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沖縄関係自然地理学文献目録

前 門 晃

WorkslnPhysICalGeographyonRyukyuIslands

Akira MAEKADO

本土復帰後の琉球列島に関する自然地理学研究には目を見張るものがあり､

多くの研究成果が蓄積されてきた｡琉球列島についての自然地理学研究を行

うにあたって､これまでどのような研究がなされてきたのかの文献目録をっ

くることは大切である｡研究者のみならず､これから研究を志す学生にとっ

ても必要なことである｡

琉球列島に関する自然地理学文献目録には､1971年までの研究を収録 した

西村 ･武永 (1971).沖縄自然地理文献目録､1975年までの研究を収録 した

田里はか (1976) :沖縄関係地理学文献目録(1)､1982年～1992年までの研究

を収録した沖縄地理学会 (1993):沖縄関係地理学文献目録､がある｡河名

(1988) .琉球列島の地形､氏家 (1990) ･沖縄の自然一地形と地質-､サ

ンゴ礁地域研究グループ (1990) :熱い自然-サンゴ礁の環境誌一､が相次

いで出版され､これらの著書には多くの文献が挙げられている｡こうみてく

ると､】976年～1981年までの文献目録がないのである｡そこで､1976年～

1981年の琉球列島に関する自然地理学文献目録をっくることにした｡

ここでは､自然地理学の文献を収録することはもちろんであるが､関連す

る分野の研究も収録することにし､また､沖縄県だけでなく､琉球列島をと

りあげた研究をも収録することにした｡ここに収録できなかった文献もある

と思われるが､この文献目録に収録された文献にある引用文献をみれば､さ

らに文献は増えるはずである｡琉球列島の自然地理学研究の一助になれば幸

いである｡文献目録の整理にあたっては､地理学専攻学生の比嘉美奈子さん

に手伝っていただいた｡記して感謝致します｡
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沖縄関係自然地理学文献目録

1 地形一般

河名俊男 ･梅本孝雄 (1980) :切峰面図による沖縄島の地形概観と二 ･三

の特徴.琉球大学教育学部紀要,24-1,91-102.

日崎茂和 (1980) :島の地形.木崎甲子郎編著 『琉球の自然史』築地書館,

40-59.

日崎茂和 (1980) ･琉球列島における島の地形的分類とその帯状分布.疏

球列島の地質学研究,5,91-102.

日崎茂和 ･石井孝行 ･上原富二男 ･前門 晃 (1977):沖縄県地形分類図.

国土庁土地局.

斉藤 毅 ･塚田公彦 ･山内秀夫編著 (1980) ･『トカラ列島-その自然と

文化-』古今書院,351ページ.

矢崎酒質 (1978) :南島っれづれの記 (その7)一南西琉球の地形区分と

低下帯の意義-.地質ニュース,285,14-23.

2 海岸 ･海底地形,演

秋山吉則 (1979) :漂砂の指標としての 『星砂』の砕屑過程一与論島北東

部現成サンゴ樵を例として-.地理科学,31,33-41.

堀 信行 (1980) .日本のサンゴ樵.科学,50-2,111-122.

堀 信行 (1980) :第四紀のサンゴ礁地形形成海域の地域区分.西村嘉助

先生退官記念事業実行委員全編 『西村嘉助先生退官記念地理学論文集』

古今書院,170-174.

堀 信行 (1980).サンゴ樵と第四紀の環境変遷-デイフイスの縁辺帯説

をめぐって-.地理,25-8,ll-20.

堀 信行 (1980) :奄美諸島における現成サンゴ礁の微地形構成と民族分

類.人類科学,32,187-224.

河名俊男 ･大城逸朗 (1978) :沖縄県波照間島の地形と地質一特に新 しい

サンゴ礁堆積物に関連して-.琉球列島の地質学研究,3,139…146.

河名俊男 ･西田 宏 (1980) :与論島 ･沖縄島 ･宮古島 ･石垣島のノッチ

について.琉球列島の地質学研究,5,103-123.
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木庭元晴 (1980):琉球層群と海岸段丘.第四紀研究,18-4,189-208.

河野二夫 (1978):沖縄本島海岸の波浪観測-カメラおよび宇田居の方法

で観測された波浪の比較-.琉球大学理工学部紀要工学編,16,61-68.

河野二夫 ･津裏山正光 ･筒井茂明 (1976) :壁礁状REEFによる彼の反射

率と通過率.琉球大学理工学部紀要工学篇,12,167-188.

日崎茂和 (1980) :沖縄のサンゴ樵と開発問題.地理,25-8,84-93.

日崎茂和 (1981) ･サンゴ礁海岸の地形変化.地形,2,125-130.

日崎茂和 ･渡久地 健 ･中村倫子 (1977):沖縄島のサンゴ礁地形.琉球

列島の地質学研究,2,91-106.

日崎茂和 ･我那覇 念 ･広山 実 (1978):沖縄島北部の海浜地形.琉球

列島の地質学研究,3,215-226.

太田陽子 ･町田 洋 ･堀 信行 ･小西健二 ･大村明雄 (1978) :琉球列島

喜界島の完新世海成段丘.地理学評論,51,109-130.

高橋達郎 (1980):サンゴ樵の微地形構成.地理,25-8,34-42.

高橋達郎 ･山内秀夫 ･福本 紘 (1976) :口之島の珊瑚礁と海浜堆積物.

鹿児島地理学会紀要,22-2,63-78.

高橋達郎 ･木庭元晴 (1980)ニ日本列島におけるビーチロックの年代.疏

球列島の地質学研究,5,125-132.

田中好園 (1978):Beachrockの成因と地形学的意義.鹿児島地理学会紀

要,23,1-17.

津義山正光 (1976):BarrlerReefによる波の変形.琉球大学理工学部紀

要工学篇,12,189-198.

筒井茂明 (1977) :浅海における進行波の砕波について.琉球大学理工学

部紀要工学篇,13,203-212.

氏家 宏 ･塩屋藤彦 ･山田 厚 (1979) :沖縄本島名護湾の底質解析.月

刊地球,9,693-701.

山里 清 ･目崎茂和 (1980):海とサンゴ樵.木崎甲子郎編著 『琉球の自

然史』築地書館,182-204.
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山里 清 ･香村真徳 ･日高道雄 (1980) :久米島の内湾性さんご礁群集.

瀬底臨海実験所業績,49,133-144.

Hori,N.(1977):A morphometricalstudy on the geographical

d】stributlOnOfcoralreefs,Geogr.Repc.TokyoMelropol.Uniu‥

12,1-75.

Konishi,K..Tsujl,Y‥ Goto,T.andTanaka,T.(1978):Holocene

raised reefdrilling atKikai-Jlma,CentralRyukyus.Sci.Rep.

KanazawaUniu.,2312,1291153.

Takahashi,T.andKoba,M.(1977)AEmergedHolocenecoralreefs

around Kume Island, Ryukyus.ScL Rep.Tohohu Uniu..7Lh

Series(Geogr.),2712,1491162.

Takahashi,T.andKoba,M.(1978):A preliminaryinvestigation

ofthecoralreefattheSoutherncoastoflshlgakiIsland,Ryukyus.

ScL.Rep.TohohuUniu.,7thSeries(Geogr.),28-1.

Ujiie,H.andShioya,F.(1980):SedimentinthebayofNagoand

aroundtheislandofSesoko,Okinawa.SesohoMar.Sci.Lab.Tech.

Reptり 7,i-17.

Yamanouchi,H.(1980):Prellminary noteon blOClastlCSandsof

coralreefsandbeachesatSouthwesternislandsofJapan.Sci.Rep

FacEducation,GunmaUnlu..29,73-97.

Yamazato,K.(1981):A noteon theexpulsion ofzooxanthellae

duringsummer,1980bytheOkinawareef-buildingcorals.Sesoho

Mar.ScL'.Lab.Tech.Rept.,8,9-18.

3 地殻 ･海面変動,地震 ･津波 ･火山

本座栄一 (1977) :琉球島弧の島弧変動と南北雨域にみられる変動の違い.

海洋科学,9-9,31-35.

池田安隆 (1977) :奄美大島の海岸段丘と第四紀後期の地殻変動.地学雑

誌,86-6,43-49.
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河名俊男 (1980):琉球列島の後期更新世一完新世の諸問題.第四紀研究,

1814,181-187.

木庭元晴 ･中田 高 ･渡辺佐和子 (1979):琉球列島,宝島 ･小宝島の第

四紀後期離水サンゴ礁と完新世後期の海水準.地球科学,33-4,173-

191.

木庭元晴 ･中元久仁夫 ･高橋達郎 (1980):琉球列島,沖永良部島の完新

世後期の高位海水準とその14C年代.第四紀研究,19-4,317-320.

小西健二 (1979)･『後氷期珊瑚礁の立体構造からみた完新世海面変動』

昭和52･53年度文部省科学研究費補助金 (一般研究B)研究成果報告書,

16ページ.

小西健二 (1980):隆起サンゴ礁からみた最終間氷期以降のアジア ･フィ

リピン海プレート境界付近の地史一同位体記録を中心に1.第四紀研究,

18-4,241-250.

牧野 清 (1981) ･『改訂増補 八重山の明和大津波』462ページ.

松本徳夫 (1977):琉球列島の第四紀火山.海洋科学,9-8,32-37.

中田 高 ･高橋達郎 ･木庭元暗 (1978):琉球列島の完新世離水サンゴ礁

地形と海水準変動 地理学評論,51-2,87-108.

中田 高 (1980):種子島 ･屋久島の段丘変位からみた琉球弧北部の第四

紀後半の地殻変動.西村嘉助先生退官記念事業実行委員全編 『西村嘉助

先生退官記念地理学論文集』古今書院,105-110.

大嶋和雄 (1980).沖縄群島周辺の海底地形からみた第四紀後期の低海水

準.第四紀研究,18-4,251-257.

太田陽子 (1978).『琉球列島の珊瑚礁段丘からみた地殻変動の研究』昭

和51･52年度文部省科学研究費総合研究㈱報告書.

太田陽子 ･町田 洋 ･堀 信行 ･小西健二 ･大村明雄 (1978) :琉球列島

喜界島の完新世海成段丘一完新世海面変化研究へのアプローチ-.地理

学評論,51,109-130.

太田陽子 ･堀 信行 (1980):琉球列島の第四紀後期の地殻変動に関する

一考察.第四紀研究,18-4,221-240.
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Kizaki,K.(1978) :TectonicsoftheRyukyuIslandarc.J.Phys.

Earth,26,3011307.

Konishl,K.andMatsuda,S.(1980):Relativefallofsealevel

withlnthepast3,000years.Trams.Proc.Palaeont.Soc.Japan,

〃.5.,117,243-246.

Machida,H.,Nakagawa,H.andPirazzoll,P.(1976):Preliminary

studyontheHolocenesealevelsinthecentralRyukyuIslands.

ReuLLedeGeomorphologLeDyTWmLque.25,49162.

Maruo,Y‥ Furukawa,H.andKizaki,K.(1979):A modeofthe

"URUMA"Crustalmovementin the Southeastern partofthe

OklnaWa11ma,Ryukyuislands.Bull.ScL'.Eng,Diy.,UTuU.Ryuhyus,

27,89-98.

4 河川地形,地下水

新井 正 (1977) :奄美の水収支について.人類科学,29, 1-26.

新井 正 (1979) :南 ･北大東島の池沼の湖盆形態について.陸水学雑誌,

40,201-205.

古川博恭 (1980) :地下水と地下ダム.木崎甲子郎編著 『琉球の自然史』

築地書館,219-230.

古川博恭 (1980):『九州 ･沖縄の地下水』九州大学出版会,393ページ.

古川博恭 (1980) :沖縄における応用地質学的諸問題.琉球列島の地質学

研究,5,75-90.

古川博恭 ･柴崎達雄 ･大野勝次 (1976) :沖縄の農業用地下水資源.琉球

列島の地質学研究, 1,143-152.

古川博恭 ･富田友幸 (1978) :波照間島の水理地質.琉球列島の地質学研

究,3,205-214.

門村 浩 ･府本礼司 ･山本 博 ･武内和彦 ･多賀俊介 ･前門 晃 (1977)･

『流域環境整備の課題と方法-とくに屋部川流域について-』名護市,96

ページ.
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兼島 清 ･平良初男 ･渡久山 章 ･大森 保 ･西浜完治 (1977) :南大東

島および北大東島の池沼ならびに地下水の水質.琉球大学理工学部紀要

理学篇,23,13-42.

黒川睦生 (1977) ･宮古島の地下ダムについて.琉球列島の地質学研究,

2,135-138.

大成博文 ･上原方成 (1977) :沖縄の水資源とその利用に関する2･3の

考案.琉球大学理工学部紀要工学首,13,213-226.

5 斜面,風化,斜面プ田セス,土壌

宜保清一 (1976) :代表的沖縄本島土壌層の乾燥特性.琉球大学農学部学

術報告,23,269-280.

宜保清一 (1977) :土塊の乾燥 ･収縮について.琉球大学農学部学術報告,

24,427-438.

宜保清一 (1978) 二島尻層軟化泥岩の残留強度について.琉球大学農学部

学術報告,25,265-281.

宜保清一 (1978) :泥岩地帯自然斜面の安定と残留強度.琉球大学農学部

学術報告,25,283-294.

宜保清一 (1979) :粘土の残留強度決定に関する研究.琉球大学農学部学

術報告,26,183-272.

宜保清一 (1980) :翁長地内地すべりの安定解析と排土工について.琉球

大学農学部学術報告,27,247-255.

宜保清一 ･宮城調勝 (1977) :島尻マージ地帯の透水性について.琉球大

学農学部学術報告,24,449-455.

宜保清一 ･小宮康明 (1981) :島尻層泥岩地帯の切土ノリ面対策一硬度変

化からみたノリ面風化-.琉球大学農学部学術報告,28,151-162.

宜保清一 ･小波蔵政良 ･吉沢光三 (1981) :那覇市真地団地内地すべり性

崩壊の発生要因と平均せん断強度定数の決定.地すべり,18-2,ll-18.

浜崎忠雄 (1979) :西南諸島の母材と土壌.ペドロジスト,23-1,43-57.
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門村 浩 ･山本 博 (1978) ･土地改変に伴う加速的侵食一侵食の速さと

沖縄島北部の事例一 地学雑誌,87-1, 1-15.

小島俊郎 (1980) :沖縄の森林土壌一土壌の分頬,性質,立地条件,分布

および植生-.林試研報,309,117-157.

小宮康明 ･新城俊也 (1978) :乾湿繰返しによる島尻層泥岩における2･

3の物理的性質の変化.琉球大学農学部学術報告,25,295-305.

黒島 忠 ･河田 弘 ･小野俊郎 (1981) ･沖縄の主要な森林土壌の成分と

分類について.林試研報,316,47-90.

三土正則 ･山田 裕 ･加藤好武 (1977) :沖縄本島に分布するフェイチシャ

(灰白化赤黄色土)の生成について.ペドロジスト,21-2,111-122.

宮城調勝 (1979) :静的に締固めたマージ粘土の膨潤圧と初期含水比につ

いて.琉球大学農学部学術報告,26,347-352.

翁長謙良 (1978) .沖縄における農地保全の基礎的研究Ⅶ一国頭マージの

土壌侵食標準試験区における流亡土塁について一.琉球大学農学部学術

報告,25,351-359.

翁長謙良 (1979) :沖縄における農地保全の基礎的研究Ⅷ一国頭マージの

土壌侵食標準試験区における流亡土量について(2ト .琉球大学農学部学

術報告,26,329-335.

翁長謙良 (1980) :沖縄における農地保全の基礎的研究Xl-国頭マージの

土壌侵食標準試験区における流亡土塁について(3)-.琉球大学農学部学

術報告,27,257-264.

翁長謙良 ･宜保清一 (1977) .一滴の連続的な落下による土塊の破壊試験

琉球大学農学部学術報告,24,439-448.

翁長謙良 ･末吉常彦 (1979) :沖縄における農地保全の基礎的研究Ⅸ-パ

インアップルの土壌浸食抑制効果について(1ト.琉球大学農学部学術報

告,26,337-340.

翁長謙良 ･照書名良達 (1979) :沖縄における農地保全の基礎的研究Ⅹ一

水滴による土塊の崩壊に関する研究(1ト.琉球大学農学部学術報告,26,

341-346.
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翁長謙良 ･宮城武治 (1980) :沖縄における農地保全の基礎的研究Ⅶ-パ

インアップルの土壌侵食抑制効果について(2)-.琉球大学農学部学術報
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