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堆積物調査が証す琉球列島における歴史及び先史津波 

 

仲座栄三（琉球大学工学部） 

 

 

要旨  
 沖縄地方には過去に７回ほどの大津波が発生した可能性が推測されている。これは、津波によって

海側から陸側に打ち寄せられたとされる津波石やそれに付着する化石等の年代測定から推測されたも

のである。しかしながら、化石が示す年代そのものは科学的に根拠のある数値であるとしても、その

数値が示す年代が大津波の発生を表すものであるかどうかについては十分な根拠がある訳ではなかっ

た。すなわち、サンゴが死滅したであろう年代を科学的に示すことができたとしても、それを津波発

生と結びつける証拠がない、ということである。あるのは、明和津波の場合だけに限られる。  
 しかしながら、これまでこれらの数値があたかも津波発生年を表すかのように信じられてきたこと

は大いに不思議なことである。いったんストーリーが出来上がってしまうと、人々はそのストーリー

をそのまま信じ、現れる事柄をそれに準じて解釈してしまうという傾向にあることは、これまでの科

学の歴史が示すところでもある。 
 本研究は、これまで当然のように受け入れられてきた定説が、そうでない可能性が高いことを数多

くの実例によって示し、むしろ沖縄地方では明和津波が唯一の大津波と呼ばれ得る津波であった可能

性が高いことを示している。このことは、沖縄本島地方で大津波の痕跡がなんら見出されていないこ

との稀有さとも整合性を見せている。 
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堆積物調査が証す琉球列島における歴史及び先史津波 

 
仲座栄三（琉球大学工学部） 

 
１．はじめに 
 2011 年の 3.11 大津波の発生の後，沖縄地方においても古記録の見直しや津波堆積物調査が実施さ

れ，過去数千年にもまたがっての歴史津波あるいは先史津波の実態解明が求められている． 
 沖縄における歴史津波に関する研究は，牧野清が著した「八重山の明和大津波」（1968，あるいは

改訂版：1981）にその緒を見る．牧野によって「津波石」の存在や克明に記された古文書の存在が、

広く世に知られることとなった．  
1980 年代には，加藤・木村・河名らなど、琉球大学の研究チームによって津波発生年に関する研究

が盛んに行われている．これらを第二世代の研究と呼ぶことができよう．宮古島において，新たな文

献「御問合書」（1988）が見出されたことも，この世代の研究を盛り上げた． 
津波石などサンゴ化石の年代測定に基づく歴史津波の研究に加えて，遺跡発掘調査も歴史津波の実

態を明らかにしてきている．特に，盛本（1987，2008）による宮古島友利元島の発掘調査結果は，明

和大津波の実証として知られている． 
山本（2008，2011a,b）は、石垣島における嘉良嶽貝塚発掘調査及び嘉良嶽東古墳群発掘調査の結

果から，明和津波の発生痕跡を見出すと共に、明和以前に発生したと推定される津波痕跡の存在を示

している（埋蔵文化財センター，2009）． 
明和津波（以下、明和津波に統一する）以前に大津波が発生した可能性があることは，河名・中田

（1994）や後藤ら（2010）によっても指摘されている．その根拠は、津波石の炭素年代測定結果に基

づいている． 
琉球諸島には、大津波に関するいくつかの伝説がある。こうした伝説も明和津波以前に大津波が発

生したことを推測させるものとなっている。 
本研究では，ボーリング調査及び手掘調査を通じて、琉球列島を襲った歴史大津波及び先史大津波

の実態を明らかにすることを主目的とする． 
 
２．琉球列島における津波石と津波伝説 
 石垣島に存在する大浜の津波大石について，木村（1985）は，陸起源のものであり，琉球石灰岩が

侵食によって取り残されたものであると推定した．これに対し，加藤・木村（1983）は，大浜の津波

大石に近い宮良湾内の干潟上に存在する巨石に付着したサンゴ化石の年代を測定し，明和津波発生年

に近い年代を得た．さらに，加藤（1987）は，この巨岩に付着した別のサンゴ化石の年代からおおよ

そ 3000 年前とする年代を得た． 
河名・中田（1987，1994）は，大浜津波大石を含め石垣島に存在する多くの津波石及び宮古島東平

安名崎に点在する巨石に付着するサンゴ化石の年代測定から，これらの巨石が明和津波発生年よりも
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遥か以前に打ち上げられたものと推測した．また，これらの巨石を打ち上げた大津波を「沖縄先島津

波」と命名するに至った．その発生年は，付着化石等の示す年代の平均的な値 2000－2400 年前と推

定されている． 
 宮古島の北西に位置する下地島の巨石「通称：帯大岩」の発生年について，河名・中田（1987）は，

当地域の津波石に付着している化石の年代測定結果からの推定で，帯大岩の発生年は明和津波以前の

大津波によると判断した． 
これに対し，加藤（1988）は，いくつかの理由を挙げ，かような巨石はいかなる大津波でも説明で

きないとし，琉球石灰岩が差別侵食を受けて残った現地性転石の可能性が高いと判断した．  
 その後，加藤（1989）は，御問合書に記載された津波石に関する記述と帯大岩との実寸がほぼ合致

する点を指摘，「帯大岩は明和津波で打ち上げられたものと結論される」と，自身の主張を修正した． 
 津波石の発生年の推定に関しては，「伝承」

も大いに関係している．宮古島東平安名崎の

巨石群の発生に関しては，河名・中田（1987）
が「マムヤ伝説（宮古島風土記，1977）」を

挙げている．すなわち，マムヤの墓とされる

津波石の発生は，約 700 年前の伝承であり，

明和津波以前のことであるとしている． 
河名・中田らは，さらに下地島を襲った歴

史津波に関し，「きどまり村伝説（伊良部郷土

誌，1974）」を挙げ，「きどまり」という村が

かつて海岸近くにあったが，明和の大津波以

前の津波によって壊滅したとする伝承に着目

している．これは，「よなたま伝説」として伝

えられている（伊良部村史，1978）． 
その他，宮古島における津波伝承としては，

下地（2007）が，「あまれ村伝説」を挙げて

いる．これによると，かつて宮古島の城辺友

利地区近くの海岸部には「あまれ村」があったが，明和津波以前の津波によって壊滅し，唯一生き延

びた「大津かさ」という女性が，津波によって荒廃した村を捨て，高台へ移り住み，そこから子孫繁

栄したとされている．この時の津波を，下地は「伝説の津波」と呼んでいる．また，その発生年を 1470
年頃と推定している． 
 
３．津波堆積物調査から推測される大津波 
従来の研究成果や各地に伝わる津波伝説などからは、琉球諸島に過去数回の大津波の発生が推定さ

れている。特に、河名や後藤らは、過去 2000 年から 3000 年間まで遡ると、７回ほどの大津波の発生

が推測されると結論づけている。 
調査では、これら数回発生したと推定される大津波の痕跡を明らかにし、その発生を裏付けること

を当初の主目的とした。 
手堀りによるトレンチ調査やボーリング調査は，宮古島城辺の友利元島周辺，上野宮国元島周辺，

下地島・伊良部島において実施した．これらの調査地点を図－１，２及び３に示す． 

図－１ 宮古島・城辺友利元島地区調査地点 
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宮古島の友利元島やその周辺では，過去に発掘調査や試掘が何度か実施されており，それらから得

られているエビデンスが津波発生年の同定に重要な意味を持つと判断された． 
                       

 
図－２ 下地島・伊良部島における調査地点     図－３ 伊良部島・佐和田地区調査地点 
 
３－１ 友利元島調査結果 
写真－１及び２に，友利元島の調査地点３（標高 6.2m）におけるボーリングの様子及び採取され

たボーリングコアを示す．調査地点３におけるボーリングは，表層から約 3.5m で基盤岩と想定され

る琉球石灰岩の層に達したため終了した．コアの採取は採取器が１m 貫入する度に採取器を引き上げ，

１m ごとの試料とした．  
写真－２に示すように，地表面から約 30cm は，耕作土に当たり，その中にサンゴ化石や陶磁器類

の破片等が無数に含まれている．30～100cm は暗褐色土である．100cm～2.2m までに砂及びサンゴ

レキ混じりの褐色土，2.2m から 3.5m まで不攪乱の明褐色土が続いている．その下は琉球石灰岩であ

る． 
写真－３に，調査地点１（標高 13.6m）で採取したボーリングコアを示す．この試料においても，

0m～0.3m 程度が表層耕作土である．0.3m～1.0m が褐色土，1.0m～1.2m に砂混じり土，それ以降

1.8m までが不攪乱の褐色土となり，その後琉球石灰岩に到達した． 
その他の調査地点２，４，５ではいずれの試料においても表層耕作土中にサンゴレキ及び陶磁器片

などを含んだものとなり，その下層は不攪乱の褐色土となっている．遺跡調査結果（盛本：1987，2008；
城辺町教育委員会，2004）を参考にすると，調査地点３の表層土（0m～0.3m）は，最も近年に発生 

 
写真－２ 調査地点３における試料（標高：6.2m）  
 

 
写真－１ 友利元島におけるボーリングの様子   写真－３ 調査地点１における試料（標高：13.6m）
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した明和津波の際の堆積物と推定される． 
これに対し，表土下 1.0m～1.2m に見られる砂混じり土は明和津波以前の津波による堆積物と一旦

は推定された．しかしながら、この層については、宮古島市教育委員会による発掘調査（2012）によ

り、波浪などによる砂丘の一部であることを確認している。すなわち、津波堆積物でないことが判明

している。 
上野宮国元島では、表土下 20cm から 50cm には砂混じり黒色度が存在し，それに大量のサンゴレ

キが含まれているのが見出された．ここでも，複数の津波堆積物層縞は確認されず，明和津波による

と推測される１層のみの堆積物層が確認された．  
 
３－２ 伊良部島・下地島調査結果 
 下地島においては，多くが手堀によるトレン

チ調査である．標高 8－9m の調査地 C におい

ては，大規模な磁気探査事業が進められており，

数百メートルにまたがっての地層が調べられた．

その様子の一例を写真－４に示す． 
下地島における津波堆積物は，表層下 30cm

程度までにのみ現れた．それより下層は不攪乱

の褐色土となっている．全ての地点でこの様相

は共通しており，明和津波以前の津波痕跡と判

断されるような層縞は全く見出されなかった． 
 調査地D（佐和田地区）においては，標高3.9m
から 15.0m の間に，６箇所のボーリングを実施

した（標高：3.9m，4.4m，5.0m，12.7m，・14.5m，

15.0m）．標高 3.9m で得られたボーリングコア  写真－４ 調査地点C における津波堆積物調査 
例を写真－５に示す．  
 
 
 
 

写真－５ 佐和田地区・調査地点１における試料（標高：3.9m） 
 
表層から 40cm までは，サンゴレキ混じり土である．40cm から 1.3m が褐色の不攪乱土であり，そ

れよりも下層は琉球石灰岩となっている．表層土中に見られるサンゴレキの混在は，調査地点６まで

続いており，少なくとも明和津波の痕跡は，標高 15m を越えていたことを確認できる．これらのボ

ーリング調査においても，明和津波以前の津波の痕跡はまったく確認されなかった． 
 これまでの古津波に関する研究は，サンゴ化石等の年代測定値から，琉球列島に過去数回の大津波

が発生した可能性を推定させている．今回，手掘やボーリング調査を通じて津波堆積物を調べた結果，

下地島や伊良部島（佐和田）においては，明和津波の発生に対応する堆積物のみが見出され，その他

の津波痕跡を示すような層縞は全く現われなかった． 
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４．おわりに 
 サンゴ化石の年代測定結果や伝説などに津波発生年の根拠を置くこれまでの研究からは，明和津波

以前にも数回の大津波が発生した可能性が推測されている．今回行なった津波堆積物調査は、当初、

それら数多くの津波の発生を実証するような堆積物層を見出すことが主目的であった。しかしながら、

得られた結果は当初の予想に大いに反し、明和津波によると判断される津波痕跡のみが見出され，そ

の他の大津波に対応するような津波痕跡層縞の存在は見出されなかった。 
本調査結果は，これまでの研究がその存在を推測してきた先島大津波や伝説津波など、多数の大津

波発生定説に疑義を投じ，明和津波が琉球諸島で唯一の大津波である可能性を浮かび上がらせている．

明和津波以前に発生されたと想定される津波に関し、山本・平良・山田（2012、2013）らは、「きど

まり伝説」を裏付けるための調査を続けた。しかし、山本らの調査結果からもその存在を裏付けるよ

うな証拠は何ら得られていない。 
先に説明したように、山本は、石垣島白保一帯の発掘調査結果から、明和津波発生年以前に発生し

た地震によると推定される地割れ痕跡と津波痕跡を確認したと報じている。しかしながら、その痕跡

から得られたサンゴ化石の年代測定値が示す年代は、河名や後藤らの津波発生年と大きく異なる。す

なわち、この痕跡についても、波による堆積層との観点からの再考が求められる。 
本論には，調査で得られた堆積物の年代や構成等について述べていない．このことについては、関

連する文献等を参照されたい。 
本研究は，文科省プロジェクト研究経費「社会科学及び自然科学の統合による自然災害の予測と分

散機構の解明」の援助を受けている．また，本研究の現地調査の一部は，トヨタ財団による研究助成

を受けて行われた． 
ここに付記し，感謝の意を表す． 
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