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１． 概 要 
1.1 本マニュアルの主旨と適用 

1.1.1 マニュアルの主旨 
 
 
 
 
 
 

1.1.2 マニュアルの適用 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 減耗対策試験に用いる海草 
 
 
 
 
 
① 大型海草は単一種で生育していることもあるが複数種あるいはウミジグサ、マツバ

ウミジグサなどの小型海草と混生している場合も多い。移植対象としては大型海草

が生育している範囲を対象とするが、小型海草の混入は問題としない。 
② 濃密生域とは、一定区画（数メートル四方）の中で投影的に海草の被覆範囲（被

度）が 50％以上である範囲を示すものである。しかし、植生は均一に生育して

いるものではないので、移植対象としては移植効率にも配慮しながら場所を選

定して採取する。 
③ 海草の試験採取量は、１試験工法で 50 ﾎﾞｯｸｽ（約 75 m2）とし、３試験工法に

ついて実施するため、150 ﾎﾞｯｸｽ（約 225m2）とする。 
④ 海草は自然の状態でも葉枯れがみられたり、付着生物に覆われて活性が低くな

っていることがある。緑色の葉部が少なく、あるいは地下茎が露出しているな

ど状態が悪いものは移植対象としない。 
 

 本マニュアルは、中城湾港泡瀬地区埋立工事区域内の海草移植において、バック

ホウにより移植された海草の初期減耗を極力低減させ、活着を促すための工法試験

（以下、減耗対策試験という）を実施するにあたり施工及び管理上の指針を示すも

のである。 

 本マニュアルは、中城湾港泡瀬地区において行う減耗対策試験に適用するもので

あり、中城湾港泡瀬地区環境監視・検討委員会等による指導、助言とともに、施工

に伴う情報などに基づき適宜改訂していくことを前提とする。なお、バックホウに

よる移植工法に関しては、「海草移植工事管理マニュアル（暫定版）」（平成 13 年 11
月）を適用することとする。 

減耗対策試験には、泡瀬地区埋立工事区域内にあって、大型海草を主体とする濃

密生域に生育する海草を用いる。 
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1.3 移植の手順 
1.3.1 移植場所の選定 
 
 
 
 
 

海草の移植場所は、移植適地として示された範囲のうち、移植に先立って詳細な

位置情報に基づいた探査などによって選定した範囲とし、場所がわかる位置にブイ

などを設標する。 
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1.3.2 減耗対策工法試験に用いる海草移植の手順 
 
 
 

 減耗対策工法試験は、海草の採取・移植の手順に加えて①隙間を詰めて移植する

工法、②土嚢袋で囲い砂を詰める工法、③掘削して砂を詰める工法の３工法を試験

として実施する（下図参照）。 

図－１  芝植え工法による海草移植工事の手順フロー 

図－１  減耗対策工法試験における施工フロー 

①隙間を詰めて移植する工法 ②土嚢袋で囲い砂を詰める工法 

＊移植の過程で隙間をできる

限り詰めて移植する。 

 

バックホウ船団

周囲を筒状土嚢袋で囲む

潜水士にて砂を均す

購入砂で隙間を埋める

海草移植

海草採取

 

海草移植

海草採取

船団　1

掘　　削

埋戻し･均し

準　　備

船団　2

 海草採取 

海草移植 

掘削土砂で隙間を埋める 

③掘削して砂を詰める工法 
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1.4 移植作業上の留意点 
1.4.1 海草の採取・運搬・移植 
 
 
 
 
1.4.2 減耗対策工法 

(1) 隙間を詰めて移植する工法 
 
 
 
 
(2) 土嚢袋で囲い砂を詰める工法 
 
 
 
 
 
 
(3) 掘削して砂を詰める工法 
 
 
 

バックホウによる海草の採取・運搬・移植に関しては、「海草移植工事管理マニ

ュアル（暫定版）」（平成 13 年 11 月）を適用し、これに従う。 

 バックホウによる移植に際し、移植場所に張ったガイドロープを目印としてダ

イバーの誘導により、海草ブロックの隙間をできる限り詰めて移植する。 

（１）と同様に施工した後、台船上からバックホウによって土嚢を海底に降ろ

し、ダイバーにより海草ブロックの周辺に並べ、隙間に掘削土砂を詰める。 
土嚢は移植区画の海草ブロックが周囲に崩れないように配置する。土嚢袋は腐

食・分解する材質を用いる。 

あらかじめ 20cm 程度の深さで掘削した区画に(1)と同様に施工した後、隙間に

掘削土砂を詰める。 
海草ブロックは埋没予防のため深く植え込まないように、移植したブロック全

体が同じ高さとなるように留意する。 
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２．海草の採取、保護・運搬、移植 
2.1 海草採取・運搬・移植時の管理 

 
 
 
 
① 採取した海草の移植は、当日に実施することとする。 
② 作業海域の汚濁防止対策として、汚濁防止膜を設置する。 
 

2.2 移植場所の確認 
 
 
 
 
① 移植場所は１区画約 75m2で起伏がなく、３工法の試験が比較できるように３

区画が隣接して配置できるような平坦な砂地のところとする。 
② 底質の貫入試験においては 10cm 以上の貫入深度が多く計測されることが望

ましいが、５cm 以上の貫入が 20 回中 15 回以上確認された場合は適合度が高

いものと判断する。 
③ 移植場所が既存の海草藻場に接近する場合は、既存藻場と移植海草双方の生

長を考慮して数メートルの間隔をあける。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 バックホウによる海草の採取・運搬・移植時の管理に関しては、「海草移植工事管

理マニュアル（暫定版）」（平成 13 年 11 月）を適用し、これに従う。 

 移植場所は砂地が卓越し、サンゴの生息や岩盤や転石・礫が多く存在しないこと、

既存の海草が生育しないこと、起伏が激しくないこと、底質の貫入試験で５cm の範

囲以上の貫入深度が 20 回中 15 回以上計測されることを確認する。 

（参考）底質貫入試験方法の標準 

・ 鉄筋棒は直径 8mm、長さ 50cm とする。 

・ 貫入の強さは、ダイバーが海底にひざ立ちし、鉄筋棒の上から 10cm 程度のところを握

って、先端を海底につけた状態から一気に腕を振り下ろすようにして貫入させる。 

・ 貫入は１ヵ所当たり、ダイバーが移動せずに行える範囲（おおむね１m 四方）で 20 回行

う。 

・ 貫入試験結果は５cm 刻みの範囲で整理して頻度（貫入回数／20 回）で表示する。 
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2.3 減耗対策工法 
 
 
 
 
 
 
 
① あらかじめ移植場所の海底に鉄杭とロープで区画を区切り、移植方向にガイ

ドロープを設置する。 
② 海草移植前にあらかじめ移植先の海底を 20cm の深さで掘削する工法では、土砂

を台船上に仮置きする。 
③ 土嚢袋は、筒状（径 30cm、長さ 1m）タイプと普通タイプの２種類を使用す

る。土嚢袋の材質は腐食性素材、中に詰める砂は②の工法で台船上に仮置き

した掘削土砂とする。 
④ 土嚢袋の設置にあたっては、隙間から土砂の流出が生じないように注意する。 
⑤ 海草ブロックの隙間に砂を詰める場合は、台船上からバックホウを用いて②

の工法で台船上に仮置きした掘削土砂を海底に降ろすが、狭い隙間には投入

パイプを使用して掘削土砂を詰める。この時、海草を砂で覆わないように注

意し、ダイバーで簡単な均しを行う。 
⑥ 移植する海草ブロックは埋没予防のため深く植え込まないように、移植した

ブロック全部が同じ高さとなるように留意する。掘削した場所に海草ブロッ

クを移植する場合は、在来地盤との段差をなくすようにする。 
⑦ 作業箇所の周囲には汚濁防止膜を設置して濁りの拡散防止に努める。 
⑧ 作業中、濁りが発生し水中視界が不良となった場合は、作業を一時中断して

回復を待つ。 
⑨ 施工者は海草移植場所の正確な位置情報（範囲）をＧＰＳにより確認・記録

し、監督職員に報告する。 

減耗対策工法は、移植初期の海草ブロック周縁部の崩壊による枯死を極力低減し、

活着を促進させることによって移植場所から周囲の在来基盤へ地下茎の伸長による

生育面積の拡大をはかり、台風などの波浪に耐える状態を形成させることによって、

将来的に藻場の機能を拡大することを目的としている。そのため、移植海草の活性を

維持し損傷を極力少なくすることに留意しなければならない。 
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2.4 移植直後の管理 
 
 
 
 
 
① とくに潮の満ち引きを考慮して、漂砂や波浪の影響で移植海草が埋没・流失

していないかを確認する。波浪や潮流の影響が大きいところは土のうの補完

設置やペグによる固定を行う。 
② 当面、移植１日ごとに作業した区画を杭とロープで囲む。恒久的な目印は必

要な箇所に鉄筋棒を打ち込みロープでブイを立ち上げる。 
 

2.5 岩礁性大型海草類の移動 
 
 
 
 
 
2.6 検 収 
 
 
 
 

 
検収資料を以下に示す。 
① 海草の採取実績 

・ 採取面積：「回収ボックスの大きさ（面積）」×「引き揚げ台数」 
・ 採取範囲の図面（位置及び実施日がわかるもの） 
・ 採取状況の写真（採取前、採取作業、採取後） 

② 海草の移植実績 
・ 移植面積：「回収ボックスの大きさ（面積）」×「移植台数」 
・ 移植範囲の図面（位置及び実施日がわかるもの） 
・ 移植状況の写真（移植前、移植作業、移植後） 

③ 土嚢設置実績 
・ 土嚢作成・設置数量 
・ 土嚢設置状況の写真 

 移植翌日から数日間は砂の移動によって移植海草が埋没していないか、波浪で剥

離していないか、土嚢に崩れはないかなどを潜水観察によって確認し、修復・改善

を行う。また、作業で設置した杭・ロープは撤去するが移植地の四隅などモニタリ

ングで確認する必要のある場所には別途協議の上目印を設置する。 

 海草採取時と移植時において、岩礁性海藻類（ホンダワラ類など）が生育する場

合には、可能な限りバケットに集めて、着生する転石ごとあらかじめ、適切な場所

に移設する。 

検収は以下の事項で行う。 
① 海草の採取実績 
② 海草の移植実績 
③ 土嚢設置実績 
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３．移植後モニタリング調査 
3.1 モニタリング調査計画 

(1) 調査概要 
本モニタリング調査は、海草移植工事の減耗対策工法試験による海草移植の経過を

モニタリングして、移植した海草の生育状況などを判断する基礎資料を得るものであ

る。 
 

(2) 調査内容 
① 全体調査 

モニタリングは減耗対策工法試験で機械化移植した海草全体を対象として全域

の被度分布（被度 50～100%、10～50%、10%未満）、生育面積（生育範囲の拡大・

縮小）について観察を行う。また、生育状況に関して全体的に枯死や葉枯れ・剥離

や掘削による地下茎の露出・砂による埋没などの悪い状況が生じている場合はその

割合や部位を記録する。調査は水中目視観察によるが、移植範囲の四隅などに打ち

込んだ目印の杭を基準に必要な杭を設置して目盛り入りロープでメッシュを区切

り、海草ブロックの初期形状からの変化がわかるような概略的な平面スケッチ、水

中写真などで状況を把握する。 
 

② 詳細調査 
詳細観察枠（2m×2m）を各移植区画の中に 1 ヵ所ずつ設置し、生育分布状況

の詳細なスケッチ、被度観察、枯死・葉枯れ・地下茎の露出・埋没などの観察、構

成種調査、葉長測定（優占種）、底質貫入試験、水中写真撮影を行う。 
 
(3) 調査頻度 

モニタリング調査は移植区画の施工状況に応じて、移植直後（10 日間程度内）に観

察定点の設置及び初期状態の観察を行う。移植後１ヶ月に初期減耗状況を調査し、最

低ラグフェイズ後１年間については１ヶ月に１回の頻度で、その後は年間２回程度の

頻度で調査を実施する。 
 

(4) データの整理・報告 
各移植区画のモニタリング調査結果は、調査終了後すみやかに整理し、速報として

監督職員に提出する。また、一定期間後の状況変化をわかりやすくまとめて「海草藻

類移植・保全検討ＷＧ」へ報告する。 
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3.2 海草移植（減耗対策試験）の評価 
減耗対策工法試験による海草移植の評価は、対策工法の評価であることから、

台風後のモニタリング調査結果を基にした上、以下の内容に留意して総合的に判

断する。 
① 台風の直接的な影響は大きな流失をもたらす場合が想定される。移植海草へ

の大きな影響を軽減するには、この時期までに周囲へ地下茎が広く伸長して

既存の藻場のような生育様式が形成されている必要がある。影響の程度は台

風の状況によってまちまちとなるが、今回の減耗対策試験は、この影響を自

然の藻場程度に近づけることが最大の目的であるため、移植海草の波浪に対

する耐性に関しては、周辺の既存藻場における周縁部などのモニタリング地

点のデータと比較して評価する必要がある。 
② 減耗対策工法によって設置された土嚢は半年から１年程度で腐食するため、

その時点では土砂の流出、地下茎の発達状況や露出に注意する必要がある。 
 
注）生育状況の評価は、海草移植（芝植え工法）施工及び管理マニュアル（案）と同様に考える。 
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