
 

 

 

 

辺野古新基地建設阻止に関する提案書 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案者：奥 間 政 則 

 



目　次

土木技術者からの基地建設阻止に関する提案

提案Ⅱ　ボーリ ング調査に関する問題点(基礎地盤の支持力の問題)

１.ボーリング調査の目的

①ボーリング調査とは

②ボーリング調査によって得られる情報の活用

③辺野古沖のボーリング調査点不足の問題

２.古宇利大橋の基礎工事から得られた課題

①基礎地盤としては適さない琉球石灰岩

②難航した基礎杭の施工

３.基礎地盤の確認と支持杭の問題

①チェックボーリングと試験杭

(1)チェックボーリング

(2)試 験 杭

②辺野古新基地(埋立地)の地形

提案Ⅰ　沖縄県の『条例』の効力

１.工事業者から見た『条例』の効力

２.発注者側から見た『条例』の効力

①防衛庁発注のキャンプハンセンでの工事

②北部国道事務所発注の歩道整備工事

３.前泊教授の条例に関する提案

４.海上工事における土砂流出の課題

①海上汚染を防ぐための対策

(1)汚濁防止膜の構造

(2)辺野古で使用する汚濁防止膜

(3)汚濁防止膜の設置方法

(2)古宇利大橋の実例

５.条例の効力を発揮させる提案

①受理した事業行為通知書の再精査

②汚濁防止膜内のサンゴの保護

③辺野古新基地に特化した濁水の排出基準の設定

④官民一体となった監視体制の強化

1

15

15

15

16

16

17

17

19

19

19

19

19

20

2

2

3

3

3

4

4

4

5

6

8

9

9

10

13

13

14

14

14

(1)国道449号の護岸工事の実例

②汚濁防止膜設置後の問題



土木技術者からの基地建設阻止に関する提案 
 

提案者：奥間政則  
 

はじめに 

この提案書に“建設阻止”と明記しましたが、わたしの提案が即建設阻止に効力が発

揮されるわけではありませんが、土木技術者としての工事の進捗に影響を与える提案、

または工事の進行を遅らせる(工事を難航させる)提案として作成しました。 

 

わたしは建設業に携わる者ですが、去年の５月 17 日に那覇市のセルラースタジアム

で開催された基地建設反対の県民大会に参加したのをきっかけに、同じ部落の知人の

勧めで今現在は高江のヘリパッド建設反対運動に参加していますが、 近は水曜日と

金曜日は辺野古の早朝行動にも参加するようにしています。 

辺野古では日本政府による基地建設の動きが、年が明けてさらに激しくなってきて

います。沖縄の民意を完全に無視し続ける安倍は宜野湾市長選の動向に関係なく基地

建設は進めると国会で発言しました。 

政府は本体工事の着手に向けて着々と準備を進めていて、海上作業で使用する汚濁

防止膜の搬入も始まったとの報道を聞きつけ、“土建屋”の視点から一般の人たちにも

建設阻止に関する提案ができないかと考えたうえで、１月８日(金曜日)の早朝行動の

あとで発言できる機会を待って、大勢の方の前で話をしました。 

そのことがきっかけとなり、翌週の１月 13 日(水曜日)には議員のいる前でも話して

ほしいとの要望もあり、自信を持って発言させていただきました。 

 

わたしが建設業に携わる立場でも基地建設の反対運動に参加すると決心したのは、

辺野古新基地建設反対として辺野古基金の共同代表となった金秀グループの会長が、

建設業として初めて基地建設反対を表明してくれたことが大きな理由です。 

建設業者の中にもわたしと同じく、基地の建設の反対という気持ちを持った人がか

なりいますが、仕事だから仕方がないと割り切っている人たちがほとんどだと思いま

す。基地建設は普通の公共工事ではありません。土建屋の中でも人を殺す道具である

基地を造ることを本当に望む人はいないはずです。 

 

わたしは工事の現場代理人または監理技術者などの現場責任者という立場でいろい

ろな工事(国の発注する工事、県の発注する工事、市町村の発注する工事)を経験して

きました。 

現場作業員ではなく現場の責任者として発注者(役所)との協議や、地元の人たちと

の調整役などの職務の中で経験してきたことで、施工業者側の立場で指摘されると厳

しいことや、発注者に対してここを指摘すると答えづらいと考えられることなどの提

案ができるのではないかと思い、基地建設の阻止に協力できる具体案を専門的な立場

で一般の方にもわかりやすいようにお話します。 

 

提案Ⅰ 沖縄県の『条例』の効力 
 
提案Ⅱ ボーリング調査に関する問題点（基礎地盤の支持力の問題） 

 

上記の２つの提案が、建設業の立場として今までの経験上から考えられる基地建設

工事阻止に効力を発揮すると思われる提案事項です。 
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提案Ⅰ  

沖縄県の『条例』の効力 
 

わたしたちの沖縄県は、人間にとっての住みよい街づくりが急速に進む一方、環境

破壊という大きな代償を伴ってきました。 

人間のための開発によって土砂流出の対策を施していないために、降雨時の土砂は

海上へと流出し、細かい土粒子が貴重なさんご礁の上に広範囲にわたって堆積するこ

とでさんご礁が死滅するという深刻な環境破壊がすすみ、事態を重くみた沖縄県は、

環境保護を目的とした『赤土等流出防止条例』を平成６年に制定しました。 

条例制定に伴い平成 7 年に交付された『沖縄県赤土等流出防止条例施行規則』に記

載されている別表（第４条関係）の第２の管理基準では、“遊物質量 200 ㎎／ℓ以下で

排出しなければならない”と記されています。 

遊物質量とは濁水濃度のことで、通常 SS と表示しています。 (例：SS=○○㎎／ℓ) 

 

１.工事業者から見た『条例』の効力 

この『赤土等流出防止条例』というのがどれほど工事業者にとって効力があり、工

事の進捗において支障となる厄介なものなのかをお話します。 

 

この条例の施行はわれわれ土木工事業者にとっては非常に縛りのきつい条例であり、

言い方は悪いですが、工事業者にとっては本来の工事とは別に、余計な仕事が増えて

しまったという感覚でした。（環境への配慮という考えがなかったのは事実です） 

道路工事にしろ、大規模な造成工事にしろ、条例施行前までは現地盤(土の表面)が

露出した状態でも特に何も対策する必要がなかったものが、条例施行後からは降雨時

の対策として土砂が地区外に流出しないような対策を施さなければならなくなり、施

工する範囲の裸地部(土が露出した状態のこと)はブルーシートで覆うか、路盤材(砂

利)を敷き均すなどの対策を施したり、降雨時の対策として沈砂池という施設を現場内

に設置するなど、手間のかかる作業が増えることになりました。 

もしこの対策を怠り雨が降った場合、工事地区外に濁り水が流出することになり、

その濁り水が河川や海上を汚染すると、県の保健所が濁度(濁水の濃度)の測定を行っ

て基準値をオーバーすると工事はストップとなるのです。 

 

施工業者が恐れるのはこの条例に反すると、工事はストップするという事態になる

ことであり、条例に則った工事を行っているかを監視するのは県の保健所の役割で、

保健所は事前に視察に来ることは施工業者には知らせませんので、遠くから現場を監

視していることもあり、現場内では赤土等流出防止の対策を行っても雨が降って濁り

水が地区外に流出しないか常に監視していますが、豪雨時は防げないこともあるため

保健所の監視員に気づかれないかと緊張していたこともしばしばありました。 

もしかしたら県の条例を知っている住民が、工事によって河川や海が土砂流出で汚

染されているのを見て県に連絡をするということもあり、条例を制定した県としても

環境保全を尊重する立場から厳しく監視するようになったと思います。 
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前ページで説明している事例は陸上での作業の話ですが、辺野古で行われようとしてい

る埋め立て工事(海上)については、さらに条例の重圧が重くのしかかることになり、工

事業者にとっては施工難度がかなり上がることを、わたしが過去に行った名護市と本部

町間の国道449号の護岸工事と古宇利大橋の施工時の経験も踏まえ、第４章では図解入

りで詳しく説明します。 

 

２.発注者側から見た『条例』の効力 

沖縄県が制定した『赤土等流出防止条例』というのが、国が発注する工事において

も効力があり、国(防衛庁も含む)がどれほどこの条例を警戒しているかということを、

実例を踏まえてお話します。 

 

①防衛庁発注のキャンプハンセンでの工事 

ゲート前でも発言しましたが、条例が施行された翌年の平成７年に防衛庁発注工事

を受注し、キャンプハンセン内で現場代理人として工事を担当したときの話です。 

工事着手前の協議の場で、 初に防衛庁の担当から言われたことが地区外には絶対

に赤土(濁り水)を出すなということで、もし流出したら県の条例によって工事がスト

ップされると念を押されたことを今でも覚えています。 

当時は県の条例が施行したことは知っていましたが、そのときの自分の感覚は、県

よりも格上の国の工事であるのに県の条例がそんなに気になるものなのかと不思議に

思いましたが、防衛庁の担当が釘をさすほどの効力があることが意外な感じでした。 

国の立場で、たかだか県が制定した条例に違反して工事が中断になるという事態は、

県より上の国という立場であるプライドが許さなかったのでしょう。 

 

 

②北部国道事務所発注の歩道整備工事 
国直轄工事において県の赤土等流出防止条例に警戒していた、国道事務所 (正確に

は名護維持出張所)の話です。 

 

平成 18 年に名護市の東江地区の歩道整備工事(国道 58 号の歩道)を受注して工事が

始まった頃に、出張所の所長が慌てて現場に駆けつけて現場の監理技術者であるわた

しに「県の保健所の監視員が現場に来たら出張所にくるように伝えてくれ」と言われ

ました。 

後に担当に聞いた話では、県の条例では 1,000 ㎡以上の開発を行う場合は、事業者

(発注者)は沖縄県知事に対して“事業行為”の通知をしなければなりませんが、その

手続きを怠っていたために所長が慌てて現場に来たとのことでした。 

工事現場に設置されている工事看板には県に届出が出され受理された場合は、県の

許可証のステッカーが貼られることになっていて、保健所の監視員は現場の視察に来

たらまずはそのステッカーを確認し、もしステッカーが貼られていなければ県の条例

違反となり県の立ち入り調査が入り、無届であることが判明すると工事ストップにな

るという厳しい規則があるため、所長が慌てて現場に駆けつけたのです。 
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前ページの二つの実例からもわかるように、国としても県の条例に違反した場合は、

工事自体が止められるということを認識していますので、国側の関係機関の職員たち

も沖縄県の条例の効力を十分理解し警戒しているということが、これまでの国の工事

を経験してきたわたしにはよくわかります。 

 

３.前泊教授の条例に関する提案 

この沖縄県の条例について、去年の 6 月頃にＱＡＢの全国の情報番組で報道していた

内容では、沖縄国際大学の前泊教授が辺野古問題に関する取材に応じていて、条例の

効力をわかりやすく説明していましたので、その番組の内容を記述します。 

 

沖縄県が国に対抗するための“戦術”として、県の専権事項である条例をいく

つも制定していくこと。 

例えばジュゴンについても保護を強化するという条例を作ります。例えば

50cm 以上のサンゴは一切破壊してはだめだという条例を作ります。 

こうしていくつも条例ができると工事ができなくなります。 

条例が決まっても国がその上にかぶせる可能性がありますが、国がそれに対

抗するには法律で決めなければならなく、条例が出るたびに(国会で)法律を

通さなくてはならないという面倒な作業をしなければいけなくなります。 

 

という内容でした。 

沖縄県のトップに立つ翁長知事は条例の効力を十分理解していますので、公の場で

「条例を駆使してでも辺野古の新基地工事を阻止する」と発言したのだと思います。 

前泊教授が番組で例に挙げた条例はあくまで事例ですが、沖縄県では既にある赤土

等流出防止条例とは別に、県外からの土砂の搬入を防止するという条例を新しく作っ

たことは、県も前泊教授と同じ考えを持って取り組んでいることでしょう。 

 

 

４.海上工事における土砂流出の課題 

この章では海に面した埋め立て工事に伴う作業において、どのようにして土砂流出

を防止するのかを記述しますが、内陸部とは比較にならないほど土砂流出防止の対策

が難航することが考えられるため、条例に遵守した施工が厳しくなります。 

陸上での工事と違い、埋め立て工事は直接海と面した工事となるため、土砂の流出

が顕著に工事の進捗に影響を与えることになり、沖縄県の『赤土等流出防止条例』の

効力が非常に重くのしかかる工事ともいえます。 

 

①海上汚染を防ぐための対策 

陸上工事において、掘り起こした土砂は現場内または残土置き場という場所を確保

して土砂が流出しないように重機(ユンボ)で締め固めてブルーシートで覆うことで降

雨時でも土砂流出を防止できます。 

しかし、海上での土砂の扱いは非常に厄介で、直接海上に投入すればすぐに拡散さ
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れ海流に乗って海上沖へと流れることになり海上汚染が一気に広がります。 

もちろん埋め立て工事においては、粒子の細かい土砂を直接海に投入することはあ

りませんが、根固めで使用する捨石という大きな石を投入する前には起伏のある海底

面を均す作業が必要となり、濁り水(濁水)が発生することになります。 

その濁水の汚染防止に用いられているのが“汚濁防止膜”です。（通称シルプロとも

呼ばれます） 

 

(１)汚濁防止膜の構造 

汚濁防止膜の構造は、現在辺野古の海上で使用されているオイルフェンスと呼ばれ

る発泡スチロール製のフロートに、布製の膜(現場ではカーテンまたはスカートという

言い方をすることもあります)をステンレス製のボルトで固定し、長さは 20ｍ、深さ

は設置する場所の深度に合わせて造られる特注品です。(既製品もありますが、辺野古

のように広範囲にわたって深度の異なる場所であれば特注になります) 

汚濁防止膜の材質は、丈夫で厚手のカーテンをイメージしてもらえればよいです。

水は通しますが、土砂のような粒子は通り抜けないような材質になっていて、防止膜

の先端部には水中で防止膜が浮き上がらないように重しの役割として鎖が取り付けら

れています。 

原則として汚濁防止膜の内側で発生した濁り水は、地区外に流出しないように防止

膜は海底面に接するようにします。海は潮の満ち引きがありますので満潮時の水深を

考慮してその場所にあった長さの防止膜を用意する必要があります。 

オイルフェンスとして使用するフロートであれば、油は水より比重が軽く水面に浮

きますのでフロートだけでも油の流出を防げますが、土は水よりも比重が重いので海

底に沈降していき堆積します。（これがさんご礁を死滅させる原因です） 

 

固定式垂下型汚濁防止膜（一般的なタイプ） 

 

             

 

海水面 

(チェーン) 
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 (２)辺野古で使用する汚濁防止膜 

北上田さんの資料によりますと、辺野古の工事では万全の体制で赤土流出防止を行

うために、(１)で記載した一般的な固定式下垂型汚濁防止膜ではなく、発泡スチロー

ル製のフロートの代わりに合成ゴム製を使用したフロート内へ空気を出し入れして沈

下・浮上ができる特殊な構造の“浮沈式垂下型汚濁防止膜”と、水底面付近で発生す

る汚濁の拡散防止に効果を発揮する“固定式自立型汚濁防止膜”という２つのタイプ

を使用することになっています。 

 

浮沈式垂下型汚濁防止膜 

   

 

 

通常の締め切った状態(浮上時)     船舶通過時の状態(沈下時) 

 

 

 

海底面 

海水面 

海水面 

フロート内のエアーを抜いた状態 

- 6 -



         

左の写真のようにフロートの端部からエ

アーを送り込んで浮上させ、沈下時はエア

ーを抜いて沈めるようになっています。 

 

 

 

 

 

 

通常の護岸工事等では予算の関係上、安価な固定式下垂型汚濁防止膜を用いますが、

辺野古で採用されたこの特殊な構造の浮沈式垂下型汚濁防止膜は、北上田さんの資料

によりますと防止膜の設置総延長が 2521ｍと長く設置作業が大掛かりとなることや、

台風時期は防止膜の破損防止のための撤去及び再設置のことを考えると、その場に沈

降させることのできる浮沈式のほうが適していると判断したのだと思います。 

 

 

 

固定式自立型汚濁防止膜 

      

 

 

 

左の写真のように現場でカーテン(防止膜)をア

ンカー(Ｈ鋼)にボルトで固定して製作します。 

 

 

 

 

 

 

この固定式自立型は、海底(水底)部からカーテン部をフロート部により立ち上げる

型式で、掘削・浚渫および直投工事等において、主に海底面付近から発生する汚濁の

拡散防止を目的として開発されたようです。 

 

海底面 

 
海水面 

 

(Ｈ鋼) 

 
海水面 
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(３)汚濁防止膜の設置方法 

汚濁防止膜の規格は、縦方向の長さは適宜変わりますが横方向の長さは 20ｍとなっ

ており、防止膜を設置する手順は、 初に防止膜を固定するためのアンカーブロック

を所定の場所にクレーン付台船で設置します。 

防止膜を設置する際は、防止膜をフロートに巻付けた状態で一方向から海上へ作業

船などで引っ張っていきながら次の防止膜と連結して施工区域を囲みます。（防止膜を

下ろした状態では波の影響で引っ張りきれないためです） 

囲み終えてからフロートに巻付けておいた汚濁防止膜を下ろし、あらかじめ設置し

ておいたアンカーブロックに連結し、隣同士の防止膜をロープで締め切ります。 

 

垂下型汚濁防止膜の設置状況 

 

 

自立型汚濁防止膜の設置状況 
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②汚濁防止膜設置後の問題 

海上工事において赤土流出防止に有効な汚濁防止膜ですが、防止膜設置後でも業者

は気を使いながら工事を行っていることを２つの工事の実例で説明します。 

 

(１)国道 449 号の護岸工事の実例 

この工事は平成 8 年に行った国道 449 号道路改良工事で、名護市から本部町への西

海岸沿いの道路改良工事に伴った護岸部の被覆ブロック設置作業時の話です。 

 

護岸工事の海底掘削時の状況図 

 

 

汚濁防止膜の設置箇所は、上の図のように海底の掘削を行うためのグラブ船の作業

に支障のないように岸から 100ｍくらい離した場所に設置しました。 

濁水が地区外に流出しないように、カーテン(防止膜)の長さは満潮時の水深を考慮

して防止膜の先端が海底に接するようにしていましたが、海底面は起伏があるため場

所によっては防止膜が海底に届いていない箇所もありました。 

汚濁防止膜は自社で所持すると維持管理が大変なのでリースするのが通常ですが、

管理不備で破損した場合は買取ることになるので台風時期には防止膜が破損しないよ

うに前もって陸上に引き上げるのですが、当時は台風の当たり年で防止膜の設置、撤

去の繰り返しが頻繁にあり工事が遅れ気味でした。 

遅れを取り戻すために掘削作業を急ピッチに進めたところ、防止膜内の汚濁はかな

りひどい状況でしたが、防止膜が設置されているという過信から気にせず工事を続行

していたところ、いつのまにか濁水が防止膜外に流出し、潮の流れが速いこともあり

海上を広範囲に広がってしまい、いったん流出してしまうと止めることはできません。 

すぐに現場を止めて原因を調査したところ流出箇所は 2 箇所あり、1 箇所はカーテ

ンのつなぎの不備で波の力で外れていたことと、別の箇所は海底にカーテンが届いて

いない箇所からの流出でした。 

地域の住民からの通報なのか通常の巡回なのかはわかりませんでしたが、保健所の

監視員が現場に来て海上を確認しながら状況の説明を求められました。 

そのときは現場をすぐ止めて対策に努めたので深刻な事態にはならなく、監視員も

目視で確認して引き上げましたが、現場責任者のわたしは工事が止められるのではな

いかと非常に焦りました。 
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(２)古宇利大橋の実例 

  ここではわたしが平成 11 年に行った古宇利大橋の“橋脚
きょうきゃく

”(橋の柱)工事の経験を

踏まえた上での話をします。 

 

古宇利大橋は沖縄県の発注工事で、古宇利島はモズクの生産地であり島民にとって

橋の建設に反対する人たちもいて、特に工事において発生する濁り水がモズクの生育

に影響を与えるということで、モズク生産者の方たちのとっては工事に難色を示して

る方が多数いました。 

発注者である沖縄県側も工事による海上汚染は絶対あってはならないということで、

県の赤土等流出防止条例で定めている本来の濁水の排出基準は SS＝200 ㎎／ℓ以下で

排出することになっていますが、古宇利大橋の工事においては、モズク生産者の意向

を踏まえて 20 ㎎／ℓ以下で排出しなければならないとして、通常の 1/10 というとても

厳しい基準を設けることになりました。 

この 20 ㎎／ℓという濃度はほとんど普通の水と変わらないほどの透明度であり、濁

度を一切地区外に流すなという県側のプライドをかけた対応策でありますが、我々受

注業者にとってはとんでもない締め付けと思われる感覚でした。 

 

漁民の方たちの強い要望により、施工業者は濁り水の流出に非常に気を使いながら

施工することになりましたが、実際には海底面の掘削時や汚濁防止膜の締め切りの不

備などにより、基準値を超える濁水の流出を防げないこともあり、いったん流出して

しまうと遠方まで広がるのを目にしたこともあります。 

この時点で工事に反対する側の人に目撃されたなら、確実に工事は中断されたかも

しれません。 

工事業者は汚濁防止膜を設置することで濁水流出を防げるという安心感から、防止

膜内での作業がはんざつになり、濁水を発生させる一番の要因である海底の土砂掘削

作業などにより防止膜内の濁度の濃度はありえないほど高くなります。 

陸上での作業は、雨が降らない限り土砂が流出するということはありませんが、海

上での作業は常時水中での作業であることから、少しでも海底を掘削したり土砂を投

入すると即座に濁りが発生するので、いろいろな工程において作業効率が悪くなるた

め、工事の進捗を考慮すると防止膜を設置ことで作業効率が上がるのは確かですが、

その過信が後に濁水流出という事態を引き起こしてしまいました。 

 

わたしが担当した橋脚は、屋我地島寄りの橋が高くなっている付近の P17(古宇利島

を起点に 17 本目の橋脚)を施工しました。 
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橋脚の基礎部の鋼管杭を打ち込むためには、初期段階ではバイブロハンマーという

杭打機を使用して建て込み、地層が硬くなり安定してくると油圧ハンマーという機に

切り替えて所定の深さまで打込むというのが一般的な施工方法です。 

下の模式図に示すように使用機械を切り替えて施工します。 
 

  
 

バイブロハンマーは 10ｔ以上の重量の機械に、上下方向のとても周波数の高い振動

を与えて施工をする特殊な杭打機で、海底面で振動を与えると当然濁りが発生します。 

Ｎ値の低い(やわらかい地層)地表面付近は、沖積層として砂礫(細かい石と砂が混ざ

ったようなもの)の堆積した不安定な地層であるため、杭の位置がずれたり傾いたりす

るのでバイブロハンマーで５ｍくらい杭を上下に抜き差しすることを繰り返すことで

濁り水の濃度が高くなっていました。 

汚濁防止膜を設置していたのでとくに気にせず施工していると、古宇利丸の船長か

ら「濁り水が運天漁港のほうまで広がっているぞ」と携帯に電話がきて運天漁港の方

向を見ると、潮の流れに乗ってかなり遠方まで濁水が広がってしまいました。  

 

    
現場の施工状況       流出方向の先が運天漁港 
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古宇利大橋の現場で起きた濁水流出の原因は、潮の流れによって上の模式図に示す

ような“ふかれ”という現象が起こり、浮き上がった防止膜の下から杭の打ち込み作

業によって発生した濁水が地区外に拡散しました。 

 

モズクの生産地とは逆の方向に流出しましたので漁民からの苦情はありませんでし

たが、すぐにダイバーを潜らせてウェイトの鎖に仮設桟橋の残材のＨ鋼を防止膜全周

に配置し、鎖と連結してふかれ対策を行いました。 

 

 

この 4 章の②では、国道 449 号の護岸工事と古宇利大橋の工事についての実例を挙

げて、海上工事における赤土流出対策がいかに難しいかということを理解してもらえ

たでしょうか。 

ひとたび流出が発生したら防ぎようがないのが現状ですので、辺野古新基地のよう

な大規模な工事においては、わたしが経験した以上の不測の事態が起こりうると思い

ます。 
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５.条例の効力を発揮させる提案 

①受理した事業行為通知書の再精査 

赤土等流出防止条例の第２条(５)で定めている特定事業行為者は『国その他規則で

定める団体（以下「国等」という。）を除く』と記されていますが、国の工事は条例

を違犯してもいいというわけでは決してありません。 

国の場合は条例の第９条の１項で、『1,000 ㎡以上の一団の土地について事業行為

をしようとするときは、第６条各号に掲げる事項について知事に通知するものとする』

と記されていますので、辺野古の事業についても条例に準じた事項を県に通知してい

ると思いますが、県民を裏切り沖縄県の歴史に大きな汚点を残した前任の知事が、事

業行為の通知をきちんと精査することなく容易に受理したかもしれませんので、防衛

局が提出した通知書関係を改めて精査していただきたいです。 

条例を制定する段階で、あまりにも縛りのきつい条例だと工事関係者だけではなく

農業に従事した個人までも締め付けがきつくなるので、条例には抜け道があり県の職

員の中にも辺野古新基地建設阻止を快く思っていない人がいますので、提出された通

知書の不備を知っていても翁長知事に報告していないのは十分に考えられます。 

 

わたしが書類に不備があることを断言できるのは、今現在高江の運動に参加してい

ますが、高江のメンバーから土木技術者として書類と図面から指摘できることはない

かと渡された書類が、防衛局が県に提出した高江のヘリパッド建設に係わる“事業行

為理由書”という書類でしたが、非常にずさんな書類でした。 

われわれ土木技術者は、工事を受注して最初に行う業務は書類や図面に不備がない

かを精査し、現地踏査を行い図面と一致しない箇所はないかという事前調査をしたう

えで発注者と協議を行うのが常識で、工事着手前にどれだけ不備を抽出できるかは現

場担当技術者の力量にかかってきます。 

ですから高江のメンバーにお願いされたことは、わたしにとっては通常業務の延長

線上みたいなものでしたが、防衛局が県に提出した書類はあまりにもひどすぎで、そ

の書類を受理した県側の職員も現場を知らない事務職の人が確認もしないで受け取っ

たか、基地容認派が担当したのかもしれません。 

 

辺野古の提出書類にも不備がかなりあるはずですから、県の職員の中にも仲井真の

息のかかっていない図面や書類をきちんと読み取れる技術担当者にぜひ書類の精査を

お願いしてもらいたいです。 

書類の不備が確認されれば、ただちに受理を取り消し工事を停止できると思います。 

 

②汚濁防止膜内のサンゴの保護 

防衛局が汚濁防止膜の設置箇所を公表していないので状況が把握できませんが、海

上で使用する作業船は大型であるため、作業がしやすいように広めに設置することは

わたしが過去に行った国道 449 号の護岸工事の経験から十分予想されます。 

ボーリング調査のためと称して、我々基地建設反対のカヌー隊の行動を制限するた

めに設置したオイルフェンスのラインあたりに汚濁防止膜は設置するのではないかと

考えています。 
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護岸築造箇所から汚濁防止膜設置予定箇所までの範囲にもさんご礁が分布している

ことを理由に、沖縄県の赤土等流出防止条例の大原則である環境保全を武器に、汚濁

防止内であってもさんご礁を死滅させる行為は条例に違反するとして、阻止につなげ

る動きを県の立場で強く出して頂きたいということです。 

 

③汚辺野古新基地に特化した濁水の排出基準の設定 

上記の②の提案が現実的に厳しいのであれば、３つ目の提案をします。 

４章②-(２)の実例でも述べたことですが、古宇利大橋の現場ではモズク生産者に配

慮して、発注者は現場内から流出する濁水の排出基準を、200 ㎎／ℓから 20 ㎎／ℓへと

切り下げるという、施工業者にとっては厳しい対応策をとりました。 

工事を進めたい県側にとっても住民の意向を無視するわけにはいかず、住民を尊重

する立場から条例の規定を切り下げることができたのですから、辺野古の現場におい

ては古宇利と同等、もしくはさんご礁の保全という観点から古宇利の現場以上に厳し

い基準を設けるべきだと思います。 

濁水の排出基準を制定している赤土等流出防止条例の施行規則は、平成 7 年に公布

されて以降、平成８年、平成１２年、平成１６年と改正されてきましたので、必要に

応じて条例の改正を行うことは今の翁長知事や知事を支持する議員が協力すれば十分

可能ではないでしょうか。 

 

３章に記述した前泊教授の提案も考慮して、いろいろな条例を制定していくという

のも有効だと思いますが、既に制定されている条例は長年の実績があり県の環境保全

課の職員も条例を熟知しているでしょうから、赤土等流出防止条例の赤土等流出防止

施設基準等に関する条例第４条２項に準じた基準の改正は、沖縄県環境審議会の意見

を聴かなければならないとありますが、古宇利大橋の現場での実例もありますので困

難な変更ではないと思います。 

 

④官民一体となった監視体制の強化 

今から述べる４つ目の提案は、上記の③の提案が実現できるのであればさらに効果

を発揮できると思います。 

条例の効力を発揮させるための監視体制について、防衛局が本格的な工事を着手す

るとなれば、濁水流出の監視をカヌー隊と瀬嵩の展望台からも監視するようにして、

保健所の職員も常時辺野古に常駐させることで濁水流出の監視体制を強化できるので

はないかと思います。 

 

 

以上の 4 項目が、今現在わたし考えている条例に関する提案です。 

まさに官民一体となって、法的にも対抗できる提案を多くの人たちから知恵を出し

合っていただきたいです。 
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提案Ⅱ  

ボーリング調査に関する問題点 
（基礎地盤の支持力の問題） 

 

ここでは巨大な構造物である基地の基礎の部分に関する構造上及び施工上の大きな

課題について、県内でわたしが施工した工事の実例をもとに説明していきます。 

 

日本は沖縄も含めて地震大国であることは国民全体の共通認識であります。また、

沖縄では５０年以上も前のチリ沖の地震によって発生した津波により甚大な被害が及

んだことを記憶している方もいると思います。 

人工的な構造物が、地震や津波などの大きな災害に非常にもろいということは、阪

神大震災や東北大震災などの経験から日本人すべての方が認識していることですが、

政府が 200 年持たすと豪語している辺野古基地について、“想定外”ばかりの技術力で

恒久的な構造物を築造するという勘違いの基地建設に対して、一般の方にも基礎の構

造を理解してもらうために記述します。 

 

 

１.ボーリング調査の目的 

現在海上で強行されているボーリング調査について、ボーリング調査が何のために

行われているのか、調査の結果が工事を進めるうえでどのような意味があるのかを説

明します。 

 

①ボーリング調査とは 

ボーリング調査とは、目的の構造物を震災などの災害に耐えうるために構築する基

礎部分下の地層の状況を把握するための調査です。 

ボーリング調査によって得られたデータを基に、硬い岩盤層がどの深度(深さ)にあ

るかを確認し、構造物の基礎の下に用いる基礎杭と呼ばれる“支持杭”の長さを決定

するために重要な調査であり、調査の結果によっては地盤の状態が構造物の築造には

適さないと判断されることも十分考えられます。 

 

軍の重要な施設として 200 年持たすというのであれば、ボーリング調査によって得

られたデータを基に基礎地盤の安定性の確認や、基礎杭として用いる杭の長さや岩盤

の支持力などの厳密な検討が必要であり、ボーリング調査が終わればすぐにでも本体

工事に入ると明言している政府の発表は、施工の立場から見れば検討も不十分な状態

で工事に着工するということであり、あまりにも拙速すぎるということです。 

 

(１)去年発覚したマンションの基礎杭の問題 

基礎杭がどのようなものであるかという事例について、去年発覚した建物の基礎杭

の不正が大きな問題として取り上げられたことで、全国的に知れ渡るようになったマ

ンションの基礎の構造ですが、基礎を請け負った施工業者がどのような不正を行った
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かを全国の各メディアが専門家の解説を交えて詳しく報道したことにより、一般の人

も建物の基礎の構造を理解し、地震大国である日本の建造物には基礎を支える杭の存

在がどれほど重要なものかも理解できたと思います。 

 

②ボーリング調査によって得られる情報の活用 

ボーリング調査によって得られる情報は、土壌や地質の分布状況だけではなく、構

造物の基礎に用いる基礎杭の支持力の確認も行われます。 

マンションの基礎杭の問題でも指摘されたように、基本的に基礎杭は固い岩盤層に

打ち込んで始めて安定した支持力を得られるので、その硬い岩盤層がどの深度(深さ)

にあるかを確認するのもボーリング調査の大きな目的なのです。 

基礎杭の支持力に必要な条件として、地盤の硬さを示す指数にＮ値 50 以上という基

準があり、値が 50 に満たない場合は基礎地盤とは認められないためＮ値 50 以上の硬

い岩盤層が確認できるまで調査します。 

 

調査して得られたデータを基に、設計者は岩盤の想定ラインというのを出し、その

想定ラインから杭の長さを決定していきますが、調査する箇所が多ければ精度の高い

ラインを導くことが可能ですが、少なければ想定ラインの線引きが信憑性の低いもの

になり、工事に着手する時点で杭の支持力不足という事態になる可能性が高いのです。 

そのことは次項で述べます。 

 

 

③辺野古沖のボーリング調査点不足の問題 

ボーリング調査というものは、基礎の杭の長さを決定するために重要な調査である

にも関わらず、辺野古沖で実施されているボーリング調査の数があまりにも少なすぎ

るということです。 

辺野古の基地建設阻止行動で活躍している北上田さんがまとめた資料をもとに、工

事で使用する資材を集計したところ、埋立護岸に用いる鋼管杭(正式には鋼管矢板)は、

全部で 2754 本となっていますが、ボーリング調査は 24 箇所程度ですので前項でも述

べたように硬い岩盤層(支持層)の想定ラインはまさに“絵に書いた餅”で、設計を担

当しているゼネコンの技術者は行き詰っていると思います。 

以前にカヌー隊の目取真さんに聞いたことですが、深いところでは水深が 50ｍ以上

あるところもあれば急に浅くなったりしていて、辺野古の海は非常に複雑な地形をし

ているということを聞きました。 

たかだか 24 箇所程度の調査で、現在は深場の箇所をボーリング調査中のようですが、

カヌー隊のメンバーから浅瀬での調査は多いが大浦湾の深場はあまり調査していない

と聞きましたので、実際のところ辺野古沖のの複雑な地形を把握していないはずです。 

 

また、北上田さんが入手した資料からは、護岸部で用いられる鋼管矢板の数量しか

公表されていないことと、辺野古の埋立ての重要な部分であるケーソン(大きなコンク

リートの箱のようなもの)の規格についても北上田さんの資料の数量から算出しても

不明な点が多く、埋め立てる高さは海水面から 10ｍとも言われていて、さらに海底ま

での深さもあるので巨大な構造物の重量を支えるためには頑丈な地盤が必要ですが、

ケーソンの構造によってどのような基礎杭を打ち込むかがわかりません。 
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基地建設に反対するカヌー隊の阻止行動によって、本来調査すべき箇所ができなく

て工事の進捗に大きく影響しているのは確かだと思われます。 

 

２.古宇利大橋の基礎工事から得られた課題 

この章ではわたしが平成 14 年に担当した古宇利大橋の橋脚の基礎工事で経験した

沖縄島以北の特異な地層と、杭の支持力について記述します。 
 

①基礎地盤としては適さない琉球石灰岩 

沖縄島以北の地層は本部町や今帰仁村は石灰岩が分布し、名護市から国頭村一体は

砂礫または粘板岩や千枚岩、砂岩などが分布しています。 

古宇利大橋でボーリング調査を行いましたが、琉球石灰岩が厚く分布していて名称

は“岩”でも石灰岩はやわらかい岩で、基礎杭の支持を満たす基準には達していない

ためさらに深くボーリングを行った結果、Ｎ値 50 以上の固い岩盤層(支持層ともいい

ます)は地下 100m 以上深い位置に本部層という支持層が確認されました。 

 

当時の沖縄県北部土木事務所の主任技師の東浜氏の報告書の抜粋 

 

 

古宇利大橋の現場を担当していた主

任技師の東浜氏の報告書には、琉球石灰

岩は重要構造物の支持層としては適さ

ないことが記されています。 
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平成７年(1995 年)に起きた阪神大震災では高速道路の橋脚が倒壊するなど、当時の

耐震強度をはるかに超えた地震の発生により甚大な被害をもたらしたことで大幅な設

計の見直しが行われ、古宇利大橋の基礎の支持力も再検討されました。 

県としては 80 年対応の橋梁として、総延長２km、橋脚の数が 24 本の大型事業で、

わたしが担当した橋脚は P17(橋脚のことを英語で pier ピアと呼びその頭文字)という

名称で、古宇利島から数えて 17 番目の橋脚で、古宇利島に車で渡ったことのある方な

らわかると思いますが、漁船の通過を考慮して高くなっているあたりが P16～P20 です。 

 

 
 

P16～P20 は通常の鋼管杭ではなく、鋼管矢板井筒という特殊な基礎構造になってい

まして、漁船を通すために橋脚の高さが高くなるために基礎にかかる荷重も大きくな

るので支持力確保のために一般の基礎とは違う構造となっています。 

辺野古の基礎に用いる杭も鋼管矢板ですので、問題提起するには鋼管矢板を使用し

た古宇利大橋の施工事例が理解しやすいと思います。 

 

 

右の図に示す橋脚（標準部）というのが鋼管

杭基礎で、橋脚（水道部）というのが鋼管矢板

井筒基礎となっています。 

鋼管杭は基礎平面図でもわかるようにすべて

の杭が単独になっていて単杭とも言います。 

鋼管矢板井筒は、鋼管をすべて連結して一体

化にした構造となっていて、県土木事務所の東

浜氏が指摘していた橋梁の支持層に適さない琉

球石灰岩でも、鋼管矢板を一体にした井筒基礎

の周面の摩擦力を支持力とみなす構造で支持力

不足を補えるとされています。 

辺野古の新基地は井筒基礎ではありませんが、

鋼管を矢板として一体化しているため、単独の

鋼管杭よりは支持力を確保できると考えている

と思います。 
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②難航した基礎杭の施工 

設計段階でのボーリング調査で得られた岩盤層(支持層)までの深さがあまりにも深

いため、杭の先端の支持力を確保できないことから、鋼管矢板の側面にかかる土圧を

周面摩擦力として先端支持力に置き換えるという解析が行われましたが、発注者側も

手探り状態で、着工の指示が出るまでかなり中断しました。 

その解析に必要なデータ収集のためのわれわれ施工者側の調査については、次の章

で記述します。 

 

３.基礎地盤の確認と支持杭の問題 

Ｎ値 50 に満たない地層に打ち込まれた基礎杭の支持力を確認するためには、特殊な

試験方法で確認する必要があるため、杭の長さを決定するまでにはかなりの時間を要

することになります。 

また、日本という国が安全保障の名のもとに、重要な施設として推し進めようとし

ている辺野古の基地が、地形的にどれほど不安定なものなのかも説明します 

 

①チェックボーリングと試験杭 

工事の発注体系は、まずは発注者がコンサル(設計業者)に設計業務を委託し、ボー

リング調査の結果を基に、所定の設計条件(支持力など)を満たす杭の長さを決定して

発注者に引き渡し、その設計図書を施工業者が受け取り工事の着手に移ります。 

しかし、施工業者はその設計図書を鵜呑みにして鋼管杭を発注することは決してあ

りませんし、発注者側も杭の支持力確認のために工事費の中に“チェックボーリング”

と“試験杭”という調査工を含めます。 

チェックボーリングも試験杭も、実際に本体工事で使用する鋼管杭の長さを決定す

る 終段階の調査であり、特に試験杭による調査は大型の機械を用いるため、調査費

がコンサルの設計業務の範疇を超えることになりますので、施工業者にとって設計図

書に記載されている杭の長さは、工事費算出のための参考資料程度にしか考えていま

せん。 

（１） チェックボーリング 

工事内で行われるチェックボーリングもコンサルのボーリング調査と業務内

容は同じで、コンサルの行うボーリング調査は面的な支持層確認の調査ですが、

施工業者が行うボーリング調査は、実際に杭を打込む箇所のピンポイントの調

査ですので、杭の長さを決定するための精度の高いデータが収集できます。 

 

（２） 試験杭 

チェックボーリングによって得られたデータを基に、実際に支持力が確保でき

るかを確認するために、所定の位置に試験的に杭を打ち込みデータの収集を行

うための動的載荷試験というのを実施します。 

 

施工者側が行う調査だけでもかなりあるため、コンサルの行うボーリング調査だけ

では現場を把握できないので、辺野古のような大規模な構造物についてはぜんぜん見

通しがついていないと確信しています。 
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②辺野古新基地(埋立地)の地形 

地震大国である日本は、不安定な地理的条件の上で生活しているようなもので、沖

縄に住んでいるわたしたちはさほど地震がないと思っている方が多いでしょうが、実

際はかなりの頻度で南西諸島近海では地震が発生しています。 

下の図に示している赤や黄色などの点はすべて地震が起きた箇所を表していて、琉

球列島のすぐそばに位置する琉球海溝は 深部 6000ｍ以上の海溝となっていて、その

ような地理的条件からしても辺野古に基地を造ることはありえません。 

 

 

海底の地形を色分けした図        沖縄島の横断方向の断面図 
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南東方向から見た大浦湾 

 

 

            北東方向から見た大浦湾 

 

この２つの立体図を見てもわかるように、大浦湾は非常に深い湾になっていて米軍

がボノムリシャール(強襲揚陸艦)を接岸させる目的で決定したことがみてとれます。 

ところが、軍艦を接岸させる重要な箇所を調査しないことが不思議でなりません。 
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前頁の立体図でも把握できるように、極端に深くなっているため軍艦を接岸するに

は適しているとしても、あのような急斜面に杭を打ち込んで護岸を築造することが本

当に可能なのか、さらに 深部 6000ｍ以上の海溝に近接した 悪の場所に安全性を考

慮したとは思えなく、海上での基礎工事を経験したわたしには理解できません。 

政府は滑走路先端部の数少ないボーリングデータから、工事の難易度を把握したう

えで工事の中断を余儀なくされているはずです。 

 

 

前のページの大浦湾の２つの立体図は、本部島ぐるみの

阿波根さんから提供してもらった右の『生物多様性が豊か

な理由
わ け

』という資料に掲載されていた地形図の画像を使わ

せてもらいました。 

地理的条件が悪いということが、視覚的にも確認できる

辺野古の海底の地形と新基地の形状を合成し、立体化した

資料はとても参考になります。 
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