェットにより砂礫を吹き飛ばし、埋まって

いる転石を掘り出している（ 図 5、 図 6）。 

運搬は海中に吊った状態で輸送しており、1 回に 1 塊の岩盤しか輸送できないが、専用の筏等を用

い、一度に大量のサンゴを運搬することは可能である。岩盤の設置は、移設先の波浪に対して自重で

安定することが望ましいが、岩盤の転倒や流失が予想される場合は、岩盤同士の連結、他の石材やブ

ロック等を利用し岩盤が安定するように配慮する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

表 1 大型サンゴの移設手法のメリット・デメリット 

大型サンゴ対象 メリット デメリット 

①岩盤採取法 
(水中バックホウ) 

・塊状ハマサンゴ等の塊状サ
ンゴに有効。 
・最大でバケット部の大きさ
程度のサンゴ移設が可能。

・枝状サンゴや卓状サンゴ等の移築は困難。 
・水中バックホウ等の重機を使用するため基盤への設置に配慮が必要。

②岩盤採取法 
(その他) 

・岩盤ごとそのままの状態で
移築可能。 
・岩盤に付着する生物やサン
ゴの間に生息する生物も含
めて移築可能。 

・主に塊状サンゴに使われており、岩盤に固着する枝サンゴや卓状サン
ゴ、砂礫地の枝サンゴ群集には不向き。 
・周辺部への濁り等の影響が予想される。 
・1回に 1個の塊しか輸送できない。 

 図 5 岩盤採取状況   図 6 運搬状況（平良港湾工事事務所 2002 より） 
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5.2. 小型サンゴ群体を対象とした移設手法 
① 水中ボンド等による移設 

潜水士によりサンゴを群体ごとに

採取し、運搬したサンゴを潜水士が

1 群体ずつ移設する。移設先となる

岩盤のクリーニング後、水中ボンド

や水中セメント、釘、ケーブルタイ

等で固定する方法。礁斜面や岩盤上

にも移設することができる。 

 

② 水中コンクリート移設 

潜水士によりサンゴを群体ごとに採取、移設先の岩盤に水中コ

ンクリート（またはその代替となる材質）を打設し、直後にコン

クリートに移設群体を固定する。 

 

③ 電着技術による移設 

無電源方式の電着技術により移設サンゴの固着を促進さ

せる方法である。移設先に鉄網等を設置し、その上にサンゴ

を固定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 2 小型サンゴの移設手法のメリット・デメリット 

小型サンゴ対象 メリット デメリット 

①水中ボンド

等による移

設 

・水中ボンドを用いた方法は前例が多く、実績がある。 

・流出しにくく、比較的生存率が高い。 

・枝状、卓状、塊状等の様々なサンゴに使用できる。 

・重機等を用いた手法に比べてサンゴに傷が付きにくく負

荷が小さい。 

・移設対象が多い場合、相当の労力が必要となる。 

・大型のサンゴ類には不向きである。 

②水中コンク

リート移設 

・一度に大量のサンゴを固定可能 ・基盤材質が環境や周辺生物、サンゴへ負荷をかける可

能性がある（pH上昇など）。 

・生物等の少ない基盤面を探す必要がある。基盤面の微

小生物は埋没する。 

③電着技術に

よる移設 

・金網への固着は早く、サンゴの成長も早い。 ・環境に鉄製の金網が残る。 

・大規模に行うにはコストがかかる。 

 図 8 水中コンクリート移設状況  

平面

 図 10 電着技術によるサンゴ移設状況   図 9 無電源方式の電着技術（社団法人海洋産業研究会2008より） 

 図 7 移設断片の固定方法 (大久保・大森 2001より)  

断面
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群集維持フレーム 

   
 

採取

運搬

移設

5.3. サンゴ群集を対象とした移設手法 

① サンゴ群集造成法による移設 

    ※※  特特許許出出願願中中；；いいででああ（（株株）） 

浚渫対象箇所内の全てのサンゴ群

集を対象として、潜水士がノミとハ

ンマー、たがね等を使用してサンゴ

群体を採取する。採取したサンゴ群

体は、その群集構造を崩さないよう

に、枝サンゴ群集構造維持フレーム

の中に収容する。 

枝サンゴ群集構造維持フレームを

エアーリフトやブイ等で吊り下げ、

運搬船により曳航する。フレームご

と移設先に運べるため、枝サンゴ群集

の構造を崩さずに移動できる。 

移設エリアでは、群集維持フレームごとサンゴ

を投入し、ダイバーが群集維持フレームの底板を

抜き、フレームの側面版を上に引き抜き移設する。

移設後は、水中ボンド等の接着剤を使わずに、海

底面への自然固着やサンゴ同士の融合、群体同士

の支え合いにより群集強度を高める。 

 

表 3 サンゴ群集を対象とした移設手法のメリッ

ト・デメリット 

サンゴ群集造成法 

メリット ・ サンゴ群集（主に枝状）を大

規模に移設することが可能 

・ サンゴを棲み家とする生物も

同時に移動できる 

・ 濁りの発生が少ない 

・ 水中ボンド等による固定の必

要がない 

デメリット ・ 移設時に海底面への固定が必

要となる卓状のサンゴ群集等

には不向き。 

・ 移設する際に、接着剤を使わ

ないため、波浪の強い海域へ

の移設はできない。 

 図 11 サンゴ群集造成法 
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5.4. 移設手法のまとめ（本事業や本海域での実施にあたって） 

 

大型サンゴ群体を対象とした移設手法は「岩盤採取法」であり、採取方法については、サンゴ

が着生している岩盤を、水中バックホウやウォータージェット、エアーリフト、ワイヤーソー等

を使用して海底から切り取る手法である。しかしながら、水中バックホウでは、バケット部のサ

イズにより採取されるサンゴの大きさが制限されてしまい、採取する際にサンゴを傷つけてしま

う等の影響も考えられる。一方、ウォータージェットやエアーリフト、ワイヤーソー等で採取す

る場合、周辺部に濁りが発生し、環境への影響も懸念される。また、壊れやすい枝サンゴや卓状

サンゴ、砂礫地の枝サンゴ群集には不向きで、この手法による移設はなされていない。加えて、

本事業の浚渫箇所は航路部周辺を予定しており、船舶の往来が多い。重機を用いた移築作業には、

大型船や台船の使用が必要となるため、この手法で行う場合、他の手法と比較して航行船舶や関

係機関との調整等が多くなる。 

しかしながら、大型の塊状サンゴについては実績があり、特に石垣港や平良港において、塊状

ハマサンゴを中心に移築が行われている。現在、浚渫予定区域には、枝状ミドリイシが優占して

いるものの、部分的に大型の塊状サンゴも存在するため、大型のサンゴ群体については、「岩盤採

取法」による移築が望ましい。 

これまで小型サンゴ群体を対象とした移設手法は、「水中ボンド等による移設」、「水中コンクリ

ート移設」、「電着技術による移設」が挙げられる。「水中コンクリート移設」は、コンクリートの

周辺環境やサンゴへの影響が懸念され、「電着技術による移設」は、金網の残置や機材のコスト面

の問題がある。一方、「水中ボンド等による移設」は、これまでのサンゴ移設において最も実績の

ある手法であり、特に水中ボンドを用いた移設が幅広く行われている。この手法では、枝状サン

ゴ、卓状サンゴ、塊状サンゴ等のいろいろな形状のサンゴにより使用されており、生残率が高く、

サンゴに与える負荷も少ないと予想される。したがって、主に岩礁域でみられる多様なサンゴ群

体を移設するには、「水中ボンド等による移設」が適している。 

しかしながら、多様なサンゴに用いる利点がある一方、大規模なサンゴ移設を行う場合、かな

りの労力が必要となり、非効率となる。本事業実施区域では、大規模な枝サンゴ群集が多く確認

されている。そのため、これらのサンゴ群集を効率的に保全する必要があり、大規模なサンゴ群

集を移設するためには、効率的かつ大規模な移設が可能な「枝サンゴ群集造成法」が有効と考え

られる。 
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6. 本事業におけるサンゴ移設の考え方  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本サンゴ移設計画（案）は、本航路整備事業にあたり、サンゴ群集の一部が消失するため、

その代償措置としてサンゴ類を移設により、可能な限り保全するため行うものである。 

本航路整備事業により掘削を実施する箇所には、主にミドリイシ類がまとまって分布する枝

サンゴ群集がみられる。これらの優占するサンゴ群集を可能な限り保全するためには、効率

的にサンゴ類を移設する必要がある。また、国立公園内の貴重なサンゴ礁資源であるため、

濁りなどの周辺生物への影響を極力抑えたサンゴ移設を進めることも重要となる。 

そこで、本事業では、大規模に群集ごと移設可能な「枝サンゴ群集造成法」を基本に、でき

るだけ多くの枝サンゴ群集の移設を行い、サンゴ類の保全を図る。ただし、一部には成長ま

で時間のかかる大型のサンゴ類や、移設時に基盤への固定が必要なサンゴ類も存在するため、

これらのサンゴ類については、「水中ボンド法」や「岩盤採取法」で行う。 

枝サンゴ群集造成法 

水中ボンド法 岩盤採取法 

ノッチ上の固定が必要なサンゴ 大型のサンゴ 

枝サンゴ群集 

 図 12 サンゴ移設計画概要 
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移設

採取

踏査

目的の周知

採取・移設場所
の選定

準備・出港

採取位置確認

サンゴ群集採取

移設場所へ運搬

移設位置確認

帰港・後かたずけ

移設後の
モニタリング
および管理

報告

フィードバック

サンゴ群集移設

7. サンゴ移設計画（案）  

 

7.1. 移設対象とするサンゴ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. 移設計画フロー 

 

目的の周知および報告 

 

 

 

 

 

採取・移設場所の選定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

移設の実施およびその後の管理 

 

 

 

 

 

 

 

・ 効率的に多くのサンゴ類を保全するため、対象と

するサンゴ群集は、基本的に事業実施区域でも生

存被度が 10%以上と比較的高い群集とする。 

・ 成長にかなりの時間を要する直径 10ｍ程度の大型

のサンゴ群体も対象とする。 

・ 生存被度 10%未満の区域でもサンゴ類がパッチ状

に分布する場所では、可能な限り移設対象とする。

移設にあたっては、サンゴ移設の目的を十分に理解

する。また、移設後には移設結果を報告し、必要に応

じて施工方法等の見直し（フィードバック）を行う。

事前踏査では、採取場所において採取するサンゴの

種類や概算面積を調査し、移設場所についても場所が

わかる位置にブイなどを設標する。 

移設場所は、基本的に採取場所の近傍で、水深や地

形の環境が採取場所に似ており、波浪や食害生物等の

影響が少ない場所を適地とし、サンゴの種類も踏まえ

て検討する。 

サンゴ移設は、サンゴ類の採取、運搬、移設の大き

く 3段階の手順で実施する。また、移設後に移設した

サンゴ類の状況を確認し、その後も定期的なモニタリ

ングと必要な管理を行う。 

 図 13 サンゴ移設フロー 
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7.3. 枝サンゴ群集造成法による実施の手順および留意点 

 

① 移設作業実施手順  ※※  特特許許出出願願中中；；いいででああ（（株株）） 

●採取場所への誘導 

施工平面図を基に作業船をサンゴ採取区域に誘導

して定位固定した後、ダイバーが採取位置を決定する。

その後、サンゴ類の採取箇所を示す目印ブイを設標し

てから、比較的被度の高いサンゴ群集を効率よく採取

できるよう停船位置を調整し、群集維持フレームを投

入する。投入時には、既存のサンゴ群集を破壊するこ

とがないよう注意する。 

施工者は、移設場所の正確な位置情報をＧＰＳにより確認・記録し、地図上に表示する。 

現場を監督する潜水士は、サンゴ群集の優占種をある程度見分けられ、サンゴ類の状態（病

的なサンゴ類や食害生物、危険生物の有無）を把握しながら、できるだけ健全なサンゴ群集を

安全に移設できる場所を選定できるよう習熟する。 

 

●採取作業 

採取するサンゴは、採取場所のサンゴ群体をできる

だけ壊さないよう、潜水士が 1群体ずつ丁寧に徒手で

サンゴ群体の採取を行い、群集維持フレームに収容す

る。採取時に徒手によりきれいにサンゴ群体を採取で

きない場合、ハンマーやたがね等を用いて行う。 

サンゴ群集の採取は、サンゴ類の被度が 1%程度に低

下するまで行い、破片化した細かいサンゴ群体は、採取効率が悪くなるため、採取の対象とし

ない。なお、採取前にはサンゴ群集の状況（採取面積・被度・優占種）を観察・写真撮影し、

採取後には採取した場所の写真撮影を行う。 

1.採取前 2.採取後

 

 

特に枝サンゴ群集において、サンゴ群体同士の融合以外に、群体下部の死亡部が海底面下に

埋没し、さらにはサンゴ群体の生存部が近傍群体の死亡部に固着する等、これらの特性が群集

の安定化に重要な役割を果たしていると予想されるため、採取にあたっては群体下部の死亡部

 図 14 群集維持フレームの投入

 図 16 採取前、採取後のサンゴ群集（被度 1%未満程度まで採取） 

図 15 サンゴ群集の採取 
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 図 18 3 種サンゴが死亡部で結合

 図 17 運搬用筏への取付

図 19 運搬 

図 20 海底への投入 

図 21 移設作業 

図 22 移設後のサンゴ群集 

もできるだけ壊さず、死亡部ごと採取するよう注意する。 

採取されるサンゴの種組成は、基本的に採取場所と同様

にする。採取時には、各サンゴ群体において、病的なサン

ゴ類や食害生物、危険生物の有無を見極め、これらの生物

を除去する等、移設先にこれらの生物をできるだけ持ち

込まないよう注意する。 

 

●運搬作業 

群集維持フレームに収容したサンゴ類は、作業船で曳航

するため、エアーリフトで海面まで持ち上げ、運搬用筏に

とりつけた後、作業船の舷に固定する。 

曳航は 2隻の作業船で行う。状況によっては、航路や浅

所を横断する必要が生じるため、定期船やレジャー船、漁

船等の船舶の往来に十分注意する。そのため、作業にあた

っては関係機関との調整を十分行い、警戒船により警戒作

業を行いながら運搬する。 

運搬は群集維持フレーム内に収容したサンゴが崩れず、

水流によるストレスも受けないよう定期的に観察しなが

ら運搬する。 

 

●移設作業 

事前踏査により予め決定しておいた移設場所直上に作

業船を誘導し、定位固定した後、ダイバーが既存のサンゴ

群集を壊すことがないよう移設場所近傍の投入位置を最終

決定する。その後、投入箇所を示す目印ブイを設標し、停

船位置を微調整し、群集維持フレームに移設サンゴを収容

したままダイバーがエアーリフト等を使い補助しながら、

海底にゆっくり下ろす。 

海底に下ろした群集維持フレームは一度整置し、ダイバ

ー6名により移設場所まで運搬する。その後、ダイバーが

群集維持フレームの底板を抜き、フレームの側面版を上に

引き抜き移設する。この際、サンゴ群体が逆さまになった

り、部分的に崩れたりするため、それらのサンゴ群体を整

置する。 

移設後は、水中ボンド等の接着剤を使わずに、海底面へ

の自然固着やサンゴ同士の融合、群体同士の支え合いによ

り群集強度を高める。 
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図 23 ｵﾆﾋﾄﾃﾞによる食害 

② 移設後の管理 

移設後はモニタリングを行い、食害生物（オニヒトデ、サン

ゴ食巻貝類）の発生状況や海藻草類による被害、台風の波浪に

よる影響等を観察し、必要な場合はこれらの影響に対する対策

を実施する。特に、近年大型化している台風の波浪の影響は、

石西礁湖でもみられており、波浪による流出がおこると予想さ

れる場所では、移設サンゴをネットで覆ったり、移設場所を再検

討する等の管理が必要となる。 

 

③ モニタリング 

●移設範囲全域 

移設後は移設範囲全域を対象とし、年 1回程度、概略分布を観察し、サンゴ群集の広がりを

把握する。 

●定点調査（詳細観察） 

移設範囲の代表的な場所において定点調査枠を設定し、下表の内容でモニタリングを行い、

移設サンゴの詳細な生息状況を観察する。定点調査は、移設後、サンゴ群集が安定するまでの

数ヵ月は月１回程度とし、その後は年 1回程度で、産卵期は別途調査を実施する。 

なお、モニタリング期間内に、大型台風の襲来、オニヒトデの大発生、白化現象等のイベン

トが生じる際には、これらのイベント直後に別途モニタリングを行う。 

表 4 定点調査における調査項目（案） 

 

調査項目 調査・整理内容 

スケールの確定した範囲内（ｺｰﾄﾞﾗｰﾄ等）における被度観察 

<全体被度観察> 

1%未満, 5%未満, 以降 5%以上は任意 

生存・死亡状況 

生残、死滅・消失を確認。生存、部分死等の細目別に分けることも必

要に応じて実施。 

<生残状況> 

・生 存：死滅した部分が全くない 

・部分死：部分的に死滅している 

・部分生：部分的に生存している 

・僅生：わずかに生存している 

<死滅・消失状況> 

・死滅：生存部が全くない 

・消失：サンゴ群体が消失している 

サンゴの 

生息状況 

 

活性状況 

活性状況、粘液分泌状況 

（粘液分泌は浮泥の排除行動であり、相当のエネルギーを費やすため、

生殖細胞の形成に影響を及ぼすとの知見がある。） 

<活性状況> 

・良好：ポリプ、共肉部の色彩が正常で、触手の伸長にも異常がなく、

また多量の粘膜に覆われることがない。 

・不良：ポリプ、共肉部の色彩が白化した状態、または表面が多量の

粘膜で覆われたり、藻類やカイメン類等が異常に付着して、死滅部

が拡大している。 

生物蝟集状況 魚類、底生生物（共生カニ類）等の蝟集状況 サンゴの 

移植・移築 

効果 
再生産 産卵確認等 

サンゴの生息環境 
水温、食害生物（オニヒトデ、シロレイシガイダマシ類）の出現状況、

底質の外観、海藻の繁茂状況 
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④ 報告 

移設作業実績やモニタリング調査結果は、終了後すみやかに整理し、速報として提出する。

また、経過報告として状況変化をわかりやすくまとめる。 

 

サンゴ移設作業実績報告 

 

○採取実績 

採取面積：「各群集維持フレームあたりの採取面積」×「群集維持フレーム数」 

採取範囲の図面（位置及び実施日がわかるもの） 

採取時の環境（水深、底質状況）、採取時の気象・海象 

採取状況の写真（採取前、採取作業、採取後） 

○移設実績 

移設場所の図面（位置及び実施日がわかるもの） 

移設時の環境（水深、底質状況）、移設時の気象・海象 

移設直後の写真（移設前、移設作業、移設後） 

 

 

⑤ 移設後の評価 

移設されたサンゴ群集が成長していくためには、周囲にサンゴ群体が広がり、生息面積が拡

大していく必要がある。また、新たに広がった部分がサンゴ群集として安定化していくには、

サンゴ群体の広がりに伴う被度の増加が必要となる。そのため、モニタリング結果からサンゴ

移設の評価を行うにあたっては、周辺への広がりも配慮し、近隣の既存サンゴ群集と比較しな

がら総合的に評価する必要がある。 

 

表 5 移設したサンゴの評価の考え方（案） 

指標項目 比較対象 評価の考え方 

サンゴ群集の状況 移設直後の状況 移設したサンゴ群集の総被度、種類数が移設直後の状況に

比べて著しく減少していないか 

生物生息状況 移設前の状況 移設したサンゴ群集に集まる魚類や底生生物の種類数、

個体数が移設前の状況に比べて著しく減少していないか

サンゴの再生産 － サンゴの産卵行動の確認。骨格中のバンドルからの産卵

の有無 

 

移設したサンゴ群集が順調に成長するには、次項に示すような変化が想定されることから、

生息状況について注意を払う。特に、悪化の兆候を検知した場合は、想定される原因に対応し

た応急手当を行なう。さらに、その後の変化を観察し、原因を解明することによって、対策の

立案につなげる。なお、変化の原因や対策の効果についても踏まえ評価する。 
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移設後に想定される変化 

 

・ 移設後のサンゴは、移設時の作業や移動に伴うストレス、埋在生物による影響などで、状

態の悪い部分が短期間に死亡する可能性がある。この影響は移設後 2～3ヵ月程度でサンゴ

群集が安定化した状態になると止まると想定される。したがって、3ヵ月程度以上たっても

死亡が継続する場合は移設サンゴの生息条件に不適合な要素があると認められるため、水

質や底質、光条件などサンゴの生息に必要な環境条件やサンゴの生理状態などについて調

査を行い、原因を解明する必要がある。 

・ 移設初期には周囲にサンゴ群体が少しずつ広がり、生息面積の拡大・縮小を繰り返しなが

ら増加すると予想される。なお、被度の増加は生息面積の増加より遅れて変化が現れる。 

・ 水温変化や冬季夜間干出時の季節風吹き付け、底生生物・魚類による食害、海藻類の被覆

など一時的な要因で、サンゴが白化・死亡する可能性がある。 

・ 台風の直接的な波浪の影響で、サンゴ群集に大きな流失をもたらす場合が想定される。移

設サンゴへの影響を軽減するには、移設場所が台風から守られている必要がある。移設さ

れたサンゴ群集が十分に成長して、波浪に対する耐性を備えた場合は、同じような底質や

地形条件の既存サンゴ群集と比較して同等の影響にとどまると考えられる。 

・ サンゴ群集の構成種は混生することが多く、種間競争や種ごとの適合水深等が異なるとも

考えられている。そのため移設した環境の違いにより、種組成が変化していくことも考え

られる。 
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枝サンゴ群集造成法の試験結果報告概要 

2011.1  

 

1. 目的 

枝サンゴ群集を大規模に移設することに適した新たな手法として、「枝サンゴ群集造成

法」が提案された。そこで、石垣港湾区域内におけるサンゴを用い、「枝サンゴ群集造成法」

による試験移設を行い、その手法の有効性の検証を行う。 

 

2. 試験内容 

調査は、台風期後の 11 月下旬に、移設元･先調査を行い、サンゴ類の種類や生息環境を

踏まえ、採取･移設場所を選定し、移設作業を行った。 

モニタリングは、移設直後とその後各月 1 回の調査を 2 月まで実施する予定であり、移

設サンゴの経過状況や蝟集生物について観察を行った。 

採取箇所

移植箇所

 
図 2.1 採取箇所と移設箇所位置 

 

表 2.1 調査工程 

時期 H22年 H23年

項目 11月 12月 1月 2月 3月

移植元・先調査
27

枝サンゴ群集の移植
28-29

移植後のモニタリング
29 22 18

結果解析・評価
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3. 試験結果 

●移設作業の結果報告 

・ 試験移設を行ったところ、群集維持フレームからサンゴ類を海底に下ろす作業が

予想以上にスムーズにでき、採取したサンゴ群集の形状がほとんど崩れることな

く移設できた（表 3.1 参照）。 

 

写真 3.1 枝サンゴ群集の作業状況  ※※  特特許許出出願願中中；；いいででああ（（株株）） 

＜枝サンゴ群集造成法検証調査の作業の流れ＞

①サンゴ採取場所へ移動（群集維持フレームを
船上に積載）

②サンゴ採取場所で、群集維持フレームを投入 ③サンゴを採取 ④採取したサンゴを群集維持フレームに収容

⑤群集維持フレームに収容されたサンゴ ⑥群集維持フレームを引き上げるためにロープ
を装着

⑦群集維持フレームの引き上げ ⑧群集維持フレームをフロートブイに装着

⑨群集維持フレームを船べりに設置 ⑩群集維持フレーム（サンゴを収容）をサンゴ
移設先へ曳航

⑪サンゴ移設先で群集維持フレームを投入 ⑫群集維持フレームを海底に設置

⑬群集維持フレームの底板を引き抜き、サンゴ
を移設

⑭海底に移設されたサンゴ ⑮群集維持フレームを船上に回収 ⑯群集維持フレームを船上に積載して移動
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④

① ⑤

② ⑥

③ ⑦　⑦´

表 3.1 移設したサンゴ類のスケッチと概況 
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写真 3.2 3 種のサンゴが群体死亡部で

固着し一塊となった群体 

●モニタリング結果と評価 

① 移設直後（平成 22 年 11 月）から平成 23 年

1 月にかけて、サンゴはほとんど死亡してお

らず、被度も変化がないことからサンゴ類の

生息は順調であると考えられた。 

② 移設直後のサンゴ群集の支えとして一部周

辺にブロックを設置したものの、設置しない

場合でも、群体下部の海底への埋没や群体同

士の密な支え合いにより、予想以上の安定効

果が得られており、海域の波浪条件にもよるが群集の支えとしての対策は静穏な場所

では必要ないと考えられた。 

③ 計画当初、サンゴの融合を用いて群集を強固に安定化させるため、移設するサンゴ類

の種類を慎重に選別する必要があると考えていた。

しかしながら、今回、3 種のサンゴが一つの塊に

なった群体が確認され、サンゴ群体が接している

場合、多種の群体でもそれぞれの死亡部に固着で

きるため、融合と同様の効果が得られていること

が観察された。通常、サンゴ群集では多種が混生

してみられ、特に枝サンゴ群集では上記した群体

同士の固着は普通に起こっていると考えられるた

め、種類の統一については、そこまで慎重にな

る必要はなく、自然界に存在する多種混生のサ

ンゴ群集をそのままの状態で移設することで十

分な安定効果が得られると考えられた。 

④ 移設直後、各サンゴ群体はぐらつきがあったものの、移設後 2ヵ月の平成 23年 1月に、

そのぐらつきはほとんどなくなり、サンゴ群集の安定化が進んでいることが確認され

た。 

⑤ 枝サンゴ群集内には、移設と同時に導入された生

物の他、移設後に加入した生物も観察され、魚類

や底生生物の種類数が増加し、生態系の形成が確

認された。 

⑥ 移設サンゴはほとんど死亡しておらず、群集とし

ても徐々に安定化し、生態系も形成されているこ

とから、「枝サンゴ群集造成法」によるサンゴ群集

の移設は可能であると評価された。 
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図 3.1 サンゴ類の被度変化 

写真 3.3 蝟集するスズメダイ類 
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表 3.2 移設区内でみられた大型底生生物 
N0. 門 綱 目 科 学名 種名 11月27日 11月29日 12月22日 1月18日 2月

1 有孔虫 有孔虫 有孔虫 ｿﾘﾃｽ Marginopora vertebralis ｾﾞﾆｲｼ rr rr rr
2 ｱｶｽﾅｺﾞ Miniacina miniacina ﾓﾐｼﾞｽﾅｺﾞ R R R
3 海綿動物 普通海綿 - - DEMOSPONGIAE 普通海綿綱 R R R
4 軟体動物 腹足 盤足 ｿﾃﾞﾎﾞﾗ Lambis lambis ｸﾓｶﾞｲ rr
5 ﾑｶﾃﾞｶﾞｲ Dendropoma maximum ﾌﾀﾓﾁﾍﾋﾞｶﾞｲ rr rr rr
6 VERMETIDAE ﾑｶﾃﾞｶﾞｲ科 + + +
7 新腹足 ｲﾄﾏｷﾎﾞﾗ Latirus polygonus ﾘｭｳｷｭｳﾂﾉﾏﾀｶﾞｲ rr
8 二枚貝 ｳｸﾞｲｽｶﾞｲ ｳｸﾞｲｽｶﾞｲ Electroma ovata ｼﾏｳｸﾞｲｽ cc cc cc
9 ｶｷ ｲﾀﾎﾞｶﾞｷ OSTREIDAE ｲﾀﾎﾞｶﾞｷ科 rr rr rr

10 頭足 八腕形 マダコ Octopus cyanea ﾜﾓﾝﾀﾞｺ rr
11 節足動物 軟甲 ｴﾋﾞ ﾔﾄﾞｶﾘ Calcinus latens ﾂﾏｼﾞﾛｻﾝｺﾞﾔﾄﾞｶﾘ rr rr
12 苔虫動物 - - - BRYOZOA 苔虫動物 R R R
13 棘皮動物 ﾋﾄﾃﾞ ｱｶﾋﾄﾃﾞ ﾎｳｷﾎﾞｼ Linckia laevigata ｱｵﾋﾄﾃﾞ rr rr
14 ﾅﾏｺ 楯手 ｸﾛﾅﾏｺ Holothuria (Halodeima ) eduｱｶﾐｼｷﾘ rr
15 無足 ｲｶﾘﾅﾏｺ Synapta maculata ｵｵｲｶﾘﾅﾏｺ rr
16 - - HOLOTHUROIDEA ﾅﾏｺ綱 rr rr rr rr
17 脊索動物 ﾎﾔ ﾏﾒﾎﾞﾔ ｳｽﾎﾞﾔ Didemnum molle ﾁｬﾂﾎﾞﾎﾞﾔ R R R
18 DIDEMNIDAE ｳｽﾎﾞﾔ科 R R R

出現種類数 2 12 16 13
注)  rr：1～5個体，r：6～20個体，+：21～50個体,c：51～100個体,cc：100個体以上　　Rは被度5%未満を示す。
  　　　　　　　：移植サンゴと共に移動  ：元地盤に生息　　　　　　　　：周辺部より加入
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表 3.3 移設区内でみられた魚類 

N0. 門 綱 目 科 学名 種名 11月27日 11月29日 12月22日 1月18日 2月
1 脊椎動物 硬骨魚 ﾖｳｼﾞｳｵ ﾖｳｼﾞｳｵ Corythoichthys haematopterus ｲｼﾖｳｼﾞ rr
2 ｽｽﾞｷ ﾊﾀ Epinephelus merra ｶﾝﾓﾝﾊﾀ rr
3 ﾃﾝｼﾞｸﾀﾞｲ Cheilodipterus quinquelineatus ﾔﾗｲｲｼﾓﾁ rr rr r
4 Cheilodipterus macrodon ﾘｭｳｷｭｳﾔﾗｲｲｼﾓﾁ rr
5 ｲﾄﾖﾘﾀﾞｲ Scolopsis bilineata ﾌﾀｽｼﾞﾀﾏｶﾞｼﾗ rr
6 ﾋﾒｼﾞ Parupeneus barberinus ｵｵｽｼﾞﾋﾒｼﾞ rr
7 ﾁｮｳﾁｮｳｳｵChaetodon speculum ﾄﾉｻﾏﾀﾞｲ rr
8 Chaetodon melannotus ｱｹﾎﾞﾉﾁｮｳﾁｮｳｳｵ rr
9 ｽｽﾞﾒﾀﾞｲ Dascyllus aruanus ﾐｽｼﾞﾘｭｳｷｭｳｽｽﾞﾒﾀﾞｲ r c +

10 Dischistodus prosopotaenia ﾀﾞﾝﾀﾞﾗｽｽﾞﾒﾀﾞｲ rr rr
11 Pomacentrus  sp. ﾐﾅﾐｲｿｽｽﾞﾒﾀﾞｲ rr
12 Pomacentrus amboinensis ﾆｾﾈｯﾀｲｽｽﾞﾒﾀﾞｲ r rr
13 Stegastes nigricans ｸﾛｿﾗｽｽﾞﾒﾀﾞｲ rr
14 ﾍﾞﾗ Stethojulis strigiventer ﾊﾗｽｼﾞﾍﾞﾗ rr
15 Stethojulis bandanensis ｱｶｵﾋﾞﾍﾞﾗ rr
16 Halichoeres trimaculatus ﾐﾂﾎﾞｼｷｭｳｾﾝ r r
17 Coris batuensis ｼﾁｾﾝﾑｽﾒﾍﾞﾗ rr rr
18 Novaculichthys taeniourus ｵﾋﾞﾃﾝｽﾓﾄﾞｷ rr
19 ﾌﾞﾀﾞｲ Scarus  sp. ｱｵﾌﾞﾀﾞｲ属 r
20 ﾄﾗｷﾞｽ Parapercis polyophtalma ｵｸﾞﾛﾄﾗｷﾞｽ rr
21 Parapercis cylindrica ﾀﾞﾝﾀﾞﾗﾄﾗｷﾞｽ rr r r
22 ﾊｾﾞ Gobiodon albofasciatus ｲﾁﾓﾝｼﾞｺﾊﾞﾝﾊｾﾞ rr
23 Gobiodon okinawae ｷｲﾛｻﾝｺﾞﾊｾﾞ rr
24 Istigobius rigilius ﾏﾀﾞﾗｶｻﾞﾘﾊｾﾞ rr rr
25 Istigobius  sp. ｸﾂﾜﾊｾﾞ属 rr
26 Amblygobius phalaena ｻﾗｻﾊｾﾞ rr rr rr rr
27 Asterropteryx semipunctata ﾎｼﾊｾﾞ rr
28 ﾌｸﾞ ｶﾜﾊｷﾞ Oxymonacanthus longirostris ﾃﾝｸﾞｶﾜﾊｷﾞ rr
29 ﾌｸﾞ Canthigaster valentini ｼﾏｷﾝﾁｬｸﾌｸﾞ rr
30 ﾊﾘｾﾝﾎﾞﾝ Diodon holocanthus ﾊﾘｾﾝﾎﾞﾝ rr

出現種類数 3 4 18 19
注)  rr：1～5個体，r：6～20個体，+：21～50個体,c：51～100個体,cc：100個体以上　　Rは被度5%未満を示す。
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調査期日：平成22年11月29日

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

⑦

⑦´

③ ④ ⑤ ⑥

⑦

⑦´

②①

調査期日：平成22年12月22日

調査期日：平成23年 1月18 日

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

⑦

⑦´

 

凡 例

：コモンサンゴ属(樹枝状)

：ミドリイシ属（樹枝状）

 

 

 

図 3.4 移設サンゴ類の分布状況 

 

 

 


