
Ⅳ-8．検討委員会の主な指摘事項と対応 
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表-Ⅳ.8.1 令和 2年度 第 1回検討委員会の主な指摘事項と対応（1/2） 

  

 主な質疑と意見   ■質問、◆コメント 意見等に対する対応 

 １．第１回委員会での主な質疑と対応、実証スケジュールの確認について 

1 

◆沖縄沿岸での事業（5 年計画）の中間地点まで来ており、6 年目以降の沖ノ鳥島事業にどう繋

げていくかを考える必要がある。  

〇水産庁としては事業化を考えており、沖縄県と協議している。これに向けた B/C の試算を実施し

たい。また、６年目以降は沖ノ鳥島での種苗生産に久米島で育成中のサンゴ（可能であれば高温

耐性群体）を活用できると考えている。今後具体的に検討していきたい。 

 ２-①．幼生収集装置の高度化について 

1 ◆スカート部の形状・素材は、産卵期でなくても検証可能なので、改良案を検討いただきたい。 〇検討する。 

2 

■幼生収集装置のケース１（スカート部 9 基）とケース２（同 6 基）の違いと設定の意図はなに

か。 

〇水槽下では幼生 1,000-2,000 個/L が最適との知見があるため、幼生収集装置 1 基当たり 1,500

万-2,000 万の幼生を収集可能と想定して異なる２ケースを設定した。基盤収容面積は、昨年度の

知見より実証場所の水深では装置直下の 4m 以内となるため、最大 9 基が最大設置数となる。 

3 

◆ホースの出口で計測する方法では、計測した幼生全てが計測中のホース出口から出てきたと

も言えないのではないか。またバンドルの上昇速度を計測可能なら検討いただきたい。 

〇ご指摘の通りであり、波による影響が大きく 2 重カウントの可能性もある。バンドル数とその上昇

速度は透明なホース内など波の影響が低減された環境であれば精度を高められる可能性がある

ため検討する。 

 ２-②．海域実証による面的拡散特性の把握について 

1 

■連続移動同式放流では区間が進むにつれ放流数・着底数が低下している。撹拌は十分だっ

たのか。 

〇100m 進むごとに一旦止まり、収集装置内の幼生を計測した。その度に約５分間撹拌を行ってお

り、撹拌は十分だったと考える。前半で計画以上に幼生が放流され後半の放流量が減少したと考

える。 

2 

◆水温によって幼生の発達程度・浮力が変化する可能性があり、収集装置内またはその周辺

の水温データを取得すると良い。実測値を取得できなければ、実験室内で水温と幼生の浮力・

日齢関係についてデータを取得できると良い。放流タイミングの調整が可能になるかもしれな

い。 

〇今後の実験において水温との関係についても検討する。 

3 

■幼生の着生には光条件が影響しているとの知見もある。ただし、A. tenuis の水槽下実験の場

合は照度による差は見られなかったとされている。 

〇水深が大きいところは着生までに時間を要するため、拡散により着生率が低いと想定していた。

次年度の試験では、さらに水深との関係を明確にしたい。なお、照度との関係についても把握する

ため、複数箇所で水中照度（光量子）は計測することとする。 

4 ■コントロール値として 139 個体/㎡加入があったというのはかなり多いと思われる 〇ご指摘の通り、今年度はかなりの天然加入があったものと推測される。資料 3-2 で詳述する。 

5 
■着床具への着底結果をいきなり㎡に換算せずに、着床具（4cm×4cm×9 個の 144 ㎠）への着

底数をディスカッションして㎡換算するべき。論文にする際にも留意いただきたい。 

〇了解した。 

 ２-③．基盤の設計と試作について 

1 

◆基盤台座の素材をコンクリートとする案、格子状基盤の素材をマグホワイトとする案は検討で

きないか。 

〇沖縄海域では、コンクリートの使用が了解いただけない場合が多い。また、コンクリート素材は劣

化が激しいため鉄鋼素材の台座としている。格子状基盤は構造が複雑なため、強度的にマグホワ

イトでは難しい。ステンレスあるいはスチールを用いる場合に防食に陽極を設置すれば、副次的な

効果（微弱電流）でサンゴの成長が早まる可能性もある。 

2 
◆平型と凸凹型は、どのような目的の違いがあるのか。 〇平型が基本形状であるが、凸凹型にした場合、サンゴが立体的に生育・分布しやすく、お互いに

干渉しにくい。今後の成育を確認・検討しながら進める。 



Ⅳ-8-2 
 

表-Ⅳ.8.2 令和 2年度 第 1回検討委員会の主な指摘事項と対応（2/2） 

 

  

 主な質疑と意見   ■質問、◆コメント 意見等に対する対応 

 ２-④．面的拡散シミュレーションについて 

1 

■今回の実証結果（水深や流向の影響）を反映させればより良いモデルとなる。 〇今年度実証試験の再現計算についても、現地観測流況や地形を考慮したモデルとなっていま

す。今後は、特にモデル精度が求められる直接放流の実施の有無を計算結果より判断することと

なるため、引き続き精度向上に努めて参ります。 

2 

■着底条件が非常に重要であるが、着床具による幼生の捕捉率などが分かれば、沖縄沿岸だ

けでなく沖ノ鳥島での予測計算にも応用できるのではないか。 

〇現段階では、サンゴ幼生の着底条件が不明のため、一度着底した幼生はその場に着底するも

のとして予測を行っている。したがって、完全に着底状況を予測できるモデルではなく、幼生がどの

海域に流れ着いたかを予測できるモデルとの認識である。今後、着底条件が解明されてきた際に

は、モデル内に組み込んでいくことも検討したい。 

3 
■過去の知見で吹送流は風速の２％程度とある。仮に１％だとしても潮流以上に影響が大きくな

るため、吹送流を考慮すべきだろう。 

〇ご指摘を踏まえ、潮流・吹送流・海浜流・外洋の流れを考慮したモデルとなっている。 

 ２-⑤．海域特性の把握による面的保全・回復海域の選定について 

 特になし  

 ３-①．サンゴ被度計測技術の高度化について 

 特になし。  

 ３-②．サンゴの水産生物増殖効果の把握について 

 ◆経済効果まで算出はしないのか。 ○来年度以降で具体的な経済効果を検討する（水産庁）。 

 ４-①．リスキニング手法の開発について  

1 
◆成長率の評価について、斃死してしまった個体に関しても、例えば「途中まで成長してその後

斃死した」等の評価も検討していただきたい。斃死が多いならその原因を明らかにしたい。 

○斃死した断片は初期斃死が多い。斃死断片の評価は今後検討する。 

2 ◆生残・成長・斃死の要因を明らかにして、確立した移植方法を沖ノ鳥島で実証すると良い。 ○検討する。 

3 
■すぐには難しいだろうが、間隔・想定面積・メンテナンスの要否等の条件別に、コスト試算でき

ないか。 

○検討する。 

4 
■リスキングの目指すところは、1m 四方をいかに安くかつ早く埋めるかが目標であり、それに直

結するような評価方法が事業としての最終的な評価とすべきだろう。 

○最終的な評価方法として、成長効率だけでなくコストも踏まえて評価したい。 

 ４-②．高温耐性を持つサンゴ種苗生産技術について  

 特になし  
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表-Ⅳ.8.3 令和２年度 第２回検討委員会の主な指摘事項と対応（1/3） 

主な質疑と意見   ■質問、◆コメント 意見等に対する対応 

１．第１回委員会での主な質疑と対応、実証スケジュールの確認について 

特に意見なし。 

２-①．幼生収集装置の高度化について

1 

■バンドル数の補足結果は動画を静止画変換してカウントしているが、動画であれば「密度×速度」で単

位時間当たりのバンドル数が分かると思うが、今後検討してはどうか。 

〇バンドルがホースから出たとたんバンドルが大きく動き、捉えきれないため、個別にバンドルを追跡する

ことは困難であった。他方で、ホースは半透明でバンドル通過が確認できるため、ホースの外側にカメラを

取り付けることで、バンドル通過量の定量評価ができる可能性はある。今後、検討する。 

２-②．海域実証による面的拡散特性の把握について

1 

◆着底した 7 割が天然サンゴだと、本実証の結果が大きく変わる。今後実証する上での基準を再検討する

必要もでてくるかもしれない。

〇2018～2020 年の実証における着底率を見ていくと、2018 年でも 8.6％であることから、本年度の７割が

天然由来だという結果を直ちに適用するのは早計と考えている。現時点では着底率 10％を目指せる技

術なのではないかと考えている。 

2 

◆DNA 解析数が少なくて、そのまま算定はできないが、連続移動式試験の平均着底数「294 個/㎡」のうち

放流によるものは「90 個/㎡」程度となる（約 200 個/㎡が天然由来と想定）。同様のことを断続移動式で

考えれば「300 個/㎡」以上となり、断続移動式の方が有効ということになる。

〇着底率でみると、断続移動式が 9.2％、連続移動式が 5.9％と断続移動式が高効率だが、連続移動式で

はダイバーが装置と並行して泳いでいるため、幼生が想定以上に試験区より外側へ拡散してしまったの

だと考える。次年度広い範囲（各 0.5ha）で連続移動式を実証すれば、ダイバーによる流れの影響を小さ

くすることができると思われる。次年度の実証で両放流法の結果を確認したいと考えている。また、次年

度はコントロールを 10 ヶ所設置する予定なので、天然加入量を精度よく把握できると考えている。DNA

解析も出来る範囲で実施したい。 

3 

■基盤に着底したサンゴが親まで成長することを考えて、着底密度の目標を設定していると思うが、事業

化することを考えると連続移動式と断続移動式で、どちらが現実に則していると考えているか。本実証事

業で幼生供給基地を作ることを重視するならば、断続移動式が適しているのではないかと感じた。 

◆広範囲に幼生を拡散するという点では連続移動式が適していると考えるが、評価が難しいだろう。

〇例えば多数の基盤を敷き詰めて満遍なく着底させたい場合は連続移動式を、基盤が集まる地点を数カ

所作る場合は断続移動式が適していると考えている。また、事業を実施するのが専門家か漁業者かで

も異なる。漁業者単独では連続移動式の活用は難しいと考えられるため、ケースバイケースで提案した

い。 

4 

■（DNA 解析の結果）3 割だけが放流由来の着底であるという結果のサンプル（20 検体程度）は、どこから

採取したのか。密度が高い試験基盤から採取していれば結果が大きく変わるだろう。

◆また、着底数のコンター図を見ると密度に偏りが大きいので、天然加入よりも人為的な放流の方が効い

ているように見える。

〇連続移動式放流の着底検体から採取した。検体採取には労力が掛かるが、解析自体は 100 検体程度

までなら問題なくできる。今回の検体採取は満遍なく１基盤（着床具）から１検体採取したが、密度の高

低は把握していないため、今後の課題としたい。 

〇密度分布は水深が大きく影響しているだろう。天然加入も人為的な放流も浅所に着底したと考えてい

る。 

5 
■連続移動式と断続移動式の違いの一つは放流時に水平方向への速度を持つか持たないかである。連

続移動式の移動速度はどの程度か。

〇人が船のウィンチを利用して引いているため、速度にばらつきがあり、今年度の水平方向移動速度は詳

細には計算していない。今後の課題としたい。 

6 

■次年度計画において、候補地としている U1 では西向き 2.6cm/s の定常流があるようだが、連続移動式

の移動方向を、西向きの定常流の影響を検討しやすいよう変更してはどうか（例えば流向に対し 90 度と

なるように）。

〇試験区画の岸沖 50ｍ方向、沿岸 100ｍ方向のどちらを軸に移動させても流向に対して、45 度に近くなる

ので違いはないかもしれないが、定常流の影響について検討する。 
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表-Ⅳ.8.4 令和２年度 第２回検討委員会の主な指摘事項と対応（2/3） 

 主な質疑と意見   ■質問、◆コメント 意見等に対する対応 

 ２-③．基盤の設計と試作について 

1 
◆設置基盤にウミウチワが着いたとのことだが、ウミウチワはサンゴの成育に悪影響があると言われてい

るので、除去すると良い。 

〇ウミウチワの除去について今後検討する。 

2 

◆基盤に藻類が繁茂するということなので、最初の１年はシェードを取り付けてはどうか。サンゴも小さいう

ちは暗所が適しており、大きくなると褐虫藻のクレードがＣに変化して明るい環境を好むようになる。排

気口のダクトのような水通しが良い形状が適しているだろう。 

〇今後の検討課題としたい。 

3 

◆基盤への生物の付着について、長期的に基盤の安定性に影響する可能性もあるから、基盤のメンテナ

ンス方法まで検討しておくべきだろう。またサンゴが多く着底・成長した場合の揚圧力も効いてくる可能

性がある。 

〇メンテナンスフリーが理想だが、今後のモニタリングを通して、メンテナンスの必要性も検討していきた

い。サンゴの成長に伴う目詰まりや揚圧力の発生にも注意しつつ、モニタリングを実施していく。 

 ２-④．面的拡散シミュレーションについて 

1 
◆平均流速に対しては風速が影響する。１日平均でなく、１時間単位くらいで計測することが望ましいと考

える。 

〇風の計測ついては今後考慮するようにしたい。 

2 
■二項分類は着底が見られたか否かだけで評価しているのか。それだと着底量の多寡についての情報が

含まれないので、着底密度を段階分けしての評価をしてはどうかと考える。 

〇底が見られたか否かだけで評価しており、着底密度の段階分けによる評価は、今後の課題としたい。 

3 ◆粒子の沈降速度を流れ場の関数や乱流の関数として実施すれば再現性が上昇すると思われる。 〇今後の検討課題としたい。 

4 

◆次年度検証項目について、沖縄海域の過去 10 年間について検討するとある。寿命が長い生物の場合

は卓越年級群に支えられていることがある。サンゴの場合過去 10 年というのが妥当なのか検討いただ

きたい。 

〇10 年間の検討期間に明確な根拠はないが、十分な情報が得られる期間と考えている。10 年間をみてお

けば、より高い確率で直接放流による着底が見込まれる場所を選定できる可能性が高まると考えてい

る。 

５ 
■JCOPE データと礁外 ADCP 流速観測結果との比較において、比較している水深層が異なる。再現性検

証という意味では深度を合わせた方が良いのではないか？ 

〇沖ノ鳥島礁内に影響するのは礁外表層の流れなので、ここではあえて JCOPE の表層流速と比較した。

今後、JCOPE と ADCP の深度を合せて流速の比較を行う。 

６ 

■2007 年と 2013 年で観測値が随分と異なるようだが、数値計算をどちらに合わせるかで結果が変ると思

われる。そもそもどのパラメータをチューニングしているのか？チューニングする要素がないように思え

るが、海底摩擦か？ 

〇主なものとして海底摩擦を大きくしている。そのため文献で報告されている値よりも大きなものになって

いる可能性がある。次年度業務において、新たに流況データを収集し、再現検証を実施し、適切なパラ

メータ値を設定する。 

７ 
◆2007 年は波も高いので、風が強く吹送流の影響があったのではないか。であれば、吹送流を考慮しなく

てはならない。パラメータのチューニングの妥当性を良く見ていただきたい。 

〇風についてはセップで計測されたデータを活用しているが、風による計算結果の違いは大きくはなかっ

た。次年度業務で実施する再現検証において、吹送流の影響を改めて確認する。 

８ 
◆今回計算した高精細な流動モデルによる計算結果についても礁外における ADCP 流速観測結果と比較

すると良い。 

〇次年度業務において比較する。 

９ 
◆礁外の流況変動の要因が分かっていて予測できるような事象なのか考察すると良い。 〇礁外の流況変動は空間スケールの大きな現象に起因するため、その変動要因は複雑であるが、次年

度業務では研究論文等を調べることで要因解明に努める。 

 ２-⑤．海域特性の把握による面的保全・回復海域の選定について  

 特に意見なし。 － 

 

  



Ⅳ-8-5 

表-Ⅳ.8.5 令和２年度 第２回検討委員会の主な指摘事項と対応（3/3） 

主な質疑と意見   ■質問、◆コメント 意見等に対する対応 

３-①．サンゴ被度計測技術の高度化について

1 ■AI による分類の精度が良さそうだが、これはピクセル毎に判断しているということか。 〇サンゴの輪郭と内部の模様・形状を学習して判断している。 

2 

■サンゴか非サンゴかだけを判断したい場合は、2 分類の場合と 5 もしくは 6 分類の場合で、2 分類の方が

精度は上がりそうか。個別のサンゴ種かそうでないか、という判別を繰り返すことで精度向上に繋がる可

能性はあるか。

〇サンゴか、サンゴでないかの 2 分類の方が高精度になる。また、個別のサンゴ種かそうでないかの判別

が精度向上になる可能性があるが、個別のサンゴの特徴を学習できれば、それぞれのサンゴの種の分

類が可能となる。 

４-①．リスキニング手法の開発について

1 

◆リスキニングの評価方法について、一定量のドナーサンゴからどれだけの面積をリスキニングできるか、

といった視点を検討してはどうか。「ドナーサンゴ量を少なく、早く、安く、広く」がこの手法の目指すところだ

と考える。 

〇検討する。 

４-②．高温耐性を持つサンゴ種苗生産技術について

１ 
■高耐性の塩基配列と低耐性の塩基配列が制限酵素で切れる・切れないの違いがあれば完全に識別で

きるがどうか。 

〇確認する。 

２ 

◆掛け合せ実験の結果が高温耐性として明確に出ていない要因が、遺伝子そのものでなく、メチル化など

が関わっている場合は複雑になる。高耐性の SNP をみると C・G の塩基が入っていないので、例えば C が

メチル化して周辺遺伝子の発現に関わっている可能性まで考慮する必要があるかもしれない。ある塩基配

列のメチル化が 100k ベース（100,000 塩基）離れた遺伝子の発現に関わることも多々あるので、周辺の広

い範囲で遺伝子を確認すると良い。 

◆高温暴露試験の時期について。親世代が受けた高温暴露によりメチル化（解除）が起こり遺伝子発現を

引き起こし、子世代に引き継がれたことも考えられる。高温暴露試験の時期も遺伝子の発現する・しないに

影響する可能性すらあるため、注意する。 

〇対象塩基や離れた塩基のメチル化の影響まで調査すると、時間的・予算的に非常に大きくなると予測さ

れるため、本事業で調べることは難しい。 




