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泡瀬問題とは？
泡瀬干潟埋立計画地は具志泡瀬干潟埋立計画地は具志

川地区にある自由貿易港予定川地区にある自由貿易港予定
地の浚渫土砂捨て場に過ぎな地の浚渫土砂捨て場に過ぎな
い。那覇地区でも自由貿易港計い。那覇地区でも自由貿易港計
画が持ち上がっており、利便性画が持ち上がっており、利便性
から言えば、ここに港湾から言えば、ここに港湾をつくるをつくる
メリットメリットは少ない。は少ない。

また、マリンシティなる泡瀬埋立地また、マリンシティなる泡瀬埋立地

も、多くの大型公共事業同様採算も、多くの大型公共事業同様採算
の目処は立っていないと思われるの目処は立っていないと思われる
（事業者側は明確な収支を示さない（事業者側は明確な収支を示さない
ので、あくまでので、あくまでも推測であるが）も推測であるが）。更。更
に手植えによる移植の膨大な経費に手植えによる移植の膨大な経費
が、国民の税金に跳ね返ってくるこが、国民の税金に跳ね返ってくるこ
とは必至であるが、それでも海草移とは必至であるが、それでも海草移
植の目処は立っていない。植の目処は立っていない。



第一章：第一章：泡瀬干潟と海草藻場泡瀬干潟と海草藻場

泡瀬の干潟は、面積２００haを越す沖縄島最大の干潟
である。

海草藻場は１７０haにも及び、海草の被度も高く、沖縄
本島で最も濃密な海草藻場である。また、海草の種類
は希少な種や未確定種も含め12種を数え、世界で最
も多様な海草藻場と言える。

濃密な海草藻場は、サンゴ礁（イノー）に匹敵する消波
効果があるといわれ、泡瀬地区に台風被害が少ない
のは、海草藻場のお陰であると言える。

当然、動物相も豊かで、特に野鳥の飛来数は沖縄一
である。また、希少な貝類、カニ類などの発見が相次
いでいる。



中城湾港泡瀬地区環境監視・検討委員会
第1回WG共通資料

平成12年度環境監視結果の概要
(平成13年5月24日）

泡瀬における海藻泡瀬における海藻
草類出現一覧草類出現一覧

●泡瀬における海藻草類は
平成13年2月28日の13年度
委員会では99種であったが、

今では遥かに増えている。

●現在希少種や、絶滅危惧
種も鳥類に負けない数が確
認されている（ﾎｿｳﾐﾋﾙﾓ、
ﾋﾒｳﾐﾋﾙﾓ、ﾘｭｳｷｭｳﾂﾞﾀ
など）。



●新種発見ラッシュの引き金となった
ホソウミヒルモ発見を報じる新聞記事。

貴重な海草ホソウミヒ貴重な海草ホソウミヒ
ルモ発見の記事。ルモ発見の記事。

●●20032003年６月に発表された日年６月に発表された日

本初記録種で、学名も本初記録種で、学名もまま
だだ確定されていない。新種確定されていない。新種
の可能性もあり、泡瀬以外の可能性もあり、泡瀬以外
での分布の記録はない。での分布の記録はない。

●●その他に沖縄タイムス、共その他に沖縄タイムス、共
同通信で流れた各新聞社同通信で流れた各新聞社
が発表。私は河北新報のが発表。私は河北新報の
ネット版で見た。ネット版で見た。



泡瀬の藻場を構成する海草の泡瀬の藻場を構成する海草の
種類と地理的分布種類と地理的分布

主に熱帯に分布する海草
種 類 熱帯 亜熱帯 温帯
ウミショウブ ++ －
◎ﾋﾒｳﾐﾋﾙﾓ + －
ﾄｹﾞｳﾐﾋﾙﾓ + －
ウミジグサ ++ ++
ﾏﾂﾊﾞｳﾐｼﾞｸﾞｻ + ++
ベニアマモ ++ ++
ﾘｭｳｷｭｳｱﾏﾓ ++ ++
ボウバアマモ ++ ++
ﾘｭｳｷｭｳｽｶﾞﾓ ++ ++
ウミヒルモ ++ ++
◎ｵｵｳﾐﾋﾙﾓ ++
◎ﾎｿｳﾐﾋﾙﾓ

++：優占，+：普通，－：稀

主に温帯に分布する海草
種 類 熱帯 亜熱帯 温帯
コアマモ － +       ++
◎ﾔﾏﾄｳﾐﾋﾙﾓ ++
アマモ ++
スゲアマモ ++
タチアマモ ++
オオアマモ +
スガモ ++
エビアマモ +
資料は相生（1998）と内村(2005）に演者が独
自に調べた資料を追加した。ウミヒルモ類の
呼称は内村氏の提唱に従った。これまでヒメ
ウミヒルモと呼ばれていたものをﾄｹﾞｳﾐﾋﾙﾓとし
て、別種をﾋﾒｳﾐﾋﾙﾓとしている。
白字の12種の海草が泡瀬に分布（2005 年7
月19日現在）



沖 縄 の 藻 場 と 泡 瀬 の 藻 場
（データは環境省(1994）の第４回海域生物環境調査による）

島じま 面積(km2） 藻場面積 藻場数 平均面積 各島最大藻場と面積

沖縄島 1202.2 1211 ha 47 25.8 ha 辺野古 173 ha
慶良間 37 4 9.3 渡名喜東 26
久米島 58.8 108 9 12.0 仲泊 25
宮古島 158.7 1529 15 101.9 与那覇湾 902
石垣島 222.5 1207 24 50.3 名蔵湾 393
西表島 289.3 2827 21 134.6 西表東 1407
八重山 534           7         76.3 小浜北 277
与那国 29.5 27 4 6.8 比川 16

全沖縄 7480 131 57.1 泡瀬 112

泡瀬の藻場面積はこの時点で112 haであり、宮古島、西表島の平均値、沖
縄全体の藻場の1.5％、沖縄島の9.2％にあたる。ヘリポート問題で揺れてい
る辺野古の173haを入れると実に3.8％と23.5％に及ぶ。



第一章まとめ：第一章まとめ：泡瀬干潟泡瀬干潟のの生態系はなぜ生態系はなぜ重要か重要か

泡瀬の干潟は、面積２００haを越す沖縄島最大の干潟
である。←人口干潟は不安定

生態的に切り離せない海草藻場は１７０haにも及び、
希少種や未確定種も含め12種を数え、世界で最も多
様な海草藻場と言える。海藻も希少種や未確認種が
続出している。←これだけの海草藻場は移植不可能

当然、動物相も豊かで、特に野鳥の飛来数は沖縄一
である。また、希少な貝類、カニ類などの発見が相次
いでいる。←埋立による生態系の分断が大敵

ｵｷﾅﾜﾓｽﾞｸの好漁場である上、潮干狩りなどで獲られ
る貝類や海藻など、生産量も沖縄随一の干潟である。
←生物や環境の多様性が安定した生態系を維持



第二章：第二章：海草移植海草移植のの現状現状

移植の理論から間違っている。

これまでの移植成功例の殆どは、元々生えていたが、何ら
かの原因で海草が消滅した所への移植である（回復補
助）。

埋立予定地も移植地も基礎的な調査研究はほとんどなさ
れていない。

移植方法の矛盾点：お金のかかる手植え移植（63,000円/
ｍ）は出来ないのでバックホウによる移植（4,900円/ｍ）に
変更したはずが、手植えで行うというご都合主義。



海草移植の理論的問題点海草移植の理論的問題点



海草移植の理論的問題点（続き）海草移植の理論的問題点（続き）

移植理論の間違い

いずれにしても、海草が生育し
ていない場所では、海草に対し
て何らかの生育阻害があるため、
既存の藻場を拡張するとの方針
で実施することがリスクの少ない
方法の１つになるものと考えられ
る（左記の論文より）。

埋立で減った藻場の代償として
は、不適切。

上記理論では埋立前からあった
藻場を助長するだけであり、これ
は移植とは言えないのではなか
ろうか？（演者見解）



平成平成1313年年1111月月2828日に行われた海草藻場調査日に行われた海草藻場調査

干出で黒くなった機械化移植海草。干出で黒くなった機械化移植海草。
最初の移植候補地は、浅い所に天然海草最初の移植候補地は、浅い所に天然海草
藻場が多かったので、採集地より浅い所藻場が多かったので、採集地より浅い所

に移植したため、失敗したものと思われる。に移植したため、失敗したものと思われる。
安易な移植理論が人為的失敗を招いた。安易な移植理論が人為的失敗を招いた。



一見何の問題も無一見何の問題も無
さそうな移植計画さそうな移植計画
であるが、大きなであるが、大きな

問題が潜んでいる。問題が潜んでいる。

●移植場所や移植海草の種類に
ついては委員会やワーキング発足
前から決まっていた。

●バックホウや手植えによる移植が
大失敗したのは、移植先の天然藻場
が、浅いところに多かったためで、海
草の種類も調査しないで、天然藻場
の近傍が移植しやすいという、間違
った理論を実践したための大失敗と
いえよう。委員会で移植水深は実験
で検証すべきだと再三指摘したはず。



採集地も移植地も採集地も移植地も
密度の差こそあれ、密度の差こそあれ、
何れもれっきとした何れもれっきとした

藻場である。藻場である。

●採集地（四角）は被度５０％以上の
濃密な藻場である。

●移植予定地（楕円）は被度５０％
以下の藻場である。海草の生えて
いない所に移植すると言うが、
放っておいても生えてくる場所か、
移植しないと生えない場所なのか
判定できない（実際の移植地は
楕円の中のごく一部である）。



手植え移植と機械化移植の問題点手植え移植と機械化移植の問題点

中城湾港泡瀬地区環境監視・検討委員会

第2回海藻草類移植・保全WG検討資料
（平成13年7月9日）

●手植え移植は、陸上では田植え機
で出来ないコーナーや余禄地に手
植えが向いているのと同じで、コスト
面で採算に合わない。

（1haで6.3億円の費用）

●機械化移植（ﾊﾞｯｸﾎｳ）は田植え機
のように確立した技術ではなく、単
価は4,900万円/haと見積もってい

るが失敗が多く、計算通りには行け
ば25haで12億円であるが、試験移
植の段階で12億は超えているのでは？

●予算の不透明性。税金を使う以上、
説明責任があるはずであるが、一切
公表されていない。



平成平成1414年年22月のバックホウ採集風景月のバックホウ採集風景

手植移植と比べて格段に安い
バックホウ移植ではあるが、
果たして成功できるのか？



平成平成1414年年22月のバックホウ採集風景月のバックホウ採集風景

リュウキュウスガモの種子も一緒にリュウキュウスガモの種子も一緒に
移植されようとしている。移植されようとしている。
移植時期を誤ったと思われる。移植時期を誤ったと思われる。

↑ ↑

↑



平成平成1414年年22月のバックホウ採集風景月のバックホウ採集風景

↑シラヒゲウニの稚ウニ。
移植後生きて行けるかどうか？
追跡調査の必要性を指摘。



健全な頃の泡瀬の機械化移植海草塊健全な頃の泡瀬の機械化移植海草塊

平成平成1414年年55月月2525日の機械化移殖海草塊。日の機械化移殖海草塊。
恐らく採集地点での被度は恐らく採集地点での被度は100100％に近かった％に近かった

と思われる。と思われる。



平成平成1414年年66月月1717日「呉越同舟」事業者・委員・賛成派・日「呉越同舟」事業者・委員・賛成派・
反対派・反対派・NPONPO・報道陣入り乱れて泡瀬合同観察会・報道陣入り乱れて泡瀬合同観察会

曇り空に強風の中、事業者・委員・賛成派曇り空に強風の中、事業者・委員・賛成派
反対派・反対派・NPONPO入り乱れて海草移植先の調査入り乱れて海草移植先の調査



平成平成1414年年66月月1717日「呉越同舟」事業者・委員・賛成派・日「呉越同舟」事業者・委員・賛成派・
反対派・反対派・NPONPO・報道陣入り乱れて泡瀬合同観察会（続き）・報道陣入り乱れて泡瀬合同観察会（続き）

西防波堤に上がって、皆で昼食タイム。西防波堤に上がって、皆で昼食タイム。
報道陣はここから第一報をパソコンと携帯電話で発報道陣はここから第一報をパソコンと携帯電話で発

信まだ観察会が終わらない内に夕刊で報道される。信まだ観察会が終わらない内に夕刊で報道される。
この時点では話合いの余地があると思っていたのだこの時点では話合いの余地があると思っていたのだ

がが．．．．．．



平成平成1414年年77月月2424日の泡瀬移植実験地日の泡瀬移植実験地
台風台風55号、号、77号の爪あと深く号の爪あと深く

No. 10No. 10の海草移植跡。移植塊は判別の海草移植跡。移植塊は判別
不能になっている。不能になっている。



平成平成1414年年77月月2424日の泡瀬移植実験地日の泡瀬移植実験地
台風台風55号、号、77号の爪あと深く号の爪あと深く

No. 110No. 110の機械化移植塊はの機械化移植塊は

ほとんど無傷で残っていた。ほとんど無傷で残っていた。
全部がやられる訳ではない。全部がやられる訳ではない。



平成平成1414年年99月月1111日の地点日の地点 ii

西防波堤北側の地点 i。機械化移植の最終
候補地に近く、最も有力な移植先であった
が、それでも移植後の被度は40％以下。何
故か台風16号以後のデータは公表されな
かった。
この後10月には強行着工。事業者は全く委
員会と埋立承認書を無視した行動に出た。



平成平成1414年年99月月1111日の手植移植地点日の手植移植地点

突然浮上してきた、手植移植。
実験地は天然藻場と区別できなかった。

そもそも泡瀬の移植実験の前提は、笠原（1998）の海草の

繁茂している天然藻場の近傍に移植した方が成功率が
高いという間違った移植理論に裏打ちされている。海草
藻場の分布範囲は増減するので、海草藻場近傍に移植

した場合は生えて当たり前。
事業者が手植移植推進の金科玉条としていた石垣島の
手植地は今や跡形もないと地元の漁民が話していた。一

度精査する必要があろう。



埋立承認書が埋立承認書が
意味するもの意味するもの

平成12年12月9日に、承

認書が沖縄県知事から沖
縄開発庁沖縄総合事務局
宛出された。

承認書には留意事項が
添付されていた。



埋立に関する埋立に関する
留意事項留意事項

トカゲハゼやクビレミドロのトカゲハゼやクビレミドロの

保全に関しては勿論、埋立に保全に関しては勿論、埋立に
よって失われる海草藻場の移よって失われる海草藻場の移
植を条件に挙げて植を条件に挙げている。いる。

25ha25haに及ぶ海草移植は世界に及ぶ海草移植は世界

的にみても前例がない。的にみても前例がない。
温帯域に分布するアマモなど温帯域に分布するアマモなど

は稲の様に多数の種子をつけるは稲の様に多数の種子をつける
ので、種蒔式移植が主であるが、ので、種蒔式移植が主であるが、
泡瀬の海草類は種子も確認され泡瀬の海草類は種子も確認され
ていない海草や、あっても種子がていない海草や、あっても種子が
少ない種なので、種蒔式少ない種なので、種蒔式移植は移植は
難しい難しい。。



20042004年年1010月泡瀬干潟を守る連絡会合がまたも事業者に疑義を抱く月泡瀬干潟を守る連絡会合がまたも事業者に疑義を抱く

（Ⅰ）合同調査の経過と問題点
事業者は埋立予定地内には、アセスに基づく移植すべき被度50%以
上の海草藻場は無いと公表していた。これに連絡会が異議を申し入
れたことにより、埋立予定地内の一定区域を双方が同時に検証する
ことが有効との認識で合同調査を行うことを確認した。
これは海草の生育や被度に対し、統一的共通認識の確立が求められ
ていたからである。

しかしながら、10月12日、14日の合同調査に於いても、基準とすべき
被度50%以上の写真を事業者は、連絡会に提示できなかった。

さらに、事業者は合同調査の意義を無視し、12日に勝手に調査を強
行し、事業者単独の記者会見を行い、調査結果を公表した。

判断基準になる資料を示さず、一方的に調査を強行し、依頼している
コンサルの調査員の主観・目視による調査結果を唯一信頼できるも
のとして、記者会見で公表した事業者の行為は、道義的にも許されず、
誤魔化し、まやかしのもと、海上工事を強行しようとする態度であり、
市民・県民が納得できるものではない。



被度調査の検証が必要被度調査の検証が必要

10月23日（土）、被度の検証のため金本自由生氏と一緒に調査をしました。調査は、私たちと、金
本さんは全く別個に行いました。連絡会は前川盛治、棚原盛秀、譜久里茂の3名です。

１：減耗１
ここは、この台風で悲惨な状況です。8ｍ×12ｍの24区画（Ⅰ区画2ｍ枠）を全体平均すると僅か
3.3％です
明らかに減耗対策実験は失敗です。

２：手植え移植地
モニタリングポイント10Hは被度5％（6月調査で事業者評価被度30％）、2Iは2％（6月調査で事業
者評価は5％）です。全区画平均で1.6％。
手植え移植も失敗です。言い逃れは出来ない、状況です。

３：自然藻場（事業者が10ｍ枠で被度50％以下としている海草藻場、西防波堤の西崎約300ｍ地
点）被度は私たちの調査結果は61％、金本氏調査結果は58％です。専門家と私たちの評価に3%
の開きがありますが、いずれも50％を越えています。このような場所は、埋立予定地にも沢山有り
ます。

４：埋立予定地の合同調査の検証
事業者が調査結果の写真を公表しています。写真は小さくて、全体的に海草の状況が判断しにく
い点はありますが、いずれにせよ、写真だけで判定すると次のようになります。
金本自由生氏の評価：被度60％以上
参考：事業者の評価43.3％ 連絡会の評価：56.6％



泡瀬で泡瀬で今今必要なのは必要なのは地道な研究地道な研究ではなかろうかではなかろうか？？
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海草は非常にデリケートな植物
名蔵湾の海草の垂直分布
（金本（2001）の研究結果による）

種名 ﾏﾂﾊﾞ ｳﾐﾋﾙﾓ ﾍﾞﾆ ｳﾐｼﾞｸﾞｻ ﾘｭｳｷｭｳ ﾘｭｳｷｭｳ ﾎﾞｳﾊﾞ

垂直区分 ｳﾐｼﾞｸﾞｻ ｱﾏﾓ ｽｶﾞﾓ ｱﾏﾓ ｱﾏﾓ

潮間帯 ＋＋ ＋＋ － － － －

潮下帯 － ＋ ＋＋ ＋ ＋ ＋ －
上部

潮下帯 ＋ ＋ ＋＋ ＋＋ ＋ ＋＋
中部

潮下帯 ＋ － ＋ ＋ ＋＋ ＋
下部

＋＋：優占的に分布，＋：普通に見られる，－：稀に分布



海草群落の分布パターンを決定する要因海草群落の分布パターンを決定する要因
金本（金本（20012001）年の）年の名蔵湾名蔵湾の調査結果がの調査結果が泡瀬泡瀬では通用しないでは通用しない

１．１．名蔵湾では海草の名蔵湾では海草の種類数種類数が多いほど分布被度が高いが多いほど分布被度が高い
泡瀬ではリュウキュウアマモやボウﾊﾞアマモの泡瀬ではリュウキュウアマモやボウﾊﾞアマモの単一群落単一群落でも分布被度が高いでも分布被度が高い

２．２．名蔵湾のマツバウミジグサは名蔵湾のマツバウミジグサは潮間帯潮間帯に分布するに分布する
泡瀬のマツバウミジグサは泡瀬のマツバウミジグサは広範囲な水深広範囲な水深に分布するに分布する

３．名蔵湾では３．名蔵湾では海草藻場が海草藻場が高低差わずか高低差わずか1.8m1.8mの範囲に分布するの範囲に分布する
泡瀬では泡瀬では高低差４ｍ高低差４ｍを越えると思われるを越えると思われる

４．４．名蔵湾ではリュウキュウアマモやボウﾊﾞアマモは名蔵湾ではリュウキュウアマモやボウﾊﾞアマモは深いところの優占種深いところの優占種
泡瀬ではリュウキュウアマモやボウﾊﾞアマモは泡瀬ではリュウキュウアマモやボウﾊﾞアマモは浅いところでも優占種浅いところでも優占種

５．５．名蔵湾では被度５０％を超える藻場は名蔵湾では被度５０％を超える藻場はごく一部ごく一部の地域の地域
泡瀬では被度５０％を超える藻場が泡瀬では被度５０％を超える藻場が当たり前当たり前

結論：泡瀬は常識を覆す豊か結論：泡瀬は常識を覆す豊かな藻場な藻場
研究を続けると共にラムサール条約等で保護すべき場所研究を続けると共にラムサール条約等で保護すべき場所



平成１４年５月２７日に泡瀬で見られたウ平成１４年５月２７日に泡瀬で見られたウ
ミヒルモの雌花。ミヒルモの雌花。

この海草はジュゴンがもっとも好む海草であこの海草はジュゴンがもっとも好む海草であ

るが、小型海草なので移植の対象ではない。るが、小型海草なので移植の対象ではない。

アンテナ３本の奇妙なウミヒルモの花。アンテナ３本の奇妙なウミヒルモの花。
水中ではこの方が花粉をキャッチし易水中ではこの方が花粉をキャッチし易
いという。いという。 ↓↓ ↓↓



ジュゴンが拡げる海草畑ジュゴンが拡げる海草畑

左のポスターは、オーストラリア・ク
イーンズランド州のジュゴンがウミヒ
ルモに与える影響について、クイー
ンズランド大のマクマホンらが研究
したものである

ウミヒルモの繁殖は普通2月である
が、ジュゴンの摂餌強度が高いと、
繁殖期が3月、4月まで高いという。
その結果、摂餌強度が高い所が沢
山の実を付けるという。

地下茎の延長と葉の形成は摂餌強
度が高くても影響なく、その結果
ジュゴンが沢山いるほうが、海草が
より繁茂するという結果が出るという。
つまり、ジュゴンの摂餌が海草の繁
殖を助長していることになる。

平成14年10月メキシコ・エンセーナーダにおける
第5回国際海草生物学ワークショップ（ISBW5)にて



平成14年10月27日の泡瀬埋立予定地の見事な藻場。
移植海草が壊滅的被害を受けた台風16号後でもあまり損

傷を受けなかったことが分かる。
リュウキュウアマモとボウバアマモからなり、

海草を餌とするシラヒゲウニの宝庫である。



海草移植海草移植のの矛盾点矛盾点
移植の理論から間違っている。←泡瀬で現在行っている移植は、実際には移植で
はなく、既存海草藻場増大補助と呼ぶべきである。

これまでの移植成功例の殆どは、元々生えていたが、何らかの原因で海草が消滅
した所への移植である（藻場回復または復元）。←瀬戸内海などの成功例は元々
海草が生えていて、人間が破壊したところを元に戻す復元であり、泡瀬では全く通
用しない。

埋立予定地も移植地も基礎的な調査研究はほとんどなされていない。←地道な研
究の欠如した段階での移植は無謀である。

事業者が撹乱して海草藻場の被度を下げ、50%以下だから移植の必要は無いと
いう理論は、埋立承認書に記した25ha移植するという約束に反する。

移植方法の矛盾点：お金のかかる手植え移植（63,000円/ｍ）は出来ないのでバック
ホウによる移植（4,900円/ｍ）に変更。←手植えはお金が掛かるからバックホウでや
らせて欲しといいながら、手植えでの着工は民主主義の冒涜である。手植えも成功
とはいいがたい。

結論：現時点での着工は法治国家にあるまじき行為である。



我々の望んでいるのは、ただ一つ、台風や災
害からひたすら泡瀬を守ってくれた一面の海
草藻場を残すことである。
埋立との共存はありえない選択である。
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お母さん。
私の家はどうなるの？
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