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■調査の目的

環境影響評価における環境保全措置として、「①大型海草
の移植」、「②クビレミドロの移植等」を行うこととなっている。

本調査は、環境保全措置を実施するため、大型海草の移
植、クビレミドロの移植等について検討することを目的とし
ている。
大型海草の移植については、移植計画（平成１４年１２月）
に基づき実施しており、新たな知見に基づき海草の生育基
盤の整備による藻場生態系の保全（場の創造）についても
検討を行っている。
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海藻草類移植等に関する全体検討フロー

＜クビレミドロの保全について＞

藻体移植、砂床移植
平成11年～平成13年実施

移植後追跡調査（平成１３年以降継続）

生育環境調査、生育監視調査（平成11年から現在も継続中）

室内培養実験（平成12年から現在も継続中）
3

＜海草移植について＞

機械化移植

広域移植実験

H13.11～H14.2 機械化移植
減耗対策工法試験

H15.2

手植え移植

移植事業

H14.12～H15.1

適地条件

移植技術

H10.7
手植え移植実験

場の創造

・仮説検証の予備調査
　（H16.7）
・本格調査（H16.10)
・実証実験（H17.3～）

モニタリングを継続中
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海草移植箇所の概略図海草の移植は、事業実
施区域から移植適地条
件を満たす疎生域に実
施した。
　（H.10、H.13～H.15）

海草採取場所
（事業実施区域）

海草移植先

西防波堤

■調査位置（1）海草藻場の保全について
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■調査位置（2） 場の創造実験について

西防波堤

場の創造実験
実施箇所



■調査位置（3）

泡瀬地区から勝連地区、屋慶名地区
に卵、藻体の移植を行った。

クビレミドロの保全について

③生育監視調査

拡大

　　　　　内に主に生育※

①クビレミドロの移植

100m0

N

凡例
　　　　低密度生育域(10,100㎡)

　　　　高密度生育域(200㎡)

　　　　　藻体確認範囲（70,900㎡)

密生域

疎生域

②クビレミドロの室内増殖技術開発試験 現地近くに実験施設を設置
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・海草移植の評価について

・場の創造実験計画（案）について

・クビレミドロの実験・調査について

・移植対象藻場の状況について（報告）

第1回、第2回　海藻草類専門部会における
　　　　　　　　　　検討事項
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平成14年12月から実施した海草の手植え移植は、2年が経過し
た。これまでの移植経過を中間的にとりまとめ、評価を行った。

・海草移植の評価について

1.手植え移植の評価

●「環境影響評価書」における位置付け

　　・大型海草の移植

　　・監視基準に対する事後調査

●移植計画における位置づけ

　　・評価と移植計画の見直しへの対応

＜評価に当たって（海草移植に関する環境保全措置の前提）＞

参考資料-2（1）P.Ⅰ-1～5
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手植え移植された海草藻場に関し、 「生育被度」,
「生育面積」,「生物生息状況」を指標とし、以下につ
いて個別評価、さらに、これらの評価結果を総合評価した。

1. 適地に移植されたか　　　　　
2. 初期減耗による障害が発生していないか
3. 台風に対する耐性をもっていたか
4. 海草種の自然状態に近い遷移がみられたか
5. 藻場の再生産がみられたか
6. 広域的にみても移植経過が順調であるかどうか
　　

「移植計画」（H14.12)より

・海草移植の評価について

＜評価の指標と観点＞

参考資料-2（1）P.Ⅱ-1
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2.手植え移植藻場の個別評価

・移植場所について　
　　　　　　　　　　　　　　→適地選定条件は概ね妥当であった。今後　
　　　　　　　　　　　　　　　はより精緻な条件設定も必要。

・初期減耗について　→
・台風への耐性　　　　→
・生育種の遷移　　　　→

・移植海草の再生産　→再生産は行われている。
・広域的な分布　　　　→泡瀬海域全域では藻場が衰退傾向にあ
　　　　　　　　　　ることから長期的な視点での評価が必要。

当初想定していた範囲内。

・海草移植の評価について 参考資料-2（1）P.Ⅱ-3
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3.手植え移植藻場の総合評価

・海草移植の評価について

被度・・・移植後2年間で移植藻場の被度は減少しているが、
その変化の範囲は自然藻場の変動の範囲内にあ
る。

面積・・・移植後2年間で約2倍に増加。
　　　　海草が生育していない場に約200m2の藻場が形

成された。

生物生息状況・・・底生生物は周囲の自然藻場と同程度の
種類数、個体数を確認。移植藻場は底生生物の
生息場としての機能を果たしている。

参考資料-2（1）P.Ⅱ-24
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総合評価まとめ

　短期的にみれば、被度においては一旦減少した後
増加するまでにはいたっていないが自然藻場の変動
の範囲内であること、藻場の面積、生物生息状況に
おいては概ね良好な結果が得られており、移植海草
の再生産は図られ、生物生息環境も進展していると
判断されることから、藻場生態系が維持されている。
　長期的にみれば、大型海草群落は遷移の途中とも
みられ、今後もモニタリングを継続していくことが
重要である。

・海草移植の評価について 参考資料-2（1）P.Ⅱ-24
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Ⅱ.機械化移植実験の評価

広域移植実験は、機械化移植工法による広域的な移
植の適用性を検証するために実施した。

＜目的＞

＜追跡調査＞

移植域内に17地点のモニタリングポストを設定
し面積、被度を観察。（10ｍ×10ｍ/地点）

1.広域移植実験

・海草移植の評価について 参考資料-2（1）P.Ⅲ-1



＜得られた成果＞

水深-0.3ｍ以浅（浅所）では、干出による乾燥や気温の影響を受けまた、
台風による減耗も大きかった。　⇒適地選定の高度化

①機械化工法では-0.3ｍ以深への移植が適当

水深-0.3ｍ以深においても、移植後に台風によって減耗が生じたため台風
時の減耗抑制が重要であると考えられた。　⇒移植技術の高度化

②台風時の減耗対策が重要

深所に移植したものは、移植後１年目の台風後から８地点中５地点で面積
拡大（2.0～4.6倍/２年間）、や被度向上（1.0～1.5倍/２年間）がみられ、長
期的に見て今後も生育が見込まれる。⇒適地選定、移植技術の高度化

③深所へ移植したものは、８地点中５地点で今後も生育が見込まれる

・海草移植の評価について

短期的評価

長期的評価

14

参考資料-2（1）P.Ⅲ-1
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＜目的＞

広域移植実験藻場が移植1年目の台風で大きく減耗したこと
から、台風時の減耗抑制が重要と考えられ、台風襲来に備え
減耗対策工法による減耗抑制効果を検証するために実施した。

＜工法の概要＞

2.減耗対策工法試験

・海草移植の評価について

海草ブロック

土嚢
現地盤を掘削（深さ約20cm）

砂を詰める

砂を詰める

＜工法1＞　　　　　　　　　　　＜工法2＞　　　　　　　　　＜工法3＞

海草ブロックを詰めて置く

海草ブロック

土嚢
現地盤を掘削（深さ約20cm）

砂を詰める

砂を詰める

＜工法1＞　　　　　　　　　　　＜工法2＞　　　　　　　　　＜工法3＞

海草ブロックを詰めて置く

参考資料-2（1）P.Ⅲ-2
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＜得られた成果＞

減耗対策として掘削して移植することは、砂の移動や
流失を抑制し、台風時の減耗を低減する効果をもつと
考えられる。

掘削しない場合にも、密植した箇所では生育が維持さ
れたことから、機械化移植海草の生育には密植が効果
的である可能性が考えられる。

・海草移植の評価について

①減耗対策として掘削して移植することは有効である。

②掘削しない場合は、密植が効果的である。

広域移植実験、減耗対策工法試験はともに実験の目的は達せられた。
今後も長期的視点から広域移植実験の追跡調査を実施することは有
効と考える。

参考資料-2（1）P.Ⅲ-2,20



17

・海草移植の評価について

・場の創造実験計画（案）について

・クビレミドロの実験・調査について

・移植対象藻場の状況について（報告）



(1) 低天端堤：広範囲の場の創造

(2) 底面粗度を高める素材の敷設
　　　：既存藻場の縁辺などの局所的な場の改善

1.実証実験の概要

巻き上げ

波の振動流

周囲で巻き上げられた砂が堆積

堆積 堆積

波浪
静穏化により安定

盛砂

盛砂の安定化

堆砂の促進

・場の創造実験計画（案）について

18

参考資料-2（2）P.3-6
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30

西防波堤

既存藻場

低天端堤の設
置位置

ロープを結び付け立体的にしたマット

・場の創造実験計画（案）について

（1）低天端堤設置状況

（2）底面粗度を高める素材の
設置状況

拡大図

参考資料-2（2）P.3-6
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2.モニタリング調査の概要

＜調査項目＞

・生物確認調査（底生生物、既存藻場）
　　
・物理環境調査（堆砂状況、波浪、潮流）
　　
・粗度増加実験の堆砂状況

・場の創造実験計画（案）について
参考資料-2（2）P.11
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3. モニタリング調査結果

●サンゴ類は5％未満がまばらに生息。底生生物は礫
質性の底生生物が主で、生物相は比較的単調。

●サンゴ類、メガロベントス、既存藻場では構造物設
置後、出現種や被度に大きな変化はみられていない。

●低天端堤付近での継続的な堆砂はみられない。

　（平均変化+1ｃｍ程度/3ヵ月間）

●低天端堤の前面と背後での波高比は50％～100％
で、波高の低減効果を確認した。

・場の創造実験計画（案）について
参考資料-2（2）P.13-50



22

4.粗度増加実験

設置後１ヶ月（5/18～6/14）では堆砂効果はほとんどみ
られなかった

地盤高の変化量　（ｃｍ）
St.1 St.2 St.3

区　画 藻場外 藻場縁辺 藻場内
ヤシマットあり 0 0 1
（ロープなし） 0 0 0
ヤシマットあり 0 0 3
（ロープあり） 0 0 1
ヤシマットなし 1 2 3

　　　　凡　例
　
　　　●　調査点

●
●

●

St.3藻場内 St.2藻場縁辺

St.1藻場外

・場の創造実験計画（案）について
参考資料-2（2）P.45
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5.盛砂実施の検討（1）

・深浅測量結果から（平成15年12月～平成16年11月）

・場の創造実験計画（案）について

台風期の前後で顕著な
地形変化は生じていない

・地盤高のモニタリング　　　→　ほとんど増加なし。

自然に砂層が確保さ
れる可能性が低い

参考資料-2（2）P.58
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盛砂の規模　→最小化の検討

海草の導入　→導入する意義と評価方法の検討

5.盛砂実施の検討（2）

 

卓越波向

60m 

90m 

・場の創造実験計画（案）について

検討課題

盛砂の実施案

盛砂箇所低天端堤

参考資料-2（2）P.59
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・海草移植の評価について

・場の創造実験計画（案）について

・クビレミドロの実験・調査について

・移植対象藻場の状況について（報告）



①「地盤高」「底質」「砂の移動」に関する条件が満たされれば、生
育が可能か。

②「砂の移動」に関する条件の指標化、定量化

③小型海草による砂の移動の抑制効果、

　　クビレミドロの分布との関係の検証

1.調査・実験による検証
・クビレミドロの調査・実験について

検証内容

前提（これまでに得られた知見）

・生育地の地盤高、粒度組成は把握。
・砂紋が形成されたところでは、移植しても流失。
・小型海草は砂の移動や卵の流失を抑制する可能性がある。
・卵期（夏季）の風波や吹送流が、藻体期（冬季）の分布を制限して
いる可能性がある。

26

参考資料-2（3）P.1-4



2.小規模な現地実証試験　（実験1)

【断　面】

生育地盤高
C.D.L.
+0.7～0.9ｍ

地盤高の調整、底質の置き換え

卵の移植または播種

砂止め

1ｍ程度

1ｍ程度

底質の置き換え、
地盤高調整

【平　面】

10ｍ程度

鉄筋棒
（砂面変動観測）

透水シート

鉄筋棒
（砂面変動観測）

卵の移植または播種

砂止め

移植区域
（卵の分散防止用の仕切り内）

・クビレミドロの調査・実験について

27

地盤高、底質条件の
妥当性を検証。

参考資料-2（3）P.6



3.小規模な現地実証試験　（実験2)

【断　面】

生育地盤高
C.D.L.
+0.7～0.9ｍ

石積みや消波ブロック等による砂の移動の制御

10ｍ程度

10ｍ程度

1ｍ程度

移植区域
（卵の分散防止用の仕切り内）

1ｍ程度↑
沖

↓
陸

卵の移植または播種

鉄筋棒
（砂面変動観測）

・クビレミドロの調査・実験について
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砂の移動の抑制
効果を検証。

石積みや消波ブロック等による砂の移動の抑制

参考資料-2（3）P.7



4.既存生育地の調査　（調査項目）

1.クビレミドロの分布　（藻体期のみ）

2.生育条件
　①地盤高　　（水準測量）

　②底　質　　（底質概観、粒度組成、泥温、酸化還元電位、
　　　　　　　　　　　　　ｐH、鉱物組成等）
　③砂の移動　（水準測量による地形変化量の把握）

　　　　　　　小型海草（被度）：砂の移動の抑制要因

・クビレミドロの調査・実験について

29

クビレミドロが例年多く分布する場所としない場所
で生育条件の違いを検証。

参考資料-2（3）P.11



5. 既存生育地の調査　（調査範囲）

区画調査範囲（1区画：20ｍ×20ｍ）
底質調査点（調査域A、Bの同一地盤高帯に設定）
鉱物組成調査点（藻体分布をふまえて設定）

100m

藻体群落内

非分布域

調査域Ａ
例年クビレミドロが多く分布する範囲。
生育に適した条件が整っていると考えられる。

調査域Ｂ
一部を除いてクビレミドロの分布が一定して
おらず、必ずしも適した条件が整っていない
と考えられる（砂の移動が大きいなど）。

・クビレミドロの調査・実験について

30

参考資料-2（3）P.14
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・海草移植の評価について

・場の創造実験計画（案）について

・クビレミドロの実験・調査について

・移植対象藻場の状況について（報告）



・移植対象藻場の状況について

今年度の工事予定区域内には被度50％超の藻場は確認されなかった。
 

広域藻場分布調査結果（調査期間：平成17年6月1～4日、平成17年7月3～5日）

0 1,000m

St.7 St .2

St.1

St.3

50％以上 1.8ha

10～50% 172. 0ha

10％未満 74.6ha

10～50% 29. 5ha

10％未満 14.6ha

50％以上 1.4ha

10～50% 81. 0ha

10％未満 98.5ha

ガ

ラ
モ

場

調査範囲

スポット調査点

凡　　　　例

大型

海草
藻場

小型
海草

藻場

St.5

St.4

St.6St.10

St.9

St.8

平成17年度工事予定区域

拡大図 拡大図 汚濁防止幕展張位置

工事予定区域

拡大図
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