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波の回折から示唆される完新統の堆積現象

一琉球列島多良間島の津波堆積物および黒島のビーチロツクを例にして－

何名俊男＊

HolocenetsunamibouldersinTaramaandbeachrockinKurolslands，

theRyukyus，japan：ｉmplicationofdiffractionofwaves

ToshioKAwANA＊

時期は，それぞれの事例が少ないため，信頼性が

やや低い。

以上の研究成果を踏まえ，本稿では，円形に近

い島である南琉球の多良間島と黒島を例にして，

円形の島における津波の回折効果（図２）

(MinouraetaJ.，1997）による諸現象を考察す

る。

なお本研究で議論する014年代値はいずれも

未較正値であるので，未較正値から暦年代値への

較正は，６１℃＝0±２％｡，△Ｒ=0±０年と仮定し，

StuiveretaJ．（1998）のＣＡＬＩＢＩＮＴＣＡＬ９８に

基づき，暦年代（calBP）（１０）に較正した年

代値で議論する。

１．はじめに

けら

琉球列島は水深1000ｍ以上のトカラ海峡と慶良
ま

間海裂（図１）により３区分され，オヒから南に，

北琉球，中琉球，および南琉球と呼ばれている。

南琉球では過去数千年間において石垣島や宮古島

などに数回の大津波が襲来した（何名・中田，

1994)。この中で最も大きな津波の１つは1771年

の萌莉津波で,約'2,000人の犠牲者を出し未曾有
の災害をもたらした。サンゴ質の津波岩塊は，通

常，津波石と呼ばれている（牧野，1968)。河名・

中田（1994）は，宮古諸島から石垣島など八重山

諸島全域における総計65個の津波堆積物の０１４

年代値（未較正値）に基づき，以下の結論を得た。

(1)1771年明和津波以前の大津波の時期と発生域は，

約500年前（琉球海溝側)，約600年前（沖縄トラ

フ側)，約1100年前（琉球海溝側)，約2000年前

(琉球海溝側)，約2400年前（琉球海溝側)，約

3750年前（琉球海溝側)，約4350年前（琉球海溝

側)，および約4450年前（沖縄トラフ側）と推測

される（琉球海溝および沖縄トラフの位置につい

ては図１参照)。(2)このうち約2000年前の津波は，

宮古島から石垣島まで広域にわたって襲来した強

大な津波と推察され，かつ津波発生時期の推定に

際しては，上記の津波推定時期中では最も信頼性

の高い津波である。(3)一方，約500年前，約3750

年前，約4350年前，および約4450年前の津波推定

2．多良間島北部の津波堆積物

多良間島は宮古島と石垣島のほぼ中間に位置し

(図１），ほぼ円形の島である（図３)。本島には

過去数千年間における数回の大津波による多数の

津波石が分布しており，それらの津波石はとくに

北海岸に集中している。それらの津波石の中で最

も信頼性の高いｃ-14年代（未較正値）の１つは

4450±ｌ９０ｙｒＢＰを示し，その時期の古津波が推

定された。また，その岩塊の内陸側には丘陵が発

達していることから，当時の津波は島の南側から

前述の丘陵を越えて北側の海岸に浸水したという

経路は難しいとの判断から，津波は島の北側すな

＊琉球大学教育学部自然環境教育コース

＊DepartmentofNaturalEnvironment，FacultyofEducation，UniversityoftheRyukyuslSenbaru，
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図１琉球列島および周辺域の諸特徴
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図２円形の島における津波の襲来と波の回折による島の反対側での波の集中現象に関する模式図
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4450±l90yrBP(何名・中田，1994）
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1771年明和津波の浸水域（図４：中田，1990）から
推測される後期完新世の諸津波の推定襲来方向。

5296～4850calBP(１０）の古津波（本文参照）を含む。

図３多良間島における5296～4850ｃａｌＢＰの古津波を含む後期完新世津波の推定襲来方向と津波石の
集中域．国土地理院発行の２万５千分の１地形図「多良間島」を使用．

年明和津波の浸水域を示す（中田，1990)。この

浸水域および津波の回折効果から考えると，明和

津波は島の南～南東方向から襲来したものと推測

される。多良間島における過去数千年間の古津波

の襲来方向もほぼ同方向と仮定すると，図３に示

される津波石の集中現象は津波の回折効果による

わち沖縄トラフ側から襲来したものと推測された

(河名・中田，1994)。しかし，円形の島における

津波の回折効果（前述の図２参照）に立脚すると，

｢島の南側から襲来した津波が島の反対側の北海

岸に集中した」との解釈が可能になる。

図４は多良間島北部の集落周辺域における1771

－３－
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水はきたがカマドの火は消えなかった家

完新世サンゴ化石よりなる岩塊

更新世サンゴ化石よりなる岩塊

甘川(アマガー）：津波により一時的に塩水化した井戸

アミの部分は津波打ち上げ範囲

図４多良間島北部の塩川集落周辺域における明和津波の状況．中田（1990）による．

解釈が可能になる。

河名・中田（1994）は，上述したように約4450

年前の津波は沖縄トラフ側から襲来したと推測し，

約4350年前の琉球海溝側から襲来したと推測した

津波と区分した。しかし両者は近い時期を示し，

また両者とも琉球海溝側からの襲来方向であると

考えることが可能になることから，両者の暦年代

を算出した結果，前者は5428～4850ｃａｌＢＰ，後

者は5296～4803ｃａｌＢＰを示し，ほぼ重複してい

る。このことから両者は同時期の津波と考えるこ

とが妥当であり，その時期は5296～4850ｃａｌＢＰ

頃と推定される。

以上から，河名・中田（1994）によって推測さ

れていた約4450年前（未較正値）の津波は，沖縄

トラフ側から襲来した津波ではなく，琉球海溝側

から襲来した5296～4850ｃａｌＢＰ頃の津波と推測

される。

3．黒島におけるノッチを埋積しているビー

チロック

石垣島と西表島の間のサンゴ礁は石西礁湖と呼

ばれ，その南端に黒島が位置している（図５）。

黒島の北西海岸のLoclには，ノッチを埋積して

いるビーチロックが観察された（ＯｔａｅｔａＬ，

1985）（ただし，その後の護岸工事のため，現在

その現象は観察できない)。上記のLoclの位置

と，ビーチロックがノッチを埋積している模式図

は図６に示される。

通常，ノッチとビーチロックはそれぞれ分布域

が異なり，前者は磯，後者は海浜に発達する。図

６に示される現象は，ノッチが形成されていた磯

海岸が，その後何らかの要因によって海浜海岸に

変化したことを意味している。ただしＯｔａｅｔ０Ｌ

（1985）では，その要因についての明確な解釈は

－４－
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図５黒島の位置図．河名（1987）を－部改変．

側のLocl付近に波が集中し，その結果その付近

に砂層が堆積しノッチを埋積した。(3)上記の砂層

はその後，ビーチロックになり，その結果ビーチ

ロックがノッチを埋積しているという現象が観察

された。

提示されていない。

上記のビーチロック中に含まれる貝化石の0

14年代（未較正値）は4220±８０ｙｒＢＰ(Ｎ-3965）

を示す（ｏｔａｅｔａＪ.，1985)。この値を暦年代に

較正すると4918～4785ｃａｌＢＰになる。

前述したように，琉球海溝側から襲来した5296

～4850ｃａｌＢＰ頃の古津波が推定されるので，そ

の津波は明和津波とほぼ同様の襲来方向と仮定す

ると，以下のような推測が可能となる。(1)黒島が

ほぼ円形の島であるとの地形的特徴から，津波の

回折効果が推測される。(2)Loclのビーチロック

の暦年代（4918～4785ｃａｌＢＰ）と古津波の暦年

代（5296～4850calBP）が重複することにより，

5296～4850ｃａｌＢＰ頃の古津波が島の南東側から

襲来した際に，津波の回折効果により，その反対

4．総括と今後の課題

(1)円形の島における津波の回折効果に基づき，

多良間島北部海岸での津波石の集中現象と，津

波の襲来方向（琉球海溝側）が推測可能になる。

(2)同様の効果により，黒島におけるノッチを埋

積したビーチロックが説明可能になる。

(3)黒島と同様の現象（ビーチロックがノッチを

埋積している現象）は，沖縄島東方の周辺島で
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4918～4785calBP(１０）

ビーチロックがノッチを埋積している（模式図）
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明和津波の襲来方向から推測される

5296~4850ｃａｌＢＰ（１０）の古津波
の推定襲来方向

図６黒島における諸現象．上図はビーチロックがノッチを埋積している模式図．下図は5296～4850
ｃａＩＢＰの古津波の推定襲来方向，および上図の現象が見られる地点を示す（地点，暦年代，お
よび古津波の推定襲来方向については本文参照)．国土地理院発行の２万５千分の１地形図「黒
島」を使用．
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ある津堅島（図１参照）の北西海岸でも見られ

る。今後は，その現象を黒島と同様の視点から

考察していきたいと考える。
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