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       平成１４年度 中城湾港泡瀬地区環境監視・検討委員会 

                        第２回海藻草類移植・保全 WG 

                 日時  平成１４年９月 11 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 29 分 開会） 

○事務局（山本）  時間となりましたので、平成 14 年度中城湾港泡瀬地区環境監視・検討

委員会第２回海藻草類移植・保全ＷＧを開催いたしたいと思います。 

 おおむね４時半ぐらいのめどでございますけれども、よろしくお願いいたします。 

 冒頭でございますけれども、本日はお忙しい中、諸先生方、関係の皆様方、お越しいただ

きまして、また、議論を深めていただきたいと思っておりますのでよろしくお願いいたしま

す。 

 今回、始める前に一言、事務局のほうから委員、並びに関係の皆様方に一言お断り申し上

げておきたいと思います。 

 本来、前回のワーキング終了後、本委員会の報告を予定しておりました。しかしながら、

今回、１回、余分に議論の場を設定させていただいております。これは前回ワーキングにお

きまして、移植の実験結果についての評価方法でございますとか、整理方法の不備といった

ご指摘をいただいたこと、また、モニタリング継続の必要性といった非常に大きなご指摘も

いただきまして、具体的な対応策を検討する必要がございました。事務局のほうも非常に大

きな話でございます、座長の野呂先生のほうにもご相談いたしましたところ、今のままでは

ワーキングとしても具体的な報告を委員会に対して、ちょっと難しいかなということでござ

いまして、実験結果でございますとか、今後の予定についてもう少し整理検討してから委員

会に報告したほうがよいだろうという結論に至ったわけでございます。そういうことで今回、

１回ワーキングを新たに追加で開催させていただいておりますので、よろしくご了解のほど

お願い申し上げたいと存じます。 

 それでは、お手元の資料をちょっとご確認させていただければと思います。 

 議事次第がございまして、それから着席表、名簿がございまして、資料１、前回ＷＧの指

摘事項とその対応というもの。それから、厚めの資料で海草藻場移植についてという資料で

ございます。 

 皆様、過不足ございませんでしょうか。よろしいですか。 

 それでは、議事に入りたいと存じます。座長、よろしくお願いいたします。 

○野呂主査  私、座長を務めます主査の野呂でございます。よろしくご協力をお願いいた

します。 
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 本ワーキンググループの趣旨と申しますか、どういう経緯で第２回を急遽やることになっ

たかという説明は、今、ＷＡＶＥ、事務局のほうからありましたが、まさにそういうことで

ありまして皆さん多忙な中をまたお集まりになって、それで開いたわけです。 

 特に委員の先生方、それから委員の方々にはきょうの朝から実際に海に出ていただきまし

て、また何人かの委員の方は実際に潜っていただきまして検証したわけですけれども、どう

もありがとうございました。 

 では、早速ですけれども、議事に入らせていただきます。 

 きょう、皆さんにお諮りするというか、ご相談することは大きく分けて二つあります。一

つは前回のワーキンググループの指摘事項の対応についてと、それから海草の移植について

のいろいろな問題が出てまいりましたので、その二つのことを特に皆さんにご相談したいと

いうふうに考えております。 

 それでは、まず最初に前回のワーキンググループの指摘事項とその対応について、これは

資料の１でございますけれども、事務局のほうから説明をいただきます。お願いいたします。 

○事務局（溝口）  それでは、お手元の資料１をご覧ください。 

 まず、１ページ目の最初に海草藻場移植についてということで、前回のワーキングでのご

指摘事項を列挙してございます。大きく分けまして五つあります。広域移植実験について。

それからモニタリング手法について。それから、前回、台風５号、７号の影響を受けた結果

をご報告させていただいております。その台風対策の必要性について。それから四つ目とし

て移植の適地について。５番目として移植海草の評価についてという形のものです。それか

ら、最後にもう一つクビレミドロの保全ということでの項目をご提示させていただいており

ます。 

 まず最初に、１）の広域移植実験についてということで、４点ほどご指摘いただきました。

資料の整理の仕方についてのご指示、ご提示というふうな形になっております。 

 まず最初に①ですが、海草の生育状況と水深の関係について、実は－0.2ｍ毎という形での

分布図を出させていただいています。この水深帯区分を 0.1ｍ刻みでの表示にしてほしいと

いうことで、今回、本編資料で 22ページのほうにありますが、水深帯区分におきます生育状

況というものの表示をさせていただいております。 

 それから②ですが、前回のワーキングでの広域移植試験での分析結果におきましては、Ａ、

Ｂの評価だけではなく、Ｃ、Ｄの評価も表示すべきだということで今回、同様に 22ページの

ほうの資料にＡからＤのランク別のブロック個数等の資料を提示させていただいております。 

 それから③ですが、これはＤ評価の要因について、施工による場合の改善の仕方、さらに

は水深が深くて生育がよくない場合の対応ということについてのご指摘ですが、前回ワーキ
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ングの中でも事務局として回答をさせていただいております。その文言が右側のほうに書い

てございますが、当初の広域試験移植におきましては、ブロックの採取時並びに移植時にお

きましてうまくとれなかったり、それから置くときにもまっすぐ海底地盤にフラットにおけ

ないというような状況がございましたが、今年の１月、２月時、いわゆる後半部におきます

海草の採取、並びに移植に際しては、そのオペレーター技術というものも向上してきており

まして、現段階では事務局サイドとしては習熟分については維持できてきているというふう

に判断しております。 

 ただし、オペレーターの技術もそのときの海象条件等でうまくいかない場合もございます

ので、できるだけ施工上でそのオペレーター技術に頼らない、いわゆるもっと容易にできや

すいような状況というものを施工上の工夫という形で、今後考えていきたいというふうに思

っております。 

 それから、④でございます。 

 これまでの評価という分析にあたって、移植の条件下、移植の状況から適地条件というも

のを抽出してきておりましたが、逆に移植の状況からその適地の条件の中から、その中に広

域的な試験移植のＡからＤの評価というものはどのような形になるのか、というような整理

についてのご指摘を受けました。それにつきましては、今回、総合的な評価というもので資

料には提示してございますが、今後、モニタリングポストというものでのモニタリング、い

わゆる追跡調査を行っていく予定にしております。環境条件並びに海草の生育状況というも

のにつきましては、のちほどご説明させていただきますが、生育面積並びに被度というよう

な項目で、今後、モニタリング調査を行い評価をしていきたいと思います。 

 それから、施工的な要因というものにつきましても、先ほど申しましたようにオペレータ

ー技術についての改善はできているという判断を行っておりますが、さらにより容易にでき

るような工夫というものを考えていきたいというふうに思っております。 

 そのような状況下で今後の継続したモニタリング結果を踏まえ、効果の検証をしていきた

いというふうに思っております。 

 続きまして、２）のモニタリング手法についてですが、５点ほどご指摘をいただいており

ます。内容的には前回のワーキングの資料におきまして、広域試験移植海域において台風の

影響を受けました。その結果を踏まえて、かなり浅い海域では海草ブロックの見分けができ

ないというような状況がございまして、前回のワーキングでは深場の地点でモニタリングを

行っていきたいというような資料を提示させていただいております。 

 しかし、その点についてのご指摘ということで、一つは台風後の回復状況について移植藻

場、さらには既存藻場というもののモニタリングが必要であると。さらに、移植海草並びに
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既存藻場の区別ができるようにしておく。いわゆる対照区という形で見分けができるように

するというところ。 

 それから、③番目の指摘といたしまして、同じ既存藻場並びに移植海草藻場のところの環

境条件をできるだけ同等なものでの対照区の設定が必要だろうというようなご指摘。 

 それから④といたしましては、モニタリングポストの数ですが、これは多いにこしたこと

はないという形になるんですけど、できるだけ数を多くしてほしいというご指摘。 

 それから⑤につきましては、これは海草が残っているところ、消失してしまったところと

いう原因について検討してほしいというようなご指摘、５点を受けました。 

 それに対しまして、今回、私どもの資料２のほうで提示してございますが、まず新たにモ

ニタリングポストというのを追加しております。これまでａからｌの 12ポイントのモニタリ

ングポストをつくっておりましたものを、さらに今後も浅場も含めた形の解析ということで、

継続して 12 ポイントの測点を行っていきたいというふうに考えております。 

 それからさらに、既存藻場の部分も移植海草と環境条件が似ているような海域を設定して

３ポイントほどを追加しております。 

 あと、⑤の指摘につきましては、台風によります減耗というもので、前回のワーキングで

もご報告させていただきましたが、極めて外力的な要因が強く、主に活着基盤であります底

質土砂が乱れまして、いわゆる浸食、堆積というような変化を生じまして、藻場が消滅して

きているというような状況が見られました。 

 それを踏まえまして、今回、本編のほうで説明させていただきますが、新たな指標として

底質の貫入試験というものを行っております。この指標を取り入れた形で今後、移植海域の

選定にあたっていきたい。さらには生育状況なり、底質基盤との関係を調査していきたいと

いうふうに考えております。 

 特に、先ほど申しました活着基盤の安定性、いわゆる底質土砂の安定性というものが最も

重要な状況になっているというものを踏まえまして、新たな対策というものをのちほどご説

明させていただきたいと思っております。 

 続きまして、２ページ目になります。 

 ３）台風対策の必要性ということで、３点ほどご指摘いただきました。 

 いずれも今回、台風５号、７号、さらには実はこの間の台風 16号というかなり大きな台風

の来襲を迎えたわけなんですが、いずれにいたしましても台風対策ということで、先ほど申

しました底質基盤を安定化させるということが重要と思います。その対策という形で本編の

ほうでのちほど説明させていただきますが、いわゆる減耗対策ということで章を設けまして、

そちらのほうで対応を考えておりますので、これにつきましてものちほど説明させていただ
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きたいと思います。 

 それから、４）移植の適地についてということで、①につきましては、金本委員のほうか

ら海草の種類によっては浅いところも適地ではないかというようなお話で、いわゆるその後

の再生産というもの、それから海草の種類と水深というものはあまり限定しすぎないように

すべきではないかと。それを踏まえ移植後の経過１年以上みるべきではないかというご指摘

をいただきました。 

 これにつきましては、これまでも海草の種と被度の確認というものを行ってきております

ので、その調査をさらに継続していきたいと思います。 

 それから、芝植え法、いわゆる手植え法による試験移植の場所においても全海草の種類を

みた生育の記録というものを行ってまいりたいというふうに考えております。 

 特に、構成種についてはこれまでも見ておりますので、そのへんの資料を整理し随時ワー

キングのほうへ提示していきたいというふうに思っております。 

 それから②ですが、これは波あたりが強く海草がもともと生えてない場所には移植は難し

いのではないか。そのことを踏まえますと防波堤をつくって流れが変わるとか、土嚢を積ん

で一時的に藻場が生えやすい状況などを考えていくべきではないかというご指摘をいただき

ました。 

 先ほどの底質基盤の安定が重要であるということ、それから先ほどの台風対策でのいわゆ

る減耗対策、初期減耗対策というような形でこれらを考慮したものを行っていきたいという

ふうに考えております。詳細につきましては、のちほど本編のほうで説明をさせていただき

ます。 

 それから５）の移植海草の評価でございます。 

 これは基本的にはこれまでの広域試験移植を行ってきた結果を踏まえまして、ラグフェィ

ズが終わったあとの状況を１年ほど見ていって評価すべきではないかというご指摘をいただ

きました。これにつきましては、当面、来年の５月頃までのモニタリングを継続して、その

時点で機械化移植の評価を行っていきたいというふうに考えております。 

 同時に、機械化移植の確度を上げていくということで、水深や底質などの適地条件という

ものについて精査を行いますとともに、施工法、先ほども申しております、できるだけ活着

ができるような新たな改善方法、工夫というものを行っていきたいというふうに考えており

ます。 

 以上が、海草藻場に関するご指摘に対する対応方針でございます。 

 それから、３ページ目がクビレミドロの保全についてですが、これは２点ありまして、ま

ず１点目につきましては、資料中の記述が間違っていたということでこれにつきましては、
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数値が間違っておりましたのでその表示を修正させていただきます。 

 それから②につきましては、今年度のクビレミドロ移植実験なり、概要実験等の計画方針

についてまとめた表を提示させていただきましたが、これに対してタイムスケール的な、い

わゆる時間的なスケールを入れていただければというご指摘をいただきましたので、そのへ

ん修正した形で本委員会のほうへ提示させていただきたいと思います。 

 クビレミドロの関係については、今回のワーキング資料のほうには載せてございませんの

で、この２点の修正点で次回、本委員会のほうでクビレミドロの部分についてはそのまま提

示させていただきたいというふうに考えております。以上でございます。 

○野呂主査  どうもありがとうございました。 

 ただいま事務局のほうから、前回の資料、質問点に関しまして説明がございましたけれど

も、この点に関しまして委員の先生からご意見をお伺いしたいと思います。何かご意見、そ

れから指摘の点がございましたら一つよろしくお願いいたします。 

 ございませんでしょうか。 

 実は、何点かに関してはすでに前回の委員会のときにも口頭で説明のあったものでありま

すので、ご理解もしていただいているのではないかというふうに考えまして、次の話題に移

りたいと思いますけれどもよろしいでしょうか。 

 はい、それでは引き続きまして、次の２番目に用意してございます、海草藻場移植につい

て。やはり資料がございます。資料の２についてよろしくお願いいたします。 

○事務局（溝口）  それでは続きまして、資料２のほうの海草藻場移植についてというこ

とで、まず目次がありますが、今回、大きく分けて三つの章を設けております。 

 まず最初に、１番、海草藻場移植の可能性ということで、これまでの手植え、いわゆる芝

植えから機械化移植に至るまでの経過を総括したような形の資料になっております。 

 したがいまして、芝植え法並びに機械化移植方法についてのそれぞれの移植の可能性とい

うものについての評価を最終的に行ってきております。 

 それから、２番目といたしまして移植適地の検討ということで、これまで水深なり底質な

り、それから底質基盤の安定性というようなもので指標をつくってきております。ある程度、

前回のワーキングの中でも適地の決め方というものについては評価をいただいたというふう

に思っておりますが、今回、新たに一つ指標を加えた形で今後、その適地条件、適地という

ものを選定していきたいと。今回、移植候補地ということでの最終的な場所を設定した状況

をまとめてございます。 

 それから３番目に機械化移植工法の実施に向けてということで、これは前回の先ほど指摘

事項に対するその対応ということで説明させていただきました部分が多分に入っております
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が、一つはモニタリングの調査計画、これにつきまして先ほどもご指摘を受けまして修正し

てきた計画をまとめてございます。 

 それからもう一つ、台風の対策、これは台風だけではなく移植をしたときの初期減耗、い

わゆる移植初期には移植した海草が減ってしまうということがこれまでのモニタリング等の

調査結果から出ており、この減耗対策というものを講じていく必要が重要ではないかという

ことで、減耗対策方法についての資料をまとめさせていただいております。 

 それでは１ページ目から海草藻場移植の可能性ということですが、まず最初にこれまでの

実験概要というものを表１．１－１に整理してございます。 

 先ほど言いましたように、芝植え法、これは手植え法といわれているものです。それから

機械化移植工法、これまでの海草ブロックをバックホウで採取し、それを移植地に植えてき

たという２種類のそれぞれの工法があります。 

 それぞれ芝植え法、手植え法につきましては、平成 10 年７月に移植しまして、12 年２月

時までの経過をみてきております。 

 機械化移植につきましては、これは三つの区分に分かれていまして、最初に平成 13 年３月

時におきましては、施工性の確認を行うということでの試験を行っております。このときに

海草ブロック、バックホウによる採取から移植というものが施工的に可能であるかどうかと

いう確認を行いまして、最終的な結果として採取・移植は可能であるという判断をさせてい

ただいております。 

 それから、中段にありますのが平成 13 年 10 月時に行いました海草の保護対策試験でござ

います。これにつきましては、前回までのワーキング並びに委員会資料等でご提示させてい

ただいておりますが、養生マットというものを使って海草を採取したあとから移植に至るま

での保護を行うというものの効果をみてきております。これにつきましても、これまでの報

告におきまして、養生マットの効果があるという結論に至っております。 

 それから、一番下が平成 13 年 11 月から 14 年の２月時までに行いました広域試験移植のも

のでございます。これは本来の目的、これまで議論させていただいております、いわゆる移

植適地の条件というものを確認していくというような目的で行っております。これについて

もこれまで成果を得てきておりまして、今回もさらに整理させていただいております。 

 ２ページ目のほうに各実験地の環境条件というものをまとめてございます。 

 きょう午前中の現地で、まず最初に手植え、芝植え法による移植地３地点を約１年ぶりに

なるかと思いますが見ていただきました。 

 それから、②の方は機械化移植の試験地、施工試験それから保護対策並びに広域試験移植

を行った分の環境条件を整理してございます。 
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 続きまして、３ページからは手植え、芝植え法による海草移植の適応性の検討ということ

でございます。これはおさらいになりますが、まず海草株の採取というものを平成 10 年の７

月時に３箇所移植しました。 

 

 対象とします海草はボウバアマモ並びにリュウキュウアマモという２種類を選定しまして、

それぞれ周辺の程度、いわゆる土と一緒に根を傷つけないようにいたしまして、20cm 四方の

深さ 10cm 程度で採取をしております。３ページの写真が採取の状況でございます。 

 ４ページに移りますが、海草株の移植です。これは芝植えのものの移植の状況を図並びに

写真という形で整理してございます。真ん中のほうの平面模式図にありますように、２ｍ四

方の区画内で採取しました海草を 20cm 間隔の千鳥格子状になるように植えております。 

 このような状況で移植したもので、約４年ほど経ってきているということです。同時に、

現地には砂面変動を確認するためのレベル計を設置しております。これまでの資料の中でも

底面の砂質の変動というものを整理させたものを提出させていただいているかと思います。 

 ５ページ以降、その芝植え法による移植株の生育状況ということで、６ページに写真があ

ります。これは平成 14 年８月時ですので、この間、来襲しました 16 号の台風の前に撮った

写真でございます。それが右側です。左側が移植前の現地の状況、いわゆる裸地の状況にな

っているかと思います。 

 きょう、その 16号の影響を受けたあとの現場を見ていただきましたので、そのへんにつき

ましては、のちほど各委員のほうから感想等をお聞かせ願えればと思います。 

 それから、７ページ以降に各 St.ⅠからⅢにおきます移植した海草の分布の変遷を整理し

てございます。７ページが St.Ⅰです。８ページが St.Ⅱ、９ページが St.Ⅲという形になっ

ております。 

 それから 10 ページには芝植え法による移植株の成長についてということで、株数の変化を

これまでの経年的な変化という形でグラフ化したものを提示してございます。 

 さらに 11 ページのほうには生育面積の変化ということで、図的には 12 ページのほうにな

りますが、これまでの生育面積の変化と成長率ということでの整理をさせていただいており

ます。 

 その生育状況について見ていただきますと、まず St.Ⅰ、７ページになりますが、先ほど

申しましたように千鳥格子状に植えたものが各年、移植後１年までは、ある程度植えたとこ

ろの広がりというものが見られてきました。 

 ただ、移植から１年半ほど経ったあたりからこの分布域がなくなってきている部分があり

まして、最終的に６ページの写真の右上を見ていただくと分かりますが、１年ほど経ったも
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のに比べますと減耗をしているというような状況になっております。このへんにつきまして、

どうしてかという整理を以前の資料でも出させていただいておりますが、最終的には 15 ペー

ジのほうにあります図で、ちょうど St.Ⅰ、黒丸●印でございますが、各経年的な変化に伴

いましての状況、これは砂面変動でございますけど、この砂面変動との関係というもので整

理をさせていただいています。いわゆる礫成分の強い底質の状況ということで、この砂質成

分が抜けていくと、流されていって礫成分が強くなってきているというような状況の場所で

あるというような整理になっております。このへん、14ページのほうにあります底質の貫入

試験というものを今回行っておりまして、その状況での変化というもので見られます。 

 14 ページの表１．２－１の見方ですけど、各ステーションにおきます３地点、それからそ

の３地点の C.D.L いわゆる水深を表示してございます。それから、今回、底質の貫入試験と

いうものを行っておりますが、その藻があるところ、これが「藻場内」です。それから藻が

ないところということで「藻場外」という２箇所の場所を設定をしてます。そういう中で８

mm の太さの鉄筋棒を用いまして、ダイバーによって貫入、中に突き刺したという状況、その

突き刺したときにその鉄筋棒がどのぐらいまで貫入したか、それを頻度、何回入ったのかと

いうような形で整理したグラフです。 

 これを見ますと St.Ⅰの藻場の中では約 20cm のレベルまで５回前後の回数で貫入したと。

ところが藻場外について St.Ⅰの周縁部の藻場外のところになりますけど、そこのところを

貫入してみますと、10cm ぐらいまでしか入らないということで、その回数が 10 回前後とい

うような形で得られたということです。これと同じように St.Ⅱ、St.Ⅲという形で行ってお

ります。前後いたしましたが、St.Ⅱにつきましては、先ほど写真を見ていただきますと分か

ります。それから８ページの図を見ていただいても分かりますが、生育状況といたしまして

は、極めて良好な状況になっております。２種類の藻を移植したうえで、２年前後ぐらいか

らその２種類が混成したような状況まで広がっておりまして、かなり密に生育しているとい

う箇所でございます。 

 そこのところの底質状況を同じように 14 ページでみてみますと、藻場内につきましては

30cm ぐらいまで入るような極めて鉄筋棒が入りやすいような底質条件になっていたという

ことで、これはもともとある砂質的な成分ということも考えられますし、藻が生育していく

状況の中でその藻があることによって砂が溜まりやすくなってきたということも考えられま

す。そのへんの区別というものが、現段階でも難しいところはあるんですが、一応、貫入の

試験をやってみますとこのように 30cm ぐらいまでくるような、ピークとしては 20cm のとこ

ろで頻度が多くなっていますが、このような状況になっております。 

 藻場外のところを見てみますと、やはり広がりが出てきているようなところになってます
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ので、先ほどの St.Ⅰに比べますとかなり 15cm なり 20cm の部分まで貫入するところがある

ということで、砂地的ないわゆる貫入度としても比較的柔らかいようなところになっている

というような傾向がみられます。 

 それから St.Ⅲにつきましては、同じように生育面積９ページのほうにありますが、これ

も３年７カ月あたりまでは比較的良好に生育してきたという状況です。４年７カ月、今年の

８月時でみたものにつきましては、ぽかっとモニタリングポスト内に空白部が出ております

が、これは台風５号、７号による影響というふうに判断しております。 

 いずれにしろ St.Ⅲにおきましても、比較的良好に生育しているというような場所のよう

でございまして、それについても同じように 14ページ、貫入試験を行いましたところ、藻場

内におきましてはピーク 10cm 前後のところになっておりますが、20cm あたりまで貫入する

場合があるというような条件になっております。 

 それから、藻場外におきましてもやはり先ほどの St.Ⅰと同じように、礫成分といいます

か、固い部分が多くあるというような状況が示されております。 

 このような貫入の状況と、先ほどの 15 ページのほうの右上の砂面変動というものを見てい

った場合に、先ほどの生育状況の分布と照らし合わせて見ていただきますと分かりますよう

に、平成 12 年次まではある程度、良好に生えてきていると。ただ、■St.Ⅱについては現在

も確認できる状況になっておりますが、実は●印、St.Ⅰにつきましては、現在、レベルの確

認を行ってました目印の棒が洗掘いたしまして、その棒が消失してしまったという状況にな

っております。さらに、St.Ⅲのほうでは逆にこれは埋没してしまいまして、砂が溜まりすぎ

て測定ができなくなっているというような状況の場所でございます。 

 資料がちょっと前後いたしますが、そのような生育状況と底質の状況ということで手植え

移植の３箇所でございます。 

 これら生育の状況について 10 ページのほうにも株数の変化ということでの表示をさせて

いただいております。この株数の変化、先ほどの成長の状況との比較で見ていただきますと

分かりますように、ボウバアマモにつきましては、St.Ⅱでかなり繁茂したと。それから St.

Ⅲにおきましても平成 13 年度２月時までは良好な結果を確認できております。ただ、８月時、

これは台風の影響を受けたあとの状況として確認したときの株数の結果という状況です。そ

れから St.Ⅰにつきましては、株数が徐々に減ってきているというような傾向でございます。 

 下段のほうがリュウキュウアマモの株数の変化でございます。これもほぼボウバアマモに

類似したような傾向が見られております。 

 この間、この図表の中に成長率というものを算定した数値をのせてございます。これまで

の株数、平成 10 年７月から 12 年の２月までの期間という形で、指数近似、いわゆる成長の
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過程の中での成長割合というものを指数近似で求めた数字でございます。大体、成長率のい

い St.Ⅱでみていきますと、ボウバアマモで約 0.09/月、１カ月あたりの成長率の数値になっ

ております。それからリュウキュウアマモで 0.11/月という、大体 0.1 前後の成長率という

ような傾向でございます。St.Ⅲにつきましては、大体 0.05 から 0.07 というような数値にな

っているという状況でございます。比較的生育状況のいいところでの数字ということで、ご

参考までに提示しております。 

 12 ページの図でございますが、これは生育面積の変化をグラフ化したものです。それから、

その成長過程の中での成長率を同様に数値的に入れてございます。 

 手植えから得られました結果といたしまして、やはり生育面積、生育を評価していくうえ

で地下茎の発達というものがかなり重要であるということで、その地下茎が発達することに

よって生育面積が広がっていくという事実を確認しております。 

 それを踏まえて、先ほどの貫入試験ということを行ったというような結果でございます。 

 12 ページの図で見ていきますと、St.Ⅰの成長率が 0.04 ぐらいの区間でははじめ徐々に広

がっていって、そのあと生育面積が減っているという、先ほどの分布図との関係になってお

ります。 

 St.Ⅱにおきましては、これも成長がかなりよく、最初の 11 年度あたりまでは成長におま

きして、そのあと比較的安定した状況になっております。この凡例の中で緑がリュウキュウ

アマモ、黄色がボウバアマモ、それから青印が上記の２種類の混成ということで、St.Ⅱ、さ

らには St.Ⅲ見ていただきますと、最終的に混成するような状況まで至ると生育の状況とい

うのはかなりよく安定しているというようなことがいえるかと思います。いわゆるこのよう

な状況、混成できるほど生育できていれば、ある意味では活着の状況というような形でみる

ことができるのではないかというふうに思います。 

 それからこの図からみますと、ちょうど平成 10 年度の１月期から 11 年度４月期で、その

途中モニタリング調査結果はないんですが、その間の成長というものがかなり大きく出てお

ります。ちょうど台風期を過ぎた部分といいますか、台風期を含まないような部分での成長

率が大きいような傾向が見られております。これは移植時におきまして、移植から活着まで

の安定化を図るということが、逆に言えばかなり重要ではないかということを示している図

ではないかとよんでおります。 

 先ほど申しましたように 14 ページが貫入の状況でございまして、先ほど言いましたように

根の成長を助けるためには、底質の柔らかさといいますか、そのようなものを指標として見

ていく必要があるのではないかというようなことを考えております。 

 資料で 13 ページのほうの下から２行目ですが、「地下茎の伸張を妨げる歴」の「歴」とい
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う字が間違っておりますので修正をお願いいたします。（礫に修正） 

 それから 15 ページからは泡瀬以外の他海域での移植事例について整理しております。 

 最初に糸満市の南浜地区での移植状況ということで 16 ページ、17 ページ、ボウバアマモ、

ベニアマモ、リュウキュウスガモというようなものについての経過でございます。 

 それから 18 ページのほうには石垣市のところでの移植状況ということです。糸満のほうに

つきましては、埋め立てとの関係で途中で調査ができないような状況になっておりますが、

移植後の経過としては比較的良好という形での経過が得られております。 

 18 ページ、石垣に至っては、かなり移植した数の３倍もの株数になっているというような

状況でございます。 

 19 ページに手植え、芝植え法に基づく海草移植の適応性の評価ということでまとめてござ

います。結論から申しますと、手植え、芝植え法によります海草の移植につきましては、適

切な条件、いわゆる移植条件ということになってくるかと思いますが、そのような条件が整

えば、この手植え法におきます移植というものが可能であるというふうに判断できるかと思

います。 

 特に、適応性のポイントということで２点ほど整理してございますが、一つは今後、ラグ

フェイズを経たうえでの経過で生育していくことがみられますので、このような判断をさせ

ていただいております。 

 それからもう一つといたしまして、手植えでも底質の状況によって結果が左右されてしま

うということで、底質基盤の性状、並びに安定性というものが重要であるということでござ

います。 

 ②として、今後の課題ということで、整理をさせていただいております。 

 続きまして、20 ページ目からが機械化移植工法による移植の適応性でございます。最初に

移植ブロック分の生育状況ということで、これまでの資料でご提示させていただいています

評価フローというものがあります。これに基づいて今回、７月時の台風５号、７号の通過後

の評価を加えたものが 21 ページの表でございます。これは広域的な試験移植の評価というこ

とで、これまでどおり各ステーションごとのブロック群に対する評価をそれぞれモニタリン

グ結果を踏まえまして、ＡからＤの評価を行ったものです。 

 ６月時までの評価をこれまで出させていただいてますが、７月 23 日、24 日、台風５号、

７号の影響を受けたあとに残っているもの、そういうものはほとんどＤの状況になってしま

っております。かろうじて残ったものを評価していきますと、Ｃというような状況になって

おります。 

 ただし、これもブロック群の中での全体評価ということですので、このＣの中でも個別の
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ブロックで見ていきますと、ＡなりＢなりという状況のものがあるという状況を確認してお

ります。 

 この結果から適地条件を探っていくうえでの整理を 22 ページのほうで行ってまいったわ

けですが、最初に水深別の区分での生育状況ということで、0.1ｍ刻みでの水深区分に対して

それぞれのＡからＢの評価分布。それから下の表１．３－２のほうでは、それぞれの具体的

な数字、ブロックの数を提示してございます。 

 水深につきましては、これまでご説明させていただいています内容と同じです。この図を

見ていただきますと分かりますように、水深－0.5ｍ以深、－４ｍ内の範囲の状況で見ますと

ＡなりＢというブロック群の評価というものが中心的になっている。水深が浅い部分におき

ましては、悪い評価というものの分布が多いというような傾向でございます。 

 ちょっと戻りますが、21 ページの表の中でそれぞれ時間的な変化、モニタリングの時期と

の結果での評価をしているわけですが、これも前回のワーキング資料のほうでご提示させて

いただいておりますが、基本的に移植直後のＤというもの、いわゆるうまく生育してないと

いう評価がでてきたもののブロック群につきましては、これはこれまで報告しました水深の

問題、さらには最初のときの施工的な問題というものがあったというふうに分析しておりま

す。それから途中からＢからＤなり、ＣからＤなりというような評価があるわけですが、途

中からＤになったものにつきましては、これはやはり水深との問題もありますが、その間に

おきます外力、いわゆる底質基盤の崩れなりというものでの影響が主要因ではないかという

ふうに分析をしております。 

 それから 23 ページからは、モニタリングポストにおきますモニタリング調査での適応性で

ございます。 

 これは前回の資料と同じような形でまとめてございまして、24 ページに６月時、台風前ま

での生育面積の推移ということで、25 ページ以降モニタリングポストａからｌの地点、34

ページまでになりますが、移植後の移植面積、生育面積の変化をモニタリングポスト内での

ものでみております。それらの評価をまとめたものが 24 ページの表１．３－４でございます。

この表では成長率（面積）のまとめという形でございます。 

 それから前回のワーキングとちょっと違いますのは、まとまっているものの中の成長率と

いうもの、前回は 25ページのほう以降の各ステーションごとへの成長率というものを数値を

提示してございませんでした。今回、新たにこの解析分を加えたものを提示させていただい

ております。それをまとめた 24 ページの表を見ていただきますと、まずこの結果から分析で

きるものを見てみますと、既存の藻場の面積並びに移植藻場の面積というものの数値が異な

っているんですが、ほぼ同じような数値、例えばモニタリングポストでいきますとｄとか、
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ｉとかいう、既存藻場の広い部分を見てみますと、その既存藻場の成長率というのが大体

0.01 から 0.04 とかいうような成長率、青い印で示していますが、そのような値になってい

ます。 

 移植藻場の部分について同様に見ていきますと、各ｄとかポイントで 0.01 なり 0.03 とい

うような数字になっておりますが、深い海域、実は既存藻場がない部分なんですが、ｊｋｌ

のいわゆる数値的に 30 ㎡なり、29 ㎡なりという数字のところでございますが、このｉｊｌ

のところというものを既存藻場と比較しますと、その成長率がほぼ同等な値になっていると

いうような傾向が見られます。 

 では、なぜ広い所を見たかといいますと、ほかのポイントのところを見てみますと、既存

藻場の面積が小さいとその成長率というのは 0.1 前後の値になっていますが、分母となって

います面積の大小で成長率の変化傾向が異なる。いわゆる面積が大きいと成長率が小さくな

る傾向になっていますし、その面積が小さいと逆に成長率が大きくなるというような傾向が

みられます。これがどちらに依存するのかというのはよく分からない状況でございますので、

平均的にみて、かつ同じような面積状況であれば数学的、統計学的にも分母の影響というの

があまり出てこないという考えで今申しましたような、比較的既存藻場の面積がある部分と

同等の部分との評価という形でみてみたということでございます。 

 これが６月時までの成長の状況でございまして、実はそのあと台風による影響を受けまし

て、このモニタリング内も変わってきています。それが 35ページのほうの表でございます。 

 これも前回のワーキングで上の表１．３－５につきましてはご提示させていただいたもの

ですが、台風５号通過時、並びに台風７号通過時ということでそれぞれ移植藻場と既存藻場

の減耗率ということ。それからその減耗率に対しての残った割合というものを残存率という

ものを提示してございます。 

 この結果を見ますと、ちょうどオレンジ枠、赤っぽい枠でくくった部分のものがあります。

既存藻場の部分で減耗率をみてみますと、５号時で 29、それから台風７号通過時で 40 とい

うような数字になっています。それに対して水深の深いところ、ｊｋｌの部分を見ていただ

きますと、台風５号時通過時で 30 前後、それから台風７号時で 40 前後というような数字に

なっておりまして、比較的水深の深いところであれば既存藻場と同程度の減耗率になってい

くというようなことがいえるのではないかというふうに思います。 

 このような状況から水深をある程度深くとることによりまして、活着度を高めるというこ

とが逆に言えるのではないかというふうに思っております。 

 それから下段のほうの表１．３－６でございますが、これは台風５号、７号通過後の面積、

いわゆる７月時の面積とそれから約１カ月経った８月時の面積を表示したものでございます。
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この間、１カ月ほどしか経っておりませんので、その生育面積の変化というものはあまり大

きな変化は出ていないと。場所によっては増えていますし、場所によっては減っているとい

うような状況がありますので、このへんにつきましては、今後のモニタリングによりまして、

その推移を見守っていきたいというふうに考えております。 

 ということで、36ページに機械化移植工法の適応性についてということでまとめてござい

ます。丸印で①から⑤までありますが、①についてはオペレーターの状況、いわゆる施工性

という問題についてのコメントです。それから②については水深条件の確保ということ。こ

れまでの結果を見ていただきまして、その水深条件というものを十分見極めたうえで適用す

る必要があるということです。 

 それから③につきましては、これは底質基盤の安定性を確保する必要があるということで

ございます。 

 それから④につきましては、今回、台風による影響を受けたということで、実は昨年度の

13 年の９月時にも台風 16 号の影響を受けました。その段階で実は台風対策と、台風による

減耗ということの対策を考える必要があるということで、事務局サイドとしてはいろいろ議

論をしておりまして今年度その対策についてやる方向でいたんですが、それをご提示する前

に実は７月の台風を受けてしまいまして、ちょっと遅れて後手にまわっているというような

状況になっております。そういうことで④につきましては、台風による減耗対策の必要性と

いうものをまとめてございます。 

 それから⑤につきましては、今後のモニタリングということで生育面積と被度というもの

を項目的にみていこうと。それから台風後の回復を確認していくということで、その減耗対

策の適応性について、のちほどご説明いたしますが、その試験的な対策を講じて適応性を確

認していきたいというふうに考えております。 

 続きまして、37 ページですが、移植適地の検討という章にまいります。 

○野呂主査  ちょっとすみません。 

 長くなりますので、ここで１回切って、今までのところでご意見を伺ってそれからまたや

ろうと思うんですけれども、よろしいでしょうか。 

○事務局（溝口）  はい、よろしくお願いいたします。 

○野呂主査  かなり内容的に多くなりますので、一括しますと最初のご説明は頭に残って

ない可能性がありますので、ちょっとここで一段落いたしまして、われわれのほうとしては、

今までの説明のところをちょっと審議したいと思います。 

 では、お諮りいたします。ただいま事務局のほうから説明がありました海草藻場の移植の

可能性に関するところに限りまして、皆さんのご意見をお伺いしたいと思います。委員の方々
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の活発なご意見をお願いいたします。 

 はい、古川委員、お願いいたします。 

○古川委員  まとめの文章のところで確認したいことがあるので、順を追ってお聞きした

いと思います。 

 19 ページのところで芝植え法に基づく適応性の評価ということで、①の白丸の１行目の最

後のほうで、「条件が整えば停滞期を経て、良好に生育することが確認できた」。とあります

けれども、これは何の条件が整えばということでしょうか。 

 この芝植え法に基づくテストに関しては、もうすでに生えているというところでの近くで

適地であるということを確認したところに植えて、その植える手法自体の検討をしたのかな

と思っていたので、この条件がというのは何を指すのかという具体的に書かれたほうがいい

かなと思います。 

 それに関連してなんですが、そのことが次の白丸○で説明されているんだろうとは思うん

ですが、地下茎の伸張する深度の状態を反映しており、適地の選定により良好な生育を確保

できることが確認できた、そういう選定を行っての実験だったのかどうか、確認させていた

だきます。 

○事務局（溝口）  この条件につきましては、当初、手植えのところにつきましては、工

法自体の問題ということの確認で行ってきているかと思います。いわゆるこれは事務局サイ

ドで、これまでの機械化移植工法の中からも見てきたものを加えておりますが、最終的には

一般的に言われております海草移植の中での光の量とか、潮の流れとか、それから海底の底

質の性状とか、そのような条件というものは移植するうえでの条件ということで、一般的に

理解されているものだと思います。そうした中で今回、St.Ⅰがうまく育たなかったというよ

うな結果から、いわゆる底質の性状、礫性の強い部分のところには問題がある、そういうこ

とで底質の貫入度というものを試験的に確認してみたら、14 ページのような状況があったと

いうことで、そのような底質の性状の問題並びに固さの問題ということも一つの適地といい

ますか、移植するうえでの条件整備の項目になるのではないかという理解で、このような条

件が整えばというような文言にさせていただきました。 

○古川委員  そうだとすると、「条件が整えば」というのはではなくて、「条件が整ったと

ころにおいて良好に生育することが確認された」ということではないのかなと思います。 

 これは評価を明文化する部分ですので、どういう条件であったのかというのは、やはりし

っかり書くべきだと思うので、ちょっと上の文章と下の文章と、説明されたことで、内容は

理解しましたけれども、文章がつながっていないのではないのかなと思ったので、質問しま

した。 
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 すみません、では続けて…。 

 20 ページの機械化移植工法についての生育状況の判定なんですけれども、この図をずっと

見せていただいて、この図をもとに機械化移植が成功しそうなのかどうなのか、また、どう

いう条件で成功しそうなのかという評価をしてきたかと思うんですが、どうも議論がかみ合

わないところがいくつかあるかと思いますので、確認をしたいと思います。 

 というのはＡからＤの４ランクで評価したというのは、私の理解としては移植ブロック群

の評価のためのＡからＤの評価であって、ブロックの評価のＡからＤというものとは違うも

のだと思うんですね。というのはブロック群というのがあるステーションで代表されるよう

な１番なら、１番の中にブロックがいくつもある。海草の藻場の評価をするときに、海草１

本、１本の元気度をみるのか、それともそれが一つのまとまっている場所の塊、パッチとい

う言葉をよく使います。パッチとしての元気度をみるのか、それともパッチがいくつもある

場としてどうなのかという評価の段階があるかと思います。この移植ブロック群の生育状況

というのは、少し大きなスケールで、例えば数十メートル四方の中のいろんなパッチもある、

えぐれているところもある、もしかしたらサンゴ礁もあるといったような場所の中で、そう

いう中で藻場として成立しているのかどうかというのを総合的に評価する手法としてＡから

Ｄという言葉を使われているんだと理解して、そのようにデータを見ていきます。 

 先ほどちょっとこの文章の最後のほうで、個々のブロックについてのＡからＤという言い

方をされたので、これは明確に分けておかないといけない話だろうと思うんです。 

 たとえ場所としてＡという評価を受けたとしても、中にはＤのところもある。完全に消失

してしまうものもある。だけどもう１個別のＡのものがよく元気に育って最終的には全体を

覆うような藻場になることもある、というようなことがあるので、ちょっとここらへんの何

を評価しているのか、評価する方法については非常に詳しく書いてあるんですが、そこらへ

んの混乱を避けて書かれたほうがよろしいのではないかというふうに考えます。 

○事務局（溝口）  今の件についてですけど、ご指摘のとおりこれまでこの 21 ページにあ

ります表というものは、移植の群としての評価を行ってきたものです。個々のブロックを必

ずしもすべてみているわけではありませんで、全体的な大きな群としての評価ということで

のものです。先ほどＣの中での話ということで、今、ご指摘いただいたかと思いますので、

これはあくまでＣの中で個々のブロックをみたときに、必ずしも全部が悪いものばかりでは

ないというあまりにもＤの評価が多くなっておりましたので、個々のそれは個体的なものと

しての状況ということでのご説明でございます。ご指摘のとおり、全体的な群としての評価

をしているということに間違いございません。 

○古川委員  そうしますと、ちょっと先の話でまだ説明が終わってないところなんですが、
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これからのモニタリングのポストをつくられたというところについては、個々のブロックに

ついても追跡して定量的に計測されるということですから、そのときに個々のブロックの評

価と、その場所を代表するような全体の評価というのが混乱されないようにということを念

を押しておきたいと思います。 

○事務局（溝口）  はい、分かりました。 

 

○野呂主査  よろしいでしょうか。 

 19 ページの手植えの部分というか、芝植え法という言葉を使ってますけれども、手植え、

芝植え、どちらでもいいと思うんですが、これの評価をめぐってやはりきちんとわれわれで

意思を統一しておいたほうがいいのではないかというふうに考えます。 

 特に、委員の中では、きょう実際に潜ってここを検証された方もいるわけでありまして、

ここに書いてあるような、つまり、私はこの文章を読んでこういうふうに考えるわけです。

３年前か、４年前から、行っている手植え法による移植というのは、基本的にはきちんと残

っている。残っているだけではなくて株数がきちんと増えているというふうに考えられる。 

 ただ、きょう見た中では１箇所ちょっと生育がよろしくないというところもあったことは

あったわけですけれども、そこはそのまわりに見られた自然の藻場を見ても、決して生育状

況がいいわけではありませんでしたので、それは技術的な問題、手植えの方法が悪いという

よりも、その生育する環境が悪かったというふうに見たほうが本当ではないかというふうに

考えますと、やはり先に戻りますけれども、手植え法でやるというのは、移植の技術として

は比較的長時間にわたって残るし、株が残るし、さらに成長していくいい方法ではないかと

いうふうな感触を得たんですけれども、皆さんいかがでしょうか。委員の方々、手植え法、

その１点に関して。 

 金本先生、お願いいたします。 

○金本委員  私はちょっと、きょう視察させていただいた限りでは、枠とか張っていただ

いてすごく見やすくしていただいて、かなり評価できると思うんですが、一つ問題点は C.D.L

がどれも同じような場所なんですよね。0.3 から 0.1 ぐらいのところ。水深がほとんど一緒

なので、今回かかわってくるのは底質とか場所の問題だと思うんですが、それで今後、手植

えによる水深別とかそういう場所の選定をこれからやっていくわけで、けれどもそういうと

ころで手植えによる実験をやっていく予定があるのか、ないのかということをお聞きしたい

んですけど。 

○事務局（野澤）  手植えについて水深に区分して分けていくという実験は、今のところ

考えておりません。水深につきましては、機械化移植実験のときにかなり広範囲に植えまし
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て、例えば、21 ページの表を見ていただく限り＋0.3ｍというところから、－1.19ｍのとこ

ろまでかなり広範囲に植えたと。その結果の一定程度の水深というのは、初期減耗の段階で

必要だということで、むしろ一定程度水深のあったところのほうが、適地としては向くのか

なと今のところは考えてございます。ただ、もう少しフォローアップをしたほうがいいとい

うことであればまたちょっと考えたいと思いますけど。基本的には水深につきましては、機

械化移植のところで広範囲に植えた結果、概ね、いい水深帯というのが分かっているのかな

というような理解でおります。 

○野呂主査  よろしいでしょうか、今の説明に対しまして。 

○金本委員  今、３箇所やっているわけですけど、その３箇所の中で１箇所はあまりよく

ない、もう１箇所も台風の影響がちょっと出ているので、この面積でいって本当に手植えが

いけるのかどうかという確信がどうなんでしょうか。 

○野呂主査  今の先生のご質問の趣旨は、こういうことでしょうか。 

 手植えの実験したところが非常に少ないもので、これから全体を類推するのには、狭すぎ

るんじゃないかということですね。 

○事務局（溝口）  海草の移植条件については、２のほうの説明で含まれているんですけ

ど、これまでの機械化移植工法におきます適地条件というもので、クリアできるんじゃない

かという判断があります。そうした中で手植えのスポット的に千鳥格子で植えたというもの

の評価でございますが、これは St.Ⅱなり St.Ⅲなりという、いわゆる生育状況がいい場所を

見ていきますと、かなり生育、まわりの周辺藻場との区別がつかないほど生育できたという

成果が残っていますので、これまでのこの方法としては機械化移植で出てきた移植適地条件

というものを考慮しつつ行えば、可能であるというふうに考えております。 

○野呂主査  手植えをやっていたころは移植の初期の段階でして、それで、そのときには

かなり技術的なことが分かってなかった、本当に施行錯誤の初期の段階だったと思うんです

けれども、そのあとで機械化移植するようになってからいろいろ細かいことが分かってきま

した、例えば、深さの面がどういうところがいいか、根についている泥をいかによく移すか

によって、非常にあとの活着度が違うということとかが分かってきたわけですけれども、そ

ういう細かな技術的なことが分からない段階でもあれだけのことが、手植えのことですけれ

ども、できたということを考えると、仮に手植えの実験をすることになったとしても、そう

いう細かな技術的な配慮がされればさらに多分いい結果が出るんじゃないかというふうに私

は考えるんですね。手植えに関して。 

 今、問題となっているのは手植えの実験データをこれ以上とるかどうかと。手植えのこと

と機械化移植のことを併せて、手植えの成果を予測しようかという考え方と、もう一つは金
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本先生がおっしゃっていたようなもっとケースを増やしていろんな場を増やして、水深とか

そういうことを増やして手植えをもうちょっときちんと、実験をしようじゃないかというふ

うな意見が二つあるんですけれども、委員の方々の、ご意見を伺いたいと思います。 

○浦辺所長  厳密に手植えで藻場を移植しようということを考えてみると、大体、手植え

ができるのが１人、大体１日当たり今回の実施で８㎡ぐらい、ということは２×２の４㎡と

いうのは大体、一人で半日分ぐらいの作業になります。実際に移植を手植えでするというこ

とになりますと、大体、今のあそこでやっていただいた２ｍ×２ｍのロットが、実際の作業

のロットにもなるということであります。ですからこれが実験なのかどうかということはと

もかく、実際にやろうとすれば現地の状況を見ながらそのくらいのロットで、全部まわりの

藻場ですとか、地形などを見ながら、水深なども見ながら細かくその場で判断してやるとい

うようなことに多分なると思いますので、これが実験かどうかはともかく実際にやるときに

は、まさに金本先生のご指摘のような形でものが進むようなことになるんじゃないかと、こ

ういうふうに考えている次第でございます。 

○野呂主査  どう考えましょうか。この手植えのことを。手植えだけに限らず次の機械化

移植のこともやはり関係すると思いますので、機械化移植のこともちょっと話して、総合的

にもう１回この手植え、機械化移植をどうしようかというふうに考えたいというふうに思い

ますけど、手植えに限らず機械化移植のほうでもご質問、ご意見がありましたらお願いしま

す。 

 先ほどのＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄの４段階に分けるというやつですけれども、実は、古川委員のご

指摘になったように、同じことを私も実は気になっておりまして、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄというの

は個々のブロックではなくて、全体の群というでしょうか、その評価方法だという 

考えていたんですけど、そうすると例えば 22 ページにあります、これが個々のブロックです

よね。色分けしたＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄの数というのは、これも群ですか。それともこれは個々の

ブロックですよね。 

○事務局（溝口）  上の図の１．３－２は群としての評価です。それから下のほうの表１．

３－２、いわゆる数字で出てる部分、これはブロックの数です。これは実際のＡ、Ｂ、Ｃ、

Ｄのブロックの数がどういうふうな数になるのかと、これは群をそのまま先ほどの 21 ページ

のほうにあります、移植した数が出ておりますので、その数字を整理しただけのものです。

ですから基本的には群という形での表示というふうにご理解いただければと思います。 

○野呂主査  そうすると機械化移植のまとめといたしましては、台風がくるかこないかは

別として、ともかくこれは前回にも言われたことですけれども、浅いところは機械化移植に

は馴染まない、これで浅いところに機械化移植で成功することはないだろうと。深いところ
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では少なくとも６月の台風がくる前までは、かなりいい結果が出た。例えば、調査点でいく

とｊ、ｋ、ｌ、そういうところは非常によかったんじゃないかというふうに私たちは考えた

わけで、そのあとに今度は台風がきてその台風の影響をどういうふうに考えるかということ

なんですけれども、これはこういうふうに考えてもいいでしょうか。 

 例えば、６月までの藻場の減耗率が出た表というのはないでしょうか。例えば 35ページの

表１．３－５というのがあるわけですけれども、これは 100％と考えるのが６月までという

か、台風がくる前までの 100％として、それから何％になったかという数字ですよね。それ

で言うと６月からいいところでもって、２割とか３割とか減っていると。例えば、ｊ、ｋ、

ｌでいいますと、台風７号でいきますと、４割減ったということですね。この４割減ったと

いうことであれば、最初に移植したものがどのぐらいになりましょうか。最初に移植したの

が６月までにやっぱり２割か、３割減って、残ったのがまた４割減ったというふうに考えら

れるわけですか。もしもそうだとすると、結局、台風でもって当初の移植したものの半分ぐ

らいはなくなった。台風だけじゃないんですけど、なくなったというふうに考えてもいいで

すよね。 

 そうすると今回、こうやって移植実験をやったのは、いいところでもって大体半分残った

というふうに考えてもいいでしょうかね。委員の方々に、これは事務局だけじゃなくて委員

の方々に解釈の仕方でもってお尋ねしているわけですけれども。この図から見ると私として

はやはり、今回の成功率というのは 50％ぐらいかなという気がするんですけれども、皆さん

いかがでしょうか。 

 古川委員、お願いします。 

○古川委員  質問についての質問なんですが。 

 50％ぐらいということですが、機械化移植に関してはいろいろな条件で実験をされていま

す。例えば水深が浅いところ、深いところ。そのうちの条件のいいものだけを取り出したと

きの成功率というのが 50％ぐらい、そういうことですか。 

○野呂主査  いいものだけというよりも、例えば、深いところですね。35 ページの図でい

うと、調査点のｊとかｋとかｌに相当するようなところ。こういうところを見ると、50％生

き残ったのかなというふうに図から読みとれるのでしょうか、というのが私の意見です。 

 私はその 50％をどういうふうに解釈するか、それはよかったと解釈するのか、いや半分し

か残らないというふうに解釈するか、これは今後の移植の結果を考えるうえで非常に重要だ

と思うんですけれども、特に今度の台風のことでいうと、まわりの天然の藻場のほうも結構、

破壊されておりまして、確かに 50％ほど破壊されてなかったかもしれないけど、私のきょう

見た感触だと、例えば３割、４割ぐらいは破壊されているんじゃないか。天然の藻場が３割、
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４割破壊されているんだったら、移植の藻場が５割破壊されてもそれは極端に悪いというこ

とではないんじゃないかと。あり得るべき数で、仮にこれは破壊、天然の藻場というのはあ

る意味ではアメーバーのように移動するものであって、破壊されてまたそこが回復して次の

年には広がっていくということを次々に繰り返しているわけですから、それを考えると、た

だこの数字だけで 50％というのを失敗と見るべきなのか、もしくは天然の減少を反映するも

のであるから、これをよしとするというふうに考えるかというのは、これは委員ともきちん

と話しておいたほうがよろしいんじゃないかというふうに考えるわけです。 

 はい、久米さん、お願いします。 

○久米参事  私もきょう潜ったんですけれども、その時思いましたことは、特に機械でや

ったところでやられているところは、端部であったり、ある程度、窪みがあるところなんで

す。どうしてもブロック、ブロックで置いているから、その間にどうしても隙間ができてそ

の隙間に波を受けるとその部分からえぐられてしまうのではないかと思います。自然の藻場

の部分であっても、端部の部分についてはかなり波を受けてえぐられているところもありま

した。凹凸がある、窪みがある、溝があるところが減耗していく原因となり、結果的に５０％

ぐらいの消耗率となっているのではないかと思います。 

 きょう手植えによる移植先を見ましたときに特に St.Ⅱ、St.Ⅲでは、大体まわりの地盤と

藻場と馴染んでいる。移植した藻の部分が、まわりと比べて凹凸があまりないので、結果的

に周辺の藻と同じような動きをしていると思います。一部 St.Ⅲのところ、少しえぐれてい

るところがあったんですけど、それは周辺の藻場も同じようにえぐれているわけです。だか

ら手植えの場合には馴染めるような効果があると。逆に言うと、機械化施工の場合もそうい

うような手植えのような周辺の藻場や地盤と馴染めるよう溝とか、凹凸が出ないような工夫

をすることによって、もっと減耗率を小さくできるのではないかなという印象をもちました。

先ほど手植えの場合の技術的適応性はどうかというお話がありましたけれども、手植えの場

合には、周辺と馴染むような平坦な藻場の環境ができるという効果があると考えます。機械

化移植においても手植えと同じような効果が出るよう工夫を今後していくことが、減耗率を

できるだけ小さくするために必要ではないかなというふうに思いました。以上です。 

○野呂主査  ありがとうございました。 

 今の機械化移植の実施の技術的なことは、実は手元にあります資料だと、後半のほうでも

またこれになると思いますので、そこでまた触れて事務局のほうから説明していただきたい

と思っております。確かにそういうことだと思いますね。 

 今、事務局からありました１番の可能性に関するところに限りまして、今、議論をしてい

るわけですけれども、特に手植え法、機械化移植の可能性に関してぜひ言っておきたいとい
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うことがありましたら、ご意見をいただきたいと思います。はい、金本先生、お願いします。 

○金本委員  ちょっといろんな方向が私から感じて変に思っているんですが。 

 そもそも移植という言葉は、私なんかは移植しなくても．．．漁民の方がこの場合、６月 17

日に言われたように、生えるところには生えるし、生えないところには生えないと思ってい

るんですが、今回の一番の問題点は、移植先のほうでの評価で、もし移植先の自然の藻場も

やられているのであれば、そこにはもう移植はできないということですので、前から言って

いるように、採集元ですね、そちらのほうがやられていて、一緒にやられているんだったら

ばこれはしょうがないんですが、採集元のほうが全然分からない状態で、移植先のほうの天

然藻場も、移植の藻場も同等に扱うというか、そのへんがちょっと大きな問題点ではないか

なと思います。 

○野呂主査  金本先生、すみません。 

 移植先の藻場と移植をしたほうの藻場を同等に扱うというのは、もうちょっと説明してい

ただけませんか。 

○金本委員  移植先というか、採集先ですね。もともと採集したところに広大な藻場があ

りまして、それを埋め立てることに対する代価としての埋め立てですから、それに匹敵する

ようなモニタリングをしておかないと、移植先の藻場がもともとあること自体がおかしいの

で、ないところに移植するのが移植だと思うんですが、もともとあるのであれば、もともと

ある藻場を増やすようなことをやってやるのも一理じゃないかと思うんですが、それをあえ

て移植するのであればやっぱり移植した海草は、もともとあったものより増えるという、そ

ういう証明がいるんじゃないかなと思うんです。 

 それともう一つ、きょう私、視察させてもらったんですが、やっぱり年に数回のちょっと

の視察じゃ分かりませんので、事務局の方々が依頼している、もしくは普段よく潜ってずっ

と継続的に観察している方のご意見をちょっと聞きたいんです。 

○野呂主査  今は二つの問題点が指摘されたと思いますけれども、移植がいいのかどうか

ということは、これはもしかしたら総合事務局のほうのどなたかに答えていただいたほうが

いいのかなと。 

 もう一つは、実際に潜っておられる方のアセスメントをやっておられる担当者に、移植に

関してでしょうか、それとも移植の技術に関してでしょうか。 

○金本委員  先ほど先生が 50％とか言われていたんですけど、実際の数値はどういうもの

なのかを聞きたいわけですよね。 

○野呂主査  それは事務局のほうにお聞きしたほうがいいのかな。先に二つ目の一つの問

題を、野澤さんに答えていただいてよろしいでしょうか。 
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○事務局（野澤）  もともと海草の移植ということがスタートしましたのは、当然のこと

ながら埋め立てという計画があっての話です。埋め立てられてしまえば陸地になってしまい

ますので、その場所には当然、海草が生えるということはできないわけです。 

 もう一つは、埋立地というのが、この場所ということで、場所を限定してございます。そ

れがたまたまというか藻場にかかっている。かかった場所の藻場をできるだけセーブ（救済）

しようという考え方から濃いめの藻を取り出して、埋立地じゃないところに移植することに

よってセーブ（救済）を図ろうというのがもともとの移植の考え方であります。 

 仮に、移植をしないで埋め立てをしてしまえば、単純に埋め立てた部分の藻場まで減少す

るということになります。それも一度に埋め立てを行えば、ヘクタールとして 25ha、これは

環境アセスの図書に書いた数値ですけれども、一気になくなってしまうという、環境に対し

て非常に大きな負荷がかかるのではないかということで、順次、移植を行うことによってで

きるだけ藻をセーブ（救済）しようという考え方から始まっております。 

 したがいまして、移植される先の海草が 100％根付くのかどうかという点につきましては、

必ずしも 100％という保証は多分ないままスタートをしておりますが、とりもなおさず移植

しなければ海草は救えないという状況から始まっております。 

 そもそも移植先の海草につきましても、評価として二つほど観点があるかと思うんですけ

れども、多分、海草自体は程度の差はあれ台風による減耗というものは避けられない、この

海域はすべてそういう状況にあるのかなというふうに思っております。 

 ただ、今まで見てきた段階ですと、移植された海草、それから自然の海草、どちらが台風

に対して抵抗力があるか、これについては当たり前の話かもしれませんけど、天然に生えた

海草のほうが抵抗力が強いというのは分かっている話であります。 

 ただ、芝植え法の経過を見ますと、当初、株数にして 2,000 ぐらいからスタートして、停

滞期を過ぎて、１年ぐらい過ぎて、ここで台風を受けて、また減耗して、また減耗も回復し

てというような経過をたどっているというふうに考えています。 

 機械化移植工法につきましても、今回、われわれがちょっと思っているのは、まず適地の

話から言いますと、最初にやりました浅いところはあまり適地じゃなかった。後半にやりま

した深いところは適地だというふうに考えているんですが、２月に海草移植して６カ月、こ

の段階で十分な抵抗力がついたのかなというところは、もうちょっとモニタリングしてみな

いと分からないんですけれども、少なくとも結構台風のような劇的な変化に対しては、全部

なくなったというわけではなくて一部分残った海草がある。それが概ね２回の台風でモニタ

リングポストのベースでいうと６割ぐらい残ったと。あとはこの海草がその後の回復をどの

ぐらいするのかなというふうなところがポイントになるのかなと思っていまして、ただ、も
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ともとの前提条件から言いますと、取った海草の 100％生育できるというのは結構難しい話

で、全部埋め立てられて消失してしまうよりは、外に出して消失を回避する。回避する海草

の活着の歩留まりは、いろんな試験であるとか、実際の海草移植というふうな行為の中であ

げていこうというのが、われわれの考え方であります。 

 ちょっと話が長くなってしまったんですけれども、もともと仮に海草移植をしなければ全

部なくなってしまうのをセーブしたい。セーブするにあたっては、多分、生物ですから 100％

移植しても 100％根付くということまでは、多分期待できないだろうというようなことで移

植はしています。 

 あとは、その後の増え方というところをできるだけ技術を高めることによってあげていき

たいというのが事業者の考え方であります。 

 採集先のほうが台風に対してどうなのかというご意見もありましたが、採集先については

実はまだ見ていないところもありますが、前回の台風 16 号のときは、採集先であった海草も

一定程度、台風の被害はあったかなと思います。ただ、なかなか海草のもとあった場所がど

こなのかというのが特定できないものですから、被害の程度が計測できなかったということ

がございます。これを計測していくためには、多分、観測点みたいなものを設けて定量的に

同じように面積を図っていく必要があると思うんですが、採集先の藻場と移植先の藻場とが

同じように台風の被害というのは受けている。ただ、ちょっとその程度のところは数値的に

は計測できてないというふうなことだと思います。 

 よろしいでしょうか。ちょっと答えになっているようでならないようで恐縮なんですが。 

○野呂主査  ありがとうございました。 

 今、金本先生からご指摘がありました移植ということは、本当に海草を救うことになるの

であろうかという非常に根本的なというか、非常に大事な質問が出たわけで、問題提起があ

ったわけですけれども、こういうふうな意見が実は委員の間にもあるんだということは、私

のほうとしてはこのワーキンググループというのは、結局、環境監視検討委員会の下部のワ

ーキンググループですので、親のほうの眞榮城委員長の委員会のほうには、こういうのがあ

りましたということは報告しようとは思っております。 

 ただ、この委員会というのは、あくまでも移植のワーキングということでありますので、

この問題をつきつめて話しますと、きょうほかのことが話せなくなってしまいますので、こ

の程度にとどめたいと思います。 

 それから、金本先生からもう一つご指摘がありました、私がかなり荒っぽい掛け算をいた

しまして、最大いいところで 50％くらいが残ったでしょうかという感じの解釈のことを言っ

たんですけれども、実際に毎日潜っておられる調査の担当者はそれをどういうふうに考えて
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いるか、どのぐらい残っているかというふうなことをお聞きしたいと思うんです。もちろん

浅いところに移植した場合は、これはなくなったといえばわれわれも理解していますけれど

も、例えば比較的深めのいいところに移植した面積の何パーセントくらいが残ったというふ

うにお考えかと、インプレッションでも結構です。もちろん数字がそうなっていればそれを

示していただければいいんですけれども、そういうことを事務局から説明していただけない

でしょうか。 

○事務局（細谷）  それでは、私のほうから説明します。 

 先ほど、野呂先生のおっしゃられた資料の 34 ページ、35 ページのほうで台風通過後の減

耗率というのを示されていますけど、ひっくり返せば残存率というのが 34 ページのほうに棒

グラフに示されている、各ステーションでの棒の高さになるわけです。ただ、これは植えて

から今までの期間に面積が広がっている分もあるんですが、当初に移植した量、すなわち調

査開始の第１回目の面積から比率を見ますと、ちょっとこちらの資料には細かな数字を載せ

てないんですけれども、もとの計算のデータを見ますと、大体台風７号通過時点で調査の第

１回目からの残存率は大体 60％から 70％になっています。ただ、これは面積ですから、残っ

た面積というのは途中で成長して、その分も少し減ったうえでの結果なんですね。したがっ

て途中で成長した分を加味しますと、やはり 50％ぐらいが残ったんじゃないかと。これは計

算途中で盛り上がってからまたへこむものですから、計算の仕方というのは難しいなと思い

ます。途中で成長した量も加味して、減った分をみれば、ちょうど 50％ぐらいが残っている

と考えていいと思います。 

 それからもう一つ補足しますと、21ページの生育状況の表で、台風通過後にかなりの地点

でＤランクという評価になっております。一部の地点でＣランクという評価になっておりま

す。これは結局のところ、移植したブロック群の残存状況にかなり左右されているわけでし

て、少なくとも移植したときのブロック群の生きていた海草に対して、台風までの間に枯れ

たり、それから台風のときに一気に飛ばされてしまったもの、そういうのすべてが死んでし

まったという判断のもとに、残った植生の量を当初移植した量に対しての比率をおおよそな

んですけど、見た限り 10％とかごくわずかしか残ってないもの、そういったものがＤランク

になっています。 

 それからＣランクというものは、当初移植したものに対してはるかに少なくなって半分以

下のもの。50％以下のもの。ただ、Ｄランクのものよりはある程度残っているものがあると。

そういうものがＣランクという評価になっております。したがってＣランクのものの中でも、

30％程度から 50％ぐらいまで幅はあるんですけど、比較的量的には残っていると、そういう

ものがＣランクになっております。これは面積のグラフで見て減耗率をみると、おおよそ
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50％のぐらいのところが今回の移植、機械化移植されたものの生残量として大きいところと

いう数字の見方をしていただければといいと思います。 

○野呂主査  ありがとうございました。 

 はい、事務局。 

○事務局（笠原）  手植えと機械化移植について、手植えにつきましては、今まで糸満、

石垣、泡瀬で私どもやらさせていただきまして、ちょっとこれは手植えにつきましては、目

的は海草を芝植え手法で行って、根がつくかどうかという目的でやっておりますけれども、

やり方としては泥付きの 20cm 角のものを千鳥状に人間が少し穴を掘って、それで埋めて非常

に丁寧なやり方であります。ですから活着率もよくなりますし、この泡瀬でいう１番、２番、

３番を見ていただいたところ、これを機械化移植でやった場合は、機械化移植は非常に機械

で地盤に置くだけですから、その違いがかなり出ております。それは非常に丁寧にやったと

いうことでございます。 

 機械化移植についてどうだったかという、今、事務局が説明したんですが、野呂先生がお

っしゃられた 50％という感覚は、私どもほとんど同じでございます。 

 先ほど、久米さんが説明したとおり、私どもも全く同じ考え方で、手植えじゃとてもじゃ

ないですけど、面積的にかせげないと、手法としては非常にいいんですが、それは人間がや

ることですから、非常に面積が稼げない。 

 今後、どうするかというのは先ほど事務局、皆さんの言っているとおり、施工方法をどう

するか、それをもう少し丁寧にやらないといけないんじゃないかと。例えば、置き方にして

もランダムに、そのへんが私どもも分からなかったんですが、非常にブロックをきちっと置

く、被度の高い、よいブロックを持ってきて隙間なく置くという、こういう手法でやらなけ

ればいけないということを事業者の方々にも説明しておりますし、今後どうするかというこ

とにつきましては、またあとのほうに、その手法については具体的な手法を少し説明させて

いただき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。 

 ただいまの事務局のご指摘は、今、いったように、あとでまた審議する機会があると思い

ますので、そのときに改めてお願いしたいと思います。 

 可能性に関してちょっと時間をとりすぎまして、かなり突っ込んだ議論にもなったわけで

すけれども、実は、会議を始めましてからもうすでに２時間近くになろうとしております。

10 分ほど休憩して３時半から後半の適地の検討と、それから施工法の検討を１時間かけてや

りたいと思うんですけれども、10 分間休憩にしてもよろしいでしょうか。じゃ 10 分間休憩

にさせてください。３時半から始まりますけれども、あの時計は合っているでしょうか。あ
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の時計で３時半からお願いします。 

                                          （午後３時 20 分 休憩） 

                                          （午後３時 31 分 再開） 

○野呂主査  引き続きまして、後半の会議を開きたいと思います。 

 後半のほうは、適地の検討と移植工法の件なんですけれども、これは非常に関連する問題

ですので、分けませんで、一度にまとめて説明を事務局のほうからしていただきまして、そ

のあとで審議、討論はまとめていたしたいと思いますので、よろしくご協力ください。 

 それでは、事務局のほうから説明をよろしくお願いいたします。 

○事務局（溝口）  それでは続きまして、37ページからまいります。移植適地の検討でご

ざいます。 

 移植適地につきましては、これまでの海草の生育状況の分析結果から同様の資料をご提示

させていただいてきております。 

 基本的に 37 ページ表２．１－１にありますような重要な要因ということで、これまで水質、

いわゆる濁り、有機物に関係する。海草に対しては光、栄養塩というものも重要性がありま

すので、そのような要因。それから水深、これは干出する時間、それから水温なり光量とい

うような要因との関連性。それから底質、これは底質の性状もあります。それから底質基盤

の安定、先ほどの貫入試験等で出させていただきました、砂の多さといいますか、砂の柔ら

かさというものが根が伸びるための必要要因ではないかという考え。それから、外力、これ

は底質の安定基盤との関連性ということで、いわゆる海底基盤であります海底面が浸食され

たり、堆積したりということで海草がなくなったり埋まってしまったりというような要因と

の関連性があります。 

 それから最後の自然藻場の分布というようなことがあります。これは基本的には海草が生

えやすいような場所、その環境条件として適しているんではないかということで、海草藻類

が疎成しているような場所、さらには濃生域に近いところというような条件というものが一

つあるのかもしれないということでございます。 

 それぞれ要因別にみたものが 38 ページ以降です。 

 まず、水質、いわゆる濁り、有機物、栄養塩との関係でございますが、これまでの海草の

分布状況なり、生育状況、これは既存藻場の状況でございますが、見ていきますと SS なり、

COD というものを経年変化で出しておりますが、その変化についてみますと問題ないという

ことがいえるかと思います。 

 また、COD についても要因的な問題というものはこの泡瀬地区についてはみられないとい

うことがいえるかと思います。 



 29 

 それから２番目の水深でございます。これは 39 ページにあります、先ほど各水深別にみま

した移植ブロックを評価したものを下のほうに提示してございますが、私ども事務局サイド

といたしましては、海草移植に際しての水深条件といたしまして C.D.L－0.3 から－4.0ｍ以

内と。機械化移植につきましては、ブロックの高さを考慮しまして、C.D.L－0.5ｍから－４

ｍというような条件を考えてきております。 

 40 ページ、水深からみた適地評価ということで、図２．２－４にあります白抜きの海域部

分が水深条件として適正な海域ということがいえるかと思います。 

 続きまして、41 ページが底質の条件です。 

 底質につきましては、これまでの資料等で既存藻場の生えているような環境条件というこ

とを、さらには今回、指標として加えさせていただきました貫入試験におきます海草の根が

伸びる、生えるための条件ということでの貫入度というものを提示してございます。底質に

つきましては、もともと底質性状といたしまして、砂質系の成分で、ある程度シルト分を含

んだようなところが望ましい、いわゆる礫成分の少ないところというようなところで選んで

きています。 

 例えば、粒径値としては 0.5 から１ミリ内の中央粒径値があるような場所、それから砂質

系の場所というようなところです。それにさらに枠でくくりましたような、先ほどの貫入度

の状況から出た数値、今のところちょっと少ないんでございますが、先ほどの分布状況から

10cm 以上は貫入できるような底質性状があるところということで選んでいきたいというふ

うに考えております。 

 42 ページが外力との条件ということで、これまでの台風時等で計算で出してきております

底面のせん断力というものと、既存藻場の生育域の条件というものから整理したものが 42

ページの図の２．１－６でございます。各水深別並びに底面のせん断力の大きさに応じてど

ういうところに既存藻場が生えいるのかというものを示したものでございまして、これを見

ていただきますと、せん断力の値からすれば、かなり広いエリアで藻は分布はしているんで

すが、当然、高波浪を受けたあとには、このような状況の中で消滅してしまっているような

部分があります。 

 特に、藻場の生育分布状況を見ますと、やはりせん断力として 20dyn/ というようなとこ

ろが中心になっておりまして、広いエリアで見ていきますと、40dyn/  ぐらいのところで、

ある程度線引きができるのかなというような感触をもっております。 

 43 ページのほうに、高波浪時の藻場の消耗と底面せん断力についての表示をしてございま

すが、昨年度の台風 16号によります影響を受けた結果として、このような底面せん断力との

関係、44 ページのほうにありますような表を提示させていただいてきております。これまで
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のせん断力との関係から 20dyn/  前後を中心にみるべきという考えをもっておりますが、せ

ん断力がある程度高くても藻場として形成しているという状況を踏まえまして、当面の適地

選定の条件といたしましては 40dyn/  というような形で作業していきたいというふうに考

えております。この条件を適応した場合 45 ページにあります図の２．２－８の白いエリアか

ら黄色ラインのエリアというところで候補地を選定したいというふうに考えております。 

 それから 46 ページが自然藻場の分布状況ということで、海草藻類が疎生域であるというと

ころ、それから濃生域で隣接、いわゆる環境条件として比較的整っているようなところの近

くというものが適しているのではないかと。 

 このような条件下を踏まえまして、最後 47 ページに整理したものが表２．３－１でござい

ます。 

 当面、この移植適地条件に照らし合わせたところを移植地というふうに決めていきたいと

いうことです。 

 実際、今後の移植海域としての候補地が 48 ページにあります西防波堤背後地を第１の移植

候補地というふうに選定しております。 

 それから実際、貫入度の指標を今回取り入れております。その貫入試験というもの、今、

候補地のところで現在やっていくという形になっておりまして、結果はまだ出ておりません。

それを踏まえまして、移植候補地内で場所を検討していく予定にしておりますが、最悪、貫

入度については結果によりましては、もともと移植する予定の面積を確保できない場合が想

定されます。ということで、赤の破線で書いてあります移植地としての可能性があるところ、

これは詳細な調査が現段階ではやっておりませんので、あくまで可能性があるというような

表現にとどめさせていただいておりますが、今後、実線で書かれてます移植候補地の詳細な

データに基づいて移植面積、移植可能なエリアというものを設定いたしまして、実施したい

と考えています。その面積で足りない状況の場合、この破線で示してある部分の詳細調査を

実施して、その部分に移植地として求めていきたいというふうに考えております。 

 それから、49 ページから算定しまして、機械化移植工法の実施に向けてという章でござい

ます。 

 これらが前回、先ほどの資料１のほうでありました前回ワーキングでの指摘内容に対応し

た形で見直したもの、さらには減耗対策というもので新たに追加したものの資料になってお

ります。 

 モニタリングにつきましては、ご指摘いただいたものからしていきますと、今後、一つは

台風による減耗からの回復状況をみましょうということ。それから、再生産を考慮した中で

の生育状況、これはラグフェイズの終えたあとの１年間というようなご指摘をいただいたわ
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けですが、このような形でのモニタリングということで、再度検討を行ってきております。 

 これまで行ってきたものは、①、②にありますように広域的なブロック群としてのＡ～Ｄ

の評価、それからモニタリングポストといたしましてａ～ｌの 12点では定量的な評価という

形で行ってまいりました。これらについて台風以降の回復並びに生育状況の変化を定量的に

求めているということで、50 ページに実施方針として整理をしております。 

 大きく分けますと四つほどございます。 

 まず①にありますように、藻場の回復生育状況の定量的な把握ということ。これにつきま

しては、定量的な調査が可能な形をとるためにはどうしてもモニタリングポストという、あ

る程度、代表的なポイントでの調査で定量的なデータを収集していくということが必要にな

ってくるかと思います。 

 それから、②の地点別環境条件の把握ということでは、これまでの適地条件というものを

先ほど２．のほうでご提示させていただきました条件について、再度、より精査していくと

いうことで詳細な調査を今後続けていきたい。特に貫入試験につきましては、今後、行って

いく予定にしておりますので、この貫入試験結果によっての適地条件というものを追跡調査

をしていきたいというふうに考えております。 

 それから③の移植範囲全体の把握ということで、これにつきましては 12点のモニタリング

ポストを設定したわけですが、移植部としての配置なり残存の状況を考慮したうえで、今後、

モニタリングの点数を増やして、もうちょっと広いエリアで全体的なものを捉えられるよう

に努力した形でポストを増設するというような形で対応しております。 

 それから既存藻場との比較ということで、これまで対照区的なものを設けておりましたが、

もうちょっと移植藻場と同じような環境条件をできるだけ設定しようということで、新たな

対照区してのモニタリングポストを増設するというような考えにしております。 

 それから、最後、下のほうにその他で採取、破線で囲ってありますが、先ほど金本先生か

らの一度お話がありましたけど、海草の採取点におきます採取後の回復状況なり、長期的な

問題の調査を行える場所を設定したいと。これは長期的な継続調査を行うためには、埋立地

内にモニタリングポストを設定することはできませんので、埋立地内に入らない場所で採取

するような場所のところにモニタリングポストを設定したいというふうに考えております。 

 このへん生態的な変化、いわゆる海草があったところ、それから採取したあとの生物相の

関係とかいうものも含めて調査をする考えでおります。 

 51 ページ、それを踏まえましてモニタリング調査計画をつくっております。 

 今、申しましたように移植藻場、並びに既存藻場という場所をできるだけ測点を多くし、

かつ台風後の影響を受けた浅場の海域への再生状況を見ていく。それから、新たなモニタリ
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ングポストを増設しまして、全体的な判断ができるような場所を考えていくというようなこ

とで、表３．１－１にありますようなモニタリングポストを考えております。具体的に申し

ますと、まず浅場のこれまでの台風等で影響を受けた後の再生状況をみるためには、やはり

既設のこれまでの 12 ポイント、ａからｌの場所で行っていきたいという考えでございます。

これは前回のワーキングでの資料でいきましては、判別ができない状況もあったわけですけ

れども、基本的には深いところの３地点で行いたいということに対しての改良、改変でござ

いまして、これまでどおり 12 ポイントについては継続して調査を行っていくということです。 

 それから、新たにモニタリングポストといたしまして５ポイント、ｍからｑのポイント、

比較的水深の深いところを対象に設定をしております。 

 これまで既設の部分では、３ポイントしかありませんでしたので、この５ポイントを追加

し、計８ポイントの中で深いところのモニタリングを進めていくということです。 

 それから、既存の藻場につきましては、イ、ロ、ハとあります３ポイントを設定しており

ます。この対照区につきましては、移植藻場との環境条件が類似するような場所を選んでお

ります。 

 52 ページにあります図３．１－２のほうに、今申しました各測点の配置（案）を載せてご

ざいます。ちょっと図が見にくいかもしれませんが、赤丸で落としてある部分がこれまでの

既存の 12 ポイントのモニタリングポストです。 

 それから新規に追加する深場のモニタリングポストが白抜きの赤印の丸のところです。そ

れから既存藻場との対照区が赤塗りの三角になってございます。 

 ちなみに青の四角はこれまで設けております定期的な調査を行うこれまでの場所と同じと

ころでございます。 

 53 ページにスケジュールを載せてございますが、基本的には当面１年半程度を目安といた

しまして、この場所でモニタリングを行っていきたいと思っております。頻度につきまして

は、３カ月に１回程度の目安というふうに考えておりますが、とりあえず最初のポイントに

ついてはこれまでデータがありませんので早急に行いまして、状況に応じましては３カ月よ

り短い期間で行うということも考えております。 

 それから調査内容ですが、調査内容につきましては、これまでどおり設定しておりますモ

ニタリングポスト内での調査項目を行っていくということ。それに今回、底質の貫入度とい

う指標を入れてきておりますので、この貫入試験によります底質の柔らかさといいますか、

砂の厚みといいますか、そのような調査を経年的にデータを取得いたしまして、今後の適地

条件の精査を行ううえでのデータ収集に行っていきたいというふうに思っております。 

 移植工法の判定につきましては、これまでどおり基本的には生育面積と被度の変化につい
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て検討を行いまして、この結果を受けて評価を行っていきたいというふうに考えております。 

 続きまして、54 ページ目からは移植海草の減耗工法試験の検討でございます。これまで移

植直後におきましては、外力との関係等で減耗しやすいという結果が得られてきております。

さらには昨年、今般の台風の影響を直接受けるということで、その台風による減耗というの

はかなり大きいということですので、その対策という位置づけで今後の機械化移植工法を行

っていくうえでの適応性を高めていくものということで、この減耗対策工法の試験を行いた

いというふうに考えております。 

 試験につきましては、今、３種類考えております。54 ページの中段のほうに①から③書い

てございますが、まず一つはこれまでのバックホウによりまして、海草移植ブロックを採取

いたしたものを適地に移植いたします。その移植に際してできるだけ隙間を詰めて移植する

と。これまでもできるだけ移植時には隙間をつけることを努力をしてきたわけなんですが、

施工的な面を優先的にこれまでの移植は行ってきた状況があります。したがいまして、今回、

このへんきちっと整列させるような形で植えていくというような考えをもっております。 

 それから２番目が周縁部の土砂がとられたということがありましたものですから、今回、

土嚢でまわりを囲みまして、隙間を詰めた形で移植ブロックを置き、その中には海草ブロッ

クの間に砂を詰めるというような形を考えております。 

 ３番目といたしまして、掘削して砂を詰める方法ということで、あらかじめ移植地に対し

て 20cm ほど掘り下げて、海草移植ブロックを置くエリアを整理する。ある程度ならすような

形になります。その中に海草ブロックを隙間をできるだけ詰めておきまして、その隙間間に

さらに掘削した砂で埋めるというようなことを考えております。 

 ③は手植え、先ほどの芝植えのものをブロックを大型化して、人間ではできませんので、

これまでの機械化のものを使って同じようなつくり方をするというようなことで、この③を

考えております。 

 試験区域につきましては、下の図の３．２－１のほうにありますように、８ｍ×12ｍの区

間を設定いたしまして、この中にそれぞれの手法で減耗対策の施工を行いたいというふうに

考えております。 

 54 ページの中段の①の隙間を集めて移植する方法で、「隙間なく大規模 100 ㎡」と書いて

あるんですが、これは実際に８×12 でいきますと 96 になりますので、これは約 100 ㎡とい

うふうにご理解をお願いします。 

 それでは、実際、海草ブロックの移植手法についてですけど、55 ページの上のほうにあり

ますように、これまで隙間をできるだけ詰めてというふうなことでしてきましたが、それを

より適切に行うために、ガイドロープを海底面に張りまして、そのガイドロープを使うこと
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によって指示する水中のダイバーと、バックホウを運転するオペレーターとのやりとりとい

うものをできるだけこれまでの濁り対策、濁りによってうまく置けないというような状況が

ありましたので、このようなガイドロープを使った形で置いていくということを考えており

ます。 

 それぞれの先ほど挙げました三つの各工法におきます具体的な施工方法について、55ペー

ジの中段からの模式図、絵を加えながら示してございます。 

 採取につきましては、これまでどおりの形で採取していくということになります。 

 実際の移植につきましては、56 ページにあります図の３．２－４のようなガイドロープを

張りまして、そのガイドロープに沿った形で海草移植ブロックを置いていくという形です。 

 それから 57 ページの中段が土嚢で囲う方法ですが、土嚢につきましてはあらかじめつくる

必要がございますので、土嚢の袋の中には購入砂を使って行いたいというふうに考えていま

す。 

 実は、この土嚢の袋の材質もいろいろありまして、現在、考えておりますのは、できるだ

け環境上問題ないもの、いわゆる後々土嚢の袋によっての生態系の悪さをすることがないよ

うな材料を選んでいきたい。最近、この土嚢の袋自体が植物性のものでできているというも

のもございますし、ものによっては長年置いておきますと徐々に溶け出して、溶けたときに

はちょうどまわりの地盤となじむような状況にできるというようなものもございますので、

そのへん材料の検討を十分に行いまして作業していきたいというふうに考えております。 

 58 ページ、土嚢を置いたあとの状況が載っていますが、基本的には先ほどの①の状況で行

ったガイドロープで引いたものに海草ブロックを置いて、そのあとに土嚢を置くと。その土

嚢を置いた後に隙間部に砂を入れて隙間を埋めてあげるということでございます。こうする

ことによって、海草ブロックの部分については平坦になりますので、これまで台風等でやら

れやすいような状況というものが、この隙間部を埋めることによって減っていくということ

です。 

 それから周縁部については土嚢で囲むことによって、その底質地盤、活着基盤というもの

の確保を図るというような考えでございます。 

 それから 59 ページの下段から掘削砂を詰める実験ということです。これは 60 ページにあ

りますように、最初に掘削を行いまして、その掘削したものを台船上に仮置きいたします。

その仮置きしたものは後ほどの隙間を埋める材質という形で使います。 

 施工のほうにつきましては、最初に掘削したところを除けば、あとは先ほど来の埋める工

法と同じような形になります。これは先ほど言いましたように、手植えの移植工法を拡張し

たというような考えでございます。以上、この３種類についての減耗対策の試験を今後行い
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まして、62 ページにありますような主要な検討課題と列挙してございますが、それぞれ海草

の生育に対する効果、並びに環境への影響、それから施工上への課題というものを試験の中

で検討を行いまして、より適切なものを生み出していきたいというふうに考えております。 

 あと、付属資料のほうにはこれまでの海草の分布状況というものを提示してございます。

16 のほうでは砂面の変動状況なり、試験移植地での既存藻場との移植の面積変化という数字

を整理したものを載せてございます。資料についての説明は以上でございます。 

○野呂主査  ありがとうございました。 

 今、事務局のほうから移植候補地として西防波堤の内側のほうを今考えているけれども、

細かなところは検討中。いろいろすりあわせが必要だという説明と、それから実際に移植を

するにあたっての工法の試験をしたいと。例えば、ロープを使って無駄のないように隙間を

詰めてやるということを実験的にやりたいと考えているという説明がございました。 

 この２点に関しましてというか、今の説明に関しましてご意見、ご質問がありましたらお

願いいたします。 

○事務局（野澤）  一応、全体の資料の説明が終わりましたので、少し私のほうから全体

を通してお話をさせていただきたいと思うんですけど。 

 先ほど、何で移植ということが出てきたかという理由のようなことを説明させていただき

ましたが、具体的に移植をするといった場合、コンセプトというわけではないんですけれど

も、状態のいい海草を持ってきて移植適地に根付きやすい工法で植えるというのが基本的な

考えだというふうに思っております。今、コンセプトに加えて当然、安く、早くというとこ

ろがくっつくと思うんですけれども、この資料全体を見て言いたいこととしましては、適地

選定の話というのは、よい場所に植える、それを探すための話。それと植え方の話というの

は２種類ございまして、一つは芝植え法であり、もう一つは機械化移植の方法だと。芝植え

移植については平成 10年からやって、４年間の実績もありますし、その間、台風もきました

し、それからさっき事務局から説明がありましたとおり、丁寧にできる工法だと説明させて

いただいたわけであります。それに対して機械化移植工法については、もう少しモニタリン

グをしましょうというふうなお話をいただいておりますので、今後のモニタリング計画とい

うのは改めて出させてもらったと。加えまして機械化移植工法を今後やっていくうえで、や

はり減耗対策というもの、言い替えればこれは機械化移植工法をなるべく手植えに近づける

ために丁寧にやるための手法、こういうふうに解釈しております。そういったところまで提

案させてもらったのが、今回のワーキンググループのご議論ということかなというふうに考

えてございます。以上であります。 

○野呂主査  ありがとうございました。 
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 今の野澤さんの補足説明も踏まえまして、移植適地とそれから工法に関して話し合いたい

と思います。 

 適地のことなんですけれども、これは当然計算なさることで、私のような素人が言うべき

ことではないかもしれないけれども、この適地の面積と藻場の面積が本当に合っているのか

どうかですね。そこらへんをきちんと示していただきたい。この面積でいいのかどうか、そ

れからこの適地以外にも実はきょうなんか私なんかが潜りますと、実際は藻場が生えている

ということになっていますけれども、なっているところなんですけれども、間隙が空いてい

る、多分それは台風で流されたところかもしれないし、何か条件が悪くて生えてなかったの

かもしれないけど、とにかくぽつぽつと砂漠になったところがありましてああいうところも

使えるのではないかと思うんですけれども、ただ大量にやるということを考えますと、ちょ

っと台船の問題とか、バックホウの問題とかで難しいのかもしれないですけれども、生物屋

からみるとああいうところに埋めるのは一つの方法ではないかというふうな気がいたします。 

○事務局（野澤）  とりあえず今のお話につきまして、前に平成 14 年の２月に委員会を開

かせていただいたときに、やはり西防波堤の裏が適地だという話を１回させていただいたか

なと思うんですが、このときにはここに約 17ha ぐらいのスペースがあるというふうなご説明

をしております。それに対しまして移植元である海草につきましては、アセスの中では 25ha

というような話をさせていただいておりますが、実際に、機械化移植をやりましての話なん

ですが、機械化移植実験をやったときには、対象面積を３ha ぐらいとっていまして、３ha

の中から実際藻のあるところをセレクトしてとってきた結果、大体１ha ぐらいを移したとい

うことになっていますので、今のところこの面積の中でおさまるのではないかなというふう

には考えています。ただし、藻場も年々変わっていくという状況にありますので、それは年

次年次で精査すべきもの。具体的に１年間でどの程度をやるんだという話につきましては、

例えば１年間で 10ha やるとかという規模の移植というのは、施工行程上も多分ないのかなと

いうことで、もうちょっと先を見ていかないといけないですけど、今のところは移植先の面

積に対して移植元の面積がおさまるのではないかという見通しはもっております。 

 それと間隙のお話につきましては、ちょっと思いつきで恐縮なんですけれども、手植えだ

とそういうところに植えるとやりやすいのかなという感じがしてございます。 

○野呂主査  ありがとうございます。 

 どなたかございませんか。 

 はい、金本先生、お願いいたします。 

○金本委員  底面せん断力のところなんですけど、42ページの図でせん断力の低いほうに

も海草が生えないんですが、この理由、せん断力をどういうふうに捉える、流れとか、波の
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強さとか、どういうふうに捉えたらいいかということと、候補地で 40dyn/ 以下というふう

になっていたんですが、そういう条件を出すんだったら 10 以上とか 15 以上とか、もう一つ

下の条件もつけたらどうかなと思うんです。そのへんいかがでしょうか。 

○事務局（溝口）  底面せん断力の概念から言いますと、これは水深とそのときの波高で

生じる軌道流速というのがあるんですが、この観点で底質部の砂が動くか動かないかという

ような形の表現になっています。これは実際、計算上、工学的な検討でせん断力というもの

を出しまして、それに既存の藻場が分布しているような条件下と重ね合わせて、この 42 ペー

ジの図の２．１－６というものをつくっております。 

 こうしたときに、設定面のせん断力というのは必ずしも小さいとどういうことかというこ

とですが、これはあくまで例えば水深がかなり深いところでいけば、水深が深くなることに

よって軌道流速というものはかなり小さくなっています。そういうところにもある種、藻が

生えているということで理解できるかと思います。 

 それからあと、外力条件の適地ということでの 40dyn/  より小さいことというふうになっ

ていますが、基本的にはこれは外力からみた底面の砂の安定度という形で表現できているか

と思います。当然、せん断力が小さければその砂は動かない、動きづらいということになり

ますので、下位の値を決める必要はないのではないか。あくまでその砂が動きづらいような

条件、動かないような条件というものでこの基準をつくっている状況でございます。表現上、

40dyn/  というとですが、できれば 20dyn/  前後の値のところをとっていくのがいいのかな

というふうに思っております。 

○事務局（野澤）  今の藻場の分布図と底面せん断力の関係は、実際、藻場が分布してい

るところの底面せん断力がどうなっているのかというふうなデータでして、今、溝口さんが

説明されたとおりではあるんですが、ちょっと若干、個人的に気になったのはまず、底面せ

ん断力時は台風時の話というのが一つございます。それと例えば、１から５という底面せん

断力の部分が、そもそも藻場のこの海域の中で数が少なければ出てこないという話かなと思

っていますので、底面せん断力の小さなエリアというのが非常にこの海域では少ないゆえに

藻場の生えている面積というのも少なく出てきているのではないかと、ちょっとそんな気が

しますので、これはもう 1回ちょっと精査したほうがいいのかなと思います。 

○野呂主査  古川さん、よろしいでしょうか。 

○古川委員  今のせん断力の話なんですけれども、金本先生がおっしゃっているのは藻場

の成立要因としてある範囲をもっているのではないか、下限値があって上限値があって、そ

のとおりだと思います。アマモではどうなっているか分からないんですが、アラメ、カジメ

のような大型海草で実際にどれぐらいの波あたりの強いところに生えるんだろうか、分布を
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調べてみるとやはり弱いところはなくて、中ぐらいのところでたくさんいて、高いところで、

岩場でなくなるということになっております。現象としてはきっと下限値があって、上限値

がある。 

 ただし、現在、ここでやられている検討というのは、野澤さんが言っていたみたいに台風

時の計算をしているだけなんです。ですからこの図で下限値を取り出すというのは、実はお

かしなことになってしまって、この図から見えるというのは最大どれぐらい力がかかるか、

上のリミットはこの図でとって構わないと思います。ただ、せん断力を生じさせる原因とい

うのは、この台風時の波だけではなくて、普段の波でも底面せん断力の低いほうのせん断力

は起こります。そのときには風向きが全然変わった状態でも波はたちますから、分布が全く

変わります。潮汐でももちろん潮流が起こりますのでかかります。そういった分布というの

は、おそらく島をつくると島の形によって全く形が変わってくるだろうと思います。ですか

ら下限値の条件がここに入ってないというのは、それを考慮できる検討をしてないから入っ

てないというふうにご理解いただければと思います。 

○野呂主査  金本先生、お願いいたします。 

○金本委員  せん断力と関係あるかどうか分からないんですが、きょうちょっと見た限り

では、野呂先生も指摘されたように藻場が生えているところと生えてないところ、モザイク

というのか、筋になっているのか、その先まで見てませんので分かりませんが、そういう隣

り合わせて結構出てくる状況でした。ものさしをあててみると 30cm ぐらいえぐれているとこ

ろがあったり、えぐられたところに波状に小さい波がたっていたなという感じの波状の部分

もありまして、それはもともと海草がなかったからそういうふうになっているのか、海草が

あったところをえぐられたのか、そのへんの状況はちょっと分からないと。さっき野呂先生

が言われたように、そこへ植えていってもまた台風とか何かの状況で流されるんじゃないか

なということで、藻場の残っている部分と、なくなっている部分の差というか、それがせん

断力で出せるのであれば、マクロじゃなくてミクロなことで計れるような機械とかを設置す

るとか、そういうことはできないんでしょうか。 

 例えば、さっきの鉄筋をさしておいて、砂の上下動がすごくあるとか、藻場の中では少な

いけど、そういうところでは１回台風がくれば 30cm、40cm は動くとか、そういうのを科学的

に調べていかないと、いたずらにどんどんやみくもにおいていってもまたやられてしまうん

じゃないかと思うんですけど。 

○事務局（溝口）  今、ご指摘ありましたことですが、基本的には底質の移動、特に私ど

も、海岸とかでよくやっているんですけど、底質自体の移動がどのような状況で変化してい

くかということを捉えるのはなかなか難しい状況でございます。通常、海草がない状況での
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難しさがある中、海草が生えているところでいきますと、当然、根が張っている状況ですの

で、通常の砂地よりは動きづらいという状況があると思います。そうした中でさらに海草が

あることによって摩擦力が増えて、逆に波も小さくなるということもこれまでいろんな調査

報告で、例えば人工海草を使った減水効果というような実験等もされておりますので、そう

いう効果もあります。したがいまして、その状況下で実際、今、生えてないところが今後ど

のようになっていくのか、砂地盤としての変化ということも含めて海草があるという状況下

での変化というものを予測するのはかなり難しいというのが現状だと思います。 

 これは経験的なことで仮に見ていったということにした場合、先ほど久米参事のほうから

もお話があったように、ある程度、藻場が形成されて、広域的に平坦で広いエリアで藻場が

形成されておりましたら、やはり崩れていく、取られていくのは周縁部からということにな

ると思います。そうした中である１箇所、周縁部が取られていきますと、ある意味、芝がめ

くれ上がるような形でなくなっていくという状況。 

 それからあと、高波浪の波の状況ですと、波は上下、いわゆる振幅、高さの変化が出てき

まして、波の腹と節というような状況がありまして、その変化の中で軌道流速というものが

生じています。ですからそういうところで波長とも起因するんですが、その波の大きさ、波

長，周期との関係ということで底面がやられやすいような場所というものが変わってきます。

ですから、これは波自体が台風なり、風の状況、方向というようなもので異なってきますの

で、その場所を特定することも難しいという状況にあるかと思います。 

 ですから、今後、その場所にこれを植えたらうまくいく、いかないというのはなかなか判

断が難しいところなんですが、これまでの広域試験の結果、モニタリング結果等をみていき

ますと、やはり土砂の安定度、いわゆる活着基盤の安定を図ることが一番、移植する海草を

保護する、活着をさせるという条件ではかなり重要な要因になるのではないかというふうに

考えています。 

 したがいまして、現段階ではこのような底面のせん断力という表示の中で適地というもの

を選んで移植していきたいというふうに考えております。 

○野呂主査  私のほうからちょっと気になることを一つ、59ページに絵があります。この

絵に関してなんですけれども、なるべく植える海草のパッチを狭くすること、溝を少なくす

ること、その溝に砂でも土嚢でもそういうものを入れるということは私も実は賛成です。き

ょう潜ってみた感じでも、こういうふうなえぐれたところからどんどん、どんどんえぐれて

いっているというのがやはり分かりますし、それは必要だと思います。 

 ただ、ここに購入した砂を入れて、その砂がそこに本当に根付くだろうかと、根付くとい

うか、動かないで溝のまま、ちょうど田んぼで言ったら畦のようなところになると思うんで



 40 

すけど、畦にそのまま残っているだろうかというのは非常に疑問です。 

 というのは実際に海に潜ってみた場合、こういうところに入っている砂というのは決して

こういう買ったような砂の目の細かいものではなくて、サンゴの壊れたものとか、もっとざ

らざらしたものがあるわけで、そういうところにこういう細かい砂を入れた場合は流れでも

ってなくなってしまうのではないかと。それは専門家の方がおいでだからきっとシミュレー

ションすれば分かるんでしょうけれども、そういうことを考えると例えば、今日ちょっと見

たら浚渫しているのかどうか分かりませんけれども、それらしい船がほじくり返しているの

を見ましたけれども、そういうふうな浚渫した砂とかそういうものを使ってやったほうが、

流されないで済むんじゃないかという気がいたします。ちょっと思いつきのサゼスチョンで

申しわけないんですが。 

○事務局（野澤）  とりあえず沖縄の場合には、砂といっても山砂じゃなくて結構、海砂

を使っているケースが多いので。できれば浚渫みたいな形で使うのがこちらも一番お金も安

いので、そんな形で使っていきたいというふうには考えてございます。いずれにしろアドバ

イスを聞きまして、検討したうえで使いたいというふうに思います。 

 それと、ちょっとこれも私も思いつきでこんなこと言って恐縮なんですけれども、実は最

近、漁港さんのほうで防波堤に土を入れて、そこに木を植えるというケースがありまして、

その写真を見せてもらったときには、木が植わっているはずなのに木じゃなくて緑のペット

ボトルみたいな感じで写真に写っていたんです。「これ何ですか」と聞いたら、「防護のため

の覆いだ」というような話をされていました。簡単に言えば活着するまでの間は台風に弱い

ので、それまではそういったプロテクターをつけて守ると。何年か経って活着したときに外

すと。こんなことをとっておられました。 

 何を言いたいかというと、ここに砂を入れるんですけれども、これもとられてないかどう

かというモニタリングが必要であって、活着するまでは多少とられたら足すとか、そういっ

たケアが必要なのかなと、ちょっとこれも思いつきで恐縮なんですが、そんなことをフォロ

ーアップし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。 

 ほかにございませんか。 

 はい、金本先生、お願いいたします。 

○金本委員  先ほどのをまたぶり返すようですが、きょう潜った限りでは海草藻場のえぐ

られていところなんかにも新しい芽が伸びていっているようなところも見られましたので、

もしできるようでしたら今の間に境界のところが分かるような杭を打つとか何かして、藻場

のある部分とない部分がどういうふうに動いていっているのか、モニタリングポストの中に
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入っているところがあれば問題ないんですが、もしそういう場所が何箇所かあれば、藻場が

どんどん衰退していくのか、また自然に、まだ１年近くモニタリングは残っている、１年以

上継続するわけですが、最低１年はみるということで続けてもらって、それがどうなってい

くのかなというのを、言わなくてもやっているんでしょうけど、なお、お願いします。 

○事務局（溝口）  生えているところ、生えてないところの境界というのは位置的なもの

は確認しておきたいというふうに思います。 

 あと、それが杭をおいてそれが残るかどうかちょっと分かりませんので、一応、置くだけ

置いてということはできるかと思います。 

 そのあとの変化がそこの窪んでいるところに、例えば砂が入ってきて埋まって、海草が活

着できるような環境条件になるのかとか、あとはその変化によってずーっと生えないのかと

か、そういうようなことですよね。そのへんの確認をしていきたいというふうに思います。 

○野呂主査  はい、古川さん、お願いいたします。 

○古川委員  今のに関連したことと、ちょっと時間も少ないので残り二つほど指摘をした

いと思います。 

 金本先生がおっしゃった今、取られたところがどう戻っていくかというモニタリングが必

要だという話なんですけれども、今の機械化移植がオーケーかどうかというようなモニタリ

ングの中では、実際には今すぐ必要なデータではないのかもしれないんですが、いずれこれ

がこの工法でやりましょうということで事業化されたときには、事業規模でのモニタリング

というのが今度起こらなければいけない、そのときには必ず必要になってくるデータだと思

っております。 

 野呂先生のほうからも何回かご提案されていると思うんですが、広域で藻場の変遷をちゃ

んとモニタリングするというスキームをどこかで立ち上げておかないといけないと思います。 

 航空写真のようなものが使えれば、それで空間的にどこにえぐられたところがあって、そ

れが６カ月後、新しい藻場で覆われたのかどうか、また覆われなかったのとかどうかという

ようなことがとれるのではないかと思うのですが、ぜひ検討してください。 

 それとモニタリングについて、53 ページのところで調査内容ということで具体的なお話が

出てきていますけれども、貫入試験としてこれをこのまま継続していかれるのであれば、あ

る程度の規格化をしていただきたいと思います。今の段階では棒の太さが書いてあるんです

が、例えば長さが変わったらそれは重さは違いますから、入っていく力が違ってくるから、

５センチ、10 センチ、簡単に変わってしまう可能性もある。だから試験方法として非常にユ

ニークな試験を加えられたんですから、ぜひ規格化をして使っていただきたいと思います。 

 調査内容としてはできればレベルをとるような、砂がどこでとられていく、どこで残って
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いくのかというようなところが確認できればいいなと思っております。 

 あと、最後にまたもう１回せん断力の話に戻りたいと思うんですが、45ページのところで、

先ほど、金本先生から細かい凸凹は計算できないのかというご質問がありました。今の技術

力では、その計算をするということはおそらく無理だと思います。細かく現場で、例えばえ

ぐられたところがどんな機構でとられたんだろうかというのを現地観測をするなり、模型実

験をするなりということはできるかと思うんですが、その実験がもう１回全体の藻場のつく

り方に反映できるほど波というのは細かいレベルでの検討ができるようになってきている。

波自体は検討ができるんですが、藻に働く力を算定する段階でそれだけ細かい検討に耐える

ものではない。もしこれが今、じゃどれぐらいのレベルでの話なのかというと、例えば 50ｍ

×50ｍぐらいの平均値としてどんな力がかかっているのか、ですから、そこは平均値として

40dyn/  以上だからえぐれる可能性があります、えぐれる形は分かりませんけれども、えぐ

れる可能性がありますということが示されている、そういう計算結果です。ですから平均値

の議論であるということを踏まえないと、ここで境界線を書いて 40dyn/ なら 40dyn/   の

境界線を書いて、この線の右側 10ｍ、左が 10ｍというような細かい議論はここからはできな

いだろうと思っております。ただ、その精度を高めていく方法はあって、例えばこれは一発

の台風の計算だけをしていますけれども、想定する台風の規模なりコースなりで波の入り方

が違いますから、その違ういくつかのケースについて計算してこちらからきたらこう、こち

らきたらこうですということで 40dyn/  の領域がどこに広がるんだろうかというような検

討をしていくことで、精度は上がっていくんだと思いますけれども、基本的にはせん断力の

話というのは、非常に場を平均化してみている話であるということを踏まえての適地選定へ

の利用を考えてください。以上です。 

○野呂主査  ありがとうございました。 

 そろそろ時間も３時間になりまして、予定していた時刻なんですけれども、実はきょうの

会議ではいろいろなことが話し合われたわけですけれども、一つは移植の可能性について特

に技術的な問題について話があったわけです。具体的にいいますと手植えの方法と機械化の

方法が、これは移植の方法として実現可能な方法であるかどうかということが、かなり突っ

込んで話があったと思います。いろいろ細かなことはあったとしても、手植えの方法という

のは、これは移植の方法としてはかなりいい方法というか、あとの生き残り率が非常にいい。

それから過去３年間にわたって泡瀬でやられたこと、それから沖縄の中でほかの地域でやっ

た例を参考にしても、これはかなり実現可能な方法であるけれども、難は非常に手間がかか

るということが問題だというような話になりました。 

 一方、機械化のほうは実際にこれは非常に試行錯誤でやったわけですけれども、浅いとこ
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ろは結局はだめだったと。深いところですけれども、それは非常に大ざっぱな話で 50％ぐら

いは、今回のような台風が３回続けてきたとしても残る可能性がある。それは実証的に確か

められる。ただ、問題点はいろいろありまして、例えばその問題点を解決するためにロープ

を張って植える、それから隙間をなくするとか、そういう問題があったというような話にも

なりました。 

 実際に移植をするという場合に、どこに移植をしたらいいかという話が今回ありまして、

事務局のほうからは西防波堤の内側あたりがいいんではないのか。それは流れ、表土、水質、

そういうものから考えても実際に藻場があるところに非常に似ているから、今の考えとして

はここは実現可能なところだというふうな提案がありました。 

 さらに、移植の問題なんですけれども、機械化を移植をする場合は、先ほどの初期減耗の

話と、それから初期減耗を防ぐためにどういうことをするかという具体的な話もありました

し、それからモニタリングを続けていかなければいけない。１年間という金本先生のほうか

らありましたし、モニタリングをするうえでは狭いところのモニタリングだけではなくて、

広域のモニタリングを、泡瀬の海草の生態系全部を包括するような形でやるべきではないか。

例えば、航空機を使うのでもいい、とにかく全体的な話をモニタリングをする必要があるの

ではないかというような話になりました。 

 きょうの意見はまとめて、われわれの上部委員であります監視検討委員会の眞榮城先生が

委員長をやっている委員会のほうには、私のほうで報告しようと思っております。 

 ほかにどうしても言っておきたいこと、補足しておきたいことがありましたらご発言をお

願いします。 

 はい、山田さん、お願いします。 

○山田局長  ただいま野呂主査のほうからいくつかまとめてのご発言がありましたけれど

も、その中で主要なことについてもう一度確認をしておきたいんですが。 

 これまでの移植実験の成果として、機械化移植実験による移植適地の選定手法の確立、こ

れについては前回のワーキンググループでも確認された事項だと思いますが、加えて手植え

による移植方法につきましては、泡瀬、それから糸満、石垣と、いろんなこれまでの経過か

らして移植方法は確立されたというようなことで理解しておりますけれども、そういう統一

見解ということで理解してよろしいでしょうか。 

○野呂主査  移植技術が確立されたというのは、どういうことを基準にするかでちょっと

問題になると思うんですけれども…。 

○山田局長  移植方法ですね。 

○野呂主査  はい。50％程度のリスクでもって移植は可能かなというふうに見てどうでし
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ょうか。 

○山田局長  どちらの…。 

○野呂主査  機械化移植のほうです。さらにそれに手植えの移植技術をもってすれば、そ

れが多少上がることはあるし、その 50％というのは実は、自然の藻場の生き残りからいって

もそんなに違わないものではないかというふうに捉えたいところがあるというふうに。 

○金本委員  私は最高が 50％というふうに聞いていたので、平均値ではもっと低いのでは

ないかと。 

○野呂主査  高々50％。 

○山田局長  私がお伺いしましたのは、確か前回のワーキンググループの中で古川先生の

ほうから機械化移植による移植の適地選定の手法、これについてはおおよそその方法が確定

したんじゃないかということでしたし、今回、いろいろ手植えについてはいろんな事例の中

から移植方法について、手植えについては、これまでの経過からして移植は可能だろうとい

うふうなことだと思うんですが、そういうことでよろしいでしょうか。 

○野呂主査  ちょっと補足というか、修正していただきたいんですけど。私の理解の仕方

としては、今の技術をもってすれば移植はできる。ただ、その移植ができるというのは 100％

できるというわけではありません。高々50％が可能ということで…。 

○金本委員  手植えだといけると思いますが、バックホウを 50％いけるんだったら、もう

あとの追加実験はいらないんじゃないかなと思います。 

○山田局長  繰り返しになりますけれども、機械化移植の話ではなくて、手植えについて

は移植方法については泡瀬、それから糸満、石垣市の例からすると移植方法については可能

だというふうに理解しているんですが、それでよろしいでしょうかということなんですよ。

手植えのことで…。 

○野呂主査  バックホウではなくて手植えですね。 

○金本委員  手植えも条件、水深とか聞いたんですが、あまり、ほかのところの水深とか

いろいろな条件が分からないんですが、この３例はうまくいっていると思います。それが泡

瀬のほかのところに適用できるかはまだこれから試験していかないとちょっと難しいんじゃ

ないかなと、私はそういうふうに理解しております。 

○野呂主査  はい、浦辺さん。 

○浦辺所長  １点ご質問をさせていただきたいんですが、今の金本先生のお話はどちらか

というと適地の選定の話かなとちょっと考えて、手植えとか機械化というよりも適地がどこ

かなというお話をされているのかなと思うんですが、具体的にはきょう事務局のほうからご

説明があったいろいろな適地の条件があがっていますが、このあたりが手植えと機械化移植
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で違うのかどうか、今の金本先生のお話だと機械化移植と手植えは違うというふうに聞こえ

るんですが、具体的にもし手植えと機械化移植で、ここであげている条件が違うのでは、そ

のへんをちょっと具体的に教えていただけたらと思っております。 

○金本委員  実際にされた事務局のほうが詳しいんでしょうけど、私の理解では手植えと

いうのは非常に丁寧に、ある特定の海草です。それをねらってそういうのがもともと生えて

いそうなところに植えていくという、非常にやり方としては理に合った点もあります。 

 一方、バックホウというのは、そこにあるものを根こそぎ持っていくわけですね。それで

いい点としては、海草を選択的に持っていくんじゃなくて、そこにあるものを全部、生態系

とまではいえないんですけれども、深いところに潜っている貝とかは別として、ほとんどの

生物が一緒にいくんじゃないかなと、そういうふうに考えておりまして、バックホウも実際

見学したときにも、ナマコとかウニとか結構一緒に行ってましたので、そういう点ではバッ

クホウのほうが優れている面もあるかなと思うんですが、ただ、一緒にいくものですから、

移植先の水深とかそういうものによりまして、長年かかって生態系が遷移していくというん

ですが、移り変わっていくわけですね。その中で適したものが残っていって、適さないもの

は淘汰されていくという、そういうふうなのを経て安定化していくということで、非常に安

定するまでは時間、私は最低１年ということを言っているんですが、本当に安定するにはも

っと時間がかかるんじゃないかなと。そういう点でコストの点とか言わなければ、どっちが

最終的にいいのかというのは私もちょっと分かりません、今の段階では。 

○野呂主査  石垣さん、お願いいたします。 

○石垣課長  簡単に言いますけれども、泡瀬について手植えの移植でもって本格的な移植

に入ってもいいと判断できますでしょうか。これまでのデータ等から手植えの移植で、泡瀬

について移植実験ではなくて、移植作業に入れるような状況と理解してもいいですか。 

○野呂主査  はい、坂井さん、お願いいたします。 

○坂井課長  実際に、事業をどういうふうに進めていくかというのは事業者側の判断にな

るかと思うんですけれども、きょう環境面でご検討いただいている中で、議論を聞かせてい

ただきまして、私なりに理解したところを申し上げます。まず移植については技術面の検討

と適地選定という二つ大きな問題があります。移植技術という面でいいますと、機械化移植

と手植え移植があり、藻場が安定して残るかという観点に絞って言えば、手植え移植という

のは今の段階では数段上回っている。機械化移植についてはさらに工夫を重ねてどこまで近

づけるかというところがあるんですけれども、今の状況でいくと手植え移植というのは数段

上回った状況にあるのではないかということ。あともう一つの移植の適地ということであれ

ば、確かに手植え移植というのは３箇所しかやってない。しかも水深も非常に限られた範囲
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でやっている。手植え移植のこれまでの実験だけから議論をした場合には、必ずしも広範囲

なところで移植可能かどうかということが分からない面もあるかもしれないんですけれども、

一方で、機械化移植についてかなり大規模に試験をしておりまして、その中である程度水深

の問題、例えば 20センチより浅いようなところはなかなか適してないであるとか、底質の条

件とかいろんなことが分かってきております。先ほどの移植の技術そのものからすればどち

らが上かという点で、手植え移植のほうが数段上であるということになれば、機械化移植で

ある程度実績の上がっているような適地、先ほど野呂先生のほうから 50％程度は、何とかい

けてるような状況にあるというような最大に条件は満たしているようなところ、具体的には

水深もある程度確保されていて、底質の条件もよいというようなところを選んで機械化移植

より数段、今の時点で評価できる手植え移植でやった場合、それ以上の結果が当然、期待で

きるのではないかというようなことはないか。今の時点で整理した適地選定の手法で適地を

選び手植え移植でやった場合というのは少なくとも 50％をはるかに上回るような成果が期

待できるというふうに理解させていただいているんですけれども。そんなことでよろしいか

どうか、ちょっと確認させていただければ。 

○野呂主査  50％をはるかに上回るかどうかは分からないんですが、50％ぐらいはいける

んじゃないか。それは自然のものとしては、妥当な数字じゃないかと私は個人的にはそう思

います。考え方としては、私は坂井さんのほうに、そのとおりです。 

 はい、古川さん、お願いいたします。 

○古川委員  おそらく芝植え法の技術的な開発が実用化するに十分であるというところは

確かだと思います。機械化移植に関して適地選定の検討をたくさんしてきて、知見がたまっ

てきたというのも確かだと思います。 

 金本先生が言われるように機械移植と芝植え法の根本的な違いというのがあるから、そこ

をどういうふうに、いや、これは一緒ですよと言うのかというところが確認しないとできな

いことなのか、それとも例えば、事業としてスタートした後であっても、適地の選定の話で

あれば、適地でないところに植えたところに即座にそれを植え替えられるのかということが、

もう一つの選択としてあるのかなと思っております。 

 今の段階で、100％この組み合わせで適地の選定方法と芝植え法でオーケーですというのは

私は言えないんですけれども、おそらく 80％ぐらいの確度でよろしいだろうと思っておりま

す。残りの 20％を限りなく小さくするためには、例えば、植えていくときにこの事業を進め

るときに、途中でモニタリングをしていて適地選定がやはり機械化移植と芝植え法では違う

ようだということであれば、芝植え法に適した場所を変更していく。ですから言ってみれば、

事業の計画を最初に全部決めうちしないで、途中で様子をみながら場所を変更しながら、モ
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ニタリングしながら、柔軟に進めていくというようなことが可能であれば、僕は十分にこの

組み合わせでいけるのではないかというふうに考えます。 

○山田局長  地元沖縄市として、事業者のほうに今までの審議を踏まえてお願いという立

場ですけれども、機械化移植につきましては、ある一定期間経過をみるべきであるというこ

とについては、私もそのとおりだというふうに思っております。ただ、当面、事業を進める

にあたりまして、藻場への影響の少ないところからの着手、あるいは工事に支障がある部分

については、手植えの移植の方法によりまして速やかに海上工事に着手していただきたいと、

そういうふうなことを多くの市民がお見えになっていまして、１日も早い本格着工を待ち望

んでいるわけですから、そういうことでお願いをしておきたいとそういうふうに思っており

ます。 

○浦辺所長  事業者のほうにということで、責任者としてちょっとお答えさせていただか

ざるを得ないかなと思います。 

 当ワーキンググループは技術的な検討のワーキンググループでございまして、事業の着手

どうこうについて議論する場ではないということなのですが、地元のご意向は今ありました

ので、それも踏まえて、また、上の検討委員会のほうの結果もちゃんと踏まえて沖縄県と関

係者と調整しまして、またそのへんはご相談をさせていただきます。すみません、こんなお

答えしかできません。ということでよろしくご理解をお願いいたします。 

○野呂主査  ありがとうございました。そろそろ時間ですので、そういうことで、きょう

の委員会は終わりにさせていただきたいと思います。きょうは３時間以上の長い時間、どう

も本当にありがとうございました。これからのことは事務局のほうにバトンタッチいたしま

す。 

○事務局（山本）  長時間にわたり、非常にご熱心、ご適切なご議論をいただきましてあ

りがとうございます。 

 いろいろご指摘いただいております、宿題いただいております、それを修正いたしまして

本委員会にご報告できるような形にしたいと思っております。本委員会までに、また諸先生

方には個別にご相談をいただくと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 長時間、きょうはありがとうございました。 

 引き続き、記者会見を５時から２階の研修室で行いますので、プレスの方よろしくお願い

いたします。 

（午後４時 51 分 閉会） 


