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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２回 海藻草類専門部会 

                         日時：平成22年２月24日（水） 

                           午後13時25分～午後15時34分 

場所：ﾊﾟｼﾌｨｯｸﾎﾃﾙ沖縄 ﾜｲｹﾚの間 

（午後１時25分 開会） 

（１）開 会 

○事務局(諸星)  定刻より少々早うございますけれども、ご出席の方、全員おそろいに

なったようでございますので、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

２回海藻草類専門部会を開催させていただきたいと存じます。 

 今回の委員の出欠状況でございますけれども、岡田委員が本日、ご都合によりご欠席で

ございます。そのほかの委員におかれましては、全員ご出席でございます。どうもありが

とうございます。 

 以後の議事進行につきまして、野呂座長にお願いいたしたく存じます。よろしくお願い

申し上げます。 

○野呂座長  座長の野呂でございます。了解いたしました。 

 それでは、議事に移らせていただきますが、その前に、傍聴の方、マスコミ関係の方も

おられますので、いま一度、本部会の趣旨、それから注意事項について事務局のほうから

ご説明いただきます。 

○事務局(諸星)  まず、本部会の趣旨でございますけれども、本部会は、上位の委員会

でございます環境保全・創造検討委員会で示されまし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ありまして、事業実施者に対して専門的な立場から指導・

助言を行っていただ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、傍聴の方が入場されて

おりますけれども、質問等のご発言は認めておりませんので会議中はお静かに傍聴してい

ただく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いただく

こともありますので、何とぞ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をさせていただきます。 
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（２）報 告 

 ・本事業に関する動きについて（泡瀬裁判にかかる控訴審判決について） 

○沖縄県(比嘉)  泡瀬裁判にかかる控訴審判決についてご報告を申し上げます。 

 平成17年５月20日に、沖縄県知事及び沖縄市長を相手取り、泡瀬地区埋立事業に関する

公金支出差し止め等を請求する住民訴訟が提訴され、平成20年11月19日に１審の判決が言

い渡されております。その概要は、判決確定時以降の一切の公金を支出してはならない旨

の判決でありました。沖縄県は、当該判決を不服としまして、平成20年12月２日に控訴し

ております。平成21年10月15日には判決が言い渡されております。控訴審判決の概要は、

「中城湾港(泡瀬地区)公有水面埋立事業・臨海部土地造成事業に関して、本判決確定時ま

でに支払義務が生じたもの並びに調査及びこれに伴う人件費を除く一切の公金を支出し、

契約を締結し、または債務その他の義務を負担してはならない」となっております。 

 当該判決は、一切の公金支出を差し止めた第１審判決とは異なり、土地利用計画の見直

しや埋立免許等の変更に必要な調査費等の支出は認められていることから、上告しており

ません。このことから、平成21年10月30日には、控訴審判決が確定しております。 

 今後の対応につきましては、沖縄市が３月に作成する土地利用計画見直し結果を踏まえ、

埋立免許の変更等の必要な手続きを行い、事業を早期に再開できるよう努めていく所存で

あります。以上です。 

○野呂座長  どうもありがとうございました。 

 埋立訴訟について簡単に経過のご説明をいただきましたけれども、工事の進捗状況はこ

こでやっていただかなくてよろしいんでしょうか。よろしいですか。 

 以上、いただきましたけれども、ありがとうございました。 

（３）議 事 

○野呂座長  それでは、審議に入ってよろしいでしょうか。 

 それでは、審議を進めたいと思います。議事要旨に基づきまして資料のご説明をお願い

いたします。 

○事務局(坂井)  了解いたしました。 

 資料の説明に先立ちまして、本日配付しております資料の確認をさせていただきます。 

 まず最初に、議事次第と書いてあります３枚のペーパーがございます。それから、右肩

に資料-1から資料-4というふうに番号を振っております本資料が４部お配りしてございま

す。それと、右肩に参考資料と書いております参考資料-1から参考資料-3が配付してござ
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います。 

 それと、本日の説明で使用しますパワーポイントの資料の概要版、資料-2、資料-3、資

料-4のパワーポイントの概要版をお配りしております。 

 資料のほうはおそろいでしょうか。 

○野呂座長  おそろいでしょうか。 

 はい、おそろいのようです。 

 ①前回専門部会、委員会の課題と対応について 

○事務局(坂井)  よろしければ、資料-1のほうからご説明させていただきます。資料-1

は、前回専門部会、委員会の課題と対応の資料でございます。 

 まず、①として、１．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、(1)

実験地の追跡調査についてのご意見がございました。現在の実験地の藻場の追跡調査がで

きないか。今後の保全・創出に向けて非常に役立つのではないかというご意見をいただい

ております。これにつきましては、対応といたしまして、低天端堤撤去前の海草の生育状

況を平成21年10月に調査しております。これにつきましては、本資料３のほうで提示して

ございますので後ほどご説明いたします。低天端堤撤去後の調査につきましては、事業者

としてできる範囲で藻場の変化状況を把握する予定となっております。 

 ②として、移植藻場の評価についてのご意見でございます。評価項目として、移植計画

に示されております６項目について１つずつ評価する必要がある。また、今後のモニタリ

ング計画については、これらの評価項目について評価しきれない項目のデータを蓄積させ

ることを目的として、モニタリングの計画を立てればよいというご意見をいただいており

ます。これにつきましての対応については、ご指摘を踏まえ、６項目の評価及び今後の調

査予定について、本資料２のほうでご提示しておりますので後ほどご説明させていただき

ます。 

 ③として、評価にあたっては、全体を見るか、局所的に見るかで変わってくる。全体の

平均で評価するだけではなくて、枠単位で調査しておりますので、それで、良いところ、

悪いところがあるので、枠ごとに成功しているか、していないか評価してはどうか。評価

項目ごとにいいところが何割といった評価方法が良いと思うというご意見をいただいてお

ります。これについての対応については、藻場全体だけではなくて、枠ごとに面積、被度

の変化を整理して評価を行い、資料-2のほうにご提示しておりますので、これも後ほどご

説明させていただきます。 



 4

 ④としては、面積×被度という視点から解析し、面積の広がりを指標に加えていただき

たいというご意見がございました。対応としては、「葉の投影面積の和」を用いて、藻場の

変化を整理したものを資料-2のほうにご提示してございます。 

 ⑤として、３．クビレミドロの実海域展開実験についてでございます。移植した卵が受

精卵であったか、何らかの形で検証が必要ではないかというご意見をいただいております。

これについての対応は、これまでの実験から、卵の色(白色、褐色)で生死を区別できると

考えられ、白色卵のみを移植してございます。白色卵のうち、受精卵を外観で判別できる

かどうかは、今後、注意深く観察していきたいというふうに考えてございます。以上が資

料-1のご説明でございます。 

○野呂座長  どうもありがとうございました。 

 ただいま資料-1 に基づきまして、前回の専門部会の課題と対応をご説明いただきました。

詳細に関しましては、それぞれの資料-2、資料-3 等の説明の際にまた説明があるとは思い

ますけれども、全般的なことに関しましてご意見がございましたらお出しください。ござ

いませんか。 

 それでは、説明どおりお認めいただいたものといたします。 

 引き続きまして、手植え移植藻場の評価について、これは資料-2 に基づきましてご説明

をお願いいたします。 

○前川委員  前回の部会の説明があったんですが、別紙に参考資料-2 というのが配られ

ていると思うんですが、これは前回、私が出席できなかったために、私が文書で意見を出

したものに対する回答ということで出されていますが、これについて私、よく読んでみた

ら、ちょっと納得できないところがありましたので、これに対して私なりに意見を述べた

いんですが、よろしいでしょうか。 

○野呂座長  はい、よろしくお願いします。 

○前川委員  それで、参考資料-2 の１ページの「議事２に関連して」の２番目のほうに、

私が意見を述べたことに対して事務局から回答が出ておりますが、この回答の中に「大型

海草の移植」と「海藻草類の生育環境の保全・創造」の両輪によって今までずっと進めら

れてきたんだと。それから、下のほうに、「事務局としては“移植ができなかった”とは考

えておりません」というような表現がありますが、これに対してちょっと異論があります

ので、私の資料でひとつ説明したいと思います。皆さんに渡した資料をちょっとご覧にな

ってもらえますか。 
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 １ページ目、こういう事務局の回答に対して、私の反論として、(1)、「海草の移植」に

関しては、次の見解が定着している。ということで、１つは、この専門部会の座長の野呂

さんの見解が書いてあります。これは資料もそろえてありますので、後ろのほうに新聞記

事がありますね。2007 年３月 13 日、環境保全・創造検討委員会の新聞報道ということで

マスコミでも報道された中身です。その新聞記事、あるいは発言の中でも指摘されている

とおり、専門家としては、移植での藻場生態系の保全はできないというふうに考えている

んだということが述べられています。 

 それから、次のほう、環境省も 2006 年３月 22 日の参議院の環境委員会、ここで委員か

らの質問に対して政府答弁という形で述べています。そこにもありますとおり、「海草の移

植についてはまだまだ確立まで時間を要することでございます。まだとても日本では確立

されたとは言えない状況にございまして」うんぬんと、そうあるように、移植については

まだ確立されていないというのが一般的な見解だと思います。 

 それで、このアセスに書かれている「海草の移植」については、このアセス書の文章を

よく見ていると、要するに、移植によって藻場生態系の保全に努めるという形になってい

るわけですよね。この概念の中には、「海藻草類の生育環境の保全・創造」という概念はあ

りません。これは後で環境省が藻場の復元に関する配慮事項、こういうのが発表されて、

その後、今の海藻草類の生育環境の保全・創造という概念がこの部会にも持ち込まれて検

討されていったという経過があります。 

 それで、もう１つ、カラーの資料が入れてありますが、これは今、言う平成 19 年３月

13 日の環境保全・創造検討委員会の中に出された事業者の資料ですよね。これにあるよう

に、大型海草の移植、これがいわゆるアセス書での概念であって、その右側に書いてある

海藻草類の新たな生育場の創出というのは別から来ている概念だというふうにちゃんと説

明もされております。そういうことで、このことに関して、先ほどの新聞の記事にあるよ

うに、野呂先生が海草の移植という概念にいつまでもとらわれていてはだめですよと、こ

れでは藻場の保全はできませんよということを意見として述べたというような経過があり

ます。ですから、事業者が言っている考え方は、以上の経過からしても間違っているし、

私の指摘が正しいというふうにひとつは思います。 

 それから、ちょっと長くなりますが、参考資料の２ページ、「Ｄ．候補地Ｃについては、

工事の影響で潮流が変化し、砂が流出しているのに、砂の補充は理解できない。」という私

の意見に対して、次のように回答しています。そのＣという場所が、「平成 13 年以前は被
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度 50％を超える藻場であったとの指摘は誤りです。」要するに、私がこういう指摘をした

ことは誤りですという形で指摘して、わざわざ次のページに添付されている別紙１、これ

は候補地Ｃにおける藻場の減少傾向の航空写真ですね。それからもう１つ、６ページに、

平成 16 年度からの候補地Ｃの藻場の変化の図をわざわざ添付して、これを見てもわかると

おり、候補地Ｃは被度 50％以上の藻場ではなかったと、わざわざ説明しています。 

 ところが、また私の資料に戻ってください。添付している資料の一番最後、これまでの

藻場分布の変化という図があります。これはもちろん事業者が出した資料ですよね。これ

を見ますと、この候補地Ｃ、ちょうど候補地Ｃというのは、西防波堤の延長線上を含む一

帯ですよね。これで見ますと平成 13 年～15 年までは明らかに候補地Ｃの北側は被度 50％

の場所ですよ。そういうことを指摘しているのであって、別に私の指摘は間違っていない

というふうに思っています。ですから、事業者のほうがむしろ勘違いしているのではない

んですかね。と思いますね。それから、この候補地Ｃが砂の流出で礫化して、そしてその

ために海草藻場が減少している。そしてその砂は、砂の流出が工事の影響で潮流が変化し

て、そのために通信基地の側とか、あるいは泡瀬の３丁目の干潟一帯、そのあたりに砂が

流出して、砂が少しずつそこに堆積していっている。そのために、通信基地の先の海草藻

場が減少しているというふうに私たちは理解しています。 

 それで、そのことについては、また私が出している資料の日本自然保護協会、これが工

事後、ずっと同じ場所で追跡調査をしています。これは泡瀬の通信基地の先あたりの自然

藻場、そこで追跡調査をしていますが、この資料でも明らかなように、海草藻場に砂が堆

積して海草藻場がどんどん減少している。そして、種の構成もどんどん変化をしてきてい

ると、そういう指摘もちゃんとあります。 

 ですから、私が前の委員会の部会に出した意見に関して、事業者は間違っているという

ふうに言っていますが、私は間違っていないということで、これについてもぜひご理解を

していただきたいと、これに関しては以上です。 

○野呂座長  どうもありがとうございました。 

 今、前川委員のほうから前回の議事、それから資料に関しましてのご意見が出ましたけ

れども、多少この会議の流れとはちょっと違うところがございまして、会議の流れから申

し上げますと、当然、前回の会議資料も今ありませんし、詳細にわたってここで検討する

のは、時間的にも資料的にも難しいところがあろうかと思います。 

 それから、前川委員のご指摘は、この委員会に問い掛けられたものというよりも、むし
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ろ事務局のほうに問い掛けられたものではないかというふうに考えますので、議事進行の

意味から考えまして、この意見はきょうの資料の中でこの考え方を前川委員のほうから逐

次出していただくということはできないでしょうか。審議の過程で出していただくという

ことではどうでしょうか。 

 事務局のほうでこれに関しましてご意見がありましたら、付け加えていただいてもいい

んですけれども、私の提案としては、きょうの審議の中で前川さんのご意見を出していた

だければと思っています。 

 はい。ご意見はご意見としてお預かりいたしまして、きょうの審議の中で、これはその

都度、また議論していただきたいと思います。 

 資料-1 関連で、ほかにございませんか。 

 はい、どうぞ、前川委員。 

○前川委員  今と同じことでよろしいんですが、事業者が出した参考資料の３ページの

３のほうに、「クビレミドロの移植が技術的に可能であることが実証されている」うんぬん

のことですが、これに対して、控訴審の現地の進行協議で、そこにあるように、沖縄県の

土木建築部の港湾課の責任者がそんなふうにして発言しているわけですが、これに関して、

前の私の意見に対して、事務局の答えでは、「当部会の審議事項とは異なると考えられます」

という形で見解を述べる必要はないんだというような答えが載っていますが、私はこれに

ついてもそう思わないと。 

 また私の資料をちょっとご覧になってください。私が出した資料の２枚目の一番上です

ね。ちょっと読み上げます。「この発言は、泡瀬裁判の控訴審現地進行協議(09 年７月)・

クビレミドロ生息地の場で、事業者の沖縄県土木建築部港湾課の責任者が発言しています。

間違った見解を事業者が公の場で発言されていることについて、当部会では見解を述べる

ことは必要と考えます。当部会は、クビレミドロの移植技術を確立するために、今まで様々

な議論をしています。」ですから、この発言のように、「技術的に可能であることが実証さ

れている」ならば、ここで議論をする必要はないわけですよね。そういう意味からしても、

私はこの責任者の発言は間違っているし、訂正されるべきだというふうに思います。 

○野呂座長  ありがとうございました。 

 クビレミドロの件に関しましても、今、前川委員からご指摘をいただきましたけれども、

これもやはりきょう、クビレミドロの案件が審議されますので、その中で取り上げていた

だければというふうに思っております。よろしいでしょうか。 
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 はい。それでは、この問題点は問題点としてお預かりという形で預からせていただきま

して、引き続きまして、資料-2、手植え移植藻場の評価に関しまして、ご説明をお願いい

たします。 

 ②手植え移植藻場の評価について 

○事務局(池田)  それでは、資料-2、手植え移植藻場の評価につきまして、パワーポイ

ントのほうで、その資料-2 の概要版を映します。手元にも配付しておりますので追ってい

ただければと思います。 

 まず、この手植え移植藻場ですが、平成 14 年に、これまであまり知見がない中で、委員

の先生方にご意見を賜りながら移植を行いまして、現在まで７年間、その推移を見守り続

けてきました。今回はその７年間の状況をまとめまして、ひとつの区切りとして評価を行

っております。 

 本日の資料-2 の内容としましては大きく３つありまして、１番目が、各指標からみた手

植え移植藻場の推移、これは、これまでも毎回専門部会でご提示していますけれども、面

積、被度、生物生息状況から見た藻場の推移をお示ししております。また、前回、専門部

会で少し提案しました、葉の投影面積についても今回、資料の中でお示ししております。 

 その指標を踏まえまして、２番目として、個別の評価結果をお示ししております。これ

は移植に先立ちまして、事業者が策定した移植計画に示された６項目を前回の中間評価と

同様にこの６項目について評価しております。最後、その個別の評価結果を踏まえて、総

合評価としてまとめました。特にきょうご審議いただきたいところは、３番目の総合評価

の部分でございます。 

 スライド３ページ目、場所につきましては、これまでと同様に、お示ししておりますけ

れども、西防波堤の 800ｍの防波堤の背後で、自然藻場から離れたところに移植しまして、

これまで現在のところは２カ月に１回の頻度でモニタリングをしてきました。 

 ４枚目です。まず指標として、面積の推移、藻場全体ですけれども、面積につきまして

は、オレンジの枠内に約 30cm 四方の底質ごと切り出したものを千鳥格子状に移植しまして、

それを７年間、面積の推移を追っております。面積につきましては、移植初期に少し減耗

が見られましたが、その後はお概ね右肩上がりで拡大を続けております。その拡大速度に

つきましても、南側では４ｍ以上移植した範囲から拡大しておりまして、１年当たりにし

ますと、大体 60cm ぐらい拡大してきております。この 60cm というのも、既往の知見等と

比較しましても、大体同じぐらいの速度であるということです。 
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 次、５枚目、被度につきましては、面積とは少し傾向が異なっておりまして、移植初期、

移植から半年程度に台風ですとか、移植後の初期減耗がありまして、減った後は５～15％

の範囲で変動しております。 

 次、６枚目、生物の生息状況です。これは移植藻場の底生生物を折れ線グラフで種類数、

個体数を示しまして、そこに自然藻場でも同様に行った調査結果を重ねております。生物

生息状況につきましては、種類数、個体数ともに自然藻場と比較して同程度確認されてお

りますし、本資料のほうに示しておりますけれども、確認された種自体も多くのものが共

通しておりました。ということで、移植藻場は自然藻場と同程度の生物生息機能を有して

いると考えております。また、その変化の推移ですけれども、移植から約半年間は種類数、

個体数ともに増加しまして、その後は季節変動を繰り返していると、そういった特徴もこ

の７年間のモニタリングからわかってきております。 

 次、７ページ目が、今回追加した指標でございまして、面積と被度というのがそれぞれ

異なった推移を示しておりますので、その面積と被度を合わせたような指標ということで、

今回、葉の投影面積の和というのを入れております。海草の量を表しているというふうに

考えられる指標ですけれども、この数字は２ｍ枠内の被度のパーセントを枠内の４㎡に掛

けまして、その数字を分布している枠すべてで合計した値でございます。前半のほうは被

度の推移と同じように、移植後、半年程度は減少を続けましたが、その後、変動しながら

既往最大の台風後にまた大きく減少しましたけれども、その後、また面積、被度ともに増

加してきておりまして、海草の量としても右肩上がりに増加傾向が続いているところです。 

 次、８枚目、これは面積と被度ですが、全体の平均値ではなくて、枠ごとにどういった

変化をしたかというのを示しております。まず一番上が、移植時と現在の比較でございま

して、面積については 59 枠中 58 枠で増加しておりますが、被度については 59 枠中、移植

時と比較して上回っているのは１枠です。次、２段目の初期減耗後と現在の比較は、面積

は移植時と同様に 59 枠中 58 枠がその値を上回っておりまして、被度については、上回っ

ているのが 24 枠、初期減耗時と同じ被度であるのが 11 枠で、この同じ、もしくは増加し

ている枠を合わせて大体６割ぐらいとなっております。 

 ３段目は、既往最大の台風前後の変化、これはこの当時は調査枠が増えておりまして、

全部で 91 枠ありますが、91 枠で既往最大の台風前後でどのような変化をしたかです。面

積については 76 枠で減少が見られまして、被度については 38 枠で減少しておりました。

面積に対して被度の減少している枠数が少ないのは、その台風前の時点で５％未満という、
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非常に被度が低い状態でしたので、この枠については、台風前後でその差が拾えてないと

いうところで、同じという枠数が、面積に比べると多くなっております。４段目が、台風

前の状況まで回復したか。これは台風前の状況と現在の面積、被度の比較ですが、台風前

に比べて、増加もしくは同じ枠が 55 枠と 29 枠、合わせまして、全体の 92％は面積につい

ては台風前の状況と同じか、上回っております。被度につきましては、同様に上回ってい

る、もしくは同じ枠が全体の 91％になっております。 

 ここまでが各指標から見た藻場の推移でございまして、スライド９枚目、ここから６項

目の評価結果になります。ここまでの藻場の指標から、まず評価項目の１つ目としまして

は、移植適地の評価として、適地条件は妥当であったのかどうか。場所を選定して移植を

行ったわけですが、その条件というのは妥当であったかという評価です。当時、移植に先

立ちまして、場所の選定には水深、外力、底質、その他、この項目で場所を選定いたしま

した。水深につきましては、C.D.L で-4～-0.5ｍ、この数字はその右側に根拠を入れてい

ますが、自然藻場の分布している水深と当時の移植実験の結果を踏まえまして、この水深

が妥当であろうというふうに導き出した値です。 

 外力につきましては、台風時のせん断力が 40dyn/cm2 以下の場所ということで、この根

拠としましては、平成 14 年になりますけれども、台風が来襲したときに、40dyn/cm2以上

のせん断力のところで自然藻場が大きく減耗しましたので、40dyn/cm2以下のところから場

所を設定すると。底質につきましては、砂質であり貫入試験において深度５cm 以上が 20

回中 15 回以上であること。これはその設定根拠としては、その当時の移植実験の結果で良

好であった地点の結果と自然藻場での調査の結果を踏まえまして、このような条件を設定

いたしました。 

 その他としまして、この水深、外力、底質以外にも条件はあるとは考えられましたけれ

ども、そのあたり十分に解明できていないというところで、リスク低減のために既存藻場

の近くに移植をするという、こういう条件で移植を行いました。その一番右側に実際に行

った条件を入れていますが、この条件に当てはまる場所を選定しておりまして、その条件

は移植時と現在、比較しましても大体それほど大きく変わっておりません。この当時の条

件のまま維持されております。 

 その下に赤字で入れておりますが、この評価項目につきましては、海草が生育していな

かった場所に移植後７年にわたって藻場が維持・拡大されており、適地選定条件は概ね妥

当であったと考えられるというふうに評価しております。 
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 スライド 10 枚目、次の評価項目２、初期減耗の評価です。これは初期減耗による障害が

発生していないかという項目で、ここにつきましては、移植から１年間の面積、被度の推

移をお示ししておりますが、面積につきましては、移植から２カ月後まで減少しましたが、

その後、増加に転じております。被度については、４カ月ほど減少が見られまして、その

後、８月には台風もありまして減少したんですが、その後は横ばいで推移しております。

赤字のところですが、評価結果としましては、移植から一定期間に減耗は確認されたが、

その後、横ばいか増加に転じており、移植後に減少し続けるといった初期減耗による障害

は見られなかったというふうに評価しております。 

 11 枚目、評価項目３です。台風に対する耐性の評価、台風に対する耐性があったかどう

かですが、ここのグラフは上が面積、下が被度の推移です。そこに調査間で確認された台

風を矢印で入れております。これは比較的大きい台風、沖波が５ｍ以上の波高からその台

風を拾っておりまして、５ｍというのは毎年来襲する程度の台風です。その中でも赤く示

しているのが沖波で 13ｍを超える既往最大の台風を示しております。調査間で毎年のよう

に台風が来襲し、一時的に面積、被度の減少が見られましたけれども、既往最大の台風を

含めて、その後、回復が見られております。 

 評価結果としましては、台風によって一時的に減耗が見られたが、その後、回復してい

ます。調査枠ごとでは、既往最大級の台風後でも全体の 96％の枠で面積が、92％の枠で被

度が増加しております。台風に対する耐性は十分にあったと言えるというふうに評価いた

しました。 

 次、12 枚目、評価項目４、海草種の遷移の評価でございます。これは自然藻場に近い遷

移が見られたかについてです。これにつきまして、種別の被度をお示ししております。移

植に先立ちましては、採取場所では複数の種が混生しておりまして、特にリュウキュウス

ガモ、リュウキュウアマモ、ボウバアマモが多い、そういったところから採取して移植し

ました。最初の半年間は、その大型の海草が減って、ウミヒルモなどが増えるといった遷

移が見られまして、大体２年半から３年後にはリュウキュウスガモが増加してきておりま

す。19 年の既往最大の台風でまたリュウキュウスガモが減るんですが、その後、増えてき

たのはまたリュウキュウスガモであるということです。同じ水深帯の自然藻場の分布状況

を見ましても、これは本資料のほうにお示ししておりますが、この水深帯ではリュウキュ

ウスガモが自然藻場でも優占種となっておりまして、この種組成の変化というのは、自然

藻場と合ったものであるというふうに考えております。また、この７年間調査することで、
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移植から２年から３年程度すると、大体その遷移というのが安定してくるということも、

そのタイムスパンもこの調査からわかってきております。 

 続きまして、13 枚目、評価項目５、藻場の再生産の評価です。再生産が見られているか

どうかにつきまして、写真で上に示しているのが栄養繁殖による再生産の状況、下が有性

生殖による再生産の状況です。上の写真の推移は、平成 19 年の台風後の約１年２カ月間の

変化ですけれども、一番左が台風数日後の状況で、砂が少しかぶりまして、海草がだいぶ

埋まりました。この写真をよく見るとわかりますけれども、埋まった海草は少し枯死して

腐敗しているところもありまして、底質が少し黒ずんで、還元した底質が見えているのが

写真でもわかるかと思います。その後、徐々に写真を追っていきますと、株数が増えて、

その横方向に広がっているというのが確認できるかと思います。こういった状況から、株

数自体は調査で把握しておりませんけれども、栄養繁殖によって再生産は図られていると

いうふうに考えております。 

 また、有性生殖のほうにつきましても、移植藻場内でリュウキュウスガモの果実、これ

は英語でフルーツというため果実としておりますけれども、この中に小指の爪の先ほどの

種が４～５個入っているわけですが、こういった種子も移植藻場内で確認されておりまし

て、またスライドにはお示ししていませんが、葉の季節変化、葉長の季節変化を見まして

も、自然藻場と同じように夏場に長くて、冬場に短くなるといったサイクルが確認されて

おります。この項目につきましては、移植藻場内では栄養繁殖、有性生殖ともに確認され

ており、葉長の季節変化も自然藻場と同様の変化であり、再生産は図られているというふ

うに評価しております。 

 最後に、６つ目の評価項目、広域的に見た評価です。広域的に見て移植経過が順調であ

るかどうか。これは泡瀬海域、中城湾全体の藻場の推移と比較して、その移植藻場の推移

というのはどうかというところをお示しいたしました。グラフ中の赤い丸で示しているの

が移植藻場の被度の推移でございます。移植藻場全体の平均被度でございまして、その被

度の推移は自然藻場の推移と比較してどうかということで、その赤丸以外の折れ線は自然

藻場内に設置されたモニタリング地点の被度の推移です。これを見ますと、移植藻場の被

度と比較して、自然藻場では 18 年ごろにかけまして被度が減少して、ここ１～２年でまた

増加している枠が増えてきております。そういったところで、移植藻場も平成 15 年に移植

初期の減耗と台風による影響で減少しまして、その後、横ばいで推移しておりますが、こ

こ１年半はまた増加傾向が見られるということで、この変動の傾向も自然藻場と概ね一致
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しているというふうに評価しております。 

 また、この移植藻場の場所、藻場として見た場合でも、先ほど生物生息状況でご説明し

ましたが、この中城湾全体の藻場内の生物生息状況と移植藻場内の底生生物につきまして

は、種類数、個体数ともに同程度確認されておりまして、その藻場の機能として生物生息

機能も広域的に見ても自然藻場と同程度というふうに評価しております。したがいまして、

広域的に見ても移植経過は順調であると考えられるという評価にしております。 

 ここまでが個別の６項目の評価でございまして、スライド 15 枚目、ここがまとめのとこ

ろでございまして、ご意見をいただきたいと考えているところです。本資料のほうにはも

う少し長い文章で入っておりますが、このスライドでは少し抜粋して概要としてお示しし

ております。 

 まず３つに分かれておりますが、最初のパラグラフは計画自体の評価、２つ目の評価と

しましては、藻場の状態の評価、推移の評価です。最後に今後の計画について書いており

ます。ちょっと長いですが、読ませていただきます。１つ目ですが、移植時に策定した「移

植計画」については、移植藻場の面積、被度などから見て、移植場所の選定や移植手法が

原因と思われる減耗は特段見当たらないことから、妥当な計画が策定されていたと評価で

きる。 

 ２つ目、移植後７年が経過した移植藻場を総合的に判断すると、被度は自然環境の変化

に伴い増減を繰り返し維持されている。面積については、移植海草の再生産が図られてお

り、増加傾向が続いている。海草種の組成は自然藻場と同様の組成に遷移しており、生物

生息状況においては自然藻場と同様の生物生息機能が認められる。このように手植え移植

藻場は安定して自然藻場と同様の変動を示しており、自然藻場と同様の機能を有している

と評価できる。 

 ３つ目として、今後ですが、７年間のモニタリングで、台風による影響や季節変動につ

いて把握できたことから、移植後の推移を詳細に把握するモニタリングは終了させること

とし、今後は周囲の自然藻場と同様に、面積の拡大や分布範囲の移動など、長期的な変化

に着目して頻度や項目を絞り込んで調査を行っていくことが今後の藻場生態系の保全策に

有効であると考えられる、というふうにまとめております。 

 最後、16 枚目ですが、今後の調査計画案としましては、ここまで７年間を１つの区切り

としましては、今後は、長期的な藻場の拡大ですとか、分布範囲の移動状況というのが、

これまでもその傾向が見えておりますので、その部分に絞りまして、手植え移植藻場内の
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全調査枠で詳細な調査を行わずに、藻場の外郭線を年１回程度の頻度で記録することを予

定しております。 

 スライドは以上でございまして、７年間で様々な知見が蓄積されてきております。そう

いったところと、この７年間の状況を今回、評価いたしました。以上でございます。 

○野呂座長  どうもありがとうございました。 

 手植え藻場の件に関してですけれども、主に７年後の評価に限りましてご報告をいただ

きました。評価項目、指標６つに関しまして、その妥当性を図を交えて報告していただき

まして、最後にまとめと、それから今後の計画を話していただきましたが、この件に関し

まして、この評価のまとめ方に関してということなんですけれども、ご意見とかご質問が

あったらお願いいたします。 

 古川委員、お願いします。 

○古川委員  国総研の古川です。スライドのほうではなくて、資料-2 のところでコメン

トをしたいと思います。資料-2 の 10 ページに被度の変化ということで、全体の被度の変

化に加えて、前回ご指摘させていただいたようなそれぞれの枠ごとに評価したらどうなる

んですかというのが下に頻度グラフとして出していただきました。これを見ると、移植直

後に 35～20％ぐらいを中心として被度分布していたものが、ラグフェイズで少し下がって、

だんだん回復してきたけれども、台風でもう１回なくなって、非常に被度が下がった状態。

回復期、平均値は 15％ぐらいでしょうか。それぐらいの値ではありますけれども、個別の

頻度グラフで見ると、上限が 30～５％未満まで広く分布している。 

 ですから、この大きな移植藻場全体の中でもうまくいっているところと、うまくいって

いないところというのが被度の面からも評価できる資料が出されたのではないのかなとい

うことで、後半にその個別の枠での成否といいますか、被度の増減を基調とした個別評価

がなされていることに対しては、私は的確な評価の基準を導入されたのではないのかなと

いうふうに考えます。 

 あと、個別評価の中身について順次、指摘だけ、まずさせていただきたいと思うんです

が、19 ページに評価項目の１がございます。これは適地条件が妥当であったかどうかとい

うことなので、枠囲みの中、その第２段落、「その結果」というのが入っていますけれども、

これは適地条件が妥当であったかどうかということを表 5-1 で、今までの知見に照らして

無理のない条件で実験が行われましたというところまででよろしいのではないのかなと思

います。「その結果」以降は、その評価の５に書いてありますけれども、再生産が行われた
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かどうかの証拠ではないのかなと思いますので、ここでは無理のない、今までの既存の知

見の中で無理のない場所に実施されましたという、その証拠が表 5-1 で示されているとい

うことだけでよろしいかなと思います。 

 それと評価項目の３、21 ページに、台風に対する耐性の評価ということで、これは「耐

性」という言葉をどういうふうにとるかというところだと思うんですけれども、事務局の

原案では、台風でやられた後、回復してくることを含めて耐性というふうにおっしゃって

いるのかなという気がしました。それもそれであるんですけれども、１つは、藻場として

塊であれば、小さな台風が来たぐらいでは飛ばずに、そこに残っているというようなこと

が大切な耐性、まずやられないということもひとつの耐性ではないかなと思います。 

 ですから、ここの図に示されているように、13.6ｍの既往最大の台風が来たときには、

顕著な面積の減少ということが起こっていますけれども、その台風のときの最大波が５ｍ

とか７ｍ、上限が 10ｍぐらいでしょうか。それぐらいのときには顕著なへこみが、面積の

減少が起こっていない。だから、これはこれぐらいの台風に対して耐性を示しているとい

うことで、ひとつ明確に評価をしてあげるべきではないかなと思います。これは機械化移

植や何かのときに離して置いてしまったらば、非常に小さい台風でも飛んでしまったとい

うような経験がありますから、この 10ｍ近くの波が来ても安定していたというのは、この

移植藻場が台風に対する耐性を持っていたとして評価すべきというふうに考えます。 

 最後で、27 ページの最後の総合評価のところで、第２段落目の一番最後のところに、「自

然藻場と同様の機能を有していると評価できる」というふうに書いてありますけれども、

我々が評価をしたのは、海草そのものの繁茂の状況と、そこに一緒に住んでいたベントス

類、または限られた種類の生物が生息していたというところまでですので、すべての機能

についての評価はしていないということで、ここはもう少し厳密に、自然藻場と同様の生

物生息なり、海草の繁茂状況を示した、だから「同様の機能を有している」というところ

が、何か「すべての自然藻場と同様である」というようなイメージを想起させないような

言葉に入れ換えることを提案いたします。以上です。 

○野呂座長  ありがとうございました。 

 何点かご指摘をいただきまして、まとめ方のところもありましたけれども、ちょっと一

番最後のところなどは表現に関することでしたけれども、どうでしょうか、事務局のほう

からお答えをいただければと思います。 

○事務局(池田)  ３点ともご指摘を踏まえまして、ちょっと見直したいと思います。 
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○野呂座長  そうですね。特に３枚目は最後のまとめのスライドの後ろから２枚目にも

書いてありましたけれども、やはり、「同様の機能」というのは完全に自然の藻場とここが

同じ機能になってしまうような印象を受けかねますので、今、古川委員からご指摘のよう

な表現に変えていただければと思います。 

 古川委員のご指摘のところを了承していただいたというか、変更の可能性を認めていた

だいたとして、そのほかに何かございましたらお出しください。 

○香村委員  用語なんですが、栄養繁殖とか有性生殖というのはよく耳にするんです。

この栄養繁殖と成長をどのように区別しているかということなんです。栄養繁殖というの

はどっちかといえば、ある部分が、またここに移動したときに、そこにおいてまた繁殖す

るという概念じゃないかなと思うんですが、どのようにお考えになっているか。何かこれ

を見ると、ただ成長というふうに考え直さなければいけないのかなと思ったりするんです。

どうなんですか。 

 有性生殖は、種子ができて、それから発芽して成長していくということだと思うんです。

種子ができてはいるようですが、これの行方というのは何かわかりました？ ちょうど用

語のことについて少し聞かせていただけませんでしょうか。 

○野呂座長  今の香村先生からのご指摘は、パワーポイントの 13 枚目のところですけ

れども、厳密に言ったら栄養繁殖というのは根っこ、もしくは生殖器官以外のところがど

こかに流れていって、そこで発芽して繁殖することです。 

 もう１点は、有性生殖をして、いわゆる果実の部分を見せていたけれども、それが繁殖

につながっている、つまり種がきちんとできて、それが分かれているような事実をご覧に

なっているかどうかということだと思うのですけれども。 

○事務局(池田)  この資料では、栄養繁殖というのは単純に株が分枝しているところ、

株が分枝することをそのように表現しております。どういうふうに直したらいいかといっ

たところは、せっかくこういった専門の先生がいらっしゃいますので、ちょっとご意見、

修正案をいただけたらと思います。 

 有性生殖の種子につきましては、既往の文献などを見ますと、数時間、または数日間浮

遊するということが報告されておりますので、ちょっとこれはどこに流れ着いたかわから

ないんですが、また移植藻場で種子から発芽しているものがあるかどうかというところも、

ちょっと藻場でつぼ刈りなどをしないと確認できませんので、そこまでは確認はできてお

りませんが、植えたものがその１代限りで終わっているわけではなくて、再生産をしてい
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るというところでこういった表現になっております。 

○香村委員  ここは栄養繁殖という言葉と再生産というのは、結局、あの株が残ってい

たので（根っこが残っていたので）、それから成長していったと。そこで成長という言葉と

どういうふうに違いがあるのか調べてみたらと思うんです。何気なく、この栄養繁殖とい

う言葉を口にしてはいるんですが。 

○野呂座長  今の部分は、報告書の本文のほうには書かれていない文字ですよね。パワ

ーポイントのほうで、書かれていますか。 

○事務局(池田)  いえ、25 ページの文章の中にも。 

○野呂座長  書かれていますね。そこの概念は我々も共通して理解しておりますので、

そこの表現のところをちょっと植物学事典か何かでも見て直していただいて、香村委員と

協議していただければと思います。よろしいでしょうか。 

○事務局(池田)  はい、わかりました。 

○野呂座長  ほかにございませんか。 

 はい、前川委員、お願いします。 

○前川委員  私のレジュメを見てください。評価についての追加意見です。 

 藻場の移植についての評価はいろいろな観点があると思いますが、被度がどうなってい

くのかというのも大きな観点であると。ということで、アセス書の中の事後調査の監視基

準の中にもちゃんと「移植時と比較して生育被度が高くなっている」という、藻場付近に

関する文章ですね。あれを読んでみても、要するに元の状態と同じか、それ以上回復する

ことというような規定があるわけですよね。そういう点では、被度がどうなっているのか

は大きな観点であると思います。 

 それで、最後の評価の中に、27 ページですが、上から７行目、「移植後７年」以降、こ

の３行、これは被度についてのまとめになっていますが、その中には被度が移植時と比べ

てどうなったかということは書かれていません。しかし、資料をよく見てみますと、至る

ところにそういう表現はあるわけですよね。 

 例えば私のプリントをちょっと見ますと、理由のところに５つ書いてありますが、まず

前回部会で、私は監視基準は明記すべきと指摘しましたが、それは明記されています。そ

れから、１ページの中の環境影響評価書における位置づけにもちゃんと書かれております。

それから、５ページのところに、「現在のところ、被度は移植時を上回ってはいない」とい

う記述もあります。それから、評価指標の中にも「生育被度」は指標とするとなっていま
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す。それから、５番目、被度の変化(14 ページ)にも「移植時と現在(平成 22 年１月)を比

較すると、移植した 59 枠のうち、増加した枠は１枠のみで、移植時と同じ被度の枠が３枠、

残り 55 枠(93％)は移植時に比べて被度が減少している」という記載もちゃんと書かれてお

ります。 

 そういうことからすれば、最後の総合評価の中にもこういうことについてはちゃんと明

記すべきだということで、私は修正として下線部分、「被度は」の後、「アセス書の事後調

査の監視基準『移植時と比較して生育被度が高くなっており』をクリアしていない。また、」

というふうに続けて、それは明確にすべきだと思います。以上です。 

○野呂座長  事務局のほうから、今、前川委員から出ました５つの理由があるから、こ

の最後のまとめの部分、これを被度の部分はクリアしていないというふうな言い方を書き

入れたらどうだろうかというご意見だったのですけれども、これに関しまして、事務局の

ほうからございませんか。 

○事務局(池田)  資料-2 の１ページ目の真ん中ほどに、アセス書の文章を引用しており

ます。この②のところのことをおっしゃっているかと思いますが、このアセス書にかかれ

ております事後調査での監視基準というのは、埋立工事実施中について、工事の影響が及

んでいるかどうかについての監視基準として書かれております。移植によって藻場生態系

が保全されているかどうか、そういった視点ではなくて、工事の影響が及んでいるかどう

かという視点でこの基準は書かれておりまして、その回答としましては、現在のところ、

自然藻場と比較しても同様の推移をしておりますので、工事の影響は認められないという

回答になるかと思うんですが、事実として被度が移植時を上回っていないのは事実ではご

ざいますので、この前川委員の提案された修正案は、ちょっと文章のまとめのところに入

れるとつながりが悪いのかなと思いますが、被度が移植時に比べて上回っていないという

のは事実でございます。 

○野呂座長  はい、わかりました。 

 今の前川委員のご提案に従って、移植時に比べて被度が増えていないということは、前

後の文章の書きぶりをあわせた形で取り入れたいというふうな回答だったと思います。よ

ろしくお願いします。 

 ほかにございませんか。 

 はい、川崎委員、お願いします。 

○川崎委員  文章のところでちょっと気になったんですけれども、資料の 41 ページの
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５行目のところに書いている内容です。底質貫入深度について書かれていますね。 

○事務局(池田)  後ろのほうの資料編の資-41 ページです。 

○川崎委員  これは適地選定の底質のところとの関わりがあると思うんですけれども、

ここに「砂層厚の不足が要因で地下茎が伸長できず藻場が拡大していないと考えられた。」

と砂層厚が非常に重要だということが書いてあり確かにそうだと思うんです。それを調べ

る方法として、底質貫入深度が有効だとしているんですけれども、底質貫入深度の変化が

同じ資料-42 ページの付図 2-11 に書いてあります。これを見てみると、底質貫入深度はか

なり変化しています。傾向としては台風等の波浪で砂が動いたようなときに貫入深度が大

きくなって、その後、また砂が落ち着いて小さくなっているように思われます。したがっ

て、底質貫入深度だけでは調査時期による変動が大きく適地選定手法として十分とは言え

ないんじゃないかと思います。 

 どちらかというと、砂層厚を計ったほうがよいのではないでしょうか。資料-38 ページ

の付図 2-2 では、地盤高（砂層厚）が比較的安定した変化傾向を示しています。さきほど

の底質貫入深度はかなり変動していますが、特に今回、海草の生育がよかった St.10H のほ

う、ピンクのほうのグラフですと砂がどんどん堆積しています。砂が堆積したから海草の

生育がよくなってきたということは、底質貫入深度を調べるのもいいのかもしれないけれ

ども、砂層厚をひとつの指標として考えるべきだろうというふうに、この結果を見ると考

えられました。 

 特にここの場所にはサンゴ礫が多く、底質貫入深度の測定結果にかなり影響しており、

その時々によってその値が変わってきているんじゃないかなという気がするんです。ここ

の海草の生育で重要なのは、おそらく熱帯域でよく言われている堆積物中の栄養塩をいか

に確保できるかということだと思うんです。そういう意味では、砂層厚が十分あって、堆

積物から栄養塩が多く供給されているということが、高密度の海草を維持できる重要なフ

ァクターになってくると思うんです。 

 次に、今後の計画のところですけれども、先ほど前川委員からも意見がありましたよう

に、被度の情報もあったほうが良いと思います。藻場全体の輪郭のスケッチだけをモニタ

リングするというのは、面積が縮小していけば何らかの影響を受けてうまくいかなかった。

維持、あるいは拡大していけばうまくいったという、それだけの評価になってしまいます。

なぜそうなったのかということをもう少し早く察知するためには、被度は落とせない１つ

の項目ではないかと思います。ある程度の被度が確保できなければ、波浪の影響なんかを
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受けやすいわけですよね。面積だけではなくて、被度という藻場の少し質的な面も見てお

く必要があるのではないかなというふうに思いました。 

 もう１つ、評価項目のところで。 

○野呂座長  まず、その２つでちょっとお答えをいただきましょうか。 

 １つは、砂層厚をもう少しメルクマールにしたほうがいいんじゃないのか。貫入試験と

いうのは、結局、砂層厚を簡便的に測るために我々が取り入れた方法ではあるわけですけ

ども、そこの砂層厚の問題が１つと。 

 もう１つは、将来の計画をするときに、輪郭だけではなくて、被度うんぬんという話、

これは予算も絡むことですので、事業者側としてはやりたいところはあるんでしょうけれ

ども、なかなかできないというところもあるというのは理解した上でお聞きいたします。

２点お願いします。 

○事務局(池田)  １点目の底質のところで、貫入深度だけではなくて、砂層厚という視

点でというところは、おっしゃるとおり、藻場内でも顕著な差が見られておりますので、

19 ページの適地条件の底質のところに得られた情報として加えるか、ちょっとその視点も

重要だと、堆砂傾向、砂層厚というのは重要だというところは表記したいと思います。 

 ２つ目の今後の計画につきましては、移植藻場の被度、全枠、全体の被度を見るのは、

ちょっと調査できるかわかりませんが、生育状況としまして、ひとつ、写真等で海草の状

況を記録するというのは可能かなと思いますので、そういう被度といった厳密な数字では

なくて、生育状況がわかるような写真で残せればというふうに考えますが、いかがでしょ

うか。 

○野呂座長  川崎委員、いかがでしょうか。 

○川崎委員  一応、写真で残せればそれから被度というものを読み取れるかと思うんで

す。全海草類の被度であれば、何とか見える写真を撮れればできるのではないかなと思う。

そのへんは効率的に調査すれば良いのではないでしょうか。 

○野呂座長  ひとつよろしくお願いします。うちのこの部会といたしましては、輪郭だ

けではなくて、写真撮影みたいな、そういう被度もわかるような形のデータも撮っていた

だけると、後で比較ができるというふうな意見をお出ししたいと思います。 

○川崎委員  これは質問なんですけど、ちょっと気になったのが、スライドの６枚目で

す。生物の調査結果として、種類数と個体数のグラフがあるんですけれども、通常、考え

れば、移植藻場の調査結果は、一番近い自然藻場の調査結果に似たものになるんじゃない
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かと思われます。しかし、St.４が一番移植地に近いと思うんですが、この４のところの個

体数が移植地のそれに比べるとかなり多い結果になっています。こういう調査をすると種

類数にそれほど違いはないが、特定の種類の個体数がかなり多くて、こういうデータが出

ることがたまにあります。St.4 の個体数が大きくなっていたのは、なぜか理由はわかって

いるんでしょうか。 

○事務局(池田)  St.４、St.５で非常に個体数が多くなっていますけれども、これは種

でいいますと、リュウキュウヒバリガイとかホソスジヒバリガイといったヒバリガイの仲

間がマット状に、部分的には生息しておりまして、そういうところがたまたま St.４、St.

５では重なっていて数が増えておりますが、特定の種がそういった生息状況を示している

ので、このように飛び出しております。 

○川崎委員  はい、わかりました。ということはこのときは特殊なデータだったという

ふうに考えていいんですね。 

○事務局(池田)  はい。 

○野呂座長  どうもありがとうございました。 

 ほかに、ちょっと時間も押してはおりますけれども、もう１点ぐらいありましたら。ご

ざいませんか。 

 それでは、資料-2 は幾つか訂正の意見が出ましたけれども、ひとつこれを加味していた

だいて、まとめのほうをご検討いただきたいと思います。 

 ちょっと時間が押しておりますので、まだこれからも議題がありますので、このまま議

事を進めたいと思います。資料-3 に用意してございますけれども、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ということで、これもお願

いいたします。 

 ③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、資料-3 につきましては、報告事項は４点ございます。 

 まず、１つ目としましては、前回専門部会の概要、次に低天端堤移設の見送りについて、

海草藻場の創出に向けた今後の取り組み、これまでに得られた知見の整理となってござい

ます。基本的に今回、ご審議いただくようなことというよりも報告を中心としていたした

いと考えております。 

 まず、前回専門部会の概要として、ちょっと振り返りたいところでございますが、平成

21 年３月に環境保全・創造検討委員会が開かれまして、その中で専門部会の付託事項とい
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うものが２点採択されてございます。その１つが、「海草藻場の創出を優先的に進める」と

いうものでございまして、その付託を受けまして、前回、７月の海藻草類専門部会におい

て海草藻場の創出の具体案についてご審議いただいたところでございます。 

 その内容でございますが、パワーポイント４ページのところでございます。そちらのほ

うで地図を示してございますが、まず候補地Ｂ、西防波堤の直背後の部分でございますが、

ここでは、その上の写真にございます実証実験で用いました低天端堤を移設した上で、西

防波堤背後というちょっと特有な場所でございますので、その場所の特性を把握するとい

う意味で、「構造物設置による変化範囲と変動幅を把握する」ための試験施工を行うという

ことについてご指導をいただいたところでございます。また、候補地Ｃと示してございま

すが、砂州の西側において具体案の策定に向けた考え方であったり、手法というもの、方

向性をご指導いただいたところでございます。 

 その移設を予定しておりました低天端堤ではございますが、次の議題としまして、低天

端堤移設の見送りとしてございます。低天端堤自体は移設することができなくなりました

ので、今回、それを見送った経緯をご説明いたします。まず、次年度の工事中断によりま

して、移設後のモニタリングというものが対応が困難となったという状況の変化がござい

ました。そうしますと、きめ細かいモニタリングができなければ試験施工の目的でござい

ます「構造物設置による変化範囲と変動幅の把握」という、そういう目的が満足できない

という状況になってしまいます。そのため、移設を見送りまして、陸揚げすることといた

しました。 

 そのようなこともありまして、試験施工を行う予定でございました、それがなくなりま

したので、今後、工事中断中の当面の取り組みとしまして、次に示してございます。前回

専門部会において継続的に把握すべき事項としてご指摘をいただきました２点に注目しま

して、可能な範囲においてデータの取得を進めていきたいと考えてございます。それが地

図に示してございますが、まず１つ目が、低天端堤を移設した後の背後の藻場がどのよう

に変化していくかと、波を抑える施設がなくなった後にどういう形で変化していくかとい

うところをひとつ注目して見ていきたいと考えております。 

 次に、候補地Ｃ付近の地形及び藻場の分布・構成の変遷となってございます。こちらに

つきましては、以前から藻場が被度も変動を繰り返しながら維持されてきたというところ

でございますので、その変動を把握していくと。その把握した上でよりよい具体案を導き

出していくための情報を得ていくという観点で可能な範囲においてデータの取得、具体的
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には目視による観察と写真撮影ぐらいなどと思いますが、そのあたりを進めていきたいと

考えております。 

 その実証実験で用いました低天端堤でございますが、これまでどのような知見が得られ

てきたかということを今回の部会において少し振り返りたいというところ、また昨年の 10

月に補足的な調査を行っておりますので、その報告を兼ねて行いたいと思っております。

まず、実証実験の経緯を簡単に振り返りますと、平成 16 年度に事前検討としまして、事前

調査、また手法の決定ということをいたしまして、平成 17 年から 19 年にかけまして実証

実験を行いまして、平成 19 年度末に実験自体は終了しているものでございます。 

 その際に、平成 18 年３月に導入しました、移植しました海草についてどのような経過を

たどったかというところを示してございます。まず対照区の結果でございますが、横軸に

期間をとっておりまして、平成 18 年、19 年、20 年は調査はございませんでしたので、次

に平成 21 年の結果となっております。上のグラフが被度、下のグラフが面積となっており

まして、被度、面積ともに対照区のほうでは、はじめ若干増加の傾向は、被度については

あったんですが、その後の台風で落ちまして、それ以降は減少の傾向が続いているところ

となってございます。 

 一方で、実験区のほう、こちらは低天端堤によって波の外力を抑えることが行われた部

分でございますが、そちらでは設置から３年７カ月経った昨年の 10 月の段階で平均します

と 15％以上の被度となっておりまして、増加の傾向は見られると。また面積についても増

加しているというところは確認されてございます。この 10 月の結果を受けまして、低天端

堤によって外力を抑えることによって、海草藻場が生育しやすい環境を整えるということ

について、効果が得られるということは再確認できたものと考えてございます。 

 その 10 月のスケッチを少し示してございますが、赤枠で示しました当初の導入範囲、パ

ワーポイント 10 ページです。当初の導入範囲よりも最大で 2.5ｍぐらいの延伸が見られる

ということで、このスピード自体は手植え移植藻場とほぼ同じぐらいの年間 60cm といった

ところの延伸が見られております。また、注目したいところとしましては、当初、海草を

導入しなかった南側の部分でございますが、こちらでは大型海草の加入というものは見ら

れてございません。そのため、熱帯性海草の場合につきましては、周囲に海草のない場所

において藻場の創出ということを行おうとした場合には、海草の移植が有効であるものと、

この結果からは考えられるものと思っております。 

 次に、その導入した海草藻場が底生生物にとってどういう場だったかというところを 11
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ページに示してございます。少し下に数字を示しておりますが、そこは割愛いたしまして、

文章のほうを読んでいきますと、確認種類数は自然藻場と導入海草藻場とでほぼ同じ状態

でございました。また５月に多く、12 月に少ない傾向というものも一致してございます。

また、確認された種類の約８割は自然藻場と導入海草藻場で共通するものでございました。

このような結果を受けまして、導入海草藻場というものは底生生物の生息環境として自然

藻場に近い状態になってきているということが言えるものと考えております。 

 次に、低天端堤の蝟集生物ということで、周りで確認されました魚類の結果を示してご

ざいます。このように低天端堤の、本来、波を抑えるための施設でございますが、その副

次的な効果としまして、魚礁効果というものが確認されたところがひとつ特筆すべきとこ

ろだと考えております。 

 その魚礁効果というものについて、13 ページに少し細かく示してございますが、低天端

堤の設置によって魚類の定位する目標であったり、空隙、静穏域が出現したことによって、

このような魚礁効果が得られているものと考えてございます。 

 資料-3 につきましては以上でございます。 

○野呂座長  どうもありがとうございました。 

 １年前にこの会議でお認めいただいて、実験的に行いました低天端堤の結果を報告して

いただいたわけですけれども、低天端堤は撤去をいたしますということだったと思います。

撤去をするのですけれども、この低天端堤の陰に海草群落ができたということを考えまし

て、その後、低天端堤がなくなった後にその群落がまたどうなるかということをちょっと

モニタリングはいたしますということだと思います。 

 低天端堤を始めるときも我々としては、前川委員からもありましたように、海草の移植

だけでこれを保全するというのはちょっとおかしいことだと、移植をすれば生えてくると

いうものではないし、そういう意味で、「場の創造」という言葉がその中で出てきたわけで

すけれども、場の創造を考える、いろんなことをしてみてはどうだろうかということを申

し上げて、その中の一連の流れとしてこれができてきたと思うのです。ただ、そのときに

も撤去可能な蛇籠にして実験が終わったら撤去をするのだということでしたので、その流

れに従っていると思います。 

 ただいまのご説明に関しまして、ご意見とかご質問がありましたらよろしくお願いいた

します。 

 古川委員、お願いします。 



 25

○古川委員  確認だけさせてください。低天端堤を取るということなんですけれども、

実験区自体は低天端堤と盛り土をしたというのがセットになっていたかと思うんです。盛

り土に関しては、低天端堤に触っていない部分は囲ってあるんですが、低天端堤を取った

ときに、その取った辺のところというのか何か手当てをされるんですか。それともそのま

ま低天端堤を取るだけになるんでしょうか。 

 おそらく砂が流出するのがすごく早く出てしまうのかなというので、それを止めておか

れると経過観察をするときに少しいいかなと思うんですが、そこらへんのところをもし確

認できましたらお願いしたいと思います。 

○事務局(照屋管理官)  事業者です。ただいま撤去の作業中でございますが、一番下ま

で取ったときに、どれぐらい下のほうにくぼ地ができているのかというのが、今のところ

予測はしておりません。現時点では、そこにもう一度砂を入れるというところまでは、少

し今のところは考えていないところです。 

 ただ、もともとガレ場というところに置いて、若干沈んだので上に嵩上げをしたという

こともありますけれども、くぼんだというよりは、あれはジャカゴ自体が波でちょっと小

さくなって下がったという部分が大きいので、取ってみてから考えますが、今のところは

何もすることは考えてございません。 

○古川委員  自然の藻場でも台風が来たときや何かに、切り立った崖のようになってし

まうと、下からえぐれてしまうような地形が発生したりしていまして、今、どういうタイ

ミングなのか、言って間に合うのかどうかわからないんですが、取っているときに、何も

しないのであれば、縁のところに段が残るようなことはせずに、少し滑らかにしておいて

あげるというような工夫があるといいかなと思ったものですから、指摘させていただきま

した。 

○野呂座長  ありがとうございます。 

 それはアイデアとして事業者側のほうに受け止めていただければと思います。全体の工

事の流れ等の関係がありますので、どのようになるかちょっとわかりませんが、ご検討を

よろしくお願いいたします。 

 ほかにございませんか。よろしいでしょうか。 

 それでは、低天端堤のこの計画の検討を報告書どおりお認めいただいて、そのモニタリ

ングも今後は今、ご説明にあったとおりに従ってしていただくことを当委員会としてはお

認めいたしたいと思います。 
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 あともう１つ議題が残っておりますけれども、このまま進めたいと思いますので、よろ

しくお願いします。 

 もう１件、予定しておりますのは、クビレミドロの実海域展開実験についてです。先ほ

ど前川委員のほうからもちょっとご指摘がございましたけれども、前川委員のご指摘のほ

うは、この委員会の説明の中でまたお願いいたします。 

 それでは、事務局側のほうからご説明お願いいたします。 

 ④クビレミドロの実海域展開実験について 

○事務局(池田)  それでは、資料-4、これもパワーポイントで概要をご説明させていた

だきます。クビレミドロの実海域展開実験についてでございまして、平成 20 年 12 月から

取り組んでいる内容でございます。スライドの２ページ目でございます。この実海域展開

の背景としましては、人工環境下の屋外実験プール内の飼育では、静穏な環境下で多くの

藻体が３世代にわたって生育し続けました。継代にわたる安定した生育には、卵が流出し

ない静穏な環境が最も重要であるというふうに考えられております。 

 そこで、この実験の目的としましては、新たに整備予定である人工干潟予定地周辺にお

いて、移植・培養実験を行うことにより、実海域における阻害要因を把握し、クビレミド

ロが安定的に生育できる場の創出手法の確立に資することを目的とする。ということで、

室内ですとか、陸上の実験プールでは静穏性を確保すれば何代かにわたって再生産、安定

した生育が確認されているんですけれども、それを実海域でやった場合にどういった阻害

要因があるのかどうかというのを解明するために行っております。 

 スライド３枚目でございます。その場所でございますが、前回の専門部会でもご説明し

ておりますが、埋立地の周辺ということで、St.Ａ、St.Ｂの２地点に設定しております。

このＡ、Ｂは若干静穏性ですとか、底質、地盤高が異なっております。 

 次、４枚目、お願いします。写真でお示ししておりますが、St.Ａのほうは、仮設橋梁の

たもとですけれども、人工的に整備された護岸の前面で北側に開けております。南側に護

岸がありまして、沖からの外力、沖波は直接入ってこないような場所、そういった静穏性

が少し制御され、静穏性が保たれている場所でございます。St.Ｂのほうは、さらに静穏性

という面では制御されておりまして、仕切り護岸の中で海水はその干満に応じて出入りは

しておりますけれども、波は全く入ってこないような、そういった場所、この２地点で移

植を行っております。 

 ５枚目、お願いします。その実験の内容としまして、卵の移植と藻体の移植があるんで
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すが、藻体の移植については、その方法が変えてありまして、全部で３通りの実験を行っ

ております。まず①としまして、平成 20 年 12 月に、卵の時期に屋外の実験プールから採

取して St.Ａ、St.Ｂにタッパーごと移植しております。②としましては、平成 21 年３月

に、これは藻体が確認されてから藻体を底質ごと採って、そのタッパーに収めたままタッ

パーごと移植していると。③としては、そのすぐ後ですけれども、４月に同じように藻体

を底質ごととって、これはタッパーを用いずに、底質ごと直接移植しておりますが、少し

卵の流出を防ぐために生分解性のフィルターで周りを囲っております。 

 その状況を写真でお示ししました。スライド６枚目です。卵の移植につきましては、こ

のように屋外の実験プールですとか、室内で培養した卵を St.Ａ、St.Ｂに、写真にありま

すように、タッパーごと移植いたしました。St.Ａのほうでは平成 21 年２月、昨年の２月

に、ここではカゴメノリが一時的に繁茂しております。St.Ｂのほうは、移植後、写真でも

わかるかと思いますが、シルトが埋立地の中に投入した土から少しずつ雨などで流れ込み

まして、シルトが堆積しているという状況です。 

 スライド７枚目でございます。今度は藻体の移植方法を写真でお示ししております。こ

れは屋外の実験プールの卵と同様に３代目、たくさんできた藻体をタッパーに収容しまし

て、②のほうは３月にタッパーごと移植しております。この時点で St.Ｂのほうはシルト

の流入が確認されておりましたので、シルト流入を防ぐために写真にありますように、生

分解性のマット、フィルターで周りを囲みました。その結果、周りに比べますと、中では

シルトの堆積ですとか濁りというのは抑えることができておりますが、満潮時にはこの上

まで完全に水没しておりますので、満潮時には上から少しずつシルトが入って堆積してい

るような状況でした。③としましては、４月にタッパーなしでこのような囲いを作って、

１㎡、１×１ｍの範囲に藻体を移植いたしました。 

 ８枚目が結果でございます。ちょっと字が小さいですが、上の３段が St.Ａについての

①②③の実験パターン、下が St.Ｂについて、同様に①②③の実験パターンの結果を示し

ております。オレンジ、もしくはピンクで示しているのが移植で、卵もしくは藻体を移植

したタイミングを示しておりまして、緑で網掛けしているのが、その後、そこから確認さ

れた藻体が確認されたタイミングです。まず St.Ａでは、12 月に約 2,400 個、卵を移植し

まして、すぐその１～２カ月後に藻体が９つ確認されました。その後、藻体は枯れまして、

５月から６月に見ますと、底質に卵が１㎠当たり 0.2 個見られております。同様に St.Ａ

でタッパーごと藻体を３月に移植したところでは、１㎡当たり 160 藻体あるようなところ
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から、0.2 ㎡移植しましたので、大体藻体数としては 32 藻体移植しております。それは成

熟して卵を付けて、枯れまして５月、６月ごろ、底質中を見ますと、0.8 個/㎠、卵が確認

されております。同様に、タッパーなしでフィルターで囲ったところは、タッパーありに

比べて若干少なくて、0.1 個/㎠の卵の密度でした。 

 St.Ｂも同様に実験しておりまして、St.Ｂは 12 月に同じ 2,400 個、卵を移植しまして、

Ａに比べて、若干藻体への確認される時期が遅れました。４月になって藻体が確認されま

して、その後、５月から６月の卵の密度としては、藻体をタッパーに収容して入れたとこ

ろでは、１㎠に 4.9 個と。こういった卵の密度でございまして、５月から６月の卵の密度

を St.Ａ、St.Ｂで比較しますと、いずれの実験パターンでも静穏な St.Ｂのほうが卵の密

度は多いという結果が得られました。 

 その半年後、ことしの１月、２月の結果を右側に入れておりますが、藻体の数を見ます

と、卵の密度が少なかった St.Ａのほうで多くの藻体が確認されまして、St.Ｂ、静穏で卵

の密度も多かったほうでは、藻体が現在のところではまだ１藻体しか確認されていないと

いう結果が得られております。また、タッパーあり・なしを St.Ａのところで見ますと、

St.Ａの②、タッパーに藻体を収容して、そのままタッパーごと移植したところでは、約

32 藻体移植して、ことしはそれを上回る藻体の数が形成されていると。③のタッパーなし

のほうでは、移植したところでは確認されずに、その周囲で確認されたという結果でござ

います。まだこれから繁茂期を迎えますので、この数字は少し、この実験自体、結果がも

う少し蓄積されていくんですけれども、この取り組みの大きな成果としましては、タッパ

ーに収容したものについては、移植した、まさにその同じ場所から第２世代の藻体が確認

されたというのが、今回、確認できた大きな成果だと考えております。 

 ９枚目、実験で得られた知見としまして、ちょっと重複しますが、まとめております。

卵の残存状況としましては、第２世代目の初夏の卵数は、静穏性が確保された St.Ｂのほ

うが多かった。ということで、これまでの知見どおり、静穏であれば多くの卵が残存する

ということが確認できました。 

 続きまして、10 枚目、藻体の再生産状況につきましては、第２世代の藻体数は、卵の密

度の高かった St.Ｂで少なかった。ということで、St.Ｂのほうは、卵は多く残ったんです

けれども、静穏でもシルトが堆積すると、藻体の育成が制御されるということがわかりま

した。続いて、St.Ａ、St.Ｂともに、タッパーごと移植した実験区では、移植した同所で

再生産を確認しております。タッパーなしで底質を直接移植した実験区では、現在のとこ
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ろ、同所に藻体は確認されず、周囲で数個確認されているという状況で、この結果から、

ある程度外力が制御されている、St.Ａのように沖波が入ってこないような場所であれば、

タッパーの縁程度の高さで卵の流出が抑制できるということが考えられました。 

 続きまして、11 枚目ですが、安定的な生育を阻害する要因としまして、この St.Ａ、 

St.Ｂについて、その要因を挙げますと、St.Ａでは、底質中の卵が、やはり St.Ｂに比べ

ると少ないということから、外力による卵の拡散が挙げられます。St.Ｂとしては、シルト

分の堆積による出芽時の光合成阻害が挙げられるということが、この２地点で実験を行っ

た結果、屋外での安定的な生育場を形成するための阻害要因としては、この地点ごとにこ

ういったことがわかったというところです。 

 今後の安定的な生育場の整備に向けては、こういった阻害要因を取り除く対策が必要で

ありまして、今回、タッパーに収容するということで、卵の拡散が防げましたので、そう

いったところをヒントにして、この場の整備というところに取り組んでいかなくてはいけ

ないというところでございます。 

 最後、参考資料として、卵の鉛直的な分布についても調査いたしましたので、ちょっと

ご報告させていただきます。水平的に外力を受けて拡散していくというふうに考えられま

すけれども、鉛直的に見ますと、５月ごろ、藻体が枯れて、ごく表層に卵が多くあるわけ

ですが、それで白色、褐色というのは、実際に確認しますと、色で２種類に大きく分けら

れまして、これまでの実験から白色のものは出芽する、褐色のものは出芽しないというこ

とが確認されております。底質を柱状採泥して、底質中の卵を確認しますと、５月ごろは

ごく表層、０～１cm の表層に卵が多く見つかるんですが、時間が経つとともに、若干深い

ほうでも卵が多くなってくるというところがわかってきております。 

 この深く潜ったものが出芽するのかどうかというのは、今後の課題ではありますけれど

も、この鉛直的な移動というものも、まだこれは自然藻場での値だけですが、実験区でも

注意深く見ていきたいと考えております。もしかすると、これは資料には含めておりませ

んが、タッパーに収容したことで、その鉛直的に潜っていくのも防げたのではないかとい

うことも考えられますので、そういったところも踏まえて、もう少し実験の結果を蓄積さ

せていく予定でございます。以上でございます。 

○野呂座長  どうもありがとうございました。 

 非常におもしろいデータも入っておりましたし、クビレミドロの室内実験はかなり進ん

で、生活史は大体回せるところまでいってはいるようなんですけれども、それを実海域に
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展開した場合の難しさというようなこと、砂の動き、タッパーウェアを使って、タッパー

ウェアって固有名詞ですよね。固有名詞というか、商品名ですよね。タッパーウェアさん

が聞いたら喜ぶかもしれませんけど、よそのプラスチック容器だったら困る。 

 今の発表にご意見、ご質問がありましたらよろしくお願いします。 

 私からちょっと質問させていただきたいんですけれども、一番最後の参考資料で出した、

これはコアを取って、それで見たんだと思うんですけれども、ちょっと聞き漏らしたかも

しれないんですが、どこの場所のコアなんでしょうか。 

○事務局(池田)  これは泡瀬海域の自然に生育分布しているところで採取しておりま

す。 

○野呂座長  あの通信基地の横のあたり？ 

○事務局(池田)  はい。 

○野呂座長  どなたかございませんか。 

 香村先生、お願いします。 

○香村委員  シルトの堆積というのはどのぐらい堆積量か、わかります？ 何センチぐ

らい堆積していたんですかね。 

○事務局(池田)  多いところですと、３cm ほど堆積しております。 

○前川委員  資料-4 の７ページのところに、藻体の移植実験方法ということを、上のほ

うですが、屋外実験プール内の藻体を取って使ったとあるんですが、今、野呂先生の質問

に対しては、泡瀬干潟から取ったと言っていましたが、どうなんですか。 

○事務局(池田)  最後の参考資料の卵の鉛直の分布、底質を柱状で取ったところは自然

の分布域から取っていますが、移植した藻体は屋外の実験プールの３世代目のものを用い

ております。 

○野呂座長  ほかにございませんか。 

 香村先生、この白いのと黒いのとで発芽が全然違うんですけれども、白いのは原形質が

死んでいるのかなと思うんですけれども、何でしょう。 

○香村委員  これは白くなって発芽しているんですか。どうなんですか。成長している

のかね。そうすれば卵の部分が白くなるというのは理解できるんですけど、どうなんです

か。完全に白っぽくなっているんですか。 

○事務局(池田)  はい。発芽する前から夏季の発芽前の時期に白色のものと褐色のもの、

２種類があります。 
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○香村委員  いわゆる白っぽいものというのは完全に色素が抜けているかどうかとい

うような感じがするんですが、どうなんですかね。これは葉緑素がなければ死滅する以外

にないと思うんですが。それが発芽する状況がわかれば、白色のものでも生き残れるんだ

ということが理解できるんですけど、どうなんですか。 

○事務局(池田)  資料-4 の 13 ページに、ちょっと関連する写真がありますが、13 ペー

ジの生活環を示した①の卵というところを見ますと白色と褐色、２種類あるのがご確認い

ただけるかと思います。その下の出芽の時期になりますと、少し緑がかって、葉緑素が見

えているのかもしれませんが、出芽の時期になりますと、こういった少し色は付いており

ますが、卵の時期を見ますと、①のように大きく２種類の卵があるという状況でございま

す。 

○香村委員  これを見ますと、13 ページの発芽している状況というのは、この②のもの

は、これは褐色ですよね。この中でどの段階で白っぽいものが発芽しているかどうか確認

できれば、あるのか、ないのかという、これが大変重要かなと思います。白色になったも

のというのは、おそらく色素体がないやつじゃないんですかね。色素体がないと発芽はし

ないはずですけど、光合成もできないし、だからそれをもう一度確認しておく必要がある

と思う。 

 だから、この②のほうですか、そういった時期に白色体のものが発芽しているかどうか。

それさえ観察できればいいのかなと思うんです。判断材料というのはそこしかないかなと

思うんですが。 

○事務局(池田)  ２種類のところを、褐色と白色と簡単に表現しているところで、完全

に真っ白なイメージを与えてしまっているかと思いますが、大きく分けると白っぽいもの

と褐色のものとあるわけですけれども、真っ白ではなくて、多少の色素は含まれてはいる

と。ちょっとそのあたりは少し、言葉ではちょっと誤解を生みますので、写真を幾つかお

示しして資料を補足したいと思います。 

○香村委員  それよりも、この実の段階の状態というか、そこを再確認できればいいの

かな。どうしても卵というのは発芽 100％というわけではなくて、この資料からもわかり

ますように、パワーポイントで、自然界のものでもほとんど少なくなってきます。これが

当然だと思うんです。いろんな要因で、いわゆる深さによっても違いが、深くなれば、こ

れはおそらく死滅していくのかなと。光合成ができなければ、生存することは難しいのか

なと思う。 
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 だから、これから見ますと、５月からの状況からだんだん減少していっていますよね。

生存率はほとんど数パーセントもいかないだろうと思うんです。１個の個体が生産する卵

の数を調べたのですが、3,000 から 4,000 ぐらいです。それからすれば、本当に 0.何パー

セントぐらいじゃないかなと思うんです。 

○川崎委員  １つ確認と質問があるんですけれども、先ほどの 13 ページ、図 3-1 の①

夏眠中の卵の中の、この黒く見えているのが褐色卵と言っているんですか、それとも、こ

の褐色っぽい中に白と褐色があるんですか。 

○事務局(池田)  ①の黒く見えているものと白く見えているもの、これを白色と褐色で

区別しております。 

○川崎委員  いわゆる我々が褐色と思うのが白色だということなんですね。 

○事務局(池田)  そうですね、はい。 

○川崎委員  わかりました。それで理解できました。 

 それともう１つ質問は、自然生育域の底質中で、深いところから卵が見つかっていると

説明がありました。かなり褐色のものが多く、死んでいると判定されるものが深いところ

に多い時期がありました。８月 17 日なんかもろにそうですよね。白色卵の場合、砂に深く

埋まっても生き残るかどうか分かっているのでしょうか。例えば真っ暗な中に置いたとき

に、どの程度の期間生き残っているのか、そういう実験をされたことがあるんでしょうか。 

○事務局(田端)  先ほどの香村委員のご質問も含めて、もうちょっと補足しますと、今、

川崎委員がおっしゃられたように、13 ページの①の写真で見ると、結構、顕微鏡の写真の

明るさが反映しているもので、この白っぽいのと黒いのを白色と褐色というような言葉で

表現しております。必然的に最初の４ページ、このへんは暗視野で撮ったせいもあるんで

すが、一般的にこういうふうに写しますと、白っぽく見えているというか、白く見えてい

る中に黄色の筋がいつも入っているんですね。この陰に隠れていたりとか、この写真には

あんまりそんなに写っていないんですが、どうしても褐色系で黒っぽく写るものですから、

あえてこういう表記にさせていただいております。 

 この黒いのが褐色卵と申しているのは、いつの月になっても出芽してまいりません。で

すので、何年も置いても、眠っているのかなと思って、そういう実験もしましたけれども、

褐色卵と分類しているものからの出芽が今のところ認められていないので、これを死卵と

判定しています。 

 白色卵のほうは、かなりの確率でほとんど出芽します。ただ、実験室内では確認できる
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んですが、現場のほうでどうしても出芽の状態を毎日毎時見ているわけではないので、出

芽した時点で流れたりしているのもあるようですし、それから卵殻、卵の殻ですね、そう

いったものもなかなか自然界では確認することが困難なものですから、白色卵を 100％、

生存卵ですよと明記というんですか、言い切れてないだけの話です。ですが、必ずしも褐

色卵から出芽したことを認めてないので、このように分けております。 

 さっきの川崎委員のご質問で、深いところに入っているところの白色卵が出芽するかど

うかというところまでの確認はしていません。ただ、これまでプールとか、そういった人

工種苗を育てるにあたって、今までこういう深度別に、泥の深さ別にとらずに、５cm とか

10cm とかの厚さでとった泥の中からランダムに白色卵をチョイスしたものですから、きっ

とその中に、こういう深いところにあった白色卵もピックアップしていると思いますので、

必ずしも深いところにあった白色卵からは出芽しないということはない、むしろ深くても

白色卵の状態でピックアップしていれば出芽するんじゃないかなと考えております。 

○野呂座長  どうもありがとうございました。よろしいでしょうか。 

 ほかにございませんか。 

 古川委員、お願いします。 

○古川委員  これはコメントです。資料の 12 ページのところに、シルト堆積の影響に

ついてということで、シルト分の堆積を制御するために静穏性の確保が必要であるという

ような表現がなされています。今回の実験ですごく特筆すべきことというのは、タッパー

状の入れ物に入れたらば、拡散が非常に治まったと、卵の定着率が上がったというような

ことだと思うんです。これを物理的に何が起こっているんだろうということを考えると、

卵が動かされる、移送される過程で、いわゆる砂が舞い上がって水中を運ばれるような機

構ではなくて、海底のところをズリズリと擦っていくような動きをして移送されていると

いうふうに仮定すると、こういった地中の中に仕切りができるような入れ物というものの

有効性というのが説明できるのかなと思うんです。 

 ですから、シルトがたまらないように静穏にしなければいけないということではあるん

ですけれども、そういうシートフロー状というふうに、よく底質の移動の表現をしますが、

そういうものが起こらない条件であれば、流れが仮にあったとしても、その底質の上を流

れていってしまうので、砂自体は動かずに、結果的にクビレミドロの藻体なり卵なりの拡

散が抑制できるのかなと思いますから、単純に静穏ということだけではなくて、この結果

を見ると、波と流れが同時にかかるようなところは非常に厳しい。砂体がある、波側の表
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面は厳しいけれども、背後のところのように、波は既に沈静化しているけれども、潮汐に

よる流れがあるような場所、そういうような場の作り方というので、このシルト分の堆積

を制御しながら、なおかつ砂が動かないというような条件、砂というのか、このクビレミ

ドロが動かないような条件は実現が可能なのかなと、そういう目で改めて自然海域での繁

茂域を見ると、砂体の裏側のところにあったりして、理にかなっているのかなという気が

します。 

 ここらへんの解析を見ていくと、前回、なぜ石積みで囲ったのに、あまり拡散抑制効果

がなかったのかというようなことも説明できるのかなというふうに感じました。 

○香村委員  それに関連して、これは確かにヒアリングの際に事前説明のときにお話し

したかと思うんですけど、自然界のちょっとした砂地だとはいっても、やっぱり礫があっ

たり岩があったりという、だからその背後というのは大体多いんですよね。かえってポツ

ポツというよりは、マット状になったりすることがあるので、そういったところを少し参

考に調べてみたらどうかという話はしたかと思うんですけど、自然界の場合というのは、

岩があると、その裏側に集まって生えるという、そういった状況があるので、そういった

ことで自然にもし戻すとするならば、ある程度、岩を置いてあげるとか、そういったこと

も考えられるのかなというふうに思うんですけど。参考までにそういったことを。 

○野呂座長  いろいろ意見が出ましたけれども、さっき実は前川委員から質問が出て、

前川委員がきょうの会議にお配りになった数枚ものの中の２枚目のⅢ．質疑というところ

にクビレミドロの移植うんぬんがありまして、その中で質問していただいたと思うのです

けれども、これに関しまして、例えば質疑１、質疑２はまさにここのクビレミドロの案件

ではないかと思いますけれども、ここらへんを事業者側からお答えいただければと思うん

ですが。 

○事務局(照屋管理官)  事業者です。前川委員のお配りになったペーパーの２枚目、一

番下のⅢ．質疑というところについてお答えしたいと思います。 

 質疑１につきまして、人工干潟の計画は現在も進行しているんですかというところです。

これにつきましては、判決が確定した後に我々で、一応、工事をすべて止めております。

人工干潟につきましては、将来、県のほうで取り組んでいく事業ということの位置づけで

ございましたが、現時点で沖縄市さんが今、取り組んでいる土地利用計画とかの進捗、も

しくはその後の行政的な手続き等々、踏まえてからでないと、これを早急に何か設計をし

たりとかしてもあんまり効果的ではないという観点がございまして、人工島の委員会とい
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うのもございましたが、本年度は中断というような形をとらさせていただいております。

なお、人工干潟につきましては、沖縄市さんの土地利用計画の後、いろいろな検討を踏ま

えた上で事業が再開されましたら、そのときにまた改めて議論をされていくことなのかな

というふうに思っております。 

 質疑２につきまして、クビレミドロの生息地、２期の工事区域内においても工事が中止

になり、生息地からの移植実験も現在は行っておりません。今のところはですね。 

 質疑３、４、本部会のところとは……。 

○野呂座長  質疑３は、さっき質疑１の中でお答えいただいたかなと思いますし、質疑

４は、これはクビレミドロの話ではありませんので、後で全体的なところでまたお答えい

ただければと思います。 

 私からこれに関して、特に質疑２に関してなんですけれども、移植実験もそうなんです

が、むしろ興味がありますのは室内実験でかなりいろんな設備を使いましておやりになっ

ているところがあって、これは１日休むと今までの努力が全部なくなってしまうところが

ありまして、この室内実験のところは、今後、どうなさるおつもりでしょうかということ

をお教えいただければ。この部会としてはちょっと気になるところがあります。事業費が

なくなるということもありますので、どうなるのかなと思って。 

○事務局(照屋管理官)  室内実験につきましては、基本的に昨年度末をもって終わって

おります。ただ、これまで蓄積をした卵の保存とか、小規模でコンサルさんのほうで今の

ところ見ているという状況でございます。 

 したがいまして、室内実験のほうは今も継続はしているかというと、そうではなくて、

今はむしろ、先ほどご説明ありましたとおり、屋外でのＡポイントとＢポイントのほうで

の実験というふうに力点を入れてございます。 

○野呂座長  予算との絡みもありますからなかなか大変でしょうけれども、学問的に見

た場合は非常に室外実験というのはおもしろいと思います。学問的興味で、事業が進んで

いないのはよくわかってはいますけれども、興味のあるところです。 

 このクビレミドロに関して、前川委員から何かまたご質問でもありましたら。 

○前川委員  質疑３については、沖縄市との関連で、沖縄市の委員もみえていますので、

皆さんが今、計画している中には、この人工干潟という概念は全くありませんよね。 

 しかし、先ほど言ったように、以前はあったわけですが、皆さんはこれはなくなったも

のということで、皆さんの構想の中には人工干潟は一切記載していないんですか、沖縄市
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のほうは。 

○野呂座長  沖縄市のほうにご質問になったと思うのですけれども、そうですよね。沖

縄市の委員のほうからお答えいただいてよろしいでしょうか。 

○沖縄市(仲宗根課長)  沖縄市からです。現在、埋立区域、第一区域の 96ha の中の土

地利用計画を検討している最中でございまして、当初から人工干潟については、その外側

の計画ということだったと思います。ということで、今現在、沖縄市で進めている土地利

用計画見直しの中にはこの人工干潟については含めていないというところでございます。 

○野呂座長  ありがとうございました。 

 クビレミドロに関しましてはございませんか。 

 では、クビレミドロの現在までの進捗状況をご報告いただいて、部会といたしましては

内容を承知いたしましたということで、お認めいたします。あとはよろしくお願いします。 

 最後の前川委員の質疑４に書いてあることなのですけれども、この部会の今後のことに

関しましては、やはり私個人も含めてちょっと興味があるところですので、議題にはない

ことではありますけれども、ちょっとご説明いただけたらと思います。 

○事務局(照屋管理官)  事業者です。質疑４、環境監視委員会、環境保全・創造委員会

につきましても、この海藻部会も保全・創造委員会の専門部会ということで位置づけられ

ております。来年１年間につきましては、基本的には工事を中断しながらいろんな行政的

な手続き、変更等に費やす時間、なお、そういうものの判断をしていく時間というふうに

なってございまして、うちも工事をやっていないということもありまして、予算的に非常

に厳しい面もございますので、来年１年間につきましては、基本的には本部会及び監視委

員会、保全・創造委員会、すべての委員会をいったん中断をしようということで、今、考

えているところでございます。 

 なお、クビレミドロの実験地につきましては、幸い埋立地の予定地のすぐ際のほうにご

ざいまして、そちらのほうは我々は始終見に行くことはできるという環境でございますの

で、できる範囲の中で先生方からいただいた部分を少し現場と、あと実験地のほうで検証

しながら、１年間は、当部会、一応、休会ということを考えているところでございます。 

○野呂座長  はい、ありがとうございました。今後のことをご説明いただきました。 

 ということになりますと、本年度はこれで、この部会としては終わりになりますし、来

年度は休会と、凍結状態ということになりますので、しばらく委員の先生方でこうやって

会うことはちょっとないかもしれないのですけれども、本当にどうもありがとうございま
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した。 

 ということで、きょう予定しておりました議題はこれですべて終わりましたので、事務

局に議事の進行をお返ししたいと思います。よろしくお願いします。 

（４）閉 会 

○事務局(諸星)  座長、どうもありがとうございました。 

 本日、ご多忙の中、お時間をいただきまして、また貴重なご意見、ご指導をいただきま

して、誠にありがとうございました。今後、ご意見、ご指導を踏まえまして作業を進めさ

せていただきたいと思っておりますので、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、会場は同じフロアのマカハの間

というところ、廊下の向こう側でございます。記者会見場には、記者並びに事務局関係者

以外の立ち入りをお断りしておりますので、ご了承くださいませ。 

 それでは、これにて海藻草類専門部会を閉会させていただきます。 

 本日は誠にありがとうございました。 

（午後３時 34 分 閉会） 

 

 


