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沖縄島東南部とその周辺島のサンゴ質堆積物から推定される
約3400年前の大波の襲来
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TbshioKAwANA．

１．はじめに
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琉球列島はほぼ毎年のように台風の襲来を受け

る。一方，琉球列島南部では過去数千年間に数回

の大津波が襲来した（何名・中田，1994)。それ

らの高波はサンゴ礁岩塊や砂層などを海岸に打ち

上げたり，海食崖を剥離したりしている。このた

め，台風の高波や津波は琉球列島における過去数

千年間の海岸地形変化に大きく寄与している（河

名，2003など)。
ぐしちゃんちな

一方，沖縄島南晋Mの具志頭と知名崎およびその
つけん

周辺島の津堅島の海岸|こは，完新世離水ビーチロ

ックやサンゴ礁岩塊が分布しているが（詳細は後

述)，それらの分布要因や相互の関連性について

は，これまで不明であった。

本稿はこれらの特徴と年代に基づき，上記3箇

所における堆積物の相互関連を考察する。併せて，

津堅島における離水ビーチロックの年代と沖縄島
よなばるいたらしき

南部の与引ﾛ原町板良敷におけるサンゴ礁岩塊との

相互関連についても検討する。

△I可】》

沖縄島南部の具志頭村字具志頭における完

新世離水ビーチロックの位置図（ＬｏＣｌ)。

基図は国土地理院発行(2002)の『数値地

図25000沖縄(CD-ROM)版』による。

図１
２．各地点における地形と堆積物の記載

ぐしかみぐしちゃん

１）〉中縄島の具志頭村字具志頭における離水

ビーチロック

具志頭村の字具志頭には完新世離水サンゴ礁が

発達している。図１のＬＯＣ､１には離水ビーチロッ

クが分布しており，ビーチロック中の貝化石の0

14年代（暦年代に較正していない未較正値：non‐

conventionalage）は3250±６０ｙｒＢＰで（Kawana

andPirazzoli,1985)，本ビーチロックの高度は約1.3
おうじま

mである（具志頭の近くの奥武島の平均海面を0ｍ

とする)。上記の未較正値を，StuivereM.（1998）

平
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知名崎には，完新臺世離水サンゴ礁の上に数個の

サンゴ礁岩塊が分布している（図２のＬＯＣ､2)。こ

の中の1個の岩塊（4×2,2×１．６ｍ）を構成する

サンゴ化石群の成長方向を調べ，岩塊の最新箇所

に近い箇所のサンゴ化石（Acmpo垣ｓｐ.）を採取

した。その暦年代は３３７０～３４６０ｃａｌ（１。）ＢＰ

(Beta-188060）を示す。これらの岩塊は，少な

くとも過去数年間における台風の高波では移動し

ていない。

以上の現象から，3370～3460calBP頃，猛烈

な台風の高波あるいは津波によって上記の岩塊が

打ち上げられたとの仮説が考えられる。

のCALIBINTCAL98により暦年代値（１０）に較正

すると，3461～3633caIBPを示す（OlJC=O±2.0

%｡，△Ｒ=0.0±Oyrとして較正)。

一方，当地域の完新世離水サンゴ礁は合計７本

のボーリングにより掘削された（河名・菅，

2002)。それらの年代値は未較正値であったので，

それらの年代値を上記の方法で較正すると（河

名・菅，準備中)，上述のビーチロック形成時期

の海水準は現海面以下の可能性がある。

以上から，3461～3633calBP頃の海水準とビ

ーチロックの堆積高度が整合しないという問題点

が浮上する。この現象を説明するには，上記の低

海水準の時期に何らかの要因による大波が襲来し

て砂鬮を打ち上げ，その後，それらの砂層がビー

チロック化したという仮説を:考えると，iilii者の関

係は合理的に説明できる。

3）津堅島北北西端の離水ビーチロック

津堅島の北北西端（図３のＬＯＣ,3）には離水ビ

2）沖縄島東南部の知念村知名崎における完

新世サンゴ礁岩塊

図３ 沖縄島東方の津堅島の北北西端における完

新世離水ビーチロック，およびビーチロ

ックにノッチの一部が埋積される地点の

位置図（LOC､３)。

基図は国土地理院発行(2002)の『数値地

図25000沖縄(CD-ROM)版』による。

図２ 沖縄島東南部の知念村知名崎における完新
世サンゴ礁岩塊の位置図（ＬＯＣ､２)。

基図は国土地理院発行(2002)の『数値地
図25000沖縄(ＣＤＲＯＭ)版』による。
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図４津堅島のLOC､３（図３）におけるビーーチロックとノッチとの関係を示す図。当地点の潮位は，津堅
へしぎや

島に最も近い検潮所である沖縄島中部の平敷屋の潮位に基づく。更新世琉球石灰岩のキノコ岩Ｉご形

成されているノッチは，現成ノッチ（ノッチ５）を含めて5段ある（高位より，ノッチ１～ノッチ５)。

各ノッチの後退点高度（最も窪んだ箇所の高度）は表１に示される。3330-3390などの数字は，ビ

ーチロックに含まれるサンゴ化石（○印）の暦年代（calBP）（１０）を示す。3810-3890ｃａｌＢＰ

のコード番号はBeta-185483である。数字の右肩に＊が付いている数字は，未較正値を暦年代に

較正した年代（calBP）（１（７）を示す。較正の方法については本文参照。図の下方のビーチロック

は，琉球石灰岩のキノコ岩の北側に位置しており，キノコ岩には接していない。一方，図の上方の

ビーチロックはキノコ岩に接して，キノコ岩の一部を埋積している。上方のビーチロックは，ノッ

チ２の後退点高度の箇所を埋積していないが，ノッチ３によって浸食されている。以上から推測さ

れるノッチの形成時期については表１参照。

－チロックが発達しており，これらのビーチロッ

クの一部は離水ノッチを理積している（図４)。

これらの現象を詳細に観察すると以下の通りであ

る（図４参照)。

当地域のビーチロックは大半が離水しており，

ビーチロックの傾斜が現潮間帯の傾斜とほぼ一致

する典型的なビーチロックである。それらのビー

チロックから3個の未較正値を得た（5550±ｌ１０

ｙｒＢｎＧａＫ－１６４５５，１８７０±９０ｙｒＢＰ：ＧａＫ‐

16456,2340±９０ｙｒＢＰ：GaK-16457)。それら

の未較正値を前述した方法で暦年代に較正した値

(calBP）（１０）は，高度が高い方から低い方に

向かって，6265～6478,1773～1984,および

2325～2658を示す。ただし，これらのビーチロ

ツクは，その南方のノッチを蝿積していない。

ノッチ後退点

高度（、）

ノッチの区分

表１津堅島のＬＯＣ､３（図３）におけるノッチの

後退点高度と形成時期（図４および本文参

照)。ノッチ後退点高度は，津堅島に最も

近い検潮所である平敷屋の潮位を0ｍとす

る。

－２６７－

ノッチの区分 ノッチ後退点

高度（、）

ノッチの形成時期

１ 2.4

２ 1.6 3400年前以前のある時期

３ 1.1 3400年前以降のある時期

４ 0.6

５ 0.1 現成
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図５約3400calBPを示す堆積物の位置図（具志頭．知名崎，津堅島)。図中の板良敷については，図６
および本文参照。基図は『数値地図ビューワ3.4.3』による。
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一方，更新Ⅲの琉球石灰岩のキノコ岩には合計

5段のノッチが発達している（図４および表１）。

このキノコ岩には，図４に示されるように，何ら

かの要因で砂層が堆積し，その後，ビーチロック

化した堆積物が接している。これらのビーチロッ

クは，前述したような典型的なビーチロックの形

態を示しておらず，キノコ岩の一部を埋積してい

るような形態を示している。それらの年代の最上

部(最新部）の暦年代は3330～3390ｃａｌＢＰ(１０）

(Beta-185482）である。この現象は，３３３０～

3390ｃａｌＢＰ頃，非常に強い大波によって，砂層

がキノコ岩の一部を埋積し，その後，砂層がビー

チロック化した可能性が考えられる。

円形の島に津波が襲来すると，津波は海岸線に

沿って島の反対側に収束するという特徴がある

(MinouraetaL1997)。河名（2004）はこの特

徴を踏まえ，円形の島である琉球列島南部の
たらま

多良間島と黒島における津波堆積物を論じた。津

堅島は円形の島ではないが，上記の現象に類似し

た現象が起きたと仮定すると，島の東南方から大

波が襲来し，その反対側に波が収束した結果，砂

層が堆積したという仮説が示唆される。

していない。以上から，前述の表１に示されるよ

うに，ノッチ２は3400ｃａｌＢＰ以前のある時期に

形成され，ノッチ３は3400ｃａｌＢＰ以降のある時

期に形成されたと考えられる。

2325～2658calBPを示すビーチロック堆積物

の高度は平均潮位よりも下方に位置している。ビ

ーチロックの高度から当時の海水準（平均潮位）

を推測することは，厳密には難しいが，2325～

2658calBP頃の海水準は，現在の海水準よりも

若干低かった可能性が示唆される。

3）約2000caIBPの現象の要因

3．考察

１）約3400c2UBPの大波の可能性

上述したように，上記の3箇所の堆積物は，い

ずれも非常に強い台風の高波あるいは津波によっ

て打ち上げられた堆積物と考えられる。それらの

地点と年代は図５に示される。以上の年代および

地点から総合的に考えると，３４００calBP頃，沖

縄島の東南方から大波が襲来し，具志頭では砂層

が，知名崎ではサンゴ礁岩塊が，それぞれ打ち上

げられ，津堅島では大波が島の反対側に収束し，

砂層がノッチの一部を埋積したと推測される。以

上から，約3400calBPの大波（非常に強い台風

の高波あるいは津波）の襲来が示唆される。

沖縄島東南部の与那原町板良敷における完

新世サンゴ礁岩塊の位置図（LOC､４)。

基図は国土地理院発行(2002)の『数値地

図25000沖縄(CD-ROM)版』による。

図６

律堅島におけるピーチロックの年代の中で

1773～l984calBPの年代を示す堆積物の高度

は，6265～6478ｃａｌＢＰと2325～2658ｃａｌＢＰ

を示す堆積物の高度の間に位置している。ビーチ

ロックは，高度を減ずるにしたがって年代は若く

なるという特徴が一般的である。この特徴から考

えると，1773～1984calBPの年代を示す堆積物

については，何らかの要因を考える必要がある。

１つの要因として，2325～2658calBP頃の低

海水準以降の海水準の上昇に求める考え方であ

る。ノッチ４の後退点高度（ノッチの最も窪んで

いる箇所の高度）が1773～l984calBPを示すピ

２）津堅島のノッチとピーチロックから推測

される完新世海面変動

図４に示される３８１０～3890ｃａｌＢＰと3330～

3390calBPの年代を含むピーチロックは，ノッ

チ３によって浸食されているが，ノッチ２を埋積

－２６９－
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－チロックの採取地点の高度と，ほぼ同高度を示

していることから，１７７３～l984calBP頃，ノッ

チ４の海水準下に砂層が堆積し，その後，ビーチ

ロック化したとの仮説が考えられる。

もう１つの要因としては，前述の津堅島での大

波の要因を考察したように，1773～１９８４ｃａｌＢＰ

頃の大波の襲来に求める考え方である。これを示

唆する現象として．沖縄島南部の与那原町の板良

敷（図６および前述の図５参照）におけるサンゴ

礁岩塊の年代がある。ここには多数のサンゴ礁岩

塊が分布しており，その中の１つの岩塊（1.83×

1.3×０．４７ｍ)の暦年代は1880～2050calBP(I(7)

(Beta-198477）を示す。この年代は上記の1773

～1984calBPに近い値を示している。換言すれ

ば，約2000calBPに大波が襲来し，津堅島では

砂層が堆積し，沖綱島南部の与那原町板良敷では

サンゴ礁岩塊が打ち上げられたことが示唆され

る。ただし，板良敷の岩塊群が最近の台風の高波

によって再移動しているかどうかが不明なため，

後者の要因については，今後さらなる検討が必要

である。

以上から，約2000ｃａｌＢＰ頃にどのような現象

が起きたかは現段階では検討不足であり，今後の

検討課題として残されている。

る。

3）約2000calBPの現象について考察した。律

堅島におけるビーチロックの年代の中で

１７７３～ｌ９８４ｃａｌＢＰの年代を示す堆積物の

高度は，6265～6478ｃａｌＢＰと2325～2658

ｃａｌＢＰを示す堆積物の高度の間に位置してい

る。この要因の１つとして，２３２５～２６５８

ｃａｌＢＰ頃の低海水準以降のやや高い海水準

（ノッチ４の後退点高度）に至る海面上昇に

求める考え方である。もう１つの要因として

は，津堅島における上記の年代と沖縄島南部

の板良敷におけるサンゴ礁岩塊の年代がほぼ

一致することから，その時期の大波の襲来に

求める考え方である。ただし現段階では，約

２０００ｃａｌＢＰ頃にどのような現象が起きたか

は検討不足であり，今後の検討課題として残

されている。

謝辞

サンゴ化石のC-14年代測定は，学習院大学木越

邦彦研究室（コード番号：ＧａＫ）および(株)地球

科学研究所（コード番号：Beta）に依頼した。本

研究を遂行するに際しては，2003～2005年度科

学研究費補助金（研究代表者：何名俊男，課題番

号：15300304）の一部を使用した。記して謝意

を表します。

４．まとめと今後の課題

Ｄ３４００ｃａｌＢＰ頃，沖縄島の東南海岸に大波

（猛烈な台風の高波あるいは津波）が襲来し

た可能性が考えられる。その時，具志頭では

砂層が打ち上げられ，その後ビーチロック化

し、知名崎ではサンゴ礁岩塊が打ち上げられ，

津堅島では砂層が打ち上げられてノッチの一

部が埋積され，その後ビーチロック化したと

推測される。

2）津堅島のノッチの後退点高度は現成のノッチ

を含めると合計5段に区分される。これらの

ノッチ後退点高度とビーチロックの年代か

ら，ノッチ２は3400calBP以前のある時期

に形成され，ノッチ３は3400ｃａｌＢＰ以降の

ある時期に形成されたと考えられる。一方，

2325～2658ｃａｌＢＰ頃の海水準は，現在の

海水準よりも若干低かった可能性が示唆され
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