
 

 

       平成１４年度 中城湾港泡瀬地区環境監視・検討委員会 

                        第１回海藻草類移植・保全 WG 

 

           日時  平成１４年７月２４日（水） 

             場所  沖縄市福祉文化プラザ ２階 交流ホール 

 

                             （午後１時 30分 開会） 

○事務局（中浜）  皆様、お暑い中、集まっていただきましてありがとうございます。 

 時間になりましたので、ただいまから平成 14年度中城湾港泡瀬地区環境監視・検討委員

会第１回の海藻草類移植・保全ＷＧを開催したいと思います。 

 当ワーキンググループは当初、７月 16 日に開催の予定をしておりましたけれども、７月

３、４日に来襲いたしました台風５号の影響を急遽みて、そのことに関しても審議をしよ

うということで、急遽、現場調査を行ったわけですけれども、その後、引き続き台風がき

まして、現場条件等ございまして、その後、来襲しました７号台風の追加調査も再び急遽

行いまして、その資料を併せて本日、開催となった次第でございます。 

 本ワーキンググループ、今回から関心のある皆様方も傍聴できるということで、公開の

場で行うことにしております。 

 このワーキンググループは、この表題にもありますけれども、環境監視検討委員会、琉

球大学の眞榮城先生が委員長をされておりますけれども、その下におかれておりまして、

藻場の移植、特に機械化移植工法ということの評価、並びにクビレミドロの移植等につい

ての課題を審議していただいております。 

 今回は、この中で海草藻場の移植に関しまして、６月までの追跡調査結果、それから先

ほど申しましたように台風の影響の調査について資料をまとめたものをご審議いただくと

いうことになっております。 

 それからクビレミドロについても、生息地の環境、培養実験の状況等、本日、ご審議願

いたいと考えております。 

 それでは、議事に入ります前に、沖縄総合事務局のほうで人事異動がございましたので、

委員の交替がございます。新しい委員をご紹介しておきたいと思います。 

 ３枚目ぐらいに名簿がございますけれども、これを見ていただきながらご紹介いたしま

す。 

 沖縄総合事務局 那覇港湾空港工事事務所長の浦辺委員でございます。 

 それから同じく、沖縄総合事務局開発建設部の港湾空港建設課長の栗田委員でございま

す。 

 それから本日は、オブザーバーとして沖縄県の久米参事。それから沖縄総合事務局の溝

内開発建設部長。それから沖縄総合事務局の川上港湾環境技術指導官にもご出席いただい

ております。 



 

 

 それでは、議事に入ります前に資料の確認をしておきたいと思います。 

 まず、議事次第でございまして、Ａ４、１枚紙です。その下に２枚、着席表と委員名簿

がございます。 

 それから、ホッチキス綴じで資料１、これは前回ワーキンググループ，委員会の指摘事

項とその対応というものの２枚紙がございます。 

 それから、資料２、メイン資料でございますけれども、海草藻場移植とクビレミドロ保

全というものがございます。 

 以上が、配付資料になっております。委員の皆様方に不足分があれば事務局のほうにお

申し出願いたいと思います。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、議事に入ります。議事の進行は主査を務めていただいております野呂先生に

お願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○野呂主査  どうもありがとうございます。 

 私、主査を務めさせていただいております、鹿児島大学の野呂でございます。 

 時間が限られております。効率的な議事進行にご協力をお願いいたします。 

 それでは、早速ではありますが、議事を進めたいと思います。 

 まず最初に、前回のワーキンググループの委員会の指摘事項とその対応につきまして、

資料１に関する説明だと思いますけれども、事務局のほうからよろしくお願いいたします。 

○事務局（溝口）  それでは、資料１、１枚紙になります、表紙入れて２枚の薄い紙で

ございます。前回、平成 13 年度の第４回の海草のワーキングのとき、それから 13 年度、

第４回の検討委員会におきまして、この海草の関係のご指摘事項に対して整理したものを

まとめてございます。 

 まず、第４回の海草のワーキングでご指摘いただいた点、２点ございます。 

 まず最初に、野呂先生のほうから藻場の被度の表示に対して個々の出現種の合計値とい

う形で提示させていただいておりました。 

 その件につきましては、現地の状況からですと、種ごとの分布というのが重なり合うよ

うな状況はないということで、全体の被度を種ごとに被度の合計値という形で整理をさせ

ていただいたということでございます。 

 それから、２番目でございます。 

 葉っぱの長さのサンプル表示の件で、金本先生のほうからご指摘いただきまして、平均

値だけではなく標準偏差等を示してはというご指摘をいただきました。 

 右側のほうに書いてございますが、私どもの葉の長さに対するサンプルの観測は、全体

の海草ブロック中の葉の長さの分布を把握する目的では行っておりませんで、海草ブロッ

ク中の葉がどの程度成長していくものかというものを捉えていこうという目的で行ってお

ります。そのため、現在、葉っぱの長いほうから上位 30 株を選定いたしまして、その 30

株を対象に平均値という形でその成長具合というものを見ていっております。 



 

 

 したがいまして、この表示に際しては標準偏差という形での表示は必要ないのではない

かというふうに考えております。 

 それから２番目でございます。13 年度第４回の検討委員会でのご指摘でございます。 

 まず最初に、海草藻場移植について吉野先生のほうからご指摘ありました。 

 海草の生息状況というものについては、これまで私どもご説明させていただいています

が、水深なり底質の性状、粒度、それから海草の着定基盤であります土砂の安定度、いわ

ゆるここで崩れやすさというようなファクターということで整理をしてきたわけでござい

ますが、このへん評価が低い原因の分析ではファクターを一つに限定せず、多角的に見て

ほしいというようなご指摘をいただきました。 

 今回のワーキング資料の中で、資料－２の 13ページのほうに提示してございますが、今

回、これまで私どもが評価を行ってきたＤという、いわゆる不良という状況での海草ブロ

ックを対象にその水深なり、移植初期のブロックの崩れ状況など、いろんな方向から総合

的に原因というものを解明してきております。このへんにつきましては、のちほど説明さ

せていただきたいと思います。 

 それから②でございます。サンゴ礫の多さと生育状況の関係が分かるように写真でもよ

いので、底質の状況を示してほしいということです。 

 これは前回の委員会での資料におきまして、海草ブロックの安定度に対して、かなり安

定基盤、いわゆる砂質の部分というものが残っているというのが、かなり重要な要因とし

て分かってきております。その底質条件というものが重要なことになってきましたので、

その状況というものと生育との関係というものを見い出してほしいというご指摘内容だっ

たかと思います。 

 今回、私どもの行っております調査におきまして、詳細な底質の条件というものは、広

域的な底質調査というものは行っておるんですが、サンゴ礫がどの程度、底質の粒度分と

いうのが各粒径値でどの程度という、かなり細かい調査までは至っておりません。したが

いまして、今後、モニタリングポスト内での底質状況というものを検討して、このへんの

解明にあたりたいというふうに考えております。 

 それから、３番目でございます。 

 干潟の埋立後、いわゆる人工島ができたあとの環境条件が変化することも含めて、海草

がちゃんと育つのかというような評価をするようにしてほしいという、仲座先生のご指摘

をいただきました。 

 このへんにつきましては、よいシナリオ、悪いシナリオという言葉でこれまで説明を行

ってきておりますが、いろいろな要因に基づく多方向の面から考えられるシナリオという

ものを想定して、この海草の部分についても評価を行っていきたいと思います。特に、埋

め立てて人工島をつくることによりまして、外力の条件が変わり先ほど申しました底質の

安定度とかも変わってくる可能性があるということで、そのへんも含めた形で今後の海草

移植域に対しての条件、状況というものを予測できるような形で整理していきたいという



 

 

ふうに思っております。 

 それから２）で、クビレミドロの保全についてでございますが、この点につきましては

仲座先生のほうから、クビレミドロの監視は濁度だけではなく、底質や他の生物などを含

めて総合的に行うべきであるというご意見をいただきました。 

 前回の委員会におきましては、このクビレミドロの保全に関しての監視計画を出させて

いただいております。ここではあくまで工事を行うという前提のもとで、その工事期間中

に発生すると思われます濁り、そのものをいかにして監視していき、かつクビレミドロの

生息地を保全していくかという目的でその計画を出させていただきました。 

 実際の環境監視の調査におきましては、当然、底質や生物さらには大気とか、騒音とか、

そういうものも今後行っていくことになっておりますので、このへんの全体の計画を含め

た形で本年度の第１回の環境監視検討委員会でこの内容については説明させていただくと

いう形で考えております。以上でございます。 

○野呂主査  ありがとうございました。 

 ただいまの説明に関しまして、何かご意見、ご質問がありましたらお受けいたします。 

 特に１番のほうの海草移植の件、技術的なことが多いわけですけれどもよろしいでしょ

うか。 

 金本先生のほう、よろしいでしょうか。 

 検討委員会のほうは、検討委員の先生方はここにいらっしゃいませんので、直接お伺い

することはできませんけれども、何かありましたらまたあとの質疑のときにでも付け足し

てくださって結構です。 

 それでは、引き続きまして資料２に基づきます海草藻場移植試験及びクビレミドロの保

全に関して、よろしく事務局のほうから説明をいただきます。 

 実は、きょうの午前中、われわれ委員のほうは、実際にフィールドに出まして、移植現

場に出まして、特に台風の余波といいますか、影響を実際に潜って観察いたしまして、そ

ういう結果を踏まえての説明だということでよろしくお願いいたします。 

○事務局（溝口）  それでは、資料２のほうの説明をさせていただきます。 

 今回の資料は今、野呂主査のほうからご説明ありましたように、当初は７月 16 日に行う

ということで進めておりましたが、その段階では６月末での海草の移植藻場での生育状況

というものの説明をさせていただく予定でおりました。そういう準備を行っている間に７

月３、４日に台風の５号、それから７月 14 日に台風７号と続けてかなり大きな台風がまい

りまして、実際の海草藻場、これは既存の藻場、及び海草移植した藻場、両方ですが、あ

る程度減耗しているというような状況になっております。そのへん解析したものを含めて

今回の資料にまとめてございます。 

 それからクビレミドロの保全につきましては、取り組み状況についてご説明させていた

だくと同時に、本年度の取り組み方針という形でまとめておりますので、そのへんについ

てご説明させていただきます。 



 

 

 それでは１ページ目になりますが、海草藻場移植の移植実験の状況でございます。 

 まず１ページにあります表１．１－１にありますような実施をこれまで行ってきており

ます。昨年度の平成 13年度の 10 月に最初の保護対策試験というものを行いつつ、７月か

ら広域的な試験、移植実験というものが２月までにかけて行われております。その間、モ

ニタリング追跡調査等を１カ月ごとに行ってきております。 

 前回の委員会におきましては、確か１月の末日でのモニタリング結果までを出している

かと思いますが、そのあと２月以降、今月の６月時、さらには台風の経験した後の状況と

いうことでの整理になっております。 

 それから２ページ目でございますが、生育状況の調査結果ということで、まず調査状況

のフローという形で評価フローをご提示しております。これまでご説明させていただいて

いるのと同じでして、ＡからＤという４種類の評価ランクを設け、それぞれの地下茎の露

出部の割合とか、地下茎の生残率、それから葉っぱに占める緑色の部分の割合と。それか

ら、その他という形でブロック基盤の状況とか、その他の状況を見つつ半定量的な階級区

分で整理をしてきているということでございます。 

 それから（2）で生育状況とありますが、これにつきましては、３ページ以降の図で、３

ページは全体の今回、昨年度移植した予定地１というエリアと、２というエリアのほうは

東側のほうですね。それら評価を行ってきたものが４ページ、５ページにあります表１．

２－（1）から（3）という形です。 

 これはこれまでご報告させていただいてますものに、さらにモニタリング調査を行った

結果を追加しているということで、表の左側からステーション、それから代表的な水深条

件、それから移植日、それから当日移植か翌日移植かということのブロック数を提示して

います。それから右側に移植後の各ブロック地での評価というもので各月ごとの評価をま

とめてあります。 

 ６ページのほうになりますと、移植ブロックの生育状況の割合ということで、先ほどの

Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄに対してのブロックの個数、それからその比率というような形で整理をし

ております。 

 それから表１．２－３のほうでは生育状況が水深の浅い箇所での割合ということでの表

示をしております。これは前回の委員会等でもご説明させていただいておりますが、設置

した水深の条件でかなり生育の良し悪しという形が出てきておりまして、その改良を含め

た、いわゆる St.36～Ｂ－１というのが、第３回の委員会でご指摘を受け、設置水深を浅

いところを避けるような形で移植してきた部分でございます。その部分での評価という形

で整理をしております。 

 ７ページ以降、代表的な状況ということで、それぞれの評価Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄに対する代

表的な写真を提示してございます。 

 それらを個々に分析したものを、13 ページ以降から 14 ページに要因分析という形での

まとめを行っております。 



 

 

 先ほどの表１．２－１、４ページ、５ページになりますけれど、これまでのモニタリン

グ結果で見ていきますと、当初１月 15日から 17日のモニタリング調査結果、これは移植

後約１カ月という形でのものなんですが、植えてから１カ月の状況下でいきますと、全体

で 69地点、先ほどの４ページと５ページにまたがっております（1）、（2）の表の対象位置

ということになりますけど、69地点の中ではじめＤという不良という評価は８ポイントあ

りました。このうちどういう要因でそのような形になっているかという検討を行いますと、

移植ブロックの崩壊が大きいということで、これは 13ページの表１．２－３を見ていただ

くと、その要因分析を行った結果をまとめてございます。１月時でＤというポイントが８

ポイントあったと。それぞれのポイントを見ていきますと、ブロックの崩壊という形での

要因が大きかったと。このときは１カ月後ということでございますので、主に移植の施工

時の問題というようなことで私ども考えております。 

 それはいわゆるどういうことかといいますと、これまで説明をさせていただいておりま

すが、機械化移植のオペレーティング的な問題というのもありますし、また、機械を用い

て行ううえでの、かなり水中でも濁ってしまってよく見えないという状況で、その置き方

の問題というものもかなりありました。そういうことで当初の不良というような状況に陥

ったのはそのような要因が大きかったというような経過でございます。 

 それから、実際のＤの評価で見ていきますと、13 ページの上にありますが、一時的に例

えば St.12 というようなポイントがございますが、ここは水深としては比較的深い状況の

ものでございました。しかし、どういうわけか葉の緑部がほとんどないような状況になっ

てまして、この部分については、ひと晩おいてからの移植地であったために、葉っぱが枯

れてしまった可能性が大きいんではないかというような分析を行っております。 

 それから、当初のご指摘いただいた水深の条件というものにつきましても、やはり浅い

部分で植えたものというものは、失敗しているというような状況になっておりまして、こ

のように 13 ページの下のほうにありますが、水深で浅くて不良という考えのものが 10 ポ

イント、それから移植ブロックが崩壊したというような原因での要因が７ポイント、それ

からほかの要因、これは明確的な要因になっておりませんが、いわゆる台船上で乗せてい

る干出の問題とか、それから移植後の外力の要因とかによって崩れたのではないかという

ように考えているものが、６ポイントほどあるというようなことです。 

 続いて 14 ページのほうには逆に評価がＡ、Ｂといういわゆる良好な状況でなっているも

のは、ではどういうふうに置かれているものかというものをまとめたものです。 

 このグラフを見ていただきますと分かりますように、－0.2ｍ以深での水深下に置きます

とかなり良好な条件になってきている。これは後半部１月以降の移植ではそういう深いエ

リアを選んで置いたということもありますが、その後の状況といたしましては、緑色の良

好な状況というような形で整理できているということでございます。 

 このように見ていきますと、前回の委員会のほうからでも申しておりますように、あく

まで水深条件というものをある程度深い部分で設定すれば、まず移植条件としては一つよ



 

 

いのではないか。 

 それから、底質の条件、これは移植地の候補地を選ぶ段階で調査を行っておりますが、

いわゆる底質粒径が 0.5mm から１mm程度の範囲での底質性状の海域というものが、まず必

要であろうと。 

 それから、３点目といたしまして、海草の活着基盤となっております土砂の安定化、底

質の安定化というものが重要であろうということ。 

 それから、施工的なオペレーティング的な問題、それから干出時間の問題というような

ことが要因的には重要視すべきだろうというふうに考えております。 

 今、ちょっと本編中ではないんですが、付属資料の１のほうを見ていただきたいと思う

んですけど、これまでの資料でも載せてございますが、干出時のいわゆる台船上の海草の

活性を保護するという位置づけでの保護試験を行った結果を提示してございます。これま

でどおり養生マットというものを海草ブロック上に敷設することによって、かなり海草の

活性、活力というものが維持できるという結果が出ております。 

 それから、もう一つ、今回、Ｕ検定という統計的な解析を行って見てみましたところ、

その養生マットの優位性というものと、それから海草の採取から移植に至るまでの時間的

な問題、これを採取から移植に至る時間を同日中に行うことが、海草の生育状況を決める

うえでの要因になっているというような解析結果が出ております。 

 このへんできるだけ海草の活力を維持しつつ、良好な条件で移植していくということに

便宜を図っていくことになりますので、このへんについてはそのような結果からも、今後、

移植に関しては重要な事項になってくるという理解をしております。 

 続きまして 15 ページからですが、６月時までの広域的な試験のモニタリング結果を整理

しております。 

 図的には、まず各ポイントが現在モニタリングポストとしてａからｌまでの 12ポイント

を設定しているわけですが、そのモニタリングポスト内での状況ということでの整理でご

ざいます。 

 15 ページ下のほうにあります各調査ポイントでの水深というものが表１．３－１にある

ような状況でございまして、ａからｉにつきましては、干潮時には干出するような場所に

あると。それからｊ、ｋ、ｌについては干出しないような水深条件下のポイントであると

いうことです。 

 モニタリング結果につきましては、17 ページから 28ページに 10ｍ×10ｍのコードラー

ト内での生育面積というものを整理してございます。 

 それから、29 ページから 34 ページまで、これは時間的な変化、いわゆる経年的な海草

の生息面積というものを移植海草類と既存の海草類に分けて、その経年的な変化というも

のを整理しております。 

 それから 35ページから 36ページには、同様に経年的な被度の変化を整理した状況のも

のでございます。 



 

 

 それから 37ページの図は、各モニタリングポスト内での主要構成種別に見た平均葉長で

す。その変化を経時的に整理したものになっております。 

 まず、全体の生育面積について見ていきますと、先ほどのグラフ 29 ページのもので見て

いただくと分かりやすいかと思いますが、29 ページから St.ａ、ｂ以降、ｉまであるわけ

なんですが、全体的に移植海草の部分で面積が増加するような傾向が見られた部分が St.

ａ、ｂ、ｄ、ｉ、ｊ、ｌのような形になっております。 

 それから、既存藻場のところにつきましては、ａを除く今度の部分で増加するような傾

向が見られているという状況です。 

 St.ｃとか、St.ｅという部分の移植藻場の部分につきましては、下がってきていると、

生育面積が減っているというような傾向が出てきております。 

 それから 35、36 ページを見ていただきますと、生育被度につきましては、全体的に減少

しているという傾向ですが、St.ｊ、St.ｋ、St.ｌという比較的水深が深いところでの被度

状況については、あまり大きな変化が出てない、増減という状況は見られないというよう

な傾向でございます。 

 それから 37ページの構成種の平均葉長の関係ですが、ベニアマモ、あるいはボウバアマ

モというものは、移植した何カ月間か、いわゆる３月時まではちょっと減るような傾向で

ございましたが、それ以降、成長期ということに入ってきまして、徐々に増えて、成長し

ているというような傾向が見られております。 

 リュウキュウアマモ類、それからリュウキュウスガモ類というものも場所によってはあ

る程度増加している傾向がございます。 

 一応、根がついているような状況の部分としては、そのような葉の成長も確認できてい

るということでございます。 

 以上が、これまでの６月時までのモニタリングでの調査結果でございまして、そのあと

７月時に台風が来襲しまして、６月時までの藻場の分布状況がこの台風を経験したことに

よって減耗して、かなりＡとＤとの二極化というものが、この台風によって早まって出て

きたという傾向がございます。 

 ではその台風というものはどういうものであったかというものを解析したものが、38ペ

ージからでございます。 

 まず、台風５号と７号の状況でございますが、表１．４－１、38ページにあります表に

まとめてございます。 

 特徴的なものを申しますと、台風５号につきましては、勢力が大きい。いわゆる中心気

圧が 945Hpa と中心気圧が低く、規模の大きい台風であったということです。 

 それに対して７号台風につきましては、５号に比べては中心気圧は高いんですが、来襲

した経路が沖縄本島を上陸したような形、本島を直撃したというような経路をたどってお

ります。 

 それぞれその経路図、39、40 ページにありますが、そういう中で今回の泡瀬のところに



 

 

どのような外力、いわゆる波とか風とかの状況であったかというものが 42ページのほうに

時系列的に整理したものでございます。 

 まず、風につきましては、これは場所は中城湾港のところでの観測値、それから波、い

わゆる波高，周期等につきましては、津堅島のデータを整理したものになっております。 

 まず台風５号、左側の図でございますが、風も波も両方見てのとおりで、最高波高とし

ては７ｍ程度、これは有義波高でございますが、７ｍ程度の波高が出てきているというよ

うな状況でございます。 

 それに対して７号を見てみますと、波高的にはピーク時で９ｍ程度の波が出ているとい

うことです。 

 この図を見ていただきますと分かりますように、５号については６ｍから７ｍ程度の波

が約 24 時間続いてきたと。それに対して７号についてはそういう継続時間につきましては、

５号よりは短いというような形になっていまして、５号の台風はある程度、高波浪のもの

が長く続いたという状況。それから７号につきましては、５号よりは継続時間、多少短い

んですが、しかし５号より高波浪のものが出現したというような状況のものでございます。 

 そういう中で、藻場の状況はどうなっていたかということで、43ページ以降、整理した

文言が書いてございますが、写真として 46ページから 50 ページのほうに台風通過後の海

草藻場の状況を写しております。これは先ほどのａからｌのところのモニタリングポスト

内での状況でございます。 

 まず、46 ページ等を見ていただきますと、影響の状況というのは二つにまず分けられる

かと思います。一つは、海底の砂とともにブロック海草等が流出、もしくはその砂の流出

に伴って地下茎が露出するというような状況。 

 それからもう一つは、底質の砂が動いて、そこの海草ブロック上に砂が溜まってしまっ

た、堆積したというような状況に分けられるかと思います。 

 それぞれ見てみますと、例えば St.ｆとか、St.ｈとか St.ｌという、比較的水深の深い

ところは堆積しているというような状況に、５号通過時ではそういうような状況になって

おります。 

 浅い部分のところでは、逆にその砂がとれてしまっているというようなことで、海草の

地下茎等が露出しているという状況です。 

 47 ページに同様に５号台風時の海草が残ってないような状況のところで、これを見ます

と砂の成分というものはかなり動いてしまっているということで、いずれにしろサンゴ礫

等が多く残った状況というものは、これは細かい砂の成分が動いてどこかへ移動している。

逆にその移動した砂がある部分で溜まっているというような状況をつくっていまして、そ

の傾向というものは特に浅い部分での状況というものが削られやすいというような傾向が

見られています。 

 あと、このとき既存の藻場はどうなのかということで、すみません、46ページのほうが

既存の藻場の状況でございまして、47 ページのほうが移植海草のところの状況でございま



 

 

す。 

 既存の藻場の状況も同様に地下茎の流出なり、逆に堆積してしまって埋まっているとい

うような状況が見られまして、移植海域並びに既存藻場の状況というものは同様な傾向が

見られるということでございます。 

 それから、48ページに５号のものが載っておりますが、49ページ以降が今度は７号台風

時の通過状況後のコードラート内の状況でございますが、台風５号の通過後と同様に、や

はり砂の堆積、それから流出というようなことが同様に確認されているということでござ

います。 

 このへんの状況を 52ページから 57 ページのほうで、各コードラート内での生育面積と

いうことで、分布状況の整理をさせていただいております。 

 まず、最初に上が移植後、５カ月内、６カ月、各場所で、６月末日での状況でして、中

段が台風５号が通過後の変化、それから下段が７号通過後の状況ということでございます。 

 これを見ていただきますと、例えば 56 ページにありますような St.ｉですと、ここは既

存藻場と移植藻場が混合しているようなモニタリングポストなんですが、６月時、かなり

既存藻場も被度が高い。移植藻場の部分も比較的残って高いというような状況でございま

したが、５号におきまして既存藻場の部分、かなり被度が薄くなってしまった。同様に面

積的な部分が削られているというのが見られます。 

 それから移植藻場も同様に被度の減少も見られますし、生育面積の減少というものも見

られたということです。 

 そのあと、５号から７号の状況を見てみますと、多少はやはり面積的なものが減ってい

ます。ただし、よく見ますと分布的にはそれほど大きく減少はしてないような傾向が見ら

れるかと思います。 

 これはおそらく今年、今年度最初の台風が影響したものが５号台風というふうに考えま

すと、その時点である程度、いわゆるやられてしまったところはその分でなくなって流出

してしまった。あるいは、根がなくなってしまっているというような状況から、７号にお

いてある程度高い波がきても、この程度残ったということで、７号での通過後に残ってい

るものは逆に見れば今後、活着の度合いが強くなっているということで、今後の台風の影

響を受けつつ、このまま生き残ってくれるんではないかというふうに考えております。 

 あと、この平面分布的なもの 58ページから 60ページにおきましては、既存藻場と移植

藻場を含めた形での経時的な変化でございます。先ほど前述いたしました資料は、平成 14

年６月時までの結果のものを出しておりますが、それをまとめた形になっております。そ

のあと７月の台風５号通過後、７号通過後という形で表示をしております。 

 これを見ますと、例えば先ほどのｃとかｅというところは、かなり今回の台風で生育面

積等が減っているということでございまして、その前の６月時までの状況を見ますと、や

はり評価的にもだんだん減っているような部分、いわゆる生育面積が極端に小さいような

ところは、このような高波浪時においていっぺんに持っていかれると。いわゆる消失して



 

 

しまうと、減耗してしまうというようなことが言えるのではないかというふうに考えてお

ります。 

 それから、61 ページから 62 ページには、そのモニタリングポスト内での砂面変動の状

況を整理したものでございます。 

 これを見ますと、各ポイントで、局所的にはちょっと違う傾向がございますが、大略的

に見ますと南北方向、いわゆる沖側の部分に相当する南側の部分でかなり砂面が削られて

いる、約 20cm 程度、大きいところでは 40cm 程度のところがあります。その程度の砂面の

変動があったというような状況で、かなり厳しい台風が来襲してきたということが推定で

きます。 

 この程度、地盤が変化しますと当然、海草藻場もかなり大きな影響を受けるということ

は、このへん実は資料的には後ろのほうになりますが、77ページのほうに、これまで手植

えで行った海域の経年的な変化を整理した図があるんですが、これまで資料で何回か出さ

せていただいておりますが、これを見ましても移植後から徐々に、この場合は株数になっ

ていますけど、７月時まで生育してきて、やはり台風期７月から 10 月時、11 月、本来で

すと沖縄ですと９月頃に台風が多くくるんですが、今回、どういうわけか７月ということ

で、台風来襲期におきますとやはりある程度減ってしまうというような状況。その中で残

った藻場がまたさらに繁茂して、生育面積、株を増やしていくというような傾向が見られ

ておりますので、先ほど来のご提示いたしました台風後の状況というものも、ある意味で

は活着度の強いものが残って、それらが今後生育していくというふうに判断できるのでは

ないかというふうに思っております。 

 これらの台風によっての減耗率、いわゆるどの程度減ってしまったかというものを数字

で評価してみたものが 64 ページでございます。 

 これは先ほどのモニタリングポスト、12ポイントの中でそれぞれ移植藻場の増加量、こ

れは移植後から１カ月ごとに行いました調査に基づいて、６月までの生育面積というもの

の一次回帰値から求めた傾きでございますが、大体月あたりにａですと 1.6 ㎡というよう

な形での増加率。逆にマイナスの部分が減ってきている、減少してきているというような

状況のものです。それぞれのモニタリングポスト内の状況下において、台風５号通過時で

の減耗率、いわゆる移植藻場と既存藻場の二つに分けてございますが、どの程度消失して

しまったのか、なくなってしまったのかというものを表示したものです。 

 その右側に比率として出しております。同様にその右側には７号台風の通過後というこ

とで、同様な評価、数字を出しております。これで見ていきますと、先ほど来の St.ｃと

か、ｅとか、ｈもそうなんですね。いわゆるマイナス、減衰してきている部分、特に大き

く減っているような部分については、移植藻場ではかなりなくなってしまうというような

傾向があります。逆に水深が深い部分、ここでいいますとｊとか、ｋとか、ｌになります

が、この部分につきましては、その割合というのはかなり抑えられるというような結果に

なっております。これは当然、水深が深いところですので、波の影響というものも浅い部



 

 

分に比べて受けにくい、底質の移動も動きにくいというような部分になりますので、当然

といえば当然のような結果というふうに判断できると思います。 

 それに対して既存藻場の状況におきましても、大体、既存藻場は平均でいいますと３割

は減ってしまうというような状況でございます。 

 移植藻場についても悪いところを見てしまうと、かなり大きいんですが、比較的いいと

ころでいきますと既存藻場に近いような数字になってくるというようなことが言えるので

はないかと思います。 

 それから次、台風７号時の通過後を見てみますと、これももとになっているのは６月末

時での状況が 100％ということになりますが、それに対して７号通過ということは５号の

影響を受け、かつ７号の影響を受けたという状況下での結果ですので、当然、５号時の通

過後よりも減耗率というのは大きくなってきている。ただ、水深が深いところを見てみま

すと、10％程度の増加になっていますので、ほかの浅い海域に比べて減耗する割合という

のはかなり小さくなってきている。いわゆる活着度がある程度、大きくなったものが残っ

ておりますので、続けて大きな台風が来ても１回目に比べるよりは、２回目の、ある程度

安定した状況でこの台風を経験しているということになるかと思います。 

 この５号と７号に至るまでの移植藻場を見ていきますと、左側から右側の数字をひいて

みますと、移植藻場については約 13％程度の減耗ということで、いわゆる台風を経験した

あとの減耗率というのはかなり抑えられるということです。 

 それから既存藻場の状況を見てみましても、約 11％程度ということになりますので、現

在残っている藻場の部分、特に深い部分についてみますと、既存藻場と同程度の活着度を

有してるのではないかという、数字的に推定できるということでございます。 

 そのあと、65 ページ以降、これは昨年度の台風の影響時に行いましたのと同様に、底面

のせん断力というものを計算から求めて表示してございます。 

 その結果というものが 70 ページ以降に図で載せてございますが、台風の５号に対しての

底面せん断力というのが 70 ページ、71 ページにはそのときの波高、最大時の波高でござ

います。72 ページのものは、昨年度の 13 年度の台風 16号時の計算した結果を同様に載せ

てございます。同様に波高について 73 ページです。 

 これは前回、昨年度、台風の影響を受けたあとにこの計算を行いまして、移植海草、海

草の移植場所ということでの候補地を選ぶうえで、ある程度、底面せん断力というものと

の関係ということで底質の安定化、並びに海草の安定化ということで判断できるのではな

いかということに基づいてこのような計算を出したわけなんですが。 

 今回も５号時の計算を見ますと、大体、今回、移植しているエリアというものが 20ライ

ンぐらいのエリアになってきておりまして、西防波堤背後部におきましては、部分的に超

える部分がございますが、昨年度と同じような台風の底面せん断力というような形になっ

ております。 

 このへん沖波波高がある程度大きいもので変化しても、この海域に到達するときには波



 

 

の変形、いわゆる屈折なり防波堤の背後では回折、それから実際の水深におきましては砕

波等も含めた、いわゆる浅水変形というものを生じますので、ある程度水深で規定されて

しまう波浪諸元になってしまうだろうということが言えると思います。 

 したがいまして、局所的な砂質の条件が変わっている部分では、かなり数字は変わるか

と思いますが、大略的な底質の条件を、今は大体１ミリ前後の粒径値になるかと思います

が、そのような場所での波高値並びに底面せん断力というものは、あまり大きく変わって

こないということが言えるかと思います。 

 最後に 74 ページ、75 ページには、このような状況に基づいて、今後に向けてというこ

とでのとりまとめをしております。 

 まず、１番目といたしまして、広域的な藻場の分布変動を今後も確認していく必要があ

るだろうということです。これは移植藻場の状況もそうですが、自然の藻場も含めた形で

の、いわゆる藻場分布の変動というものをある程度、常に適宜見ていく必要があるだろう

ということです。 

 このへん 76ページにありますように、空中写真でこれまで藻場の分布状況というものを

整理してきております。 

 これを見ますと 52 年次の藻場の確認されているエリアに対して、平成３年度以降、かな

り藻場のエリアとしては広くなってきている。特に西防波堤のできた状況によって、そう

いう静穏海域をつくって、かつ海草が生育しやすいような状況をつくり出しているのでは

ないかというようなことは推定できるわけですが、そのようにある程度安定した藻場のエ

リアというものが想定できているということです。 

 今後、海草を移植したエリアも含めてこの藻場の分布状況というものを常に把握してお

く。自然の変動を含めた性状というものを把握していく必要があるだろうというふうに考

えております。 

 それから２番目といたしまして、定量的な追跡調査の重点化ということで、今回、ある

程度移植するうえでの適応条件というものを明確にしてきたと思います。特に水深の条件、

それから底質の性状、粒度の問題、それから活着基盤であります土砂の安定化というよう

な位置づけで見ていきますと、今後、同様な条件下で、さらに海草の移植工事の施工上の

オペレーティング的な問題を改善していけば、さらによい条件で、今後、移植可能ではな

いかというふうに考えております。 

 したがいまして、今後、ある程度深いエリアのところでそのような定量的な評価ができ

るような、今考えておりますのは、モニタリングポストの中で定量的な評価ができるよう

な形で、追跡調査を行っていきたいというふうに考えております。 

 今回の台風におきまして、きょう現場を見ていただきましたが、比較的浅いエリアの部

分での状況が、海草が残っている部分がかなり少なくなっております。したがいましてこ

れまで設定してきたモニタリングポスト内でも、その海草がほとんどない場所もあるとい

うふうに聞いておりますので、そういう中での調査を今後続ける意味合いがあるのかとい



 

 

うことが一つあります。 

 したがいまして、今後は適用される条件下のところで追跡調査をし、評価を行っていき

たいというふうに考えております。 

 具体的には 74 ページのほうの下のほうに書いてございますが、今、深場のところで３地

点ほどを継続するとともに、新たに深いところでのモニタリングポストを追加していきた

いということです。 

 これまであったモニタリングポストの中で台風の影響によって、今後そこがどうなるか

というようなこともあるかと思います。そのへん今日の状況を見ていただいた中で、その

ようなモニタリングポストの扱いをどうしたらいいのかということも、できればこのワー

キングの中で議論していただければというふうに思います。 

 台風の影響ということで、生育のよい、深いところを中心に行うということになります

が、今後の移植エリアというものは当然、ある程度水深のあるところ、かつ底質条件のい

いところということになってきます。 

 ただ、土砂の安定に関しては、何らかの対策というものを今後とる必要があるとは思っ

ております。ただ、そのときに、これは移植に適した条件というものの中で、先ほど評価

がＤとかいうような形で出てきておりますところの、いわゆる改善できる部分というもの

に対しては、当然そのような対策をとっていくわけなんですが、土砂の安定ということに

関していきますと、やはり施工上の中でより適切な生育面積が向上する、被度が向上して

いくような工夫というものを今後考えていきたいというふうに思っております。 

 このへん、具体的にはまだ確定はしておりませんが、例えば今ある海草の移植ブロック

をできるだけ密に広域的に移植していくというようなこと。さらには、隙間ができる部分

について何らかの土砂の安定を図るような工夫ということで対応したい。そのようなこと

も考えております。 

 以上が、海草の部分でございます。 

 続きまして、78 ページ目からがクビレミドロの保全についてでございます。 

○野呂主査  すみません。クビレミドロのほうは１回休んで、ここで１回議論をしませ

んか。長くなってしまいますので。 

○事務局（溝口）  分かりました。 

○野呂主査  今、事務局のほうから説明のありました藻場のほうに関して、まず議論を

行いたいと思います。 

 今、ご説明がありましたように二つの流れがあるかと思います。一つは６月まで、つま

り台風がくる前までの移植実験の結果の検討。それからそのあと今度は台風が２回まいり

まして、そのあとも非常に被害を受けたというか、条件が変わってしまったという、この

二つの部分が考えられるわけですけれども、まず、話し合いは最初の６月の部分をまず一

つ先に済ませてから、あとの台風の件に移りたいと考えています。 

 今、事務局から説明がありましたように、６月までの結果で分かったことはどういう条



 

 

件でもって移植が可能か、もしくは移植がうまくいかないのかということが確かめられた

のではないかというふうに理解できるわけです。 

 その条件といたしまして、一つは水深の問題というのがこれが非常に重要なものである。

これはうまくいったところ、Ａと評価されたところですけれども、それから非常にうまく

いかなかったところ、Ｄと評価されるとこでありますけれども、その両方から見ても水深

の問題、それからブロックをどういうふうに扱うか、ブロックの崩壊というふうな言葉を

お使いになったと思いますけれども、そういう問題があります。 

 それから、これは一つは底質の粒度の問題とも関係してくるわけですけれども、そうい

うふうな底質の問題が二つ目。 

 それから三つ目の問題は、これは運ぶときの問題が多いと思うんですが、乾湿の問題、

この三つが比較的大きな問題としてありまして、その大きな問題をきちんと解決してやれ

ば、少なくとも６月まではかなり広範囲に、それから成績としてもよく移植ができたので

はないかというふうなデータが出たのではないかと思います。 

 いかがでしょうか。委員の方の発言をお願いいたします。 

 ６月までのところですけれども、移植がうまくいったか、いかないかというのは、かな

り場所によってもまた問題がありまして、浅いところでは必ずしもいい成績ではなかった

ということもありますし、それは前回の公開の調査会のときでも明らかになったわけです

けれども、そのあたりに関して今の事務局のご意見がありましたらお願いしたいんですが。 

 金本先生、お願いいたします。 

○金本委員  14 ページの図１．２－４ですが、生育状況ＡＢと判定された水深というの

がありまして、これは浅いほうは 0.1ｍ刻みでやっているんですが、深いほうはマイナス

0.2 以深ということで、全部が一緒になっているんですが、この中で本当にこの 0.2ｍ以深

も 10cm きざみ、0.1ｍきざみでやると、本当に分布の多い水深というのは、どのあたりに

なるのか、もし把握していれば教えていただきたいと思います。 

○野呂主査  もしもお分かりでしたらお願いしたいんですが。 

○事務局（溝口）  今のマイナス 0.2 以深での分布というのは、把握しておりません。 

○野呂主査  それはどうでしょうか。あとでデータを見てから次回までに報告していた

だくということで。それとも国土環境さんのほうからできるでしょうか。 

○事務局（溝口）  次回までに整理させていただきます、はい。 

○石垣委員  同じ 14ページの図１．２－４なんですけれども、このグラフの中でマイナ

ス 0.2 以深というのが 2,493 ブロックということであるんですけれども、この数の全体が

分からないんですよね。ＡとＢは 2,493 ブロックということであるんですけれども、あと

Ｃ、Ｄ、いわゆるＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄの合計は何ブロックあって、このうち 2,493 ブロックは

ＡとＢですよというのが分からないと、全体から見たのが分からないんじゃないかと思う

んですけれども。ＡとＢのブロック数だけが表にあって、全体で何ブロックのうちこうな

っているというのが分からないんじゃないかと思うんですけれども。 



 

 

 で、あるものですから、このグラフだけではいいのか悪いのか、よく分からないんじゃ

ないですか。表現的にね。と思います。違いますか。 

○野呂主査  お分かりでしょうか。 

 今のご指摘は、もっともなご指摘で、結局、分母が分からないということだと思うんで

すけれども。 

 例えば、６ページの図からこれは推計できないんでしょうか。事務局のほうにお尋ねし

ます。 

 どうでしょうか。これの詳しいことはまたデータをきちんと解析したから出していただ

くということで。ただ、実際に潜っておられる方は印象として、例えば分母がどのぐらい

かという検討がつくんではないかと思うんですけど、そこらへんの検討をつけていただけ

れば、この場としてはよろしいんじゃないかと思うんですが。 

○事務局（溝口）  すみません。今のところですけど、確かに下の全体量が出てないと

分からないですので、そのへんちょっと直した形で整理させていただきたいと思います。

申しわけございません。 

○野呂主査  例えば実際に移植したときは、深さでもって大体同じくらいの量を移植な

さっているんでしょうか。それとも深いところが多かったんでしょうか。 

 私は、潜っている感じとしてはやはり深いところがちょっと多いのかなという気もして

はいるんですが。 

○事務局（溝口）  前回までの資料の中でですが、基本的には後半、いわゆる１月以降

の移植においては、水深の深いところを多く移植しておりますので、そのような部分とい

うものが当然、多くなってきているということです。 

 実際に、深い水深のエリアで多くブロックを設置しておりますので、当然、状況的には

良好なＡ・Ｂという部分がほとんどという状況になっております。 

 したがいまして、そのＣなりＤというような不良の状況下になっていく部分自体が少な

いということでございます。 

○野呂主査  いずれにいたしましても、今、石垣さんのほうからご指摘のあったものは、

やはり不備だと思いますので、ひとつ訂正のほうというか、もう一度まとめ直す段階で分

母のほうを明記するような形でお願いいたしたいと思います。 

 ほかの点で何かございましたらお願いいたします。 

 久米さん、どうぞ。 

○久米委員  13 ページの表１．２－３ですけど、Ｄになっているところの 23 地点ある

ところの要因に関してなんですが、先ほどご説明の中では、浅いところ、これは水深 20cm

と書いているのは、20cm よりも深いところ、マイナス 20cm よりも浅いところ、それから

初期のブロックの崩壊が大きかったところというご説明だったんですが。 

 ちょっと一つ質問というのは、確認ということなんですけど、施工の方法が１月時点と

か、どういうふうに改善をされたのかというところの、改善の仕方、それをちょっとご説



 

 

明いただきたいということと、もう一つは、主な要因は不明というふうに書いてあるんで

すが、実際には、先ほどのご説明の中では、１日以上放置をしたとかというお話もありま

したが、そのへんのちょっと、少し水深が深いんだけれども、うまくいってないところの

理由について、ここでは不明と書いてあるんだけど、実際には今ご説明があったような理

由があるんではないかなと思いますので、そのへんもう少しご説明いただけたらと思いま

す。 

○事務局（溝口）  まず、施工的な問題かどうかということで、ここにあるブロックの

崩壊というのは、一つは移植直後、これは１カ月後の評価という形で出ているものですか

ら、１カ月後の状況で、その部分はどうなっているかという形で見ています。 

 その結果として、海草ブロックの崩壊度が大きいということで、その状況といいますの

は、これまでも何回かお話したことがあるかと思いますが、いわゆるフラットの状況で敷

設できてなくて、盛り上がった、いわゆる山をつくったような形で敷設されていたという

状況のものが一つ。 

 それからもう一つは、へこみの部分、いわゆるフラットの部分において、パッチ状の中

でもちょっとくぼんだようなところに置いてあったような状況がありますので、そういう

部分に横にずれかかっているような、底面の部分にぴったりフィットしていないような状

況下で置かれているというような形のものが多くありました。 

 これらについての改善ですが、基本的にはブロック自体から、鉄枠でできていますブロ

ック、アタッチメントの中から海草のブロックを取るときにはあまり問題にならないんで

すが、置くときにシルト分が強いと密着性が強くてなかなか落ちてこないような状況があ

りました。それに対して、これまで事前に台船上で水を掛けてすべりやすくするなど、あ

る程度改善を図っておりましたが、ただ、それだけでは必ずしもうまくいってないという

状況がこれまで確認されておりました。 

 したがいまして、アタッチメント上で何らかの工夫、例えばもうちょっと水をまかなく

てもすべりやすくしてあげるとか、あとは置き方というところでもうちょっとオペレーテ

ィング的なところ、いわゆる水中で確認している方と、上のほうでブロック敷設の指示を

受け作業をしている方とのやりとりの中でうまく調整できるような状況というものをつく

っていく必要があるかと思っています。 

 さらには、実際、工事をやっていますと、かなり汚濁防止膜内の中でやっておりますの

で、濁りがかなり激しくなってしまって、なかなか続けて行うということの中で確認して

いる方が見れないという状況があります。したがいまして、例えばもうちょっと濁りにく

いようなといいますか、もうちょっと、本当は中のほうの小さい汚濁防止膜がないような

状況ですと、もう少し視界が開けて海草の敷設状況というものを確認しながらオペレーテ

ィングできるかと思うんですけれども、そのへんについてはもうちょっと今後、実際の工

事を事業者サイドとの調整で検討していきたいというふうに考えております。 

○事務局（野澤）  すみません、総合事務局でございます。 



 

 

 少し前までは工事事務所の所長がきて、現場のところを見ていたので、所長のほうから

コメントいただいていたんですが、前の６月の合同の観察会のときにコメントしたことと

また同じことをコメントさせていただきますが、一つはオペレーターの習熟度という話が

ございます。実際の現象については、なかなか海草の塊が、アタッチメントから離れなか

った。それゆえに形が崩れたと溝口さんのほうから説明があったところなんですが、４ペ

ージと５ページの表を見ていただくと、当初の海草移植が早い時期においては結構こうい

った海草も多いんですけれども、さすがに１月とか２月ぐらいになってくると、こういっ

た崩れは見られない。これは何を意味するかというと、オペレーターの方も習熟度が上が

ってきたし、こういったいろんな工夫が功を奏してスムーズに落ちるようになったと。 

 それに加えて、なるべく海草を密にくっつけるというのが、もう一つの目標になってご

ざいまして、それについてもある程度できてきたというふうな結果がこういう形で出てい

るというふうに思っております。いずれにせよ、工夫については今後もしていくこととに

はなりますが、具体的な施工上の改善というのが、一つが崩れないで、海草ブロックを地

面に着定させることが、ある程度できてきたというふうなことだろうと思います。 

○野呂主査  今の久米委員のほうからの質問に対しては、技術的な改良点があったから

だというふうなお答えがあったと思いますけれども、久米委員のほうから質問、二つあっ

たと思うんですが、最後のほうは水深が同じく深くてもうまくいっているところもあり、

うまくいってないところもあり、この原因は何でしょうかというふうな質問もあったんで

はないかと思いますけど、これもやはり技術的な問題というふうに考えてよろしいでしょ

ぅか。 

○事務局（溝口）  基本的にうまく置けているもの、いわゆる設置面がフラットでうま

く置けたというのは、生育状況がよいというふうに見ています。 

 そういう中で施工的な問題で悪い形で置かれているものはやはり周縁部が崩れて、その

部分から悪くなっているという状況がありますので、必ずしもオペレーティングする方が

向上しても、やはりそのときそのときの状況で、ちょっと違うのかもしれません。技術的

なところというものも問題あるのかもしれないですが、それよりも、むしろそういう設置

できるような状況の中で、よりオペレーティングのところにあまり寄与されないような状

況の施工法、施工法といいますか、オペレーティングの方はおそらく水中の指示のもとで

やられていると思いますので、その水中で指示される方が、やはり視野的な問題というの

はかなり苦慮されていたと聞いておりますので、そのへんの解決というものがかなり有効

ではないかというふうに思っています。 

 ですから、そのへん実際の施工を行う方の状況をもうちょっとヒアリングして、改善で

きるようなところ、さらにはテクニカル的なところでの改善できるようなところというも

のを、もうちょっと探っていけたらというふうに思っております。 

○久米参事  １日以上、陸上に置いて翌日移植をしたというようなところも、やっぱり

影響としてあったと考えてよろしいんでしょうか。 



 

 

○事務局（溝口）  全くそれが問題ないということは、今回の結果ではないんですね。

いわゆる保護対策というものを講じて行っております。 

 実際、１日置いたあとでも、うまく成長しているということもありますので、それはあ

る種、もともと取ってきた海草の状況とか、そういうのも影響してくるかと思いますので、

また違ってくるかと思います。 

 それから、その保護対策については、今回の資料でも出しておりますが、養生マットを

使うことはかなり有効である。 

 それから、統計的な解析になりますけど、採取から移植に至る時間というものは、やは

り短かければ短いほど、海草に対してはいいというようなことが言えるかと思いますので、

今後、事業の効率的な問題がありますが、できるだけ取った日のうちに移植するというこ

とが重要ではないかというふうに考えております。 

○野呂主査  よろしいでしょうか。どうもありがとうございました。 

○古川委員  移植の事例というのが増えてきて、先ほど来、議論されていますうまくい

く条件というのがどういうものがあるよというのが抽出されてきて、水深ですとか、ブロ

ックの崩壊ですとか、底質ですとか、移動中の養生が、という話になっているかと思いま

す。 

 だいぶ、明解に説明できるようになってきたなと思うんですが、どうもこれを読んでい

って、今の技術が本当に大丈夫なんだろうか、どうだろうかという評価に使いづらい面が

少し今度見えてきたのかなということがありますので、それはどういうことかというと、

例えば、今までのＡのところというのはどういう条件のところでしたか、Ｃのところ、Ｄ

のところというのはどういう条件のところでしたか。評価のほうが先にあって、その評価

を受けたところはどういう原因で、どうもそれが支配されているようだという記述のされ

方が主流だったと思うんです。それは今まで支配要因というのがよく分からなかったから、

その支配要因を抽出するためには、その方法がよろしかろうと。 

 例えば、６ページのところで生育状況ＣＤというのは一体どうしてだろうということで、

これは乾湿するところ、浅いところと深いところの違いじゃないかというのでこういう整

理をされてきたと思います。 

 そうすると、今度は、その条件の中で施工の方法によって左右されるものと、その場の

環境によって作用されているものと違いがあるということがある。先ほどの四つでいけば、

例えば水深だとか底質というのは、その場の環境ですから施工方法の良し悪しではなくて、

その場所の良し悪しの話である。ブロックの崩壊は敷設のやり方なり、何なりであるから、

施工のやり方で施工の方法がよかったのか、悪かったのかという判定に使えるのかなと思

います。 

 ですから、そこらへんのうまくいく条件のほうが明確になってきたんですから、条件の

ほうで整理されて、その条件のところであれば、例えば水深と底質の状況がよかったけれ

ども、Ａのところはいくつ、Ｂのところはいくつ、Ｃのところはいくつ、Ｄのところはい



 

 

くつ。ブロックの崩壊を招くような、言葉は悪いですけど粗雑な置き方をしてしまったケ

ースでうまくいったケースは何ケース、やっぱりうまくいかなかったケースは何ケースと

いうような、環境条件なり施工のやり方を整備の軸として、その結果評価がどういうふう

に分かれたのかというような整理のされ方、今度は逆の方向ですね。Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄから

何があるんじゃなくて、何がというのが先にあって、その結果、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄがどうい

う割合になったのかという整理をしていただけたら分かりやすいのかなと思います。 

 14 ページで水深によってＡとＢがどういうふうになりましたかというのが、１個そのＡ

として出てきているんですが、それが前のほうでは逆の書き方をしているというところで

混乱が起きているのかと思いますので、評価をしやすくするためにも、ここまで条件がた

くさん出てきて明確になってきたというところを際だたせるためにも、整理の方法につい

て再度検討していただけたらと思います。 

○野呂主査  今の古川委員の指摘はまとめ方の問題で、もっと分かりやすいようにする

のには、非常にいいアィディアではないかと思いますので、いかがでしょうか。事務局の

ほうでまとめるときに、さらにお願いしたんですが。 

○事務局（溝口）  ご指摘いただいたような形で整理させていただきたいと思います。 

○野呂主査  ６月までのことはひとまずそこでおきまして、次は台風の影響のことにつ

いて話を進めていきたいと思います。 

 台風の影響に関していえば、64ページのこの表は非常によくまとまっているし、今月き

たばかりの台風でわずか１週間ほどでよくこれだけ調査をしてまとめたなとは思っており

ますけれども、この件に関して質疑応答、それからご意見をいただきたいと思っておりま

す。発言をお願いします。 

 はい、金本先生、どうぞ。 

○金本委員  常々、１年間以上は継続して見てほしいということを言っていたんですが、

不幸にして台風がきてしまって、そういう中でも台風後の回復状況、これ既存藻場と移植

藻場、それに関してずっとモニタリングを続けていって、既存藻場も移植した藻場も同じ

ように回復していくのか、それともそれに差が出るのか、そういうところをきちっと今後、

押さえていってもらいたいという点と、これは台風とは関係ないかもしれませんが、75ペ

ージのまとめで、「隣接した既存の海草藻場との融合も見られており、移植ブロックの確認

が不明瞭となってきていると」。こういうことを書かれているんですが、これはちょっとモ

ニタリングポストとしては不適当であると思いますので、ここも継続して続ける必要があ

ると思いますが、ほかの部分でカバーできるように、ちゃんと明瞭に把握できるようにし

てもらいたいと思います。 

○野呂主査  今、ご指摘のモニタリングポストの件は、またちょっとこれ大きな問題に

なりますので、あとのまとめのところでまた別途話し合いたいとは思っておりますけれど

も。今の金本先生のご発言に対して、事務局のほうでお願いします。 

○事務局（溝口）  まず、台風後の回復状況というものを今後モニタリングということ



 

 

で、既存藻場並びに移植藻場ということの場所についての状況は見ていきたいというふう

に考えております。 

 当然、その状況で台風後で回復するところ、もしくは場所によっては回復しないような

ところもあるのかもしれません。そのへんも踏まえて既存藻場、移植藻場の今後の状況と、

今回なくなったところにおいても、そのようなところを押さえていきたいというふうに考

えております。 

○事務局（吉田） 金本委員の今のモニタリングポストの既存藻場と移植藻場の区別につ

いてのご指摘なんですけれども、ちょっと誤解があったようなので、事務局のほうからち

ょっと不適切な表現のところを改めさせていただきたいと思うんですが。 

 事実は、今、生育状況調査ということで、資料の前半のほうに示しております１から 69、

ブロックごとに観察しているところがございますけれども、そこは何の目印も特に、きち

んとしたコードラートとしての目印はつけていませんので、そこで既存の藻場と移植藻場

の区別がつきにくくなっております。 

 モニタリングポストのほうは、四方に目印の杭ですとか、ロープを張っておりまして、

その中でご覧いただいているような、例えば 20 何ページにずっとスケッチがございますけ

れども、このように既存藻場と移植藻場はずっと区別がしきれておりますので、趣旨とし

ましては、今後モニタリングポストのほうでその区別がつくような調査を継続したいとい

う意味でございます。 

○坂井課長  今の金本先生のご意見の中で、これまで 80 箇所やっておった調査というの

が難しくなっているのであれば、それに代わるものということで何か継続してモニタリン

グを続ける手法をということだったと思うんですけれども、事務局のほうからすでに提案

もあると思うんですが、新しくこれまでコードラートを設けてなかったところにそういう

はっきりした目印のついた枠を設けて、そこの中を今後、継続的にモニタリングしていく

ような形で調査を補うようなことにしてはという事務局の提案だろうと思うんです。これ

について先生のほうの何かご意見等ございましたら、いただければと思います。 

○野呂主査  金本先生のほうから。 

○金本委員  新しいといいますと、今のとは別個に？ 

○坂井課長  これまで 12 カ所設けていますね。その 12 カ所は 12 カ所でいいんですけれ

ども、それ以外の箇所についても同様にはっきり分かるような形で設置をして、継続的に

モニタリングを続けていくというというふうなことについて。 

○金本委員  それはこれから始めるということですか。 

○坂井課長  これからということです。 

○金本委員  モニタリングポスト、はっきり言えば全体を把握できれば一番いいんでし

ょうが、モニタリングポストについては、多いほうが平均値というか、そういう偏差も少

なくなってきますので、大変でしょうができる限り増やしてもらいたいと思います。 

○野呂主査  台風の被害のことの話の継続なんですけれども、64 ページに表がありまし



 

 

て、５号、７号の台風が過ぎたあとに藻場がどのぐらい減ったか、残ったかというふうな

ものが具体的な数字で書いてあります。 

 実は、きょうの午前中われわれも潜ったわけですけれども、そのわれわれの潜った経験

と、これを見て、何かご意見がありましたら、特に委員の方からの発言をお願いしたいん

ですが。 

 はい、金本先生、どうぞ。 

○金本委員  きょう潜って前回とあまりにも違っていたので、ちょっと完全に場所を把

握しきれてないところもあるんですが。前回のときは２ｍブロックのロープを張っていた

だいていたので、非常に場所が分かりやすかったです。今回はそういうものがなくて 10ｍ

×10ｍの大枠だけしかなかったので、完全に把握しきれてないところもあるんですが、同

じモニタリングポストの中においても、非常に狭い範囲、10ｍ四方なんですが、非常によ

く残っているところと完全にとられてしまっているところがあるので、そのへんの原因と

か分かれば、今後、移植していくうえで非常によくなるんじゃないかなと思うんですが。

本当にわずか数メートルで、こんなにも違うかなというぐらい完全になくなっているとこ

ろ、そのまま残っているところ、そのへんのことを把握していただければと思います。 

○野呂主査  ほかにございませんか。 

 はい、石垣委員。 

○石垣委員  先生に教えてもらいたいんですけれども。 

 今回の台風で流出したところもあるし、また、砂が堆積したところもあるという報告が

ありましたが、それで砂が堆積した箇所は、今後、新たな芽が生えてきてうまく根付くと

いうふうに思ってよろしいんでしょうか。 

○金本委員  泡瀬のことについてはあまりよく分からないんですが、私が石垣島で長年

やっている箇所については、その場合は台風であったり、大雨による土砂の流出とか、そ

ういうので埋まってしまうところもありますが、完全に埋まってない限りは２、３カ月後

には回復するというそういうところが多いようです。 

○石垣委員  そうしますと少々の流出はあり得るという前提で、移植後、前もって砂で

被っておくとかいう方法も可能でしょうか。要するに安全をみてですね。 

○金本委員  そうですね。今のバックホウによるやり方、さっき事務局の方も言われま

したように、非常に遅れた上、いくらやっても今の方法では下のガイドする方の視界の問

題とかで限界にきているのか、もう全くあらかじめガイドをするような枠なり何なり入れ

ておいて、そのとおりきっちり入れるとか、そういう改善をしない限りはきちっとは並ん

でいかないと思うんです。それを考えるとブロックの外に溝を埋めるような砂袋を入れる

とか、いろんな方法があると思うんですね。 

 前のときにだれかが、そういうふうに土嚢で動かないようにしてはどうかというような

ご意見もいただいているので、そのへんはまた委員なり事務局のほうで検討していただい

たらよろしいかと思います。 



 

 

○野呂主査  多分、石垣委員の今の質問は、もう一つは例えばブロックの上に砂をもう

被せる形にしたらどうだろうかというのもご質問の趣旨だったのではないかと思いますけ

れども。 

○金本委員  そうですね、土嚢という考え方も一つですが、そういう検討方法もあるか

と思います。 

 その場合、さっきもいいましたように濁りが出ないようにということで、土嚢に入れて

やるというのがいいかなと思うんですけど。そのへんは施工する側での今後のテストにな

ると思いますから、いろいろ皆さんのお知恵をいただいて改善していけばいいんじゃない

かと思います。 

○野呂主査  山田さん、お願いいたします。 

○山田局長  ただいまの質問との関連ですけれども、これからどんどん次々に台風がく

ることも予想されますけれども、台風対策として土砂の安定といいますか、深場に移植し

たところのあるエリアをつくって、そして先生が言われた土嚢を置いたり、あるいは藻場

が台風がきてもさらわれないような網を被せるとか、何かの方法をやって、その経過もみ

る必要があるのではないかと思います。一つの実験のやり方としてですね。そういうこと

で本格移植のときの一つの材料になるんじゃないのかなと、素人考えでそういうふうに思

ったりしますけども。そういった事例等もありましたら、また教えていただきたいんです

が。ぜひそういったことも検討していただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。 

○野呂主査  どなたに答えていただくべきでしょうか。野澤さんがよろしいんでしょう

か。 

○事務局（野澤）  台風対策というのは、台風でどういう形で被害を受けるか、これと

の裏表の関係だと思います。 

 一応、仮設をちょっと、私、素人なりに立てていたんですが、ブロックというのが必ず

角ができますので、角からやられていくのか、それとも角じゃなくて全体的にやられてい

くのか、これによって多分、対策が違ってくるだろうという仮説をたてていまして、角か

らやられるということが明確であれば、簡単に言えば角を守ればあとは大丈夫だと。その

方法としては、多分、土嚢みたいなものを置くとか、とにかく角を守る方法が一つあるん

ですけれども。 

 今回、台風の被害を見た限りでは、埋まったところとそれから消失したところと、全体

的にそうであって、なおかつそれがランダムにあったという状況なんです。それは何を言

いたいかというと、多分、角からどんどんじわじわとられるというような形じゃなくて、

台風の波って非常に大きいですから、仮に広々とした藻があれば端っこであろうが、中央

であろうが、どこでも同じような力を受ける可能性がある。実際、そういう力を受けてい

るから広域的に埋まったり削られたりしているところがあるんだろうなというふうに思っ

ております。 

 しかしながら、明確に分かりましたのは、今回残った藻は何で残ったかというと、要は



 

 

根がしっかりしていたから残った。それと埋もれている部分というのは、これも埋もれる

ばっかりじゃなくて、埋もれたり砂がとられたりという連続の現象が起こって、最後の結

果として砂で埋まったというふうなことだろうと思っているんです。 

 話はまた元に戻すと、要は根がしっかりしたものが残ったということで、できれば台風

がくる前にしっかり根付かせるということが肝要なのかなと。それが一番の対策なのかな

というふうに思っております。 

 先ほど、金本先生から少しアイディアを教えてもらった部分というのは、実は移植して

これが限界かなと感じているところでもあるんですけれども、確かにブロックとブロック

をくっつければ隙間がなくて、被害が受けにくいというのは確かにそのとおりだと思いま

す。ただ、ぴったりくっつけるというのは、ちょっとさすがに無理なので、その間をブロ

ックをさらに切ったもので埋めるであるとか、砂で埋めるであるとか、フラットにするよ

うな対策というのを一つ検討としてとってみたいと思っております。 

 それとやっぱりどうしてもブロック全体の外周というものは、台風じゃなくても自然の

潮流であっても、いつもある波であっても、多少なりとも影響を受けているというところ

は分かっております。 

 特に、浅場のところなんですが、遊ぶ会の方であるとか、守る会の方であるとか、写真

を撮られた部分もちょっと見せていただいたんですけれども、干潮のときに表面に出ると、

より波とか流れの影響を受けやすい。写真を連続して撮られた写真を見ると、見るうちか

ら波とか流れの影響を受けて砂がとられて、その結果、干上がった部分の海草というのは

やられてしまった。写真も見せてもらったので、台風じゃなくても多分、そういったもの

にさらされているというのが移植された海草なのかなと思っております。 

 ちょっと長々と言ったんですけれども、要は、初期の減耗対策をきちっとやるというこ

とが台風対策の今のところの早道かなと思っております。 

 具体的にはブロックの隙間を埋めるということについては、今年度も海草を移植しなく

てはいけないような部分がありますから、試していきたいというふうに思っております。 

 あと、ネットをかける話が一つアイディアとして出たんですが、実はこれは失敗した事

例が一つありまして、揺れるようなネットだとネットが台風の時に揺れてしまって、海草

を切断してしまう。イメージからするとひげ剃りするようなイメージですけれども、こん

なことでちょっとネットのほうはだめだったという経験が一つございます。 

 今、取ろうと思っているのはそのブロックの隙間を埋めるという方法。これについて今

年度の移植のところから導入してまいりたいとは思っております。 

○山田局長  要は根が活着するかどうか、そういうふうに思うんですよね。ですから角

のほうから浸食されるとか、その部分をやればいいとかいうことでもなくて、例えば技術

的な問題で密着して植えることができていない部分、またできない部分とか出てくると思

いますが、そうしますとやっぱりある一定部分を平均して養生するような方法をとらない

といかんと思います。そこでさっきのネットの話になるわけですけれども、全体的にカバ



 

 

ーできるような方法を考えないと、角だけをやれば、これはきれいに芝みたいにきちっと

植えるんでしたらその方法が有効かもしれませんけれども、今後、ずっと進めていくため

には、全体的な方法で、網で例えば上のほうが切れるとしても、これは一時的なものだと

思うんですね。金本先生あたりにお聞きしたいんですが、地盤が要するに根付いていれば

上のほうがせん断で切られていっても、また２、３カ月したら生えてくるんじゃないのか

なという素人考えですけれども、そういう考えはしますけれども。これが有効な方法とし

ては、やはり全体的な地盤が動かないようにしないと、なかなか難しいんじゃないのかな

と、そんな気がしますけどね。 

○金本委員  海草の場合、非常に難しい面がありまして、移植が可能な場所というのは

非常に限られてくるわけですね。今まで浅いところは失敗したからということで、かなり

敬遠されているようですが、海草によりましては、浅いところに分布する種類もあります

ので、そのへんの移植する海草の選定とかそういうことももう１回考慮して。 

 私の説を何回も言いますが、１年以上は見てほしいということは、移植塊の中にはいろ

んな海草が入っていて、その中から浅いところに適した種が浅いところで生き残っていき、

深いところでは深いところに適した種が生き残って芽が出てきて、再生産して藻場が根付

いていく。そういうふうに考えているものですから、そんなに早急に結論を出さないで、

これからももっと精密な実験を続けていくということ。 

 それから、藻場を移植する場合に、移植が可能な要因としましては、もともとそこに生

えるだろうけれども、流れがあってなかなか新しい種が流れ着かないとか、そういう条件

で生えないところに移植すれば結構生えてくると思うんですが。もともと波当たりが非常

に強くて、そういうところは何回移植してもだめだと思います。 

 ですから、根気よく場所を選定されて、かといって防波堤とか、際とかいうような、藻

場が生えていても、ただ生えてるだけで、藻場としての機能があるかどうかといいますと、

ちょっと疑問に思うので、泡瀬の藻場に匹敵するような素晴らしい場所を見つけてという

か、いろんな防波堤をつくることによっても、藻場が広がってきたりという、流れの条件

を変えてやることですね。そういうことで藻場が生える場合もありますので、そのへん一

時的に土嚢を積んでみるとか、そういうことで藻場を生えやすい状況にしてやるという、

そういうことも考えていかないと今の方法だけではちょっと移植は難しいんじゃないかな

と考えております。 

○久米参事  70 ページの今回の台風時の底面せん断力の分布図なんですけど、先ほどの

ご説明で水深のある程度深いところ、これでいうとｊ、ｋ、ｌあたりですけれども、そこ

での底面せん断力はこれで見ると、20ぐらいで、一方、水深が浅いところも同じぐらいの

数字になっているので、実際には感覚的に考えてみると、やはり台風時に水深が浅くなる

と、そこに流れの成分がかなり出てきて、それで浅いところのほうがより影響を受けてい

るんじゃないかなというふうに思うんですが、ただ数字で、底面せん断力で数字を表すと

深いところのほうと、浅いところとあまり差が出てこないので、そのへんもうちょっとう



 

 

まい、やっぱり感覚的に浅いところ、深いところ、深いところのほうが結果的にも生育具

合がいいと。その生育具合がいいのは、活着しているのが原因かもしれませんが、そのへ

んちょっと底面せん断力の分布図だけでこれを見ると、深いところも厳しいじゃないかと

いうふうな感じにとられるので、そのへん何かうまい工夫がないのかなということが質問

です。 

○野呂主査  事務局のほうからお願いいたします。 

○事務局（溝口）  今、ここで計算しています底面せん断力というのは、粒径を設定し

て計算しています。具体的には１ミリという粒径値を設定して、計算しています。 

 本来、底面のせん断力というのは、その粒径値に応じて数値が変わりますし、それから

当然、水深それから水深上での、この場合ですと波のいわゆる軌道流速というもので決ま

ってきています。ですからこれは一様の底質粒径値を使っているために、ちょっと防波堤

背後側のほうが高くとか、そういうものが出ているんですが、実際、きょうの現場を見て

いただくと分かるんですが、今のｈ、ｉとか、ｇ、ｆとか、１というエリアの部分では、

底質粒径が今の１ミリより細かい。大体 0.5 ミリ程度が中央粒径時になっている箇所だと

思います。 

 そういうことを考えますと、せん断力的にはもうちょっと大きい値という形のものが考

えられます。 

 もともと昨年度のこの底面せん断力を出してきたという経緯は、実際、その底質の安定

度と実際の藻場の分布状況というものはどうなっているかというのを比較して比べてきた

ということがあります。 

 後ろのほうに先ほど空中写真 76ページにありますが、一応、西防波堤の付近の藻場分布

の状況を見ていただきますと、今、せん断力で出しています赤いライン、40 ラインの形状

に大変よく似ているというような状況があります。 

 昨年度の調査報告でも既存藻場の状況と、この底面せん断力との関係というのがよく合

っているという状況からこの手法を用いて検討してきていました。 

 そういうことで局所的なところを見ていけば、そういう細かな条件が多少違いますので、

そういう部分というのは、今後、精度をより高めるためにも何種類か検討していく必要が

あるのかなというふうに思います。 

 また、今回の台風の状況下で見ていきますと、かなり浅い部分では砂れんというものが

出ています。特に浅い部分では砂れん長として 10センチから 20センチ近いような、かな

り大きな波がきたというふうなことがとれると思います。 

 それに対して水深の深い、例えば Lなんかは、海底面がある程度やはり変化はしている

んですが、その砂れん長というものもかなり小さくなっていますので、当然、水深が深い

ので、そのせん断力というものも小さいということが言えるかと思いますので、この手法

に対して、もうちょっと精度を高める努力は必要だと思いますが、方法論的にはある程度、

論理的に適しているのではないかというふうに考えています。 



 

 

○野呂主査  ありがとうございました。はい、古川委員。 

○古川委員  今の計算結果の話なんですが、70ページの図をよく見てみますと、ご指摘

のような状態にはなってなくて、やはり現地の状況に合っているんではないかなと私は見

ていたんですが、kとｊのところ、青丸で塗りつぶされているところの下の数字、15 ぐら

いが書いてあります。浅いところのａからｂ、ｃ、ｄのところあたり、17 から 18 ぐらい

でやっぱり少し高いと。Lのみが 20のラインの内側に入っていて、ちょっと波が高かった

のかなというので、きょう L とｋとｊについては潜っていまして、L のところではかなり

明瞭の砂れんがありました。ｊとｋに関しては堆積傾向の領域が非常に多く広がっていた

ということで、ですから計算結果の数字を１個、１個追っかけて、この数字が 21 だから、

20 だからというような議論というのは危険ではありますけれども、傾向としては合ってい

るかどうかというので、私のほうが見ていた感想してはこれは合っていたなというふうに

思います。 

 先ほど、ｋ、ｊ、ｌを全部ひっくるめて高いので合ってないんじゃないかというご指摘

に関しては、この計算の精度からいって現状に合った計算がなされているように私はみま

したけれども。コメントです。 

○野呂主査  ありがとうございました。 

○事務局（野澤）  海草移植の話なんですが、ちょっと事務局の認識だけ言わせていた

だければと思うんですが。 

 St.ｊ、ｋ、ｌという深いところについては、わりとモニタリングの結果もよくて、いい

状態が続いていたのかなというふうに思っております。したがいまして、この位置では機

械化移植ということで、移植が可能な場所なのではというふうにちょっと事務局では思っ

ていた次第です。 

 なぜこの場所がいいかと言うと、多分、初期減耗が小さいんで持ちこたえたなというふ

うな認識で思っていまして、初期減耗が小さいがゆえに今回の台風がきたときにも、いわ

ゆる減耗率、ロスが少なかったという認識に至っています。 

 したがいまして、初期減耗みたいなところ、あまりない場所をセレクトするというのが

一つと、それから先ほど工夫しましょうということで、初期減耗をどんな場所でもゼロと

いうのはあり得ないので、土嚢であるとか、あと、隙間を埋めていくとか、そんな工法で

もってカバーしたいなというのが事務局の考えであります。 

 これについては、ちょっとまだ具体的な提案が今回できてなかったんですけれども、方

向性としてはこれで間違ってないというふうに思っておりますので、こちらの具体的なも

のができましたら、先生方のご意見なりを聞いて、実施のほうに役立ててまいりたいと思

っております。 

○野呂主査  ありがとうございました。 

 申すまでもなく、われわれのワーキンググループの使命というか、役割というのは、海

草を移植した場合に、その技術として今、事務局から提案があったバックホウによる方法



 

 

が妥当であるかどうか、それからモニタリングの方法はこれでいいかどうかということを

客観的に判断して、それから事務局のほうから出された数字の妥当性を判断して、われわ

れの親委員会であります眞榮城先生の検討委員会のほうに私が報告するというのが筋かと

いうふうに考えております。 

 そういうことを考えますと、皆さん、委員の方々にお諮りしたいことの一つといたしま

しては、この方法、結局、台風がきましてかなり試練はあったわけでありますけれども、

この方法で移植をすることが妥当というふうに考えてもよろしいかどうか。 

 それからモニタリングの方法はこれでよろしいかどうかということをお諮りしたいと思

うんですけれども、よろしくお願いいたします。 

 多分、事務局のほうの提案としては今回の試験で分かりました場所、例えば水深とか、

それから流れとか、底質とか、そういうものをきちんと踏まえて適地に移植した場合、い

くつかの改良の余地は残されますけれども、大筋としてはこの方法でいけるのではないか

というのが事務局のほうからわれわれに出された提案ではないかというふうに私は判断し

ます。それに関して委員の方々のご意見がありましたらお願いしたいんですが。 

 多分、金本先生のほうから先ほどのご発言だと、もう少しモニタリングをしてからじゃ

ないと判断ができないのではないかというふうな内容のご発言があったような気がいたし

ますけれども、金本先生いかがでしょうか。 

○金本委員  全体としてバックホウで今まで何個入れて、実際残っているのがどれぐら

いか、それの効率からいってほかにそれに変わる手植えとか今までやってきて、手植えは

かなり成果があがっているようですが、効率を考えても手植えで 100％いくより、50％し

か残らなくともバックホウがいいのか、そういう問題と、やはり台風でこれほど急に減耗

したりして、そのあと回復と、さっき言っていたように、これから徐々に回復してくるの

か、それともそのまま消滅してしまうのか、そのへん私としては最低１年は見ていただき

たいと、そういうふうに思っております。失敗とか成功とか今の段階では言えないという

ことで、もう少し長い目で見てもらえればと思っております。 

○野呂主査  ありがとうございます。金本先生のご意見は、今からもう１年見ようじゃ

ないかということでしょうか。 

○坂井課長  ちょっと金本先生のご意見を確認させていただきたいんですが。 

 金本先生、以前から最低１年はモニタリングをしてということをご意見としていただい

ているんですけど、その１年というときにこの移植実験を始めたのが、昨年の 11 月、終え

たのが２月で今に至っているわけですけれども、１年というのを考えるときに、昨年の 11

月か２月に始めた時点から少なくとも１年というふうなことでおっしゃっておられた、そ

ういう考え方でしょうか。 

○金本委員  移植して、それからすぐというわけにはいかなくて、やはり野呂先生が言

われているラグ・フェイズというものがあるものですから、それが終わった時点から１年

が妥当じゃないかなと思います。それで生物というのは海草はほとんどが１年生のものが



 

 

多いんじゃないかと思うんですが、それで１年経てばどの種類も一様に芽がでるんじゃな

いか。そういうことで１年間経って新芽が出てきて、藻場として継続していくかどうか、

それを見るには最低どんなことがあっても１年は見なくてはだめ。多年草であれば２年、

３年見なくてはだめなんでしょうが、藻場としてどんどん新芽が出てきて増えていけば、

その時点でオーケーサイン、ゴーサインが出せるんじゃないかと、そういうふうに考えて

おります。 

○坂井課長  今のお話は期間が重要というよりも、新芽がどんどん出るとか、藻場の区

域が拡大していくとか、被度が上がるとか、そういう状況が起こることが重要であるとい

うふうになっているんでしょうか。 

○野呂主査  そうすると新芽が確認される頃といったら、時期的には金本先生、いつ頃

になりましょうか。 

○金本委員  海草が最低５、６種類はありますので、その海草によって違うもので。こ

の前の資料なんかでボウバアマモが最近伸びてきたとか、この中にもあるんですかね。そ

ういうふうにどんどん伸びてくる時期というのは海草によって違うものですから、それは

もう１年見ろということは、各海草がそれぞれ新芽を出して伸びてくると、その時期、時

期、僕らも不勉強で完全に全種類は把握してないんですが、そういう面でもやはり１年見

てほしいということ。以上でよろしいでしょうか。 

○野呂主査  時期的には１年という、今、提案がありましたけれども、例えば今度はモ

ニタリングポストの問題ですけれども、これも皆さんにご相談したいところがあって、一

つは完全に実験区ですので、うまくいかなかった、浅すぎて移植したものがなくなって、

これ以上モニタリングしても追跡調査ができないのではないかと思われるような浅場のス

テーションも、モニタリングポストもあります。 

 当初の予定としては、事務局のほうから言われているのは、いくつかのステーション、

モニタリングポストがありまして、それをずっとこれから継続してやっていくということ

の提案だったんですけれども、今回、例えば 74ページに書いてあるような提案だと、もう

そういうなくなったところをずっとモニタリングしていくのは、非常に現実的ではないか

ら、深場のきちんと移植が済んでいるところ、そこを中心にしてやっていって、それだけ

だとちょっとモニタリングポストが少ないから、さらに補てんする意味でそういう深場の

ところを数カ所足してはどうかというふうな提案がなされているわけですけれども、それ

に関して委員の方のご意見をお伺いしたいと思います。 

 古川委員、お願いいたします。 

○古川委員  モニタリングに関してなんですけれども、先ほど生物の面からみたら１年

間はモニタリングをしなければいけない、分からないという話は金本先生のほうからおっ

しゃっていただいたとおりだと思いますが、先ほど成功したかしないかという要因が、場

所をちゃんと選べたどうか、環境条件として水深がちゃんとしていたか、または波当たり

が強すぎなかったのか、弱すぎなかったのかというところでの移植の成功、不成功という



 

 

のが分かれたという話がありました。その環境条件については今回、この台風を、昨年の

台風も経験して、そのときの被害状況と、波高分布も計算して、現状とかなり合うという

ことも確認されたというふうに私は思っています。 

 ですから、環境条件として実際に移植をするときにどこを選定したらいいだろうという、

その選定をするための技術という面では、すでに確立の域に入ってきたのかなと。それが

いい場所というのは、そこで成功するということではなく、ポテンシャルとしてあると。

それ以外のところだと置いてしまうとちょっとうまく育たないねというところは確認され

た。だめなところは確認されたので、そのポテンシャルのある場所を選べるというような、

場所を選定する技術は確立されたので、その場所を選定するために使ったモニタリングポ

ストはもう要らないのではないかと思います。そういう面では浅いところのモニタリング

ポストが減って、深いところでモニタリングを続けていくという案には基本的には賛成な

のですが、先ほどの１年間生物の成長を見るという目でのモニタリングポストのつくり方

というところでみると、移植したところと必ず同じ水深、同じような環境条件で、自然の

藻場が生えてこないと、比較のためのモニタリングポストとして機能しづらいんじゃない

かと思います。 

 先ほどの 64ページの図で見ても、モニタリングポストで既存藻場の入ってないモニタリ

ングポストが何個かあって、横バーが入っているんですが、ｊとかｋのところなんかは既

存藻場がカウントされてないので、ここにデータが乗ってきてない。そうするとこういっ

た深場での台風の影響というのが、移植だから出たのか、自然の藻場でも同様に出たのか

というのが分からないことになりはしないか。だからモニタリングポスト深いところにつ

くるという、大枠の場所というものの案には基本的には賛成ですけれども、そのときには

必ず対象区となるような自然の藻場が、既存の藻場が含まれるということを条件としたほ

うがいいと思います。もしそれが同じ場所でないのであれば、多少、場所をずらしてでも

つくるべきだと思います。以上です。 

○野呂主査  対象区に既存の藻場が生えてないというのは、比較できないから不便だと。

科学的でないという意見は確かにそうだと思います。一つ新しいモニタリングポストを設

けるときに、考慮していただきたいと思います。 

 時期的な問題、モニタリングポストの問題、一応話が出ましたけれども、そのほかに移

植の問題に関して、海草のほうの移植に関しまして、何かご意見があったらお願いいたし

ます。 

 今、傍聴席から発言を求められているんですけれども、この委員会はあくまでもワーキ

ンググループで公開して、傍聴だけを許している委員会というふうに私は理解しておりま

す。ですから会議が終わった後、傍聴者からのご意見として私たちが個人的にお聞きする

ことはありますけれども、それはぜひ伺いたいとは思いますけれども、この審議の場に加

えて差し上げるということは、ちょっと控えさせていただきたいと思います。ご理解くだ

さい。 



 

 

 海草のほうはこれでひとまず終わりにして、クビレミドロのほうの話にいきたいと思い

ますけれども、よろしいでしょうか。 

 事務局のほうから後半の説明をお願いいたします。 

○事務局（溝口）  それでは、続きましてクビレミドロの保全、78ページからになりま

す。クビレミドロの保全に関しましては、79 ページのほうに全体の調査計画フローという

のがございまして、これは昨年度のちょうど７月末日に行いました委員会でご提示させて

いただいた内容とほぼ同じものになっております。 

 具体的には現況調査ということに基づきまして、クビレミドロの生育環境条件というも

のを把握するということを今年度も続けて行いたいと考えております。 

 それから当然、現在まだ工事が始まっておりませんが、工事着工時につきましては当然、

監視調査というものを行っていく。 

 それから、本来の主目的になっております移植実験、いわゆる泡瀬にあるクビレミドロ

を他の海域、今現在やっていますのは勝連地区なり、屋慶名地区というところでの移植実

験というものも本年度さらに継続したい。それから実験室内で行っています培養試験とい

うものも、のちほど昨年度の成果を説明いたしますが、今年度もさらに改良すべき点とい

うところも出てきておりますので、それらを踏まえ新たに培養試験というものを継続した

いというふうに考えております。 

 81 ページからが昨年度の調査を行いましたクビレミドロの生育分布域、これは泡瀬地区

の状況でございます。図の２．２－１というところで、経年的な変化を提示してございま

すが、クビレミドロが最も広がっている分布域として大きくなっているときは３月時期と

いうことになっております。毎年、その分布面積に対しましては、比較的変動量が大きい

傾向がございます。今回の 12年度から 14 年度の間を見てみましても、場合によっては 12

年と 13 年度で最大で倍ほど違うような面積エリアになっておりますので、かなりこの程度

の変動率があるというようなことが理解できるかと思います。 

 82 ページ以降、各調査を行ったときの生息分布エリアを提示してございます。 

 それから、84 ページは生息地の環境ということで、水質の状況を表２．３－１のほうに

まとめてございます。 

 泡瀬地区のところの生息地はＤのポイントになるわけですが、背後域のほうから比屋根

湿地の水路、並びに泡瀬地区の生活雑排水が流れている水路というものがございます。こ

れを見ていただきますと、一目瞭然でございまして、COD 値なり、SS値なり、泡瀬地区の

水路から排出されるものはかなり値は大きいという形になっていまして、生息地のほうに

おきましては、これが１オーダーほど下がっているということで、その間、直接その部分

へ流入しているということは少ないのかもしれませんが、当然、その間、干潟としての機

能、いわゆる水質の浄化という機能も働いておりますので、この生息域に関しては現在の

ところ泡瀬地区の水路の影響というものは、あまりきいてないというような状況になって

おります。 



 

 

 このへんは別の陸域・海域ワーキングのほうでも同じような検討をしているんですが、

埋め立て、いわゆる人工島をつくることによってこのへんの水質の変化というものを、今

後検討していくことになっております。 

 それから 85ページから 89ページには、これまでの昨年度の濁度の調査結果を提示して

ございます。 

 前回の委員会におきまして、監視計画案をつくらせていただきました。その間、濁度の

結果というものは、２月以降の条件で新たに追加されているものですが、部分的に濁度と

して高い値が何回か観測はされておりますけど、基本的には、この高い値、例えば 86ペー

ジの 11 月 20 日の値とか、もっと大きいのは 88ページの１月 25日のクビレミドロ生息地

での濁度の値というのが出ておりますが、このへん現地調査におきますと底質の成分が巻

き上げられて濁り的に大きい値になったということが確認されておりますので、まだ工事

的なものも実際行っておりませんので、こういう値が出ているということでご覧いただけ

ればと思います。 

 それから、90ページからがクビレミドロ移植実験という形でまとめてあるものでござい

ます。移植に関しましては、群生形成調査ということで、いわゆる藻体のものを移植して、

それがどのように広がったのか。それから、卵が入っています、いわゆる砂床を持ってい

って、そこから藻体がでてくるかというような調査でございます。いずれも各調査ポイン

トで群体数というものは増加し、かつ平均長径、いわゆる糸状体が集まって藻体になった

ものの大きさも大きく伸びているというような傾向が出てきております。それら成果が 93

ページのほうに結果としてまとめております。 

 94 ページから培養実験でございますが、まず、一つは卵から実際、水槽内で生育させて

藻体がでるかどうかというようなこと。 

 それから、藻体自体の生育ということで、今年度 14年度の計画が表２．５－１にあるも

のでございます。 

 現在、卵は放出され仮眠中でございますので、今後、今年度の末、今年末から水槽内に

残っている卵がどのようになっていくのか、そこから発芽してくるかという実験を行って

いきます。 

 それから、95 ページからの糸状体培養実験というのは、これは昨年度に報告させていた

だきました。鹿児島大学の水産学部のほうで、その糸状体を使った形での培養の実験を行

っているということで、具体的には培養地を使って糸状体からそのものを培養する。それ

からもう一つ、卵からその藻体を培養するという試みを行っております。 

 13 年度の段階で、これは今年の３月あたりまでの結果ということになりますが、主に写

真として 100 ページのところにありますが、藻体、糸状体から培養したものを培養液に用

いて行いますと、20日目で下のようなクビレミドロの成熟藻体というものの培養に成功し

たということです。 

 20 日程度経ったあとには、101 ページの図の２．５－５、上のほうですが、このように



 

 

雄性種の生殖器官が形成されるところまでの確認ができている。 

 それからちょっと写真ではまだ載ってございませんが、一部雌のほうの生殖器官という

ことも形成確認されております。 

 それから卵からの状況でございますが、101 ページの下のほうにあります図のように、

まずは採取したサンプルから群体として成熟していたものから、強光処理、強い光をあて

た形で卵の発生、放出を確認しまして、その卵がどのように変化しているかということで

試みておりますが、現在、102 ページのほうにありますように、褐色に変色した卵という

形での状況が確認されたところでして、その後のこの卵からの発芽ということは確認でき

ておりません。 

 現地のほうの卵の状況を見ていきますと、本来、透明な卵がありまして、101 ページの

ような卵なんですけれども、そこから一つは褐色になったような卵、それからもう一つは

透明から緑色になった卵というものが現場では確認されています。 

 したがいまして、このへんの生態系的なものについてはよく分かってないところがある

んですが、どうもこれはまだ推定の域なんですけれども、褐色した卵からは発芽しないで

はないかというような予測をもって、今、見ておりますが、このへん、今後、培養実験の

ほうでもその確認をしていきたいというふうに思っております。 

 昨年度の段階での問題点といたしまして、どうもクビレミドロを培養するにあたりまし

て、糸状体以外のものを除去する必要がございます。ところがこのクビレミドロというの

は、糸状の部分のいわゆる根のような部分のところで、かなり強い粘性をもっていまして、

主に底質の砂とか、あとは底生生物等植物的なものに付着して、自分の身をかなり保持す

る、要するに動かないようにするというような特徴を有しています。 

 その部分を含めた形で培養いたしますと、珪藻類が付着していまして、そのもの自体が

どうも増殖され、クビレミドロの生育に対して悪い条件をつくっているようだということ

が分かってきておりますので、今後、そのような付着、粘性の強い部分をできるだけカッ

トするような形で、さらに培養がうまくできるような改善というものを図っていきたいと

いうふうに考えております。 

 それから卵のほうですが、卵のほうにつきましても、同じように付着性の余計なものも

含めた形で培養しないような形を工夫して行っていきたいというふうに考えております。 

 一応、簡単ですがクビレミドロの関係については以上でございます。 

○野呂主査  ありがとうございました。 

 ただいま事務局よりクビレミドロの生態調査、それからバイオ調査、それから環境調査

の今までの進捗状況の報告がございました。この件に関して討議に移りたいと思います。

ご意見などございましたらお願いいたします。 

 どなたかございませんか。委員の方からのご発言お願いいたします。 

○久米参事  移植実験の件なんですけれども、93 ページですが、平成 13 年度、最初、

移植調査結果のところで勝連も屋慶名もいずれも移植後４カ月と６カ月を比較すると、概



 

 

ね増えているというような結果になっているように思うんですが、これの移植後４カ月と

いうのが 14 年１月ですよね。その移植直後がどのぐらいであって、どのぐらい増えている

のか。実際、聞いた話では、屋慶名地区はもともとのクビレミドロもあったりするので、

そのへんのところが生育したのか、それとも移植したものが生育したのか、そのへんがう

まく区別できるのか、そのへんのところを教えていただけたらと思います。 

○事務局（細谷）  ただいまのご質問ですけど、砂床と呼んだらいいかと思うんですけ

ど、砂の中にクビレミドロの卵が含まれているものを指してそういうふうに呼んでおりま

す。この移植なんですが、泡瀬地区の現地から砂の中に卵があることを確認しまして、そ

の卵が含まれた砂を表層から３センチほど、その中にほとんど卵は含まれております。そ

れを屋慶名地区及び勝連地区に運びまして、移植する場所の表面の底質を同じく３センチ

深さで掘りとりまして、すべて泡瀬地区から持ってきた卵を含む砂と置き換えるという作

業を行っております。 

 したがって、屋慶名地区の場合ですと、周囲に自然の分布域があるわけで、移植する場

所にも多少の卵がある可能性もあるんですが、一応、泡瀬地区の砂と置き換えているとい

うことで、これは面積的には１ｍ×２ｍの広さで行っているんですけど、その範囲に関し

てはすべて泡瀬地区から持ってきた砂床に置き換えたという条件で、試験を開始しており

ます。 

 それで移植したのが９月になります。９月から４カ月後の平成 14年１月、それから６カ

月後の３月にこれだけの藻体が確認された、群体が確認されたという結果なんですが、持

っていった時期が９月ということで、まだそれは卵の状態なんですね。その卵の状態で持

っていって場所が変わって、泡瀬地区から勝連、屋慶名地区に持っていかれて、そこで発

芽して、成長して、群体として出現したという数が、それぞれ結果として表れた群体数で

あり、それぞれの大きさということになります。 

 クビレミドロの分布調査の結果も示したように、クビレミドロは、３月の時期に一番広

い分布面積を示すように、大体、毎年 12 月下旬、あるいは１月ぐらいから出現が見られて、

３月に最大繁茂するということで、移植後６カ月というのは、ほかの泡瀬地区、それから

屋慶名地区の従来からクビレミドロがあるところでも、一番繁茂する時期にあたっていま

す。 

 したがって、４カ月後にまだ数が少なかったのは、それ以降ですね。まだ卵が発芽して

肉眼で見えるような大きさに成長していったと。 

 したがって、６カ月の結果が最大の繁茂の時期としての結果になると思います。もちろ

んこの後も平成 14年５月、６月と追跡はしているんですけど、結果としては３月が最大で

その後は枯れていくという傾向になっております。 

 それで、これは 13 年度の砂床移植でありまして、結果的に卵が入っているものを持って

いって芽が出てきたわけですから、今度それがまたそこで卵をもって、それが砂の中に落

ちて、次の年、平成 15年の例えば１月、３月に、その場所で群体が確認されていく必要が



 

 

あるわけですね。 

 ですから、今できた卵は夏場ですので、その場では砂の中で休眠中だということで、こ

の結果は 15 年の１月、３月の結果を見てワンサイクルということで判断されることになり

ます。ということでご理解いただけますでしょうか。 

○野呂主査  どうもありがとうございました。 

 細谷さんのほうからいろいろ細かな説明がございました。 

 ほかにこのクビレミドロに関しまして、ご質問等ありましたらお願いいたします。 

 はい、金本先生お願いいたします。 

○金本委員  クビレミドロの内容については分からないんですが、81 ページの図を見ま

すと、平成 14 年３月、13 年度の生育面積だと思うんですけど、３月に１万 6,750 ㎡とな

っていますが、この数値はどうも 12 年度の数値じゃないかなと思うんですけど。いかがで

しょうか。 

○事務局（溝口）  そのとおりでございます。ご指摘のとおりでございます。 

○野呂主査  では、81 ページの文章の一番最後の 13 年度の生育面積云々のところを、

13 年度ではなくて 12 年度に変更ということですね。 

○事務局（溝口）  平成 13年度の生育面積は３月時で１万 2,600 ㎡というふうに、すみ

ません、修正をお願いいたします。 

○野呂主査  ほかにございませんか。はい、古川委員、お願いします。 

○古川委員  内容のことではないんですが、個別具体で解決していかなければいけない

課題がたくさんあるのが、計画的に着実にやられているというふうに感じておりますが、

それがもう少し明示されるとよろしいのかなと思って、79 ページのこのフローがあるんで

すけれども、この中で今まで達成された部分と、今、やっている部分、そして将来的な計

画の部分、通常こういうフローだと例えば横軸が年度で、線が入っていたり、目標年次が

明示されていたりということがあるかと思うので、そこらへんの表示をもう少し工夫して

いただけると、今どこまできていて、あとやらなければいけないのはこの部分だというの

が非常にビジュアルで分かりやすくなるかなと思いますので、これは資料についてのお願

いです。 

○野呂主査  よろしくお願いいたします。事務局のほうで。 

○事務局  はい、分かりました。 

○野呂主査  ほかにございませんか。 

 ないようでしたから、そろそろまとめに移りたいと思います。 

 きょうお諮りしたことは特に資料２の内容に関してでありますけれども、まず一つ海草

の藻場の移植の件ですけれども、６月までの結果を踏まえまして、どういう環境が海草の

移植に適しているか、もしくは適していないかというふうなことが話し合われ、確認され

ました。その中で引き続いて７月に台風がきたわけでありますけれども、その台風の被害

の結果を分析いたしまして、さらにどういう条件がいいかというふうな適地の検討がなさ



 

 

れました。 

 特にその中で今後、モニタリングポストを増強して、さらに期間も延長してモニタリン

グすることの重要性が確認されまして、これは私のほうで眞榮城先生の親委員会のほうに

ご報告いたしたいと思っております。 

 それから、これはちょっと審議はしなかったんですけれども、今後の問題として、多分、

これはきょうはもう時間がありませんので、審議はできないとは思うんですけれども、評

価をするうえの評価をどういうふうにするかというのをもう一度考え直したほうがいいか

もしれません。というのは、今まではａ、ｂ、ｃ、ｄの四つの生育状況でもって評価をし

てきたわけですけれども、今回、台風がきまして、ある程度、半分ほどなくなったという

こともありまして、必ずしもａ、ｂ、ｃ、ｄだけの評価方法では評価ができないかもしれ

ない。もう少し被度のことを入れたりとかというふうな技術的な変更が必要になるかもし

れませんので、これは事務局としてもというか、われわれとしても宿題として今後考えて

おいたほうがいいんじゃないかなという気が、実はちょっと個人的にはしております。 

 海草のほうでは、そういうことなんですけれども、今度はクビレミドロのほうに関して

言えば、移植の先駆けといいましょうか、かなりいい結果が出ております。ただ、今後、

この結果がきちんと確認されるためには、やはりこれもモニタリングが必要ですし、室内

培養のほうも並行して行われているようですけれども、こちらのほうはちょっと卵の発生

のところまでは順調にいくんですけど、そのあとを人工的に室内で培養するのにはいろい

ろ技術的な問題があるということが指摘されました。 

 以上ですけれども、何か言い忘れたことがございましたら足していただきたいんですが、

よろしいでしょうか。 

 それでは事務局のほうにお返ししたいと思います。きょうはどうもありがとうございま

した。 

○事務局（中浜）  長時間ご議論ありがとうございました。 

 本日、最後に主査がまとめていただきましたけれども、この結果は本委員会のほうに報

告されまして、本委員会の場でまた議論があるということで理解しております。 

 事務局といたしましては、きょういただいた議論を踏まえまして、またいろいろと事務

局なりに検討したいと思います。いろんな場で委員の皆さん方にご意見を伺うことがある

と思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、これをもちましてこのワーキンググループを閉会したいと思います。どうも

ありがとうございました。 

○事務局（溝口）  すみません、16 時半からですが、今回のワーキングに関しての記者

会見の場をあちらの研修室第２というところに設けてありますので、報道関係の方、もし

よろしければそちらへお集まりください。よろしくお願いいたします。 

 あと、委員の方で出られる方は、出ていただけますでしょうか。よろしくお願いいたし

ます。 



 

 

○野呂主査  それから、私、実は先ほど傍聴者からの発言を封じてしまいましたんです

けれども、記者会見が終わりましてから、いろいろワーキング何をしているかというふう

なお叱りとかがあるかもしれませんので、そういうのはありましたら記者会見が終わった

後で、私個人的にお話を聞くということは一切構いませんので、話したい、言いたい方は、

記者会見が終わった後どうぞ、多分、廊下のあたりに私はいると思いますので、つかまえ

て話をしていただけたらと思います。 

○事務局（溝口）  どうもありがとうございました。 

（午後 4時 15 分 閉会） 


