
平成２０年度 

中城湾港泡瀬地区環境保全・創造検討委員会 

第１回 海藻草類専門部会 

 

                         日時：平成20年７月30日（水） 

                           午後０時58分～午後３時35分 

場所：ﾊﾟｼﾌｨｯｸﾎﾃﾙ沖縄：ﾜｲｹﾚの間 

（午後０時58分 開会） 

（１）開 会 

○事務局（池田(義)）  それでは、時間が早いですけれども、委員の先生方おそろいに

なられましたので開催したいと思います。 

 ただいまより、平成20年度第１回中城湾港泡瀬地区環境保全・創造検討委員会 海藻草

類専門部会を開催させていただきます。 

 まず、配付資料のご確認をさせていただきます。 

 お手元にあります資料束の、まず一番上に議事次第、委員名簿、着席表といったものを

お配りしております。続きまして、右肩に資料-1とあるものです。これは「前回専門部会、

委員会の課題と対応」ということで整理している資料。それから、資料-2といたしまして、

ちょっとやや薄めの資料ですけれども、資料-2と右肩にあります、「藻場生態系の保全に向

けた「海藻草類生育環境の保全・創出」計画の検討」という資料。それから、資料-3とい

たしまして、これはちょっと厚めの資料になりますけれども、２行書きになっております。

「移植藻場の追跡調査結果・クビレミドロの培養実験について」という資料。それから、

資料-4といたしまして、「移植対象藻場について」という資料。 

 さらに、参考資料-1としまして、「中城湾港泡瀬地区環境保全・創造検討委員会設置要綱」

というものがあります。さらに、Ａ４の２枚で、一番上に「１/４」とあります、これは前

川委員からの配付資料になります。 

 以上ですけれども、それとはまた別に、本日スクリーンによって映写してご説明をしよ

うと思っているんですけれども、字が見にくいということもあるかと思いましたので、別

途、スクリーンに映す予定のものをアウトプットしたものがございます。Ａ４縦の２段組

の資料でございます。資料-2、資料-3と２つございます。 

 以上、お手元おそろいでございましょうか。 
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 それでは、続きまして、人事異動等によりまして、事務局の担当者が替わっております。

したがいまして、新任者のご紹介をさせていただきたいと思います。 

 まず、沖縄総合事務局開発建設部の港湾局指導官でございますけれども、成瀬に替わり

まして、本日は根木が着任をしておりますが、本日出席予定だったんですけれども、急遽

事情がありまして、欠席とさせていただいてございます。 

 また、同港湾計画課課長でございますけれども、阿野に替わりまして、川崎が着任して

おります。 

 続きまして、那覇港湾空港整備事務所副所長でございますけれども、田仲に替わりまし

て、花城が着任しております。 

 さらに、沖縄県土木建築部港湾計画課課長につきましては、末吉に替わりまして、新垣

が着任しております。 

 以上、何とぞよろしくお願いいたします。 

 続きまして、委員の出欠状況等につきましてご報告させていただきます。 

 本日、寺脇委員でございますが、所用のためご欠席ということになっております。なお、

寺脇委員におかれましては、人事ご異動がありまして、本年４月より富山県農林水産総合

技術センターの水産研究所所長に就任されております。なお、このご異動に関連しまして、

寺脇委員からは業務多忙等によりまして、委員辞任ということのご意向が実は事務局に寄

せられているところでございます。後任の次期人事等につきましては、今現在、検討中と

いうことでございまして、本日は欠席という形の扱いにさせていただいております。どう

ぞご了承のほど、よろしくお願いいたします。以上でございます。 

 それでは、野呂座長、議事進行のほうをよろしくお願いいたします。 

（２）議 事 

 ①前回専門部会、委員会の課題と対応について 

○野呂座長  座長を相務めます、鹿児島大学水産学部の野呂でございます。 

 お暑い中、どうもお集まりくださいまして、ありがとうございます。だいぶ事務局のほ

うも新しい方に替わったりなぞいたしまして、それから久しぶりの委員会ですので、いろ

いろとあると思いますけれども、ひとつ議事によろしくご協力ください。それでは、座っ

て進行させていただきます。 

 それでは、早速、議事に移ります。まず、議題の１番目は、「前回専門部会、委員会にお

ける課題と対応」について、事務局のほうからよろしくお願いいたします。 

 2



○事務局（池田(義)）  それでは、資料-1についてご説明させていただきます。 

 この資料は前回の専門部会・委員会での課題と、私どもの対応について整理したもので

ございます。まず、１ページ目、これは前回専門部会でいただいたご意見をまとめたもの

でございます。１、場の創造実験について、(1)実証実験の継続について、３つほどご意見

をいただきました。 

 1)今後、移植を行う際にこの方法は有効だと結論づけるには、２年半の結果だけでは不

十分ではないかといったご意見。 

 さらに、2)既往最大の台風時のデータといったものが取れたわけですけれども、これも

含めて外力と底質の移動について知見が得られたということは非常に有効な判断材料であ

る。当初の実験目的といったものを達したというふうに考えられるので、完結させても構

わないと思うというご意見。 

 さらに、3)実証実験として目的が達せられたのであれば終了するのが自然だろう。ただ

し、この実験で得られた成果については、２年間の波浪条件の範囲内であるということを

付け加えたほうがよいのではないか。例えば、実験期間中の波浪条件は「何年確率の耐波

浪性が確認された」ということを加える、というご意見をいただきました。 

 これを踏まえまして、対応としましては、場の創造実証実験中に観測された波高という

のを統計的に整理をしてみました。その結果、30年確率波に相当するということがわかり

ました。このことから、２年間の実験期間ではありますけれども、有効なデータというの

が取得できたというふうに考えておりまして、事業者としましては、当初の目的を達せら

れたというふうに考えております。実証実験は19年度で終わることとしましたけれども、

その成果について「30年確率の耐波浪性」の下で確認された知見であるということを踏ま

えて、今回、資料-2のほうに整理をしてございます。 

 ただし、実験自体は終了させましたけれども、導入した海草や、あるいは低天端堤に生

物が蝟集しているという状況がありましたけれども、そういった生物の生息状況につきま

しては、今年の６月、７月で調査をしておりまして、その状況について確認をしておりま

す。 

 資料-1の３ページをご覧いただけますでしょうか。実際に海草がどのようになっている

かという写真でのご提示です。 

 さらには４ページのほうにつきましては、魚やウニ、二枚貝、さらには、それらを採集

していたと思われる人の利用も確認されているところでございます。 
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 続きまして、(2)実証実験で得られた知見について、ご意見をいただいております。まず

外力と地盤高の関連につきまして、地盤高が変化する・しないといったものは「移動限界

水深」が指標となって、その閾値が水深比1.0となりそうなことがわかったというのは、非

常に大きな成果である。ただし、底質が動く外力が加わった場合、どのぐらい地盤高が変

動するのかというのは、作用時間も併せて整理していく必要があるのではないか、という

ご意見をいただきました。 

 これを踏まえまして、作用時間について、実証実験期間中に地盤が変動すると考えられ

る水深比1.0を超えた場合の累積時間というのを整理してみました。その結果、その作用時

間といったものも地盤の変化に影響している、ということが確認できました。では、どの

ぐらい影響しているのかという、その寄与率なんですけれども、どうも期間最大の半分程

度ということがわかりました。これによりまして、水深比と作用時間によって地盤高の変

化量というのが、ある程度推測するということが可能になったというふうに考えてござい

ます。これも資料-2に整理をさせていただいてございます。後ほどご報告させていただき

ます。 

 さらに、③実証実験では物理的に場がどうなるか、が把握されたわけであって、今後、

場の創造をして藻場生態系が保全できるというところまでは言えないのではないかという

ご指摘をいただきました。 

 ご指摘を踏まえて、今後も藻場生態系の保全ということに向けて、これまでの知見であ

るとか、あるいは委員の皆様方のご指導・ご助言というのを受けながら検討を進めていき

たいというふうに思っております。 

 じゃ、藻場生態系とは何ぞやみたいなことが出てくるかと思うんですけれども、それは

どういうふうに私どもが認識しているかということを、別紙２というところに整理しまし

た。５ページになります。これは海草類だけではなくて、周辺の環境も含めて、それらが

一体となって多様な機能を有する場ということでの認識のもとに、今後、検討を進めてい

きたいというふうに思ってございます。 

 続きまして、２ページに戻らせていただきます。上の表で２、手植え移植藻場について、

というところで３つほどご意見をいただきました。これは手植え移植藻場の調査の範囲に

ついてのご指摘ですけれども、まず1)調査枠の追加といったものは、北、東、南だけでは

なくて、西側も追加すべきだというご意見。 

 それから、2)面積というのは、どのぐらい周りに広がっているのか、という判断をする
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材料になるので、広がった分というのはとるべきだと思うけれども、一方、被度といった

ものは藻場の元気さなど、生育状況を把握するための指標であるので、当初移植した枠内

だけで構わないと思う。わずかに広がった枠の被度を含めても意味があるのかどうか、と

いうご意見。 

 それから、3)海草が調査枠外に伸びた場合に、どのレベルまで広がったら調査対象とす

るかというのを定義しておく必要がある。追加する場合は、調査範囲を四角にこだわらず

に、伸びた部分に枠を追加すればよいのではないか、というご意見をいただきました。 

 これらを踏まえまして、対応としましては、今後、移植藻場が調査枠外へ拡大した際、

その場合の調査範囲といいますのは、枠外の拡大部分がある程度まとまった面積で年間を

通して確認される、この場合において、その拡大した部分を調査対象として加えることで

検討していきたいというふうに思っております。また、調査枠を追加した部分におきまし

ては、面積、それから被度といったものの観察も行っていきたいと思っております。 

 続きまして、３．クビレミドロの保全について、ご意見をいただきました。勝連地区で

は実験をしていたわけですけれども、勝連地区での移植実験につきましては、平成20年３

月までは藻体の分布状況といったものを確認し、報告していただきたいというご指導をい

ただきました。 

 これを受けまして、勝連地区におきまして、平成20年３月にクビレミドロの再生産状況

を調査いたしました。その結果を別紙３にご提示させていただいております。６ページか

らになります。 

 具体的には、さらに飛びまして、８ページになりますけれども、調査枠外において、上

のほうの写真にありますように、あるいは下の写真にありますように、調査枠外におきま

して９つの藻体を確認したところでございます。 

 続きまして、２ページにまた戻らせていただきます。ちょっと離れたところに表をつく

って、一番下でございますけれども、こちらは親委員会の環境保全・創造検討委員会で専

門部会の報告をさせていただいたんですけれども、その際にいただいたご意見でございま

す。 

 ①場の創造実験に関連してということで、その中では今後泡瀬海域において実施予定の

11個の行動計画というのをお出ししているんですけれども、その中の１つですね。「海草生

育場の創造」について提示をしてございました。これに対してのご意見をいただきまして、

これは行動計画ということなので、「何をするか」ということを記載されたと思うけれども、
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この行動計画では「何のためにするか」ということを考えて、その名称を「海草生育場の

創造」から「海草生育環境の保全」というものに変更することを提案する。具体的な手法

というのは、やっていく中で決めていけるようにしたらどうか、というご指導をいただき

ました。 

 ご指摘のとおり、先ほどもちょっとお話させていただきましたが、藻場生態系の保全と

いうことに向けては、必ずしも海草生育場の創造に限らず自然藻場の拡大も含めて、海藻

草類の生育環境の保全ということが重要というふうに考えられますので、行動計画の名称

のほうも「海藻草類の生育環境の保全・創出」という形で変更させていただきたいと思っ

ております。 

 簡単ですが、以上で資料‐１の説明を終わらせていただきます。 

○野呂座長  ありがとうございました。 

 ただいま、昨年12月18日の海藻草類専門部会と、今年３月７日の環境保全・創造検討委

員会の課題を説明していただきました。これに関してご意見・ご質問がありましたら、よ

ろしくお願いいたします。 

 特に、課題をお出しになった委員の先生方、これでよろしいかどうかご意見ございませ

んか。 

 では、ないようですので、この課題と対応はお認めいただいたものといたします。どう

もありがとうございました。 

 引き続きまして、議題の２、藻場生態系の保全に向けた「海藻草類生育環境の保全・創

出」計画の検討について、これは資料‐２に関しまして、いであのほうからお願いいたし

ます。 

○前川委員  すみません。前回の課題だけだと思っていたんですが、今の話では別紙１

とか別紙２、３も含めてすべて了解ということなのですか。 

○野呂座長  そうですね。 

○前川委員  そうであれば、私は別紙３についてはちょっと意見があって、お願いした

のですが。 

○野呂座長  はい。 

○前川委員  別紙３の８ページに、平成20年度のクビレミドロの勝連地区における調査

結果が記されていて、その中に一番最後の９ページのほうに今後の方針とありますね。そ

の中を読んで見ますと、平成20年度３月の追跡調査をもって終了させる。勝連地区におけ
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るクビレミドロの移植実験を終了させると。今後はこれまでの移植実験の知見を踏まえ新

たに創造される人工干潟予定周辺で実験実施を検討していくとともに、培養実験で確保し

た卵や藻体の移植手法の確立に取り組むというふうになっていますが、これに関しての意

見です。 

 私が、準備しました資料ですね。1/4の１ページのほうですね。今読んだところの方針は、

これまでのアセスの方針とは大幅に違っているというふうに理解できます。要するにアセ

ス書はそこに書いてあるとおり、下のほうに青い文字で書いてありますが、「クビレミドロ

は、移植試験を実施した結果、技術的にも移植することが可能であると判断される」とい

う書き出しで始まっていて、「以下の措置を執る。ア．泡瀬地区のクビレミドロの屋慶名地

区等の、これは勝連地区も含めてですね、への移植。それからイ．移植したクビレミドロ

の泡瀬地区人工干潟への再移植。ウ．培養実験」と、こうなっていますよね。 

 これからすると、当然、泡瀬のクビレミドロは、勝連とか屋慶名に移植して、そこで移

植して増やしたクビレミドロを、人工干潟に再移植すると。そして併せて培養実験もやっ

ていくんだという意味にとらえられますよね。 

 ところが、先ほどの方針を見ますと、もう勝連地区での移植実験はやらないと。今後は

培養実験だけだというふうになっているわけですが、これは要するに勝連地区等へのクビ

レミドロの移植については、もうできないんだと。そして再移植はできないんだという判

断でそういう方針になっているのかどうか。そのへんを明確にしておかないと、ちょっと

意味がわからないので、そのへんはそういう方針転換なのかどうかも含めて説明して、ま

たその方針をこの部会としても了解するのかも含めて、ちょっと審議をお願いしたいと思

います。 

○野呂座長  どうでしょうか。 

 議長のほうからの提案なんですけれども、これは限りなくクビレミドロの専門的なこと

にかかわりますので、あとのクビレミドロのところで、これも踏まえて説明していただい

て質疑したらどうかというふうな気がいたします。ここは、あくまでも資料-１の１ページ

と２ページのところの文言が合っているかどうかというところの議論でありまして、その

別紙のほうのことはクビレミドロのところで行うというのではどうでしょうか。よろしい

ですか。そういうことにしてよろしいでしょうか。 

○前川委員  いいですよ。 

○野呂座長  それでは、「課題と対応」のところだけをお認めいただくと。別紙のほう
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は問題があるけれども、あとでまたそれは話をするということでお認めいただいたものと

いたします。 

 では、先ほど言いかけましたけれども、議題の２について説明をよろしくお願いいたし

ます。 

②藻場生態系の保全に向けた「海藻草類生育環境の保全・創出」計画の検討について 

○事務局（加地）  それでは、資料-２のほうを進めさせていただきます。 

 資料-２につきましては、基本的にお手持ちの紙の資料のほうをご覧いただきながら進め

ていきたいと思っております。そして、必要に応じてパワーポイントのほうで図表等をお

示しいたします。 

 まず、資料-２の内容でございますが、５つの章で構成しておりまして、前半の部分では

前回の実証実験の知見の整理等を行っておりますが、後半の部分を重点的にご審議いただ

ければと思っております。 

 ではまず１ページ目、はじめにでございます。お手持ちの資料のほうをご覧いただきた

いと思います。 

 これまで海藻草類専門部会におきましては、海草の生育に適した場づくりといたしまし

て、事前調査・実証実験を含めまして、４年間にわたっていろいろな知見を蓄積してまい

りました。本年度はそれらの蓄積してきた知見を活用しまして、藻場生態系の保全に向け

た行動計画を具体化し、その効果と影響を整理することを目標に検討を進めたいと考えて

おります。 

 その実証実験につきましては、図の１．１写真等でその場所を示しておりますが、西防

波堤の背後において、低天端提を設置しまして盛砂等を行って進めてまいりました。 

 その概略がお手持ち資料の２ページに示しております。平成16年度から事前調査という

ことで進めてまいりまして、実証実験を平成17年度から３年間にわたって進めてまいりま

した。その間には平成18年３月に盛砂の実施ということを行っております。それで、前回

の部会において一通りの整理とまとめということを行ってまいりました。 

 本年度につきましては、赤枠で示しておりますように、「海藻草類生育環境の保全・創出」

計画を具体化し、その効果と影響を整理するというところを進めていきたいと考えており

ます。 

 その整理結果に基づきまして、下の破線の枠でございますが、保全・創造検討委員会に

おきまして、その具体化した計画について審議いただいて、実施するかどうかというとこ
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ろをご検討いただくということを考えております。 

 では、３ページのほうに進めさせていただきます。 

 こちらからは、３項目にわたって場の創造実証実験における知見の追加整理ということ

を行っております。これが先ほどの資料-１で２点ございました外力の規模と作用時間とい

うところ、あとはそれに加えまして生物の部分の整理を行っております。 

 まず３ページでございますが、こちらの表２．１のほうをご覧ください。こちらのほう

では、中城湾における波高の再現期間と有義波高というものの一覧表を示しております。

この中で赤枠で示しておりますのが、30年確率波でございまして、その波高といたしまし

ては13.49ｍとなっております。これが、既往の波浪推算資料で整理されたものでございま

す。 

 それに対しまして、右の吹き出しで示しておりますように、実証実験中の時間最大波高

というものが、平成19年（昨年）の台風４号において発生しまして、そのときの最大波高

としましては13.61ｍというものが観測されております。これが、Nowphasの中城湾におけ

る実測値でございます。それと30年確立波高を比べていただきますと、実験中の最大波高

のほうが僅かに上回るということで、実験期間中には30年確率波高を上回るような波高が

来襲してきたということがわかります。また、その際に盛砂や海草に多少の影響はあった

んですが、概ね維持されておりまして、実証実験で用いた手法というものは物理面におき

ましては、「30年確率の耐波浪性」を有するというところがいえると考えております。これ

が、前回のご指摘に対するところでございます。 

 次に、作用時間に関するところを４ページから整理しております。 

 こちらは、パワーポイントのほうを見ていただきたいと思います。 

（パワーポイント） 

 外力の指標としましては、全面移動限界水深というものを用いているわけですが、それ

が一番左の図のように、ある波浪条件・波高周期に対しまして決まるものでございます。 

 それに対して、実際の水深が深いところでは底質はほとんど動かない。それに対しまし

て、浅いところでは底質がほとんど動き出すというような形になります。その指標として

用いたのが水深比というものでございまして、深いところでは１を下回る。浅いところで

は１以上となります。 

 つまり、この水深比が１以上であれば、底質が動き出すというようなことがいえます。

それを実測値で表したものが、こちらでパワーポイントで見ていただいている図面となり
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まして、横軸に水深比の台風期間中の期間最大値というものをとりまして、それに対しま

して縦軸に地盤高の変化量をとりますと、水深比が１を超えると地盤高の変化が大きくな

ってくるということがわかります。 

 このような形で前回の部会において示させていただきまして、その際に、右のこの部分

で波高が高くなっていくところで、作用時間というのが影響しているのではないかという

ご指摘を受けましたので、今回整理してまいりました。 

 その結果としましては、結論はこちらのようになりまして、水深比1.0以上の状態が継続

する時間を作用時間と定義して、それと地盤高変化の相関解析を行いましたところ、両者

に高い相関、相関係数にして0.888が確認されたというところで、やはり作用時間が長いほ

うが底質はよく変動するということがわかりました。 

 また、その作用時間と期間最大値というものを使いまして重回帰分析を行ったところ、

その地盤高の変化というのを表す相関値というものが得られまして、その決定係数にしま

すと0.960という高い精度で説明できるということがわかりました。 

 以上が作用時間に関する整理でございます。 

 では次に、７ページのほうに進めさせていただきます。 

 こちらでは、導入海草藻場の生物相の整理ということで、７ページ図２．２で示してお

りますような大型底生生物の調査結果を用いまして、整理を行っております。こちらにつ

きましては、前回の部会で平成19年12月の資料までお出しできなかった部分もございまし

たので、追加で整理したものでございます。その結果は８ページのほうで示しております。 

 こちらの表は、発見された種名を一覧で示しておりまして、右の○というところは、実

際に見つかったところを○としております。その見つかったところというのは、自然藻場

10枠と盛砂部の導入海草藻場の６枠に分けて、５月・12月、５月・12月とそれぞれ示して

おります。 

 ここで注目していただきたいのが、一番下の出現種類数でございまして、自然藻場にお

いては、平成11年の５月・12月を合わせますと、53種確認されております。それに対しま

して、盛砂部においては、枠数自体は少ないんですが、56種ということで、同程度の種類

数が確認されております。また、５月と12月、それぞれで見た場合でもおおむね一致して

おりまして、５月から12月への減少の具合というものも比較的よく一致しているというと

ころで、少なくとも種類数については自然藻場に近い状態になっていると考えられます。 

 その中身はどうなんだというところでございますが、緑色のハッチングを行ったところ
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が自然藻場と盛砂部で、ともに確認されたところでございまして、その割合でいいますと、

５月も12月も70％以上、75％以上という高い割合で共通した種が見つかっております。こ

のように、中身としましても非常に共通した近い状態にあるというところが盛砂部を行っ

てから２年間たった状態でございます。 

 また、９ページのほうに、自然藻場の代表的な二枚貝の出現状況としまして、ホソスジ

ヒバリガイ、ハボウキガイの出現状況を示しております。ここで一番見ていただきたいと

ころがＬ－５、黄色のハッチングをした部分でございまして、ここが盛砂部でございまし

て、ここでは自然藻場に代表されるような、自然藻場でよく見つかるような２つの種が盛

砂直後から見つかっている。またハボウキガイについては継続して見つかっているという

点がございまして、今回の実証実験の盛砂で用いました改良型バックホウという工法とい

うものが、海草だけではなくて、生物も同時に運ぶという点で、生物の保全にも効果的な

方法ではないかというところが、ここから考えられます。 

 以上が追加の整理でございまして、それを前回の部会でとりまとめました、表に追加し

たものが10ページと11ページとなります。こちらで赤字で示した部分が、先ほどご説明し

たような内容を記載したものでございます。少しこちらのほうは時間の関係上、割愛させ

ていただきます。内容は先ほどの説明と同じものとなります。 

 では、12ページ、３章のほうに進めさせていただきます。 

 ここでは藻場生態系保全の具体策の基本的考え方としまして、保全・創造検討委員会の

レベルから、今後、どのように進めていくかというところまでの考え方を整理したもので

ございます。 

 まず3.1環境保全措置の中の「藻場生態系の保全」の位置づけでございます。こちらは13

ページの図3.1のほうをご覧ください。泡瀬海域の環境保全措置としましては、大目標とし

まして、【人工島を活用した地域の発展と調和しつつ、人工島及び周辺の自然環境を保全・

創造し、また適切な利用を図る】というような大きな目的を持って進めております。 

 またそれに対しまして、個別の目標というものが６項目定められておりまして、その一

番左に「藻場生態系の保全」というものがございます。また、その個別目標に対しまして、

実際の行動計画というものが、その下に11項目ございまして、その左から２番目に「海藻

草類の生育環境の保全・創出」というものがございます。 

 本部会におきましては、この「海藻草類の生育環境の保全・創出」というところを具体

化させていきたいと考えておりまして、これまで、この項目についてはどのような経緯が
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あるかといいますと、初めに申し上げたとおり、実証実験等を行ってきて、知見を蓄積し

てきたところでございます。それに対して、今は具体的な計画がないので、それを進めて

いきたいと考えております。 

 その具体化していく流れが14ページに簡単に示しております。この計画の目的としまし

ては、泡瀬海域の生態系を保全することに配慮しまして、藻場生態系の保全施策の高度化

を図るというような目的を設定しております。それに対しまして、具体化に応じては、配

慮事項として４項目ございまして、実施場所及びその周辺に著しい影響を及ぼさないよう

に配慮する。実施場所及びその周辺の既存環境を生かした柔軟な計画を策定する。泡瀬海

域の自然環境、社会環境は変化していく。その変化に応じて柔軟に対応できるような計画

を策定する。また、藻場の復元に関する配慮事項(環境省、2004年)などの関連指針という

ものもよく確認しながら、その考え方を計画に取り込みながら進めていこうと考えており

ます。 

 次に、具体化と実施の流れでございますが、この海藻草類専門部会では、現状の知見や

技術における最適案を科学的な面から具体化し、その効果と影響を整理していきたいと考

えております。また、その実施の可否については、保全・創造検討委員会で決定するとい

う流れでございます。 

 図3.2の流れの一番上に示しておりますように、今回は候補地を抽出し、その中から優先

的に進める場所を選定していくというところを４章以降に整理しております。その後の流

れとしましては、次回の部会において審議いただく。その結果におきまして、保全創造検

討委員会で計画実施の可否を判断するという流れでございます。 

 では、15ページの候補地の抽出でございます。この候補地と今、言っておりますものの

イメージを15ページの下の図4.1に示しております。今、対象地というものの大枠を定めま

して、その中から自然環境・社会環境条件を設定しまして、計画が実施できる可能性が高

い場所というものを幾つか候補地として抽出する。そしてその中に評価基準を設けまして、

その中で優先度の高いものを導きだそうというのが今回の資料の構成となっております。

今回、承認いただけましたら、そこにおきまして詳細な調査、生物、底質等の調査を行い

まして、より絞り込んだ形で適地というものを設定しまして、そこで実際の手法を考えて

いこうという流れを考えております。その候補地の抽出の手順を次のページから進めてま

いります。 

 まず16ページでございますが、こちらが対象海域の設定としておりまして、対象海域と
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しましては、藻場の復元に関する配慮事項というものを参考にしまして、できる限り事業

実施区域に近い場所という観点から、泡瀬地区及び新港地区を設定しております。その中

で、航路であったり、埋立地であったりというところは対象外としております。この赤の

破線で囲った部分の中から条件を設定しまして候補地を抽出してまいります。 

 まず第一の条件でございますが、17ページに示しております。まずは水深的な問題でご

ざいまして、条件①としましては、干出域と深場を除外するということで、干出する部分

を黄色のハッチング、深いところを青いハッチングで示しております。なぜこのような部

分を除外するかといいますと、このようなところで藻場を形成しようとした場合には、嵩

上げであったり、掘削であったりと、その場の環境に大きな影響を与えるとともに、多大

な費用を要することになるため、そのような場所を除外いたします。 

 では、次に18ページでは、条件②を設定しております。台風時の高波浪が直接作用する

場所を除外しております。台風時の高波浪が直接作用する沖に面したようなところでは、

当然、藻場を形成するために大きな構造物が必要となってしまいまして、そのようなこと

をしますと、その場に大きな影響を与えるとともに多大な費用が発生するというところで、

そのような部分を除外しております。実際に除外されない部分は、どのような場所かとい

いますと、図面の中で赤い枠で囲っております、既設であったり将来計画の防波堤や潜堤

の背後という部分が残ってまいります。 

 次に、19ページのほうでは、社会環境条件的なところでハッチングをしております。こ

れは優先的に利用される場所を除外するというものでございまして、現在、漁場や人工海

浜として利用される計画があったり、現在利用されている部分というものを19ページ、オ

レンジのハッチングで除外しております。そうしますと、残ってくる部分が非常に限られ

てしまいまして、緑色の枠で示した５カ所が残ってまいります。 

 その部分を整理したものが20ページの図となります。ここで候補地に番号をつけまして、

候補地Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅという形で５カ所を候補地としまして抽出いたしました。 

 では、21ページ以降は特性の整理ということで、候補地ごとに特性を整理しております

が、少しそれを飛ばしまして、まず最終的にどのような評価を行うかというところを見て

いただきたいと思います。 

 それが26ページとなります。表4.2において、候補地の評価項目の一覧という形で評価の

項目を示しております。まず、この評価項目の視点でございますが、場の保全・創出とい

うものの実現性や経済性、実施後の利用の観点から、この項目を設定しております。まず
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上からいきますと、生育制限要因の緩和しやすさというところでございまして、これは自

然藻場の存在というものを指標としてみております。なぜそれを指標とするかといいます

と、候補地内にパッチ状の自然藻場があるような場所や周囲に自然藻場があるような場所

においては、特に濁りや水温という水質の面においては、海草の生育制限要因というもの

があまりないだろうという点において、生育制限要因を物理的な面で緩和しやすい場所で

はないかという観点で、この評価を用いております。当然、藻場がある場所が○、藻場が

ない場所が▲となります。 

 次に、データの蓄積状況でございますが、これは既存の調査データが多く、その場の特

性が把握できている場所のほうが確度の高い計画策定が可能になるというところと、候補

地決定後の詳細調査においては効率的に行えるという点がございますので、ここでは蓄積

がある場合は○、ない場合を▲としまして、環境監視調査、実証実験に関する調査データ

という２つの項目において評価を行っております。 

 次に、生育制限要因が新たに発生する可能性というところでございますが、こちらにつ

いては、特に今後、造成するような防波堤の部分というところでは、将来的に阻害要因が

発生しまして、それによって、その対策であったり調査が必要になってくるという場合も

ございますので、経済的な面でも実現性という面でも、それがないほうがいいだろうとい

う意味で、その可能性がなしの部分を○、ありの部分を▲という評価としております。 

 最後に実施後の維持・利用という点でございますが、先ほど委員会との関係で示しまし

たように、この大目標としましては、保全・創出後の利用という面も大きな目標としてご

ざいますので、その点を含めての評価でございまして、維持管理であったら、容易であっ

たら○、困難であったら▲、漁業資源の拡大・利用という点では、効果が大きそうであれ

ば○、小さそうであれば▲、環境学習等の生物観察に適する場所だと○、適さなそうな場

所だと▲というような評価を設定しております。 

 このような評価項目において、評価した結果が28ページの一覧表となっております。ま

た、29ページ以降にその個別の地点における評価結果というものを示しております。 

 では、そこの▲としましたところを中心としましてご説明したいと思います。 

 お手元の資料のほうでは20ページのほうの候補地の空中写真のところをご覧いただけれ

ばと思います。パワーポイントのほうでは、評価結果を非常に細かい字で大変恐縮でござ

いますが示しております。 

 この候補地Ａから進めてまいりますが、候補地Ａにつきましては、21ページに詳細な空
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中写真を示しております。こちらにおいては、自然の藻場がないというところでございま

して、これまでのデータの蓄積もほんどないという場所でございますので、その項目につ

いては▲とさせていただいております。 

 またここにアクセスするためには、必ず船が必要という点において、生物観察には向か

ないというところで、その部分を▲としております。その他につきましては、特に問題な

しということで○としております。 

 次に候補地Ｂでございますが、結論から言いますと、ここを最終的な優先度の高い場所

としております。こちらの候補地Ｂにおいては、生物観察のみが▲となっておりまして、

その他の項目は○としております。こちらの生物観察が▲となる理由としましては、先ほ

どの東防波堤の直背後と同様に、船でしか近寄れないという点があるためでございます。 

 次に、候補地ＣからＥの表をパワーポイントのほうで示させております。こちらについ

ては詳細な写真を24ページ、25ページのほうで示しております。これらの３地点において

は、写真のほうを見ていただいてもわかりますとおり、実際に、今、藻場がまばらに存在

するような場でございまして、この分布の状態からみますと台風時の外力の影響を非常に

受けているような場所でございます。それで、データの蓄積状況のところに▲とございま

して、これはなぜかと言いますと、西防波堤の背後で行った実証実験の調査結果と直接的

にはここでは使えないだろうというところでの▲でございます。この３カ所で非常に重要

となってくるのが、制限要因が新たに発生する可能性と実施後の維持・利用という点でご

ざいます。▲の点に注目してご説明いたしますと、候補地Ｃにおきましては、砂州の西側

ということで、砂州に非常に近いところとなっております。つまりこの砂州に今後移動が

起こったような場合には、砂によって埋没するような可能性があるという点において、評

価のところで▲としております。 

 次に、候補地のＤでは、ここは泊地に面するようなところでございまして、泊地内で海

水が滞留するような状態となって、濁りが発生した場合には、若干深いところでございま

すので、そこでは濁り等の影響というところが心配されるところでございますので▲とし

ております。 

 また、船が非常に近い場所を通りますので、船による撹乱という可能性もあるというと

ころで▲としております。 

 次に候補地のＥにおきましては、ここでも養浜という形で砂が近い場所で入りますので、

その砂の移動によって埋没する可能性があるという点で、砂による埋没を▲としておりま
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す。また、ここでは大きな船は入ってきませんが、レジャーボートやジェットスキー等が

走る可能性がありまして、そういう点で底質の撹乱を受ける可能性があるということで▲

としております。 

 また、実施後の維持・利用という点で、この３カ所を見ていきますと、まず３カ所とも

にいえることが、魚場に隣接していないという点で、漁業資源の拡大には直接的には結び

つかないというところでございます。 

 また、維持管理の面でいいますと、候補地Ｄは泊地に面しておりまして、若干維持管理

に不便なところというところで▲、また候補地Ｅの人工海浜の前面につきましては、レジ

ャーボート等がよく走り回るところというところで維持管理等には▲という評価をしてお

ります。 

 次に、生物観察という視点で見ますと、この中で候補地のＣのみが非常に適した場所と

なっておりまして、ここでは護岸から直接歩いていけるようなところでございますので、

生物観察の点で○としております。 

 以上、駆け足で申し訳ないんですが、候補地の評価の結果でございます。 

 このように評価した結果の結論をパワーポイントのほうで示しておりますが、結論とし

ましては、候補地のＢ、西防波堤の直背後というところが、実施後の維持・利用に関する

項目の生物観察で▲というのがございましたが、同じような利用の面において、漁場資源

の拡大に効果があるだろうというところで、概ね満たすという評価をしまして、その他の

項目もすべて○というところで、この５カ所の候補地の中では最も優先度の高い場所とい

うような結論を行いました。 

 今回、この候補地のＢ、西防波堤の直背後をご承認いただいて、その後に詳細な生物や

底質の調査を行って、適地を絞り込んで実際の手法の検討に進めていきたいと考えており

ます。 

 その流れが、最後のページに示しております。 

 最後の34ページでございますが、上の第１回専門部会、本専門部会と書いた部分がこれ

までここでご説明した内容でございまして、第２回に向けては優先度の高い候補地を対象

とした検討という形で、その調査結果を踏まえた上で具体案を構築しまして、維持・管理

の検討まで行って計画として策定し、それをご審議いただければと考えております。 

 以上です。 

○野呂座長  ありがとうございました。 

 16



 ただいまの説明は、今までに行いました低天端堤、それから海草の移植の結果をまとめ

ていただいて、その結果を踏まえて、新たな「海藻草類生育環境の保全・創出」の場とい

うのをどこでやろうかと。要するに今まで考えた５種類のＡ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅの中で、ど

こがこの計画を行うのに適しているのかというものの提案があったわけですけれども、今

説明していただきました資料-２に関しまして、技術的なこと、それから全体的な考え方、

いずれでも結構ですので、委員の先生方のご意見をいただければというふうに思います。 

 どなたかございませんか。古川委員お願いします。 

○古川委員  国総研の古川ですけれども、１つは単純な質問というか意見です。 

 資料-２の６ページのところで、前回私のほうからご提案してお答えをいただいた部分で

すけれども、外力としての波の高さと、その継続時間の関係について整理していただいて、

非常に明快な整理ができましたというご紹介をいただきました。 

 ６ページ目のところの一番下の表に書いてありますその標準偏回帰係数というのを見て、

水深に対しては0.7ぐらいかかっていて、作用時間に対しては0.4ぐらいかかっていて、こ

れが倍違うので、波高が倍になったというのは継続時間が４倍になったとことに、ラフに

いえばそんなような影響の度合いですねというのがわかるということだと思うんですけれ

ども、これはもう偏回帰係数にまでなってしまっているので実際の回帰式をどこかに記録

しておいていただきたいなと思います。実スケールの時間と波高を入れると変化量が出せ

るという式が出ているはずですので、参考のためにそれを書いておいていただけるとあり

がたいと思います。 

 もう１つは、方針についての質問をさせていただきます。その回答いかんでその継続の

審議をと思っているのですが、14ページから3.3の計画の具体化の流れという話が出てきて

いて、私の理解では、大きな計画の目的はもうすでに決まっていますと、その中で今回場

所を決めて何をするかというのを今回と次回ぐらいで決めていきたいということになるか

と思うのですが、そのときに場所を選ぶとできることも変わってくるというので、両方同

時に選ばないといけないので、非常に難しいなというところなんだと思っています。 

 そのときに、今回Ｄですか、１個場所を決めて、そこで何ができるかという提示を次に

されたいというふうにおっしゃっていたんですが、この14ページの下の矢印のところ、例

えば③のところにも書いてありますけれども、複数の具体案を検討されるというふうに書

いてあります。私は、ここで今回１つに絞るのではなくて、複数残してその場所に合った

保全なり創出なりの組み合わせ、同じある保全方法を決めて、それでＡ・Ｂ・Ｃ・Ｄのケ
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ースを比べるというのではなくて、Ａであればこういうことをやります。Ｂであればこう

いうことをやります。Ｃであればこういうことをやりますというふうに、その場所と計画

がセットになった状態で最終的な判断をしたほうがいいんじゃないかなと。この段階で、

場所だけ先に決めて、今度は手法と言ったら、手法を選んだときに、もしかしたら今回の

選んだ場所じゃないところが適地かもしれないというようなことがありますので、全部を

同時並行で、全部検討していくことはできないんですけれども、今回の場所の選定は、次

回実際にやる対応策とセットで複数案を検討するというふうにしていただけるならば、場

所を１カ所に絞らない議論をしたほうがよろしいんじゃないかと思っております。 

 以上、２点です。 

○野呂座長  今の古川委員のご指摘ですけれども、お答えお願いします。 

○事務局（加地）  では、まず最初の偏回帰係数まで示したほうがよいのではないかと

いう点につきましては、そのように対応したいと思います。 

 パワーポイントのほうで今示しておりますが、補足の資料としましては、その部分もつ

くっておりました。下の表の真ん中の列が偏回帰係数ということで最大値に対しては2.53、

1.0以上の作用時間に対しては0.06、定数項としましては－0.91というところが求められて

おります。 

○事務局（池田(宗)）  あと、２点目の候補地を１つに絞らないほうがいいのではない

かというご意見に対しましては、まったくそのとおりであると感じておりまして、資料の

28ページに一覧表で整理しておりますけれども、５カ所のうちでその表の下に総合評価と

いうところで黄色く網掛けをしております。今５カ所のうちで二重丸としているのが、先

ほどご説明しました優先度が最も高いだろうと考えているところなんですが、そのほかに

も候補地としてはＡとＣはマイナス要素が少なくて、検討するに値する場所であろうとは

考えております。 

 ＤとＥに関しまして、Ｄは航路沖の防波堤ですけれども、その背後は今後船が行き来を

して、引き波が立つですとか、候補地Ｅの人工海浜前面は、人の利用と競合するというと

ころで、この２カ所は今回候補地としては選んでないのですが、優先度といいますか、評

価を下げているんですけれども、残りの３カ所は候補地として十分検討していくに値する

場所であると考えております。その中で、ちょっと優先度という言葉を使いましたが、そ

の３カ所の中では西防波堤背後の候補地Ｂが一番検討していく上でやりやすさ、経済性か

ら考えても一番適しているのではないかと判断しているところでございます。 
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○野呂座長  ＡとＢとＣが、実効性が高いというお考えだと思います。率直に言って、

潜ったときの感覚としてＢは、海草は生えるような気がするんですけれども、Ａというの

は非常に泥っぽいところで、ここに移植をしても、例えば28ページの表にはそれがうまく

生かされてないんですけれども、Ａに入れても、多分、周りの底質とか流れからいって、

海草は生えないんじゃないかなという気もするんですけれども、どうでしょうか。 

○事務局（池田(宗)）  防波堤東が候補地Ａになるんですけれども、ここは野呂座長の

感覚のとおりで、現地を見た私も同じような感覚を持ちましたけれども、この背後という

のは非常に広く範囲がとれまして、水深帯もいろんな水深帯がございます。そういった意

味では、浅いところもあれば深いところもありますので、外力の制御という意味では選択

の余地がすごく広い場所です。 

 どれぐらいの場の改良といいますか、海草に適した場がつくれるかどうかわかりません

が、候補地としては今のところ残している状況ですけれども、実際に自然藻場が今のとこ

ろないということを踏まえますと、少しほかの場所のＢとかＣに比べるとハードルは高い

かもしれません。 

○香村委員  ちょっとお聞きしたいんですけど、今、古川委員のほうからも指摘された

ように、いろんな場所の影響も想定することも必要かと思いますが、それに可能性のある

確保できそうな面積というのがどの程度あるのか、それもちょっと表現してくれるとよか

ったかなというふうに思うんです。これだけでは可能性としてどれだけのものが確保でき

るかということと、それともう１つ、これからいろいろ水路とかそういったものの拡張が

ございますよね。水路が新しくできるとか、それによる、いわゆる流れの変化というもの

を対応させて考えていらっしゃるのかどうか、それをちょっとお聞きしたいんですが。 

○事務局（池田(宗)）  面積につきましては、ご指摘を踏まえまして、次回整理したい

とは思います。 

 流れですとか、今後の場の物理的な環境につきましては、少し調査をしないとわからな

いというのが現状でございまして、まずは場所を絞り込んでから、ある程度、その場の状

況を確認したいと、そのための場所の選定という考えで絞り込んでおります。 

○岡田委員  香村先生と同じように、面積と、それから深さの分布もわかっていたほう

が、後の判断がしやすいと思うんですが、お願いいたします。 

○事務局（池田(宗)  岡田委員からのご指摘も踏まえまして、次回整理したいと思いま

す。 
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 水深につきましては、泡瀬海域で水深の分布が把握されておりますので、現在ある情報

をなるべく使って、こちらの情報は整理したいと思います。 

○岡田委員  たびたびすみません。一緒に言えばよかった。地盤の固さみたいなものは

どこまでわかっていますか。すごく沈んでしまうようなところだと、色々後で困るし、そ

のやり方があると思いますから、それもついでに、わかれば。 

○事務局（池田(宗)）  はい、わかりました。 

○野呂座長  例えば20ページの図を、今、候補地として出しているし、その前のほうの

18、19ページの図ではいろんな範囲を出しているんですけれども、実はもうこのごろの会

議では出なくなってしまった図なんですけれども、天然藻場が過去何十年にわたってどう

いうふうに変遷しているかという、あの図は、この会議の最初のころはよく出ていて、あ

れは非常に考えるときに基準になるもので、それをここに入れ込んでしまえば、重ねてし

まえば、本当にぐちゃぐちゃでわからなくなりますけれども、どこか隅っこのほうに入れ

ておいていただければ、時系列でこんなふうに変わっているんだ、それだったら移植がも

しも行われた場合はどうなるだろうというのを推測するのに非常に役に立つと思います。

昭和40年代ぐらいからあった、あの細長い、最初のころは白黒の写真だったような気がし

ますけれども、あれをつけていただければいいなというふうな気がします。 

○事務局（池田(宗)）  ご指摘を踏まえまして、そういった過去からの自然藻場の変遷

は資料にまた載せたいと思います。この計画でも自然の藻場の変遷ですとか遷移に逆らわ

ないように、その変化をうまく利用して計画をつくっていければというふうに考えており

ます。 

○古川委員  特にどこという指摘ではないんですが、これから考えていく上での方針に

ついて１つご提案をしたいと思います。 

 藻場生態系を保全、もしくは創出をしましょうというような大きな目標に向かっての検

討ということになるんだと思いますけれども、そのときに藻場に限らず、保全したり創出

したりするときに、近くにターゲットとなる藻場があることがプラスに評価される場合と、

マイナスに評価される場合とがございます。プラスに評価されるというのは、保全のほう

に力を入れて考える場合。これは例えば今、現状で台風もここのところ頻発していること

もあって、ここの泡瀬海域全体での藻場が衰退をしているというようなことがあります。 

 ですから、今あるもののそばで、こういう保全策、何か手を加えて自然の営みを助けて

あげることができれば、それの回復に役立つ、保全に役立つということで、この計画をや
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ろうという場合には、近くに藻場があったほうが、その保全策がより効果的にいけるだろ

うということで、ここで書かれているような藻場がある場合には○というような、近くに

ある場合には○というふうな評価になるかと思います。 

 一方、創出をしますという場合だと、この創出をするためにいろいろな手当てをしなけ

ればいけない。地盤高を上げますとか、地盤の改良をします、何か材料を持ち込みます、

というふうなことをしなければいけないとなると、その影響で既存の生態系に影響を与え

てはいけないということから、創出をする場合には近くに既に自生している藻場があると

か、また別の生態系、立派な生態系があると、保全しなければいけない生態系がある場合

には、マイナスの評価になる。あんまり近くでいいものがあるところで何か手を加えすぎ

て、変な影響を与えてはいけないというような、その２つの大きな方向性の違いというの

があるのかなという気がしています。 

 今回、選んでいただいた場所等々を見ていきますと、純粋に、またこれからやろうとし

ている事業の規模というものも勘案しますと、純粋に何か新たな場所に創出するというこ

との可能性は、少し薄いのかなという気がしています。今あるもので、少しどうもここ数

年、また10年ぐらいの変化を見ていると衰退傾向にあって、ここで十分な保全策をしてあ

げないと、その生態系が存続しなくなってしまうんじゃないか、この埋め立てを経験して

なくなってしまうんじゃないかというふうな不安があるところに関して力を入れて保全策

を打っていくというような、保全に重点を置いたような評価をされてはいかがかなという

気がしています。 

 そういう意味では、これから今、つくっている埋立地に近接する部分というのは、まず

影響を受けていくところになるかと思いますので、その部分での保全策というのが、ここ

は大切な気がします。そういう意味で、このＢが◎になっていますけれども、ここはＣの

実際につくっているところのごくごく近傍になるところ、ここでの保全というのはすごく

重要になるのではないかなということを思いました。すみません、感想みたいなことにな

ってしまいましたけれども、そんなふうに思っています。 

○前川委員  私の意見は、紙にまとめてあります。２～３ページにかけてですが、まず

この問題を理解するためには、これまでの経過についても整理しないといけないだろうと

いうことで簡単に書いてありますが、細かくは後で読んでいただきたいと思います。 

 まずアセス書ではこう書かれている。被度50％を超える藻場がなくなるので、それを保

全すると、移植すると。これがまずスタートですよね。そして今までいろんなことをやっ
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てきたわけですね。手植え移植実験から、機械移植実験、減耗対策実験、そして手植え移

植までやってきたけれども、私の判断ではうまくいっていないという結果になっていると

思います。 

 そしてまた２番目、実際に埋立地周辺はどうなってきたのかということで、藻場の変化

のデータが書いてあります。これは事業所の資料を整理したものですけれども、平成13年、

工事に入る前ですね、それから平成19年５月、６月に新しいデータが出て、平成20年６月

のデータが出ていますが、ほぼ変わらないと思いますが、いずれにしても大型海草藻場被

度50％以上の場所が56.8haあったものが、現在ではゼロです。それから海草藻場について

も、311.9haあったものが、254.2haと、本当に大幅な減少です。 

 ということで、この工事によって事業者は工事による影響ではないと、台風による影響

だというふうに言っていますけれども、いずれにしても泡瀬海域でこういう大きな変化が

あるわけです。 

 そして、場の創造の実験がありました。そしてその場の創造についても委員の間からい

ろんな意見がありました。これはそこにまとめて書いてありますけれども、これは省略し

ます。そして、今回の提案になっているわけです。それで私は、この提案を考える意味で、

今述べてきた経過、そして今の泡瀬の現状、そしてそれに対していかに手当てをすべきな

のか、優先順位というんでしょうか、そういうのを考えて私はやるべきだと思っています。

そういう点で、３ページのほうに今回の提案についてということで、Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄの４

つの観点から見直して考えるべきだというふうに思っています。 

 それからすると、今、提案されているのは、私からすれば緊急な提案ではなくて、これ

はずっと後の話だろうと。現在は、さっき言ったように、海草藻場が大幅に減少している

し、被度50％以上の藻場はもうゼロになっている。それに対して、どういう対策をして保

全すべきなのか、そういうのをまず優先課題にしてやっていって、そしてなお余裕がある

のであれば、今３つの候補地が挙がっていますけれども、そこでどういうことが可能なの

かということでやっていくべきだと私は考えています。 

 そういう意味では、この提案は私からすれば本末転倒というんですか、全然優先課題を

考えていない提案だと。さらにもっと言えば、一番優先度の高いといわれている候補地Ｂ、

そこは手植え移植地ですよね。そうですよね。要するに、手植え移植地がある場所です。

そこに、例えば新たな環境をつくる場合に、低天端提をつくるとかそういうことも当然入

っていると思います。それから盛砂をするとか、海草を導入するとか、そういうことも多
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分入っているだろうと思いますけれども、そういうことをやると、手植え移植地というの

は今モニタリングをしているわけですよ。これがどう変化していくのかを、この手植え移

植という事業がはたして成功であったのかどうであったのかを、今ずっと継続して審議し

ている場所ですからね。そういう場所をまた新たな環境保全・創造の場所にしていくとい

うことについては、全く筋違いだというふうに私は思います。そういう意味で、この提起

は根本から考え直してほしいというのが私の意見です。以上です。 

○野呂座長  ありがとうございました。 

 前川委員のほうからは、手持ちの資料というか、配付の資料に基づいて、２/４ページを

使いまして、今問題になっているのは、藻場が13年度から19年度にかけて減っているので

あって、それを算段するほうが先ではないかと、そういう趣旨ですよね。というふうなこ

とをおっしゃったわけですけど、事務局側のほうでこれに対して何かご意見があったらお

願いしたいんですが。 

○事務局（池田(宗)）  ひとまず私のほうからご回答させていただきますが、広域の藻

場の面積の変化につきましては、前川委員のご指摘のとおり少しずつ減っているところで

す。長期的に見ますと、以前の減り具合に比べますと最近少し下げ止まっているようなと

ころが先日の監視委員会でもご報告されておりますけれども、面積はそれほど減ってない

のですが、被度の高いところがやや減っている、まあ被度が減少しているという傾向は見

られております。そういった中で、今まで事業者としましてはいろいろな実験を通して知

見を蓄積してきておりますので、そういった知見を最大限に生かして藻場の保全に努めて

いきたいというふうに考えているところでございまして、今回ご提案いたしました計画に

つきましても、今までの実験がうまくいったのかどうかというところではなくて、多くの

知見が得られていますので、その知見を生かしながらどういうことが藻場生態系保全に向

けてできるか、そこをご意見を伺いながら計画をつくっていきたいと考えているところで

ございます。 

 また、手植え移植藻場の近くでやるのではないかというご指摘ですけれども、近傍とい

えば近傍ですけれども、西防波堤から手植え移植藻場が100ｍから百数十メートル離れてお

りまして、実際今回候補地と考えております防波堤のすぐ際、まあ防波堤から30ｍから50

ｍ内外のところでございますので、直接的な影響はないかなと考えております。手植え移

植藻場の状況がよくなるような手当てが、結果的にそうなるのであれば悪くはないかなと

は思うんですけれども、今回考えているところは、それほど直接影響はないというふうに
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考えて、場所は選定されております。以上でございます。 

○野呂座長  この問題はかなり重要な問題なんですけれども、ほかの委員の方、特に行

政の方も含めまして、ご意見があったらいただきたいんですが。 

 はい、前川委員お願いします。 

○前川委員  今、候補地Ｂについて、私が懸念を表明したのですが、その回答は今話が

あったのですが、この新たな環境保全の計画というのは、今話を聞きますと、手植え移植

地を救うという意味もあるんですか。 

 そうなれば幸いだという回答がありましたが。 

○事務局（池田(宗)）  結果的にそうつながれば、それはそれで悪いことではないと思

うのですが、この計画は目的でも示してますけれども、泡瀬海域の藻場生態系の保全をす

るために、どこでやれば効果的かというところで場所を選定しておりますので、手植え移

植藻場とは計画自体を切り離して考えていただければと思います。 

○前川委員  ちょっと今の意見は納得できないんですがね。手植え移植地というのは、

要するに皆さんが移植適応可能の適応が一番可能性が高い場所という形で選定をして、皆

さんが自信を持って選んで移植した場所ですよね。その場所が、あとで審議されると思う

んですが、最近は被度が非常に減少してきているという状況があります。そういうことに

ついては、一度評価をして、私はもう一度再評価するべきだというふうな意見を持ってい

ますけれども、ずっとモニタリングを継続して見守っていくんだという確認をしている場

所ですよね。そういう場所の周辺で、今言われたような環境創造の場所にするということ

は、あそこ近辺の環境条件が変わるわけですから、今までモニタリングしてきた経過、あ

るいは今後のモニタリングに大きく影響を与えるわけですよね。そういうことを果たして

やっていいことなのかどうか、その辺どうですかね。委員の皆さんはどう思いますか。 

○野呂座長  今の前川委員からの問いかけに関して、委員の先生方、何かご意見はあり

ませんか。 

○香村委員  先ほど、こういうふうにいくつかの候補地を挙げているということで示さ

れているわけですが、最初、私が質問しましたように、いろいろと埋立ての面積も変わる

だろうし、それから水路もいろいろとできるでしょうし、そういったものとの変化を前川

委員は気にしているんじゃないかと思うんですよね。これはそっき僕も言ったような、そ

れがやはり気になるわけですよね。やはり流れもいろいろ変わってくるでしょうし、それ

をどういうふうに取り入れるかということも必要かなと思います。 
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 それともう１つ、もし付け加えて言いたかったのは、先ほどお話が出ていたように、そ

こをやる際に、どういう方法が今度考えられるのか。どういった手当てをすればいいのか

という、そういった多少具体的なそういったものがあるとよりわかりやすいのかな。ただ、

ここが候補地だから、それではどういうふうな方法でやるのかというのがちょっと何か不

明瞭であるので、将来こういうふうな手当てをすれば保全ができるんだという、そういっ

たことも含めて方法論というんですか、どういうふうな対策をすればいいのかという、そ

ういった事を少し付け加えていただければと思うわけです。 

 それから、こういったことでは不適当だという、その不適当だというものの対策という

のがあるのかどうかということですね。何か船が通るので、船による引き波というんです

か、それによって不都合だという、それに対して何か方法論というのがあるのかどうか。

そういったことも含めてやはり考えたほうがいいのかなと思うわけです。 

 それから、現在ある藻場というのを確保するというのは、保全するというのがもう第一

義的な目的だとは思うので、それは当然やっていっていただきたいなというふうに思って

おります。 

○野呂座長  ありがとうございました。 

 はい、古川委員お願いします。 

○古川委員  古川ですけれども、前川委員のほうから出されている資料の３ページ目の

下の意見③の２の一番下の行というのが、「海草保全を最優先して取り組むべきではないの

か」と書かれているところは大賛成です。そういう意味で、保全を前提とした今回の生育

環境の保全・創出の計画について検討されてはいかがですかというような意見を出させて

いただいた。そこのところで、またちょっと前川さんと意見が整合点が取れてないのかな

と。 

 私は今回事業者のほうから出された保全・創出のための計画というのが、まさに前川さ

んが心配されている、そもそもこれは何のためにやり始めたんだ。海草生育場を含めて泡

瀬海域の生態系の保全のために何ができるかというところ、その中で今回この計画がつく

り上げられようとして、その場所選びを今始めた。 

 だから、この場所選びの段階で、例えば前川さんの視点からして、埋立予定地や周辺と

している通信基地の先だとか、砂州の周辺だとか、こういうところを優先すべきだという

話であれば、この今回の場所選びの俎上に、ご指摘の場所を含めて考えていただければ。

何か向いているところは一緒の気がするんです。言い方が違うんじゃないかというような
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話であるならば、私は同じ方向を向いて、もっと検討する場所を広げましょうとか、例え

ば通信基地の前が漁業者の利用によって不可というふうになっていますけれども、それは

再検討の余地はないのか。交渉の余地はないのかというようなことも含めて検討いただい

たらよろしいんじゃないかなと思います。 

 それと、これは余計な言い方になるかもしれませんけど、モニタリングをしているとこ

ろの再生が、可か不可かという問いかけもありました。大前提が、保全のために何ができ

るのかということであれば、今モニタリングされているのが実験であれば、優先順位は実

際の大本
おおもと

の保全のほうが高い、よりいい方向に転ぶほうを優先すべきであると思います。

それが、まだ不確定要素があってモニタリングをしたほうが、後々その技術を使って再生

する可能性が高いので、もうちょっと見てみましょうということであれば、そのモニタリ

ングのほうを優先すべきということだと思います。これはもう実際の次の委員会に出てく

るんでしょうけど、西防波堤の背後でどんなメニューを考えておられるのか、どういうこ

とをやろうと思うのかというところまで詰めないと、どちらも、どうしたほうがいいとい

う答えがすぐには出せない話ではないかなと。 

 ただ、そのことは何を優先するのかということにおいては、実験をしたい、データを集

めたいということももちろん我々にはありますけれども、保全が優先されるということは、

ここで前川さんからご提起いただいたことを再確認しておくことは、非常に重要じゃない

かなと思いますし、それについては賛同したいと思います。 

○野呂座長  どうでしょうか。提案なんですけれども、今、事業者側のほうから５カ所

の場所で、ここを移植の適応する場所としてどうだろうかという、候補地として提案があ

ったわけで、それに対して議論の中で、ＡＢＣの３カ所が５カ所よりも、さらに適応性は

高いであろうという意見が１つ、大筋として出ました。 

 それに対しまして、前川委員のほうから、そういうふうな移植が保全に即、結び付くも

のであるとする考えはちょっと一面的ではないかと、もっと全体的に見た場合、減少して

いる藻場があるわけで、その減少した藻場がどういうふうな理由で減少したか、それから

そこの場所を保全するということも前提に入れてという、今、古川委員のおっしゃったよ

うなことも入れて、もう一度、候補地、それから保全の方法をもう少し具体的に見直して、

この次の会議までに、もんでもらってはどうだろうかというふうなところで言っていまし

た。 

 この委員会としては、そういうことでまとめさせていただいて、前川委員のおっしゃっ
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ていただいたことも親委員会のほうには、委員会のほうの一部の委員からこういう意見が

出て、それは賛同する者もいましたという形でもって報告したいんですけれども。 

 はい、どうぞ。 

○前川委員  先ほど古川委員が言われたこと、確かに今の埋立地周辺が本当に私は激減

しているというふうに思っていますので、そのあたりでの新たな環境の創造という意味で

あれば、それは意見が一致するわけですよね。そういう方向では賛成です。 

 そういう意味で、今の一期工事が進行しているわけですが、二期工事については、沖縄

市の方もいますが、沖縄市としては二期工事は困難という立場を表明しているわけですよ

ね。そういうことも踏まえて、そして今までのお互いの部会でも審議してきたとおり、移

植による保全はなかなか難しいということもありまして、であれば、二期工事の区域につ

いては、まだ藻場が相当残っているわけです。 

 だから、そこについては、これはここの委員会の権限を超えてはいると思うんですが、

二期工事については工事はしないと、沖縄市もそう言っているわけですから、そういう方

向で腹を決めて、二期工事の区域の場所について、海草の保全について最大限取り組むと。

そういうことであれば、非常にいい方向にいくと思うんです。 

 そのへん、二期工事のことについて、沖縄市と県、それから国の調整は、その後、どう

なっていますか。何か進展があるんでしょうか。よろしくお願いします。 

○野呂座長  どなたか、今の問い掛けに関して、委員の方から言っていただければ。 

 はい。 

○事務局（滝澤）  沖縄県でございます。 

 おっしゃるとおり、今、沖縄市のほうから二期工事に関しては困難という表明がありま

す。ただ、当該部分、アクセス道路なんかが通っている部分等もございます。それから全

般土地利用計画の見直しなんかを沖縄市のほうでもされると聞いておりますので、基本的

にはその見直しの状況を踏まえて協議をしながら、今後、二期工事をどのような形にして

いくかというのを協議をしていきたいと。まずはそのへん、表明の中でも二期工事は困難

であるが、アクセス道路、その他があって、いろいろそのへんは市としても検討が必要と

いうような表現、ちょっと表現は違うかもしれませんが、そのように表明されていたと思

いますので、そのへんの検討状況に関して、少し市の内部の調査状況を見守りながら協議

をしていきたいというふうに考えております。 

○野呂座長  はい、ありがとうございます。 
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 その全体的な流れの問題は、もしかしたらこの委員会とはちょっとまたずれることにな

りますので、親委員会になるのか、ほかの委員会になるのかちょっとわかりませんけれど

も、そちらのほうで具体的には。ただ、この委員会で出た、こういう感触のことは、ぜひ

皆さんのほうからお持ち帰りいただいて、もしくは他の集まりでもって、海草部会ではこ

ういう議論があったんだということをぜひお伝えいただければというふうに思います。 

 それでは、資料-2の海草のほうのことは、先ほど私がまとめさせていただきましたとこ

ろでもって議事録をまとめていただきたいというふうに思います。 

 ひとまず議事をここで中断いたしまして、５分間休憩いたしまして、その後で、今度は

クビレミドロの問題に移りたいと思います。40分からまたここで再開いたします。 

 しばらく休憩にいたします。 

（午後２時31分 休憩） 

（午後２時40分 再開） 

 ③移植海草藻場、クビレミドロの保全検討について 

○野呂座長  それでは、休憩を終了いたしまして、議題の３番目、移植海草藻場、クビ

レミドロの培養実験について、説明をお願いいたします。 

○事務局（池田(宗)）  それでは、資料-3のほうを私からご説明させていただきます。

資料-3はパワーポイントを追っていただければと思います。 

 資料-3の内容が、前半は手植え移植藻場の追跡調査結果のご報告。後半はクビレミドロ、

室内培養実験についての知見の整理。現在の取り組み状況と知見の整理をしております。

まず前半の手植え移植藻場の結果についてご報告いたします。場所ですけれども、毎回ご

提示しておりますが、手植え移植藻場は西防波堤の背後に位置しておりまして、自然藻場

からは離れております。藻場がないところに移植を行いました。平成14年に移植しまして、

現在、５年半経過しております。 

 まず、面積の変化ですけれども、移植当初、まず左の図で、ちょっと見にくいかもしれ

ませんが、オレンジの枠がございます。そのオレンジの枠内に移植を行いまして、その後、

周囲へも拡大しているという状況です。図を３つ並べていますが、左が昨年の平成19年７

月で、台風前の状況。７月に大きな台風が来まして、図でいうと右側半分が少し砂がかぶ

りまして、面積が減少いたしました。それから１年経過しまして、その部分がまただいぶ

芽が出てきまして、広がっているという状況です。 

 グラフを下に示しておりますが、黒い棒グラフが移植を行ったオレンジの枠内の範囲で
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ございまして、黒と、途中から青い棒グラフが重なっておりますけれども、黒と青い棒グ

ラフを重ねた合計値は、図でいいますと水色の枠内の面積を表しております。グラフで見

ますと、平成19年７月に台風来襲に伴って３割ぐらい面積が減少しましたが、その後、徐々

に増加しまして、ことしの７月の時点では、台風前とほぼ同じぐらいまで広がってきてお

ります。 

 この移植藻場内で、２カ所をずっと細かく見ている枠がございます。１つが、左側にあ

ります、２Ｉという地点と、右に10Ｈという地点がありまして、２Ｉという地点は昨年の

台風４号でほとんど面積の変化はありませんで、その後もほぼ横ばいで推移しております。

一方、右側にあります10Ｈという地点は、昨年の台風で大きく減少をいたしました。面積

が大きく減少したんですが、その後、全体的には徐々に回復してきておりまして、その回

復過程も水色でちょっと色分けしているんですが、まず小型海草の面積が広がりまして、

その後、徐々に大型海草が広がってきているという状況でございます。 

 続きまして、被度の変化でございますが、被度も平面的に図で入れておりますけれども、

台風後から徐々に砂地であったところ、海草がないところに広がりまして、色分けして色

が濃いほど被度が高い図になっているんですが、被度も右側半分、台風で減ったところは

回復してきておりますが、若干左側のほうは被度が下がっているというところもございま

す。全体で見ますと、移植した枠内は台風で減少した後、ほぼ横ばいで、面積ほど回復は

してきておりません。 

 同じように詳細に見ています２Ｉ、10Ｈという２枠ですが、２Ｉというところは、被度

が台風で若干減りまして、その後、こちらは回復はしてないんですが、10Ｈという地点で

は被度が大きく減少した後、面積と同様に被度も回復してきているというところで、この

移植藻場内でもこのように被度の回復状況には差が見られております。写真で示しており

ますが、St.２Ｉというところは台風であまり影響を受けてないところです。ちょっと写真

では見にくいんですが、もともと被度も低いところで、このような変化をしております。 

 10Ｈというところは、写真でもその変化がわかるかと思うんですが、台風で大きく減少

いたしました。その要因としては、漂砂が堆積しまして、海草が埋没して、面積、被度と

もに減少したんですが、このように最近の状況ですと、また新たに芽が出て、葉が伸びて、

このように台風前に近い状況まで回復してきております。 

 ちょっと拡大した写真がこの写真でございまして、最近はちょっと現地を見ていただく

時間がとれておりませんので、委員の方々も写真ではなかなか現状が把握できないかなと
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思いますけれども、ちょっと近寄った写真ですとこのような状況で、St.10Ｈは葉が伸びて

きておりまして、右側にちょっと拡大しているんですが、ちょうど葉が伸びてくる時期に

もあたりまして、新しい芽が出て、まだ短いですけれども、これから伸びようとしている

葉がたくさん見られております。 

 そういったところの物理的な変化についてですけれども、まずこれが地盤高の変化です。

地盤高につきましては、海草が面積、被度とともにあまり高くない２Ｉのほうは、ほとん

ど５年半、地盤高が変わってないんですが、10Ｈというところ、被度が多くて、台風時は

大きく減少した後、また回復してきているところですけれども、そちらは５年半かけて少

しずつ上昇していると。当初、２Ｉのほうが地盤は高かったんですが、今は10Ｈのほうが

高くなっているという状況です。 

 底質の貫入深度とか粒度組成も昨年の台風で貫入深度が、砂がたまった分、深くなった

り、粒度組成でも粒径が細かくなるという変化はありましたけれども、その後、１年間徐々

に台風の前の状況に戻ってきているという傾向が見られております。 

 これはずっと見ています生物の生息状況ですけれども、生物の生息状況も種類数、個体

数を追っておりまして、それを折れ線グラフで移植藻場の変化、ところどころ夏と冬には

丸ポツで入れていますけれども、その丸ポツで入れているのは、自然藻場での種類数、個

体数です。自然藻場と比較しましても、種類数、個体数ともに同程度確認されておりまし

て、移植藻場、５年半経過しまして、自然藻場と同程度の生物、生息機能を有していると

いうことがいえるかと思います。 

 昨年、大きな台風を経験しているわけですけれども、これまで５年半の間で、どういう

台風が来て、その間、移植藻場の面積、被度はどのように変化したかというのをここで整

理いたしました。ちょっと見にくくて恐縮ですが、一番上のグラフが藻場全体の面積の変

化、真ん中が２Ｉの面積の変化、下が10Ｈの面積の変化です。その調査区間で台風が幾つ

も来ておりますので、その来たタイミングを点線で示しております。この点線が入ってい

るところで台風の来襲を受けているんですけれども、その点線の中でも黒く示していると

ころは、沖の波高が５～８ｍで、５年に１回ぐらい来る程度の波高であったところです。

オレンジで示しているところ、真ん中ほどですけれども、これは比較的大きい台風で、統

計的にみますと10年から15年に一度の規模の台風です。赤で示しているのが、昨年、来ま

した、既往最大を超える、今の既往最大クラスの台風ですけれども、これが統計的に見ま

すと、30年に一度の規模でした。 
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 こうやってみますと、黒い点線のところ、５～８ｍ程度の沖の波高の台風ですと、幾つ

連続で来ましても藻場としては面積がほとんど減少しておりませんでした。影響を受けな

いということがわかりました。オレンジのところですけれども、10年から15年に一度の規

模の台風が来ますと、藻場全体の面積は変わらないんですが、一番下のグラフでは面積が

減っていますように、局所的にはこのように面積が減るというような影響が見られている

と。赤い点線の30年に一度の規模の台風ですと、移植藻場全体でも面積が減るほど影響を

受ける。細かくみた２Ｉ、10Ｈでも面積の減少がしているということで、このクラス、30

年に一度の台風が来ますと影響を受けるということがわかります。 

 逆にいいますと、30年に一度、それぐらい大きくない台風であればほとんど影響を受け

ないという結果になっております。 

 昨年は、そのような大きな台風が来たんですが、その後の面積のグラフを見てもわかり

ますように回復してきておりまして、30年に一度の台風でも藻場はなくなることなく、ま

た回復してきているというのが今の現状でございます。 

 まとめまして、このように面積、被度。まず面積は回復してきておりますけれども、被

度については、面積ほどまでまだ回復してきていないというのが現状でございますが、場

所によっては大きく増えているところもあれば、変わってないところもあるというふうな

ところで、今後もそういった場所の違いなども含めて、モニタリングを継続していく予定

でございます。 

 ここまでが手植え移植藻場のご報告でございます。 

 続きまして、クビレミドロの室内培養の報告に移らせていただきます。 

 まず、クビレミドロの室内培養実験の目的、目標。まずどういう目的でやっているか、

そこでどういう目標に向かってやっているかというのをお示ししております。 

 まず目的は、生育地の保全ですとか、移植、新たな生育地創出の取り組みを行っていま

すけれども、そういった現地における取り組みのときの偶発的な消失を回避するために人

為的に制御された環境下での増殖技術の確立を目的として、室内培養実験を行っておりま

す。 

 その目標としましては、生活史を通したクビレミドロの自立的安定的な再生産の実現を

目標としております。 

 その目標に向けてどういった取り組みをしているかというところですが、まず１つ目は、

シャーレ内での生育段階別の適正条件の把握というのを行っております。これは、クビレ
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ミドロが非常に特異な生活史を持っているということがございます。夏に卵で砂の中に埋

まっておりまして、水温が下がってくるころに出てきて、３月・４月まであるんですが、

５月になるとまた干潟からは見えなくなってしまう。こういった特異な生活史をもってい

るこの藻類ですので、生育段階ごとに卵の時期、芽が出た時期、藻体の時期、それぞれで

どういう条件が最適なのかというのを把握するために実験を行っているものです。 

 ２つ目は、屋外の実験プールを用いた移植生育実験ですが、こちらは安定した藻体の成

育や卵の形成には室内だけでは必要な条件が再現できない可能性が考えられましたので、

平成18年からこういった室内だけではなくて、屋外の実験プールを用いた取り組みも行っ

ている状況です。 

 この２つにつきまして、過年度の結果も含めて現時点で集まっている知見を、次にご報

告いたします。 

 まず室内で行っているものですけれども、卵の保存実験というものをやっております。

これは目的としましては、卵をどういう条件で保存すればより生残率が高く維持できるの

かというところを目的に行っているところでして、ここに２つ実験をご紹介していますが、

１つは水温を20度と低めに設定して卵を保存したものと、１つは25度から28度、水温を下

げずに保存したものですけれども、この20度というのは、冬場の水温に近い状況ですけれ

ども、２つを比較しますと、水温が低い状況ですと、卵の生残率が高いということがわか

りました。 

 また、卵を保存するときに写真にありますように、砂と一緒に保存しますと生残率がい

い。砂から卵だけ取り出して保存しますと、卵が珪藻に覆われて死滅するのが多いという

ことで、保存するときは砂ごと保存することがいいということがわかっております。 

 次に、出芽実験というものですが、これはどういう条件にしたら卵の出芽がうまくいく

のか、生残率が高まるのかということと、どういう要因でこの出芽というのが引き起こさ

れるのかというのを把握するために行った実験でございます。 

 実験１から４までありまして、５月から11月の間で４種類水温の設定を変えております。

実験１というのは、５月から11月まで20度でずっと飼育したもので、実験２は７月から８

月の間だけ高温にして、９月２日にまた20度に下げたもの。実験３は、５月から８月まで

は徐々に水温を上げていって、８月２日に20度に下げたもの。実験４は、５月から11月ま

で自然と同じように、徐々に水温を上げてまた下げていったものです。 

 そうしますと、一番右の出芽率と比較しますと、一度高温にされた実験区では出芽率が
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高いということがわかりました。また青字で示していますが、水温を下げるタイミングに

よって、出芽の時期のピークがずれておりまして、大体水温を下げた１カ月半ぐらいあと

に、出芽のピークが見られました。このことから、出芽率を上げるためには、一度高温に

さらすことが重要であるということがわかりまして、もう１つ、出芽時期は水温の変化に

よって誘引されているということが、この実験を通してわかりました。 

 次に、藻体育成実験でございまして、これは先ほどの卵の出芽をみる実験は、砂から卵

を途中で取り出して、それで出芽するかどうかというのをみていたのですが、この藻体育

成実験は、ずっと砂の中に卵を入れた状態で温度だけを変えてみたものです。そうします

と、シャーレの中でも、このように糸状体が出て、藻体となって成熟するということが再

現できております。ですが、ここにも書いてありますけれども、その藻体まで育つものの

数がまだ少ないということと、糸状体から藻体に育つところの最適な条件というのは、ま

だ不明なところが多く残されております。室内実験では、卵の保存から卵から出芽するま

での温度条件につきましてはだいぶわかってきているのですが、そこから藻体に育つ最適

な条件というのがまだはっきりとつかめてないところでございます。その室内で、藻体に

育っていかないというところが、室内ではなかなか条件が再現できてないのではないかと

いうところで屋外でも一部展開しております。それが、この写真にありますようなプール

に展開しているのですが、プールの大きさは10ｍ×５ｍで、そのうちの大体写真の手前側

の２ｍ×５ｍの範囲を使って実験を行っております。海水はすぐ目の前の港から汲み上げ

まして、オーバーフローさせて毎分10ℓぐらい、水量としては多くないですが、水を入れな

がら管理しております。 

 ここのプールで行った実験の１つ目が移植実験でございます。これは写真の左上にあり

ますとおり、18年の10月に自然分布域から底質を持ってきまして、砂をこのプールの中に

移しました。そうしましたら、その５カ月後の19年３月には、持ってきた砂から藻体がで

きまして、その藻体は成熟してこのように卵を付けまして、左下の写真のように第２世代

の卵を残して藻体は枯れました。 

 その後、その卵がプールの中でどれぐらいの数が維持されたかというのをこの表に整理

しているんですけれども、19年６月の藻体が枯れたあと、砂の中の卵を数えましたら、１

㎠あたり18.9個の卵が見つかりまして、その３カ月後の９月は１㎠あたり２個に減少して

おります。生残率でいきますと11％でした。参考までに泡瀬海域の自然生育域で卵の数を

観察した結果を並べていますが、自然成育域では６月に11.1個だったんですけれども、９
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月には0.4個に減少しておりまして、生残率は大体４％。この生残率同士を比べますと、実

験プールのほうは台風時でもほとんど撹乱を受けませんので、自然生育域に比べると約３

倍の生残率の差が見られました。 

 また、９月の卵の密度だけを比べますと、成育域に比べて、このプールの中の卵の密度

は５倍ほど、自然の干潟に比べると非常に卵の密度が高い状態で、この19年の夏維持され

ました。 

 その卵がどうなったかですけれども、19年の12月に藻体が確認され始めまして、右に同

じ枠の写真を並べております。12月以降、１月、３月だんだんと藻体の数が増えてまいり

ました。藻体の密度を19年と20年で比較しますと、50cm四方の枠内で、移植から１年目の

ときは約50藻体見られたのですが、その翌年の第二世代の藻体は、同じ枠内で50藻体確認

されまして、密度としては５倍に増えております。このように静穏な人工環境下で、多く

の藻体の再生産が確認されまして、大量の種苗生産に向けて成果が得られているところで

ございます。 

 また、こういった静穏なところであれば、移植して何代も多くの藻体が再生産されると

いうことも確認されました。 

 これは、きょう初めてご報告する内容ですが、1つの藻体からいくつ卵ができるのかとい

うのも観察いたしました。藻体の大きさが大体直径２cmですけれども、それを３月と４月

プール内の藻体を採ってきまして、卵の数を確認いたしましたところ、１つの藻体あたり

大体2,000個の卵ができていると、形成されるというのがわかりました。単純にこの藻体１

つが、次世代また同じ藻体が１つできると仮定しますと、自然成育域でそういうサイクル

があるとすると、大体１つの藻体から2,000個の卵ができて、その2,000個の卵のうちの１

つがまた藻体になっているというような確率なのかなというところも見えてきております。

現在、20年７月の時点で、この第３世代にあたる卵がまたプールの中で維持されている状

況でございます。 

 もう１つ、プールで行っています実験で、今度は卵のみの移植を行いました。これは今

までは底質ごと移植をしていましたが、卵のみで移植ができるかどうかというところも実

験しております。 

 これがその方法とその結果ですけれども、卵を室内で管理しまして、10月に砂の中から

取り出して、海水とともにこの植木鉢の中に移植を行いました。10月に移植して12月には

藻体が出始めまして、写真は３月の状況ですが、このように植木鉢の中に藻体が確認され
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ております。 

 それで、何個の卵を移植したかというところを表に整理していますが、条件を３つ設定

しまして、１鉢あたり100個の卵を植えたものと、200個植えたもの、500個植えたものを各

７鉢ずつ用意いたしました。 

 卵の数としましたら、合計で700個、1,400個、3,500個でございます。それらの鉢から確

認された藻体の数が、上から順に４個、18個、39個です。その卵の数に対する藻体の数を

一番右側に入れていますけれども、大体１％前後であるという結果になりまして、大体100

個の卵から１つの藻体ができるということがこの実験でわかりました。この実験から、静

穏な場所であれば、卵のみの移植も可能であるということが確認されましたし、卵数に対

する藻体形成数の割合は約１％であるということがわかりました。 

 これは、ちょっと補足的な内容になりますけれども、自然生育域でも現地で調査をされ

ておりますので、その結果もここでご報告させていただきます。 

 定点を設けまして、１月から12月まで底質の中のクビレミドロの状況を確認いたしまし

て、年の後半から追ってご説明いたしますと、夏の間、卵の状態で底質の中に維持されま

して、10月の下旬頃にその卵の芽や根が出ているものが確認され始めます。その後、１月

の中旬ぐらいになりますと、干潟上に肉眼で確認されるようになりまして、それを追って

１月の下旬ぐらいから成熟している藻体も確認され始めるというのが、この自然の干潟で

は観察されるクビレミドロの生活史です。この生活史とこれまでわかっています実験での

結果を併せまして、大体種をまく時期というのは、先ほど卵の移植は可能ということがわ

かったんですが、種をまく時期としましては、芽が出る前、大体10月ごろがいいのではな

いかということがわかります。また、干潟域から卵を採取するタイミングとしましては、

藻体が枯れて、干潟上で一番卵が多い時期、５月ごろというのが一番いいのではないかと

いうのが、この現地の状況と併せてわかってきたことです。 

 最後にまとめますと、培養実験の今後の取り組みとして、これまで多くの知見が得られ

てきまして、屋外の大型の水槽ではある程度、自立的に多くの藻体が再生産することが確

認されました。ですので、今後の方向としましては、大型水槽で種苗を維持する、また移

植用の種苗を確保するということを行いながら、閉鎖的な環境で、雨ざらしでもあります

し、台風の影響も受けるというような状況ですので、５月から10月にかけて、卵の時期に

かけては室内でより確実に条件がわかっている、その条件の下で確保するということも、

併せてやることが有効ではないかということがわかってきました。 
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 今後の方向としましては、室内で卵の時期は確保しながら、屋外の実験プールで自立的、

安定的にサイクルをして種苗を確保していくというのが、種の保存には有効ではないかと

いうことがわかってきておりまして、こういった取り組みを今後も続けていきたいと考え

ております。以上が資料-2でございます。 

○野呂座長  どうもありがとうございました。 

 ただいま手植え移植のモニタリングの、その後のことと、それからクビレミドロの保全

に向けた、その後の成果を発表していただきました。２つに分けて話を進めたいと思いま

す。 

 先に手植え移植の藻場のモニタリングの調査の結果について、この調査の大筋は、実は

前回の委員会のときに了承していただいて、議論はありましたけれども、了承していただ

いたところであります。今回は主に、その後の数カ月のモニタリングの様子を見てコメン

トをいただければというふうに思います。 

 この手植え移植に関してご意見がありましたら。前川さんのほうからいろいろ意見書が

出ていると思いますけれども、これはいかがですか。 

○前川委員  まず事実確認の件でお願いしたいんですが、私たちに事前に配られた資料

では、11ページですが、２Ｉと10Ｈの被度の経年変化があって、10Ｈの一番最後、平成20

年５月だと思うんですが、５％程度という形で私たちには報告されていますが、きょう見

てびっくりしたんですが、今のパワーポイントの資料の７ページですか、この10Ｈの一番

最後を見ると、被度が15％になっていますよね。これはどっちが正しいんでしょうか。ま

ずそのへんをお願いします。 

○事務局（池田(宗)）  事前にお送りさせていただいた資料は、７月20日ごろに作られ

た資料でございまして、その後、７月に調査を行いまして、７月の結果を更新して今日お

示ししております。ですので、最新の結果につきましては、きょうお配りした資料、もし

くはきょうお示ししたパワーポイントの被度が最新の情報でございます。 

○前川委員  そうすると、このパワーポイントの資料の７ページの２Ｉについては、被

度は前の資料とほとんど変わらないけれども、10Ｈについては約３倍程度上昇したという

ことになるわけですか。 

○事務局（池田(宗)）  はい、そうでございます。 

○野呂座長  よろしいでしょうか。ほかにございませんか。 

 ないようでしたら、手植え移植のデータは、これはこれとしてお認めして…… 

 36



○前川委員  それで、私が作った資料は事前にもらった資料に基づいて作られた資料で

すが、言ってみれば、20年５月までを見ると、被度については５％程度であまり変化して

ないと、そういうことで被度は非常に悪くなっているのではないのかという指摘をしたわ

けですが、ここで面積と被度の関係、これは前にもこの委員会でも議論をしたんですが、

前は面積が増えて、その後、被度が上昇してくるという傾向があるということに関しては

異論があって、被度と面積はそんなに相関関係はないのではないかというようなこともあ

りまして、最近、そういう文言はないんですが、ただ、例えば４ページの表があって、そ

の表の下の行のところに、海草面積２Ｉは2.46㎡、これは全体が４㎡ですから、面積の実

数でいうと65％。10Ｈは2.7で67.5％というふうに、この面積は65％を超えているわけです

よね。 

 それなのに被度は５％ということについて、何か非常に理解しがたいという、そういう

印象があったものですから、そういう文章になっているんですが、ただ、配られている資

料からして、面積の計算の仕方は、手植え移植の１ページの、いわゆる10cm程度離れてい

れば、それは株がつながっているものとして、その分も面積に入れるというような計算の

仕方だからそうなるんだろうという、前からの説明なんですが、しかし、それにしても約

70％ぐらい面積があるのに、被度が５％というのは、何か非常に理解しがたいことなんで

すが、そのへんはやっぱりそうなんでしょうかね。 

○野呂座長  そういう約束で計算していますので、そうなる。これをもう１回やると、

また大議論になってしまうので、前回の議論で、前回だか前々回だか忘れましたけれども、

一応、納得していただいたということで先に進めたいところが実はございます。割り算で

はうまく、はい。 

 面積の取り方、被度の取り方というところは解釈のしようがありますけれども、大体、

今、海草の生態学のほうでも、こういうふうな測り方で、実際に掘り起こしてみないと、

根がきちんとつながっているかどうかはわからないところがありますけれども、それは破

壊調査になってしまいますので、ちょっと実際はできないことになりますので、そういう

約束で隣近所にあって、10cmぐらいだったら、これは家族ではないかということでやって

いるところがあるみたいです。 

○古川委員  データとしてはそれでよろしいんだと思いますが、不思議だねというふう

にご指摘されたことは不思議だなということで、データとしてすごく薄い状態で残ってい

て、それが存続されているということはいいことなんですけれども、なかなか密度が高く
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ならないというのは、やっぱりどうしてだろうというのを考えていかないと、これからで

きるだけ密生したような海草藻場を保全していきたいというふうに思っているわけですか

ら、これは今回の結果が、ということではないんですけれども、今回のこういう結果が出

てきているものを使って、どうしてこれは濃くなっていかないのだろうかというようなこ

とは考えていかないといけない課題だと思います。 

○野呂座長  確かに古川委員がおっしゃるとおりなんですけれども、濃くなっていくた

めには、やっぱり時間が必要だと思うんですね。遷移、サクセションがあって、自然の場

合はそれが20年、30年たって、やっとその域に達したところがあるから、やっぱり台風が

来てはぎ取られたということは、遷移がもう１回、０年に返ってしまったようなところが

ありまして、そこからもう１回始まりますから、実は構成種も、もしかしたら変わってい

るかもしれない。台風が去ったからすぐ元の条件にはならないんじゃないかなという気が

しますね。 

 はい、ありがとうございます。ご指摘いただきました。そこは事務局でこれから解析し

ていく上で、ちょっと留意していただきたいところだと思います。 

○前川委員  最後の４ページに書いてありますが、前川意見④、これは前に言いました

から省略します。できたらここは外してほしいと、新たな生育環境の保全の場所からは外

してほしいということです。 

 それから、意見⑤ですが、この手植え移植の場については、そこに書いてあるように、

平成17年度の委員会で審議して、その年の環境保全・創造検討委員会で、一応、総合評価

という形で出されて、それが現在でもずっと生きているわけですよね。あの時点での評価

では、要するに面積は約２倍になっていて、被度は15％、全体的になっていて、藻場生態

系は維持されていると。長期的には遷移の過程であって、モニタリングが必要というよう

な形で、一応、事実をありのままに書こうという形で評価したと思うんですが、現時点で

は相当変化していると思うわけよね。だから、あれから２年たちましたから、そろそろ資

料を全部出し合って、もう一度、評価し直したらどうかなと思いますが、これはどうでし

ょうかね。 

○野呂座長  確かに一理あるご意見だと思います。 

 事務局のほう、ここですぐ回答というわけにはもしかしたらいけないかもしれないんで

すけれども、持ち帰っていただいて検討していただくというのではどうでしょうか。 

○事務局（平良）  はい、わかりました。意見を踏まえて検討させていただきたいと思
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います。 

 実際、17年度に中間的に評価させていただきました。現在もモニタリング中ということ

で、関係部局の意見も聞きながら、今後、検討していきたいと思います。 

○野呂座長  よろしくお願いします。確かに３年も前のことだから、その後のことも多

少書いていただいたほうがいいと思います。よろしくお願いします。 

 前川委員の書いた4/4に質問事項が７つほどあるんですけれども、これは、この場ではな

いところで…… 

○前川委員  一応、要望として書いてありますから、ご覧になってください。 

○野呂座長  はい。海草のモニタリングとはちょっと別の観点がありますので、これは

また後ほどお願いします。 

 ちょっと急ぐようで申し訳ないんですが、クビレミドロのほうに話を移らせていただき

たいと思います。 

 クビレミドロのほうは、実は卵の発芽率が非常によくなったこととか、自然ではないん

ですけれども、第二世代が水槽の中でできたという点は非常に進展であろうと思います。

海草の専門家が見てもおもしろいなと思うようなデータが出ております。 

 ただ、それに対しまして、天然の藻場のほうというか、天然の移植をしたほうは、先ほ

ど冒頭でもって前川委員がご指摘のような、やはり指摘点もあるわけです。そういうこと

を踏まえて、海草のほうで委員の方々のこの資料に関するご意見をいただければと思いま

す。 

 香村先生、やっぱり水温がかなり効いているんですね。 

○香村委員  これは、ヒアリングの際に申し上げたかと思うんですけど、もういい結果

が得られて、実験的にはいい結果が出ているというのは確かではあります。あとは自然界

にどういうふうに戻すかというのが一番大きな問題で、これはどうなんですかね。これま

であったところに、場所を選んでそういったところで実験ができないものかなというふう

に考えたりするんですけどね。何か藻場の移植の問題でも、中城湾全体を見た場合の移植

を隣でやったらどうかなというのが私の意見だったのですが、何かこれは越権行為という

ことで難しいんだということを言っておりましたが。 

 前あった奥武岬ですか、そこにもクビレミドロがもともとあったわけですから、今はま

あそういった条件がどういうふうに変化して、今まであったものがなくなったかという、

そういった場所をもう少し考慮して、そういったところで移植実験的なものはできないも
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のか。屋慶名に持っていくというのは、これは問題があるかと思うんですよね。あるとこ

ろに持っていって、それがそれだというようなことにはつながらないということは、これ

は当然考えられることですから、今までも観察されていない、元はあったんだが観察され

てないといったところを、もう一度確認した上で、実際に自然状態に戻した場合にどうな

るのか。勝連の囲いのところでの実験では、なかなか波の抵抗などがあって、少しうまく

いっていないという事実がありますので、そういったことを配慮して、今度はフィールド

での挑戦というようなことをやったらいかがなものかなと思ったりするんですけど。 

○野呂座長  私も似たような意見を持っていて、水槽の中とか、試験管の中でやること

は、それは大変に苦労があってやっとここまで何年もかけてやったんですけれども、時間

をかけてやればかなり進展はする分野です。その得られた知識が、それを今度はフィール

ドに落としたときに、今までと同じスピードでまた進展するかというと、なかなかそうは

いきませんで、また何か困難があってなかなかうまくいかない。なぜうまくいかないかと

いうと、実験室でやった場合は、どうしても環境をコントロールしてやってしまいますけ

れども、自然でやると思いもしないようなことが起きてきて、その範囲というのは、実は

きちんと調べられていないから、いきなりやるとなかなか成功しないというところがあり

ます。 

 今回わかったことの１つには、生活史が回ったということもあるんですけれども、もし

かしたら夏の間、どこかに避難させておいたら、そして秋口にまたどこかに植えてやった

ら、これは夏の初期減耗をかなり抑えて、増やせるのではないかということが解ったのは、

１つだと思いますね。 

 それから、卵の数とか精子の数をどこかで数えているんですけど、2cmぐらいのコロニー

から数えたというんですけど、あれは何か分母が重さか何かがあったほうがいいんじゃな

いだろうかと思うんですけど、１個体当たり大体クビレミドロなんて小さなものからすご

く大きいものまでいっぱいあるわけで、3,000個だ1,000個だといってもあれは一体分母が

何なのだろうとつい思ってしまうところが実はあります。 

 これはもう先生、論文にしてもいいですよね。速報的にですね。 

○香村委員  これはヒアリングのときにも、何らかの形で発表したらどうですかという

のは申し上げたんで、その気になっているようですから、ひとつぜひ。 

○野呂座長  藻類学会誌に投稿すれば、これは受け付けられる成果だと思います。 

 ほかに、このクビレミドロの件でございませんか。はい、前川委員お願いします。 
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○前川委員  また、振り出しに戻りまして、冒頭述べた件ですね。勝連地区での実験は

もうやらないというようなニュアンスに取られるんですが、これについてはいわゆるアセ

ス書、私の資料の１ページ、アセス書に書いてある記述からすればこれは問題だと。もし

そうであるならば、アセス書に書いてあったことができないので、今後はこういう方向で

方針転換をしますというふうに明確にすべきではないのかなと思いますが、その辺につい

てちょっと事業者の見解と対応をお願いします。 

○事務局（照屋）  前川委員の質問に対してお答えさせていただきます。 

 アセス書に、クビレミドロに対する環境保全措置として書かれているところでございま

すが、これは保全に向けたまず順番として、泡瀬地区のクビレミドロは、屋慶名地区等へ

の移植を行ってまいりますと。もちろん、この「等」の中には、屋慶名は金武湾ですので、

中城湾の中でも可能な場所があればというふうに書いてございます。 

 それを確認した後に、人工干潟を造成しまして、そこに再移植ということで順番を明記

したというふうに思っております。 

 そして、３番目としましては、やはり絶滅危惧種でございますので、クビレミドロの種

の保存という観点から、増殖試験、増殖の技術の確立を目指すということで記載させてい

ただいてございます。 

 こちらのほうで、まず順番的にいう屋慶名地区への移植でございますが、こちらのほう

は先ほど前川委員から指摘がございましたとおり、二期をやる・やらない、もしくは地形

を見直す等々土地利用を見直すということもございます。 

 現時点では、もう少し先の話かなというふうに思ってございます。先の話というのは、

要は屋慶名地区へ移植をしていくということが先の話ではないかなと事業者としては思っ

ております。当面は、屋慶名へ泡瀬地区のクビレミドロを持っていくということは行わな

い。よって、今現在得られた知見の中で、将来造成をしてまいる人工干潟での最適な移植

の技術の確立に取り組んでいくということで、まだ具体的にどういったことをやろうかと

いうのは、ちょっとご提示することができませんが、先ほど香村委員からもありましたよ

うに、昔あったところへ、例えば移植の実験ができないものか、もちろん何らかの制限要

因があって、そこにいなくなったということがございます。今現時点では、静穏であれば

非常に濃生域が形成されるという知見もわかってございますが、もちろん自然界での卵の

生残率というのも少ないというところもわかってございます。 

 こういったものを踏まえて、今後、人工島での移植に向けた知見を、もう少しきちんと
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整え直していくというふうに考えているところですので、特に事業者としまして、アセス

の方針を転換したとは考えてございません。以上でございます。 

○野呂座長  ありがとうございました。 

 今、事業者側からの見解をいただきました。ほかにございませんか。 

 それではないようでしたら、このクビレミドロの件は室内培養を今後また続けて、屋慶

名等への展開ということは、そのやり方も含めて今後また検討していただくということで

終わりにしたいと思います。 

 それでは、議題の３にあります移植藻場の件と、クビレミドロの培養実験の結果をお認

めいただいたというふうにいたします。 

 どうもありがとうございました。 

 引き続きまして、事業者側の事務局のほうから報告事項がございます。よろしくお願い

します。 

○前川委員  その前にいいですか。 

○野呂座長  どうぞ。 

○前川委員  先ほど、私のプリントの一番最後に書いてある予算関係の質問ですね、１

から７までありますが、海草藻場移植、その他いろんな機械移植、いろんなことをやって

きていますが、それに対しては大体どれぐらいお金がかかったのか概要を知りたくて、１

から７までお願いをしてありますので、可能であれば次回委員会までによろしくお願いし

たいと思います。 

○野呂座長  こういうまとめ方で簡単に資料が出るものかどうか、そういう物理的なと

ころも実はちょっとわかりませんけれども、前向きにやっていただければと思います。 

○事務局（照屋）  事業者でございます。次回のこの委員会に提示をする内容ではない

というふうに思っておりますので、もちろんできる範囲の中で対応はしていきたいなと思

いますが、前川委員申しわけございませんが、別途、総合事務局のほうにアクセスしてい

ただいて、そこはご相談をしながらどんな形で出せるかというのを相談していただけたら

と思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

○前川委員  はい、わかりました。 

○野呂座長  そういうことでお願いします。 

 また戻ります。では報告事項のほうをよろしくお願いします。 

(４)報 告 
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・移植対象藻場について 

○事務局（池田(宗)）  資料４になります。資料４は３枚つづりで左上を留めているも

のですけど、１枚めくりまして泡瀬全体での藻場の分布図を示した図を、スクリーンにも

映しておりますがご覧いただけたらと思います。 

(パワーポイント) 

 これは平成20年６月に泡瀬海域全域で行いました藻場の分布調査結果でございます。そ

の中で、赤く囲っているところが平成20年度の施工予定区域でございまして、今年度はす

でに閉め切られている護岸を内側・外側に広げるというところと、右側の航路の浚渫を少

し延ばすという工事が予定されておりまして、藻場の状況を確認したところ、今年度の工

事区域内では、被度50％以上を加える海草藻場は見つかっておりません。ということで、

今年は、移植対象となる藻場はないというご報告でございます。以上でございます。 

○野呂座長  ありがとうございます。これは、審議事項ではなくて報告事項ですので承

りましたということで進めたいと思います。 

 以上、議題と報告事項、用意しておりましたものはすべて終わりました。議事の進行を

事務局のほうにお返しいたしますので、あとはよろしくお願いいたします。 

(４)閉 会 

○事務局（池田(義)）  ありがとうございました。 

 野呂座長はじめ委員の皆様方には、貴重なご意見・ご指導をいただきまして誠にありが

とうございます。今後は、いただきましたこういったご指導を踏まえまして、検討を進め

てまいりたいというふうに思っております。 

 なおこの後、出た突き当たりのところのマカハの間というところで記者会見を行いたい

と思います。関係者の方のご移動をお願いいたします。 

 なお、報道関係者あるいは事務局関係者以外のご入場はご遠慮させていただきます。よ

ろしくお願いいたします。 

 本日は、誠にどうもありがとうございました。また、よろしくお願いいたします。 

  ありがとうございました。 

 43


