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平成 21 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 21 年７月 23 日(木)13：29～15;44 

場所:沖縄市福祉文化プラザ:交流ホール 

 

（１）開  会 

○事務局(諸星)  まだ１分ほど早うございますけれども、皆様お揃いになっているよう

なので平成 21 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

を開催させていただきます。 

 委員の皆様、午前中は大変お疲れ様でした。最初に出欠状況のご報告を申し上げます。

昨日ご欠席のご連絡を頂きました前川委員が本日ご欠席となっております。 

 それでは、以降の議事進行につきまして、野呂座長にお願い致したく、よろしくお願い

申し上げます。 

○野呂座長  はい、了解いたしました。 

 それでは、議事の進行に移らせて頂きますが、その前に傍聴の方、マスコミ関係の方も

おられますので、今一度本部会の趣旨及び注意事項について、説明を事務局の方からお願

い致します。 

○事務局(諸星)  それではまず、本部会の趣旨につきまして、ご説明申し上げます。 

 当部会は、上位の委員会であります環境保全・創造検討委員会で示された専門的な課題

に対して詳細な検討を行うために設置された部会でございます。人工島の整備を行う事業

実施者に対し、専門的な立場から指導・助言を行って頂くことを目的としております。 

 なお、本専門部会は公開にて開催しておりますので、報道の方、傍聴の方は入場されて

おりますけれども、質問等の発言は認めておりませんので、会議中はお静かに傍聴頂きま

すようお願い申し上げます。 

 会議の進行を妨げる言動を行った方には、ご退席頂くこともありますので、何卒よろし

くお願い申し上げます。 

 続きまして、報告事項について説明させて頂きます。 

(２)報  告 

 ①本年度工事計画について 

 ②事業進捗状況について 

○事務局(花城)  整備事務所でございます。午前中に現場を確認されたということです

ので、あえてご説明申し上げることもないかもしれませんけれども、資料として用意して

ありますので、説明をさせて頂きます。 

 工事の進捗についてですけれども、資料はＡ４縦の右肩に参考資料-3 と書いてある２枚

ペラの資料を配ってございます。その内容と同じものを後ろのスクリーンに映し出してご
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説明申し上げます。 

 20 年度までの進捗状況と致しましては、写真に示すとおり、護岸断面は暫定施工ですけ

れども、１区域の外周護岸は締め切られております。仮設航路の浚渫につきましては、平

成 20 年度の工事において完了しております。 

 左上の写真におきまして、写真上側の仮設桟橋の延長線上で海底が開けている箇所がご

覧頂けると思います。この場所が先ほど申し上げました仮設航路でございます。この両方

の写真は西側から東方面に向けて撮影したものでございまして、左右の写真はアングルの

違いによる違いのみでございます。 

 この写真は、平成 20 年度の当事務所施工の施工状況写真でございます。汚濁防止膜の設

置状況や石材の洗浄状況などがご覧頂けるかと思います。 

 この写真は、港湾管理者であります沖縄県が実施した施工状況の写真でございます。上

段の写真は汚濁防止膜を設置している状況でございます。左下が設置完了のものでござい

まして、汚濁防止膜を二重に設置しております。石材を投入すると、右下の写真では内側

の汚濁防止膜のあたりの海水の色が外側のほうと違っているのが解るかと思います。石材

投入時に汚濁防止膜が濁りを防止していることが確認できると思います。 

 こちらは今年度の工事予定概要を上段に、施工箇所を下段に示しております。凡例の赤

色は直轄施工を、黄色は県施工を示しております。直轄施工の護岸工事につきましては４

月から 7 月の間、護岸補強に伴う敷砂設置工事につきましては平水区域のみを実施してお

ります。また、その他の工事に関しましては、トカゲハゼの稚魚の回遊期間が終わる８月

以降の工事再開としております。 

 今年度につきましても、工事に伴う汚濁防止対策と致しましては、使用する石材につき

ましては、洗浄施設で洗浄した石材を使用し、また汚濁防止膜に関しましても二重に設置

し、濁りの拡散を可能な限り防止してまいります。 

 最後になりますけれども、工事実施における監視といたしまして、工事実施期間中は１

日２回の水質監視を工事箇所周辺 17 地点、それからクビレミドロの監視地点では３地点、

陸域から流入してくる濁水の確認としまして流入部３地点の計 23 点で水質監視を行って

まいります。 

 以上でございます。 

 ③サンゴ移植について 

○事務局(照屋)  引き続きまして、右肩に参考資料-2 と書いてあるＡ４の２枚のペーパ

ーがございます。こちらも報告事項として簡単に報告だけさせて頂きます。 

 平成 20 年度(昨年度)は、沖縄市さんの方から、締め切られている中のサンゴをどうにか

移植ができませんかというようなご相談がありまして、ダイバーを使っての移植というふ

うになりますので、ＮＰＯ法人コーラル沖縄さんの協力のもと、昨年の 10 月の末と 11 月

に２回で約２ｔほどの移植を行いました。 

 本年度は、その協力を頂いたＮＰＯさんが、まだ若干閉水域の中にサンゴが残っており
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ますので、彼らはダイビングのインストラクターをされている方が多いので、観光のオフ

シーズンだったら人を集められるので、移植はできませんかというお願いがございまして、

それに対して、沖縄市、沖縄県、総合事務局して、三者で昨年と同じような取り組みで協

力をしてございます。資料のほうは、６種類のサンゴをこのような位置に移植しましたよ

ということを書いてございます。ことしも２ｔぐらいやりましたので、合計４ｔくらいの

サンゴが平水域の中から防波堤の後ろに移ったということでございます。 

 報告は以上でございます。 

 ④移植対象藻場について 

○事務局(池田(宗))  続きまして、報告事項の中の移植対象藻場について、ご説明させ

て頂きます。 

 お手元の資料-4 という薄い資料になりますけれども。Ａ４で３枚に綴ってあるものです。 

 これは毎年度第１回目の専門部会でご報告している内容でございますけれども、今年度

の工事箇所に被度 50％を超えるような濃密生の藻場があるかどうかというのを調査した

結果でございます。 

 資料の３枚目に藻場の分布図、これは最新の今年６月の分布図でございます。この６月

分布図と、今年度工事予定の箇所を赤で示しておりまして、今年度工事箇所、海上では人

工海浜の突堤の部分とその沖の潜堤の部分ですが、その工事箇所において被度 50％を超え

る藻場は見つかっておりませんので、今年度工事にあたって移植するという藻場はないと

いうことをご報告させていただきます。 

 以上でございます。 

○野呂座長  今、沖総局から報告を頂きましたけれども、ただいま報告して頂きました

報告事項に関して、ご意見とかご質問がありましたらお出し頂ければと思います。 

 ございませんか。 

 古川さん。 

○古川委員  国総研の古川ですけれども、最後にご報告いただいた移植対象藻場につい

て、今回の工事対象区域についてはありませんでしたというご報告頂きましたけれども、

この調査をされた中の範囲で、大型海草が 50％以上の被度をもっていた箇所というのはご

ざいましたでしょうか。 

○事務局(池田(宗))  調査範囲全域でも、50％を超える藻場は今回は確認されておりま

せん。 

○野呂座長  他にございませんか。 

 私からちょっとお聞きしたいんですけど、ご説明頂きました最後の資料なんですけれど

も、資料-4 の図１なんですけれども、潜堤工事とそれから突堤工事が今年度行われる工事

箇所としてあるんですが、これは何月に工事が行われるものなんでしょうか。ご存じでし

たら-21 年度に行われると。これから行われるんでしょうか。 

○事務局(添石)  沖縄県でございます。今年度(21 年度)の突堤及び潜堤工事につきまし
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ては、今年度９月中旬以降の着手を予定してございます。 

○野呂座長  はい、わかりました。 

 潜堤工事の場所が、何かこの図の書き方では微妙に大型藻場の 50％ぐらいのところと引

っかかるようなふうにも見えなくもないんですけど、これは書きぶりの問題でしょうか。 

○事務局(池田(宗))  はい。分布図で示しております赤い潜堤の部分と重なっておりま

す藻場のところは、被度は 10％～50％のエリアになりまして、このあたりにはパッチ状で

すけれども、藻場はありますけれども、被度はそれほど高くないエリアというふうに考え

ております。 

○野呂座長  はい、わかりました。どうもありがとうございました。 

 ただいまの一連のご報告に関して、その他ご質問ありましたらお願いいたします。 

 ございませんか。 

 それでは、審議に入りたいと思います。議事の次第につきまして、資料の説明等をお願

いいたします。 

（３）議  事 

○事務局(池田(義))  それでは、資料の説明をさせて頂きます。なお、説明に先立ちま

して、配布資料の確認をさせて頂きたいと思います。お手元の資料をご覧下さいませ。 

 まずは議事次第と書かれた３枚綴りの左ホッチキス留めのものが１つ。それと右肩に資

料-1 と四角囲いでありますＡ４縦の資料。それから資料-2 と右肩にあります、ちょっと厚

めのホッチキス留めＡ４縦の資料。その次に資料に概要版と上段に書かれてありますＡ４

縦二段組の資料、これはパワーポイントの打ち出しのものになります。それと右肩に資料

-3 とあります、手植え移植藻場の評価等々と書いてあるＡ４縦の資料。それと右肩に資料

-4 とあります、今ほどご説明させて頂きました移植藻場についてという資料。続きまして、

さらには右肩に参考資料-1 とあります設置要綱という資料。それから同じく右肩に参考資

料-2 とあります第１区域内サンゴ移植報告についてという、これも今ほど語報告させて頂

いた資料。続きまして、右肩に参考資料-3 とあります資料です。これは工事予定、今ほど

報告させて頂いた資料。それから同じくＡ４縦二段組で参考資料-3 とあるパワーポイント

の打ち出しのもの。 

 以上でございます。これはお手元にございますでしょうか。 

 それとプラス、本日ご欠席でおられます前川委員から、意見の資料を頂いてございます。

こちらについても配布をさせて頂いております。 

 以上、資料お手元にお揃いでしょうか。 

 それでは、資料お揃いということなので、早速資料-1 のほうからご説明をさせて頂きま

す。よろしくお願い致します。 

 ①前回専門部会、委員会の課題と対応について 

 資料-1 につきましては、これは前回の専門部会あるいは委員会で頂いたご意見、課題と

その対応についてまとめたものでございます。 
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 まず、１ページ目についてご覧下さいませ。ここでは前回お出ししました海藻草類生育

環境の保全・創出計画についてということで、方針についてご提示させて頂きました。そ

のことに対するご意見でございます。どのような方針を出したかというのは、実はめくっ

て頂きまして３ページ目に、右肩に別紙１と書いてあるものがございます。これを前回の

部会でご提示をさせて頂きました。 

 方針１では、海草藻場の創出計画の具体化といったものを優先課題として検討するとい

う方針。それから、方針２としましては、この方針１を通じまして、将来的な海草藻場の

保全措置に向けた知見の蓄積を進めるという方針。さらに方針３として、自然藻場に対す

ることなんですけれども、この保全といったものには既に努めているということがござい

ますので、自然藻場を対象とした新たな保全措置は当面の検討課題としないということを

お出しさせて頂きいただきました。これに対して幾つかご意見を頂いたところでございま

す。１ページ目に戻って頂ければと思います。よろしくお願いします。 

 まず 1）方針として“何々をしない”を挙げるのは不適切である。方針１の海草藻場の

創出の具体化というのを当面の優先課題とするというのを方針にして、その理由の中に、

方針３で記述した内容というのをつけ加えてはどうかというご意見。 

 さらに 2）実験の必要性の理由というのが抜けているので加えられないかというご意見。 

 さらに 3）工事が始まって以来、泡瀬干潟海域の自然藻場が非常に減少している。原因

と対策を考えるべきだというご意見。 

 さらに 4）自然藻場の考え方、こういうのを含めて方針の考え方についてはもう少し検

討する必要があるというご意見。 

 さらに 5）自然藻場の保全というのを前提として事業が進められているわけであって、

我々の任務、この部会の任務ということは、この事業によって失われていく部分、これを

保全しよう、何とか取り戻していくということではないのだろうかというご意見。 

 さらに 6）確かに保全をするというのは大前提であって、新しくプラスするということ

は創出にあたるんだろうというご意見を頂きました。 

 これ、それぞれご意見を頂きましたことにつきまして、方針につきましては、こういっ

たご意見を踏まえて、親委員会、昨年度の第１回保全・創造検討委員会において、審議事

項としましてお出しをさせて頂きました。その結果、自然藻場の保全の方針といったもの

が出されまして、その海藻草類専門部会、この部会への付託事項等として審議を行われま

した。その審議結果につきましては、今回資料-2 のほうに細かく整理してございますので、

後ほどご報告をさせて頂きます。 

 続きまして、めくって頂きまして２ページになります。 

 (2)候補地Ｂの具体案と効果と影響についてご意見を頂きました。 

 1）候補地Ｂをきょう見学を行って頂いたと思うんですけれども、このＢの具体案では、

盛砂の影響については検討されていないではないかというご意見。 

 さらに2)創出するときに周辺環境が変わるのは当然であると。それを良しとするかどう
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かというのは合意の問題になるんだと。その場所を利用する人、それを享受する人の意向

というものも重要ではないかというご意見を頂きました。 

 この候補地Ｂにつきましては、具体策を詰めた場合の効果、さらには影響といったもの

について予測を行いました。それも今回資料２のほうにご提示をさせて頂いておりますの

で、後ほどご審議の程お願い致したく存じます。 

 続きまして、(3)候補地Ｃの具体案選定についてご意見を頂きました。候補地Ｃといいま

すのは、実は候補地Ａ・Ｂとは違った手法が必要という評価が与えられるべきであるとい

うご指導を頂きました。低天端堤によらないような対策の策定といったものが、今後の検

討課題だというふうにするのはいいというご意見を頂きました。 

 確かに候補地Ｃにおきましては、そういったことになるかと思いますので、低天端堤に

よらない対応策の検討を進めるために、今回、資料-２におきまして、候補地の特性とか参

考事例等を整理してございますので、後ほどご審議頂ければと存じます。 

 続きまして、(4)次年度に向けた提案についてご指導頂きました。 

 低天端堤を移設して数十ｍ規模の藻場を造るというのは、飛躍があるんじゃないかとい

うご指摘を頂きました。 

 これに対しましては、数十ｍ規模の藻場造成というのは当面行わないこと、予測の不確

実性といったものをちゃんと検証するために、撤去予定の低天端堤の材料を活用して小規

模な構造物を試験的に施工する計画ということを考えております。これも資料-２に今回ご

提示をさせて頂いておりますので、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、２．移植藻場の追跡調査結果についてご指摘を頂きました。 

 まず(1)詳細調査地点、これは２Ｉと10Ｈ、今日ご見学頂いたかもしれませんけれども、

海草の生育状況の差についてご指導頂きました。 

 具体的にはこのペーパーの一番最後のページを見て頂ければと思いますが、きょうも見

て頂いたと思うんですけれども、たくさんの枠の中で２Ｉと10Ｈというところがございま

して、ここは詳細マップとして細かく見ております。２Ｉのほうがやや薄くなっていくと

いう状況がございます。これについてご指導を頂いたところでございます。 

 この２Ｉと10Ｈの海草の生育状況の差というのは、砂の堆積・侵食の10ｍ規模の大きな

うねりのような中で、そのような地形変化の中でできている疎密ではないのかというご指

導を頂きました。 

 ご指摘のとおり、自然藻場においても地盤高、あるいは海草の生育状況というのは当然

一様ではなくて、被度の濃淡もありますため、移植藻場内も一様に移植を行ったわけです

けれども、その後自然藻場と同様に分布に疎密が現れているというふうに私ども考えてご

ざいます。今後も自然藻場と比較をしながら、物理的な環境と海草生育状況の関連、これ

について着目をして解析を行っ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ページの一番下の表のところですけれども、ここは親委員会に部会の報

告をさせて頂いたときに頂いたご意見でございます。 
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 １．実証実験の低天端堤の撤去についてご指導を頂きました。実績が出てきたように思

えるのでもったいないなと。漁業へのメリットについて、もう少し深めて考える余地はな

いかというご指導を頂きました。 

 これにつきましては、今、漁業者様と調整を進めているところではございますけれども、

現在の場所に低天端堤を置き続けるということが非常に困難な状況に今なってございまし

て、というふうに考えてございます。 

 以上で資料-１の説明を終わらせて頂きます。 

○野呂座長  資料-１のご説明を池田さんの方からして頂きました。 

 これに関しましてご意見、ご質問があったらよろしくお願い致します。どなたかござい

ませんか。 

 特に前回ご指摘頂いた委員の先生方、ございませんでしょうか。 

 はい、無いようでしたらこの対応の案をお認め頂いたものと致します。どうもありがと

うございました。 

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

出」計画の検討について、これもよろしくお願い致します。 

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

○事務局(加地）  では、事務局よりご説明致します。 

 前のパワーポイントの方で、流れの方をお示ししながら進めてまいります。 

 まず、資料-２の中では３つの点についてご説明したいと考えております。 

 まず１つ目は、前回委員会の報告でございます。 

 ２つ目としまして、本日ご覧頂きました候補地のところでございますが、具体案Ｂの詳

細検討と致しております。 

 そして３つ目としましては、候補地Ｃの方向性の検討を行いたいと考えております。 

 そこで２つ目の項目につきまして、試験施工ということを先ほどの資料-１の中でもお示

しさせて頂きましたが、それにつきまして、モニタリングの調査等について、ご指導、ご

助言を頂ければと考えております。また、候補地Ｃにつきましては、そこにおけます考え

方、手法についてご指導、ご助言を頂ければと考えております。 

 では、前回委員会の報告を簡単にさせて頂きます。 

 先ほどもございましたが、前回の海藻草類専門部会におきまして、自然藻場の保全につ

いてのとらえ方が委員によって異なっていたといったことがございました。そこで座長と

もご相談させて頂いた上で、考え方、方針というものを本来検討する場でございます委員

会のほうにその内容について諮らせて頂きました。 

 そして３月に環境保全創造検討委員会が開催されまして、本部会からは香村委員にご出

席頂いております。その中で自然藻場の保全の考え方、専門部会の検討課題などをご審議

頂きました。 

 その結果としまして、専門部会における今後の検討方針として２つの事項が付託されて
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おります。その１つ目が海草藻場の創出に向けた具体的な検討を進めていくと。 

 ２つ目としまして、手植え移植藻場の評価を実施すると。この２点が付託された事項と

なっております。 

 では、続きまして、具体案Ｂの詳細検討に入らせて頂きます。具体的案Ｂというものを

こちらのパワーポイントで示してございますように、西防波堤の背後のところに、西防波

堤から連続するような形で突堤を出しまして、その背後を台風等の波浪から静穏化致しま

して、そこに藻場を造成するといった具体案となっております。 

 そちらにつきまして、構造物を置いた場合、藻場を造成した場合にどのような影響が出

るかといったところも検討していく必要がございますが、概ね実証実験が同じような方法

で行われておりますので、その結果を用いることによりまして、変化の予測というものは

ある程度はできるものと考えております。 

 しかしながら、実証実験、本日ご覧頂きましたように、周りの開けたところに構造物を

置いたような形になっておりまして、今回の既設の構造物から連続するような形となって

おりませんので、そのような点について不確定な部分があると考えております。そのよう

な点について試験施工を行いながら確認していきたいと考えております。その流れとしま

しては、まずモニタリングの計画というものを初めに立てさせて頂きまして、最小規模の

試験施工を行いまして、モニタリング調査を行い、その変化の範囲や変動幅の把握という

ものを行った上で、当初からの実証実験の結果と合わせまして構造物の設置の効果と影響

というものを把握していきたいと考えております。 

 本部会においては主にモニタリング計画におきまして、どのような項目を見ればいいの

か、どのような方法で見ていけばいいのかといったところについて、ご指導・ご助言を頂

ければと考えております。 

 もう一度整理しますと、その試験施工の目的でございますが、構造物設置によります変

化の範囲及び変化の幅というものを把握することを目的としまして、その際には効果と影

響が確認できるような最小規模で実施していきたいと考えております。 

 その確認する項目について具体的にどのようなものを見ていくかといったところを、構

造物を置いた場合にどのような変化が起こるかといったところを仮定した上で、仮説を立

てた上で検討しております。 

 まず、試験施工の構造物を設置致しますと、当然のことながら周囲の波の流れというも

のが変化していくことが予想されます。それによりまして地形変化のパターンというもの

が周囲で変わってくることが予想されます。 

 その１例としまして、構造物背後の底質の安定化という、今回藻場を造成するにあたっ

て期待する効果というものが表れてくることが期待されます。それをモニタリングすると

いうのが１つ目の項目としまして、底質安定化効果のモニタリングというものを考えてお

ります。 

 また、周辺の波の流れの変化及び地形変化のパターンが変わることによりまして、最終
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的には周辺生物の生息環境の変化というものとして表れてくることが予想されます。 

 そこで周辺底生生物の生息状況のモニタリング及び周辺海草藻場の生育状況のモニタリ

ングという項目を確認していきたいと考えております。 

 また、以上の３つの項目に加えまして、構造物を設置することによりまして、新たな生

育場というものが出現することになります。ここには構造物への蝟集生物や付着生物とい

うものが現れることが予想されます。それを１つの効果として観ていこうというものが４

つ目の項目でございまして、生物多様化効果のモニタリングとして考えております。 

 以上４つの項目についてモニタリングの調査の計画を立てていきたいと考えております。 

 では、実際の調査の方法に移る前に、試験施工の構造物の規模についてご説明いたしま

す。 

 こちら平面図と断面図を示してございます。こちらが平面図、こちらは東西方向の断面

図、こちらが南北方向の断面図となっております。こちらのほうで四角の部分が、今、実

証実験で使っておりますようなフィルターユニット、本来丸型のものでございますが、そ

れを四角で固定しましてこちらで描いておりますが、このような形で配置したいと考えて

おります。これを考えましたところで、基としまして４つの条件を設定しております。 

 まず１つ目の条件としまして、現在の実証実験の低天端堤を移設することを考えており

ますので、そこで使われております材料の数量というものを使用材料の上限として考えて

おります。 

 また、東西方向の断面のほうで上の部分が３列となっておりますが、これは台風時等の

高波浪におきまして、上部の材料が転倒するようなことがないように３列という設定をし

ております。 

 また、水面からの高さでございますが、これを今ＣＤＬ、工事用基本水準面からの高さ

で示しておりますが、2.7ｍとしております。これは満潮時でも航行船舶から見てわかるよ

うに満潮時にも没しないような形で設定したものでございます。 

 また、西防波堤から這い出している長さでございますが、今、天端の部分で 15ｍとなる

ように設定しております。これは今の低天端堤の約半分の長さとなっております。これは

どのような考え方で設定したかと言いますと、あまり短いと、背後において波が回折しま

して、まわり込んでくるような波によって底質の安定化効果というのが確認されなくなる

恐れがございます。そのような可能性がございますので、ある程度の長さは必要というと

ころを考えております。その長さの目安としまして、高波浪時の波長の２分の１程度とい

うことで 15ｍ以上は必要と考えております。そのため、このような 15ｍという設定といた

しております。 

 では、実際のモニタリングの方法等について進めさせて頂きます。 

 まず１つ目が、底質安定化効果のモニタリングでございます。これは構造物周辺の地形

変化を把握しまして、底質の安定化効果を確認することを目的としております。その方法

としましては、こちらの図に黒いポツが幾つか打っておりますが、構造物を中心とします



 10

10ｍ格子の格子点のところにおきまして、目盛付きの鉄筋棒を設置しまして、それを潜水

士が地盤高を判読するという形で地盤高の変化を確認することを考えております。また、

併せましてその地盤高の変化と粒度の変化というものも１つ情報として把握しておくため

に、８つの地点におきまして底質を採取し、粒度分析を行うことを考えております。 

 調査の時期としましては、事前に１回、事後の２回を考えておりまして、設置時及び平

成 22 年度の台風期前、台風期後という３回を考えております。このような地点の配置であ

ったり、調査の頻度、方法等につきまして後ほどご指導、ご助言を頂ければと考えており

ます。 

 ２つ目の点でございますが、周辺底生生物の生息状況のモニタリングとしまして、底生

生物の生息状況の変化を把握し、生息環境への効果と影響を確認していきたいと考えてお

ります。調査の方法としましては、３つの測線を設定いたしまして、その測線上 10ｍごと

に２ｍ×２ｍの方形枠を設置しまして、その枠内の大型底生生物及びサンゴ類の生息状況

を目視観察するという方法を考えております。その際、構造物から十分に離れたところに

つきましては、対象地点として利用したいと考えております。調査の時期としましては、

事前の調査２回、事後の調査２回としまして、平成 21 年度及び平成 22 年度の夏と冬に行

いたいと考えております。 

 では、３つ目のモニタリング項目でございますが、周辺の海草藻場の生息状況でござい

ます。こちらは周辺海草藻場の変化を把握しまして、周辺海草藻場への効果と影響を確認

するといったものでございます。しかしながら、実際には構造物を設置する場所から自然

藻場に対しては約 250ｍほど離れておりまして、波浪の計算等を行いましても、ほとんど

そこの場に対する変化というものは起こらないということが予想されております。しかし

ながら、非常に重要な項目でございますので、その状況について確認していくことを考え

ております。方法としましては、観察枠内の生育被度等を目視観察するというものでござ

います。 

 調査の時期につきましては、こちらに書いてありますように、今回の試験施工に合わせ

まして新たに調査を行うわけではなくて、６年以上継続的に実施しているような調査のデ

ータをうまく活用していきたいと考えております。それを事前の調査と位置づけまして、

事後の調査としましても同様の調査の 22 年度分を利用していきたいと考えております。 

 次に４つ目の項目でございますが、生物の多様化効果のモニタリングとしまして、構造

物に蝟集・付着する生物の状況を把握し、生物多様化効果を確認するということを考えて

おります。方法としましては、構造物周囲の目視観察と写真撮影を行うことを考えており

ます。調査の時期としましては、構造物設置後の事後に２回、平成 22 年度の夏と冬に行う

ことを考えております。 

 以上がモニタリングの計画案でございました。 

 では、続きまして候補地Ｃの方向性の検討に移らさせて頂きます。 

 この候補地Ｃは、前に映し出しておりますように、埋立地に隣接します護岸に沿うよう
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な形で設定いたしております。ここでは前回の専門部会でご指導がございましたように、

構造物によらないような手法というものを検討していきたいと考えております。ただし、

こちらでは実施の時期は周囲の防波堤が整備された後になると考えておりますので、当面

は実施できないという場所となっております。そこにつきまして、右のような流れを考え

ております。 

 まず、今回の専門部会におきまして、候補地Ｃ、この場の特性や手法の案というものを

お示しさせて頂きまして、今後その方向性を今回の専門部会におきますご指導、ご助言を

踏まえまして行っていきまして、あと一旦この検討を終了させて頂きまして、工事の進捗

に応じまして検討を再開するということを考えております。 

 その場所の特性でございますが、前に写真等も示してございますが、現場で見て頂きま

すとわかるのですが、海草のある部分とない部分を見比べますと、ない部分は少し窪みの

ような形になっておりまして、砂礫部となっております。全体的には水深が浅く、底質は

砂礫で航路沖防波堤の整備によりまして、南側の波浪が弱まれば生育阻害要因が緩和され、

海草藻場の創出が可能になるような場所かと考えております。 

 この航路沖の防波堤というのがちょっとアニメーションでお示ししますが、今、南から

このような形で波がきているようなところでございます。そこにこちらの航路沖の防波堤、

予定となっておりますが、そちらができることでその背後にきておりました波が弱まりま

して、候補地Ｃにおける外力が低減することが予想されております。 

 そちらにおきましての手法の案というものを今回１つお示しさせて頂きますが、１つそ

の参考事例としまして、こちらのようなものがございます。これは実証実験におきまして、

台風によりまして海草のブロックとブロックの間がだいぶ削られてしまったようなところ

に砂を補充したことで、この１年３カ月後にはその部分にも海草が増えてきたといったと

ころがございました。このようなことを参考としまして、今の窪み状の砂礫部において、

沖合いの防波堤が整備されまして、外力が弱まった後に砂を補充することで地下茎の延伸

を補助するような形でその場の海草を増やしていくということが１つの方法として考えら

れるのではないかと考えております。 

 以上、資料-2 の内容でございました。審議をお願いしたい事項につきまして前に示して

おりますような２点がございます。どうもありがとうございました。 

○事務局(池田(義))  続きまして、審議２に対して本日欠席の前川委員から幾つか意見

というのを頂いております。ペーパーをお手元に配付させて頂いていると思いますけれど

も、そちらのほうについて紹介をさせて頂きたいと思います。 

 まず、１枚目の議事２に関してということで、３つ頂いております。まず１番、自然藻

場の保全について保全・創造検討委員会で審議をして、海藻部会に押しつけていると。こ

ういうやり方は専門部会になじまないというご意見を頂きました。この部会と申しますの

は、保全・創造検討委員会という親委員会の中で技術的に細かく検討しなければいけない

ものについて検討している専門部会でございます。そういった役割分担の中で進んでいる
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ところでございまして、この部会につきましては、海藻草類について専門家の先生方の意

見をお聞きしながら、今まで様々な議論をしてきたところでございます。当然、藻場とい

ったものは自然現象の中で増減を繰り返していくということがあります。これは自然の摂

理でございますが、その自然の摂理といったところについて、この部会において検討して

いくというのがこの部会の運営方針ではないのかなというふうに事務局では考えていると

ころでございます。 

 また、上位下達という言い方を、ご意見頂いておりますけれども、上位下達というわけ

ではなくて、もちろん座長ともご相談させて頂いた上で、部会の方向性といったものを親

委員会、保全・創造検討委員会に報告をして、今後の方針といったものを明確にしたとこ

ろというふうに思ってございます。それが事務局としては考えてございます。 

 ２番目なんですけれども、海藻草類の生息環境の保全・創出といったものは、移植によ

る保全ができなかったことによる新たな問題提起であるというご意見を頂きました。だか

らこそ、この部会で徹底した議論が必要だというふうにご意見を頂きました。 

 これにつきましては、新たな問題提起というわけではなくて、保全・創造検討委員会の

中で行動計画の実現に向けたものとして検討をしたものです。その理由というのも、細か

いことはその資料のほうに示しているとおりでございまして、後ほどご報告させていただ

きたいと考えております。それは事務局として考えているところでございます。 

 それから３番、これは具体案Ｂといったものについてのご意見を、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄとい

うふうに次のページにわたりまして４つほど頂きました。 

 まずＡなんですけれども、低天端堤での実証実験では大きな台風は１度来ただけだと。

最低でも５～６年は経過を見るべきじゃないかというご意見を頂きました。これにつきま

しては、大きな台風が１回だけというのは、実は既往最大のものでございまして、実験の

検証には十分なものだったんではないかなというふうに思いまして、それを科学的に議論

してきたところでございます。こういったこの結論につきましては、前川委員以外のご専

門家の先生方からはご了承を得ているというふうに事務局は考えてございます。 

 続きましてＢですけれども、実験で創出できたところ、低天端堤でやった実験があるん

ですけれども、その実験で創出できた海草藻場を破壊しようとしている、場所を次々変更

していくやり方は環境破壊であるというご意見を頂きました。これにつきましては、実証

実験を低天端堤でやらせて頂いているわけですけれども、これは海の海面の利用者でござ

います漁協の皆様のご了解のもと進めてきたというところがございます。利用者の方々と

の調整から、実験終了後といったものは撤去しなさいということになってございまして、

もともと実証実験ということで、実験ということで海草の生育場を造ったところでござい

まして、そういう意味では環境破壊と私ども事務局は考えていないところでございます。 

 それから、Ｃということで、藻場創出で責任逃れをしようとしているというご意見も頂

きました。これにつきましては、部会での審議事項から逸脱するところではないかなとい

うふうに考えてございます。 
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 それから、Ｄというところで、２枚目になるんですけれども、このご意見では海草藻場

の減少を解明して、対策を講じるのが先決だと。潮流の変化で砂が流出しているのに砂の

補充とは理解できないというご意見でした。これは候補地Ｃというところについてのご意

見なんですけれども、これにつきましては、候補地Ｃのあたりの藻場について潮流の変化

で砂が流出しているわけではないと、事務局としては考えてございまして、このへんの資

料をとりまとめまして進めていきたいというふうに考えてございます。 

 以上、前川委員の意見と事務局の考えについてご紹介させて頂きました。審議よろしく

お願い致します。 

○事務局(照屋)  候補地Ｃにつきましては、今回審議事項に関わるところなので、少し

補足をさせて頂きます。 

 候補地Ｃのあたりの藻場につきましては、前川さんは平成13年頃50％を超える海草藻場

だったというご指摘をして頂いているんですけれども、我々はこれとはまた別途の環境監

視委員会という席で、藻場の分布図等をずっと提示させて頂いております。それでご説明

しますと、平成13年、工事が始まる以前の藻場としては、大体このあたりは10％～50％以

下の藻場がございました。今よりも少し多かったのかなという気がしますが、やはりパッ

チ状に生えているところと生えてないところというのがある藻場でございました。その後、

平成16年10月の台風で、がさっと砂が流されまして、そこに現在は砂がまた溜まり始めて

小型の海草が少しずつ生えているところと、大型の海草がそれに伴って回復をしていって

いるところという場所でございます。写真でお示ししたとおり、数十メートルにわたって

大型の藻場が生えていて、そこから少し砂が溜まって小型の海草がぽつぽつぽつと生えて、

大型の海草がないエリアがまた10ｍぐらい続いたら、また、今度は大型の海草が生えてい

るというような、パッチ状に藻場が分布して、今、現在そうなっているということをご報

告させて頂きます。 

○野呂座長  どうもありがとうございました。 

 補足の説明もありまして、今、資料-２の説明をして頂きました。 

 さっきの問題点のところをちょっと、一番最後のスライドのところを出して頂ければ。

審議事項としてまとめて下さっておりまして、具体案Ｂの審議の１の部分と、審議の２の

部分、これが重要な案件ということで、これは出しておいて頂いて、これに沿って審議を

始めたいと思うんですけれども、まず分けまして、審議１のほうの試験施工のモニタリン

グ調査、この案が出ているわけですけれども、これに関しまして委員の先生方のほうから

何かご意見とかご質問とか出して頂ければと思います。それが終わった後で候補地Ｃの問

題は、またやろうと考えております。 

 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、では、具体案Ｂの検討内容の中でモニタリン

グについてというご指定がありました。その質問をさせて頂く直前に確認したいんですけ

れども、環境保全創造委員会のほうで海草藻場の創出に向けた具体的な検討を優先的に進
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めていくこととするというふうな方針が出されて、保全も大切ですよといういっぱい言葉

があったんですけれども、まず優先するのは創出のほうですというようなご判断がされて、

明示的に保全が抜けているのかどうかというようなことをお聞きしたいと思います。 

 こういうふうに優先的にというふうに書いてありますので、優先でなくても創出に向け

た具体的な検討の中では、創出されない場合についての、保全についての検討もやらなく

ていいというふうに除外されたわけではないと考えたいと思っています。 

 それを踏まえて、30ページのところにモニタリングの調査案が出ていますけれども、周

辺海草藻場の生育状況のモニタリング、レファレンスのモニタリングポイントとして、こ

ういう手植え移植した場所とか、既存藻場の調査場所が出ているんですけれども、もし、

可能であれば前回の、今までやってきている低天端堤で低天端堤を取った後の藻場がどう

なるかという追跡をして頂けないかなと思うんです。ここはおそらく今の実験がうまくい

っているんだとすると、低天端堤を取ると消滅していくはずなんですね。ですから、それ

が本当にシナリオどおり消滅していくのかどうか、きちんと考えるということは、保全に

ついての情報、ひいては創出についての情報をきちんと考えていく上で、非常に役立つの

ではないのかなと思いますので、ちょっとそこらへんの実験上の後の取り扱いが地元の方

との合意の中でどういうふうになっているのかわからないものですから、これは可能であ

ればというような希望としてこの30ページのモニタリング調査点、レファレンスの調査点

として、現在の実験地の追跡調査はできるかどうかというようなこと、もしできるのであ

れば、ぜひ考えて頂きたいというご提案をさせて頂きます。以上です。 

○野呂座長  古川委員からのご提案に関しまして何かございましたら、事務局のほうか

ら。 

○事務局(照屋)  事務局です。 

 場の創造の低天端堤の撤去にあたりましては、古川委員のご指摘を踏まえてできる限り、

どのように変化をしていくのかというのを、できる限りの形でモニタリングさせて頂きた

いと思っております。 

 また、副次的な効果として31ページのほうにも示しておりますが、生物相が多様な部分

がかなり付着をしているということもございまして、香村委員のほうからは撤去にあたっ

て、全数とは言わないが１個、２個ぐらいどのような生物相が付いたのかというようなも

のも、結果としては観察をしておくべきでしょうというご意見も頂いております。試験施

工にあたりまして、そのようなことを考慮しながら進めていきたいと考えてございます。 

○野呂座長  どうもありがとうございました。 

 本当に古川委員のほうからご指摘いただいた低天端堤の実験の後というのは、非常に興

味があるところですので、その後、場を創造して藻場ができるということはわかりました

けど、その後でその環境条件がまた元に復元した後に海草がどうなるかというのは興味深

いところですので、是非モニタリングをお願いできればというふうに考えます。 

 他にございませんか。 
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 香村先生。 

○香村委員  低天端堤を造る目的は、造ることによって藻場がどのように造られるかと

いうことでこの委員会で決定したかと思うんです。低天端堤を何時撤去するのか。それも

具体的にわかってきているんでしょうかね。 

○事務局(照屋)  おそらく撤去自体は、そんなに時間のかかるものではございません。

場所を今回決めて了解を頂ければ、再度、漁業者のほうと調整させて頂きますが、来年度

の２月頃迄には全部終わるのかなと。 

○香村委員  低天端堤を撤去した後、藻場がどういうふうに変わっていくのかという、

これは重要なデータをとるのに最適かと思うんですが、その際に完全に低天端堤を撤去す

るのではなく、石の袋を１段か、２段ぐらいまで少し残してどの程度まで残したら藻場が

耐え得るものかどうか、データを段階的にとれれば一番いいのかなと思ったりするんです

が。そういったことが可能であれば実験してみたらどうですか。最終的に全部撤去した場

合に形成された藻場がどう変わるか、データを得ることができれば、今後低天端堤の高さ

と藻場の関係についてのデータ確保ができればいいのかと思うのですが。漁協と少し交渉

してみては如何ですか。 

○野呂座長  ありがとうございます。 

 漁協からの要望もございましょうから、そこらへんはちょっと交渉して頂ければと思い

ます。 

 他にございませんか。 

 はい、川﨑委員お願いします。 

○川﨑委員  今度新しく西防波堤の横に構造物を造るということなんですけれども、ち

ょっと気になっているのは最小規模で評価をしたいということなんです。ここで海草藻場

をつくるのであれば、過去の防波堤周辺の藻場分布を見ると、大体20ｍぐらいの範囲内は

生えてないんですよね。その原因が明確ではなく､生えてないところで構造物をつくって環

境変化を見るということにどういう意味があるのかと。ここはおそらく波を構造物で制御

したとしても生えない可能性があるわけですね。なぜここの部分は生えてないかというの

がわからないで、この部分の狭い範囲だけやったときに、じゃ次に拡大するということの

ためのデータとして使えるのかというところがちょっと気になります。 

 現在､防波堤から20ｍから40ｍより遠いところで海草は浅いところというか、西防波堤の

西側のほうは生えているわけです。ですから少なくともこれぐらい離れたところの情報が

将来の展開を考えたときに、必要ではないでしょうか。構造物を防波堤から離して設置し､

もう少離れたところのデータもとる必要があるんじゃないかという意見です。 

○野呂座長  今、川﨑委員のほうからこの実験をやる意味はともかくといたしましても、

ここの場所に設置をするという、西防波堤の影に設置するというのが妥当であるのかどう

か。実験効果が上がるのかどうかというふうなご質問があったと思いますけれども、これ

に関しましてお願いしたいんですが。 
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○事務局(池田(宗))  確かに今現状で西防波堤のすぐ背後には数十メートル生えてな

いところがあるんですけれども、昨年度検討した段階では、そこの防波堤の際というのは

航路から回り込んでくる沿い波がちょっと高いというのも計算で一応出ております。その

沿い波によって、今あそこには海草が生えてないんではないかということから、航路側に

構造物を置いてみて、沿い波を止めれば自然藻場が少し防波堤寄りに延伸するのではない

かという発想で、今の構造の置き方を決めたところがございます。 

 確かに生育を制限している要因がそれだけかというと、まだそれは不明なところもある

んですけれども、昨年度、期間は短かったんですけれども、光量を測りました。それは東

防波堤、西防波堤で今実際に藻場がある手植え藻場で光量を測りましたけれども、光量に

ついては手植え藻場と西防波堤の際では、それほど差が見られませんでした。ちょっとこ

れは非常に短い期間でしたけれども、２週間程度ですけれども、積算値で地点間を比較し

たら、それほど差はないという結果は得られております。 

○野呂座長  今のお答えに関しまして、川﨑委員のほう、よろしいでしょうか。 

○川﨑委員  沿い波で砂が動くなり、そういうことが理由としてわかっているのであれ

ば、その可能性はあると思います。 

○野呂座長  ありがとうございます。 

 他にございませんか。 

 私のほうからちょっと同じような質問なんですが、例えばパワーポイントで言うと12ペ

ージ、それから資料-２で言うと30ページに同じような図があるわけですけれども、ここの

設置場所のここに設置すると、例えば沿い波というんでしょうか。西防波堤の端のほうか

ら入ってくる定置網が入っている定置網のところに魚が回遊するときに乗ってくる流れで

はないかと思うんですけれども、その波が阻害される、その流れが阻害されるためにとい

うことであれば、設置位置に構造物ができますと、設置地点で我々は、皆さん方は手植え

移植のモニタリングをやっているわけですけれども、そこの環境条件がこの実験をやるこ

とによって変わりますので、確認地点の手植え移植藻場でやっているモニタリングを同じ

条件でもってずっと見るということが難しくなるのではないかという気がするんですけれ

どもどんなものでしょうか。確かに離れてはいるんですけれども。 

○事務局(加地)  事務局です。資料-２の29ページのところに波の面におきまして、ど

のような変化が生じるかというところ、台風時について示しております。そちらのほうを

見ていただきますと、波高の変化する領域を青い色で示しておりますが、５cm以上変化す

るようなところを色づけしております。基本的には波の変化するところというのは構造物

の背後に限られてくるような形となりまして、150ｍ、200ｍぐらい離れております手植え

移植藻場に向かっては、ほとんど変化は生じないと考えております。また、そちらの資料

編のほうに、資料-8というページがございます。一番後ろから４ページぐらい戻ったとこ

ろでございますが、こちらのほうで手植え移植藻場における波高の変化というものを詳細

に見ております。これは今の試験施工の規模ではございませんでして、具体案Ｂの40ｍま
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で、一番長い状態まで張り出した場合にどのような変化が起こるかというものでございま

して、｢資図１｣と書いておりますが、こちらのほうで平常時及び台風時の５つの潮位につ

いての計算結果の手植え移植藻場の波高を示してございますが、そちらではもうほとんど

波高の変化は生じないという形となっておりまして、こちら計算上少しは差は出ておりま

すが、実際の海域において見られるような大きな場所でほとんど変化はないというふうに

考えております。 

○野呂座長  はい、わかりました。ありがとうございました。 

 これも私からの質問なんですが、この設置場所に設置した後に、この地形の変化、環境

の変化を見る、モニタリングするというのはわかりました。それで、そこに新しくアマモ

を植えるということもなさるんでしょうか。地形の変化だけでしょうか、それとももう自

然に出てくるアマモを期待するということでしょうか。 

○事務局(照屋)  事業者です。当面は低天端堤の移設というところで、まずはその効果

を、流れとかを少し確認をさせて頂きたいと思っています。その後、委員の先生方のご意

見も踏まえながら、砂だけを入れてみるのか、それとも海草付きのものを入れてみるのか

というのを少しご相談をさせて頂いてからやりたいなと思っています。まずは、低天端提

の移設というのを、漁協さんともお話をしますけれども、期限が切られてございまして、

そちらのほうを動かした後にその流れの場をもう一度確認をしてから、アマモを入れたほ

うがいいのか砂だけがいいのかというのも、もう一度次回までにちょっとご相談をさせて

頂けたらなと思っています。 

○野呂座長  そうすると、こういうふうに理解していいでしょうか。今回は低天端堤の

石をまず除去しなければいけないという条件がまず第一にあって、それを有効活用すると

いうことでこの実験を考えているけれども、この実験がどのくらい続くかとか、それから

今後どういうふうにやるかというのは、今後のこの委員会というのは興味があるというふ

うなことでしょうか。 

○事務局(照屋)  はい。 

○野呂座長  はい、わかりました。 

 他はございませんか。 

 無いようでしたら、このＢの問題はここまでと致しまして、引き続き先ほど後半で説明

して頂きましたＣの問題に移りたいと思います。候補地Ｃの方向性の検討というところで

すけれども、例えば、パワーポイントでいうと 16 枚あたりを出して頂ければ解り易いと思

うんですが、ここで出てくる候補地Ｃ、この窪みのあたり、これをどういうふうに活用す

るかというふうな方向性の問題で、何かありましたらお願い致します。 

 岡田先生のほうから。 

○岡田委員  ここの候補地Ｃで窪みができているというのは、波の影響というか、そう

いうもので、どういう歴史的経緯で窪みができているのか。もしくは窪みが続いているの

か。黙っていたら窪みだったら砂が溜まるかもしれないですよね。それがずっと窪みで存
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在する理由というのは何となくわかっていますか。それがもし、今度こちら側に堤防をつ

くることによって、波が変わることによって窪みが窪みでなくなるような可能性があると

いうことを予測しているわけですね。そのへんをちょっと教えていただけますか。 

○事務局(池田(宗))  先ほど前川委員の回答のところでも少し触れましたけれども、こ

の場所は過去に大きい台風が来たときに、広い範囲で被度が下がったという経緯もござい

ます。そういうところから、やはり波で飛ばされるところは飛ばされて、部分的にしがみ

ついて生えているような状況ではないかというふうに考えております。それがどのように

砂が埋まって、伸びてまた飛ばされてという、変動しているのかはちょっと把握はできて

ないんですが、断片的に調査結果を見ますと、台風時に減っているという結果は見えてお

ります。 

○岡田委員  ということは、もちろん完璧にはわからないから、それは仕方がないんで

すが、今の感じでは、台風が来る前は窪みはあまりなかったというふうに推定されている

わけですか。台風による高波浪によって、砂と、場合によっては藻があったかもしれませ

んが、藻がもっていかれたというふうに考えているわけですか。 

○事務局(池田(宗))  資料編のほうには、平成元年頃からの写真を資料-2 の一番後ろの

ページにも入れておりまして、そのさらに前の状況からどういうふうに変遷してきたかと

いうふうに見て、空中写真から見てみますと、ちょうど資料 11 のページの上から２番目、

平成３年を見ますと、西防波堤が写真の右側にありまして、その左側に細長く白く伸びて

いる砂州がありまして、その砂州の左側が候補地Ｃになります。ここをちょっとこのスケ

ールでは見にくいんですけれども、平成 16 年の台風に限らず、昔からこの藻場を空中写真

で見ますと、パッチ状にはなっております。ですので、平成 16 年の台風前にどうだったか

というよりも、この場所は以前から台風の影響を受けやすくて、ここがパッチ状になって

いるというふうに理解しております。 

○岡田委員  そうすると、今度は堤防ができることによって、台風の影響は少なくとも

なくなるから、埋まるか埋まらないかわからないけれども、可能性は高いと、こういうふ

うに思っているわけですね。 

○事務局(池田(宗))  はい、そのように考えます。 

○岡田委員  例えば、逆の聞き方はあまり上手じゃなくて恐縮ですが、窪みのところの

低いところは、砂質、要するに土壌特性、それから光特性からして、藻が生えるべき環境

ですか。それとも生えるのは無理な環境ですか。光は何か十分なような気もするんですけ

ど、どうなっていますか。 

○事務局(池田(宗))  はい、あくまで感覚的なところですが、光はおっしゃるとおり問

題ないかと思いますが、縁辺部にあまり段差があると地下茎がうまく広がっていけないと

いうのが、現地を見ていて思う感想です。ですので、そこに段差を埋めて、少しやわらか

い砂州を確保することで地下茎が伸びていくのを手助けできるんではないかというふうに

考えております。 
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○野呂座長  よろしいでしょうか。 

 今の関連のことなんですけれども、多分、アマモの類の、つまり大型の海草を増やそう

という意図が非常に強いものですから、こういう窪みのところがあったら、これは何か砂

漠になってしまったというか、何か欠損したというふうな感覚のほうがお強いのかもしれ

ないんですけれども、でも、ただ私たち実際に海でこういう生態系を見ている人間から見

れば、これも生態系のうちの１つだと、実は思うところがあるわけです。 

 例えば、大型の海草は確かにここには生えていないけれども、それは台風でもって欠損

したのかもしれないけれども、例えば小型の海草、例えばウミヒルモ、ハロフィラの類は、

こういうところを好んで生えるという連中もありまして、そこでハロフィラがここでもっ

て数年生きた後に、多分そこのハロフィラの根だから大して大きな根ではないんですけれ

ども、その地下茎がある程度サラサラの細かい砂をトラップしてというか、そこにまただ

んだんだんだん海草が生えてくるというところがありますから、無理にここを土木工事し

てまで埋めるほどのこともないのではないか。これも自然じゃないかという気が実はする

んです。委員の先生方の意見とか、ほかの方の意見もぜひ加味して欲しいんですけど、私

はそう思います。 

 こういう窪みというのは、そんなには大きくないんではないかと思うんですけど、いか

がでしょうか。せいぜい１～２ｍくらい。逆にここに砂を入れると、何もないところに砂

を入れると、その砂はすぐ飛ばされてしまわないかというのもちょっと危惧します。 

 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、おそらく生態系の面からそれがどういう形に

なるのがいいのかどうかということもあるかと思うんですが、今回、この部会で検討する

大前提として、持続可能な生態系を目指しましょうというお話がありました。生き物のこ

とだけではなくて、持続可能な生態系の中には砂が持続的にそこにあり続けるというよう

なことも１つの持続可能となる要因かなと思っています。 

 ここの砂州のでき方というのは、実は普通の砂浜にできるようなトンボロみたいに、周

りの岸側の砂を集めてきて集まっているのではなくて、沖側から順々に砂が運ばれてきて、

ここに集まっているというような、専門部会の名前を忘れたんですが、波のほうの検討さ

れている部会のほうでご報告があったところです。そうすると、この資料-2 の 35 ページ

のところで、航路沖の防波堤が出てくる。今前のあれにも出ていますけれども、出てくる

とすると、波浪を止めますけれども恐らくこの候補地Ｃとか、さらにその背後の、今小型

海草が生えているようなところに対する、砂の供給も止める可能性がある。そうだとする

と、もしかするとそのへこんだところが、この防波堤がなければ次のイベントで埋まるか

もしれない、埋まったり削ったりという変化をする、自然の遷移をする過程にあるかもし

れないけど、それを一方的に止めてしまう可能性もあって、ここの候補地Ｃの近傍にとら

れてといく砂の量と同じぐらい砂を供給し続けないとやせてしまう、または逆に堆積して

しまうというような、一方的な変化を起こす危惧もあるのではないかなと思います。 
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 ですから、そういう意味で、今、波浪を止めますが、沖の砂の供給をまず止めてしまう

というようなことが一義的には出てくるはずなので、その分の砂を供給するという意味で

は砂の増し積みといいますか、この場所に砂を持ち込んでおくというのは、地形的な面で

見たら持続性を保つための考え方としてはあり得るのかな。ただ、それをどういうような

形で撒くのか。今のへこみのところに全部撒いてしまうのか、ここで砂が運ばれている経

路をきちんと計算して、砂が供給される経路の上流側のところに積んでおいて、少しずつ

砂が流れていくように、あとは自然に任せて、形は自然に造ってもらいましょうみたいな

形になれば、一番持続可能な地形づくりになるのではないかなと思います。 

 ちょっと生き物の視点とは違った目で生態系の持続性を考える上では、こういう砂の供

給というのも意味のある検討かなと思いましたので、一言コメントさせて頂きました。以

上です。 

○野呂座長  ありがとうございます。 

 委員の専門はいろいろですので、みんなそれぞれの専門から意見を言いますので、それ

をまとめる事務局側のほうは頭の痛いことだとは思うんですけれども、ひとつよろしくご

検討をお願いします。 

 他の方、はい、香村先生、お願いします。 

○香村委員  先ほどからこの写真をずっと見比べていて、これは手植え移植をした、パ

ッチですか、これを植えたところですか。平行になっているのは。 

○野呂座長  何ページをご覧になっていますか。 

○香村委員  37ページです。どうなんですか。18年５月14日というんですか、これは。 

○事務局(池田(宗))  これは場の創造の実験で行ったもので、機械化で移植したもので

す。ブロックを置いた直後。 

○香村委員  これはその後、下のほうに向かって、ここの筋状のところに砂を盛り出し

たということですか。 

○事務局(池田(宗)）  そうですね。途中台風を受けまして、ブロックとブロックの間

の砂が飛ばされまして、それをまた補充した後はそこの補充したところにも広がっていっ

てブロック間がつながっていったという。 

○香村委員  これは19年11月。現在はどうなっているんですか。 

○事務局(池田(宗)）  現在はもうブロックの区切りはなく一面に。 

○香村委員  はい、わかりました。 

○野呂座長  どうもありがとうございました。 

 他にご質問、ご意見ございませんか。 

 川﨑委員、お願いします。 

○川﨑委員  今、古川委員の意見と野呂座長の意見と両方合わせて感じたことなんです

けれども、先ほど候補地Ｃのところは台風の後、砂が溜まらないようにして回復してきた

という説明があったと思うんですけれども、確かに沖側の防波堤ができると静穏化して、
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窪地に砂が少し堆積傾向になり、そのへんが変わってくる。それを見てからどう対応する

かというのは考えるべきだろうと思っていました｡静穏化するとどちらかというとああい

う窪みがもう少し減ってくるんじゃないかなというふうに思っていたんですけれども、逆

に沖からの砂が航路で遮断されて供給されなくなるのであれば、そう単純なことではなく

それは望めません。そうすると逆に砂が出て行かないような、例えば航路側のところをブ

ロックして、砂が減ることにより窪地の堆積傾向が弱まらないような対策を講じ、かつ砂

を入れたほうがもっと安定化するんじゃないかなという気がしています。 

 先ほどのパッチ状の藻場の窪地を、均一な藻場造成という形を意識しているからそこに

砂を入れて少しずつ拡大していくのを期待しようということを考えているんでしょうけれ

ども、ただ、拡大にはすごく時間がかかる話ですね。１年に50cmぐらいとか、それぐらい

しか伸びていかないようですので。また､最終的にここの砂がどういうふうに安定化するの

かということを予測して、今の対策を講じないと、どんどん砂を入れていかないと維持で

きないというようなこともあり得るので、この対策方法はもう少し砂の動きの様子を見な

がら、こういう方法をやるのが良いかどうかというのを考えるべきだと思うんです。そう

いう意味ではまだ、この提案そのもの自体が本当に有効かどうかというものがわからない

と思いますので、まだ検討するには時期尚早かなという気がしております。 

○野呂座長  ありがとうございました。 

 今、川﨑委員に言って頂いたことがかなり根源的というか、まとめの形になったと思い

ますけれども、どうでしょうか。先ほど今回の候補地Ｃのことは、そういうふうに生物学

的な問題も、それから海底の工学的な問題というか、地形的な問題も、まだ問題が残され

ていますので、これを窪みをすぐ砂で埋めて云々ということではなくて、今後どうするか

というところをもう少し検討なさったらいかがでしょうかというところを委員会としては

示唆させて頂きたいと思います。 

 それから、さっきのおさらいになりますけれども、具体案のＢのところのモニタリング

というのは低天端堤の材料の問題がありますので、今やるのはそれはよしということでは

ありますけれども、ここもどういうふうにやっていくかというのは、この次の委員会あた

りを目途にもうちょっと揉んで頂いたほうがいいのではないかというようなことをご指摘

させて頂きたいと思います。 

 以上、この審議事項の２番目の海草藻場生態系の保全創出計画の検討についてというと

ころは、その２点でまとめさせて頂きたいと思います。 

 古川委員。 

○古川委員  まとめて頂いたのに追加で申しわけないんですが、今のＣのところの議論

をお聞きしていて、Ｂのモニタリング調査の中でも、やはり地形がちゃんと安定するかど

うか。また、凹みのような今ブランクになっているところがまさにそういうところでパイ

オニアの、ハロフィラが入ってくるというようなことも考えられるということですから、

23ページ、27ページに出ているモニタリング調査点は少しポイントでの調査ということで、
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そういうゆっくりとした変化が掴みにくいのかなというようなことがあります。 

 具体的に申しますと、23ページの地形のモニタリング調査については、鉄筋棒の調査と

粒度組成の調査に加えて、この場のマクロ的な、どこらへんでへこみが起こった、起こら

ない、定性的な記述で構いませんので、ダイバーさんが見たときに、砂が溜まってきてい

る、また、砂のマウンドの中心がここらへんにありそうだ、サンプリング点を増やしてそ

の形を見るというのは非常に大変なことになってしまいますのでサンプリングを増やす必

要はないと思いますけれども、どこらへんが山になってどこらへんが谷になっているんだ

というような定性的なことが掴めるような、マクロな地形の把握をされると、先ほどの砂

が動いてるのか、動いていないのか、どれぐらいの範囲が影響範囲なのかというのが明確

化されるかなと思いますし、27ページの調査案のところで、生物については、大型底生生

物、サンゴ類と限定されていますけれども、見れる限りの小型海草、パイオニア種の小型

海草についてもぜひ見て頂いたらよろしいんではないかなと思いました。まだ、調査案で

すから決定ではないというふうに考えて、蛇足ですがちょっと付け加えさせて頂きました。 

○野呂座長  古川委員のお考えでは例えばメッシュを細かくするのは、数十センチぐら

いのことをお考えでしょうか。１ｍぐらい？。定性的に見ていくということだけでしょう

か。 

○古川委員  例えばポイント、ポイントで見ているとどこが、２カ所測ってやると高い

ところと低いところがありました。それがなだらかな地形なのか、途中で段差をもってい

たのか。それでそこの地形が台風によって砂がさっと取られたような撹乱を受けた場所な

のか、じわじわと溜まっていきながらそういう地形ができたのかというような、ポイント、

ポイントのデータを補完するような、全体的に地形が見て滑らかでした、または目を見張

るような洗掘跡みたいなものがありましたというような定性的な把握をされてはいかがか

ということです。それを実際にポイントで取ろうとすると、おそらく10cm単位とか20cm単

位とかで取らなければ、数字にはならないことだと思いますが、実際に潜って泳いでみる

と、そういう変化というのは把握しやすいのかなと思いますから、私の言い方がちょっと

きちんと言ってないですけれども、たくさん調査点を増やしましょうということではない

です。 

○野呂座長  はい、わかりました。 

 その調査方法に関しては、また後でご検討頂くとして、今の補足のご意見ということで

加えたいと思います。 

 はい、川﨑委員、どうぞ。 

○川﨑委員  もう１つ補足の意見なんですけれども、先ほどの砂の動きを10ｍ間隔でと

っているんですけれども、生物調査のほうは20ｍ間隔でとっているんです。気になったの

は、構造物を設置した周りのところ、おそらく影響を受けるような、例えば構造物の西側

ですか、流れがくるとしたら、おそらくそんな構造物のすごく近いところで何かシルト分

が溜まるとか、そういうような変化が出ると思うんです。そういう意味では構造物の周辺
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は、やはり20ｍではなくて10ｍぐらいで、もう少し狭いところが必要だろうと。離れたと

ころは別にそんなに影響がないからいいと思うんですけれども、やはり影響が出るとした

ら構造物のごく近いところだと思うんです。そこはやっぱり10ｍぐらい狭い範囲でとって

おいたほうがいいんじゃないかなという気がします。 

○野呂座長  はい、ありがとうございます。 

 特に今の川﨑委員のご指摘は、多分、事務局側のほう、実際にモニタリングをやってい

る方々は低天端堤のときの経験がございますので、それを加味した形でちょっと入れて頂

ければと思います。どうもありがとうございました。 

 それでは、藻場生態系の保全に向けた検討はここまでといたしたいと思います。 

 実はちょっと時間が遅れております。ここで10分、20分休憩を入れることになっていた

んですけれども、きょうお帰りの先生方が何人かおりますので、予定では３時半頃に終わ

る予定にはなっておりますので、ちょっと議論ものってきたところですので、このまま続

けてやらさせてください。はい、ありがとうございます。 

 では、引き続きまして、次の議題の移植海草藻場の追跡調査結果、クビレミドロの展開

についてということで、ご説明をお願いいたします。 

③手植え移植藻場の評価・クビレミドロの実海域展開実験について 

○事務局(池田(宗)）  それでは、資料-３の概要版をお配りしておりますので、そちら

を見て頂ければと思います。 

 移植藻場は午前中も見て頂きましたけれども、西防波堤の背後域で自然藻場から離れた

場所に設置しております。 

 面積の変化を示しているのが３ページ目でございます。 

 面積は当初オレンジの枠内に移植をしましたが、北側、南側、東側には枠外にも拡大し

まして、６年半で大体３ｍあまり拡大しているところもみられます。大体年あたりにしま

すと50cm程度になるんですが、ここで移植藻場で多いリュウキュウスガモの伸長速度は知

見を見ますと、平均しますと大体50cmぐらいという速度でございますので、それと照らし

合わせても大体同じぐらい順調に拡大しているというふうに言えるかと思います。 

 次に被度ですけれども、被度は面積の変化とはちょっと違いまして、一定方向の変化で

はなくて、緩やかに最近ですと５％、10％の間を変動しているという状況でございます。 

 この藻場の中でも一様に分布しているわけではございませんで、今日もご覧になってお

わかりだと思いますが、St.2Iというところ、藻場の西側の端にあたりますけれども、ここ

は写真にも載せておりますが、海草が生えていないところでございます。 

 一方、10Ｈというところは藻場の東側で藻場の中心にあたるところですが、こちらでは

葉も長くて海草の量も多いと、株数も多いと、こういった分布の違いがここがさらに顕著

になってきている状況でございます。 

 次に移植藻場の被度の変化を周辺の自然藻場と比較したのが７ページでございまして、

周辺の自然藻場、津堅島まで範囲を広げて10地点ございますが、この数年、17年以降につ
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きましては自然藻場も大きく変動しなくて、概ね横ばいで推移している中で移植藻場、赤

い丸で示しているグラフですが、移植藻場も概ね横ばいで推移しているという状況でござ

います。 

 これはアニメーションを使っていますが、配付資料では重なってしまって見えないんで

すが、移植藻場は複数の種が混じっている状態で移植されましたけれども、移植から半年

間は大型海草が減って逆に小型海草が増えるという変化がみられまして、その後は徐々に

青で示していますリュウキュウスガモという種類が増えてきているという状況です。リュ

ウキュウスガモは、台風で19年に一旦被度が下がるんですが、その後もまたリュウキュウ

スガモが増えてきているという状況です。 

 このリュウキュウスガモが優占種になるという傾向は自然藻場と照らしてどうなのかと

いうのを示したものですが、自然藻場を水深別に優占種を整理しましても、自然藻場でも

手植え移植藻場がある水深帯ではリュウキュウスガモが優占しておりまして、この移植藻

場の中でリュウキュウスガモが増えてくるというのは、周りの自然藻場と比較しても自然

の遷移の流れであるというふうに考えております。 

 次に、そのリュウキュウスガモが移植藻場内でどのように葉の長さを変えているかとい

うのを追ったものですが、先ほど写真でお示ししました 10H、海草が多いほうは葉の長さ

も長くて、2Ⅰのほうは葉が短いという傾向が、これは逆転せずにずっと同じ傾向が続いて

おりまして、季節別に見ますと３月に短くて７月に長いという、大体そういう季節変化が

見られます。今日ご覧になって頂きましたが、まさに今ぐらいが一番葉が長い状況でござ

います。 

 これは物理的な条件で地盤高の変動の推移でございますが、海藻の生育状況と同じよう

に、地盤高も藻場の西はじの 2Ⅰと中の 10H では、このように異なっておりまして、端の 2

Ⅰでは６年半も地盤高は変わっていませんが、10H のほうは 20 ㎝余り増加しているという

変化が見られております。 

 次に、生物の生息状況でございまして、これも St.2Ⅰと 10H という２ｍ枠内の生物の種

類数、個体数を整理したものです。それを自然藻場と比較しているんですけれども、白抜

きで示しています St.1～10 は自然藻場での上が種類数、下が個体数になっております。折

れ線グラフで移植藻場の変化を示していますが、種類数、個体数ともに自然藻場の幅の範

囲内に収まっております。 

 別途、本資料のほうにもお示ししておりますが、この種類数につきましてどういう種が

見つかっているかというところも自然藻場、移植藻場比較しましたけれども、確認される

種というのは概ね共通しているというところも解りました。従いまして、自然藻場と同程

度の生物生息機能が今あるんではないかというふうに考えております。 

 こういった状況ですけれども、文言でちょっとまとめますと、現況としましては、移植

後半年間で被度は減少したんですけれども、その後は大体５％～15％の間で変動しながら、

全く藻場がないところに移植されたわけですが、６年半維持されております。変化の顕著
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な傾向としましては、拡大傾向があると。拡大傾向が見られまして、今後も拡大だけでは

なくて、どちらかに移動していくということが考えられます。 

 こういった移植の藻場の状況を踏まえまして、今年度第１回、第２回の専門部会におい

て、この藻場を評価していこうというふうに考えております。今回の第１回の専門部会で

は、その評価方法についてご意見を頂けたらと思うんですが、その評価の方法について、

事務局の方針をここで示しております。 

 まず、評価の実施としましては、繰り返しになりますが、６年半経過して、前回、中間

評価を行ってからも４年が経過していますので、現状を評価しまして、今後のモニタリン

グ計画にも反映させたいと考えております。評価の方針としましては、平成 14 年 12 月、

移植に合わせまして移植計画というのを事業者が出しております。その中に評価について

も書かれておりますので、その移植計画に基づいて評価を行う。併せてその計画も６年半

前に造られたものですので、その間蓄積された知見なども反映させて、この移植藻場とい

うのを評価したいと考えております。 

 その移植計画に示されている内容ですけれども、移植方法のところに挙げていますが、

この移植計画では６つの視点で個別にまず評価を行って、それらをまとめて総合的に評価

するというふうにしております。ここに挙げています①～⑥の視点でございます。 

 その評価するにあたっての指標につきましては、14 ページですが、生育被度、面積、生

物生息状況を用いてそういうことを考えておりますが、そのほか現在のモニタリング結果

ですとか、今日現地を見て頂いて、この移植藻場を評価する指標というのがもしございま

したら挙げて頂ければと思います。この四角囲み、例として挙げていますけれども、今、

事務局として１つ考えておりますのが、海草の量による評価ということを１つ考えており

ます。これは今後、藻場というのは拡大もしくは移動していくと考えておりますので、現

在の指標、モニタリング指標であります被度につきましては、移動していくごとに調査す

る範囲が変わってきてしまうということで、経年的に見るには、長期間見るにはふさわし

くないんではないかという問題点もございまして、ここでは海草の量を被度×面積のよう

な考え方でこの藻場を評価できないかというふうに考えました。この被度×面積といいま

すのは、調査しています枠内の被度を、今は平均して藻場全体の平均被度として出してお

りますけれども、各枠の被度、イコール葉の面積ととらえまして、その被度の調査枠の総

和、合計で藻場全体の海草の量として評価できないかというふうに、案として考えてここ

に挙げております。 

 こういった指標ですとか、移植藻場の評価方法につきましても、後ほどご意見を頂けれ

ばと思います。 

 続きまして、クビレミドロの内容に移らせて頂きます。クビレミドロは室内もしくは屋

外のプールでは３世代にわたって非常に多くの藻体を維持することができているわけです

けれども、今後、人工干潟を造るにあたりまして、それを屋外で展開できるかどうかとい

うところを実験によって確認していこうと考えております。その実験の目的としましては、
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実海域で展開していく上でどういった阻害要因があるか、そういうところの洗い出しをし

たいと考えております。 

 16 ページにこの実験を行っています場所を示しておりますが、St.A、B という護岸があ

って、一方が海に開けている St.A と完全に護岸で囲まれている St.B と、こういった条件

の違う２箇所で培養した卵もしくは藻体を移植して実験を行いました。 

 17 ページがその A、B の地点の状況の写真でございます。 

 次に、18 ページですが、ここの２地点でこの２つの実験を行いました。18 ページにあり

ます①、②ですが、まず卵の移植というものと藻体の移植、この２種類の実験を行ってお

ります。卵の移植につきましては、人工的に培養した卵を 20 年の 12 月に St.A、B に移植

をいたしました。その目的としましては、卵が St.A、B、２カ所で藻体まで生育するかど

うかというところを見るためです。次に、その３カ月後の 21 年３月、４月には、人工環境

下で培養した藻体を St.A、B に移植いたしました。この目的としては、その移植後屋外で

成熟するか、また成熟した後、その底質中の卵がその場で維持されるかどうか、それを見

るために行っております。 

 結果ですけれども、まず卵の移植の結果が 19 ページでございまして、移植後 St.A、B

では当初はあまり想定していなかったんですが、A のほうではカゴメノリという藻類が多

く見られました。B のほうでは静穏な環境ということもありまして、浮泥が堆積するとい

う、こういった２カ所で異なった変化が見られましたけれども。 

 20 ページに結果で入れていますが、移植した卵数 2,400 に対しまして、St.A では藻体が

６藻体、St.B では 21 藻体、確認されました。比率にしますと大体 0.2％、0.9％でござい

まして、この St.A、B、２カ所に移植しまして、より静穏な B のほうが藻体が形成される

率が高いという結果も得られまして、屋外で生育場を形成維持するための阻害要因として

は、A、B の比較から、少し波浪条件の厳しい A で藻体が少ないということから、外力とい

うのがやはり挙げられるということと、カゴメノリのような藻類の繁茂というのも競合生

物として阻害要因として考えられます。あとは静穏な環境で見られました St.B の浮泥の堆

積のように、静穏にすればするほどこのような浮泥の堆積というのも阻害要因として考え

られました。今後は、この要因についてどのぐらいの影響の程度かを定量的に把握したい

というふうに考えております。 

 続きまして、21 ページは藻体を移植した結果でございまして、藻体も１㎡当たり 160 藻

体あるようなところから移植しておりますけれども、A、B 比較しますと St.B のほうが藻

体が枯れた後の底質中の卵が多く見つかっております。これも卵の移植の実験と同様の結

果でございまして、静穏な B で卵の密度が高いということです。 

 この結果を踏まえまして、最後 22 ページですけれども、今年度今までで考えられました

阻害要因について、もう少し定量的に把握したいというふうに考えております。St.A、B

につきまして、外力ですとか同所的に生息する競合生物などと併せて、クビレミドロの卵

の変化、藻体の出現状況を監察しまして、それを自然生育域とも比較しながら、実際に屋
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外で安定的にクビレミドロの生育域が形成されるための制御要因というのを定量的に把握

したいと考えております。 

 以上が、資料-3 のご報告でございまして、審議、ご意見を頂きたいところとしてこのペ

ージに最後まとめておりますけれども、手植え移植藻場につきましては評価方法、評価指

標について、もう１つがモニタリング調査の考え方、６年半経過しておりますので、今後

モニタリングをどういうふうにしていったらいいかというところをご意見いただければと

思います。クビレミドロにつきましては、実験の進め方、調査項目につきましてご意見が

ありましたらよろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○事務局(池田(義))  続きまして、前川委員からの意見、これも３についてもいただい

ておりますので、ご紹介をさせて頂きたいと思います。先ほどお話ししましたペーパーの

２枚目から、真ん中あたりから議事３に関してということでご意見を幾つか頂いておりま

す。 

 まず１番、資料の中で移植藻場の被度は自然藻場の被度と同様の変化傾向を示している。

この事実はそれでいいのかというご意見を頂きました。これにつきましては、逆にほかの

委員の先生方にご意見ありましたら、頂ければというふうに思っております。 

 それから２番、評価の方法についてのご意見をいただきました。まず A、この部会はア

セスに基づいているけれども、そのアセスの中では評価として、表の中にありますように

生物被度、それから生物の出現状況ということが書かれていて、そのことを明記すべきで

あるというご意見を頂きました。事務局としましては、今回の中間評価においてそのこと

を明記した上で進めたいと思っております。それから B について、評価書の被度、面積、

これについては今回の中間評価にあたっては正確を期すこと、というご意見をいただきま

した。可能な範囲というのはありますけれども、それをもとに可能な範囲の中でできる限

り正確を期したいと事務局では思ってございます。 

 続きまして、めくりまして３ということで頂いております。クビレミドロのことですけ

れども、移植が技術的に可能であることが実証されているという表明に対して、当部会の

見解を表明すべきだというご意見を頂きました。これにつきましては、まさにこの部会の

中でもほかの先生ご意見ありましたら、是非も含めてご意見い頂ければかと、ご指導頂け

ればと思っております。 

 それから４番、降雨時に陸域からシルトが流入とあるけれども、市街地なのか埋立地な

のか、はっきりしなさいというご意見でした。私どもずっとデータをとっておりまして、

その分析から市街地からというふうに考えております。 

○事務局(照屋)  すみません、ちょっと修正します。前川さんの質問の４番に対してSt.

Ｂからでのシルトの流入というのは、ちょうど余水吐と呼ばれている四角で囲っていると

ころからの流入になりますので、埋立地の陸域というふうに修正させて頂きます。 

○野呂座長  はい、わかりました。 
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 今、事務局のほうからパワーポイントを用いまして藻場のほうと、追跡調査の部分とク

ビレミドロの部分を分けて説明して頂いて、それから、前川委員のほうからのご質問も解

説して頂きました。前川委員のほうは事務局のほうから、また、ご回答をいただければと

思います。 

 では、議論に移ります。 

 最初の手植え移植藻場の評価方法についてということです。６年以上もやってきたこの

結果のまとめをどうしましょうかと。つまり、もうデータをとるのはある意味では区切り

がついたというか、もう十分なデータをとりましたので、今後それを継続してやっていく

のにどの程度の労力を割いてモニタリングをするべきかということと、それを評価すると

いうか、解析するときにどうしたらいいでしょうかというふうなご質問ではなかったかと

思います。これに関しまして、何かご意見がありましたら、教えて頂ければと思います。 

 まず、今後の調査の継続性についてですけれども、現在、かなりきめ細かくやっている

ところがあるんですけれども、どうでしょうか。これをもう少し軽減して、ただ、継続は

するんですけれども、例えば頻度を低くするというか、粗にするというか、そういうこと

もあるのかなという気がいたしております。 

 季節変化的なことはもう終わっているから、経年変化みたいなものがわかるような形に

してもいいのかなという気もしてはいるんですけれども、そこらへんのことを先生方から

ご意見いただければ。 

○岡田委員  この評価の目的と、それから評価方法というのが、20、21ページにありま

すよね。多分、その評価の目的は移植計画の妥当性だとか云々、今後の生育の状況、今後

の見通しによって検証することを目的とする。これだけ見ればもう十分やっているという

ふうにも言える。ちょっと極端な言い方ですけどね。 

 この評価の方法の、例えば21ページを見ると、適地に移植をされたとか、初期減耗によ

る云々と、６項目ありますね。この１つ１つについて答えを出していくことがまず必要だ

と思うんです。非常に極端に言えば、この６つの答えが全部できていたら目的は達成され

たから止めてもいいと。なかなかそうはいかない面もあるかもしれませんが、そういう検

証の仕方になってないような気がするんですけど。そういうことが今聞いた限りではあま

りよくわからない状態で、今後は２カ月にいっぺんやりますというけど、なんで２カ月に

いっぺんやる必要があるかというのは、ちょっと私にはわかりにくいので、そのへんの検

討はどうなっていますか。今後していくことだとすれば、そういう検討をして頂いたほう

がよろしいのではないかというふうに思いますが。 

○事務局(池田(宗)）  ここに挙げております６つの項目につきまして、個々に評価を

行いまして、更に全体的に総合的にも評価、結果として示す予定でございます。 

 資料の23ページには、現在のモニタリングの項目と頻度を挙げておりまして、今後、今

のスペックをどういうふうに見直していったらいいのか。頻度をもう少し下げるとか、頻

度は下げずに見る部分を変えるとか、そういったご意見をいただければと思います。 
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○岡田委員  そういう意味では、１つ１つのクエスチョンに答えられていない、今まで

のデータだったら答えられないということだったら、頻度をひょっとしたら上げなければ

いけないかもしれませんね。極端な言い方をしますと。 

 答えを出すために、例えば１番の適地に移植されたか、これは「イエス」か「ノー」か、

どっちにするかですよね。そうすると、今、植えたところでリュウキュウスガモが自然と

同じような優占になったという、そういう意味においては、現在の手植え移植の場所は適

地ということになりますね。でも、別のものを目的としたら、これは最初はあまり明確に

しなくてもいいのですが、別の種を目的としたら適地ではなかったと。これは１つ１つの

実験だから、それはそれで結構ですが、それを踏まえて現時点においては一応適地に移植

されたというふうに判断されるとわかったら、本来はここでモニタリングは終わりでなけ

ればいけないですね。疑問が残ったらもうちょっとモニタリングを続けるべき。是非その

へんのところをもう少し詰めて頂いたほうがいいかというふうに思います。 

○事務局(池田(宗)）  はい、わかりました。ありがとうございます。 

○野呂座長  非常に具体的にやるべきことを指摘して頂いたと思います。 

 それはそれとして、それに尽きるのかもしれないんですけど、資料３の21ページの６項

目、これにきちんと対応して頂いた上で、今後の調査というのは計画して頂くということ

ですけれども、岡田先生どうでしょうか。手続き論としては、この６つをきちんとやらな

ければいけない。それはわかりますけれども、かなり我々実際に今日も潜って見たところ

がありまして、細部はともかくとして、大枠としてはかなりオーケイではないか。適合し

ているのではないかというふうな印象をもちました。 

○岡田委員  そういう意味では、私はボトムラインというか、最低限のお約束をまず確

保してから次のことを考えるべきだということで申し上げたつもりです。ですから極端に

言えばというのは、そういうふうにご理解ください。 

○野呂座長  そういうことで流れを作って頂きましたので、それでまとめていただきた

いと思います。 

 その評価方法の６項目がクリアしているのであれば、それに従って今後の調査というの

も、逆の意味で極端に言えばなくてもいいのかもしれないですし、不足しているところ、

まだちょっとクエスチョンでもうちょっと続けたほうがいいというところだけを、その項

目をクリアするような頻度でもって、それは６カ月になるかもしれません、１年になるか

もしれませんけれども、そういう形でおまとめ頂いたらなというふうに思いますけれども、

ほかの委員の先生方もそこらへんどうでしょうか。 

 はい、古川委員お願いします。 

○古川委員  国総研の古川です。今、座長から、また岡田委員のほうからもありました

21ページ目の６項目をきちんとみることに大賛成ですけれども、この６項目のうちの１項

目から５項目に関しては、藻場全体でみるのか、それとも局所的な小さなパッチの中の話

をみるのかということで、だいぶ違うのかなという気がしています。実際に今回、手植え
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移植したところも23ページ目の左下のところが悪くて、右上のところがよくてというよう

なことになっているようです。おそらく評価としてはこれ全体の平均値で今考えられてい

るようなところがあるんですけれども、生態系のパーツ、パーツの評価ということでみる

と、いいところが何個あって、悪いところは何個あって、そのうちのいいところがちゃん

といっていればそこはよしとようと。それが全体の半分あったのか、３分の１しかなかっ

たのか、また、１割しかなかったのかというところでいい、悪いというところはその部分

はきっと利用者の主観的なご判断なんだと思います。その前の段階の１個１個の枠が成功

しているか、してないかというのは判断ができると思いますので、そういうふうに全体を

一緒くたに評価するということではなくても、１番から５番まではこれは枠・枠で成功し

たところ、評価としてオーケイか、だめかというような択一をされたらよろしいんじゃな

いかなと思います。 

 そういう意味では、そこの部分については今の段階で確認がとれてしまう話なので、23

ページの今のモニタリング項目については、91枠の部分というのは、私はなくてもよろし

いのではないかと思っています。そのかわり詳細観察枠、２枠を私は固定することをお勧

めしない。いいところと悪いところを追跡するのであれば、いいところの枠を、いいとこ

ろはどこまでよくなっていくのか、悪くなっているところがどうなのかということで、先

ほどの１項目から５項目までの評価点で全部オーケイになった場所、半分ぐらいしかオー

ケイでなかった場所、全部落第してしまった悪い場所という３枠なり、何枠なり、限定し

た枠で継続してみて頂くというような、調査地点数の減少というのが必要かなというふう

に思っています。 

 あと、21ページの６項目のうちの６番目、広域的にみて移植計画が順調であるかどうか

については、藻場全体の外郭線のスケッチみたいなものが必要でしょうし、それについて

はまだ答えが今の段階で出すことは難しいかなということもあって、その部分はもう少し

というあたり、定量的でない言い方で申しわけないんですが、本当にこれが移動している

のか、それとも全体が減少していくというような一方向の変化になっているのかというの

が確認できる範囲で、年１回でもいいですから追跡されることをお勧めしたいと思います。

以上です。 

○野呂座長  ありがとうございました。 

 調査地点、面的な問題、それから頻度の時間的な問題、それに関してご意見を頂きまし

た。 

 かなり定性的な言い方、ものの言い方で申しわけないんですけれども、台風がきた後も

あそこは持ちこたえたということも我々は理解をしておりますし、それから、あそこは実

は手植えをする前の地形も我々は潜ってみていて、何もないところにあれだけのものがで

きたと。それから、天然の藻場とかなり離れているところでできたと。そういう面で天然

の藻場の延長上にできたわけではなくて、ぽつんと造ったという意味で非常に私はその意

味では成果があったし、ああやって手植えでも造れるんだというのを６年間にわたって実
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証したというのは、それは意味のあることだというふうに思っておりますので、ぜひ今後

のモニタリングもそういう形で作って頂きたいし、ちょっとそこまで議論がいきませんで

したけれども、面積×被度というところでもって解析するというのも１つの案で、それは

正しいことではないかと。特に被度の面ではもちろん下がっていますけれども、面積の面

ではかなりまわりにだんだん伸びていっているというのは、それは指標として入るような

形でぜひ残していただければというふうに思います。という意味で、評価の方法を厳密に

やるということは、ご指摘させて頂きましたけれども、流れとして皆さんが考えておられ

ることはよろしいことではないだろうかというふうにさせてください。 

 それでは、手植え移植の藻場のほうは、そういう評価のことはそうなんですが、引き続

きまして、もう１つの審議事項でありますクビレミドロの展開実験について、こちらのほ

うはどうでしょうか。委員の先生方のご意見を頂戴したいと思います。 

 はい、香村先生、お願いします。 

○香村委員  ちょっとお尋ねしたいんですけど、水槽の中での卵の発生率というか、パ

ーセントというのは大体わかりますか。何か実験やっていたかと思うんですが、どうでし

たか。 

○事務局(池田(宗))  屋外の実験、コンクリート製の実験プールに卵を移植したときに、

藻体は何％藻体になったかというところは、ちょっと手持ちですけど、いい実験区ですと

10％ぐらいにはなっています。平均すると大体１％ぐらいです。ちょっと今画面に出てい

るステージですと、St.B のほうは卵数に対して藻体数は 0.9％で、約１％に近いところで

藻体数確認されていますので、この St.B のようなかなり自然的ではない、人為的な環境下

ですけれども、こういった静穏性を確保できれば、それなりに卵から藻体にはなるという

のがちょっと見えてきているところでございます。 

○香村委員  これは当然いろんな影響があるかなとは思うんですが、それでちょっとお

聞きしたいのは、卵の 2,430 個というものが、最近気になることは、この卵が本当に受精

卵であったかどうかということです。我々はただ、藻体についているときは確かに青いん

ですが、だんだんそれが熟してくるといったらおかしいんですが、受精卵というふうに思

い込みがあるのかと。というのは、卵は確かに卵褐色に変化しますよね。そのものが本当

に受精卵なのかどうかというその判断がまだできてなかったんじゃないかと思うんですが、

どうなんですか。 

 だから今後、これを何らかの形で本当に受精卵であるかどうかという、そういったもの

の検証をここでやっておく必要がある。そのために未受精卵であるがために、率が低いも

のなのかどうか。 

 それともう１つは、こういった自然界の中ですから、何かに捕食されることもあるかと

思うんです、撹乱以外に。こういった静穏なところで多少、この A と B でも少し違いがあ

るようなことになってはいるんですけど、そういったところの場でおいて、何かそれを食

害する、いわゆる多毛類の仲間とかが、卵を捕食してないかどうか。そういったことを考
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えに入れると、自然界ではいろんな少なめの発芽率でもいいのかなというふうに考えたり

するんですけど。実際に紅藻とか、これは野呂先生もご存じかと思うんですが、紅藻なん

かでもすぐその場で、シャーレの中で卵を落としておくと、すぐバクテリアなんかがかな

り繁殖して、それを食べるというそういった現象もあるので、この影響を受けて、実際に

は発芽する率も少ないのかと考えたりするんですが。そういった点も検証しておくという

のも今後重要なことかなと思います。 

○野呂座長  何かありましたら、よろしくお願いします。 

○事務局(田端)  ご質問と貴重なご意見ありがとうございます。まず、１つ目の、卵が

受精していたかどうかということですが、３年か４年ぐらい前、ずっと継続したこの実験

業務の中で、卵は白色卵と褐色卵というふうな形で、色で判別するのが正しいのかどうか

わかりませんが、褐色卵は熟した藻体から出たものの中から褐色と白色卵を分けて、褐色

卵のほうは夏を過ぎても、まずほぼ 100％発芽しませんでした。白色卵のほうは 100％とは

言いませんけれども、ほぼ採った数、そのときは 1,000 個ぐらいだったんですけれども、

ほとんどが発芽、その中の幾つかがシャーレ実験するときに９割方発芽したものですから、

白色卵は生存卵というふうな形で判断しまして、先ほどの 2,400 という数は全部生存卵を

選別して、それを移植しました。ですので、通常、全部を確かめたわけではないんですけ

れども、先生がおっしゃるように、いわゆる生殖した受精した卵という判断のもとに行っ

ています。ただ、じゃあそれ本当に受精卵なのかというのと、やられると、ちょっとそこ

までの検証をしてないということで、そういう意味では今後何かしらの形で配慮していき

たいなと思います。 

○香村委員  白色というのはどういうふうな状況なんですか、最初はグリーンですよね。

それがそれからブラウンになりますよね、褐色に。その後また白色になるんですか。 

○事務局(田端)  底質に落ちて、その中からソーティング、夏場の間にずっと底質の中

にいる状態でもそういう色です。 

○香村委員  じゃあ、白っぽくなる。 

○事務局(田端)  はい。白いって真っ白じゃないんですけれども、極端に言えば褐色か

白か。こちらのお手元の資料-3 の 26 ページをお開きいただければ、左下のほうにありま

す。ちょっと顕微鏡写真なのでハレーションしていますが、こういった色のものを白色と

しています。ちょっと幾つか茶色になって、もうちょっと褐色卵というのはこげ茶色にな

るんですけれども、そういったもので分けています。 

○香村委員  これは夏場にこういう色になるんですか。 

○事務局(田端)  底質の中から選別していたものですから、夏場というか８月、９月、

今時分になる頃です。 

○香村委員  それともう１つは、他の生物による食害がどの程度あるかなと思って。 

○事務局(田端)  食害の件になりますと、今回、移植させて頂きました St.B というの

は、余水吐で泥だらけで、食害するような生物、肉眼で見えるようなものは殆どいません。
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むしろ泥質なので、さっきおっしゃったバクテリアというものにはちょっとまだ何もチェ

ックはしていません。食害という面からすると、屋外のコンクリートプール、そこのほう

がかなり自然のクビレミドロの生育域に近い状態でしたので、そういったところでは、食

べているかどうかわからないんですけれども、クビレミドロの少なくとも藻体になった時

点で、小型の巻貝が群がっているのは確認しています。ただ、それはクビレミドロの藻体

の上についている、あるいはその周辺についている珪藻を摂餌しているんじゃないかなと

いうふうに判断をしています。 

○香村委員  わかりました。 

○野呂座長  どうもありがとうございました。 

 この白い卵というのは受精しなくて白かったんじゃなくて、死んで白になったんじゃな

いでしょうか。どうでしょうか。 

○事務局(池田(宗))  白いほうが発芽率がいいと。 

○野呂座長  白いほうが発芽するんですか。私は逆に聞きました。そうですか。 

○香村委員  褐色が発芽するかなと思ったが。 

○事務局(田端)  腐っているようにご覧いただくと、顕微鏡写真ですと、どうしてもこ

ういうふうな白く写るんですが、厳密に言うと白じゃなくて白濁しているわけでもなくて、

とにかく褐色というんでこげ茶で腐っているような色とは全く違うような白なんです。言

葉でうまく言えないんですけれども。腐敗的な白色ではございません。 

○野呂座長  ああ、そうですか。不思議ですね。どうもありがとうございました。 

 他にございませんか。 

 事務局としては、今後の実験の仕方というか、実証試験の展開の仕方も含めて委員の先

生方のご意見を頂戴したいということだと思うんですけれども。 

 他にございませんか。 

 それでは、私のほうから１つだけなんですが、実際に A 地点 B 地点というのは、決して

生えているような生育環境ではないというのは理解できます。私の質問は、ここで本当に

再生産するだろうかと。発芽はするかもしれないけど、再生産するだろうかという質問な

んですけど。 

 それはなぜかというと、普通、皆さんご存知のとおり、クビレミドロが生えているとこ

ろとかというのは、ほかの藻類、今回はカゴメノリとかフクロノリという海草は実は波の

影響の非常に少ない静穏でちょっと泥っぽいところに生えて、さらに非常に汚れたところ

に生える海草ですので、こういうものが生えているところにもしかしたら卵がきたら、そ

れは発芽はするかもしれないけれども、それが数カ月もちこたえて、またそこでもって増

えるだろうかというのがちょっと気になるところです。 

 でも、逆に言うと、こういうカゴメノリが生えているような、そういう環境でも発芽さ

せようと思ったら発芽するんだという事実がわかったということは、それは一歩前進だと

思いますので、ぜひいろんなアイデアを出して、研究を進めていって頂ければと思います。 
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 いずれにしろ、生活史も何もわからないところで数年間でもってここまで行き着いたん

ですから、それはすごいことですので、皆さんの努力に敬服します。 

 他ございませんか。 

 では、そういうことで、この実験はまた継続して頂くということでよろしくお願いしま

す。 

 きょう用意しておりました議事に関しては以上でございます。それでは、議事進行の後

半部というか、これから先は事務局のほうにお願い致します。 

(４)閉  会 

○事務局(諸星)  どうもありがとうございました。 

 本日はご多忙の中、ご時間いただきまして、また貴重なご意見、ご指導を賜りまして誠

にありがとうございます。 

 ご意見、ご指導を踏まえまして、今後作業を進めてまいりたいと考えておりますので、

よろしくお願い申し上げます。 

 なお、この後記者会見を予定しておりますけれども、場所がこの場所になります。その

ため配置換えを行いますので、大変恐縮でございますけれども、一度皆様会場からご退室

頂きますようにお願い申し上げます。 

 また、記者会見場には記者の皆様並びに事務局関係者以外の立ち入りはお断り申し上げ

ておりますので、ご了承頂きたいと存じます。 

 それでは、これにて海藻草類専門部会を閉会とさせて頂きます。 

 本日は誠にありがとうございました。 

(午後３時 44 分 閉会) 

 


