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１． 序論 
環境影響評価法第四条第十項及び第十三

条の規定に基づいて環境大臣が定め公表する

基本的事項においては，事後調査は「予測の

不確実性が大きい場合」や「効果に係る知見

が不十分な環境保全措置を講ずる場合等」に

おいて実施されることとなっている．また，

これに当たらないと判断される場合において

も，事業者において監視（モニタリング）調

査を実施し，工事影響についての確認を行う

ことが一般的である．しかし，この事後調査

やモニタリング結果の評価方法については，

標準的な手法が確立されていないものと思わ

れ，詳細なマニュアル等は見当たらない．事

業者においては，監視基準を設けて，事後調

査の結果を評価していくことが，結果として

アセスの予測結果を確認するために有効な手

段となることから，今後，この評価手法の確

立は非常に重要である． 
本論文においては，以上の状況を鑑み，既

往の評価手法を整理すると共に，中城湾港泡

瀬地区公有水面埋立事業において実施した評

価手法及びその結果について紹介する．さら

に，より良い評価手法を目指すために，今後

のあり方について考察を行う． 
なお，本論文は事後調査による毎年毎年の

環境影響のチェックシステムの確立を念頭に

置いていることから，一部の大規模なプロジ

ェクトにおいて，環境大臣等の意見により，

評価後ある一定期間の後に実施される再評価

（レビュー）は対象としてない． 
 

２． 既往の評価手法 
 
２．１ マニュアル等 
基本的事項の解説1)においては，事後調査

は，アセスの予測結果と比較検討が可能な手

法を選定すべきことが示されている．事後調

査等の具体的考え方をまとめたマニュアル2)

においては，事後調査結果とアセス予測結果

との比較検討について，具体的に「著しい環

境影響がみられた」と判断する評価方法は述

べられていない．また，アセス技術のとりま

とめ3)においては，事後調査の評価に対応し

た現況調査の方法として，「事業に伴う環境影

響を把握するためには，自然変動による環境

の変化が正確に捉えられる必要がある．」とさ

れており，具体的には，「時間的に連続したデ

ータの解析から影響の有無を検出する」方法

と，「事後の影響想定区域と非影響区域の比較

から影響を解析する」方法があり，前者は事

前から事後へ連続的に調査を継続することが

困難な場合が想定されるため，後者の方法が

望ましいことが述べられている． 
また，既往の研究としては，久世ら4)が，

道路事業において事後調査結果とアセスの予

測結果の内容を比較し，予測評価の方法につ

いての考察を行っている． 
 
２．２ 既往の評価事例 
既往の評価事例として，大規模な埋立事業

での鳥類及び海域生物の事後調査結果5)～9)の

評価方法について確認した．その結果，事後

調査を評価する監視基準については，「大きな

／著しい／顕著な変化／変動がみられないこ

と」とされており，客観的・具体的なデータ

等による基準は見られなかった．また，対照 
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図-1 初期（90年代）の陸続きの埋立計画 図-2 現在の埋立計画 

 
区（非影響区域）の設定とその評価を明記す

る事例も確認されなかった．「工事との因果関

係を短期間のデータにより検討することは難

しい」7)ことから，「評価方法については委員

会の助言を得て」7)，「長期的な時間変動の中

で評価していく」8)考え方が一般的とみられ

る． 
 
３． 中城湾港泡瀬地区公有水面埋立事

業における事例 
 
３．１ 事業概要 
中城湾港泡瀬地区公有水面埋立事業は，沖

縄本島中部圏東部海岸地域の活性化を図るた

め，地元沖縄市や沖縄県において検討が重ね

られてきた事業である．市内の主要地域を米

軍基地に占められていた旧コザ市は，1974年
に旧美里村と合併し，その発展を東海岸の開

発に求めた．当初，1980年代には，図-1のよ
うに既存海岸線から陸続きで約 219ha～
340haを埋立てる計画であった．これらの案に
対し，地元市民は，主に環境上の観点からの

反対の声が強かった．そこで，地元の泡瀬復

興期成会や泡瀬ビジュル会等市民は，開発と

環境保全を両立させるため，独自に研究を進

め，自然海浜を残した人工島形式を提案した．

これを受け，最終的には，市民から提案され

た人工島形式で，かつ，埋立面積も当初より

187haと縮小して，1995年 11月に一部変更に
より中城湾港港湾計画10)に位置付けられてい

る（図-2）． 
アセスについては，当初はいわゆる閣議ア

セス，1999 年 6 月 12 日以降は環境影響評価
法に基づき，2000年 3月にアセス評価書（補
正後）11)が公表され，同 12月に公有水面埋立

承認（免許）が取得されている． 
事業の実施に当たっては，埋立てに必要な

土砂は，同港湾内で隣接地区である新港地区

の航路・泊地の浚渫土砂を有効活用すること

としており，国が 178ha，沖縄県が 9ha を埋
立てることとなっている．造成された土地は，

沖縄県及び沖縄市において基盤整備を行った

上で，海に開かれた国際交流拠点「マリンシ

ティー泡瀬」が形成される計画となっている． 
 
３．２ 評価書における事後調査の考え方 
アセスの評価書11)においては，工事の実施

に係る事後調査として，大気質，騒音，振動，

水質，植物・動物（鳥類，海藻草類，移植先

の海草藻場，クビレミドロ，サンゴ，トカゲ

ハゼ）及び比屋根湿地の汽水生物等について

の調査を実施することとしている．以降，数

値基準のない動植物についての項目（環境保

全措置として別途検討している海草移植を除

く）を本論文の対象とする．これらについて，

評価書11)においては，工事中の監視調査にお

ける具体的な評価の考え方として表-1が示さ
れている． 
また，アセスの準備書に対して県知事より，

事後調査の実施等は専門家等の指導・助言を

得るよう意見が提出されており11)，地元沖縄

市長も，環境保全に関する検討委員会の設置

と同委員会への市民参加を要望していた12)こ

とから，事業者においては，2001年 2月より
「環境監視・検討委員会」を設置している．

さらに 2003年度からは，工事が実施段階を迎
えたことから，監視調査の役割を明確化する

ため，工事監視については「環境監視委員会」

に，環境保全措置の技術的検討等については

「環境保全・創造検討委員会」において検討



表-1 評価書11)における工事中の監視調査における具体的な評価の考え方 
内容 

項目 
地点数 監視項目 監視頻度 監視基準 

鳥類 5 地点 種類，個体数 年 4 回行う
工事前の状況と比較して，生息状況

が大きく変化しないこと 

海藻草類 5 地点 
10m×10m の区域内の生息状況（被

覆状況） 
年 2 回行う

工事前の生息状況と比較して，生育

被度が大きく低下せず，健全である

こと 

クビレ 

ミドロ 

埋立（計画）地

北側の海域 
クビレミドロの分布生育状況 

2 月～6 月の

年 2 回行う

工事前の生育状況と比較して，分布，

生育状況が大きく変化しないこと 

サンゴ 3 地点 

10m×10m の区域内の被度（生サン

ゴ，死サンゴ）群体の大きさ，種

類 

年 2 回行う
工事前の状況と比較して，生育状況

が大きく低下せず，健全であること

トカゲハゼ 1 地点（生息地）個体数，概算生息面積，生息密度年 4 回行う
工事前の状況と比較して，生育状況

が大きく低下せず，健全であること

比屋根湿地

の汽水生物

等 

マングローブ林

で 5 地点，その

他水域で 2 地点

5m×5m 区画の毎木調査，その他水

域で水質，魚介類，甲殻類 
年 2 回行う

工事前の状況と比較して湿地環境が

大きく変化しないこと 

 
する体制とし，事後調査の方法や結果の評価

について専門家の指導・助言を得ながら慎重

に事業を進めてきている． 
 
３．３ 評価の考え方 
事後調査結果の評価に当たっては，評価 

書11)に記載されている監視基準（表-1 の最右
欄）に合致するかどうか，合致しない場合は

工事の影響によるものであるかどうかを評価

する必要がある．その結果，工事の影響が明

らかな，あるいは恐れがあると判断される場

合には，必要な措置を検討することとなる．

しかし，この基準は既往の事例5)～9)と同様で

あり，判断基準として曖昧な部分が多いと考

えられるため，環境監視委員会の指導・助言

に基づき，客観的かつ具体的な監視基準とし

て，以下の(1)→(2)→(3)の順に検討して，工
事影響の有無を評価することとした13)． 
(1) 事前調査結果における変動の範囲内か 
生物の生態的な特性等を勘案し，自然変動

の範囲内かどうかを考察 
(2) 周囲の環境変化によるものではないか 
工事の影響が想定されない対照区や他の

地点での監視調査結果と比較し，変化の要

因が地域的な環境変化によるものかどう

かを考察 
(3) 広域的な環境変化によるものではないか 
琉球列島，日本全域，地球規模での環境変

化を勘案し，サンゴの白化など広域的な環

境変化によるものかどうかを考察 
表-2 において以上の監視基準を項目別に

示す．この考え方に依り，2003年度より事後
調査結果を評価している． 
 
３．４ 評価結果 
監視基準による事後調査の評価に用いる

事前調査としては，2000年度から海上工事の
現地着工前の 2002年 9月まで，事後調査と同
じ手法により実施している．また，絶滅危惧

ⅠA種（環境省レッドデータブック14））トカ

ゲハゼについては，別途沖縄県が中城湾港全

体での調査15)を実施しており，泡瀬地区につ

いても 1990年及び 1995年以降のデータが入
手可能なため，この調査結果により変動範囲

を評価した． 
2003年度の事後調査結果を表-3に示す．ク

ビレミドロについては，事前の変動範囲内に

収まっていた．トカゲハゼ及び比屋根湿地の

汽水生物等については，ほぼ事前の変動範囲

内に収まっていたが，一部範囲外との調査結

果となった．この点については，後述するが，

監視基準からのわずかなずれであり，問題が

ないものと判断された．鳥類及び海藻草類に

ついては，事前の変動範囲外との結果が得ら

れ，その項目について周辺の環境変化との合

致が見られた．サンゴについては，事前の変



表-2 事後調査結果の項目別監視基準 
内容 

項目 
(1)事前調査における変動の範囲 

(2)周囲の環境変化 

（対照区との比較） 

(3)広域的な 

環境変化 

鳥類 

・総種類数 

・総個体数 

渡り鳥の渡来季である秋冬季について地点毎に比較，シ

ギ・チドリ類の種類数，個体数も補足的に確認する 

・周囲の渡り鳥の調査データ

の利用を検討する 

海藻草類 
・生育被度 

地点毎に比較，主要構成種も補足的に確認する 

・泡瀬海域に対照区 3 地点を

設定し，さらに，広域藻場

分布調査を参考とする 

クビレ 

ミドロ 

・生育面積 

・分布域（事前・事後の結果を重ね合わせ） 

参考のため，SS を調査し，監視基準 7mg/L 以下とする

・金武湾の屋慶名周辺に対照

区を設定した 

サンゴ 

・生存被度 

・種類数 

地点毎に比較，死亡被度も補足的に確認する 

・設定なし 

トカゲハゼ 
・個体数 

・生育面積 

・別途調査による湾全体のデ

ータを利用する 

比屋根湿地

の汽水生物

等 

・魚類種類数 

・甲殻類種類数 

・軟体動物種類数 

毎木調査，水質調査は湿地環境の与条件（自然変動）と

してモニタリングする 

・類似のマングローブ湿地に

おける情報の利用を検討す

る 

入手可能な他

機関の情報等

をもとに検討

する 

 
動範囲外であり，かつ，対照区が設定されて

いなかったが，琉球列島全体でサンゴの白化

が確認されていることから，広域的な環境変

化によるものと判断した． 
 
４． 評価手法のあり方について 
 
４．１ 工事影響の考え方 
これまで，既往の事例について確認した上

で，中城湾港泡瀬事業における評価の考え方

及び結果について述べてきた．本論文で示し

た監視基準に基づく評価手法は，既往事例5)

～9)と比較して，考え方が客観的かつ具体的な

ため，標準的な手法の設定において参考例に

なるものと思われる． 
しかし，工事影響の有無の評価については，

断定することが難しい部分が依然として残さ

れている．これは，たとえ調査項目において，

事前の変動範囲内，あるいは，周囲や広域的

な環境変化とも合致している場合であっても，

その範囲内において工事影響が出ている可能

性を完全には否定できないからである．換言

すれば，「工事影響が無い」との評価は，どの

ような状況においても断定することは出来な

い．この部分については，環境監視委員会に

おいても「工事影響の有無」を評価するので

はなく，「場が維持されている」「周囲と同様

の環境変化が認められる」といった評価をす

べきとの意見が出されている．今後の事後調

査の評価においては，このような考え方を採

用すべきであると考えられる． 
 
４．２ 場の変動範囲の捉え方 
既往の事例5)～9)で明確な監視基準や評価手

法が設定されていないのは，自然変動の範囲

の設定に困難さを伴うことが理由であると考

えられる．このことは，中城湾港泡瀬事業で

も同様であり，2003年度の事後調査結果の一
部において，前述したとおり，事前の変動範

囲からわずかにずれが生じているものが見ら

れた．これらについては，便宜上，変動範囲

内と同等であると見なしたが，この判断が妥

当であるのかどうか，すなわち，場の変動範

囲をどのように捉えるかが問題となる． 
中城湾港泡瀬事業においては，事前調査を

実施した約 2年半の測定結果を，そのまま場
の環境変動範囲として捉えた．しかし，対象

とする項目によっては，この事前調査期間で

は十分ではない場合も想定される．文献 3)に
おいては，海域生態系における事後調査への

留意点として，「海域の生物は，（中略）陸域

や陸水域の生態系に比べて年による変動が大



 
表-3 2003年度事後調査の評価結果 

(1)事前調査における変動の範囲 (2)周辺の環境変化（対照区との比較） (3)広域的な環境変化            区分 
項目 

事後調査結果 
事前の変動範囲 判定 対照区の状況 判定 環境変化の状況 判定 

種類数 28～36 
秋季・冬季 

25～36 
○ ―  

鳥類 
個体数 452～1,382 

秋季・冬季 
925～2,143 

× 
個体数の減少は主にムナグロの減少

による．ムナグロは本島南部の漫湖に

おいても減少 
○ 

―  

St.1 ＋ +～70 ○ ―  

St.2  20 40～65 × 

St.3 50～65 75～85 × 

St.4 45～50 60～75 × 

熱田地区の対照区においても同様の

生育被度の減少が見られる 
また，藻場分布域の縁辺部もしくは被

度が変化する境界に位置している 

○ 海藻草類 
生育被度

（％） 

St.5  

  

70 60～75 ○ ―  
分布面積（m2） 10,300 9,060～16,750 ○ 

クビレ 
ミドロ 分布域 

事前調査分布域

と概ね同様 
事前調査の分布域 ○ 

―  ―  

St.1   + + ○ 
St.2  5 +～5 ○ 

生存被度

（％） 
St.3  5 5～55 ○ 

―  ―  

St.1 5～6 6～10 × 
St.2 8～10 12～16 × 

 

出現種類数

St.3 6～7 8～14 × 
対照区なし × 

白化現象により沖縄県全体

のサンゴの生息に影響 
○ 

個体数（尾） 3  ～8 2～37 ○ 
トカゲハゼ 

生息面積（m2）  9～124 10～850 △ 
―  ―  

魚類 6～9 8～11 △ 

甲殻類  11～15 11～17 ○ St.15 
軟体動物 13～14 7～12 ○ 

魚類 15～16 10～17 ○ 

甲殻類 18～23 17～29 ○ 

比屋根湿地 
の汽水生物 
等 

種類数

St.16 

軟体動物 10～15 8～21 ○ 

―  ―  

凡例： ○＝監視基準に合致，×＝監視基準に合致しない，△＝ほぼ監視基準に合致（一部，合致しない） 



きく，また季節変化の周期がはっきりしない

ことも多い．」ことから，「事後調査にあたっ

ては長期的な視点が必要」とされている． 
一方，事業予算の新規着手は，必要性と緊

急性が非常に高いものが採択されることから，

社会的に整備が急がれるものである．そのた

め，予算採択後 5年間未着工であれば，必要
性・緊急性についての再評価が必要となるも

のであり，十分な事前調査期間を確保するた

めだけに着工を遅らせることは困難である． 
以上の点を考慮すると，中城湾港泡瀬地区

事業におけるトカゲハゼのように，事前に十

分なデータ15)が別途把握されている場合が望

ましく，そのような状況にない項目について

は，評価すべき期間と事前調査期間との関係

から，場の変動範囲について適正な修正を施

す必要があると考えられる． 
 
５．結論 
 
本論文の結論は以下の通りである． 

(1) 中城湾港泡瀬地区事業における，事前調
査の変動範囲，周囲の環境変化及び広域

の環境変化の順で検討する事後調査の評

価手法を示し，標準的な手法の設定にお

いて参考事例となり得るものであること

を示した． 
(2) 事後調査の評価手法について，(1)の手法
に対し，工事影響の有無の判断及び場の

変動範囲の捉え方について改善できる可

能性があることを考察した． 
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