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軟弱地盤問題 ⇒「撤回」の最大の理由となった！

・大浦湾海底に想定外の
マヨネーズのような
軟弱地盤！

（N値：ゼロ）

・２つの土質調査の報告書の開示請求で判明
「シュワブ（H25）土質調査（その２）」
「シュワブ（H26）土質調査」

どちらも2016.3.31の報告書だが、今年３月に初めて開示

防衛局は２年以上もこの事実を隠していた！
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「構造物の安定、圧密沈下、液状化の詳細検討が必須」

ケーソン護岸基礎地盤の地盤
改良やケーソン護岸そのもの
の構造変更が不可避

設計概要変更申請
の知事承認が必要

＜報告書の結論部分＞

「シュワブ（H25）土質調査（その２） 報告書」
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政府は昨秋まで「軟弱地盤」を認めなかった

＜防衛省の弁明＞
・「現在、ケーソン護岸工の実施設計を行っているところであり、その
内容について予断をもって申し上げることは困難」（2017.12.26 防衛省回答）

・「現時点において地盤改良やケーソン護岸の構造変更の予定はない」

・「地盤の強度等につきましては、標準貫入試験のみならず、現在も引
き続き、さらなる室内試験を含みますボーリング調査等を行っている
ところです。このボーリング調査の結果だけでは地盤の強度を正しく
判断できる段階にはありません」（2018.3.22 衆議院安全保障委員会）
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・「処分庁（県）が前提とする24本のボーリング調査等から仮定
した地盤強度等を前提とした場合に、C1護岸、C3護岸及び大浦湾
の埋立地の施工は、一般的で施工実績が豊富なサンドコンパク
ションパイル工法及びサンドドレーン工法を用いて地盤改良工事
を行なうことにより所定の安定性を確保して行なうことが可能で
あって、これらの工法による環境負荷もおおむね当初の環境保全
図書で予測された範囲であり、これを大きく逸脱することもない
ものと考えられる。」（2018.10.16  沖縄防衛局の審査請求書）

・「仮に軟弱地盤が見受けられたとしても、工法によって解決・
克服することは可能だと考えている。」（2018.12.13 岩屋防衛大臣）

政府は、ついに地盤改良工事の必要を認めた！
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沖縄防衛局の行政不服審査請求に係る「反論書」
（2019.1.18）

「ボーリング調査については、---前記24本のボーリング調査を含めて合計76
箇所で実施していたところ、予定していた大半の調査が終了し、設計・施工の
検討に関わる主要なデータが出揃ったことから、今般、これらの試験結果を基
に設計・施工の検討を行なった（証拠13：「地盤に係る設計・施工の検討結果
報告書」（以下、「検討結果報告書」という）。
その結果、C1護岸、C2護岸、C3護岸、隅角部護岸、係船機能付護岸、A護岸、

中仕切岸壁A、中仕切岸壁B及び中仕切護岸N1を設置する箇所のほか、大浦湾の
埋立地について、一般的で施工実績が豊富であり、かつ、国内に在籍する船舶
等により施工が可能なサンドコンパクションパイル工法及びサンドドレーン工
法による地盤改良工事を実施することにより、護岸や埋立等の工事を所要の安
定性を確保して行なうことが可能であることが確認された。さらに、この地盤
改良の施工による環境負荷は、当初の環境保全図書で予測された範囲を逸脱す
るようなものではないことも確認された。」
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・「今般、沖縄防衛局において、地盤の検討に必要なボーリング調査の結果
を踏まえ、米軍キャンプ・シュワブの北側海域における護岸等の構造物の安
定性等について検討した結果、地盤改良工事が必要であるものの、一般的で
施工実績が豊富な工法により地盤改良工事を行うことにより、護岸や埋立て
等の工事を所要の安定性を確保して行うことが可能であることが確認された
と聞いております。」

・「現時点で今後の工期や費用について確たることを申し上げることは困難
です。」

・「地盤改良工事の追加に伴い、沖縄県に対して変更承認申請を行なう必要
があるため、まずは沖縄防衛局で必要な検討を行なっていく。」（1月31日）

安倍首相、衆議院代表質問に対する答弁で地盤改良
工事、設計概要変更申請の必要を認める！（2019.1.30）
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『地盤に係る設計・施工の検討結果 報告書』（2019.1）

B27

谷埋堆積物（粘性土）

琉球層群（非石灰質）

谷埋堆積物（砂質土）

C-1護岸 C-2護岸 C-3護岸

大浦湾の軟弱地盤は海面下90mまでの深さ！
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「当初言われていた70mまでの地盤改良の事例は聞いた
ことがなく---、それが90ｍとなると地盤改良が可能か
どうかを想像することすらできない！（日大鎌尾准教授）
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軟弱地盤は護岸下部だけではなく、
埋立区域にも広範に拡がっている！

（海面下 70m～85m）

『地盤に係る設計・施工の検討結果 報告書』（2019.1）

-85m

C1護岸内側

-70m

C2護岸内側

-70m

C３護岸内側



11『地盤に係る設計・施工の検討結果 報告書』（2019.1）

（陸上施工を合わせると7万７千本）

（大浦湾の埋立面積の約６割）

（水深90mまでをどうするか記載なし）

今回の地盤改良工事と羽田再拡張事業での事例の比較

48ha

65ha
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国内のSCP工法の作業船は15隻。70mまで可能なのは２隻のみ。90mは不可能

『地盤に係る設計・施工の検討結果 報告書』＜SCP工法作業船一覧＞
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＜SD工法作業船一覧＞

国内のSD工法の作業船は７隻。60mまで可能なのは２隻のみ。70m～85mは不可能

『地盤に係る設計・施工の検討結果 報告書』
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護 岸 本 数 合 計

サンドコンパクション
パイル工法

ケーソン C1護岸 7,769本

38,945本

ケーソン C2護岸 3,416本

ケーソン C3護岸 7,536本

ケーソン C4護岸 1,981本

A岸壁・B岸壁 18,243本

サンドドレーン工法 海上施工 24,210本
37,754本

陸上施工 13,544本

地盤改良のために必要となる砂杭の本数

合計 76,699本『地盤に係る設計・施工の検討結果 報告書』より作成
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地盤改良のために７万７千本もの砂杭打設！

＊護岸・岸壁部 3.9万本（サンドコンパクションパイル）

＊埋立て部 3.8万本（サンドドレーン）

・砂杭の径
サンドコンパクションパイ φ1600～2000mm
サンドドレーン φ800mm

最初に改良部分の上部に大量の敷砂（厚さ1.5m)も必要

⇒ 海砂の量 651万㎥！（沖縄の３～５年間の海砂採取量）

・海砂が不足しているため、鉄鋼スラグ使用の可能性
⇒ 環境への深刻な影響
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2014年度 121万㎥

2015年度 139万㎥

2016年度 183万㎥
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『地盤に係る設計・施工の検討結果 報告書』

「砂、砕石、（スラグ、再生砕石）等」

各地盤改良工法の比較表

施工実績 50m程度 施工実績 50m程度
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大浦湾の埋立予定地の約半分（5.7ha）が地盤改良必要

-90m

-50m

-70m

-70m

-85m

-60m

-80m
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サンドコンパクション工法

サンドコンパクションパイル（ＳＣＰ）工法は、振動などにより砂を圧入し、締固めた砂杭を
造成する工法であり、ＳＤ工法に砂杭の支持力を付加したものと考えることができる。沈下が少
なく、圧密期間をほとんど必要としないのが特徴。
ケーシング径は0.7ｍ～1.3ｍ（砂杭径は1.0ｍ～2.0ｍ）、打設深度は水面下70ｍ程度まで可能。

出典：
http://www.umeshunkyo.or.jp/108/prom/236/page.html
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サンドドレーン（ＳＤ）工法とは、地盤の中に透水性が高い砂杭を所定

の間隔と深さで造成し、その上に敷砂をして粘性地盤の圧密沈下を促進さ
せる工法。これまで多くの施工実績を重ねてきた。

これを海上施工するサンドドレーン船の主な設備は砂を貫入・造成する
ためのケーシング、リーダー、砂供給装置、バケットなどの砂投入機、圧
気装置など。サンドドレーンの打設は、圧入方式とバイブロ方式等が多く
採用されてきた。

打設方法は、①ケーシングをバイブロハンマーで地盤に貫入し②ケーシ
ング内に砂を投入後③圧縮空気を送り込み砂上面を押さえ込みながらケー
シングを引き抜いて砂杭を造成する――という手順をとる。砂杭の径は
0.4ｍから0.5ｍ程度（今回は径0.8m）

サンドドレーン工法

http://www.fudotetra.co.jp/geo/kouhou/atsumitsu_sokushin/sanddrain/index.html

http://www.kinjogomu.jp/doboku/castle.html
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＜C-1護岸の地盤改良工事＞

-70m 地盤改良幅 96.0m

（盛り上り土）
この部分もSCPが必要

敷砂 厚さ1.5m

ケーソン断面
当初 幅22m  高さ24m

↓
変更 幅16m  高さ14m

海底地盤面

『地盤に係る設計・施工の検討結果 報告書』

SCP70％改良

SCP70％改良
-50m

SCP45％改良
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＜中仕切岸壁Bの地盤改良工事＞

地盤改良幅 91.0m-57m

盛り上がり土
岸壁利用に支障のないよう除去

SCP70％改良
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工程表

護岸基礎部のSCPのため
に同時に11船団が作業

『地盤に係る設計・施工の検討結果 報告書』

「工事工程の調整」など可能か？
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「海面下90mまで杭を打てる作業船がないため、海面下70mまでしか地盤改良ができない。
残り20mの地盤が改良されないため地盤沈下が生じ、安全な構造物ではなくなる」

（日大鎌尾准教授）
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2014年度 121万㎥

2015年度 139万㎥

2016年度 183万㎥
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大量の浚渫土の処理をどうするのか？

・地盤改良工事では、大量の砂杭を打ち込むため、その分、現地盤面が大きく盛り上がる。政府の
検討書では、ケーソン護岸部では、最大、10mも盛り上がるとされている。本来はこの盛り上がり土
は撤去するのだが、今回は「環境影響への観点」から撤去せずに、その部分もSCP工法などで地盤改
良を行なうという。

地盤改良工事で発生する浚渫土の量 --- 54.6万㎥

＊防衛局の計画とその問題点

① 「二重鋼管矢板の中詰材として使用」
当初の計画でも浚渫土は二重鋼管矢板の中詰材とする予定だったが、砂質土でN値11と想定していた。
今回のような軟弱土を中詰材としても、転圧もできず、盛土材としては不適。
中詰材とするとしても、16万㎥のみで、他は埋立材として使用することとなる。

② 「埋立材として使用」
埋立材として使用できないから地盤改良が必要となった。そのような軟弱土は盛土材とはできない。



30

地盤改良工事による深刻な環境破壊の危惧

「本件埋立事業が行われる辺野古 崎・大浦湾は、ほかに見られない特有の地理的環境を有しており、
その特徴的な地理的環 境において、希少な生物が多様に生息する、国内でもここでしか見られないき
わめて特徴的な生態系を有しているものである。軟弱地盤の改良工事をするとなれば、海底から濁り
が発生することは必至であるが、深い海底に厚い軟弱地盤の層が存在しているため、軟弱 地盤改良工
事により生ずる濁りの拡散を防止することは困難であり、一旦濁りが拡散すれ ば、サンゴ類をはじめ
とする海域生物等の生育に重大な影響を与えることになる。」（2018.7.31   県の聴聞通知書）

１．大量の敷砂投入による汚濁

２．砂杭圧入による汚濁の巻き上がり

３．浚渫による汚濁

・防衛局は「必要に応じて、汚濁防止膜または汚濁
防止枠を設ける」とするがこれは無理

海面下30m（現在の汚濁防止膜は海面下７ｍ）

汚濁防止枠の効果も疑問
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環境への影響に関する防衛局の見解

（『地盤に係る設計・施工の検討結果 報告書』）

---「工程を調整するから環境への影響はない」の問題点
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＜結論＞

＊地盤改良工事を行なうとしても世界にも前例のない難工事

サンドコンパクションパイル工法の施工実績
・国内：深さ 65m ・国外：深さ 70m

サンドドレーン工法の施工実績 50m程度

⇒「一般的で施工実績が豊富な工法」（安倍首相）とはいえない！

＊知事は、設計概要変更申請を承認しない

⇒ 辺野古側で埋立が進んでも、大浦湾の工事は不可能
辺野古新基地建設事業は頓挫する！


