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第 9 回 石西礁湖における航路整備技術検討委員会 

主要意見と対応 
 
 

◆⽇ 時：平成２8 年 2 ⽉ 29 ⽇（⽉）14:30〜16:30 
◆場 所：ホテル⽇航⼋重⼭ 「星砂の間」 
◆参加者：委員 6 名 

（津嘉⼭委員⻑、⾹村委員、灘岡委員、岡本委員、⿅熊委員、鈴⽊委員） 
 
 
◆主要意⾒と対応案： 
1. 第９回⽯⻄礁湖における航路整備技術検討委員会 主要意⾒と対応 

（1）平成 2７年度 浚渫施⼯の実施報告 

No 主要意⾒ 対応 

①  調査結果は SS 換算値のバックグラウンドと
の差が重要な情報であり絶対値だけでは情報不
⾜である。 

ご指摘を踏まえ、修正致しました。 

②  潮流をはじめ⾵などの因⼦を含めた予測に基
づくよりよいオペレーションにつながるよう、
⼯事の中断がどのような状況で発⽣しているか
について整理することが重要ある。 

濁りの発⽣と流速（潮流および⾵などの要因
も含む）との関係性を⾒出すには⾄らなかった
（参考資料）。これは、同じ流速でも、汚濁防⽌
膜の形状に対してどの向きの流れが当たるかで
ふかれやすさが変わることや、汚濁防⽌膜の設
置⾯の状況（地形や膜と海底⾯の間のサンゴや
岩の有無）等が関係していると推察される。 

⼀⽅、よりよいオペレーションにつながるよ
うにとのこれまでの⼯事経験を踏まえた管理の
観点から、現場では潮位表により、概ね潮どま
りや流速が緩やかな時間帯を把握し、浚渫作業
を開始するようにしている。 

なお、⾵速については、安全⾯の観点から
10m/s を⼯事中断基準としている。 

(次⾴に参考資料を添付) 

 

資料-３ 
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②に関する参考資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 主要意⾒ 対応 

③  今後の重要なサンゴ礁海域での浚渫⼯事のモ
デルとして、これまでの経験をマニュアルとま
ではいかなくても資料として残してほしい。 

今後の⽵富南航路の整備に反映させるため、
過年度調査より得られた知⾒を体系的に取りま
とめる予定である。 
(参考資料に「⽯⻄礁湖における航路整備技術記
録(仮称)の⾻⼦案」を添付) 

 

 

  

注1：流速は工事業者測定による（毎正時）。

注2：流速は濁度測定時に最も近いものを抽出（最大1時間以内）。

注3：1時間以上の時間差がある濁度測定時のデータは除外した。
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（2）⽵富南航路保全計画の策定について 

No 主要意⾒ 対応 

① この実証実験で稚サンゴの着⽣が確認されて
いるように、底質を安定させるということはサ
ンゴの着⽣に対して⼗分な効果が期待できる。
⾃然⽯による対策をぜひ検討してほしい。 

区域 2 ではなく区域 3 で再実験をやった⽅が
良いのではないか。 
 

区域-3 を対象に埋没対策の検討を⾏う。 
埋没対策の⼯法（材料、構造）については、

サンゴの着⽣に配慮することを航路保全計画
（案）に反映する。 
 
 
 

② 計算結果の信頼性を上げようというのであれ
ば底質条件、波、流れなどの外⼒条件について
どれだけ⾼精度を担保するかということが重要
である。埋没対策を考えるのであれば、底質が
掃流状態で移動するか浮遊状態で移動するかに
よって考え⽅はずいぶん異なる。底質条件と外
⼒の評価をより精度の⾼いものとすることで、
その点は把握しておく必要がある。 
 

継続的な埋没が確認されていないため、今年
度は、航路への影響が⼤きいと想定される条件
での地形変化の試計算を⾏った。波浪計算では
環境省のデータとの⽐較により予測精度を向上
させた。また、底質条件は、航路内及び航路周
辺の底質条件より設定した。 
 
 

 
③ 

⻑い航路のうちどの区間の埋没リスクが⾼い
かということについては、シミュレーション以
前に蓄積されたデータの⽐較からわかるのでは
ないのか。 

航路全体の測量結果がないためデータからの
検討は難しい。そこで、航路周辺の地形（⽔深）
と底質条件を反映したシールズ数により、埋没
のリスクを想定し、埋没の可能性のある区域に
ついて地形変化の計算を⾏った。 

また、今後は維持管理測量結果を踏まえて、
埋没の監視及び維持管理測量の⾒直しについ
て、検討することを予定している。 
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（3）移設サンゴの状況 

No 主要意⾒ 対応 

①  海藻の類は⽣え出すと結構勢いよく⽣える性
質があり、移設サンゴに対する影響は⼗分考え
られる。⿊島の研究所の報告書ではラッパモク
がかなり⽣えているという報告があり、それら
を参考に検討をしてほしい。 

左記「報告書」に関しては現在⼊⼿できず、
引⽤に適すると思われる報告および論⽂を参考
にして検討する。 

②  サンゴ群体の下部が⽩化している状態は単純
に光が遮られているだけなので先端のほうはま
だ⽣きている。このサイズの枝状サンゴは年間
に 10〜15cm 成⻑するので、先端だけでも⽣き
ていればあっという間に回復する。経済的な問
題で難しいとは思うが、年に 1 度でもいいから
海藻を剥いで⽣きている部分を出してやる作業
をしてほしい。 

本年度のモニタリング調査において、移設地
点の⼀部に海藻が繁茂していることを確認した
が業務中での除去作業は負担が⼤きいため、実
施していない。今後の対応としては、モニタリ
ングを実施していく中で、成⻑具合を加味しな
がら検討していく。 
 

③  サンゴ移設を進めるうえで、死サンゴ礫、場
合によっては移設した群集を⽣分解性ネットで
覆う⽅法もお⾦はかかるがオプションとしてあ
ることを頭に⼊れておいたら良いと思う。 

 

移設先の環境を考慮して、実施を検討する。

④  移設後の⽣物⽣息状況の評価基準が「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」というのはハードルが低すぎる
のではないか。少なくとも対外的に表現すると
きに「群体を移設して移設前に⽐べて著しく⿂
が減っていないからうまくいっている」という
のはおかしい。たくさん増えたか、少し増えた
か、くらいで表現するのが良いと思う。 

評価基準について従来の基準に加え、左記の
表現を参考に取りまとめる。 

具体的には評価基準を「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どの程度増加したか」とす
る。 

⑤  この⽯⻄礁湖の実績、知⾒をうまく取りまと
め、国内どころか海外でもアピールしていただ
きたい。整理するにあたっては配置法やモニタ
リングの重要性以外にも、サンゴ移設の成果に
ついて空間的に捉えている点をうまく活かせな
いだろうか。台⾵の影響や海藻の影響を考慮し
た移設先の適地選定論のようなことがガイドラ
インとしてまとめられるとよい。空間的な情報
をもう少ししっかり整理することでその他の環
境についても派⽣した議論が成⽴すると思う。

過年度からの結果および本業務における結果
を整理し、配置法やモニタリングの重要性に加
えて、サンゴ移設の空間的な成果や、台⾵およ
び海藻による影響が移設⼿法に反映できるよう
な取りまとめを⾏う。 

具体的には、各移設先のモニタリング結果と、
底質・⽔深・潮流等の⽣息環境とを⽐較し、台
⾵や海藻との関連性についてとりまとめる。 

(参考資料に「⽯⻄礁湖における航路整備技術
記録(仮称)の⾻⼦案」を添付) 
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「石西礁湖における航路整備技術記録(仮称)」に係る参考資料 

 

石西礁湖における航路整備技術検討委員会の今後のスケジュール(案) 

 

⽵富南航路整備の⼯事は、平成 29 年度以降、平成 31 年度まで継続実施予定である。平成 29 年度は、

平成 19 年度からの検討業務及び関連調査等から得られた知⾒を取りまとめ、航路整備に係る技術記録

を作成する予定である。サンゴ移設は平成 29 年度からは実施しない予定であり、事後調査として平成

31 年度まで実施する計画である。現段階の今後のスケジュールを以下に⽰す。 

 

項目 ＼ 年次 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 備考 

施工実施（報告）    H31 に工事完了予定 

サンゴ移設の 

モニタリング調査

（報告） 

   移設は H28 で終了予定 

事後モニタリング H31 まで実施

予定 

技術記録の 

取りまとめ 

   
H29 に暫定版、H31 に完成 

委員会    H29 に 11 回、H31 に 12 回 

 

 

(仮称)石西礁湖における航路整備技術記録(サンゴ礁海域における浚渫工事・サンゴ移設に

係るガイドライン)・作成に関する骨子案 

 
○ 技術記録作成の趣旨と目的 

 

⽵富南航路の整備に伴い、過年度より環境に配慮した施⼯技術やサンゴの移設やモニタリング、航路

保全に関する知⾒を集積してきた。今後のサンゴ礁海域での浚渫事業に資するため、サンゴ礁海域での

浚渫技術、浚渫⼯事に関する留意事項、サンゴ礁を保全する対策などの留意点を整理する。 
 
 
 
 

第 10 回委員会では、取りまとめの⾻⼦案を提⽰し、委員からの意⾒を踏まえて基本⽅針を整理する。

【第 9 回委員会における委員意⾒】 

 今後の重要なサンゴ礁海域での浚渫工事モデルとして、これまでの経験をマニュアルといかなく

ても資料として残してほしい。（鹿熊委員） 

 サンゴの移設事業について、台風の影響や海藻の影響を考慮した移設先の適地選定論のようなこ

とがガイドラインとしてまとめられると良い。（灘岡委員） 
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○ 骨子案（目次構成）の作成 

 
１．技術記録作成の目的 

・ 平成 19 年以降の検討成果をまとめる 

・ 今後のサンゴ礁域での工事のための参考資料とする 

・ 他のサンゴ礁海域における浚渫施工の参考になるような取りまとめとする 

 

２．竹富南航路の概況 

・ 地域自然特性（地形、地質、波浪、流動、水質、生物） 

・ 航路計画（地形・サンゴ分布等を踏まえて） 

・ 航行安全及び関係者合意形成 

・ 検討・工事のタイムテーブル 

 

３．航路埋没に係わる物理的要因 

・ 高波浪の出現状況 

・ 波浪影響 

・ 流れ及びその他の影響 

・ 埋没対策 

 

４．環境に配慮した施工方法 

・ 工事工法 

・ 濁り監視基準 

・ 監視調査結果 

 

５．サンゴ移設 

・ 移設方法 

・ 移設場所選定方法 

・ 移設分布図 

・ 移設後の経過（白化の影響を含む） 

 

６．モニタリング計画 

・ 調査項目 

・ 調査期間・時期 

・ 調査地点 

 

７．あとがき 

・ 課題など 

   


