
該当箇所 御意見 見解案

1 全般

　一般的なガイドラインの目的は、多くの人が誤解
することがないよう、標準的な方法を示すことでは
ないかと考えています。本ガイドラインでは、沖縄
沿岸域に存在する流れの特性を踏まえた流況シミュ
レーションを実施する上での方策を示すという観点
から、具体的に記載されていると思いますが、多く
の箇所で限定的な記載もみられており、このガイド
ラインに示されている方法以外では、環境影響評価
の流況シミュレーションが実施できないかのような
印象を与えかねません。そのような誤解が生じない
ように、検討方法も多様であること踏まえたガイド
ラインとなっている必要があると思います。

　ご意見を踏まえ記載を修正いたします。

　当該ガイドラインは、沖縄県沿岸域の流れの特性を踏まえた流況シミュレーションの実施手法の基本的な
考え方を示したものであり、当該ガイドラインに示す方法以外の方法においても流況シミュレーションは実
施可能であると考えます。また、当該ガイドラインに示す流況シミュレーションの手法を義務付ける意図も
ございません。
　以上のことがより明確となるよう、第１章をはじめ必要な箇所について以下のとおり修正いたします。

○該当箇所：P.1　第１章「1.1 ガイドラインの目的」
・修正前：「本ガイドラインは、～、沖縄県沿岸域に存在する流れの特性を踏まえた流況シミュレーション
を実施するための方策を示すものである。」
・修正後：「本ガイドラインは、～、沖縄県沿岸域に存在する流れの特性を踏まえた流況シミュレーション
を実施するための基本的な考え方を示すものである。」

○該当箇所：全般（表「～において考慮する事項（の一覧）」）の題名
・修正前：「～において考慮する事項（の一覧）」
・修正後：「～において考慮する事例」

2 P.1

　「流況シミュレーションの実施計画の策定」で述
べているように、対象とする流れ成分を選定してか
ら、現地調査計画を立案することを踏まえるとP.１
【解説】７行目で、「精度を高めるためには、上述
の沖縄沿岸域に存在する流れを考慮した流況シミュ
レーションを実施することが必要である。」と記述
は第２章で示したもの全てを考慮する必要があるか
のような印象となる。

　ご指摘を踏まえ以下のとおり記載を修正いたします。

　第２章では、沖縄県沿岸域に存在する流れについて解説したものであり、沖縄県沿岸域において流況シ
ミュレーションを精度よく実施するに当たっては、基本的には第２章で解説する流れ成分を考慮した上で、
沿岸域開発事業の内容、地形等を鑑み、事業者の判断により、再現・予測対象とする流れ成分を選定するも
のと考えております。
　以上のことがより明確に把握できるよう以下のとおり修正いたします。
　
○該当箇所：P.1　1.1 ガイドラインの目的
・修正前：「～、上述の沖縄沿岸域に存在する流れを考慮した流況シミュレーションを実施することが必要
である。」
・修正後：「～、このような沖縄県沿岸域の流れを考慮した上で、流況シミュレーションの実施方針を決定
することが必要である。」

3 全般
　既往研究を例示するのであれば、参考となる文献
も合わせて示す必要がある。

　既往研究を例示している箇所については、ガイドラインの参考資料で示すこととします。

4
P.10
実施方針の設定

　ガイドラインの目的で、方策を示すとあるが、
4.1では、流れの観測方法が併記されており、いか
にして流れ成分や駆動力の要因の選定を行うのかが
示されていない。ガイドラインであれば、重要なポ
イントとなるため、選定方法を分かりやすく、具体
的に記載して欲しい。

　沖縄県沿岸域では、第２章で解説する流れ成分により流況は構成されており、精度よく予測するために
は、これら流れ成分の全てを再現・予測対象とすることが望ましいと考えております。
　しかしながら、沿岸域開発事業の内容によっては、対象沿岸域の流況に及ぼす影響の程度が小さい流れ成
分があることも考えられ、その選定は事業者の判断によりなされるものと考えております。

5
P.10
現地調査計画の立案

　調査方針が書かれているが、表4.1(1)～(3)も含
めて、すべてが調査対象である印象がある。ガイド
ラインの利用者の視点でみれば、前段で断り書きを
明記するか、断定的な表現は避けるべきであると考
えます。
　例えば、P.11調査期間、観測地点、観測層や
P.12の表4.1(1)に示される内容について、事業者
の実行可能範囲を超えるケースも想定されることか
ら、具体的な観測例やその後の解析事例を示すなど
して、このように調査を行うと、このようなデータ
が得られ、このような解析ができることが示されな
いと利用側の理解が得にくいと考えます。

　ご意見を踏まえ記載を修正いたします。

　表4.1（１）については、表の題名を「～事項」を「～事例」とします。表4.１（２）については、題名
において、「～設定例」としていることから、原文のままといたします。また、表4.1(3)については、題名
を「～の設定方針例」といたします。
　併せて、第１章についても以下のとおり修正いたします。

○該当箇所：P.1　第１章「1.1 ガイドラインの目的」
・修正前：「本ガイドラインは、～、沖縄県沿岸域に存在する流れの特性を踏まえた流況シミュレーション
を実施するための方策を示すものである。」
・修正後：「本ガイドラインは、～、沖縄県沿岸域に存在する流れの特性を踏まえた流況シミュレーション
を実施するための基本的な考え方を示すものである。」

　また、具体的な観測例及び解析事例については、ガイドラインの参考資料において示すことといたしま
す。
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6
P.21
16行目

　表4.2(2)の③④は、困難であるように感じます
が、感度分析で精緻に分離した実例は示せるので
しょうか。

　ご意見を踏まえ記載を修正いたします。

　流況の再現・予測シミュレーションの精度を向上させるためには、試行計算により感度分析を行い、流れ
成分の分離を行う必要があると考えております。
　ただし、流れ成分の分離を厳密に行うことは困難であると考えられます。また、感度計算による流れ成分
の分離については、P.40 表4.4(3)②にも記載しているので、表4.2(2)から削除しました。

○該当箇所：表4.2.(2)
③「平均流の成分解析について」を削除　P.39 表4.4(3)②に記載
感度分析の計算結果例については、ガイドラインの参考資料－８図５．６、参考資料－９図５．７において
示すことといたします。

7 P.22 ９行目以降～P.25

　流況シミュレーションモデル設定での記載内容
は、計算手法として多領域結合計算法が前提とされ
ているが、他のモデルもあるので、特定の手法を前
提とした限定的な記載は避けるべきである。

　ご意見を踏まえ記載を修正いたします。

　流況シミュレーションの計算範囲は海流等の影響を考慮することができるよう広く設定することが望まし
いと考えており、そのためには広域を効率的に計算することができる多段階領域結合計算法が採用されると
考えております。
　ただし、沿岸域開発事業の内容によっては、計算範囲を広く設定する必要がないと、事業者において判断
される場合もあり得ると考えております。
　以上のことがより明確に把握できるよう記載を修正いたします。
○追加内容P27下から2行目
　※広範囲を対象とするシミュレーションとして他の手法を採用しているモデルもある。本ガイドラインで
は、手法の一つとして多段階領域結合計算法を挙げる。

8 P.22 ９行目以降～P.25

　「海流等の影響を考慮するために」、「外洋の海
流等が計算範囲に含まれ」等の表現があるが、「対
象沿岸域において、再現・予測対象とする流れ成分
を選定」で「海流」を含むことが前提として記載さ
れている。しかしながら、ガイドラインが対象とし
ている沿岸域開発事業に係る環境影響評価におい
て、黒潮の流路までを必ず含める必要があるかどう
かは疑問がある。その沿岸開発事業の位置や規模に
加えて、事業を実施する海域における過去の観測で
黒潮の影響と思われる現象が把握されているかどう
かで判断する必要があると考えられる。

　ご意見を踏まえ記載を修正いたします。

　沖縄県沿岸域の流況は、海流等の影響が及ぼされていることが多く、流況シミュレーションの計算範囲は
海流等の影響を考慮することができるよう広く設定することが望ましいと考えております。
　ただし、沿岸域開発事業の内容によっては、海流の影響の程度が小さく、計算範囲を広く設定する必要が
ないと、事業者において判断されることはあり得ると考えております。
　以上のことがより明確に把握可能となるよう記載を修正いたします。
○修正箇所
・修正後P27：海流等の影響を考慮する場合、海流等の影響を考慮しない場合として記述を修正しておりま
す。

9
P.23
図4.3(2)

　国内の環境影響評価書でこのような広い領域を
扱っているものはないように思われる。沿岸域で計
画される事業の影響を評価する場合、対象沿岸域の
範囲は、事業の影響が計算の境界に及ばない程度に
十分に広く設定する必要はあるが、そのように設定
された計算範囲で、水位、流速、水温、塩分等の境
界条件が適切に設定できるならば、十分な計算範囲
と言えるのではないでしょうか。
　また、図4.3(2)の計算範囲を設定するならば、
JCOPE2は基本的に境界条件として利用すべきであ
り、JCOPE2の計算内容を再現するような広さにま
で流況シミュレーションを実施する必要はないと考
えられる。

　ご意見を踏まえ記載を修正いたします。

　沖縄県沿岸域の流況は、海流等の影響が及ぼされていることが多く、流況シミュレーションの計算範囲は
海流等の影響を考慮することができるよう広く設定することが望ましいと考えております。ただし、沿岸域
開発事業の内容によっては、海流の影響の程度が小さく、計算範囲を広く設定する必要がないと、事業者に
おいて判断される場合もあり得ると考えております。
　以上のことがより明確に把握できるよう記載を修正いたします。
　
○追加箇所P27
・計算範囲を外洋までの広範囲に設定する（黒潮等の海流が含まれるように設定することが望ましい。）

10
P.28
表4.3(3)

　他の表も同じですが、「考慮する事項の一覧」と
なっているものが、あくまでも例示であるのか、こ
の記載に限定されるのかという区別がつかない。

　ご意見を踏まえ記載を修正いたします。

　当該ガイドラインの「考慮する事項」の表に記載する内容は、事例として取り扱うことが適切であると考
えられますので、以下のとおり修正いたします。
○P.33　表4.3(3)
・修正前：「～において考慮する事項（の一覧）」
・修正後：「～において考慮する事例」
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11
P.38
18行目

　対象期間（季節）の設定に関して、予測対象時期
の標準的な設定方法の考え方とその例を示す必要が
あると考えられる。

　予測対象時期は、使用者側が設定するものと考えております。設定例として、代表的な気象攪乱時や出水
時といった設定があります。（P.44 表4.5）

12
P.39
表4.5

　潮汐成分において、主要７分潮とありますが、一
般的な理解として主要な分潮は４分潮（Ｋ１、Ｏ
１、Ｓ２、Ｍ２）ではないでしょうか。また、これ
ら以外の分潮を考慮する理由について解説頂きた
い。

　ご意見を踏まえ記載を修正いたします。

　流況シミュレーションの精度を向上させるためには、より多くの分潮を考慮することが望ましいと考えて
おり、その例示として７分潮としております。
　ただし、ご指摘にあるとおり、主要な分潮は４分潮（Ｋ１、Ｏ１、Ｓ２、Ｍ２）と理解されることも考え
られますので、以下のとおり修正し、一般的と考えられる内容について追記しています。

○該当箇所　表4.5
・修正前P39：「主要７分潮等」
・修正後P44：「主要４分潮或いは７分潮」
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P.40
16行目以降

　本ガイドラインでは、大潮～小潮の潮汐の非定常
な場を前提してまとめられている。この非定常な流
動場を予測対象期間とした場合、沿岸域開発事業に
伴う流れへの影響は、影響が大きい時期や小さい時
期が含まれる。このように時間変化する影響をもと
に、どのようにして現況地形と地形改変後の地形で
有意な差があると見るのか、見ないのか、その評価
に係る標準的な方法とその例を示す必要がある。

　沿岸域開発事業に伴う流況の変化については、水位、流向、流速、水温、塩分等の差により評価するもの
と考えられますが、その基本的な考え方をP.45 ４.５(2)「沿岸域開発事業等による流況の変化についての
評価」に示したところであり、評価手法については、当該記載を踏まえ、事業者において判断されるものと
考えております。
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P.41
不確実性

　この記載は、前提であり、第１章に記載すべき内
容と考えます。

　ご指摘のとおり、不確実性があることは、流況シミュレーションの前提でありますが、当該ガイドライン
は、沖縄県沿岸域における流況シミュレーションの再現・予測の精度を高め、不確実性を小さくすることを
目標としております。そのため、不確実性があることについては、第１章ではなく、あえて第５章（P．
46）において言及することとしております。
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P.1　1.1 ガイドラインの目的
　本ガイドラインは、沖縄県沿岸
域で実施される埋立てをはじめと
した開発事業に係る環境影響評価
を行うにあたって、沖縄県沿岸域
に存在する流れの特性を踏まえた
流況シミュレーションを実施する
ための方策を示すものである。

　ガイドライン記載の内容から、定義が曖昧な箇所
が多く、事業者の実行可能な範囲を超えている記載
もあることから、「シミュレーションを実施するた
めの基本的な方策を示すもの」と修文されたい。

　ご意見を踏まえ記載を修正いたします。

　当該ガイドラインでは、沖縄県沿岸域の流れの特性を踏まえた流況シミュレーションの実施手法の一つを
示したものであります。そのため、第３章において、「３．２ 流況シミュレーションの基本的な手順」とし
ているところです。よって、その位置付けがより明確となるよう、以下のとおり修正いたします。

○該当箇所：P.1　第１章「1.1 ガイドラインの目的」
・修正前：「本ガイドラインは、～、沖縄県沿岸域に存在する流れの特性を踏まえた流況シミュレーション
を実施するための方策を示すものである。」
・修正後：「本ガイドラインは、～、沖縄県沿岸域に存在する流れの特性を踏まえた流況シミュレーション
を実施するための基本的な考え方を示すものである。」
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P.8　3.2 流況シミュレーション
の基本的な手順　図3.2

　対象沿岸域の設定後は、気象情報の収集（既往文
献調査等）を行い、要因等を分析した上でⅠ 流況シ
ミュレーションの実施計画の策定とすべきではない
か。
　また、流況シミュレーションと現地調査が同じガ
イドラインに盛り込まれることは一般的なのか。事
業実施の計画上、非常に時間がかかってしまうこと
が懸念される。

　ご意見を踏まえ記載を修正いたします。
　なお、シミュレーションの精度向上には、現地調査はかかせないものと考えます。第一章に記載したよう
に、本ガイドラインは基本的な考え方を示すもので、現地調査の実施については事業者において判断される
ものと考えております。

　○当該箇所　P12　図３．２
　　気象情報の収集を対象沿岸域の設定後に修正しております。
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P.11　2)調査時期　3)観測期間
の記載について
　２）・・・台風や低気圧等の気
象擾乱が通過する時期も調査時期
に追加する。
　３）・・・１ヶ月程度の観測期
間を設定する。

　観測期間中に必ずしも高波浪の台風等の気象擾乱
が記録できるものではない。むしろ過去の擾乱時の
データから必要な予測を行うべきと考えられるた
め、記載を改められたい。

　沖縄県沿岸域で流況シミュレーションを精度良く行う上では、気象擾乱時の流況、水位、波浪、水温、塩
分、河川流量等の一体的な調査結果を得て、その調査結果の再現を目標とすることが望ましいと考えており
ます。
　気象擾乱時の統一的な既往調査結果が存在する場合には、当該調査結果を用いることが可能であると考え
ておりますが、当該ガイドラインでは、これら一体的な既往調査結果が存在しない場合を想定した記述と
なっております。（P.15）
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P.11　表4.1(1)に現地調査計画
の立案において考慮する「事項」
をまとめる。
P.12　表4.1(1)表題について
　現地調査計画の立案について考
慮する「事項」

　表中の記載が、・・・実施する。・・・広く設定
する。・・・十分に留意する。・・・挙げられ
る。・・・考えられる。・・・することが出来る。
等　ガイドラインの事項としては統一性がなく曖昧
な表現となっていることから、「事項」ではなく、
事例とされたい。以下他の表題も事例とされたい。

　ご意見を踏まえ記載を修正いたします。

○該当箇所：ガイドライン全般
・修正前：「～において考慮する事項（の一覧）」
・修正後：「～において考慮する事例」

19

P.12　表4.1(1)　⑤について
　対象沿岸域での流況シミュレー
ションの精度を高めるには、沖側
における・・・

　対象沿岸域の沖側の定義を具体的にご教授頂きた
い。

　ご意見を踏まえ当該記述を全体を修正しております。
○当該箇所P1６　表４．１（１）⑤
・修正後：「礁外からの入射波浪が礁内の波浪や流動に影響するため、礁内のみを対象とするシミュレー
ションであっても、礁内だけでなく礁外においても波浪観測を行い、シミュレーションの計算結果の妥当性
を確認することが望ましい。」

20
P.12　表4.1(1)　⑥⑦について

　本ガイドライン上の「対象沿岸域の沖側」と「外
洋」の使い分けが不明だが、外洋における流況観測
は必要に応じて実施する項目であるため、表現を工
夫頂きたい。

　ご意見を踏まえ記載を修正いたします。
　P12今回記載について切り離し装置を使用するかどうかは、直接ダイバーが作業できるかどうかを元に記
載しておりますので、⑥⑦外洋の記載を削除し、記載内容を修正しております。

○該当箇所：表４．１（１）
・修正前P12：表4.1(1)「現地調査計画の立案において考慮する事項」⑥「外洋」⑦「外洋における～並行
して行う」
・修正後P16：表4.1(1)「現地調査計画の立案において考慮する事例」⑥「水深10m以上でダイバーが潜
れない水深帯」⑦「並行して行うことも有用である。」

21
P.1２　表4.1(1)　⑯について
　下層において水温が急変する現
象

　どのような現象か具体的に示されたい。また、一
般的な現象であれば考慮すべきであるが、レアの
ケースの場合は、そのようなケースがある場合との
記載が適当であると考える。

　ご意見を踏まえ記載を修正いたします。また当該ガイドラインの参考資料－４において那覇港での観測事
例を示します。
　
○該当箇所：表4.1(1)⑯「水温鉛直分布の観測について」
・修正前P12：「下層において水温が急変する現象（例えば、数分から数10 分で水温が数℃昇降する）の
要因は、～」
・修正後P17：「外洋からの海水の移動と、内部波、内部潮汐等により、下層において水温が急変する現象
（例えば、数分から潮汐周期で水温が数℃昇降する）がしばしば起こる。その現象の有無の確認や要因分析
のために係留式による水温鉛直分布の連続観測（15日～1か月程度）を行うことが望ましい。」

22
P.12　表4.1(1)　⑰について
　記載全般

　係留計のイメージが不明なため、具体的に示され
たい。

　ご意見を踏まえ記載を修正いたします。
　また、当該ガイドラインの参考資料－３において示すことといたします。

○該当箇所　P17表４．１（１）⑰
「・・連続観測するために水温係留系を設置する際には、」

23
P.12　表4.1(1)　⑰について
　塩分測器の維持管理について

　全ての沿岸域で統一的に１～２週間に１回の頻度
で清掃等のメンテナンスが必要とは考えにくいこと
から、必要に応じてメンテナンス等の記載に改めら
れたい。

　ご意見を踏まえ以下のとおり記載を修正いたします。

○該当箇所：表４．１（１）⑱
・修正前P13：「塩分の時系列の測定にあたっては、測定機器への生物付着に注意する。沖縄県沿岸域で
は、１～２週間程度に1回以上の頻度でセンサーの清掃等のメンテナンスを行い、特に、夏季はメンテナン
スの間隔を短くすることが考えられる。」
・修正後P17：「塩分の時系列の測定にあたっては、測定機器への生物付着に注意し、必要に応じて、セン
サーの清掃等のメンテナンスを行う（例えば、１～２週間以程度に１回以上の頻度）。特に、水質があまり
良くない海域や生物活動が活発になる夏季はメンテナンスの間隔を短くすることが望ましい。」
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P.12　表4.1(1)　⑳について
　海洋風の観測について　記載内
容

　対象沿岸域近傍の複数地点とはどのような定義
か、陸or海、また、海上風に適するデータがない場
合は、対象沿岸域の海上風を現地で観測する。とあ
るが、上述と矛盾している記載と考える。よって、
内容について具体的に示されたい。加えて、海上で
観測できない場合を想定した記載も追加されたい。

　ご意見を踏まえ以下のとおり当該記載全体を修正いたします。

○該当箇所：表４．１（１）⑳
修正後P１８：
「対象沿岸域における海上風（特に、陸地に近い海域の風向・風速）の推定精度を高めるため、対象沿岸域
周辺における気象 風観測所の風データを収集する。観測所は、流況シミュレーションに入力する海上風とし
て適すると考えられる地点を選定する。（ある程度内陸に位置する観測所のデータは、海上風に比べて風速
がやや小さくなる傾向にあることに注意する必要がある。）なお複数地点のデータが得られる場合、空間補
間によって海上風の分布を考慮できる。海域近傍に観測所が無く、海上風に適するデータがない場合、対象
沿岸域の海上風を現地で観測することも手段の一つとなる。海上風の観測結果は、流況シミュレーションに
直接利用することができる。」

25 P.15　表4.1(3)　波浪について
　波高の上手側で波浪を観測する場合、加えて、陸
地や構造物からの反射波の影響を受けにくい位置が
望ましいと考えられる。

　 ご意見を踏まえ以下のとおり記載を修正いたします。
○当該箇所：表４．１（３）　波浪
修正前P15：「（例えば、20～30m以深の位置に観測地点を設ける。）。」
修正後P20：「（例えば、超音波式波高計の場合は水深20～30ｍ地点に、水圧式波高計の場合は１０数ｍ
程度の水深帯に観測点を設ける）。また、周辺地形による波の遮蔽の影響を回避する。」

26

P.18　表4.2　現地調査結果の解
析
　本節では、現地調査結果の解析
にあたっての実施方針について解
説する。

　本節では、現地調査結果の解析にあたっての基本
的な実施方針について解説する。
（各ケースの特性を踏まえて実施方針を設定する必
要があることから記載を工夫されたい。）

　ご意見を踏まえ記載を修正いたします。

○該当箇所：4.2現地調査結果の解析
・修正前P18：「本節では、現地調査結果の解析にあたっての実施方針について解説する。」
・修正後P23：「本節では、現地調査結果の解析にあたっての基本的な考え方について解説する」

27

P.18　表4.2(1)に、流況の要因
分析において考慮する事項をまと
める。
P.19　表4.2(2)表題について
　流況の要因分析において考慮す
る事項の一覧

　要因分析は各ケースの特性を踏まえて分析する必
要があることから、一覧ではなく事例とされたい。
P.21表4.2(2)、P.25表４.3(1)、P.28表4.3(3)、
P.30表4.3(4)、P.32表4.4(1)、P.35表4.4(3)、
P.37表4.4(4)も同様

　ご意見を踏まえ記載を修正いたします。
○該当箇所：P.24 表4.2(１)、P.26 表4.2(2)、P.30 表４.3(1)、P.33 表4.3(３)、P.34 表4.3(4)、
P.37 表4.4(1)、P.40 表4.4(3)、P.42 表4.4(4)
・修正前：「～において考慮する事項の一覧」
・修正後：「～において考慮する事例」

28

P.19　⑧河川流量の推定につい
て
　また、既往の調査資料を参考に
河川流量を設定することも考えら
れる。

　河川流量を設定できる既往の調査資料を具体的に
明示されたい。

　ご意見を踏まえ記載を修正いたします。
　当該記載は、行政機関等により河川流量調査されている場合を想定した記載となっており、具体的な調査
資料について言及したものではございません。

○該当箇所：表４．２（１）⑦
修正前P１９：「また、既往の調査資料を参考に河川」
修正後P24：「また、既往の調査資料がある場合、それを参考に河川」

29 P.20　表4.2(1)⑬について

　リーフ内の波高解析について、長周期成分の変動
と区別することは重要だが、「長周期成分を含める
と波高を過小評価することになる。」という表現は
分かりにくい。
　また、「必要に応じて長周期成分の除去について
検討する。」ことについて、海浜流の形成にとって
は、平均水位を数十～数百秒周期で変動させること
になる長周期成分の振幅（波高）を把握することが
重要と考えられる。

　現在の内容は、長周期の水位変動が大きい場合についての記述となっておりますので、
　ご指摘を踏まえ記載を下記のとおり修正いたします。
○修正箇所：表４．２（１）⑫
修正後P２５：「リーフ内の波高を解析する場合、長周期の水位変動の発生状況に留意する。必要に応じて
長周期の水位変動を除去して波高を求める必要がある。」

30
P.22　4.3　流況シミュレーショ
ンモデルの設定
　1) 計算範囲の記載について

　多領域を計算範囲として設定する方法があると記
載され、P.47の多領域結合計算法についての解説が
なされているが、他の手法については記載しなくて
よいのか。

　ご指摘を踏まえ記載を修正いたします。

　沖縄県沿岸域の流況シミュレーションを行う上では、海流を考慮することが望ましいと考えており、海流
の影響を考慮し、効率的な計算を行うには多段階領域結合計算法が採用されるものと考えられます。ただ
し、多段階領域結合計算法以外の手法を妨げる意図はございません。
　また、海流の影響が軽微と考えられるような場合には、事業者の判断として、海流の影響を考慮しないと
いうこともあり得ると考えられます。
　以上を踏まえ、P22の内容を修正し、P27に記載します。
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31

P.22　外洋の海流等が計算範囲
に含まれ、潮汐境界を設定するに
あたり、潮汐振動の誤差が生じな
いように、海底の地形が複雑出な
い箇所を最大領域の開境界とす
る。

　外洋の海流等が計算範囲に含まれる場合の考え方
であるのか、最大領域の開境界設定の留意点を説明
しているのか不明確な文章であるため、表現に工夫
されたい。

ご意見を踏まえ記載を修正いたします。

計算範囲の設定を「海流等の影響を考慮する場合」と「海流等の影響を考慮しない場合」に分けておりま
す。
○修正箇所：４．３流況シミュレーションモデルの設定
・修正前：P22
・修正後：P27

32
P.25　表4.3(1)
　②の記載と③の記載ぶり

　②には水平格子間隔を小さくしすぎると、計算が
不安定になる可能性がある。
　③には水平格子間隔を小さくして、と記載されて
おり、矛盾しているので、適切な記載ぶりに改めら
れたい。

　ご指摘を踏まえて記載を修正いたします。
○修正箇所：表４．３（１）③
・修正前P25：「～必要に応じて水平格子間隔を小さくして、」
・修正後P30：「～必要に応じて計算が不安定にならない程度に水平格子間隔を小さくして、」

33
P.25　表4.3(1)
　④の記載ぶり

　海図等と水深データの水深の一致度を確認すると
あるが、一致度とはどのようなものか具体的に示し
ていただきたい。

　ご指摘を踏まえて記載内容全体を修正いたします。
○修正箇所：表４．３（１）④
・修正前P25
・修正後P30

34
P.28　表4.3(3)
　③の記載ぶり

　計算の助走期間は５日程度が考えられる。と記載
しているが、５日程度で十分と理解してよいのか。

　ご意見を踏まえ以下のとおり記載を修正いたします。

該当箇所：表4.3(3)③
修正前P28：「なお、計算の助走期間は５日程度が考えられる。」
修正後P33：「なお、計算助走期間を適切に設定することにより安定した計算が可能となる。」

35
P.28　表4.3(3)
　④の記載ぶり

　試行計算により調整を行う余地がある。と記載で
は曖昧であり、具体的に示されたい。

　ご意見を踏まえて記載内容を修正いたします。
　熱収支に影響する流れを観測で捉えることは難しく、試行計算を行うことは困難なため、記載を当該記述
を削除しております。
○修正箇所：表４．３（３）④
・修正前：P28
・修正後：P33

36
P.28　表4.3(3)
　⑤、⑧について

　既往研究が取り上げられているが、具体例を示し
既往研究の妥当性を含めて提示して頂きたい。

　ガイドライン第７章の参考文献１）２）において示すことといたします。

37
P.28　表4.3(3)
　⑦の記載ぶり

　密度勾配等に依存していない は可能性がある。
（誤謬と思われる。）
　・・・設定を行うことが適している。（係数の設
定留意点としての記載であれば、当該表現は適切で
はない。）

　ご意見を踏まえ以下のとおり記載を修正いたします。
○修正箇所：表４．３（３）⑦
修正前P28：「～依存していないは可能性がある。」、「～数値となるような設定を行うことが適してい
る。」
修正後P33：「～依存していない可能性がある。」、「～数値となるような設定を行うことも手法の一つで
ある。」

38
P.30　表4.3(4)
　②、③、④、⑤、⑥、⑧、⑨に
ついて

・記載する必要があるのか検討していただきたい。
・同類項目が複数あり、ガイドラインとして項目を
整理いただきたい。

　ご意見を踏まえて以下のとおり記載を修正いたします。
　GPVデータに関して同類項目が複数あったため、項目を整理し修正しております。
○修正箇所
・修正前P30：表４．３（４）②～⑥、⑧、⑨
・修正後P34：表４．３（４）①

39
P.30　表4.3(4)
　⑤について

　陸から海に吹く風は海上風の１．５倍以上の風速
となり・・・との記載があるが、根拠を明確に示し
ていただきたい。

　風速の程度は、海域や時期、或いは使用者の主観によって変わるものであると考えますので、この記載で
は「例えば」という記載にしております。（P34　表４．３（４）②）

40
P.28　表4.3(4)
　④、⑥について

　④では「GPVデータは、陸上観測風により補正し
た計算風が提供されており、陸上の影響も含まれ
る。」との記載があるが、⑥では「陸上地形の影響
を受けた海上風は、GPVデータでは表現できな
い。」との記載があり、一見すると矛盾しているた
め、適切な記載ぶりに改められたい。

　ご意見を踏まえて以下のとおり記載を修正いたします。
　当該記載のGPVデータは陸上の影響を考慮したデータとなっております。ただし、解像度が5kmである
ため、5km以下の陸上地形の影響は考慮できないことになります。そのため記載内容をGPVデータの解像
度を明記し修正しております。
○修正箇所
・修正前P30：表４．３（４）④⑥
・修正後P34：表４．３（４）①③
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P.33　表4.4(2)、P.37表4.4(4)
④
 潮汐成分について

　各分潮の影響を勘案すれば４つでも十分であると
考えられる。

　ご意見を踏まえ以下のとおり記載を修正いたします。
　当該表は、題名にもあるように「流況再現シミュレーションの条件設定の例」を示したものであり、流況
シミュレーションの実施にあたっては、事業者において分潮数を決定するものと考えます。

○修正箇所：表４．４（２）
・修正前P33：「～の７分潮等」
・修正後P38：「主要４分潮（～）或いは～を加えた７分潮等」
○修正箇所：表４．４（４）④
・修正前P37：「～卓越する７分潮程度～」
・修正後P42：「～卓越する主要４分潮或いは７分潮程度～」

42
P.33　表4.4(2) 波浪条件、
P.39　表4.5 波浪条件

 　P.29では、波浪計算は、1)波浪推算、2)波浪変
形計算　に分類されている。これに対応して、流況
シミュレーションの条件設定のうち波浪条件は、1)
から行う場合には対象擾乱（場の風）、2)から行う
場合には対象波浪（対象海域の沖で観測または別途
推算された、波高、周期、波向き（または方向スペ
クトル））になると考えられる。

　ご意見を踏まえ以下のとおり記載を修正いたします。
　波浪計算はご指摘どおりの分類となります。P38表４．４（２）波浪条件の設定として、例1、2にそれ
ぞれ分類して記載しております。
○修正箇所：表４．４（２）「波浪条件」
・修正前：P33
・修正後：P38

43
P.35　表4.4(3)
　①について

　記載する必要があるのか検討していただきたい。
　また、調整範囲との記載があるが具体的に示され
たい。

　ご指摘を踏まえ、記載内容を削除いたします。

○該当箇所：
・修正前：P35表４．４（３）①
・修正後：P40表４．４（３）①を削除しました
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P.35　表4.4(3)
　⑥「再現することは困難である
可能性がある」について

　水温変動は内部潮汐による周期変動を再現計算実
行において考慮するということか、不明瞭な表現が
用いられている。

　ご指摘を踏まえ、以下のとおり記載を修正いたします。
　当該記述では、水温変動の再現をどの程度まで行うかについての記載になります。ご意見を踏まえて、卓
越する周期のみに着目した検証を行うという記載を例示しました。
○該当箇所
・修正前：P35表４．４（３）⑥
・修正後：P40表４．４（３）⑤「例えば、卓越周期のみに着目した～が必要となる。」
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P.35　表4.4(3)
　⑦について

　記載されている内容（で「陸上部周辺の海上風」
や「陸上部の観測値」とあり「・・・過小評価する
可能性がある。」など）がガイドラインとして大変
曖昧であるため、適切な記載に改められたい。

ご意見を踏まえ、以下のとおり記載全体を修正いたします。
○該当箇所
修正前P35：表４．４（３）⑦
修正後P40：表４．４（３）⑥
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P.35　表4.4(3)⑨
　・・・それに起因するリーブ内
の波高の違いを確認する。

　波浪変形計算結果の検証手法はいくつかあること
から、「・・・それに起因するリーフ内の波高の違
いを確認することが望ましい。」等の表現に工夫さ
れたい。

　ご指摘を踏まえ、以下のとおり記載を修正いたします。

○該当箇所
・修正前P35：表４．４（３）⑨「～の波高の違いを確認する。」
・修正後P40：表４．４（３）⑧「～の波高の違いを確認することが望ましい。」
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P.42
　本ガイドラインは、沖縄県沿岸
域における流況の予測シミュレー
ションを行うにあたり、流況を精
度良く予測するための方（？）に
ついて示すものであるが、流況シ
ミュレーションにより得られる流
れの予測結果を利用して、海域環
境の種々の指標に関する予測を行
うことが可能となる。

　流況シミュレーションによる得られる流れの予測
結果を利用して環境影響の予測を行うがそのための
精度向上に資する基本的な考え方を示すものがガイ
ドラインの目的と考えられるため、当該その他留意
点で整理する理由は如何。
　また、シミュレーションが適用可能な指標は様々
であることから、「種々の指標の関する予測を行う
ことも可能となる。」適切な表現にすべきと考え
る。

　ご指摘を踏まえ記載を修正いたします。

　ご指摘のとおり、流況シミュレーションは環境影響を予測するために実施するものであります。
　当方としては、当該ガイドラインは沿岸域開発事業による地形変化に伴う流況の変化を予測するという前
提で記載しておりましたが、当該ガイドラインで示す基本的な考え方は、沿岸域開発事業による地形変化を
伴わない場合においても応用可能であると考えており、当該箇所ではそのことに言及しております。
　以上のことがより明確に把握できるよう記載を修正いたします。

○該当箇所：5．2 流況シミュレーションの応用
・修正前：P42
・修正後：P47



該当箇所 御意見 見解案

沖縄県沿岸域における流況シミュレーションガイドライン（案）に対する意見についての見解
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P.42　【解説】
　・・・海域の環境指標への影響
の予測に活用することが可能とな
る。

　・・・海域の環境指標への影響の予測に活用する
ことも可能となる。

　ご指摘のとおり記載を修正いたします。

○該当箇所：５．２ 流況シミュレーションの応用　【解説】
・修正前P42：「海域の環境指標への影響の予測に活用することが可能となる。」
・修正後P47：「海域の環境指標への影響の予測に活用することも可能となる。」

49 P.1

　沖縄県沿岸域で実施される埋立て等の開発事業に
伴う環境影響を適切に予測・評価するために、沖縄
県沿岸域における流況の変化を精度よく予測するた
めのガイドラインとのことですが、台風や高潮等の
異常気象や黒潮等の外洋の海流を無理に予測せずと
も、サンゴ礁地形の特性による流れ（沖縄県沿岸域
の地形特性と同じ意味）に絞った内容としたほう
が、目的に沿っていると思います。

　当方として、沖縄県沿岸域における流況シミュレーションにおいては、海流、高潮による流れ等を考慮す
ることは重要であると考えており、当該ガイドラインではそれらの項目について言及することとしておりま
す。

50 P.1

　そもそもこのガイドラインに示される方法で調査
を行い、台風や高潮等の異常気象や黒潮等の外洋の
海流を把握できたところで、シミュレーションで予
測する段階まで技術的な確立はできているのでしょ
うか、具体的な事例や引用文献を示す必要があると
考えます。

　沖縄県環境部において流況シミュレーションモデルの構築を完了し、平成2７年度内に公開を予定してお
ります。
　また、当該モデル構築における検討の過程にて、現地調査結果と当該モデルのシミュレーション結果が概
ね一致することを確認しております。

51 P.1

　本ガイドラインでは、「環境影響評価のための流
況シミュレーションを実施するための方策を示す」
とありますが、市民の目線でみると、その内容は断
定的で、調査や検討方法の記載内容を網羅しなけれ
ば環境影響評価ができないと受け取られかねないと
思っております。
　このため、p1 については「シミュレーションを
実施するための基本的な手法を示す」等の文言とし
て、「基本的な手法を示し、柔軟に対応できるガイ
ドライン」のイメージで、技術的な基礎資料として
位置づけていただけないでしょうか。
※ガイドラインとは、全体の行動に関して、守るの
が好ましいとされる規範(ルール・マナー)や目指す
べき目標などを明文化し、その行動に具体的な方向
性を与えるもの。

　他の御意見も鑑み、以下のとおり修正することといたします。

○該当箇所：P.1　第１章「1.1 ガイドラインの目的」
・修正前：「本ガイドラインは、～、沖縄県沿岸域に存在する流れの特性を踏まえた流況シミュレーション
を実施するための方策を示すものである。」
・修正後：「本ガイドラインは、～、沖縄県沿岸域に存在する流れの特性を踏まえた流況シミュレーション
を実施するための基本的な考え方を示すものである。」
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P.10

　現地調査で、台風時や外洋の流況観測など多くの
調査項目が、1 ヶ月以上の連存観測として、盛り込
まれております。このガイドラインでは、その前段
の「実施方針で設定」で事業者が調査内容を決める
こととなっておりますが、1 ヶ月間の調査結果で台
風や高潮が発生しない場合、追加の調査を行うこと
となり、予算確保のための手続きやその業務執行を
考慮すると、現実的な対応が難しいと思われます。
　ガイドラインであれば最低限実施すべき内容と、
適宜予測のための事業者が追加するべき事項を書き
分けて、計画的な業務発注が可能になるような基礎
資料として活用できるものをすべきであると考えて
おります。

　ご意見を踏まえ修正いたします。

　当該ガイドラインは、沖縄県沿岸域で流況シミュレーションを精度よく実施するための基本的な考え方を
示したものであります。ただし、事業者においては、当該ガイドラインの内容を踏まえ、事業者において実
施可能な範囲で流況シミュレーションの実施方針を決定するものと考えております。

○該当箇所：４．１流況シミュレーションの実施計画の策定
・修正前：P10～P11
・修正後：P14～P15


