
 

 

 
 
 

Ⅱ．サンゴ幼生着床・育成基盤及び 

幼生着床技術の開発・実証 
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Ⅱ. サンゴ幼生着床・育成基盤及び幼生着床技術の開発・実証 

1.サンゴ幼生着床・育成基盤の設計と試作 

1.1 実証試験用基盤(10 年耐用) 

（1）目的 

 実証用基盤を放流試験海域に設置して、安定性及び機能性のモニタリングを行い、課

題点を洗い出し、架台構造に改良を加え、3 年目実証用として 4 基製作する。 

（2）放流試験海域(2 基)の設置；崎枝湾 

 平成 30 年度に製作された平型タイプの基盤 2 基を、令和元年５月に放流実証試験海

域の崎枝湾に設置した。設置箇所の位置図を図-Ⅱ.1.1 に示し、工事の状況を図-Ⅱ.1.2

に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

崎枝湾の
実証用基
盤は放流
地点から、
想定した主
流向側に

図-Ⅱ.1.1 崎枝湾設置箇所位置図及び放流試験箇所との位置関係図 

作業船により海底設置 

ｺﾝｸﾘｰﾄ土のうの設置 東側架台設置状況 

中央鋼製架台設置状況 格子基盤設置・完成(中央) 

格子基盤設置・完成(東側) 

図-Ⅱ.1.2 海上工事（基盤設置）実施状況（R1 年 5 月 7 日、15 日） 
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（3）基盤設置後のモニタリング調査結果；崎枝湾 

設置後約 3 ヵ月後、約 6 ヵ月後の基盤の安定性・機能性のモニタリングを行った。 

 ⅰ) 安定性に係るモニタリング調査結果 

・基盤の設置後に大きな波浪が発生したのは台風９号(8 月)及び台風１８号（9 月～10

月）接近時で、沖合の石垣島西側沿岸は波高 7m に達していたと考えられたが、基盤

の移動状況については、岸側 2cm 程度とほとんど移動していなかった。 

・また、12 月までのモニタリング時点で基盤の損傷、摩耗の経年劣化の状況は見られて

いない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-Ⅱ.1.3 基盤の外観（基盤の沖側から岸側に向かって撮影） 

ⅱ) 「機能性」に係るモニタリング調査結果 

・浮泥の堆積はみられないが、設置箇所は海中の濁りが高い傾向にあった。 

・基盤天端面に夏期にマット状藻類などの付着がみられ、中央基盤の方が多かった。 

・基盤格子内は、両基盤とも完全に目詰まりしていないが、海藻類が付着生育していた。 

（4）格子状着床基盤の材質の検討 

現在実証している格子状基盤は、主材料はＦＲＰ製であるが、事業化を見据えた場合、

海洋環境への影響が懸念されている昨今、長期間設置した場合の海洋環境への影響も検

討しておく必要があることから、異なる材質での格子状基盤の検討を行った。 

検討の結果、経済性や入手のしやすさより、「鉄鋼」の優位性が高いと考えられたが、

使用に際しては電気防食を施し、錆による影響の確認等、着床・育成基盤としての効果

を検証する必要がある。 

（5）課題と考察 

1) 基盤の安定性・機能性に関する考察；崎枝湾 

・今年度沖合で発生した 7m 程度の高波浪外力に対し、安定性が確認されたが、設計沖

波波高(H0)は 9.8m であり、これより今年度発生した波浪は小さかったと推測される。 

・安定性の機能に影響を与えるような、生物の付着等は見られなかったが、着床基盤の

格子が目詰まりすると、高波浪時に揚圧力により、転倒の危険性があることから、今

後の状況の推移を確認する必要がある。 
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・今年度の基盤設置箇所（放流箇所）周辺は、底質粒度が細

かい砂地盤であり、濁りが周辺海域より高い傾向で、水温

は他地点と同程度であった。（Ⅳ-3-1 章を参照）さらに 8

月モニタリング時は中央基盤で、着床基盤上のほぼ一面に

マット状に藻類が付着し、基盤格子内の光量はさらに減衰

していたと考えられる。 

・従って着底した稚サンゴの生残率の低下は、基盤設置箇

所の濁りと藻類付着により、光量が低下し、生残できな

かったものと推察される。 

（6）今後の課題 

1)  H31 年度設置基盤の課題 

・基盤の架台高さは 50cm としたが、基盤周辺への

砂礫の堆積により、天端部の高さが 50cm になら

ないことがあるため、余裕をみて天端部を 50cm
以上にする必要がある。 

・着床基盤を載せるＬ型鋼の底部にあたるグレーチン

グ端部の格子は、通水性が確保されないため、格子

の通水部が確保できるようにする。 
・平型基盤形状のほかに、サンゴの着床面積を広く確

保でき、海水流動が基盤上に行きわたり易く、成育

条件が改善されると期待される凹凸型（H30 年度提

案）の試作、実証する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-Ⅱ.1.6  H30 年度提案の凹凸型基盤 

2)  オニヒトデ這い上がり試験結果に対する課題 

  H31 年度の「オニヒトデ這い上がり状況試験」で

は、φ29mm 以下の架台では 1 ヵ月以上オニヒトデ

は這い上がらず、φ30mm 程度以下の鋼材でオニヒ

トデの這い上がり防止効果が期待される。 

 

図-Ⅱ.1.5 基盤構造の課題事項 

（格子基盤は平型と同じもの）

60～70cm

60～70cm

10～15cm

1.8～2.1m

1.8～2.1m

0.5m

補強部材：丸鋼 脚（φ50mm以下）丸鋼

着床基盤
留め具

吊り鉄筋

2.16m

2.16m

72cm

72cm

Φ36mm丸鋼

15cm

Φ36mm丸鋼凹凸により海水流動
が基盤上に行き渡る
（成育環境の改善に
つながる）

サンゴが大きく成長した
とき、凹凸により、隣り
合うサンゴと重なりにく
くなる（成長阻害の現象
につながる）

支柱(丸鋼)
H30年度に提案し
た凹凸型基盤

図-Ⅱ.1.4 8 月モニタリ
ング時の中央基盤への藻
類の付着状況 

図-Ⅱ.1.7 オニヒトデ這い上がり試験結果 
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3)  現地設置箇所における不陸対応 

リーフ内の現地海底は起伏があるため、「コンクリート土のう」により、現地状況に応じ

て、中詰めコンクリート量を調整して水平を保ち、鋼製金具で基盤と結合させる方法が有

効であったため、今後も同様の方法で不陸への対応を行う。 

（7）課題への対応：基盤の構造見直し（オニヒトデ対策、凹凸型の設計・検討） 

1) 設計の準拠基準 

 「漁港・漁場の施設の設計参考図書 2015 年版」(水産庁) 

2) 設置計画箇所 

崎枝湾礁池内の水深 5m と設定した。 

3) 実証海域の外力条件 

① 潮位条件、沖波条件 

設計潮位・沖波波浪は、沖縄県より提供をうけた設計条件資料の崎枝湾近傍の石垣島”

吉原船溜漁港”の値を採用した。 

② 流れの条件 

幼生放流試験箇所近傍の底上 0.5m で観測したデータを用いて設定した。 

③ 設計波浪の算出 

エネルギー平衡方程式による波浪推算及び、「漁港・漁場の施設の設計参考図書 2015

年版」の資料 2.5 リーフ上の波の変形 により、設置計画箇所の波高を算出した。 

④ 波動流速の算定 

 10 年確率の H.W.L.及び L.W.L で換算沖波波高が最も大きくなる条件及び、基盤構造の

安定計算に用いる波動流速の推算を行った。 

4) 施工性への対応 

礁池内（リーフ内）に基盤を設置するため、リーフを越えて航行、設置するクレーン付

船舶が施工可能な、重量、大きさとした。。 

5) 安定性の検討への対応 

高波浪時の砂礫等のサンゴへの衝突による減耗を避けるため、海底から 60cm 嵩上げする

こととする。また、グレーチング部分は、経年的にサンゴや付着物でふさがる恐れあり、

揚圧力緩和のため、中央部に水抜き部を設ける。 

6) 浮泥堆積・白化・食害等の生残・成育阻害への対策 

格子状基盤（1 ユニット）の大きさは、H30 年度の考え方と同様に 1m 以下で、格子状基

盤、角筒型着床具敷設とし、着床基盤のマス目の大きさは 4cm×4cm の格子状基盤を用いる。 

オニヒトデ対策として、基盤の脚を丸型にし、耐力を踏まえて、φ30mm と細くして、這

い上がらないようにする。 
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7) 架台の材質 

沖縄沿岸域で設置する基盤の架台の材質は、これまでの沖縄県における検討事例等に基

づき、コンクリート製以外の材質とし「鋼製」とした。 

8) 基盤の詳細設計 

次年度の実証用基盤ついて設計外力に対する滑動、転倒に関する安定照査を実施し、安

全率を満足していた。オニヒトデの這い上がり防止のための鋼柱（脚）の応力計算を実施

した。また、平型、凹凸型タイプの基盤の図面作成、数量計算を実施した。また、実証用

基盤の設計図を図-Ⅱ.1.8 に示す。 

 

2.3 基盤の製作、次年度に向けた仮置き 

（1）基盤製作 

 製作した基盤の状況を図-Ⅱ.1.8 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

（前方 2 基が平型、後方 2 基が凹凸型） （前方 2 基が凹凸型、後方 2 基が平型） 

図-Ⅱ.1.8 製作基盤及び出来形確認状況（令和 2 年 3 月 11 日撮影） 

（2）基盤の仮置き 

 石垣市崎枝湾に設置するまで、石垣港ふ頭用地に仮置きを行った。 

基盤の仮置き状況を図-Ⅱ.1.9 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

仮置場位置：石垣市八島町１丁目（石垣港ふ頭用地） 

図-Ⅱ.1.9 基盤の仮置場所及び仮置き状況（右の写真は R2 年 3 月 11 日撮影） 

仮置場 
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1.2 実証試験用基盤(30 年耐用) 

沖縄海域における事業化に向けた着床・育成基盤の設計手法を確立する計画であったが、

30 年耐用は製作・設置した場合も安定性の検証が困難なため、留意事項の整理に留めるこ

ととした。昨年度、今年度の設計、実証結果を踏まえ、①設計段階の留意事項、②施工段

階の留意事項、③維持管理段階の留意事項を整理した。 

(1) 設計段階の留意事項 

1) リーフ上の設計波の算定手法について 

・基本的には漁港海岸や漁港漁場の施設では、10 年耐用の設計波の算出手法で用いた『漁

港・漁場の施設の設計参考図書 2015 版』の p.資.52-資.55 の「資料 2.5 リーフ上の波

の変形」に示される方法により設計波を算定する。 

・とくに、同参考図書にあるように、リーフ先端部に基盤を設置する場合や、複雑な地形、

リーフに大きな切れ目や、海水の溜まりやすい地形等がある場合は、リーフ内の水位上

昇量が上記の計算値よりも大きくなること、波浪が減衰しにくくなる可能性があるため、

現地観測結果（実測値等）を勘案して決定するべきである。 

・沖縄県の場合、換算沖波波高が 5m 以下である場合でも「サーフビートを考慮した波浪」

と「サーフビートを考慮しない場合の波浪」を比較したうえで、現地状況を勘案して、

設計波高を設定している（平成 31 年 2 月：沖縄県漁港漁場課ヒアリング結果）ことか

ら、換算沖波波高が 5m 以下の場合でもサーフビートを考慮して、設計波高を設定する

べきである。 

2) 格子状基盤の材質について 

現在の実証実験で用いている FRP（ガラス繊維で補強されたプラスチック）の材質は、

一般に市販されているものは、海水中での長期間の使用を想定していない。例えば沖ノ鳥

島のように厳しい環境条件下で 30 年程度設置することを想定する場合、材質の劣化や、

砂礫の衝突による材料の欠損・流出、付着生物による表面の剥がれ・流出など、マイクロ

プラスチックによる影響につながる可能性は、完全に否定できない。 

従って、事業化を想定した場合、本編 2.1(4)で検討した、他の材質を含めて検討し、海

洋環境への負荷の少ない材質の検討、実証を進めていく必要ある。 

3) 鋼材の腐食、外力の増大に対する基盤の安定性について 

30 年耐用の基盤を設計する場合、30 年間の鋼材の腐食しろを見込む必要があり、10 年

発生確率よりも波高・周期が大きくなり、外力が大きくなる。 

腐食しろに対して、鋼材の厚さを厚くして対応可能であるが、オニヒトデの這い上がり

対策への脚の径は 30mm が上限であり、脚の曲げ応力への対応として、脚の本数を増やす

ことで対応する必要がある。また、波浪等の外力の増大に対する、滑動・転倒への対策と

しては、波力・流体力を受ける面積を抑えつつ、具体的には、基盤底面に重錘としての鋼

板を取付けし、基盤の重量を増やす対策がある。 
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(2) 施工段階の留意事項 

1) 不陸対策について 

不陸対策としては、平成 31 年度に行ったコンクリート土のうを使用し、土のうと基盤

を U 型のアンカーボルトで一体化させる方法が、簡易に現地盤の凹凸に対応できる方法で

あった。その他、捨石マウンドにより水平を確保する方法があるが、基盤と一体化しない

場合は、捨石マウンドの波力・流体力に安定性照査が求められることに留意する必要があ

る。 

2) 各種申請に関する留意点 

 沖縄県漁業調整規則 第 39 条の漁場内の岩礁破砕等の許可の規定により「魚礁の設置及

び産卵床等の増殖施設を設置する行為」は許可は要しないとされるが、岩礁の破砕は海底

の改変を行う場合は、知事の許可が必要であり、許可の必要の有無にかかわらず、沖縄県

に事前に「許可を要しない協議」を行う必要があることに留意が必要である。 

 漁業権設定区域を問わず、一般海域に工作物を設置する場合には、沖縄県国土交通省所

管公共用財産管理規則に基づき、工作物新築等及び公共用財産使用許可の申請を管轄地域

の県土木事務所を通して申請する必要がある。 

(3) 維持管理段階の留意事項 

1) 安定性のモニタリングについて 

ⅰ) 付着生物による安定性の低下について 

長期間設置すると、格子状基盤にはサンゴなどの海生生物が付着し、格子穴をふさいで

揚圧力の増大につながるなど、基盤そのものの波、流れに対する架台の抵抗力を低減させ

る要因となるため、設置後は定期的に点検を行い、安定性の機能の維持について評価し、

必要に応じメンテナンスを行う必要がある。 

ⅱ) 基盤の傾き・移動、破損・損傷による安定性の低下について 

地形変化や波浪外力により、基盤が設計時点で想定した傾斜角より傾いた場合に、安全

率を確保できる傾斜角度を把握しておき、施工後は基盤の傾きについてモニタリングを行

い、安定性の確保状況について確認し、安定性が確保できない場合は補修を行う必要があ

る。また、厳しい環境条件下では、砂礫が基盤に衝突あるいは摩耗し、破損・損傷する可

能性が考えられるため、基盤形状の変化や、基盤部材の摩耗状況など、安定性に係るモニ

タリングを行い、必要に応じて補修を行う必要がある。 

2) 機能性のモニタリングについて 

令和 4 年度までのモニタリングより、サンゴの生残、成育に有利で、魚介類の蝟集効果

等の副次的な効果が見込める基盤について、事業化に向けた基盤として提案する必要があ

る。事業実施においても、実証基盤で得られた効果が発揮されるかモニタリングを行い、

必要に応じて改良することが望ましい。  
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1.3 次年度の計画（沖縄海域） 
浦底湾において平型、凹凸型の基盤を２基ずつ、合計４基設置し、基盤上へ幼生放流を

行い、今年度同様、にモニタリング調査を実施して、安定性・機能性の実証を行う。 具

体的には、以下の４項目により開発・実証を行う。 

(1) 次年度検証項目；浦底湾、崎枝湾 

形状の異なる基盤の安定性、機能性の比較 

(2) 次年度アプローチ方法；浦底湾、崎枝湾 

・基盤の設置（4 基）を浦底湾試験箇所に設置 

・安定性、機能性のモニタリング（平成 31 年度設置基盤を含む） 

1.4 沖ノ鳥島実証用基盤(5 年程度耐用)の検討・設計 

（1）目的 

令和 5 年度から、沖ノ鳥島における本格的な幼生供給・着床技術の実証試験が計画され

ている。沖ノ鳥島への資機材輸送、現地での作業船確保、滞在日数の制限を考慮すると、

平成 31 年度から検討・設計を開始し、基盤の実証を始めておく必要があるため、実証基

盤の設置場所を設定し、その場所における設計条件（地形、潮位及び流れ・波浪外力等）

を整理した上で、沖縄海域の基盤の知見を踏まえて、5 年程度耐用できる基盤形状を検討

した。 

（2）実証基盤設置計画箇所 

安定性の検討を中心とするが、サ

ンゴ幼生の着床、成育が期待できる

箇所として、サンゴ被度が比較的高

い、前フェーズで再移植ノルの調査

箇所である A10 周辺を候補とした。 

（3）設計外力の検討 

実証基盤の安定性照査にあたり、現状、入手できた波高・周期、風向・風速データ等の

資料をもとに統計解析を行い、5 年確率波の（波高、周期）の算定を行い、設計流速の計

算を行った。また、前フェーズのサンゴ増殖礁設計時の設計流速も参考にして、設計外力

を設定した。 

（4）沖ノ鳥島海域での実証試験準備 

今後実施する沖ノ鳥島海域での実証

試験のため、次年度以降簡易基盤を設

置（2～3 基/年）する。実証基盤のイ

メージを図-Ⅱ.1.11 に示す。 

 

 0.5～0.7m
0.5～0.7m

格子状基盤

0.5m

アンカーボルトに
て海底岩盤に固
定させる

格子状基盤を0.5m嵩
上げできる直方体形
状をアングル鋼材にて
作成する

図-Ⅱ.1.10 沖ノ鳥島実証基盤の設置箇所（案） 

図-Ⅱ.1.11 沖ノ鳥島用実証基盤イメージ 
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（5）今後の課題 

・実際放流試験は令和 5 年度からであり、次年度からシミュレーションに基づき、基盤の

設置位置・規模を設定する必要がある。 

・基盤の設置を行い、安定性・機能性のモニタリングを行う必要がある。 

（6）次年度の目的 

・基盤の 2 基製作及び設置し、今後の実証用基盤の設置位置・規模を検討する。 

（7）次年度検証項目 

基盤の施工性の確認を行う。 

（8）次年度アプローチ方法 

・実証海域への運搬、設置(2 基)
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2. 幼生着底技術の開発 

2.1 実験概要 

2018 年度は、岩盤上に設置した放流用の囲い網内へ異なる密度の幼生を放流し、着底数

および着底率を比較することにより、適切な幼生放流量を把握した。 

2019 年度は、放流 1 年後のモニタリング調査を行い、幼生放流密度による角筒型着床

具上の稚サンゴの生残率、角筒型着床具と岩盤の加入量を比較・考察した。 

（1）実験位置および方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

幼生放流密度(個体/㎡) ４ケース（放流なし(0)、1,000、10,000、100,000） 

計測(調査)頻度 着底量(放流 3 日後：6/3)、加入量(着底 6 ヵ月後：12/18) 

基質タイプ 角筒着床具、岩盤 

中層ブイ

幼生放流密度
1千個体/㎡

幼生放流密度
1万個体/㎡

幼生放流密度
10万個体/㎡

幼生放流
なし

角筒型着床具を岩盤に固定
（一部は着生数確認用に回収）

注） 四隅に目印（アンカーボルト等）を設置し、目視観察が可能な

1年後以降に放流範囲の岩盤の加入量を調査

目印設置

図-Ⅱ.2.1 幼生放流密度比較実験の位置および方法 
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2.2 実験結果 

角筒型着床具を設置した岩盤上の 1m2 放流実験区(計 24 区画)において、角筒型着床具

上および岩盤上の 1 年後の稚サンゴ生残数を計数し、放流条件別に生残密度を把握した。

放流後の各時点の生残密度は、その時点の加入量とみなすことができる。 

 

表-Ⅱ.2.1 放流 6 ヵ月後の生残密度(加入量)および生残率 

  

 

  

 

 

 

 

 

図-Ⅱ.2.2 放流 6 ヵ月後の加入量観察結果と確認された稚サンゴの例 

 

2.3 考察と成果 

（1）放流密度による加入量比較 

10,000 個体/m2 を放流した場合、角筒型着床具上の着底密度は 195 個体/m2（着底密度

の目標値 100 個体/m2 以上）であり、放流 1 年後も 63 個体/m2（生残率 32%）を維持して

いた。したがって、放流密度が 10,000 個体/m2 あれば、着底密度の目標水準を確保でき、

1 年後の生残率は自然界より十分に高い 30%程度となることが示唆された 

 

（2）角筒型着床具と岩盤の加入量比較 

生残密度は、岩盤上よりも角筒型着床具上の方が最大 30 倍高く（p<0.05 で有意差を確

認）、角筒型着床具は放流 1 年後の加入量を 30 倍程度高める効果を有することが確認され

た。 

幼生 

放流密度 

(個体/㎡) 

着底密度:Ａ 

(個体/㎡) 

着床具上の生残密度:Ｂ 

(個体/㎡) 

着床具上の生残率(%) 

【Ｂ/Ａ】 

岩盤への生残密度 

（個体/㎡） 

6 ヵ月後 

(2018.8) 

1 年後 

(2019.8) 

6 ヵ月後 

(2018.8) 

1 年後 

(2019.8) 
1 年後 

0 0 0 0 － － 0 

1,000 0 13±15.9 6.9±10.1 － － 0.3±0.5 

10,000 195±366.9*1 68±32.1*4 62.9±51.9*2 35.0±16.4*3 32.2±26.6 2.8±4.6*4 

100,000 2,984±2,485.7*1 428±263.5*5 119.9±44.9*2 14.3±8.8*3 4.0±1.5 3.7±3.9*5 

注）*：有意水準 5%で有意差が確認されたケースを示す。 

数値は対応関係にあるケースを示す。*1～3：放流密度間 *4～5：着床具-岩盤間 




